
東京大学医科学研究所附属病院医師主導治験実施標準業務手順書 新旧対照表 

 

改正理由：字句の記載整備及び治験審査における運用変更のため、所要の改正を行うものである。 

現行 改正 

第１章 （略） 

 

第２章 

（治験実施の申請等） 

第２条 東京大学医科学研究所附属病院病院長（以下、病院長という。）

は、自ら治験を実施する者より提出された治験分担医師・治験協力者リス

ト（(医)書式2）を了承する。 

２ 病院長は、自ら治験を実施する者に治験実施申請書（(医)書式3）と

ともに審査に必要な以下の資料を提出させる。 

≪審査に必要な資料≫ 

1）から17） （略） 

18）臨床試験に係わる自己申告書に関するチェックリスト 

19）その他治験審査に必要な資料 

３ 病院長は、自ら治験を実施する者が提出した「臨床試験に係わる自己

申告書に関するチェックリスト」を利益相反アドバイザリー室に諮り、利

益相反に該当しないと判断された医師主導治験についてのみ、東京大学医

科学研究所附属病院治験審査委員会（以下、「治験審査委員会」という。）

に審査を求める。 

 

（治験実施の了承等） 

第３条 病院長は、治験審査依頼書（(医)書式4）とともに第2条第2項に

定める文書を治験審査委員会に提出し、治験の実施の適否について治験審

第１章 （略） 

 

第２章 

（治験実施の申請等） 

第２条 東京大学医科学研究所附属病院病院長（以下、病院長という。）

は、自ら治験を実施する者より提出された治験分担医師・治験協力者リス

ト（(医)書式2）を了承する。 

２ 病院長は、自ら治験を実施する者に治験実施申請書（(医)書式3）と

ともに審査に必要な以下の資料を提出させる。 

≪審査に必要な資料≫ 

1）から17） （略） 

18）臨床研究に係る利益相反自己申告書 

19）その他治験審査に必要な資料 

３ 病院長は、自ら治験を実施する者が提出した「臨床研究に係る利益相

反自己申告書」を利益相反アドバイザリー室に諮り、利益相反に該当しな

いと判断された医師主導治験についてのみ、東京大学医科学研究所附属病

院治験審査委員会（以下、「治験審査委員会」という。）に審査を求める。 

 

 

（治験実施の了承等） 

第３条 病院長は、治験審査依頼書（(医)書式4）とともに第2条第2項に

定める文書を治験審査委員会に提出し、治験の実施の適否について治験審



査委員会の意見を求める。 

２ 病院長は、治験審査委員会から治験の実施を承認する旨の報告を受

け、これに基づく病院長の指示が治験審査委員会の決定と同じ場合には、

治験審査結果通知書（(医)書式5）により、自ら治験を実施する者に通知

する。なお、病院長の指示が治験審査委員会の決定と異なる場合には、治

験審査結果通知書（(医)書式5）の写とともに治験に関する指示・決定通

知書（(医)参考書式1）により、自ら治験を実施する者に通知する。 

３ 病院長は、治験審査委員会から治験実施計画書等の文書又はその他の

手順について何らかの修正を条件に治験の実施を承認する旨の報告を受

けた場合は、前項に準じて自ら治験を実施する者に通知する。 

４ 病院長は、前項の指示により自ら治験を実施する者が治験実施計画書

等の文書を修正した場合には、治験実施計画書等修正報告書（(医)書式6）

とともに該当する資料を提出させ、病院長の指示どおり修正したことを確

認する。この確認に先立ち、病院長は、治験審査委員会委員長に修正した

資料を提出して、修正内容に関する承認を受ける。 

５ 病院長は、治験審査委員会から治験の実施を却下又は保留する旨の報

告を受けた場合は、治験の実施を了承することはできない。病院長は、治

験の実施を了承できない旨を、治験審査結果通知書（(医)書式5）により、

自ら治験を実施する者に通知する。 

６ 病院長は、自ら治験を実施する者から治験審査委員会の審査結果を確

認するために審査に用いられた治験実施計画書等の文書の入手を求める

旨の申し出があった場合には、これに応じる。 

７ 病院長は、既に承認され進行中の医師主導治験について、実施に影響

を与えない範囲で、被験者に対する精神的及び身体的侵襲の可能性がな

く、被験者への危険を増大させない変更の場合には、迅速審査を依頼する

ことができる。 

査委員会の意見を求める。 

２ 病院長は、治験審査委員会から治験の実施を承認する旨の報告を受

け、これに基づく病院長の指示が治験審査委員会の決定と同じ場合には、

治験審査結果通知書（(医)書式5）により、自ら治験を実施する者に通知

する。なお、病院長の指示が治験審査委員会の決定と異なる場合には、治

験審査結果通知書（(医)書式5）の写とともに治験に関する指示・決定通

知書（(医)参考書式1）により、自ら治験を実施する者に通知する。 

３ 病院長は、治験審査委員会から治験実施計画書等の文書又はその他の

手順について何らかの修正を条件に治験の実施を承認する旨の報告を受

けた場合は、前項に準じて自ら治験を実施する者に通知する。 

４ 病院長は、前項の指示により自ら治験を実施する者が治験実施計画書

等の文書を修正した場合には、治験実施計画書等修正報告書（(医)書式6）

とともに該当する資料を提出させ、病院長の指示どおり修正したことを確

認する。この確認に先立ち、病院長は、治験審査委員会委員長に修正した

資料を提出して、修正内容に関する承認を受ける。 

５ 病院長は、治験審査委員会から治験の実施を却下又は保留する旨の報

告を受けた場合は、治験の実施を了承することはできない。病院長は、治

験の実施を了承できない旨を、治験審査結果通知書（(医)書式5）により、

自ら治験を実施する者に通知する。 

６ 病院長は、自ら治験を実施する者から治験審査委員会の審査結果を確

認するために審査に用いられた治験実施計画書等の文書の入手を求める

旨の申し出があった場合には、これに応じる。 

７ 削除 

 

 

 



 

（治験の継続） 

第４条 病院長は、治験の期間が１年を越える場合には、少なくとも年1

回、治験責任医師に治験実施状況報告書（(医)書式11）を提出させる。 

２ 病院長は、治験期間中、治験審査委員会の審査対象となる文書を最新

のものとしなければならない。治験審査委員会の審査対象となる文書が追

加、更新又は改訂された場合は、自ら治験を実施する者に、それらの当該

文書のすべてを速やかに提出させる。 

３ 病院長は、承認した治験について以下に該当する報告を受けた場合に

は、治験の継続の可否について、第3条の規定を準用して取り扱うものと

する。 

1）治験責任医師より、治験実施状況報告書（(医)書式11）を入手した場

合 

2）治験審査委員会の審査対象となる文書が追加、更新若しくは改訂され、

治験責任医師より、治験に関する変更申請書（(医)書式10）を入手した場

合 

3） 治験責任医師より被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上

やむを得ない理由により、緊急の危険を回避するための治験実施計画書か

らの逸脱に関する報告書（(医)書式8）を入手した場合 

4） 治験責任医師より、重篤な有害事象に関する報告書（(医)書式12-1･

2）を入手した場合 

5） 治験責任医師より安全性情報等に関する報告書（(医)書式16）を入手

した場合 

なお、被験者の安全又は当該治験の実施に影響を及ぼす可能性のある重大

な情報には、以下のものが含まれる。 

① 当該被験薬又は外国で使用されているものであって当該被験薬

 

（治験の継続） 

第４条 病院長は、治験の期間が１年を越える場合には、少なくとも年1

回、治験責任医師に治験実施状況報告書（(医)書式11）を提出させる。 

２ 病院長は、治験期間中、治験審査委員会の審査対象となる文書を最新

のものとしなければならない。治験審査委員会の審査対象となる文書が追

加、更新又は改訂された場合は、自ら治験を実施する者に、それらの当該

文書のすべてを速やかに提出させる。 

３ 病院長は、承認した治験について以下に該当する報告を受けた場合に

は、治験の継続の可否について、第3条の規定を準用して取り扱うものと

する。 

1）治験責任医師より、治験実施状況報告書（(医)書式11）を入手した場

合 

2）治験審査委員会の審査対象となる文書が追加、更新若しくは改訂され、

治験責任医師より、治験に関する変更申請書（(医)書式10）を入手した場

合 

3） 治験責任医師より被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上

やむを得ない理由により、緊急の危険を回避するための治験実施計画書か

らの逸脱に関する報告書（(医)書式8）を入手した場合 

4） 治験責任医師より、重篤な有害事象に関する報告書（(医)書式12）を

入手した場合 

5） 治験責任医師より安全性情報等に関する報告書（(医)書式16）を入手

した場合 

なお、被験者の安全又は当該治験の実施に影響を及ぼす可能性のある重大

な情報には、以下のものが含まれる。 

① 当該被験薬又は外国で使用されているものであって当該被験薬



と成分が同一性を有すると認められるもの（以下、「当該被験薬等」とい

う。）の重篤な副作用又は感染症によるものであり、かつ、治験薬概要書

から予測できないもの 

②死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、当該被験薬等の副作

用又は感染症によるもの（①を除く） 

③当該治験薬等に係る製造販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の

危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施 

④当該被験薬等の副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障害

又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 

⑤当該被験薬等の副作用又は感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発

生傾向が著しく変化したことを示す研究報告 

⑥当該治験薬等が治験の対象となる疾患に対し効能又は効果を有しない

ことを示す研究報告 

6）モニタリング報告書又は監査報告書を入手した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条から第７条  （略） 

 

第３章 （略） 

 

と成分が同一性を有すると認められるもの（以下、「当該被験薬等」とい

う。）の重篤な副作用又は感染症によるものであり、かつ、治験薬概要書

から予測できないもの 

②死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、当該被験薬等の副作

用又は感染症によるもの（①を除く） 

③当該治験薬等に係る製造販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の

危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施 

④当該被験薬等の副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障害

又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 

⑤当該被験薬等の副作用又は感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発

生傾向が著しく変化したことを示す研究報告 

⑥当該治験薬等が治験の対象となる疾患に対し効能又は効果を有しない

ことを示す研究報告 

6）モニタリング報告書又は監査報告書を入手した場合 

４ 病院長は、進行中の治験に関わる軽微な変更（治験の実施に影響を与

えない範囲で、被験者に対する精神的及び身体的侵襲の可能性がなく、被

験者への危険を増大させない変更）について、治験審査委員会の意見を聴

く場合には迅速審査を求めることができる。 

５ 病院長は、治験責任医師からの報告について、治験審査委員会標準業

務手順書の定める審査を要しない変更であると判断した場合には、当該手

順書に従って処理を行う。 

 

第５条から第７条  （略） 

 

第３章 （略） 

 



第４章 

（治験責任医師の要件） 

第１２条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなければならない。 

1）東京大学医科学研究所附属病院に所属する医師若しくは歯科医師であ

り、助教以上の者であること。 

2）から7) （略） 

 

（履歴書等の提出） 

第１３条 治験責任医師は、教育・訓練及び経験によって、治験を適正に

実施しうることを証明する最新の履歴書（(医)書式1）及びＧＣＰ省令に

規定する要件を満たすことを証明したその他の資料を病院長に提出する。 

 

 

第１３条から第２０条 （略） 

 

（重篤な有害事象の報告） 

第２１条 治験実施中に重篤な有害事象が発生した場合、治験責任医師

は、速やかに病院長（共通の実施計画書に基づき共同で複数の医療機関に

おいて治験を実施する場合には他の医療機関の治験責任医師を含む。）及

び治験薬提供者に重篤な有害事象に関する報告書（(医)書式12-1･2）で報

告する。この場合において、治験薬提供者、病院長又は治験審査委員会か

ら更に必要な情報の提供を求められた場合はこれに応じる。 

 

第２２条から第２７条  （略） 

 

第５章から第６章 （略） 

第４章 

（治験責任医師の要件） 

第１２条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなければならない。 

1）東京大学医科学研究所附属病院に所属する常勤の医師若しくは歯科

医師であり、助教以上の者であること。 

2）から7) （略） 

 

（履歴書等の提出） 

第１３条 治験責任医師は、教育・訓練及び経験によって、治験を適正に

実施しうることを証明する最新の履歴書（(医)書式1）、所定の教育講座

修了証の写し及びＧＣＰ省令に規定する要件を満たすことを証明したそ

の他の資料を病院長に提出する。 

 

第１３条から２０条 （略） 

 

（重篤な有害事象の報告） 

第２１条 治験実施中に重篤な有害事象が発生した場合、治験責任医師

は、速やかに病院長（共通の実施計画書に基づき共同で複数の医療機関に

おいて治験を実施する場合には他の医療機関の治験責任医師を含む。）及

び治験薬提供者に重篤な有害事象に関する報告書（(医)書式12）で報告す

る。この場合において、治験薬提供者、病院長又は治験審査委員会から更

に必要な情報の提供を求められた場合はこれに応じる。 

 

第２２条から第２７条  （略） 

 

第５章から第６章 （略） 



 

第７章 治験支援組織 

（ＴＲ・治験センターの業務） 

第３１条 病院長は、医師主導治験の実施に関する支援業務をＴＲ・治験

センターに行わせる。ＴＲ・治験センターの業務については臨床試験実施

手順書等による。 

 

（トランスレーショナルリサーチコーディネーターの配置） 

第３２条 病院長は、医師主導治験の実施に関する支援を行う者としてト

ランスレーショナルリサーチコーディネーター（以下、TRCという。）を

配置する。TRCは、薬剤師、看護師、臨床心理士、栄養管理士、臨床検査

技師等が担い、ＴＲ・治験センターが業務を統括する。 

２ TRCは、説明への同席及び補助、スケジュールの確認、併用薬及び有

害事象等及び検査値等の確認、症例報告書の作成の補助、同意説明文書の

記載内容の確認、並びに被験者の理解度・心理状況・不満の把握等の業務

を行う。その他TRCの業務等については別に定める手順書による。 

 

第３３条 （略） 

 

（治験関連の事務業務） 

第３４条 病院長は、治験の実施に関する事務及び支援を研究支援課に行

わせる。研究支援課の業務については、臨床試験実施手順書等による。 

 

第８章 （略） 

 

第９章 

 

第７章 治験支援組織 

（ＴＲ・治験センターによる支援） 

第３１条 病院長は、医師主導治験の実施に関する支援業務をＴＲ・治験

センターに行わせる。 

 

 

（ＴＲ・治験センターの業務） 

第３２条 ＴＲ・治験センターによる業務は、トランスレーショナルリサ

ーチ・治験センター内規及び関連手順書による。 

２ ＴＲ・治験センター長は、自ら治験を実施しようとする者と協議の上、

当該医師主導治験に対する支援内容を決定する。 

 

 

 

 

 

第３３条 （略） 

 

（研究支援課による支援） 

第３４条 研究支援課は、ＴＲ・治験センターと協議の上、医師主導治験

の実施に必要な業務委託の契約その他の事務を行う。 

 

第８章 （略） 

 

第９章 



（記録の保存責任者） 

第３９条 病院長は、東京大学医科学研究所附属病院内において保存すべ

き治験に係る文書又は記録の保存責任者を指名する。 

２ 文書・記録ごとに定める保存責任者は以下のとおりとする。 

1）診療録、検査データ、同意文書等：病院課長 

2）医師主導治験に関する文書等：研究支援課長 

3）治験薬等に関する記録（治験薬管理表、治験薬投与記録、被験者から

の未使用治験薬返却記録、治験薬納品書、未使用治験薬受領書等）：薬剤

部長 

３ 病院長又は治験の記録の保存責任者は、東京大学医科学研究所附属病

院において保存すべき治験に係る文書又は記録が第40条第1項に定める期

間中に紛失又は廃棄されることがないよう、また、求めに応じて提示でき

るよう措置を講じておく。 

 

（記録の保存期間） 

第４０条 病院長は、東京大学医科学研究所附属病院において保存すべき

治験に係る文書又は記録を、1）又は2）の日のうち後の日までの間保存す

るものとする。ただし、自ら治験を実施する者がこれよりも長期間の保存

を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について自ら治験を実施す

る者と協議する。 

1）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発の中止若しくは治験の成績が

承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合には開発中止が決定さ

れた若しくは申請書に添付されない旨の通知を受けた日から3年が経過し

た日） 

2）治験の中止又は終了後3年が経過した日 

２ 病院長は、自ら治験を実施する者から製造販売承認取得した旨を記し

（記録の保存） 

第３９条 医師主導治験に関連する文書・資料・記録の保存については、

当院が別に定める「治験関連記録の保存及び文書管理に関する手順書」に

よるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記録の保存期間） 

第４０条 文書・資料・記録の保存期間は、「治験関連記録の保存及び文

書管理に関する手順書」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



た開発の中止等に関する報告書（(医)書式18）を受ける。 

３ 病院長は、自ら治験を実施する者より、前項により製造販売承認取得

した旨を記した開発の中止等に関する報告書（(医)書式18）を入手した場

合は、治験審査委員会に対し、開発の中止等に関する報告書（(医)書式18）

の写を提出する。 

 

第１０章 自ら治験を実施する者の業務（治験の準備） 

（治験実施体制） 

第４１条 自ら治験を実施する者は、治験の実施の準備及び管理に関して

必要とされる以下に掲げる業務手順書等を作成する。 

1）から14）（略） 

２ （略） 

３ 自ら治験を実施する者は、東京大学医科学研究所利益相反ガイドライ

ンの定める「臨床試験に係わる自己申告書に関するチェックリスト」を提

出する。また、治験分担医師及び治験協力者には「関係者自己申告書」の

提出を求める。 

 

第４２条から第４９条 （略） 

 

第１１章 

第５０条から第５３条 （略） 

 
（モニタリングの実施等） 
第５４条 第１項から第４項 （略） 
５ 自ら治験を実施する者は、指名した者にモニターから提出されたモニ

タリング報告書の内容の点検とフォローアップについて文書化を行わせ

 

 

 

 

 

 

第１０章 自ら治験を実施する者の業務（治験の準備） 

（治験実施体制） 

第４１条 自ら治験を実施する者は、治験の実施の準備及び管理に関して

必要とされる以下に掲げる業務手順書等を作成する。 

1）から14）（略） 

２ （略） 

３ 自ら治験を実施する者は、東京大学医科学研究所利益相反ガイドライ

ンの定める「臨床研究に係る利益相反自己申告書」を提出する。また、治

験分担医師に「臨床研究に係る利益相反自己申告書」を提出させる。 

 

 

第４２条から第４９条 （略） 

 

第１１章 

第５０条から第５３条 （略） 

 

（モニタリングの実施等） 

第５４条 第１項から第４項 （略） 

５ 自ら治験を実施する者は、モニターから提出されたモニタリング報告

書の内容を確認し、必要に応じて改善を行い、その旨を記録する。 



る。 
 
第５５条から第５７条 （略） 
 
（記録の保存） 
第５８条 自ら治験を実施する者は、以下の治験に関する記録（文書及び

データを含む。）を保存する。 
1）治験実施計画書、総括報告書、症例報告書その他 GCP 省令の規定に

より自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写 
2）治験審査委員会の意見に関する文書、その他 GCP 省令の規定により

病院長が保管する記録 
3）モニタリング、監査その他治験の実施の準備及び管理に係る業務の記

録（2）及び 5）に掲げるものを除く） 
4） 治験を行うことにより得られたデータ 
5） 治験薬等に関する記録 
２ 自ら治験を実施する者は、第 1 項に定める記録を、1）又は 2）の日

のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする。 
1）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発の中止若しくは治験の成績が

承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合には開発中止が決定さ

れた若しくは申請書に添付されない旨の通知を受けた日から 3 年が経過

した日） 
2）治験の中止若しくは終了の後 3 年を経過した日 
３ 自ら治験を実施する者は、当該自ら治験を実施する者が東京大学医科

学研究所附属病院に所属しなくなった場合には、当該記録の保存につい

て、適切な策を講じるものとする。 
 

 

 

第５５条から第５７条 （略） 

 

 
  （削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（規則の準用） 
第５９条 （略） 
 

 

（規則の準用） 
第５８条 （略） 

 

 附 則  

１ 本改訂は 令和元年７月３日より施行し、令和元年７月１日より適用する。 


	第５０条から第５３条　（略）
	第５８条　（略）

