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１．企業治験・製造販売後臨床試験の申請手続きについて
（ａ）申請にあたって
申請は本院の標準業務手順書、契約書（案）、覚書（案）、本マニュアル等を熟読の上、
目標被験者数を責任医師と依頼者で十分協議し実施可能な被験者数で行ってください。
責任医師に配分される経費は、納付された契約金額のうち「臨床試験研究経費」、「旅費」
となります。
広島大学総合医療研究推進センターホームページ（http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/）
の経費の算定表を参照してください。
新規申請については診療科（部）の長による実施の了承を事前に得ておくものとし、こ
れを証するために「確認書」（「３．事前審査」参照）により診療科（部）の長の押印又は
署名を得てください。
また、治験届と関連して、契約書に記載する責任医師等の所属・職名については「４．
新規申請

(b)書類作成上の留意事項

(2)履歴書③」を参照してください。

（ｂ）治験審査委員会（ＩＲＢ）の開催日
原則として毎月第１月曜日開催

（ｃ）書類の提出場所および及び受付期間
提出場所：総合医療研究推進センター・治験事務局 臨床管理棟 1 階
（郵送可

〒734-8551

広島市南区霞一丁目 2 番 3 号）

※持参の場合は 8:30 ～ 17:00 受付（ E-mail で事前に連絡してください）
E-mail：hugcp@hiroshima-u.ac.jp

IRB 審査資料等の提出締め切り： IRB 開催日（原則として毎月第１月曜日開催）の２週
間 前 、 詳 細 は 、 広 島 大 学 総 合 医 療 研 究 推 進 セ ン タ ー HP ホ ー ム ペ ー ジ
（http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/）で確認してください。

（ｄ）契約関係
(1)

IRB 終了後、総合医療研究推進センター治験事務局（契約担当）より契約書（本院の

書式）の確認 E-mail が送付されます。不明な点は E-mail あるいは電話等で事務部門治
験事務局（契約担当）と連絡を取って下ください。「契約書」の条項文言に関する部分に
関しては原則として変更は加えません。変更の必要があれば、治験事務局（契約担当）
にお尋ねください。
また、CRO が関与する場合は、業務委託に関する覚書（本院の書式）の確認 E-mail を
契約書と併せて送付します。確認の上、第 1 条（委託される業務）の例示各号に該当の
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ない場合は、当該号を削除します。その他の条項文言の取り扱いについては契約書と同
様です。
(2)

契約締結日は原則として IRB 承認日を起点として 10 日後とし、契約期間については、

複数年度契約を原則としています。また、契約開始日は契約締結日とし、終了日は「実
施計画書上の治験期間終了日」から６ケ月を超えた最初の９月３０日又は３月３１日と
します。これらによりがたい場合は、別途任意の様式により申し出てください。
(3)

経費の支払については、原則として契約書といっしょ一緒に契約締結日（原則として

IRB 終了 10 日後）よりを起点に 20 日後を納入期限とする「請求書」が送付されますの
で、期限内にお支払いください。
(4)

2018 年 8 月 1 日より治験事務局業務の一部を SMO に委託しています。2018 年 11 月以

降に申請される新規治験の場合、別途 SMO との契約が必要になります。

（ｅ）その他
(1)

統一書式以外の様式等は若干の変更を加える場合がありますので、申請時には、ホー
ムページにて最新の様式および及び手続き等をダウンロードして使用してください。
他のメディアが必要な方は申し出てください。

(2)年度を超えて治験・製造販売後臨床試験を行う場合は、年に 1 度の継続の手続きを行っ
てください。複数年度契約であっても同様です。毎年 3 月に開催する IRB で継続に関す
る審査を行います。（「21．継続申請」参照）
(3)IRB の開催日、申請の締め切り日、審査結果等の最新情報は、広島大学病院総合医療研
究推進センターのホームページ（http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/）にて随時掲載して
います。

（ｆ）連絡先
（１）

書類の作成、申請の確認関係
総合医療研究推進センター・治験事務局
事務局へのお問い合わせは、E-mail をご利用ください。
TEL:082-257-5596、Fax:082-257-5343
E-mail：hugcp@hiroshima-u.ac.jp

（２）

決定通知書に関すること及び契約関係
TEL:082-257-5772、5773、1751

Fax:082-257-5090

E-mail：byo-keiei-tiken-jimukyoku@office.hiroshima-u.ac.jp
（３）経費の振込支払関係（振り込み支払期限等）
霞地区運営支援部財務グループ・経理担当
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TEL:082-257-5022
（４）検査関係
◆臨床検査値(基準値)関係：検査部門
TEL: 082-257-5543
◆放射線検査関係(ＣＴ、ＭＲＩ、CR、RI 撮影等)：放射線部門
TEL: 082-257-5357
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（参考）事前審査から IRB 審査までのスキーム
時間スケジュール

治験責任医師

治験依頼者

IRB 委員

治験実施計画書、同意
説明書、覚書の案各 2025
部を担当部署へ提出

IRB の 4 週間前

治験事務局（ＩＲＢ事務局）

提出資料による事前審査
↓
審査者（センター長・CRC
他）からの質問を編集し治
験依頼者宛の質問票を
E-mail

必要であれば同意
説明文書の修正、 → 治験事務局からの質問
← の回答書の作成
申請書類の調製

申請（郵送可）
治験実施計画書、回答
書等各 26 部提出
申請書類の提出

IRB の 2 週間前

審査書類の受領
IRB 委員へ申請書類の配
（治験実施計画書、
←
質問票の回答等
布
申請書類）

IRB の 1 週間前

IRB
毎月第１月曜日(休
日の場合は IRB で日
程の調整)

治験申請書類等の受領

責任医師または分
担医師は、IRB 委
員に治験概略を 5
分間で説明、約 5
分間で質疑応答

責任医師または分担
医師退席後、審議
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２．書類作成（全般）の留意事項
① 年は西暦で記載する。
② 整理番号：各医療機関で必要に応じて記載する。
③ 区分：実施する試験に応じて「治験」又は「製造販売後臨床試験」及び「医薬品」、
「医
療機器」又は「再生医療等製品」を選択する。なお、統一書式においては、再生医療等
製品を実施する場合は「医療機器」を選択する。
④ 区分：「医療機器」、「再生医療等製品」又は「製造販売後臨床試験」をチェックした場
合、各書式中の「医薬品」は「医療機器」又は「再生医療等製品」と、「治験」は「製
造販売後臨床試験」と読み替える。
⑤ 「印」とあるのは、記名捺印又は署名である。
⑥ 診療科長等の確認等の取扱い：GCP上必須とされていない事項であり統一書式には確認
欄等は設定していない。なお、院内の手続き上必要である場合には契約書等の確認を得
る他、治験事務局等が治験責任医師が作成した文書の写し等を適宜診療科長等に回付す
る等により運用する。（治験依頼者は、新規申請時のみ診療科（部）の長による実施の
了承を事前に得ておくものとし、これを証するために「確認書」（「３．事前審査」参
照）により診療科（部）の長の記名捺印又は署名を得ること。）
⑦ 「別紙の形式は問わない」とあるのは、必要な情報が適切かつ明確である限りにおいて、
特段の書式は定めないという意味である。
⑧ 被験薬の化学名又は識別記号：医薬品の治験、製造販売後臨床試験（以下「治験等」とい
う）の場合は化学名又は識別記号を、医療機器の治験等の場合は被験機器の原材料名又は
識別記号を、再生医療等製品の治験等の場合は被験製品の構成細胞、導入遺伝子又は識別
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬

記号を記載する。
治験の期間：治験実施計画書に記載された治験の期間を記載する。
治験依頼者：会社名を記載する。
担当者連絡先：治験依頼者（必要な場合、開発業務受託機関を含む）の担当者連絡先
を記載する。なお、本情報は当該文書を提出後に担当者の変更があった場合であって
も差し替え等は不要である。ただし、E-mail(hugcp@hiroshima-u.ac.jp)へ連絡するこ
と。
各書式脚注にある「（長≠責）」は実施医療機関の長と治験責任医師が異なる場合の取
扱いを、「（長＝責）」は実施医療機関の長と治験責任医師が同じ場合の取扱いを示す。
「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合であっても、当該医療機関の判断により

「実施医療機関の長≠治験責任医師」版書式を使用してもよい。
⑭ 治験依頼者として記入する名称は、契約書に記載する名称と同一とすること。
⑮ 統一書式の宛名の（実施医療機関名）は「広島大学病院」、（長の職名）は「病院長」
とする。統一書式以外の宛名は「広島大学病院長」で統一する。
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３．事前審査
(a)必要書類
（１）事前審査申込書（本院の書式） …… （本紙）1 部、（写し）2025 部
（２）最新の治験実施計画書（コピー可） …… 2025 部
（３）説明文書・同意書（本院の書式）の案（アセントを必要とする場合は同時に提出）
…… 2025 部
（４）覚書（案）（必要時、ホームページに雛形を掲載）被験者への支払いに関する文書

…

… 2025 部
（５）確認書（本院の書式）

…… 1 部

（６）合意書の写し
…… 1 部
（７）実施計画ファイル（EXCEL ファイル：ホームページに掲載の様式より作成） … E-mail
で提出
（８）症例登録に対する算定について（本院の書式）の案

…… 1 部

（９）治験参加カード等、患者に配布する資料（必要時）、広告被験者の募集の手順（広告
等）に関する資料

…… 2025 部

（10）補償制度の概要（必要時） …… 2025 部
（11）ヒトゲノム・遺伝子解析研究が含まれる場合は、「２３.(a)」を参照してください。
★事前審査に必要な書類の提出方法および及び受付期間
提出方法：
（１）から（４）、（９）、
（10）、
（11）までの本紙を除く写し各 1 部を 1924 部フ
ァイルして総合医療研究推進センター・治験事務局宛（臨床管理棟 1 階）へ送付してく
ださい。ファイルの形式は問いません。送付する場合は、E-mail で事前に連絡してく
ださい（宛先：hugcp@hiroshima-u.ac.jp）。（７）は、E-mail で提出してください。
締め切り日：原則として IRB 開催日の 4 週間前
★事前審査
提出資料をもとに事前審査を行います。E-mail で質問票（EXCEL ファイル）を送付しま
すので、申請の締め切り日（IRB 開催日の 2 週間前）までに E-mail で回答して下ください。
E-mail で送付した質問票により説明文書・同意書（本院の書式）の案、覚書（案）（必
要時）被験者への支払いに関する文書に追加記載、あるいは変更をお願いする場合があり
ます。質問票により修正した説明文書・同意書（案）等は、確認のため質問票の回答と共
に E-mail で送付してください。なお、質問に対する回答は IRB の審査資料とします。

(b)書類作成の留意事項
事前審査申込書

(本院の書式)
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① 治験責任医師となるべき者と本院での治験の実施について合意したことを証した書類
（合意書）の写し及び実施診療科（部）の長による実施の了承を証した確認書（次項
参照）を添付する。
② 整理番号は空欄にして下ください。
確認書 (本院の書式)
① 新規申請については診療科（部）の長による実施の了承を事前に得ておくものとし、
これを証するために診療科（部）の長の押印又は署名を得たものを作成してください。
② 責任医師＝診療科(部)長である場合は、作成の必要はありません。
③ 新規申請時のみ作成する。
症例登録に対する算定について（本院の書式）
① １症例あたりの経費の支払い時期及び算定の基礎となる書類で、原則各期の割合の変
更は認めておりません。事前に算定方法等にを治験事務局に相談の上、ついて責任医
師と相談のうえに確認し提出して下ください。
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４．新規申請本審査
(a)必要書類
(１）治験依頼書（統一書式 3）

……（本紙）1 部、（写し）2 部

（２）履歴書（統一書式 1） …… （本紙）1 部
（３）治験分担医師・治験協力者リスト（統一書式 2）……（本紙） 1 部、（写し）1 部
（４）参考資料
(ア)

治験実施計画書

…… 26 部

(イ)

治験薬概要書又は添付文書

(ウ)

症例報告書の見本

(エ)

説明文書、同意文書（本院の書式）…… 26 部 （事前審査用 1425 部の他

…… 1 部

…… 1 部

に）
(オ)

治験の費用の負担について説明した文書…… 1 部

(カ)

被験者の健康被害の補償について説明した文書

(キ)

被験者の募集の手順（広告等）に関する資料

(ク)

被験者の安全等に係る資料

(ケ)

その他（提供物品リスト等）

(コ)

厚生労働省へ届け出た治験計画書の写し

(サ)

治験実施計画要旨（EXCEL ファイル）（両面印刷）…… 26 部

(シ)

事前審査で回答した質問票（両面印刷）

(ス)

覚書（案）（必要時）

(セ)

CRO が関わる場合は、開発業務委託契約書の写し(委託業務一覧)…… 1 部

(ソ)

A４版返信用封筒（〒番号、住所、会社名、担当部課名、担当者名を記入、

…

…… 26 部
…… 26 部

…… 1 部
…… 1 部
… 1部

…… 26 部

26 部

切手不要）…… 1 通
(タ)

※

治験参加カード等患者配布資料

…

26 部

本院の提示する契約期間によりがたい場合は、別途任意の様式により契約期間（この
場合であっても契約終了日は 9 月 30 日又は 3 月 31 日）を記載した依頼者の押印のあ
る文書を提出する。

※

本院では、統一書式への押印は不要、当院の書式への押印は必要としてます。

※

統一書式への押印が依頼者も不要であれば、必要部数を提出してください。（本紙、
写しの区別不要）
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新規申請は、
（オ）及び（ソ）を除く参考資料各 1 部を「LION パイプ式ファイル、A4-S、
No.7103RK 両開き、背幅 121mm のバインダーファイル」に綴じて下ください。ファイルは、
必須文書保管用として利用します。
その他の提出書類を透明なクリアフォルダーに（シ）、（ス）、（サ）、（ア）、（エ）、（カ）、
（タ）、（キ）の順番に挟んで、2526 部提出してください。（資料ごとにカラーインデック
スにタイトルを記載し区分して下ください。）

(b)書類作成の留意事項
(1) 治験依頼書（統一書式3）
① 添付資料一覧：添付する資料名をチェックするとともに、具体的な資料名を記載し、それ
を特定するために必要な作成年月日及び版番号を記載する（特定できれば両方記載する必
要はない）
。例えば、治験実施計画書であれば適宜改訂がなされることから、作成年月日
や版番号は通常記載されるが、予定される治験費用に関する資料であれば資料名を明確に
記載すれば資料が特定される場合が多く、その場合、作成年月日や版番号は不要である。
なお、作成年月日、版番号の記載が不要である場合には“なし”と記載する。
② 添付資料一覧：治験薬概要書又は添付文書：医薬品の治験の場合は治験薬概要書等、
医療機器の治験の場合は治験機器概要書等、再生医療等製品の治験の場合は治験製品
概要書等、製造販売後臨床試験の場合は添付文書等の資料名を記載する。
③ 添付資料一覧：治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書として「治験分担医
師・治験協力者リスト」（書式2）と履歴書を提出する。
④ 添付資料一覧：その他：被験者に配布する資料（被験者日誌等）、開発業務受託機関の
業務範囲に関する資料、同種同効薬に関する資料（医薬品の場合）、類似医療機器に関
する資料（医療機器の場合）、類似再生医療等製品に関する資料（再生医療等製品の場
合）等添付する資料名を記載する。
⑤ 「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合、差出元である治験責任医師欄は“該当
せず”と記載する。この場合、治験責任医師の記名捺印又は署名は不要である。
⑥ 治験事務局で治験分担医師の要件を確認するため、治験分担医師の履歴書（1部）を提
出すること。「□その他」に「治験分担医師の履歴書 ○○○○外○名」と記載する。
⑥⑦
質問表、覚書（３種）、その他提出する審査に必要な資料は全て「□その他」に記
載こと。
(2) 履歴書（統一書式1）
① 「治験責任医師」又は「治験分担医師」をチェックする。
② 医療機関：現在所属している医療機関名を記載する。
③ 所属・職名：契約書に記載される予定の、実施医療機関における所属・職名を記載する。
所属は本院の診療科名（広島大学病院HP参照）・中央診療部名（広島大学病院HP参照）
を記載する。ただし、一部の中央診療部については被験者が実際に受診している診療科
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④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

名（治験を実施する診療科名）を優先する。契約書には、これらを記載するので、治験
届けの参考にする。なお、大学院生の所属は、診療に従事している診療科名を記載する。
学歴（大学）：卒業大学、学部の名称及び卒業年を記載する。大学院に関する記載は不
要である。
免許(免許番号)：「医師」又は「歯科医師」若しくは両方をチェックし、免許番号及び
取得年を記載する。
認定医等の資格：主として実施する治験等に関連するものを記載する。なお、必ずしも
取得しているすべての資格を記載する必要はない。
勤務歴：過去5年程度の間の当該医師の勤務歴に関して、医療機関名、所属、期間等に
ついて記載する。また、記入欄が不足する場合には当該欄に“別紙のとおり”等と記載
し、別紙を添付してもよい。なお、別紙の形式は問わない。
主な研究内容、著書･論文等：過去2年程度の間で治験等に関連するものを記載する。
なお、記載数は直近の10編以内とする。また、記入欄が不足する場合には当該欄に“別
紙のとおり”等と記載し、別紙として添付してもよい。なお、別紙の形式は問わない。
治験・製造販売後臨床試験の実績：過去2年程度の間において実績がない場合、当該欄

に“0”と記載する。その場合であってそれ以前に実績のある場合にはその内容につい
て備考欄に簡潔に記載する。
⑩ 実施件数：過去2年程度の間に治験責任医師又は治験分担医師（以下、
「治験責任医師等」と
いう）として関与した治験と製造販売後臨床試験の合計及び実施中の件数（プロトコル数）
を、医薬品、医療機器及び再生医療等製品について記載する。なお、件数については治験責
任医師等に指名された数とし、結果的に被験者登録できたかどうかは問わない。
⑪ 備考：⑨に示す事項等特記すべき事項があれば記載する。所属・職名の変更、改姓があった
場合は、その旨を記載する。
（例：2008年10月1日付け○○診療科から△△診療科に所属変更）
⑫ 治験責任医師等が当該治験又はその分担された業務を適正に実施しうることが示され
れば全ての項目を埋める必要はない。
⑬ 治験責任医師の資格は、原則として臨床経験が５年以上で、広島大学病院に在籍する常
勤医師、常勤歯科医師または広島大学に在籍する教員で広島大学病院において診療する
ことに関して手続きをとった常勤医師、常勤歯科医師（助教以上）とする。
⑭ 治験分担医師の資格は、原則として臨床経験が５年以上で、(ｱ) 広島大学病院に在籍す
る医師、歯科医師（医科診療医、歯科診療医を含む）、(ｲ)広島大学に在籍する教員で広
島大学病院において診療することに関して手続きをとった医師、歯科医師、(ｳ) 広島大
学病院において診療することに関して手続きをとった医師、歯科医師（非常勤医師、大
学院生、研究生等）のいずれかとする。
⑮ 原則として３ヶ月以内に作成された最新の履歴書を入手すること。
(3) 治験分担医師・治験協力者リスト（統一書式2）
① 「新規」又は「変更」をチェックする。
② 分担業務の内容：通常、
「治験業務全般」又は「治験業務補助全般」をチェックすること
で足りる。治験分担医師であれば明確に特定の業務のみを行う場合、治験協力者であれば
医師が治験協力者となっている等の場合のみ括弧の前にあるチェックボックスをチェッ
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クし、括弧に当該業務を記載する。
③ GCP上、治験分担医師・治験協力者リストはＩＲＢの審査対象ではない。
④③
「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合：治験責任医師から実施医療機関の長に
リストを提出する場合に使用する書式上部の差出元及び宛先欄は“該当せず”と記載する。
この場合、当該治験責任医師の捺印は不要である。また、書式下部の欄について、宛先の
治験責任医師欄は“該当せず”と記載するとともに、実施医療機関の長の氏名欄には氏名
の前に実施医療機関名を記載する。
⑤④
治験分担医師の資格を満たさない者（臨床経験が５年未満等）が治験業務を分担する
場合は、治験協力者として分担業務の内容を記載する。
⑥⑤
治験協力者の欄にはホームページに記載した最新のCRCリストに記載した全員の氏名
等を記載する。
⑦⑥
治験分担医師の変更は、ＩＲＢで承認のあった日より追加、削除となる。了承日は、
原則として審査予定日の属する月の初日（休日の場合はその翌日）とする（了承日は本院
で記載する）ので、ＩＲＢで否決された場合は改めてリストの作成が必要となる。
⑧⑦
治験協力者の異動については、ＩＲＢへの報告は必要はありません。変更後の治験分
担医師・治験協力者リスト（書式2）の了承日より治験協力者としての業務が可能です。
(4)参考資料
(ア) 治験実施計画書

……最新版を提出してください。製本が間に合わない場合は写し

でもかまいません
※英語（外来語）原著に和訳参考資料を添付してください
(ア)(イ)

治験薬概要書又は添付文書

……最新版を提出してください。製本が間に

合わない場合は写しでもかまいません
(イ)(ウ)
症例報告書の見本 ……最新版を提出してください。製本が間に合わない
場合は写しでもかまいません
(ウ)(エ)

説明文書、同意文書（本院の書式）

説明文書の作成には以下の項目に留意してください。
1) 本院の書式の同意書に含まれる1から16の全項目と同じ内容のものを目次とし
て説明文書を構成してください。なお、目次は16項目以外の目次があってもか
まいません。遺伝子検査の同意説明文書がある場合はその旨を表紙に記載して
下ください。
2) 本院の書式の同意書に含まれる 1 から 16 の全項目と同じ順番を目次として説明
文書の内容を構成してください。なお、目次は 16 項目以外の目次があってもか
まいません。
3) 語句の注意点
※説明文書以外の患者さんにお渡しする資料（参加カードや補償の概要等）に
共通の留意点となります
・「当院」ではなく「本院」に統一する。
・医師の表現は「治験担当医師」に統一し、
「治験担当医師」と「かかりつけ医」
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は区別する。
・「患者様」、「患者さま」ではなく「患者さん」で統一する。
・「お子様」、「お子さま」ではなく「お子さん」で統一する。
・読み仮名（ルビ）は、文書内で最初に出てきた語句に付ける。
英語表記には必ずルビを付け、漢字は読み方が難しいものに付ける。
1)4)
説明文書の冒頭で治験は第1相から4相まであること、紹介されている治験
はどの相なのか説明を記載する（簡単な図も用いてください）。
2)5)
「治験が研究を伴うものであること」を明確に記載してください。
6) プラセボを用いる場合、その必要性等については別途項目を設けて説明してく
ださい。
7) 連絡先の記載方法
※全ての同意説明文書、アセント、治験参加カード等の連絡先は上記の表現で
統一してください。
・医師
担当医師への連絡方法は文末に記載することとし、責任医師名、職名は事前に
記載してください。治験担当医師名、職名は空欄としてください。責任医師へ
の連絡は平日・昼間と休日・夜間に分けて記載してください。連絡先の電話番
号は病棟名等を記載してください。
例）連絡先
平日・昼間（8:30-17:00）： 082-257-○○○○ （○○外来）
夜間・休日連絡先 : 082（○○病棟）
・CRC
CRCの連絡先は、氏名を空欄とし総合医療研究推進センター（土日・祝日を除く
平日：8:30-17:00）としてください。
例）治験コーディネーター
電話番号 082-257-5596 （土日・祝日を除く平日：8:30-17:00）
※SMO･CRCが担当する場合の記載方法はSMO・事務局担当者に確認して下さい。
・相談窓口
治験の相談窓口は、総合医療研究推進センター（土日・祝日を除く平日：
8:30-17:00）としてください。
例）治験相談窓口
電話番号 082-257-5596 （土日・祝日を除く平日：8:30-17:00）
※担当するCRCが院内CRC、SMO・CRCのいずれも
3)8)
ページ数を記載してください。
9) 副作用等は○人に○人の割合と記載し、表形式で記載してください。
治験の相談窓口は、総合医療研究推進センター（土日・祝日を除く平日：
8:30-17:00）としてください。
4)10) 別途項目を設けて治験を審査する委員会の概要（委員会の名称、設置者の
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職名、設置理由等）の記載をしてください。
負担軽減費は1月毎にまとめて、「原則として本人名義の銀行口座（ゆうちょ銀
行口座への振込は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要）へ翌月の末以
降に本院から振り込む」ことを記載してください。
※負担軽減費支払い業務をSMO・事務局に委託しておりますので、記載方法の詳
細はSMO・事務局担当者に確認して下さい。
同意書の作成には以下の項目に留意してください。
1) 同意文書は本院の書式を使用してください。（内容の変更は不可）
1)2)
同意書は「広島大学病院長殿」宛てにしてください。
2)3)
新規申請時に添付する同意書は１枚、印刷時には医師保管用、事務局保管
用、患者保管用の3枚複写としてください。
3)4)
同意書には、治験課題名、目次、治験責任医師名、職名、時間内および及
び時間外連絡先と電話番号を予め記入してください。
4)5)
説明文文書の版数を同意書の右上に記載する。
6) アセントを必要とする場合は同時に提出する。
同意撤回書を作成してください。
1) 提供者が未成年でかつ16歳以上の人を含む場合は、本人署名欄の下に括弧書き
で「16歳以上の場合、署名が必要」と記載
2）同意書と同様に新規申請時に添付する同意書は１枚、印刷時には医師保管用、
事務局保管用、患者保管用の3枚複写としてください。
3）撤回書には「広島大学病院長殿」宛てにしてください。
4）説明文書の版数を同意撤回書書の右上に記載する。
(エ)(オ)

治験の費用の負担について説明した文書

……本院の書式：
（症例登録に対

する算定について、受託臨床研究（治験）研究経費ポイント算出表、被験者来院回
数調、旅行計画書）、被験者への支払いに関する文書が該当します。
A) 症例登録に対する算定について
算定方法等を必ず選択して提出して下ください。B)～E)とともに事前に責任医師
に研究費について説明し、了承を得てください。（事前審査時に提出したものに変
更がない場合、必要ありません。）
B) 受託臨床研究（治験）研究経費ポイント算出表
内容については、予め治験事務局の確認が必要です。記入上の注意事項を参照の
上、作成して下ください。医療機器を申請する場合は、受託臨床研究（治験）研究
経費ポイント算出表（医療機器）を提出して下ください。
C) 被験者来院回数調
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実施計画書に記載された、治験期間中の予定される被験者あたりの来院回数を
記載して下ください。（算出内訳を内訳欄に記載する。）
なお、被験者によって来院回数が異なる場合は、被験者ごとに来院回数を算出
してください。 契約期間の延長等で来院回数が増加する場合は、その都度、被
験者来院回数調を提出する。その際、既納分と増加分を内訳欄に記載してくださ
い。
症例の組み入れにより来院回数が異なる場合は、契約期間内で想定される来院
回数を症例単位で算出し（内訳欄に記載する。）、下段に合計来院回数を記入して
ください。また、脱落症例に対しても支払いが可能な場合は、その旨を内訳欄に
記入してください。
契約期間の延長等で来院回数が増加する場合は、その都度、被験者来院回数調
を提出する。その際、既納分と増加分を内訳欄に記載してください。
D) 旅行計画書
契約期間中の旅行計画の予定のあるなしを選択して提出してください。どちらを
選んだかがはっきりするように、必要ない方を二重取消線で取り消して下ください。
（例 予定あり）
治験の計画及び実施に係る事前の研究会への出席は、受託前であることから含ま
ないみません。
治験に係る中間検討や症例報告の研究会等に出席する旅費を記載してください。
E）被験者への支払いに関する文書
保険外併用療養費支給対象外の費用で被験者に代わり負担する費用を記載して
ください。また、治験よって付加的に発生する費用があれば、併せて記載してく
ださい。
(オ)(カ)

被験者の健康被害の補償について説明した文書

(カ)(キ)

被験者の募集の手順（広告等）に関する資料

……広告にエントリー期限

をは必ず記載し、エントリー期限を変更する場合は変更申請をしてください。広告
は総合医療研究推進センターおよび及び申請診療科の待合室の掲示板に掲示します。
総合医療研究推進センターのホームページに掲載を希望される場合は、広告の下部
に「総合医療研究推進センターのホームページでも治験の紹介をしています」と記
載してください。本院の名称を記載した広告が審査の対象となります。治験依頼者
のホームページ等で病院名を公表しないで広報する場合は、審査の対象となりませ
ん。ただし、実施方法等は事前に治験事務局・CRC へお知らせください。初回申請
時以降に院内でポスター、広島大学病院・総合医療研究推進センターのホームペー
ジ等で被験者募集を行う場合は、治験に関する変更申請書（統一書式 10）を用いて
ポスター等の追加をしてください。IRB で掲示の可否を審査します。
(キ)(ク)

被験者の安全等に係る資料

(ク)(ケ)
その他 ……提供物品リスト、被験者日誌等、治験の実施に際して必要と
判断される場合は参考資料として追加して下ください。
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「提供物品リスト」（本院の書式）
1) 治験責任医師の確認を得たうえで作成してください。
2) 返還するものを記載してください。（費消するものは含みません。）
3) 品名、規格、数量を明記する。
記載例 ： ○○装置
(ケ)(コ)

○△㈱製

厚生労働省へ届け出た治験計画書の写し

abc-123

１台

…本院の名称、治験責任医師の

氏名等の記載された最新の写しを提出してください。本院の記載部に赤字でアンダ
ーラインを引いてください（提出は本院の部分のみで構いません）。
(コ)(サ)
治験実施計画ファイル（EXCEL ファイル）の印刷物 ……事前審査の提出
後に内容の変更をした場合は変更後、再送付してください。このファイル中の治験
実施計画要旨は IRB の審査資料とします。
（セルの内容が全て表示されていることを
確認し、両面印刷してください。）このファイルの「治験の内容」の記載事項を契約
書第 1 条に記載しますので、正確に記入してください。
(サ)(シ)

事前審査で回答した質問票

……質問に対する回答により説明文書の変更

を行った時は、変更したことを明記してください。
（セルの内容が全て表示されてい
ることを確認し、両面印刷してください。）
(シ)(ス)
覚書（案）（必要時） … 本院の書式（契約書）第 14 条第 1 項の「甲が
乙に請求する費用」の条項文言については変更を加えませんので、として記載契約
内容に変更が必要な場合は、事前審査時にホームページに記載した覚書（案）を参
考にして作成提出して下ください。また、E-mail で電子データもお送りください。
覚書（案）は、必ず治験事務局（契約担当）の確認を得た上で提出してください。
(ス)(セ)

CRO が関わる場合は、開発業務委託契約書の写し（委託業務一覧） …… 機

密事項を記載した部分は黒塗りで提出してください。
(セ)(ソ)

A４版返信用封筒（郵便番号、住所、会社名、担当部課名、担当者名を記入）

…… 切手貼付は不要です。治験審査結果通知書、契約書等の送付に使用します。

５．その他、新規申請時の留意事項
(1)

臨床検査の基準値は本院検査部のホームページを参照してください。院内検査の場
合は、治験実施前に標準値を入手してください。標準値に関する質問は、診療支援部
検査部門長が応対します。基準値は、測定試薬・方法の変更等で変動する可能性があ
ります。診療支援部検査部門は、JIS Q 9001:2000(ISO 9001 :2000)の認証を受けてい
ます。また、CAP（College of American Pathologist：米国病理学会）サーベイに参
加しています。

((2) 新規の治験申請時に治験責任医師もしくは治験分担医師は、IRB にて治験の概要、
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被験者への安全確保の方法、申請された被験者数等について 5 分程度の説明を行って
いただきます。その時の資料は、申請時の実施計画書、説明文書、覚書(案)等ですの
で、依頼者は説明を行う治験責任医師もしくは治験分担医師へ同一の資料を提供して
ください。治験責任医師もしくは治験分担医師は、IRB にて説明の後に委員から質問
が 5 分程度あります。治験依頼者の参加は不要です。

６．契約後に必要とする治験薬管理上の書類
（1）(a)必要書類
（１）患者毎の薬品等出納管理表（原則として依頼者が作成してください）
（２）医薬品等受入書及び医薬品等返還書（本院の書式）

(b)書類作成の留意事項
(1)患者毎の薬品等出納管理表（原則として依頼者が作成）
可能なかぎりわかりやすいものを作成して下ください。特に、患者さんから治験薬の返
納等があった場合等に対応できるように作成して下ください。

（2） (2)医薬品等受入書及び医薬品等返還書（本院の書式）
（治験開始時）治験薬等を搬入時に本院様式の「医薬品等受入書」を 2 部提出して下さい。
引渡者は代表権のある責任者（例えば社長、部長等）の名前を記入して下さい。2 部とも
病院長の受領印を押印した後、1 部は治験事務局に、1 部は依頼者が保管します（押印後に
本院より依頼者へ郵送します）。
（治験終了時）治験薬等を依頼者に返還する際に本院より病院長の受領印を押印した「医
薬品等返還書」を 2 通作成し、依頼者に郵送します。受領者（依頼者）は代表権のある責
任者（例えば社長、部長等）の名前を記入して下さい。1 通は依頼者が保管し、1 通は治験
事務局に提出して下さい（郵送可）。
(3)銀行口座振込依頼書（本院の書式）
被験者の交通費等の負担軽減の措置に使用します。本院で準備します。
※

治験機器及び治験製品の管理上必要な書類
治験機器及び治験製品の管理者は申請した診療科の長です。管理上必要な書類は責任
医師とご相談下ください。

７．修正の上で了承の通知があった場合
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(a)必要書類
治験実施計画書等修正報告書（統一書式6）（本紙）１部、（写し）１部
修正した資料
………2 部（ＩＲＢに修正結果を報告する場合は 26 部）
修正前後の対比表 ……2 部（ＩＲＢに修正結果を報告する場合は 26 部）

(b)書類作成の留意事項
治験実施計画書等修正報告書（統一書式6）
① 「修正の上で了承」の条件・理由等：「治験審査結果通知書」（書式5）の 「承認」以外の場
合の理由等（ＩＲＢの決定と実施医療機関の長の指示が同じである場合）、又は「治験に関
する指示・決定通知書」（参考書式1）（ＩＲＢの決定と実施医療機関の長の指示が異なる
場合）の該当欄の内容を記載する。
② 対応内容：内容（必要に応じて添付される改訂後の治験実施計画書等を特定するための
情報（作成年月日や版番号）を含む）を具体的かつ簡潔に記載する。
③ 修正の上で了承との通知であることからＩＲＢからの指示・決定事項が適切に修正されて
いることを当該医療機関の長が確認できれば通常、ＩＲＢで再度審議する必要はない。な
お、取扱いは各医療機関の標準業務手順書に基づく。
本院での取り扱いは、修正を治験事務局で確認し、病院長の確認を得るものとする。ＩＲＢ
が修正条件を付するときに併せて報告を指示した場合は、次回のＩＲＢで修正状況を報告
するものとする。
④ 「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合、差出元である治験責任医師欄は“該当せ
ず”と記載する。この場合、治験責任医師の記名捺印又は署名は不要である。
⑤ 説明文書、同意文書のみの修正の場合、書式6は治験責任医師が作成する。また、差出
元である治験依頼者の名称及び代表者欄は“該当せず”と記載する。

８．治験・製造販売後臨床試験の実施計画書等の変更申請
実施中の治験に変更がある場合の必要な書類や手順です。契約書の記載事項の変更を含
みます。変更の内容によっては、IRB の「審査」又は「報告」となります。なお、極めて
軽微な変更で「審査」及び「報告」として取り扱う必要がないと考える場合は、変更の旨
を記した文書及び変更対比表（１部）を提出してください。なお、「審査」、「報告」につい
ては書類を別々に作成することになります。（「書類作成の留意事項」参照）
実施計画書等を変更したことに伴い、契約書等を併せて変更する必要がある場合は、各々
の項目を記載してください。
（例：用量を変更したことに伴い、課題名が変更となる場合等）

(a)必要書類
(1)

治験実施計画書、治験薬概要書を変更する場合
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治験に関する変更申請書（統一書式 10）（本紙）１部、（写し）2 部
添付資料 …………………………………… 2 部
変更前後の対比表（＊）…………………………… 26 部（「報告」の場合は 2 部）
(2)

症例数を追加する場合
新規申請時に依頼した目標症例数の追加を希望する場合には、「報告」で変更申請
を提出して下ください。被験者によって来院回数が異なる場合は、被験者単位で来
院回数を算出し、下段に合計来院回数を記入して下ください。ただし、契約書の変
更が必要な場合は審査が必要になりますのでご注意ください。
治験に関する変更申請書（統一書式 10）（本紙）１部、（写し）1 部
臨床試験研究（治験）研究経費ポイント算出表…… （本紙）1 部、(写し)1 部
被験者来院回数調…………………………………… (本紙)1 部、(写し)1 部

(3)

説明文書、同意書を変更する場合
治験に関する変更申請書（統一書式 10）（本紙）１部、（写し）2 部
変更後の説明文書、同意書………………………… 26 部
変更前後の対比表（＊）…………………………………… 26 部

＊ 申請書の変更事項欄に変更内容を記載できない場合は別紙にて変更前後の対比表
を作成し、26 部を提出してください。その場合、「治験に関する変更申請書」に変
更内容を簡潔に記載し、詳細は別紙参照と記載してください。
(4) 治験契約書第 1 条の記載内容、覚書を変更する場合
治験に関する変更申請書（統一書式 10）（本紙）１部、（写し）2 部
添付資料 …………………………………… 2 部
変更前後の対比表（＊）…………………………………… 26 部
申請対象となる治験契約書第１条の記載内容は、治験責任医師、治験課題名、治験
期間、契約期間が対象となります。また覚書の記載内容の変更もこの手続きになり
ます。治験責任医師を変更する場合は、履歴書が必要です。なお、治験期間を変更
する際は、契約期間にご留意ください。
(5) 治験実施体制を変更する場合
本院または本院治験責任医師（分担医師）に係わるに係わる変更以外の治験実施体
制をの変更する場合は「報告」で変更申請を提出してください。になります。ただ
し、契約書の変更が必要な場合は審査が必要になりますのでご注意ください。
治験に関する変更申請書（統一書式 10）（本紙）１部、（写し）2 部
添付資料 …………………………………… 2 部
変更前後の対比表（＊）…………………………… 2 部
変更申請書は、総合医療研究推進センター・治験事務局

臨床管理診療棟 1 階へ送

付もしくは持参（8:30～17:00 受付）いずれも可、事前に E-mail にて連絡ください。
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提出期限等の最新情報はホームページで確認してください。
（http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/）に掲載。

(b)書類作成の留意事項
(1)
①

治験に関する変更申請書（統一書式 10）
変更文書等：
・ 該当する項目をチェックする。
・ 「その他」の項は症例数変更時等に使用する。
・ 治験分担医師に関しては追加及び削除並びに氏名の変更があった場合に限り統一
書式 10 を用いた申請が必要である。

② 変更内容：変更の内容を具体的かつ簡潔に記載する。
③ 添付資料：添付する資料が特定できる情報（資料名や版番号、作成年月日等）が分
かるように記載する。
④ 「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合、差出元である治験責任医師欄は“該
当せず”と記載する。この場合、治験責任医師の記名捺印又は署名は不要である。
⑤ 説明文書、同意文書のみの修正の場合、統一書式 10 は治験責任医師が作成する。ま
た、差出元である治験依頼者の名称及び代表者欄は“該当せず”と記載する。
⑥ 変更内容によって、審査事項または報告事項として取り扱うため、各々区分して提
出する。審査事項は申請書１部（写し 2 部）、報告事項は申請書１部（写し１部）を
別々に作成する。
⑦ 本院での治験実施に影響を及ぼすような変更（治験責任医師・治験分担医師の変更、
期間の変更等）は、審査事項として取り扱います。
⑧ 報告事項としては、軽微な変更（症例数の変更、依頼者の組織変更、人事異動等の
実施体制の変更）でＩＲＢの審査を要さず、報告で足りる事項が該当する。なお、
極めて軽微な変更で「審査」及び「報告」として取り扱う必要がないと考える場合
は、変更の旨を記した任意の文書（要押印）及び変更対比表（１部）を提出する。
⑨ 審査事項と報告事項を区別するため、変更申請書の変更内容の「変更事項」欄の最
上部に審査事項については「審査」と、報告事項については「報告」と記載する。
（「治験に関する変更申請書」記入例）
変更事項
変
更
内
容

変更前

変更後

変更理由

審査
○×△□の
変更

○○○

△△△

□□のため

○×の変更

×××

○○△

□○のため

（「治験に関する変更申請書」記入例）
変

審査事項の場合

変更事項

報告事項の場合

変更前

変更後
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更
内
容

報告
○×△□の
変更

○○○○

△△△△

□□のため

※「審査」と「報告」は別葉でそれぞれ作成する
⑩

変更内容が記載しきれない場合は、別紙として対比表を作成すること。その場合、
「治験に関する変更申請書」に変更内容を簡潔に記載し、詳細は別紙参照と記載す
る。変更申請の内容は治験実施計画の版数変更、症例報告書の版数変更等が該当、
実施期間の延長等で来院回数に変更がある場合は、被験者来院回数調の来院回数を
変更する。治験実施期間および及びエントリー期限の変更は項目を設けて記載する。

⑪

治験契約書・覚書の変更が必要な場合は、変更文書等の「□その他」欄に変更する
書類名を記載する。

９．治験分担医師の変更申請
治験分担医師の追加・削除、職名変更、所属変更及び改姓等が該当します。

(a)必要書類
治験に関する変更申請書（統一書式 10）……………（本紙）１部、（写し）2 部
治験分担医師・治験協力者リスト（*）（統一書式 2）……（本紙）1 部、（写し）１部
(*)記載内容に変更がない場合は不要
履歴書(統一書式 1)（分担医師の追加、履歴書に変更がある場合）……2 部（1 部は依
頼者保管）

(b)書類作成の留意事項
治験に関する変更申請書（統一書式 10）
治験分担医師・治験協力者リスト（統一書式 2）
履歴書（統一書式 1）
「４.新規申請」の「（b）書類作成の留意事項」参照

10.治験協力者の変更
治験協力者の追加・削除が該当します（報告のみ）

(a)必要書類
治験分担医師（*）・治験協力者リスト（統一書式 2）……（本紙）1 部、（写し）１部
(*)記載内容に変更がない場合は不要
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(b)書類作成の留意事項
治験分担医師・治験協力者リスト（統一書式 2）

1011．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
(a)必要書類
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（統一書式 8）

…………（本紙）１部、（写し）2 部
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(b)書類作成の留意事項
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（統一書式8）
① 逸脱した理由等：逸脱した理由に加え、その逸脱に対してとった措置及び再発防止策等を具
体的かつ簡潔に記載するとともに、必要に応じ、資料を添付する場合は、その資料を特定す
るために必要な情報（資料名、作成年月日、版番号等）を記載する。

1112.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
する通知
(a)必要書類
緊急の危険を回避するための治験実施計画書からの
逸脱に関する通知書（統一書式 9）

……（本紙）１部、（写し）２部

(b)書類作成の留意事項
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通知書（統一書式9）
① 検討結果：該当する項目をチェックする。
② 合意できない場合の理由等：検討結果で「合意できません」をチェックした場合、
その理由を具体的に記載する。また、治験責任医師より治験実施計画書の改訂が提
案されている場合にはそれに対する対応等について記載する。

1213.重篤な有害事象に関する報告（医薬品治験）
(a)必要書類
重篤な有害事象に関する報告書（医薬品治験）
（統一書式 12-1、12-2 ）
…（本紙）病院長宛

1 部、（写し）2 部

(b)書類作成の留意事項
①
②
③
④

重篤な有害事象に関する報告書（医薬品治験）（統一書式12-1、12-2 ）
書式12-1、12-2は医薬品の治験に使用する。
タイトル：当該有害事象の報告が第何報目か記載する。
第一報は書式12-1に必要事項を記載する。その際、添付資料欄には“なし”と記載
する。
第一報提出後、より詳細な情報を報告する場合には書式12-1に必要事項を記載し、
更に添付資料欄に“書式12-2詳細記載用書式のとおり”と記載して、詳細記載用書
式書式12-2を添付する。なお、書式12-2詳細記載用書式に代えて治験依頼者書式を
使用してもよい。いずれを選択するかは当該医療機関本院と治験依頼者が協議し、
決定する。
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⑤
⑥
⑦

当該治験の症例報告書の記載事項を参考に生年月日（年のみ、年月のみ可）、年齢の
いずれかは記載する。
月経日：必要な場合に記載する。
治験薬に関する情報：治験薬：盲検下の場合は“本剤（盲検下）”、被験薬は“本剤”、
対照薬は“その他”をチェックする。薬剤名がわかっている場合には、薬剤名を記
載する。
重篤な有害事象発生時に使用していた薬剤：用法・用量が変更された場合にはその
投与期間がわかるよう記載する（新しい欄を使用してもよい）。
コメント：書式に記載された事項の他、盲検の場合には開鍵の有無等について記載
する。

⑧
⑨

1314.重篤な有害事象に関する報告（医薬品製造販売後臨床試験）
(a)必要書類
重篤な有害事象に関する報告書（医薬品製造販売後臨床試験）
（統一書式 13-1、13-2 ）
……（本紙）病院長宛

1 部、（写し）2 部

(b)書類作成の留意事項
重篤な有害事象に関する報告書（医薬品製造販売後臨床試験）
（統一書式13-1、13-2 ）
① 書式13-1、13-2は医薬品の製造販売後臨床試験に使用する。
② タイトル：当該有害事象の報告が第何報目か記載する。
③ 第一報は書式13-1に必要事項を記載する。その際、添付資料欄には“なし”と記載
する。
④ 第一報提出後、より詳細な情報を報告する場合には書式13-1に必要事項を記載し、
更に添付資料欄に“書式13-2のとおり詳細記載用書式”と記載して、詳細記載用書
式書式13-2を添付する。なお、書式13-2に代えて治験依頼者書式を使用してもよい。
いずれを選択するかは当該医療機関と治験依頼者が協議し、決定する。
⑤ 当該治験の症例報告書の記載事項を参考に生年月日（年のみ、年月のみ可）、年齢の
いずれかは記載する。
⑥ 月経日：必要な場合に記載する。
⑦ 治験薬に関する情報：治験薬：盲検下の場合は“本剤（盲検下）”、被験薬は“本剤”、
対照薬は“その他”をチェックする。薬剤名がわかっている場合には、薬剤名を記
載する。
⑧ 有害事象発生時に使用していた薬剤：用法・用量が変更された場合にはその投与期
間がわかるよう記載する（新しい欄を使用してもよい）。
⑨ コメント：書式に記載された事項の他、盲検の場合には開鍵の有無等について記載
する。
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1415.重篤な有害事象及び不具合に関する報告（医療機器治験、再生
医療等製品治験）
(a)必要書類
重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器治験）（統一書式 14 ）
…(本紙)病院長宛

1 部、(写し)2 部

重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（再生医療等製品治験）（統一書式 19 ）
…(本紙)病院長宛

1 部、(写し)2 部

(b)書類作成の留意事項
重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（統一書式14 ）
① 統一書式14は医療機器の治験に使用する。
①② 統一書式19は再生医療等製品の治験に使用する。
② 書式15は医療機器の製造販売後臨床試験に使用する。
③ タイトル：当該有害事象等の報告が第何報目か記載する。
④ 当該治験の症例報告書の記載事項を参考に生年月日（年のみ、年月のみ可）、年齢の
いずれかは記載する。
⑤ 適応期間：適応を終了している場合は日付記載欄をチェックし、具体的な日付を記
載する。適応中の場合には「適応中」をチェックする。
⑥ 有害事象等発現後の措置：有害事象等が発生した場合にとった措置について具体的
に記載する。
⑦ 不具合が発生した医療機器：治験機器（試験機器）に不具合が発生した場合は「治
験機器（試験機器）」をチェックする。それ以外の医療機器に不具合が発生した場合
は「その他」をチェックし、当該機器の種類等名称を具体的に記載する。可能な限
り医療機器のロット番号を記載する。
⑧ 因果関係：有害事象と治験機器（試験機器）
：有害事象と治験機器（試験機器）の因
果関係について該当欄をチェックする。なお、有害事象が発現していない場合は「該
当せず」をチェックする。
⑨ 因果関係：不具合と治験機器（試験機器）
：不具合と治験機器（試験機器）の因果関
係について該当欄をチェックする。
⑩ 因果関係：有害事象等とその他の事項：有害事象や不具合との因果関係が否定でき
ない事項があれば当該欄をチェックし、その具体的内容を記載する。
⑪
コメント：書式に記載された事項の他、盲検の場合には開鍵の有無等について記載
する。
⑫⑪ なお、再生医療等製品治験においては、医療機器を再生医療等製品に読み替えるこ
ととし、様式中の各文言もこれに見合う文言に読み替える。
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1516. 重篤な有害事象及び不具合に関する報告（医療機器製造販売
後臨床試験、再生医療等製品製造販売後臨床試験）
(a)必要書類
重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器製造販売後臨床試験）
（統一書式 15 ）……（本紙）病院長宛

1 部、（写し）2 部

重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（再生等医療等製品製造販売後臨床試験）
（統一書式 20 ）……（本紙）病院長宛

1 部、（写し）2 部

(b)書類作成の留意事項
有害事象及び不具合に関する報告書
（統一書式15 ）
「１５．重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器治験、再生医療等製品治
験）」（統一書式14 ）、（統一書式19 ）」参照

1617. 安全性情報等に関する報告
(a)必要書類
安全性情報等に関する報告書（統一書式 16 ）

……（本紙）病院長宛

1 部、

（写し）2 部

(b)書類作成の留意事項
①
②
③

④
⑤
⑥

安全性情報等に関する報告書（統一書式16 ）
安全性情報等の概要（上段）：未知の副作用等個別症例報告を行う場合には該当する項
目をすべてチェックする。
安全性情報等の概要（下段）：年次報告、研究報告、措置報告等を行う場合には該当す
る項目をすべてチェックする。
医薬品の場合、年次報告については「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行に関
する留意事項について」（平成24年12月28日付薬食審査発第1228第11号厚生労働省医薬
食品局審査管理課長通知）に規定される別紙様式1（治験安全性最新報告概要）及び別
紙様式2（国内重篤副作用等症例の発現状況一覧）を添付する。
治験依頼者の見解：該当する項目をチェックする。
添付資料：添付する資料名を記載する。添付資料は２部提出する。
備考：必要な場合、治験責任医師の見解、コメント等を記載することができる。なお、
記入欄が不足する場合には“治験責任医師の見解等については別紙のとおり”等と記載
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し、別紙を添付してもよい。
⑦ あらかじめ、治験依頼者、ＩＲＢ及び実施医療機関の長の合意が得られている場合にお
いては、治験依頼者は治験責任医師及び実施医療機関の長に加えて、ＩＲＢにも同時に
提出することができる。この場合においては、実施医療機関の長がＩＲＢに文書により
通知したものとみなし、書式4の作成は不要である。
⑧ 上記⑦の手順について合意が得られ、さらに治験依頼者、ＩＲＢ及び実施医療機関の長
の了解によりＩＲＢ名は「各治験審査委員会」と記載してもよい
⑨ 書類は郵送可、疑義事項のある場合はE-mailで連絡する。
⑨⑩
取り下げ症例については、レター発行があれば書式10を提出して下さい。その際、
備考欄に取り下げ対象となる管理番号症例番号を追記して下ください。

1718.治験終了（中止・中断）報告
(a)必要書類
治験終了（中止・中断）報告書（統一書式 17 ）

……１部

(b)書類作成の留意事項
治験終了（中止・中断）報告書（統一書式17 ）
① 終了、中止、中断 チェックボックス：該当する項目をチェックする。
② 実施例数：医薬品の場合は治験薬の投薬例数を、医療機器の場合は治験機器の使用例数
を、再生医療等製品の場合は治験製品の使用例数を記載する。
③ 治験結果の概要等：記載欄が不足する場合には、“別紙のとおり”等と記載して別紙を
添付してもよい。なお、別紙の形式は問わない。
また、その他の欄に「目標とする被験者数」を記載する。
④ 「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合、書式上部の宛先、差出元、いずれの欄も
“該当せず”と記載する。この場合、治験責任医師の記名捺印又は署名は不要である。
書式下部の欄について、実施医療機関の長の氏名欄には氏名の前に実施医療機関名を記
載する。
⑤ ホームページより「治験・製造販売後臨床試験の実施状況内訳書」
（本院の書式）をダ
ウンロードし、作成したものを添付する。
⑥ 書類は郵送可、疑義事項のある場合はE-mailで連絡する。
⑥⑦
治験終了（中止・中断）報告書は、治験期間内に提出をお願いします。提出以降は、
カルテ閲覧はできませんのでご注意ください。

1819. 開発の中止等に関する報告
(a)必要書類
開発の中止等に関する報告書（統一書式 18 ）
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(b)書類作成の留意事項
開発の中止等に関する報告書（統一書式18 ）
① 文書の保存期間等：該当する項目をチェックし、必要事項を記載する。
② 書類は郵送可、疑義事項のある場合はE-mailで連絡する。

1920.直接閲覧の申し込み
(a)必要書類
直接閲覧実施連絡票（統一書式

参考書式 2 ）

……１部

(b)書類作成の留意事項
直接閲覧実施連絡票（統一書式 参考書式2 ）
① 通常、直接閲覧については契約等で実施されることが明確であることから実施の都度改
めて書面のやりとりは不要である。しかしながら、実施日時等に誤解が生じないよう何
らかの担保が必要であり、それを書面で行う場合においては参考書式2を使用する。参
考書式2のやりとりは実務者間で行われるものであることから書面の宛先は実施医療機
関の治験事務局、差出人は直接閲覧実施予定者（複数の場合はそのうちの代表）である。
なお、直接閲覧結果に関してGCPでは、治験実施計画書からの逸脱等特段の事項があれ
ば治験責任医師等に適切に伝えること等とされているが、直接閲覧実施者がその閲覧結
果をその都度医療機関に対して書面で報告することは求めていないことに留意する。な
お、参考書式2はＩＲＢで審議、報告されるべきものではない。
② 閲覧者連絡先：複数で訪問する場合、代表者（閲覧申込者）の情報を記載する。なお、
電子カルテの閲覧等特段の理由により、医療機関側で事前に閲覧者を特定しておく必要
がある場合には、備考欄にすべての閲覧予定者（氏名、所属部署等必要な情報）を記載
する。また、連絡手段としてTEL、FAX、E-mailが記載されているが当該医療機関との連
絡手段として使用しているもののみを記載する。
※電子カルテを用いた直接閲覧を行う治験依頼者及び監査、実施調査等の担当者は電子
カルテ閲覧用利用者 ID（治験依頼者用閲覧 ID）の取得申請を行ってください。申請に
あたっては、当該治験のモニターであることを証明する資料の提出が必要です。詳しく
は研究推進センターHpをご確認下ください。
②③
立会人欄：該当する項目をチェックする。「治験分担医師」、「治験協力者」、「その
他」をチェックした場合にはその氏名等立会人を特定するための情報を備考に記載する。
③④
対象となる被験者の識別コード：直接閲覧対象文書等が同じであれば一つの欄に複
数のコード又はXX-1～XX-20等コードの範囲を記載する。
④⑤
治験事務局（窓口）担当者連絡先：連絡手段としてTEL、FAX、E-mailが記載されて
いるが当該閲覧者との連絡手段として使用しているもののみを記載する。
⑤⑥
事前に総合医療研究推進センターのCRCもしくは治験事務局担当者（角山政之：
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hugcp@hiroshima-u.ac.jp）へE-mailにて予定を確認する。
⑥⑦
カルテ閲覧時間は13:30～17:00、必須文書閲覧時間は9:00～12:00、13:00～17:00
までとする等のモニタリング・監査の手順については総合医療研究推進センターHpホー
ムページで確認して下ください。契約期間外にカルテ閲覧を行う場合は、IRBに文書で
「カルテ閲覧願い（任意の書式）」を提出し許可を得る。
（必須文書の閲覧は治験終了（中
止・中断）報告を提出後にも行うことができる。）
⑦⑧
印刷した直接閲覧実施連絡票を直接閲覧の当日に持参する。
⑧⑨
確認欄の窓口担当者は角山政之（ TEL:082-257-5596、FAX: 082-257-5343、E-mail:
hugcp@hiroshima-u.ac.jp）を記載する。

2021.直接閲覧の結果報告
(a)必要書類
モニタリング・監査結果報告書（本院の書式 ）

……１部

(b)書類作成の留意事項
モニタリング・監査結果報告書
①
②
③
④
⑤

原則として、モニタリング・監査実施後１ヶ月以内に提出する。（郵送可）
閲覧結果等、指定枠内に書ききれない場合は、別紙に記入する。
電子カルテの閲覧に用いたID、閲覧時間、閲覧者全員の氏名を閲覧内容の欄に記載
する。
閲覧結果等、指定枠に書ききれない場合は、別紙を添付する。
モニタリング・監査の詳細は、標準手順書の「モニタリング・監査手順書」を参照
する。

2122.継続申請
治験の期間が１年を超える場合は、１年に１回以上ＩＲＢの継続審査を受ける必要があ
ります。本院では通常各年度の３月に継続審査を行っています。
（申請の締め切り等は１２
月下旬～１月頃にホームページに掲載しますので、注意してください。）
継続に伴う、実施期間の空白期間は生じません。
継続時に契約期間、責任医師、被験者数等を変更する場合は、（変更申請）を参照し、併
せて手続きを執ってください。特に契約期間が満了する治験の期間を延長する必要がある
場合は、失念のないようお願いします。
継続を希望しない場合は、治験終了（中止・中断）報告書（統一書式 17）を責任医師よ
り提出してください。

(a)必要書類
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治験依頼書（統一書式 3） ……（本紙）1 部、（写し）2 部
治験実施状況報告書（統一書式 11）

……（本紙）1 部、（写し）1 部

治験・製造販売後臨床試験の実施状況内訳書（本院の書式）……１部
A４版返信用封筒（切手貼付不要）

……１部

受託臨床研究(治験)研究経費ポイント算出表（本院の書式）
旅行計画書 （本院の書式）

……１部

……１部

(b)書類作成の留意事項
治験実施状況報告書（統一書式11）
① 実施例数：医薬品の場合は治験薬の投薬例数を、医療機器の場合は治験機器の使用例数
を、再生医療等製品の場合は治験製品の使用例数を記載する。また、括弧内に実施中の
数を内数で記載する。
② 治験実施状況：主に安全性、GCPの遵守状況について簡潔に記載する。通常、重篤な有
害事象、治験実施計画書からの特記すべき逸脱等がない場合は、有害事象の発現例数と
安全性に対する評価、治験実施計画書からの逸脱件数とGCP遵守状況に対する評価を簡
潔に記載する。
「実施医療機関の長＝治験責任医師」の場合、宛先、差出元、いずれの欄も“該当
せず”と記載する。この場合、治験責任医師の記名捺印又は署名は不要である。
「課
題名」、「研究の内容」は、当初申請時のとおりを記載するものとし変更しないでく
ださい。（変更が承認されたものを除く。）
③ 「課題名」は、当初申請時のとおりを記載するものとし変更しないでください。（変更
が承認されたものを除く。）

治験、製造販売後臨床試験の実施状況内訳書
① ① ホームページに掲載の様式より作成し、総合医療研究推進センター事務部門治
験事務局（契約担当）宛 E-mail 送信し、印刷物を１部提出してください。
E-mail：byo-keiei-tiken-jimukyoku@office.hiroshima-u.ac.jp
A４版返信用封筒（切手貼付不要）
①

〒番号、住所、会社名、担当部課名、担当者名を必ず記入

2223.治験審査委員会（ＩＲＢ）関係
(a)該当書類（本院で作成）
治験審査依頼書（統一書式 4）
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治験審査結果通知書（統一書式 5）
治験に関する指示・決定通知書（統一書式

参考書式 1 ）

(b)書類作成の留意事項
治験審査依頼書（統一書式4）
審査事項（添付資料）：該当する項目をチェックする。なお、その他の事項がある場合は「そ
の他」をチェックするとともにその具体的な内容を簡潔に記載する。
治験審査結果通知書（統一書式5）
① 審査事項（審査資料）：該当する項目をチェックし、審査した資料等の日付を記載する。
② 審査区分：審査日：ＩＲＢ開催日を記載する。 審査終了日：迅速審査が終了した日を記載す
る。
③ 審査結果：該当する項目をチェックする。複数の事項を審査し、それぞれで審査結果が異な
る場合、結果区分毎に通知書を発行する方法や同じ通知書上で適宜書き分ける方法等があ
る。
④ 委員区分：以下の区分により番号で記載する。
1） 非専門委員
2） 実施医療機関と利害関係を有しない委員（①の委員を除く）
3） 治験審査委員会（IＲＢ）の設置者と利害関係を有しない委員（①の委員を除く）
4） ①～③上記以外の委員
⑤ 出欠：出席した委員（当該治験に関与しない）を“○”、出席した委員（当該治験に関与するた
め審議及び採決には不参加）を“－”、欠席した委員を“×”と記載する。

⑥
⑦
⑧
⑨

委員が治験責任医師、治験分担医師、治験協力者である場合及び委員が所属する診療科
等において治験を実施する場合は、当該治験に関与するものとして“－”とする。
迅速審査の場合、審査した委員名をＩＲＢ委員出欠リストに記載する。委員数が少ない場合に
は1枚目の備考欄に委員名等必要事項を記載してもよい。
備考（一枚目）：承認であってもコメントがある場合等特記すべき事項がある場合のみ記載す
る。
備考（二枚目）：委員長等を記載する必要がある場合等特記すべき事項がある場合のみ記載
する。
ＩＲＢの決定と実施医療機関の長の指示が同じである場合には、書式5の表下の欄を使用す
ることができる。異なる場合には「治験に関する指示・決定通知書」（参考書式1）を使用する。

治験に関する指示・決定通知書（統一書式 参考書式1 ）
① 参考書式1は「治験審査結果通知書」（書式5）において、ＩＲＢの決定と実施医療機関
の長の指示が異なる場合に使用する。
② 審査事項（審査資料）：該当する項目をチェックする。
③ 取扱い：該当する項目をチェックする。
④ 「取扱い」の条件・理由等：具体的かつ簡潔に記載する。
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2324．治験にヒトゲノム・遺伝子解析研究ゲノム試料を採取する臨
床試験が含まれる場合について
「広島大学医の倫理に関する規則」に従い、ここでいうヒトゲノム・遺伝子解析研究と
は提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム
及び遺伝子の構造又は機能を、試料・情報を用いて明らかにしようとする研究をいう。
本項の適用範囲は、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律」に基づき実施される医薬品の臨床試験のうち、ゲノム解析の実施を意図したゲノム試
料採取を行う臨床試験（以下「ゲノム試料を採取する臨床試験」という。）を対象とする。
製造販売後臨床試験について本項を適用する場合、「治験」は全て「製造販売後臨床試験」
に読み替えるものとする。なお、医療機器や再生医療等製品の治験においても、本項に準
じて実施するものとする。
本項では、薬物応答に関連するゲノム解析及び疾患に関連するゲノム解析のいずれも対
象とする。また、ゲノム解析の内容、解析手法によって、本項の記載事項における取扱い
が変わることはなく、体細胞変異及び遺伝子発現に関する解析も対象とする。
しかしながら、文部科学省、厚生労働、、経済産業省による「ヒトゲノム・遺伝子解析研
究に関する倫理指針」に従い、よると、この指針の対象とする研究は、DNA 又は mRNA から
作られた相補 DNA の塩基配列等の構造又は機能を解析する、いわゆる生殖細胞系列変異又
は多型を解析する研究であり、がん等の疾病において、、病変部位にのみ後天的に出現し、、
次世代には受け継がれないゲノム又は遺伝子の変異を対象とする研究（いわゆる体細胞変
異（somatic mutation）を解析する研究をいい、、変異の確認のために正常組織を解析する
場合を含む。）、遺伝子発現に関する研究及びたんぱく質の構造又は機能に関する研究につ
いては、原則として対象としないことになっている。従って、体細胞変異及び遺伝子発現、
たんぱく質の構造又は機能に関する研究については、広島大学ヒトゲノム・遺伝子解析研
究倫理審査委員会へのヒトゲノム・遺伝子解析研究計画書(原本)や申請書記載項目チェッ
ク（予備審査部会用）の提出しない。ただし、本体同意説明文書とは別にゲノム試料を採
取する臨床試験に関する同意説明文書・同意文書・同意撤回文書は作成する必要がある。
薬等に対する応答の個人差と遺伝子多型との関連についての研究をファーマコゲノミクス
といい、ファーマコゲノミクス検討のためのゲノム・遺伝子解析を伴う臨床試験は、患者
個人のみならず血縁者も含めた遺伝情報を取り扱うことから、医薬品等開発における臨床
試験の重要性を理解し協力いただく人々の人権の尊重と保障のもとで、倫理的、科学的な
試験計画を立てて、慎重に実施しなければならない。医薬品等の製造承認に関わる臨床試
験は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、「薬機法」）
に基づき医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP）、医療機器の臨床試験の実施の基準（医療
機器 GCP）、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準（再生医療等製品 GCP）に従い実施さ
れており、製造販売後臨床試験は医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準（GPSP）、
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準（医療機器 GPSP）、再生医療等製品の
製造販売後の調査及び試験の実施の基準（再生医療等製品 GPSP）に基づいて GCP に従い実
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施されている。これら薬機法に基づき実施される臨床試験は、ファーマコゲノミクス検討
のためのゲノム・遺伝子解析を伴う場合であっても GCP に則り適切に実施されなければな
らない。
本マニュアルは、ファーマコゲノミクス検討を意図した試料採取を行う臨床試験（以下、
「ファーマコゲノミクス試験」と略す）を対象とする。

(a)必要書類（事前審査時及び本審査時に提出）
事前審査
(1) 遺伝子検査ゲノム解析についての同意説明文書
(2) 同意書同意文書
(3) 同意撤回文書

･････205 部

･････2025 部
･････2025 部

(4) ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画書(写し)（ホームページに掲載の様式より作
成） ･････2025 部

（必要時）

(5) 申請書記載項目チェック（予備審査部会用）（ホームページに掲載の様式により作
成） ･････2025 部

（必要時）
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本審査
なお、事前審査後は広島大学病院治験審査委員会審査用として上記各書類それぞれ 26
部提出すること。

広島大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会
＊治験責任医師は、広島大学病院治験審査委員会承認後、責任医師押印、IRB 承認日を
記載したヒトゲノム・遺伝子解析研究計画書(原本)及び申請書記載項目チェック（予備
審査部会用）を広島大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会へ下記書類を提出
し報告すること。
１.ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画書(原本)
２.申請書記載項目チェック（予備審査部会用）

(b)書類作成の留意事項
遺伝子検査ゲノム解析についての同意説明文
治験本体の説明文とは別冊にする。
説明文には、以下の項目を含めること
(1) 「遺伝情報」の特性・特質について：遺伝情報が、「遺伝現象によって親から子に
伝わる情報であること、またり、提供者のみならずその血縁者にも影響を及ぼす可
能性を有する情報である」という特性・特質を有すること
(2)

ファーマコゲノミクス検討ゲノム解析の意義および及び目的

(3) 「今回取得した個人情報は本研究の目的以外には使用いたしません」という記載ゲ
ノム解析の方法
(4)

ファーマコゲノミクス検討ゲノム解析の対象者として選ばれた理由、治験で対象と

する被験者のうち、ファーマコゲノミクス検討ゲノム解析を行う対象患者集団を限定
する場合はその範囲および及び理由
(5) ファーマコゲノミクス検討の方法（ゲノム・遺伝子解析の方法等）
(6) ファーマコゲノミクス検討の期間
(75) ファーマコゲノミクス検討のためのゲノム試料等の提供は任意であること。ファー
マコゲノミクス検討ゲノム解析に関して同意しない場合でも治験本体の参加には影響
を及ぼさないこと。ただし、当該治験実施の目的を達成するためにファーマコゲノミ
クス検討ゲノム解析が不可欠であって、ファーマコゲノミクス検討のためのゲノム試
料提供ができない場合に当該治験の対象被験者となり得ない場合には、その旨を記載
を記載
(86) ファーマコゲノミクス検討ゲノム解析のための試料等の提供についての同意はい
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つでも取り止めることができ、その場合試料が廃棄されること。ただし、既に対応表
を作成しない匿名化をされている提供者のゲノム試料が特定できない状況になった場
合には試料の廃棄が不可能であること
(97) ファーマコゲノミクス検討ゲノムに関する試料等の提供についての同意が撤回さ
れた場合には、同意撤回時に残存している試料（ゲノム・遺伝子解析前の試料および
及びゲノム・遺伝子解析後の残余試料）は、対応表を作成しない匿名化をされている
当該ゲノム試料を特定できなくなっている場合等を除き、原則として全て匿名化して
廃棄されること。なお、同意取得時に明示してあれば、同意撤回時に既に得られてい
るゲノム・遺伝子解析データは同意撤回後も使用できること。ただし、GCP 必須文書の
保管期間が満了した場合、提供者個人を特定するための対応表も破棄される可能性が
あり、その場合、結果として試料の廃棄ができなくなることがあること。
(10) 提供者個人を特定するための対応表の具体的な保管期間
(118) ファーマコゲノミクス検討のためのゲノム試料等の提供に同意しないこと、また
は同意を撤回することにより被験者が不利益を受けないこと
(129) 治験責任医師の氏名、職名および及び連絡先
(1310) 予測される研究結果および及び提供者等に対して予測される利益や不利益（社会
的な差別等社会生活上の不利益も含む。）。遺伝性疾患の場合には、遺伝情報は血縁
者間で一部共有していることへの言及
(1411) ゲノム・遺伝子解析結果データを含めた原資料をモニター、監査担当者、ＩＲＢ
および及び規制当局が閲覧できること
(1512) 提供を受けた試料および及びゲノム・遺伝子解析結果データの匿名化の方法およ
び及び結果が匿名化された上で規制当局への報告または、学会に公表又は論文発表
され得ること
(1613) 提供者および及び提供者のゲノム・遺伝子解析結果データに係る個人に関する情
報が保全されること
(1714) 提供者および及び血縁者に対するゲノム・遺伝子解析結果データの開示に関する
事項（開示できない場合その理由）
(1815) ゲノム試料の取扱い方法及び保存期間並びに廃棄に関する事項（廃棄時期、廃棄
方法及びその際の匿名化の方法等）、ゲノム解析を一部委託する場合の個人情報の
取扱い、海外へ試料を送る場合にはその旨
また、個人識別符号に該当するゲノムデータを取得し、第三者提供を行う場合には
その個人データの項目、目的、提供手段及び方法についても記載する。ファーマコ
ゲノミクス検討のための試料およびその採取量、取扱い方法、運搬(実施機関)、保
管および保存期間並びに廃棄に関する事項（廃棄時期、廃棄方法およびその際の匿
名化の方法）、研究を一部委託する場合の個人情報の取扱い、海外へ試料を送る場
合にはその旨を記載
(19) 解析データの保護管理と体制整備、データの処理（データへのアクセス権を含む）、
保存、開示、廃棄、消去について
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(20) 当該薬物等の評価とは直接関係しない探索的な研究にゲノム・遺伝子解析用試料を
採取する場合には、以下の内容を追加記載する。
① 当該薬物等に直接関係しない疾患関連遺伝子の探索等、創薬につながるようなゲ
ノム・遺伝子解析の実施を将来予定していること
② 同意が得られた場合にのみ採取した試料を当該薬物等の評価とは直接関係しな
い探索的な研究の試料に供すること
③ 提供された試料は、提供者個人が特定できないような措置（通常は対応表を作成
しない匿名化の手続き）を経て使用（保存）されること
④ ③の措置がなされた場合、同意の撤回が（物理的に）できなくなること
(2116)

ゲノム・遺伝子研究計画、方法、解析結果ゲノムデータ等に関する相談：相談

方法および及び相談窓口

(2217) 研究結果の帰属先は、将来、研究結果から特許権等の知的所有権が生じる可能性
があっても、提供者はこの権利を保有することにはならないこと。
(2318) 試料等の提供は無償であること
(19）個人識別符号に該当するゲノムデータを取得する場合、公表の観点から個人情報取
扱事業者（治験依頼者）の氏名又は名称。もしくは、提供者の求めに応じて遅滞な
く当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称を回答する場合にはその手順
なお、当該個人情報取扱事業者の情報をもって苦情処理に関する窓口とすることで差
し支えない。
(2420) その他本試験に係る必要な事項

ゲノム解析の内容及び方法が決まっていない場合（分類 C）は以下を記載すること
〇試料・情報の外部への輸送及び保管について、郵送方法、保管場所名、保管期間、保
管責任者、保管方法と試料複製（PCR などによる）の可能性を挙げて具体的に記載
○具体的な解析内容及び方法が定まった時点で「ゲノム解析計画書」を作成すること
また、「ゲノム解析計画書」の倫理的・科学的妥当性の審査体制
〇試料、情報に分け、廃棄の方法、時期をそれぞれ具体的に記載
〇ゲノム解析結果から得られた知見の取り扱いと社会への公表方法について記載

遺伝子検査ゲノム解析についての同意同意説明文書
同意同意説明文書は、以下に従うこと
(1) 提供者本人又は代諾者等の自由意思に基づいて書かれていること
(2) 遺伝子情報について原則開示しないことの同意を得ていない場合、遺伝子情報の開
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示希望の有無について確認されていること
(3) 説明者および及び説明書で説明した項目を記載すること
(4) 単一遺伝子疾患等の場合、遺伝カウンセリング利用希望の有無について確認されて
いること
(5) 自由に同意の撤回ができることが明記されていること
(6) 外部の機関への提供等があること
(7) 試料・情報を他の目的に使用する場合、可能性のある他の研究等の内容を具体的に
記載し、使用の諾否が確認できること
(8) 提供者が未成年でかつ 16 歳以上の人を含む場合には、本人署名欄の下に括弧書きで
「16 歳以上の場合、署名が必要」と記載
(9) 未成年者の場合の代諾者署名欄は、２名分設けられているか？
(10) 保管用、試料提供者用、診療録添付用と記載
(11) 広島大学病院 病院長宛にすること

ゲノム解析遺伝子検査についての同意撤回文書
同意撤回書は、以下に従うこと
(1) 提供者が未成年でかつ 16 歳以上の人を含む場合には、本人署名欄の下に括弧書きで
「16 歳以上の場合、署名が必要」と記載
(2) 保管用、試料提供者用、診療録添付用と記載
(3) 広島大学病院 病院長宛にすること
(4) 「同意を撤回したいので、試料および及び試料から得られたデータ(既に公表したも
のを除く)を廃棄してください。」という記述になっていること
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