
- 1 - 

はじめて研究を実施、または参加される研究者の方へ  

 

 

 

 

 

 

人を対象とする医学研究の実施手順書 

および 

臨床研究審査委員会への申請・報告に必要な資料 

 

（院内研究者用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立病院機構名古屋医療センター 

                       作成日 2012年 11 月 28 日（第 1版） 

2015 年 3 月 24日（第 2 版） 

 



- 2 - 

 目次 

はじめに ........................................................................................................................................................................................... 3 

 

１．人を対象とする医学系研究について ........................................................................................................................ 3 

1.1. 人を対象とする医学系研究とは ..................................................................................................... 3 

1.2. 介入 ............................................................................................................................................................... 4 

1.3．侵襲 .............................................................................................................................................................. 4 

1.4.研究の分類による必要な書類と手続き ......................................................................................... 5 

1.5. 臨床研究開始から終了までのフローチャート......................................................................... 6 

 

２．臨床研究審査委員会について ...................................................................................................................................... 7 

2.1. 研究開始前に臨床研究審査委員会の承認が必要です。 ..................................................... 7 

２.2．新規の臨床研究実施の申請時に必要な書類（新規申請） .............................................. 8 

2.３． 臨床研究の開始後・継続・終了等について ........................................................................ 9 

2.４．研究実施中に審議または報告が必要な事項、書類について（継続審査） ............ 9 

2.５．研究終了または中止・中断時に必要な書類 ....................................................................... 10 

 

３．審査対象外・迅速審査について.............................................................................................................................. 10 

3.1．審査対象外の例 .................................................................................................................................. 10 

3.2．迅速審査 ................................................................................................................................................ 10 

 

４．臨床研究計画書に記載すべき事項等について ................................................................................................. 11 

4.１．臨床研究計画書に一般的に記載すべき事項を示します。 .......................................... 11 

4.２．作成上の留意点 ................................................................................................................................. 12 

 

５．被験者への説明文書に記載すべき事項、同意書等について .................................................................... 12 

5.１．被験者への説明文書に一般的に記載すべき事項を示します。 ................................ 12 

5.２．作成上の留意点 ................................................................................................................................. 13 

5.3．インフォームド・コンセントを受ける手続等 ................................................................... 14 

 

６．重篤な有害事象（SAE：Serious Adverse Event）発生時 ................................................................ 16 

 

７．利益相反について .......................................................................................................................................................... 16 

7.1. 臨床研究利益相反委員会 ................................................................................................................ 16 

 

8．臨床研究ライセンスについて.................................................................................................................................... 17 

 

9．臨床研究の登録・公表について ............................................................................................................................... 17 

 

10．補償保険について ........................................................................................................................................................ 17 

 

11．臨床研究に関連する資料について ...................................................................................................................... 17 

 



- 3 - 

はじめに 
人を対象とする医学系研究は、医学・健康科学及び医療技術の進展を通じて、国民の健康の保持増進

並びに患者の傷病からの回復及び生活の質の向上に大きく貢献し、人類の健康及び福祉の発展に資する

重要な基盤である。また、学問の自由の下に、研究者が適正かつ円滑に研究を行うことのできる制度的

枠組みの構築が求められる。その一方で、人を対象とする医学系研究は、研究対象者の身体及び精神又

は社会に対して大きな影響を与える場合もあり、様々な倫理的、法的又は社会的問題を招く可能性があ

る。研究対象者の福利は、科学的及び社会的な成果よりも優先されなければならず、また、人間の尊厳

及び人権が守られなければならない。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 前文より抜粋＞ 

 

人を対象とする医学系研究の実施に当たり、人間の尊厳及び人権を守るとともに、適正かつ円滑に研

究を行うことができるように、全ての関係者が遵守すべき事項として、文部科学省及び厚生労働省から

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が定められています。 

 

当院においても、この指針に遵守した研究が適切に実施されるように、いくつかの規定等が定められ

ています。この冊子は、研究をこれからはじめようとする研究者の方にまず初めにご理解いただきたい

当院でのルール等が書かれていますのでご参照ください。 

なお、ご不明な点等がありましたら、臨床研究支援室（内線 2773）までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

１．人を対象とする医学系研究について 

 

1.1. 人を対象とする医学系研究とは  

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」において研究とは、人（試料・情報を含む。）

を対象として、傷病の成因（健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与え

る要因を含む。）及び病態の理解並びに傷病の予防方法並びに医療における診断方法及び治療方

法の改善又は有効性の検証を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復若しくは

生活の質の向上に資する知識を得ることを目的として実施される活動をいいます。 

 

「医学系研究」には、医科学、臨床医学、公衆衛生学、予防医学、歯学、薬学、看護学、リハビ

リテーション学、検査学、医工学のほか、介護・福祉分野、食品衛生・栄養分野、環境衛生分野、

労働安全衛生分野等で、個人の健康に関する情報を用いた疫学的手法による研究及び質的研究が

含まれます。 

 

日本の研究機関により実施され、又は日本国内において実施される人を対象とする医学系研究

は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施してください。ただし、他

の指針の適用範囲に含まれる研究にあっては、当該指針に規定されていない事項についてはこの

指針の規定により行ってください（例えば、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に該

当する研究で、重篤な有害事象の発生時、補償の対応が必要な場合等）。 

 

法令の規定により実施される研究（「がん登録推進法」に基づく全国がん登録データベース等）、

法令に定める基準の適用範囲に含まれる研究（GCP に基づく治験等）はこの指針の対象外です。 
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1.2. 介入 

  （1）介入の定義 

研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保持増進につながる行

動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。）の有無又は程度

を制御する行為（通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。）を

いう。 

 

（2）介入例 

・通常の診療を超える医療行為であって研究目的で実施するもの 

未承認医薬品（体外診断医薬品を含む）、未承認医療機器、適応外使用医薬品、適応

外使用医療機器、新規医療技術による医療行為   

・割付あり（シングルアームで特定の治療・予防等を行う場合も含む） 

医薬品、医療機器、手術、放射線、看護ケア、指導、食事療法、作業療法など 

・研究開始前の治療方法を研究目的で一定期間継続し、他の治療方法の選択を制約 

 

1.3．侵襲 

    （1）侵襲の定義 

研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、

研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。 

 

  （2）軽微な侵襲の定義 

    侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいもの。 

傷害及び負担の大きさは、研究対象者の年齢や状態も考慮して総合的に判断。 

   ＜軽微な侵襲の例＞ 

・労働安全衛生法に基づく一般健康診断で行われる採血や胸部単純Ｘ線撮影等と同程度（対象

者の年齢・状態、行われる頻度等を含む。） 

・研究目的でない診療において穿刺、切開、採血等が行われる際に、上乗せして研究目的で穿

刺、切開、採血量を増やす等がなされる場合において、研究目的でない穿刺切開、採血等と

比較して研究対象者の身体及び精神に追加的に生じる傷害や負担が相対的にわずかである

場合 

・造影剤を用いない MRI 撮像（研究対象者の身体に生じる傷害及び負担が小さいと考えられ、

長時間に及ぶ行動の制約等によって研究対象者の身体及び精神に負担がない） 

・質問票による調査で、研究対象者に精神的苦痛等が生じる内容を含むことをあらかじめ明示

して、研究対象者が匿名で回答又は回答を拒否することができる等、十分な配慮がなされて

いる場合 

 

  （3）侵襲なし 

   ＜侵襲なしの例＞ 

・残余検体を用いる場合 

・自然排泄される尿・便・喀痰、唾液・汗等の分泌物、抜け落ちた毛髪・体毛を採取する場合 

・表面筋電図や心電図の測定、超音波画像撮影（長時間に及ぶ行動の制約等によって研究対象

者の身体又は精神に傷害又は負担が生じない場合） 

・呼吸や心拍数の増加、発汗等が適切な休息や補水等により短時間で緩解する運動負荷 

・文部科学省の実施する体力・運動能力調査（新体力テスト）で行われる程度の運動負荷 
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1.4.研究の分類による必要な書類と手続き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の介入：通常の診療を超える医療行為以外の介入あり（割付等） 
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1.5. 臨床研究開始から終了までのフローチャート  

臨床研究審査委員会申請 新規臨床研究実施の審査を申請します。（申請資料提出） 

             →新規臨床研究の申請時に必要な書類参照 

  

・利益相反の適正管理           臨床研究利益相反委員会 （申請資料提出） 

                     （申請資料提出） 

（事務局長による迅速審査の可否の判断）       委員長による迅速審査 

  

事前書類審査 事前書類審査の指摘事項を研究責任者に 

お知らせします。必要時研究計画等の 

修正をお願いします。 

 

臨床研究審査委員会 研究責任者は、委員会に出席して 

研究の要約について説明してください。 

  

（委員会意見のまとめ：審査意見書） 

  

（院長への答申）議事録と審査意見書の決済 

  
                    院長の決定を研究責任者に通知します。 
 
 

承認   条件付で承認 

  

指示事項に対する修正報告書 指示事項へ対応した内容を 

事務局に提出してください  

    （委員会または事務局の修正内容確認） 

 

 

  
 

継続の可否の審査  臨床研究の適正な実施について 

審査申請または報告をしてください。 

 

→臨床研究の開始後・継続・終了について参照 

  

 院長と委員会に報告 臨床研究の終了または中止、中断について報告をしてください。 

                          →研究終了または中止・中断時に必要な書類参照  

 

※ピンク色の文字部分は、研究者に実施して頂く事項です。申請資料の提出先はすべて臨床研究審

査委員会事務局です。 

臨床研究審査結果通知書 

研究の実施（受託の場合は受託契約完了後）被験者登録開始 

研究終了（症例報告書データ固定） 
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２．臨床研究審査委員会について 

 

2.1. 研究開始前に臨床研究審査委員会の承認が必要です。 

 

 

（1）臨床研究審査委員会へ研究実施について審査申請を行います。 

研究責任者は、「臨床研究実施申請書 (臨床研究)書式 3」と「臨床研究に係る利益相反 

自己申告書」を、研究開始年度と前年度分の 2 部作成し、審議資料（2.2.2.参照）ととも

に臨床研究審査委員会事務局に提出して下さい。書類の締切日は第２水曜日と第４水曜日

です。新規申請は、1 回の委員会で 1 人 2 課題までとなります。また、（2）の事前書面

審査が必要な課題は、1回の委員会で先着 5課題までです。 

 

（2）事前書類審査 

介入を行う研究は、申請締切日から１週間後に事前書類審査を行います。修正事項があ

る場合、委員会事務局より研究責任者へ修正内容について連絡があります。 

委員会が別に定める団体等（JCOG、JALSG、JPLSG、WJOG、CSPOR）が実施す

る共同研究であって、既に共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施

について適当である旨の意見を得ている場合は事前書面審査を行わず、委員会事務局で事

前書面確認を行い、修正事項を連絡します。 

研究責任者は修正した書類を委員会事務局へ提出してください。第４月曜日までに修正

が完了し提出された資料については、翌月の第１木曜日の委員会へ、第２月曜日までに修

正が完了し提出された資料については第３木曜日の委員会へそれぞれ提出がされ委員会

審査が行われます。 

 

（3）臨床研究審査委員会への出席と説明 

研究責任者は、委員会に出席して、研究の概要を説明し、質疑に対応して下さい。出席

されない場合は、審査対象外となります。臨床研究審査委員会の開催日程は、原則として

毎月第１木曜日（１月は休会）の午後３時からと第３木曜日（８月は休会）の午後３時か



- 8 - 

ら開催されます。但し、迅速審査の対象と判断された場合は、臨床研究審査委員会への出

席は必要ありません。 

         

（4）審査結果の通知 

審査結果は、「承認」「条件付で承認」「却下」「既承認事項の取り消し」「保留」のいず

れかの結果が、「臨床研究審査結果通知書（臨床研究）書式 5」もしくは「臨床研究に関

する指示・決定通知書（臨床研究）参考書式 1」によって、研究責任者に通知されます。

「条件付で承認」の通知がされ臨床研究計画等に修正が必要な場合、研究責任者は「指示

事項に対する修正報告書（臨床研究）書式 6」を作成し委員会事務局へ提出してください。

修正事項が確認された後、研究責任者に「指示事項に対する修正報告書（臨床研究）書式

6」の写しが委員会事務局より届きます。「臨床研究審査結果通知書（臨床研究）書式 5」

による「承認」の通知または、条件付で承認の場合、条件の内容を修正し、「指示事項に

対する修正報告書（臨床研究）書式 6」の書類の写しを、委員会事務局から受け取った後

（さらに、受託の場合は受託契約完了後）に臨床研究を実施してください。 

 

２.2．新規の臨床研究実施の申請時に必要な書類（新規申請） 

   （1）臨床研究実施申請書  (臨床研究)書式 3 

   （2）審議資料（下記に記載以外にも、委員会から必要な資料が求められる場合があります。） 

a) 臨床研究責任者・研究分担者リスト (臨床研究)書式 2 

b) 研究計画書 

c) 症例報告書（研究計画書で症例報告書に記載すべき事項が十分読み取れない場合） 

d) インフォームド・コンセント等の文書（同意書・説明文書、情報公開文書、アセント文書） 

e) 研究代表機関の承認書(写)（多施設共同で当院以外が代表者の場合。研究計画書の版数が初

版以外の場合は、初版および最新版の承認書を提出。条件付等承認の場合は、条件等がわか

る資料も添付。） 

 

【以下の資料も必要な場合があります】 

     f) 研究責任者の履歴書（ICH-GCP 準拠の場合） 

      g) 試験薬等の添付文書またはそれに該当する資料（医薬品、医療機器の情報が実施計画書に

ない場合） 

      h) 被験者の安全等に関わる資料 

      i) 被験者への支払いに関する資料 (臨床研究)書式 4（支払がある場合） 

j) 健康被害に対する補償に関する資料（補償保険の見積書等）（補償保険加入した場合） 

k) 被験者募集に関する資料（広告等で被験者を募集する場合） 
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l) ヒトゲノム・遺伝子解析研究の詳細（臨床研究）書式 15（トゲノム・遺伝子解析を伴う研

究の場合） 

m) モニタリングに関する手順書（モニタリングが必要な研究で実施計画書に手順記載しない

場合） 

n) 監査に関する手順書（監査が必要な研究で実施計画書に手順記載しない場合） 

o) 研究委託申込書（臨床研究）書式 17（受託研究の場合） 

 

（3）利益相反自己申告書（当年度および前年度分） 

a) 「臨床研究に係る利益相反 自己申告書」（本研究の利益相反について）利益相反書式 1 

  研究責任者のみ作成。 

b) 「臨床研究に係る利益相反 自己申告書」（研究者の利益相反について）利益相反書式 2 

  研究責任者、研究分担者が作成。 

  ＊研究責任者が全員分集めて、臨床研究事務局に提出。 

 

2.３． 臨床研究の開始後・継続・終了等について 

      研究開始後も、臨床研究が適正に実施されるように、倫理的観点及び科学的観点から審査がさ

れます。以下の場合は、臨床研究審査委員会へ審議または報告が必要です。 

① 研究計画等の変更時 

② 研究者の変更時 

③ 実施状況報告時（1年に 1 回） 

④ 重篤な有害事象発生時 

⑤ 安全性情報入手時 

⑥ 倫理指針違反時 

⑦ モニタリング・監査報告書受領時 

⑧ 終了（中止・中断）時 

                  

2.４．研究実施中に審議または報告が必要な事項、書類について（継続審査） 

（1）研究計画等の変更 

        研究計画等：臨床研究計画書、同意書、説明文書、情報公開文書、試験薬等の添付文書、 

                 研究分担者等、委員会で承認を得た文書等を変更する場合が該当します。 

       a) 臨床研究の実施計画書等変更申請書 (臨床研究)書式 7 

      b) 変更資料 

 

  （2）研究責任者・研究分担者の変更 

a) 臨床研究責任者・研究分担者リスト (臨床研究)書式 2 

  

（3）臨床研究が１年を超えて実施される場合 

  毎年 5 月（資料締切は 4 月）および委員会の求める時期に、臨床研究の進捗状況、有害

事象及び不具合等の発生状況について報告する。 

       a) 臨床研究の実施状況報告書 (臨床研究)書式 8 

 

（4）侵襲を伴う研究で重篤な有害事象または不具合が発生した場合 

       a) 重篤な有害事象および不具合等に関する報告書 (臨床研究)書式 9 

    

 

 

 

 

 

※重篤な有害事象（SAE）とは 

実施された研究との因果関係の有無を問わず、研究対象者に生じた全ての好ましく

ない又意図しない傷病若しくはその徴候のうち、以下のものを言う  

①死に至るもの ②生命を脅かすもの ③治療のための入院又は入院期間の延長

が必要となるもの ④永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの ⑤子孫に先

天異常を来すもの 
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（5）安全性情報等に係る新たな情報を得た場合 

  他施設で発生した SAE 報告、国内外の学会発表、論文発表等の情報、措置報告、試験薬

等の添付文書の改訂、安全性の定期報告等が該当します。 

      a) 安全性情報等に関する報告書 (臨床研究)書式 10 

 

    （6）指針、実施計画書からの重大な逸脱をした場合 

➢ インフォームド・コンセントを受ける手続の不備 

➢ 個人情報の不適切な取扱い 

➢ 研究開始後に判明した新たな科学的な知見や内容、安全対策上の措置情報等により、研究対

象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益の総合的評価が変わり得るような事実 

➢ 逸脱（研究対象者の選定方針や研究方法） 

➢ 研究データの改ざんやねつ造  など 

a) 臨床研究の倫理指針不適合等に関する報告書(臨床研究)書式 11 

 

（7）モニタリングまたは監査が実施された場合 

a) モニタリング報告書または監査報告書 等 

 

2.５．研究終了または中止・中断時に必要な書類 

（1）研究が終了、中止、中断した場合 

       a) 臨床研究終了(中止・中断)報告書 (臨床研究)書式 12 

      ＊研究終了後 3か月以内を目安に提出 

 

３．審査対象外・迅速審査について 

3.1．審査対象外の例 

◼ 人体から分離した細菌、カビ、ウイルス等の微生物の分析等を行うのみで、人の健康に関する

事象を研究の対象としない場合。 

◼ 以後の医療における参考とするため、診療録を見返し、又は退院患者をフォーアップする等し

て検討する 

◼ 他の医療従事者への情報共有を図るため、所属する機関内の症例検討会、機関外の医療従事者

同士の勉強会や関係学会、医療従事者向け専門誌等で個別の症例を報告する（いわゆる症例報

告） 

◼ 既存の医学的知見等について患者その他一般の理解の普及を図るため、出版物・広報物等に掲

載する 

◼ 医療機関として、自らの施設における医療評価のため、一定期間内の診療実績（受診者数、処

置数、治療成績等）を集計し、所属する医療従事者等に供覧し、又は事業報告等に掲載する 

◼ 自らの施設において提供される医療の質の確保（標準的な診療が提供されていることの確認、

院内感染や医療事故の防止、検査の精度管理等）のため、施設内のデータを集積・検討する 

◼ 労働安全衛生法「労働者の健康障害の原因の調査」や、学校保健安全法「保健調査」など法令

の定めるもの 

 

3.2．迅速審査 

      次の各号のいずれかに該当する場合は、臨床研究審査委員会事務局長の判断により、迅速審

査を行う場合があります。同意説明文書については原則、委員会審査となります。迅速審査の場

合、委員会への出席は不要です。 

(1) 承認済みの臨床研究について、研究計画の軽微な変更に関する審査 
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(2) 委員会が別に定める団体等（JCOG、JALSG、JPLSG、WJOG、CSPOR）が実施する共

同研究であって、既に共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施につい

て適当である旨の意見を得ている場合の審査 

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査 

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査 

 

４．臨床研究計画書に記載すべき事項等について 

4.１．臨床研究計画書に一般的に記載すべき事項を示します。 

（臨床研究申請時 セルフチェックシート参照） 

    ＊①から⑭までは必須、⑮から㉘までは該当する場合 

① 研究の名称 

② 研究の実施体制（研究機関の名称、研究者等の氏名、事務局を設置する場合や個人情報等の

管理についての責任者をおく場合にはその体制も含む。） 

＜共同研究の場合＞全ての共同研究機関の名称及び研究者等の氏名、各共同研究機関における研

究責任者の役割及び責任 

③ 研究の目的及び意義 

④ 研究の方法及び期間（研究のデザイン、予定研究対象者数及びその設定根拠（統計学的な根

拠によらずに研究対象者数を設定する場合を含む。）、統計解析の方法、評価の項目及び方法、

試料・情報の種類、量を含む。） 

＜未承認医薬品・医療機器を用いる研究の場合＞当該医薬品・医療機器の概要（いわゆる「試験

薬概要」、「試験機器概要」） 

＜既承認医薬品・医療機器を用いる研究の場合＞当該医薬品・医療機器の添付文書情報 

＜他機関に試料・情報を提供する場合＞その旨を記載 

⑤ 研究対象者の選定方針 

⑥ 研究の科学的合理性の根拠 

⑦ インフォームド・コンセントを受ける手続等（インフォームド・コンセントを受ける場合に

は、同規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

＜インフォームド・コンセントを受ける場合＞説明及び同意に関する事項 

＜インフォームド・コンセントを受けない場合＞理由及び研究の実施について通知・公表等を行

う事項及びその方法（通知・公表文書の見本など） 

⑧ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合には、その時期と方法（連結可能匿名化、連結不可能

匿名化）、取り扱う個人情報の性質に応じた具体的な措置。） 

＜共同研究の場合＞共同利用する個人情報等の項目（氏名、年齢、性別、病歴等の情報）。共同

研究機関における安全管理措置や個人情報の機関間移動等の際の情報の受渡しにおける留意

事項 

⑨ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益、これらの総合的評価並びに当該

負担及びリスクを最小化する対策 

⑩ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）の保管及び廃棄の方法 

⑪ 研究機関の長への報告内容及び方法 

⑫ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況 

⑬ 研究に関する情報公開の方法 

＜介入研究の場合＞研究の概要・結果の登録方法 

＜すべての研究＞結果の公表方法 

⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

⑮ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合には、代諾者等の選定方針並びに説

明及び同意に関する事項 

＜未成年又は同意能力を欠く生年を対象とする場合＞当該者を対象とすることが必要な理由 
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⑯ インフォームド・アセントを得る場合には、説明に関する事項、説明方法 

⑰ 緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況で同意を受けずに実施する場合には、指針第12 

5 ①～④の全てを満たしていることについて判断する方法 

⑱ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容 

⑲ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には、重篤な有害事象が発生した際の対応（報

告すべき有害事象の範囲、報告の方法等も含む。） 

⑳ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその

内容（必ずしも金銭の支払いに限られるものではなく、健康被害に対する医療の提供等も含ま

れる。） 

㉑ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究実施後における医

療の提供に関する対応 

＜研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知

見が得られる可能性がある場合＞研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む。）の研究結

果の開示の方針、開示の方法等 

㉒ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な

知見が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む。）の

取扱い 

㉓ 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務内容及び委託先の監督方法 

㉔ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特

定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある

場合には、その旨と同意を受ける時点において想定される内容 

㉕ モニタリング及び監査を実施する場合には、その実施体制（モニタリング・監査に従事する

者の氏名及び当該研究機関との関係を含む。）及び実施手順（モニタリング・監査の結果の報

告方法を含む。） 

㉖ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の開示に関する考え方 

㉗ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の安全管理の方法 

㉘ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝カウンセリングの必要性及びその体制 

 

4.２．作成上の留意点 

    （１）ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理指針に従って行われる研究である旨の記載（他に該当する指 

針がある場合はその旨）をしてください。規制で要求される事項が、研究計画書中に盛り込 

まれているかチェックシート等を利用して確認してください。 

（臨床研究申請時セルフチェックシート参照） 

（2）有害事象 

          重篤な有害事象が発生した場合、因果関係の有無、予測性に関わらず院長及び共同研究機

関並びに規制当局に報告（予期しない重篤な有害事象が該当）が必要です。このため、重

篤な有害事象発生時の手順（報告先、書式、期限等）を研究計画書にあらかじめ定めてお

いてください。 

    （3）版数・作成日 

        研究課題名、版数、作成日を必ず記載してください。 

 

５．被験者への説明文書に記載すべき事項、同意書等について 

5.１．被験者への説明文書に一般的に記載すべき事項を示します。 

（名古屋医療センターの説明文書・同意書・同意撤回文書の雛形,情報公開文書の雛形参照） 

    ＊①から⑭、㉒までは必須、⑮から㉑、㉓、㉔は該当する場合 

① 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

② 研究機関の名称及び研究責任者の氏名（他の研究機関と共同して研究を実施する場合には、

共同研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名を含む。） 

③ 研究の目的及び意義 
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④ 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用目的を含む。）及び期間 

＜他機関に試料・情報を提供する場合＞その旨 

⑤ 研究対象者として選定された理由 

⑥ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

⑦ 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回できる旨（研究対

象者等からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、その旨及

びその理由） 

⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによって研究対象

者等が不利益な取扱いを受けない旨 

⑨ 研究に関する情報公開の方法 

⑩ 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情報等の保護及び当該研究の独創性

の確保に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる

旨並びにその入手又は閲覧の方法 

⑪ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

＜個人情報等を共同研究機関に提供する場合＞提供する個人情報等の内容、提供を受ける共同研

究機関の名称、当該共同研究機関における利用目的、提供された個人情報等の管理について責

任を有する者の氏名又は名称 

⑫ 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

⑬ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況 

⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応（他の研究対象者等の個人情報や研究者

の知的財産権の保護等の観点から回答ができないことがある場合は、その旨） 

⑮ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容 

⑯ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、他の治療方法等に関する事項 

⑰ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究実施後における医

療の提供に関する対応 

⑱ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な

知見が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む。）の

取扱い 

⑲ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその

内容 

⑳ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特

定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある

場合には、その旨と同意を受ける時点において想定される内容 

㉑ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うものの場合には、研究対象者の秘

密が保全されることを前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者並びに臨

床研究審査委員会が、必要な範囲内において当該研究対象者に関する試料・情報を閲覧する旨 

㉒ 将来、研究の成果が特許権等の知的財産権を生み出す可能性がある場合はその旨及び想定さ

れる帰属先 

㉓ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝情報の開示に関する事項 

㉔ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、個人情報の開示に関する事項  

㉕ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子カウンセリングの利用に係る情報 

 

  5.２．作成上の留意点 

（1）研究責任者が説明同意文書を作成してください。 

（2）説明文書の表紙に該当する研究課題名、版数、作成日を記載してください。 

（3）同意書の宛先は、「名古屋医療センター院長」としてください。 

（4）同意書の版数、作成日を記載してください。 

（5）原則として、当院の雛形を使用してください。 
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5.3．インフォームド・コンセントを受ける手続等 
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６．重篤な有害事象（SAE：Serious Adverse Event）発生時 

重篤な有害事象発生時は、研究責任者は速やかに、院長に報告必要です。研究事務局に重篤な

有害事象および不具合等に関する報告書 (臨床研究)書式 9を提出してください。 

院内の研究分担者および共同研究の場合は共同研究機関の研究責任者に情報共有が必要です。 

 

 

 

７．利益相反について 

利害関係が想定される企業等との関わり（利益相反）を適正に管理し、研究者が行う臨床研究 

の公正性、信頼性を確保するために、臨床研究開始前に臨床研究利益相反委員会で審議を行い 

ます。 

7.1. 臨床研究利益相反委員会 

    （1）実施時期（第１水曜日） 

         a) 新規臨床研究開始前 

       b) 新たに報告すべき「経済的な利益関係」が発生した場合 

       c) 研究期間が１年を超える場合、毎年６月（資料締切 5 月 10日） 

     （2）提出書類 

         初回の申請時は、当年度および前年度分の 2 部作成し事務局へ提出してください。 

       a) 利益相反書式 1（研究責任者のみ作成） 

「臨床研究に係る利益相反」自己申告書 （本研究の利益相反について）   

b) 利益相反書式 2（研究責任者、分担者が作成） 

「臨床研究に係る利益相反」自己申告書 （研究者の利益相反について） 

研究責任者が、全員分集めて、事務局に提出してください。 
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8．臨床研究ライセンスについて 
     臨床研究に関する倫理その他臨床研究の実施に必要な知識を習得した研究者によって、臨床研究 

が適切に実施されることを目的として、臨床研究の実施に関与する全ての職員および研究員に臨床 

研究ライセンスの取得を必須としています。詳細は臨床研究ライセンス制度規程をご参照ください。 

 

9．臨床研究の登録・公表について 

  ＜研究の登録＞ 

    介入を行う研究は、下のいずれかが設置してる公開データベースに登録が必要です。 

・国立大学附属病院長会議  

 ・財団法人日本医薬情報センター 

 ・社団法院日本医師会 

研究開始前に登録。 

研究計画変更時、研究の進捗に応じて適宜更新。 

研究終了時にも研究結果を登録。 

＊臨床研究審査委員会の申請時までに登録がされていない場合は、登録が完了するまで研究の承

認がされません。データベースへ登録し、登録番号を臨床研究審査委員会へ報告してください。 

  ＜研究の公表＞ 

   すべての研究は、研究終了後、結果の公表が必要です。 

   侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うものについて、結果の最終の公表を

行ったときは、院長への報告も必要です。 

 

10．補償保険について 
    侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって通常の診療を超える医療行為を伴うものは、原

則として抗がん剤等の補償保険商品の設定ができない場合を除き補償保険への加入が必要です。補

償保険の加入の手続きについては、臨床研究計画書をご持参の上、臨床研究事務局までご相談くだ

さい。 

 

11．臨床研究に関連する資料について 
     臨床研究に関連する規程、資料が臨床研究支援室掲示板またはＨＰから入手できますのでご活用

ください。 

 

・ 臨床研究審査委員会 書式 

・ 研究計画書、説明文書記載事項チェックリスト 

・ 後向き観察研究用 研究実施計画書 雛形 

・ 後向き観察研究用 情報公開用文書 雛形 

       ・ 説明文書 雛形（臨床研究用、ゲノム用） 

・ 情報公開文書雛形 

・ 同意書、同意撤回文書 雛形 

 


