
広島大学病院における
対応状況とその課題

広島大学病院

総合医療研究推進センター

梅本誠治

法制度による見直しの考え方（ポイント）

【見直し前】：倫理指針に基づく実施・指導体制

研究不正に対する歯止め
にならなかった

行政指導に強制力が
ない

・不透明な奨学寄附金（１０億円）の提供
・資金提供の公表は自主開示

倫理審査委員会医療機関の管理者

厚生労働大臣

製薬企業等

研究資金の提供

提出

意見

実施計画

・データ改ざんが行われていた
・利益相反管理が不十分
・記録が廃棄されていた

医師・歯科医師

申請

実施許可

指導

指導

指導

【見直し後】：法律に基づく実施・指導体制

認定臨床研究審査委員会

厚生労働大臣

製薬企業等

研究資金の提供

実施計画

臨床研究に関する資金提供につい
て、契約の締結や公表を義務付け

委員構成等について厚労大臣の認定
を受けた審査委員会が実施計画や有

害事象対応を審査

改善命令、認定取消等

法律に基づく調査権限・監視
指導

改善命令⇒停止命令⇒罰則
（保健衛生上の危害発生・拡大防止のために必要な場合には、停止命令⇒罰則）

臨床研究を実施する者

①計画を提出

③計画を届出

勧告⇒企業名の公表

モニタリングや利益相反管理等に
関する実施基準の遵守、
記録の保存を義務付け

②意見

医療機関の管理者

実施許可

報告

（参考）医薬品臨床試験の規制：日本及び米国

出典：臨床評価 41巻3号 2014(改変）

研究の種類 治験
製造販売後
臨床試験

先進医療 B
患者申出療養

治験外臨床試
験（研究者主導）

根拠法 医薬品医療機器等法* 健康保険法 なし

届出 PMDA
厚生労働省医政

局
不要

被験者保護/IRB 医薬品医療機器等法 倫理指針（法的根拠なし）

実施GL/規則 J-GCP J-GCP/GPSP 倫理指針（法的根拠なし）

監視機関 PMDA 厚生労働省医政局

研究の種類
ヒトに医薬品を実験的に投与する
臨床研究全て（右記の例外を除く）

21 CFR 312.2 (b) に規定される
臨床研究

根拠法 連邦規則（21 CFR）

届出（IND）
保健福祉省（HHS）食品医薬品局

（FDA）
不要

（例えば市販薬を承認の範囲内で用いた試験）

被験者保護/IRB 連邦規則（21 CFR 50, 56） 連邦規則（21 CFR 46）

実施GL/規則 ICH-GCP

監視機関 HHS FDA HHS 被験者保護局（OHRP）

日

本

米

国

実践
＊医薬品医療機器等法：2014年の薬事法改正とともに、薬事法の名称が変更された。正式名称「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」。Code of Federal Regulations Title 21 https://jcrb.niph.go.jp/applications/detail/63

広島大学臨床研究審査委員会
認定時期 平成30年5月30日
認定番号 CRB6180006

（臨床研究法第２３条第４項の規程による）

Hiroshima University Certified Review Board



開催日 教育・研修セミナー名 テーマ 講師所属 講師名 学内参加者数 学外参加者数 主催 開催場所

2017.8.19
平成29年度第1回人を対象とする医
学系研究に関する教育・研修セミナー

中央倫理審査委員会，臨床
研究法及び患者申出療養
等の今後の動向について

国立がん研究センター中央
病院・副院長（研究担当）

藤原 康弘 95 67 広島県/広島大学病院 広島市内

2018.1.9 臨床研究法に係る説明会
臨床研究法施行に向けて研
究者は何をすべきか

国立がん研究センター中央
病院・副院長（研究担当）

藤原 康弘 130 37 広島大学病院 広島大学病院

2018.3.3
平成29年度第2回人を対象とする医
学系研究に関する教育・研修セミナー

臨床研究法の施行に関する
ポイントと留意点について

厚生労働省医政局研究開
発振興課

福田 亮介 134 109 広島県/広島大学病院 広島市内

2018.4.17 臨床研究法に関する説明会
臨床研究法概説－法の順
守と中央倫理審査体制－

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 129 0 広島大学病院 広島大学病院

2018.6.14
特定臨床研究の経過措置に関する説
明会

臨床研究法に基づく既存の
臨床研究の移行について

総合医療研究推進センター 中原 隆志 31 4 広島大学病院 広島大学病院

2018.6.23
平成30年度第1回人を対象とする医
学系研究 教育・研修セミナー

症例報告、臨床研究を行う
時の考え方と注意点

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 9 99 広島県/広島大学病院 広島市内

2018.6.30
平成30年度第2回人を対象とする医
学系研究 教育・研修セミナー

症例報告、臨床研究を行う
時の考え方と注意点

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 1 58 広島県/広島大学病院 福山市内

2018.8.31
平成30年度第3回人を対象とする医
学系研究 教育・研修

よく理解しておかないといけ
ない臨床研究法概説-Up 
To Date-

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 57 1 広島大学病院 広島大学病院

2018.11.29
平成30年度第5回人を対象とする医
学系研究 教育・研修

よく理解しておかないといけ
ない臨床研究法概説 -Up-
To-Date-（2）

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 36 0 広島大学病院 広島大学病院

2018.12.14
平成30年度第6回人を対象とする医
学系研究 教育・研修

よく理解しておかないといけ
ない臨床研究法概説 -Up-
To-Date-（3）

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 19 0 広島大学病院 広島大学病院

合計 641 375

2018.6.25 HiSCO Meeting よくわかる臨床研究法 総合医療研究推進センター 梅本 誠治 36 31
広島臨床腫瘍外科研究
グループ

広島市内

2018 広島市内主要４特定機能病院
症例報告、臨床研究を行う
時の考え方と注意点

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 0 919 各特定機能病院 広島市内

2018.11.1 平成30年度臨床研究倫理講習会
症例報告、臨床研究を行う
時の考え方と注意点

総合医療研究推進センター 梅本 誠治 0 61(14) N福山病院 福山市内

赤字＝臨床研究法に特化した研修 合計 36 950

臨床研究法関連周知セミナーの開催状況 国立大学附属病院臨床研究推進会議
第7回総会シンポジウムプログラム

日 時：平成31年2月1日（金）
東京大学伊藤謝恩ホール



人を対象とした医学系研究倫理指針における臨床研究登録の確認
経過措置にかかる再審査が必要な現在進行中の特定臨床研究および基準遵
守（努力）義務の臨床研究のUMIN登録で、現在の進捗状況が不適切に表示さ
れる臨床研究がある！！
UMINの臨床試験登録の進捗状況の現状を再確認

 すでに終了ないし中止している研究：

1. 倫理審査委員会に終了・中止届けを提出している臨床研究はUMINにおける臨床試験登録の進
捗状況が試験中止ないし試験終了となっていることを確認

2. 試験中止ないし試験終了となっていない場合、臨床研究倫理審査委員会の中止/試験終了承
認日を中止/終了日として入力

3. 結果の概要もあわせて必ず入力（中止の場合公表となる）

 現在進行中の特定臨床研究および基準遵守（努力）義務の臨床研究：

実施計画に「他の臨床研究登録機関への登録」として記載しjRCTとUMINが突合される

特定臨床研究および努力義務の進捗に応じて適切に表示されていることを確認

結果の公表はUMINでも必須、中止の場合
も概要を入力する。

広島大学病院における特定臨床研究の支援体制

研究責任（代表）医師

（研究担当医師）

病院総合医療研究推進センター

医学系研究支援部門

（実施計画書・説明文書・同意書作成支援）

教員６名（外科系1名、内科系3名、歯科1名、生物統計家１名）

新規の場合：必須

専門協議

（臨床研究サブコンサルタント）

内科系・外科系医師・歯科医師：10名（兼任）

意見を受けて修正

広島大学

臨床研究審査委員会

事務局

広島大学 医療政策室
医療政策・医学系研究推進グループ

申請・通知
審査結果通知
jRCT公開情報

連携
医学的内容に関する

問い合わせ・確認

利益相反管理
社会産学連携室社会産学連携部

社会産学連携グループ

特定臨床研究管理（病院長）

広島大学 医療政策室
医療政策・医学系研究推進グループ

確認・助言
COI報告書
様式D作成

確認・助言
承認

1. 教育研修（訓練） 受講歴
2. 研究担当医師の要件・異動の有無
3. 利益相反管理計画 の確認・助言

1. 特定臨床研究の承認（許可・不許可）
2. 特定臨床研究の進捗 などの管理

他の認定臨床研究

審査委員会
申請・通知

審査結果通知
jRCT公開情報

コンサルテーション
依頼

厚生労働省医政局研究開発振興課

広島県健康福祉局薬務課

研究代表医師
（他施設）

申請・通知
審査結果通知
jRCT公開情報

提出
審査結果通知
jRCT公開情報

COI管理計画申告
（実施計画書・説明文

書・同意書、研究分担医
師リスト、COI様式A-C）

提出・報告
（実施計画書・説明
文書・同意書、研究
分担医師リスト、COI
管理計画 様式E）

①

② ③
④⑧ ⑤⑨

⑥

⑦

認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会

承
認
前

承
認
後

⑤

⑨

広島大学病院で実施中の臨床研究の法への該当確認フロー

広島大学で実施中の
人医学系臨床研究

臨床研究倫理審査委員会
（介入研究）

260件

回答：1,262件
未回答：3件

疫学研究倫理審査委員会
（観察研究）

1,005件 特定臨床研究
（経過措置）

５３件

•臨床研究倫理審査委員会管理中の臨床研究
•AMED調査分（136件；78件既終了分を含む）
•アンケート未回答の臨床研究

２１件

他施設で実施中の経過措置 １件

2件

９件

基準遵守
（努力）義務

１１件

2019年3月
までに終了 32件

2019年3月
までに終了

広島大学臨床研
究審査委員会

他施設の臨床研
究審査委員会

他施設の臨床研
究審査委員会

広島大学が主施設の
•多施設共同臨床研究
•単独の臨床研究
センター独自に直接
再確認

１９件

２件

広島大学が主の特定臨床研究 新規申請 １１件

他施設が主の分担研究

• 主施設の意向確認・密接な連携
を依頼

• 継続審査時に経過措置への対応
について再度確認

対面相談 継続意思確認・助言

182件（＋単独で終了していた2件）

患者のための最適医療の
保険適応外治療・診断

観察研究

申請
支援 申請取り下げ１件

継続審査時に再度対応状況確認

http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/crb/index.html http://tokuteirinsyou.hiroshima-u.ac.jp/



＋当該研究への企業の関与に関する利益相反管理計画（関係企業
等報告書；様式Eの中の様式B欄に企業名を記載）

＋技術専門員の意見書

＋実施医療機関ごとの
研究分担医師リスト

ガイダンス様式部分のみ（ver.3.1）

臨床研究法施行規則の施行等について 平成30年２月28日 P.17
（68）規則第59条関係 ④ 経過措置が適用された臨床研究について初めて報告する場合には、規則第21条第１項各号に規定する関
与に関する事項についての利益相反管理基準及び同項第１号に規定する関与に関する事項についての利益相反管理計画を含む。

別紙１

臨床研究実施計画書 臨床研究法施行規則（平成30年
厚生労働省令第17号）追加事項

作成日：2018年〇月△日作成1.0版

はじめに

本書は、本臨床研究実施にあたり、人を対象とした医
学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚
生労働省告示第３号 平成29年2月28日一部改正）に
基づいてすでに承認されている臨床研究実施計画書に
加え、臨床研究法（平成29年法律第16号）および臨床
研究法施行規則（平成30年厚生労働省令第17号）で必
要とされる事項を記述したものである。

臨床研究法・省令遵守に関する陳述

本臨床研究は、ヘルシンキ宣言（最新版）、臨床研究実
施計画書、臨床研究法（平成29年法律第16号）並びに
臨床研究法施行規則（平成30年厚生労働省令第17
号） を遵守して実施する。

臨床研究の実施体制

別紙２ 研究計画書補遺

1． 臨床研究の内容

1.1 医薬品等管理（保管方法）について

1.2 症例報告書に直接記入または入力され、かつ原資料と
解すべき内容の特定

２． 安全性の評価

2.1 疾病等の報告

2.2 疾病等発生後の研究参加者のフォローアップ

２.３. 研究対象薬の副作用、有効性及び安全性に関する情
報の提供に関する事項

３． 原資料等の閲覧に関する事項

４． 品質管理及び品質保証に関する事項

４.1 モニタリングの方法

４.2 監査の方法

５． 記録（データを含む。）の取扱い及び保存

６． 臨床研究に関する情報の公表

７． 定期報告

7.1 認定審査委員会への定期報告

7.2 厚生労働大臣への定期報告

８． 研究の終了・中止・中断

8.1 研究の終了

8.2 研究の中止・中断

９． 研究組織・研究者の利益相反

別紙１、別紙2について 参考資料

臨床研究法における疾病等発生時（第１報）の対応等

臨床研究法 疾病等報告システム
（https://mh.cr-adr.com/adr/v1/）
でファイルを作成し、PMDA安全第一
部情報管理課充てにメールにて送信

疾病等
発生

総合医療研究推進センター

③医薬品等製造販売業者等
にも直ちに報告

②厚生労働大臣に報告
（必要時）研究代表医師

研究責任（分担）医師

認定臨床研究審査委員会

手順書に従い研究対象者
の保護のため適切に対応

統一様式８に
よる報告書

実施医療機関の管理者
（病院長）

定められた期間内
7日、15日、30日

に第１報

当該医薬品等製造販売業者から当
該医薬品等の安全性に係る情報の
提供を受けられるよう努める

多施設共同研究の場合

既承認の場合医薬品等情報担当者（Medical 
Reprisentative; MR）を介しての報告も可

他の実施医療機関の
研究責任（分担）医師
手順書に従い研究グループ内で
情報共有

情報共有

実施医療機関の管理者
（病院長）

意見を踏まえた
対応を報告

継続の可否

意見を踏まえた
対応を報告

②報告

手順書に従い研究グループ
内で情報共有

治験参加カード



臨床研究許可番号：研究タイトル
研究対象薬：
併用禁止薬：
研究期間： ～
研究担当者：研究責任者、研究分担者
緊急連絡先：電話

✔

“介入研究”では、
研究対象者保護の観点から“二重エ
ントリー”を防がなければならない。
“侵襲有り”の研究では重篤な有害事
象報告をIRBに速やかに提出する。

 “観察研究”は
二重登録になら
ない。

 “侵襲有り”の研
究では研究チー
ム・施設内で情
報を共有する。

進捗管理が適切に行われていない不適合事案の例

 研究責任医師が教育研修セミナーを１年以上未受講

 UMINの進捗管理（募集中、募集終了、中断）がなされていなかった

 必ずUMINの進捗管理の確認を行う

 分担研究の場合、主施設に確認することなく勝手に臨床研究を終了していた、ま
たは、研究期間延長等の変更申請が遅延していたが、主施設から経過措置につ
いて手続きの連絡があった

 人医学系の倫理審査委員会において、研究期間に応じて再開・変更（実施計画書・説明文
書、研究担当者・利益相反手続き、再同意取得等）の手続きが必要

 研究担当医師の異動に伴う変更申請

 研究担当医師個人として人医学系の倫理審査委員会において一度も利益相反の審査を
受けていない（様式E）研究担当医師が、経過措置として申請され、研究分担医師としてリ
ストに追加されていた

 利益相反の記載とガイダンス様式の記載に齟齬がある

 人医学系の倫理審査委員会で承認された実施計画書を法対応に書き換えて、経
過措置として申請した（対比表なし）

 書き換えた実施計画書等は人医学系の倫理審査委員会で承認されていない

経過措置の臨床研究法へ移行時の問題点

•誤記が多い、フォントがばらばら

•研究対象者への安全性に関する説明がわかりにくい

•専門的な説明を“わかりやすく”、“平易な言葉で”

•重複した説明・記載を避ける

•実施計画書と説明文書の記載に齟齬がある

•“one word, one meaning”の徹底

•UMINの進捗状況の確認不足

•利益相反の実施計画書、説明文書とガイダンス様式の記載につ
いて確認不足・齟齬

•医師の異動と研究分担医師の追加による利益相反の確認不足

•和暦を西暦表示に変更

•広島大学の説明文書の雛形の表現を再検討すべきでは？

広島大学臨床研究審査委員会での意見

•目的：

実施計画に影響がないバージョン変更を防ぐ

•臨床研究実施計画書を以下の１～４で構成する
1. 実施計画書（NIH-FDA IND/IDE Clinical Trial Protocol Template）

2. 別紙１：実施体制（役割もあわせて記載）
•研究代表医師の連絡先

•モニタリング担当者等の情報

3. 別紙２：実施医療機関および研究責任医師一覧
•所属・職名：診療科名・職名（全て医師、歯科医師で統一）

•実施医療機関名は保険医療機関名で

•郵便番号、住所、連絡先（電話番号）

4. 説明文書・同意書・同意撤回書
•同意書・同意撤回書：研究責任医師宛

実施計画書を実施計画、別紙１、別紙2と同意説明文書に分割



臨床研究法施行の副産物
•臨床研究全般について申請・審査有料化

•臨床研究法施行後「人医学系研究統合指針」における
継続審査手続きに対する意識も向上？？？

– 申請でセンターに連絡してきた時に必ず確認してきた事項

重篤な有害事象の有無、報告の失念はないか

変更申請（研究者異動、実施計画書変更等）の失念の有無；特に、
分担研究の場合、実務担当者異動時の引き継ぎは？

しかし、

– 最近不適合事案が新たに多々発覚し、不適合事案の審査
件数が増加

– 臨床研究倫理審査委員会で不適合事案への対応について、
より厳格化の方向

今後の課題と対応
•医薬品副作用被害救済制度等の対

象とならない医薬品等の新規臨床試
験において臨床研究保険の検討を
行ったが、相当高額だった→研究の
資金源が必須であるが・・・。

•GCP教育（GCP revisited）

•法対応のためのCRC増員（センター
支援体制の全体的基盤強化）

•苦情・相談窓口および研究支援窓口
のワンストップ化

•各診療科実務者（外来・病棟医長・
各部署担当者）連絡会議のさらなる
活用

•多施設共同研究における分担実施
医療機関の長による管理体制整備

•広島大学病院臨床研究助成金及
び論文賞の規定改定

•臨床研究支援の受益者負担拡大

•倫理審査のIT化

•基準遵守（努力）義務の臨床研究
の料金設定と特定臨床研究の審査
費用の見直し？

•委員会事務局の体制整備・強化

•利益相反管理体制の効率化

•広島県治験等活性化事業との連携
強化

1. 臨床研究・治験従事者等に

対する研修（広島版）

3月17日(日)
• 国立がん研究センター中央病院 臨床研究支援部門

研究企画推進部/JCOG運営事務局 部長

中村健一先生

• 武田薬品工業(株)メディカルアフェアーズ部

須崎友紀先生

• テルモ(株)研究開発推進部（企画管理）開発推進

長谷川弘和先生

2. 臨床研究倫理審査委員会・

治験審査委員会委員養成

研修（広島版） 来年度


