
治験・製造販売後臨床試験取扱い規定の改定に伴う変更点一覧 

 

＊下記の該当箇所に関しては、以下の通りに変更する。 

◇九州がんセンターにおける企業主導治験に係る標準的業務手順書 

 

変更前 変更後 変更理由 

全般 治験の中止、中断 

 

全般 治験の中断、中止 

 

記載整備 

※該当箇所に

て反映し、変

更点一覧には

記載せず 

全般 中止又は中断 全般 中断又は中止 記載整備 

※該当箇所に

て反映し、変

更点一覧には

記載せず 

第 4 条 

第 4 項 

（新設） 

（治験実施の契約等） 

キ 当該被験薬と同一成分を

含む市販医薬品に係る製

造、輸入又は販売の中止、

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 

（新設） 

 

 

第 4 条 

第 4 項 

（治験実施の契約等） 

キ 当該被験薬と同一成分を

含む市販医薬品に係る製

造、輸入又は販売の中止、

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 

ク 被験薬に係る安全性情報

に対する 1 年ごとに行う集

積評価を踏まえた見解及び

安全対策 

年次報告の追

記 

第４条 

（新設） 

（治験実施の契約等） 

（新設） 

第４条 

第５項 

（治験実施の契約等） 

５ 院長は、治験を製造販売後

臨床試験に切り替え継続実

施する場合、あらかじめ治験

依頼者と契約を締結しておく

こと。なお、治験の契約にお

いて、承認日以降は自動的

に「治験」を「製造販売後臨床

試験」と読み替える旨規定し

ておくことでも差し支えない。 

治験を製造販

売後臨床試験

に切り替え継

続実施する場

合 

第 9 条 

第 1 項 

（新設） 

（重大な安全性に関する情報の

入手） 

（７）当該被験薬と同一成分を含

む市販医薬品に係わる製

造、輸入又は販売の中止、

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 

第 9 条 

第 1 項 

（重大な安全性に関する情報の

入手） 

（７）当該被験薬と同一成分を含

む市販医薬品に係わる製

造、輸入又は販売の中止、

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 

年次報告の追

記 



（新設） （８）被験薬に係る安全性情報に

対する 1 年ごとに行う集積

評価を踏まえた見解及び安

全対策 

第１６条 

第 2 項 

（治験の専門的事項に関する調

査審議） 

（４）本項第 1 号において不足して

いる専門性を補完する方法と

して前号において考慮したもの

は、治験の開始から終了に至

るまで継続的に治験に関する

調査審議を行うことができるも

のであるか否か。 

 

第１６条 

第 2 項 

（治験の専門的事項に関する調

査審議） 

（４）本条本項第 1 号において不

足している専門性を補完する

方法として前号において考慮し

たものは、治験の開始から終

了に至るまで継続的に治験に

関する調査審議を行うことがで

きるものであるか否か。 

記載整備 

第２０条 

（新設） 

（被験者の同意の取得） 

（新設） 
第２０条 

第１１項 

（被験者の同意の取得） 

１１ 治験責任医師又は分担医

師は、治験を製造販売後臨床

試験に切り替え継続実施する場

合、製造販売承認日以降、速や

かに、被験者に対して当該医薬

品が承認された旨が記載された

説明文書を交付し、製造販売後

臨床試験に参加することについ

て文書により改めて同意を取得

する。 

GCP ガイダン

ス改訂に伴う

変更 

第２２条 

第 1 項 

（治験実施計画書からの逸脱等） 

第２２条 治験責任医師又は

治験分担医師は、治験依頼

者との事前の文書による合

意及び治験審査委員会の

事前の審査に基づく文書に

よる承認を得ることなく、治

験実施計画書からの逸脱又

は変更を行ってはならない。

ただし、被験者の緊急の危

険を回避するためのもので

あるなど医療上やむを得な

いものである場合又は治験

の事務的事項（例えば、治

験依頼者の組織・体制変

更、実施医療機関の名称・

診療科の変更、実施医療機

関及び治験依頼者の所在

地又は電話番号の変更、治

験責任医師の氏名表記、所

属及び職名の変更、モニタ

ーの変更）のみに関する変

更である場合には、この限り

ではない。 

 

第２２条 

第 1 項 

（治験実施計画書からの逸脱等） 

第２２条 治験責任医師又は

治験分担医師は、治験依頼

者との事前の文書による合

意及び治験審査委員会の

事前の審査に基づく文書に

よる承認を得ることなく、治

験実施計画書からの逸脱又

は変更を行ってはならない。

ただし、被験者の緊急の危

険を回避するためのもので

あるなど医療上やむを得な

いものである場合又は治験

の事務的事項（例えば、治

験依頼者の組織・体制変

更、実施医療機関の名称・

診療科の変更、実施医療機

関及び治験依頼者の所在

地又は電話番号の変更、モ

ニターの変更）のみに関す

る変更である場合には、こ

の限りではない。 

 

GCP ガイダン

ス変更に伴い

変更 

 

第２６条 

第 4 項 

（記録の保存責任者） 

４ 本条第２項第４号及び第５号

に規定する文書のうち、本条

第２６条 

第 4 項 

（記録の保存責任者） 

４ 本条第２項第４号及び第５号

に規定する文書のうち、本条

誤記修正 



 

  

第２項第３号に従って保管さ

れている文書については両

者協議の上、重複して保管し

ないことができる。 

第３項に従って保管されてい

る文書については両者協議

の上、重複して保管しないこ

とができる。 

（付則） 

第２９条 

 （付則） 

第２９条 

この手順書は一部改訂の上、令

和３年１２月 ２日から施行する。 
SOP改訂に伴

う追記 



◇九州がんセンターにおける企業主導治験に係る治験審査委員会標準的業務手順書 

 

変更前 変更後 変更理由 

第 1 条 

第 1 項 

（目的と適用範囲） 

第１条 本手順書は、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

（昭和３５年法律第１４５号。以

下「法」という。）、「医薬品の臨

床試験の実施の基準に関する

省令」（平成９年 厚生省令第２

８号。以下「医薬品ＧＣＰ省令」と

いう。）、「医療機器の臨床試験

の実施の基準に関する省令」

（平成１７年厚生労働省令第３６

号。以下「医療機器ＧＣＰ省令」

という。）、再生医療等製品の臨

床試験の実施の基準に関する

省令（平成２６年厚生労働省令

第８９号。以下「再生医療等製

品ＧＣＰ省令」という。）及びその

関連通知等に基づいて、企業主

導治験に係る標準業務手順書

第１３条第１項の規定により院

内に設置された治験審査委員

会の運営に関する手続き及び

記録の保存方法を定めるもので

ある。 

第 1 条 

第 1 項 

（目的と適用範囲） 

第１条 本手順書は、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

（昭和３５年法律第１４５号。以

下「法」という。）、「医薬品の臨

床試験の実施の基準に関する

省令」（平成９年 厚生省令第２

８号。以下「医薬品ＧＣＰ省令」と

いう。）、「医療機器の臨床試験

の実施の基準に関する省令」

（平成１７年厚生労働省令第３６

号。以下「医療機器ＧＣＰ省令」

という。）、再生医療等製品の臨

床試験の実施の基準に関する

省令（平成２６年厚生労働省令

第８９号。以下「再生医療等製

品ＧＣＰ省令」という。）及びその

関連通知等に基づいて、企業主

導治験に係る標準的業務手順

書第１３条第１項の規定により

院内に設置された治験審査委

員会の運営に関する手続き及

び記録の保存方法を定めるも

のである。 

記載整備 

第４条 

第１項 

（治験審査委員会の業務） 

（１）治験実施計画書（実施医療

機関の名称及び所在地、治験

責任医師となるべき者の氏名及

び職名並びに各実施医療機関

を担当するモニター（モニターが

複数である場合にはその代表

者）の氏名、職名及び電話番号

等の医療機関に特有の情報に

ついて治験実施計画書の別冊

とされている場合は、本院に係

るもののみでの良いこととする） 

第４条 

第１項 

（治験審査委員会の業務） 

（１）治験実施計画書（実施医療

機関の名称及び所在地、治験

責任医師となるべき者の氏名並

びに各実施医療機関を担当す

るモニター（モニターが複数であ

る場合にはその代表者）の氏名

及び電話番号等の医療機関に

特有の情報について治験実施

計画書の別冊とされている場合

は、本院に係るもののみでの良

いこととする） 

GCP ガイダン

ス改正に伴う

変更 

第４条 

第２項 

（治験審査委員会の業務） 

（２） 

カ 治験の終了、治験の中止又

は中断及び開発の中止を確認す

ること 

第４条 

第２項 

（治験審査委員会の業務） 

（２） 

カ 治験の終了、治験の中断又

は中止及び開発の中止を確認す

ること 

記載整備 

第４条 

第４項 

（治験審査委員会の業務） 

４ 治験審査委員会は、被験者

に対する緊急の危険を回避す

るためなど医療上やむを得ない

場合、又は変更が事務的事項

に関するものである場合（例：治

験依頼者の組織・体制変更、実

第４条 

第４項 

（治験審査委員会の業務） 

４ 治験審査委員会は、被験者

に対する緊急の危険を回避す

るためなど医療上やむを得ない

場合、又は変更が事務的事項

に関するものである場合（例：治

験依頼者の組織・体制変更、実

GCP ガイダン

ス改正に伴う

変更 



施医療機関の名称・診療科名

の変更、実施医療機関及び治

験依頼者の所在地又は電話番

号の変更、治験責任医師の氏

名表記、所属及び職名の変更、

モニターの変更）を除き、治験審

査委員会から承認の文書を得

る前に治験実施計画書からの

逸脱又は変更を開始しないよう

求めることとする。 

施医療機関の名称・診療科名

の変更、実施医療機関及び治

験依頼者の所在地又は電話番

号の変更、モニターの変更）を

除き、治験審査委員会から承認

の文書を得る前に治験実施計

画書からの逸脱又は変更を開

始しないよう求めることとする。 

 

第５条 

第４項 

（治験審査委員会の運営） 

４ 治験審査委員会は、以下の

要件を満たす会議において

のみ、その意思を決定できる

ものとする。 

（１）少なくとも過半数の委員が
参加していること。なお、委員
の参加は、委員会の開催場
に出席することを原則とする
が、諸事情により開催場に出
席できない場合においては、
音声等の送受信により委員
会の進行状況を確認しながら
通話することができる方法に
よって参加することができる。 

 

第５条 

第４項 

（治験審査委員会の運営） 

４ 治験審査委員会は、以下の

要件を満たす会議において

のみ、その意思を決定できる

ものとする。 

（１）少なくとも委員名簿の過半
数の委員が参加しているこ
と。なお、委員の参加は、委
員会の開催場に出席すること
を原則とするが、諸事情によ
り開催場に出席できない場合
においては、音声等の送受信
により委員会の進行状況を確
認しながら通話することがで
きる方法によって参加するこ
とができる。 

GCP ガイダン

ス改正に伴う

変更 

第５条 

第１２項 

（治験審査委員会の運営） 

１２ 治験審査委員会は、審査及

び採決に参加した委員名簿（各

委員の資格及び職名を含む）に

関する記録及び、会議の記録

及びその概要を作成し保存する

ものとする。なお、会議の記録

の概要については次の各号に

より作成する。 

第５条 

第１２項 

（治験審査委員会の運営） 

１２ 治験審査委員会は、審査及

び採決に参加した委員名に関

する記録及び、会議の記録及び

その概要を作成し保存するもの

とする。なお、会議の記録の概

要については次の各号により作

成する。 

 

誤記修正 

第５条 

第１４項 

（治験審査委員会の運営） 

１４ 治験審査委員会は、承認済

の治験について、治験期間内

の軽微な変更の場合には、迅

速審査又は委員会での報告事

項として取り扱うことができる。

ここで軽微な変更とは、変更に

より生ずる危険性が被験者の

日常生活における危険性又は

通常行われる理学的あるいは

心理学的検査における危険性

より高くない変更をいう。何らか

の身体的侵襲を伴う検査を伴う

変更は除かれる。迅速審査・報

告事項の対象か否かの判断は

治験審査委員会委員長が行

う。  

迅速審査は治験審査委員会委

員長が行い、本条第１０項に従

第５条 

第１４項 

（治験審査委員会の運営） 

１４ 治験審査委員会は、承認済

の治験について、治験期間内

の軽微な変更の場合には、迅

速審査又は委員会での報告

事項として取り扱うことができ

る。ここで軽微な変更とは、変

更により生ずる危険性が被験

者の日常生活における危険性

又は通常行われる理学的ある

いは心理学的検査における危

険性より高くない変更をいう。

何らかの身体的侵襲を伴う検

査を伴う変更は除かれる。迅

速審査・報告事項の対象か否

かの判断は治験審査委員会

委員長が行う。  

迅速審査は治験審査委員会

委員長が行い、本条第１０項

記載整備 



 

って判定し、本条第１３項に従っ

て院長に報告する。治験審査

委員会委員長は、次回の治験

審査委員会で迅速審査の内容

と判定を報告する。 なお、委員

長が当該迅速審査の対象とな

る治験の関係者である場合は、

副委員長他の委員を指名して

代行させる。また、報告事項に

ついては直近の治験審査委員

会で報告する。 

に従って判定し、本条第１３項

に従って院長に報告する。治

験審査委員会委員長は、次回

の治験審査委員会で迅速審

査の内容と判定を報告する。 

なお、委員長が当該迅速審査

の対象となる治験の関係者で

ある場合は、副委員長他の委

員を指名して代行させる。ま

た、報告事項については治験

審査委員会で報告する。 

第６条 

第４項 

（治験審査委員会事務局の業

務） 

４ 本条第２項第１号、第２号

に関して変更があった場合

は直ちに更新し、履歴を残

すものとする。なお、本条第

２項第３号会議の記録の概

要については治験審査委員

会の開催後２か月以内を目

処に公表するものとする。 

第６条 

第４項 

（治験審査委員会事務局の業

務） 

４ 本条第２項第１号、第２号

に関して変更があった場合

は直ちに更新し、その履歴

が確認できるよう記録を残

すものとする。なお、本条第

２項第３号会議の記録の概

要については治験審査委員

会の開催後２か月以内を目

処に公表するものとする。 

GCP ガイダン

スに合わせて

記載整備 

（付則） 

第９条 

 （付則） 

第９条 

この手順書は一部改訂の上、令

和 ３年１２月 ２日から施行す

る。 

SOP改訂に伴

う追記 


