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手続き要領 
 

本手続き要領に従い、必要書類を富山県医師会治験審査委員会事務局（以下「事務局」

という）へ提出して下さい。 

当治験審査委員会（以下「IRB」という）の定める書式一覧表中に「指定」と記載のある

ものは、IRB の書式での作成を必須とします。それ以外については、実施医療機関の定め

る書式を使用することで構いません。なお、書式は邦文で記載することを原則とします。 

本手続き要領は、実施医療機関及び治験依頼者の担当者が、IRB へ審査又は報告の手続

きをする上で必要な事項について記載しました。その他の手続きや書式について不明点が

ありましたら、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

治験審査委員会事務局（事務代行：とやま治験支援センター） 

名称：とやま治験支援センター 

住所：〒939 -8222 富山市蜷川 336番地  富山県医師会館 3階 

TEL：076-429-4450   FAX：076-429-4480 
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Ⅰ．全般的事項 

１．審査依頼のための契約等 

① IRBに調査審議を依頼する場合には、新規依頼時までに実施医療機関の長と富山県医

師会会長との間で治験審査に関する契約を締結する必要があります。なお、審査費

用は別紙「富山県医師会治験審査委員会 審査費用算出基準」のとおりとします。 

② 医薬品の製造販売承認申請又は承認事項一部変更承認申請の際に提出すべき資料の

収集のために行う治験及び医薬品の再審査申請、再評価申請又は副作用調査の際提

出すべき資料収集のための製造販売後臨床試験以外の「臨床試験・臨床研究」の審査

（例：医療器具の臨床試験、ヒトを用いた学術研究等）を IRBで審査を行うか否かの

判断は委員長が行いますので、審査依頼前に事務局へご連絡下さい。 

 

２．IRBの日程及び資料の提出期限等 

（1）IRBの開催 

①定期開催：原則、毎月第 2木曜日 

②臨時開催：委員長が必要と判断したとき 

 

（2）事務局への資料提出期限 

IRB開催日の 10日前（祝祭日の場合は前倒し） 

 

（3）事務局への提出資料 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式 4）の原本 

 

②治験の依頼、変更、情報提供等に必要な書式の写し 

「治験依頼書」、「治験に関する変更申請書」、「安全性情報等に関する報告書」* 等 

*「安全性情報等に関する報告書」には、添付資料として、原則、日本製薬工業協

会推奨の「個別報告共通ラインリスト 未知・重篤副作用等の症例一覧」を提

出して下さい。IRBにて各治験依頼者の安全性情報（特に未知重篤な有害事象）

を同一書式で検討するために提出をお願いしています。 

 

③資料部数：14部* 

*同様の資料を必要とする試験が複数ある場合、又は 1試験を複数の施設にて実施

する場合は、事務局にご相談下さい。 

 

３．書式の記載方法 

統一書式については、平成 19年 12月 21日医政研発第 1221002号及びこれを改正する

通知に基づき、日本医師会治験促進センターが公表している書式です。したがって、「統

一書式に関する記載上の注意事項（企業治験・製造販売後臨床試験）」等に則り、作成し
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て下さい。 

各書式における押印又は署名の要否については、実施医療機関と治験依頼者との協議に

より取り決めて下さい。協議の結果、押印等を省略することとなった場合には、押印等を

省略した文書にて受付・受理します。但し、省略可能な押印等は、「実施医療機関の長」「治

験責任医師」「治験依頼者」の印章とし、「治験審査結果通知書（書式 5）」については、IRB

委員長が押印した文書にて実施医療機関の長へ結果通知を行います。 

 

４．IRBの規約、委員名簿及び会議の記録の概要の公表について 

富山県医師会治験審査委員会規約（以下「規約」という）、委員名簿及び会議の記録の

概要を富山県医師会のホームページで公表しています。 

規約又は委員名簿に変更があった場合には、速やかに既存の公表内容の更新を行います。 

また、会議の記録の概要は、IRB開催後 2か月以内を目途に公表します。治験依頼者の

知的財産権を侵害する内容が含まれていないか、事前に内容の確認を希望される場合には、

事務局までご連絡をお願いします。必要があればマスキング等の措置を講じた上で公表さ

せていただきます。 



 

 

Ⅱ．個別事項 

１．治験審査の新規依頼時 

（1）「治験依頼書」及び添付資料 

新規治験の審査依頼時は、以下の②及び③の資料一式をA4ファイル等に綴じたもの14部を提出期限まで

に事務局へ提出して下さい。なお、審査に必要な資料は、記載すべき内容が確認できる場合には、複数の文

書を1つにまとめることも可能とします。 

 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②パワーポイント説明資料（※「（2）IRBでの説明及び説明用資料」で記載する資料） 

委員が、当該治験の背景、意義及び医学における位置付け等、また治験薬概要書等に詳細に記載され

ている事項の概要を迅速に理解するための参考資料であるため、微細な部分は割愛し、要点のみを確

実に伝達できるようにして下さい。 

また、「医学、歯学又は薬学の専門的知識を有しない」委員の理解を助けるため、なるべく非専門的で

平易な文章で説明して下さい。 

③審査用資料 

・ 治験依頼書（治験依頼者→実施医療機関の長）（写） 

・ 治験実施計画書 

・ 治験薬概要書（製造販売後臨床試験の場合は添付文書等） 

・ 症例報告書の見本 

（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、当該治験実施

計画書をもって症例報告書の見本に関する事項を含むものとし、症例報告書の見本の提出は不要

です） 

・ 説明文書・同意文書 

・ 治験責任医師の履歴書 

（治験分担医師の履歴書は、原則として不要です。但し、治験依頼者から実施医療機関の長への事前

提出資料に含まれている場合は、審査資料として提出していただいても構いません。併せて審査

します。） 

・ 治験の費用の負担について説明した文書（被験者への支払（支払がある場合）に関する資料） 

（実施医療機関に関する費用（研究費等）の資料は、原則として不要です。但し、治験依頼者から実

施医療機関の長への事前提出資料に含まれている場合は、審査資料として提出していただいても

構いません。併せて審査します。） 

・ 被験者の健康被害の補償について説明した文書 

・ 被験者の募集の手順（広告等）に関する資料 

・ 被験者の安全性に係る資料 

・ 治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書 

（「治験分担医師・治験協力者リスト」（統一書式：書式2）を代用していただいても構いません） 

・ 「実施医療機関の施設・設備・人員等に関する概要書」（B） 

・ その他 IRBが必要と認める資料（企業との連携がある場合、利益相反に関する資料等） 

 

（2）IRBでの説明及び説明用資料 

治験審査の新規依頼時は、モニターもしくは治験依頼者の担当者の方に IRBへ出席していただき、治験計

画並びに治験薬の概要等について、10 分以内で説明をお願いしています。「富山県医師会治験審査委員会規

約」に基づき、各委員には原則 7日前に審査資料が配布されていますので、短時間ですが特に補充説明が必

要な点、特に注意を要すべき点等に絞ってご説明下さい。 

また、このための説明用資料として、プレゼンテーション用資料（治験計画概要、治験薬概要一覧等）を

電子ファイルにて事前に提出して下さい。電子ファイルの提出が不可である場合は、事務局にご相談下さい。 



 

 

なお、実施医療機関の長又は治験責任医師の出席を原則としますが、やむを得ない事情で出席できない場

合は、事務局へご相談下さい。 

 

２．IRBの審査結果について 

（1）IRBの審査結果 

①審査終了後、実施医療機関の長へ「治験審査結果通知書」（統一書式：書式5）により、審査結果を通知

します。治験審査結果通知書の発行期限は審査終了から3日以内とし、原則審査の翌日に発行します。 

なお、審査結果に対する異議がある場合には、7日以内に事務局に文書でご連絡下さい。 

②IRB議事録の閲覧は随時受け付けていますので、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

（2-1）審議結果が「承認」となった場合 

契約手続きへ移って下さい。 

 

（2-2）審議結果が「承認」となったが実施医療機関の長に対して要望書が提出された場合 

契約手続きへ移って下さい。 

なお、要望書に基づき、何らかの変更を行う場合は、「３．治験実施中の各種変更時」に従い、必要書類を

合わせて提出して下さい。 

また、要望書に対する回答等がありましたら、文書（書式は任意）を提出して下さい。 

 

（2-3）審議結果が「修正の上で承認」となった場合 

以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①報告用資料：各14部 

・ 「治験実施計画書等修正報告書」（治験依頼者、治験責任医師→実施医療機関の長）（写） 

・ 治験責任医師と合意した改訂資料（例：説明文書・同意文書等） 

 

次回の IRBに報告事項として提出します（治験審査結果通知書は発行しません）。 

治験審査結果通知書が必要な場合は、「治験審査依頼書」（統一書式：書式4）を提出して下さい。 

なお、IRBからの指示・決定事項が適切に修正されていることを実施医療機関の長が確認すれば、契約

手続きへ移っていただくことが可能です。但し、その取扱いは実施医療機関の標準業務手順書に基づきま

す。 

 

（2-4）審議結果が「保留」となった場合 

以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：各14部 

・ 保留の理由に応じた追加資料等 

 

３．治験実施中の各種変更時 

（1）審査が必要な事項（迅速審査を除く） 

治験依頼者及び治験責任医師が、治験実施計画書、説明文書・同意文書、治験薬概要書等の一部を変更し

ようとする際に、IRBにて審査を必要とする場合は、「治験に関する変更申請書」を作成し、添付資料（審査

対象資料の他、参考資料として変更点一覧）とともに事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：各14部 

・ 「治験に関する変更申請書」（治験依頼者、治験責任医師→実施医療機関の長）（写） 

・ 変更事項を含む改訂書類 



 

 

・ 改訂書類の変更点一覧 

IRB終了後、実施医療機関の長へ「治験審査結果通知書」（統一書式：書式5）により、審査結果を通知し

ます。 

 

（2）迅速審査 

迅速審査の対象か否かについては、委員長が判断しますので、事前に事務局へご連絡下さい。 

迅速審査の対象と判断された場合は、以下の資料を速やかに事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：各3部 

・ 「治験に関する変更申請書」（治験依頼者、治験責任医師→実施医療機関の長）（写） 

・ 変更事項を含む改訂書類 

・ 改訂書類の変更点一覧 

 

迅速審査の書類を受領後、迅速審査を行い、「(1) 審査が必要な事項（迅速審査を除く）」と同様、治験審

査結果通知書を発行します（次回の IRBで報告します）。 

 

（3）報告事項 

治験依頼者及び治験責任医師が、治験実施計画書、説明文書・同意文書、治験薬概要書等の事務的事項を

変更する、又はした際に、IRBへは事後報告を含む報告事項として取り扱います。 

＊報告事項とする変更には次のものが含まれます。 

①治験依頼者の組織・体制の変更、実施医療機関の名称・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、治験責任医師の職名の変更、モニターの変更等 

②その他、実施医療機関の長が事務的事項の変更と判断した場合 

 

報告事項の場合は、以下の資料を事務局へ提出して下さい。 

①報告用資料：各14部 

・ 「治験に関する変更申請書」（治験依頼者、治験責任医師→実施医療機関の長）（写） 

・ 変更事項を含む改訂書類 

・ 改訂書類の変更点一覧 

 

IRBでの報告後も、治験審査結果通知書は発行しません。 

なお、治験実施計画書の改訂において、治験実施計画書の分冊を作成しており、当該分冊に記載された当

該実施医療機関以外の他施設に特有の情報を改訂する場合は提出不要とします。また、症例報告書の見本を

作成する場合であって、レイアウト（EDC[Electronic Data Capturing]の利用による症例報告書にあっては

その仕様）の変更を行う場合においても、提出不要とします。 

 

４．実施医療機関での緊急の危険回避のための実施計画逸脱事項の発生時 

以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：14部 

・ 「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」（治験責任医師→実施

医療機関の長、治験依頼者）（写） 

 

審査終了後、実施医療機関の長へ治験審査結果通知書を発行します。 

 



 

 

５．実施医療機関での重篤な有害事象の発生時 

以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：14部 

・ 「重篤な有害事象に関する報告書」（治験責任医師→実施医療機関の長、治験依頼者）（写） 

 

審査終了後、実施医療機関の長へ治験審査結果通知書を発行します。 

 

６．実施医療機関外での有害事象・安全性情報の入手時 

以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：各14部 

・ 「安全性情報等に関する報告書」及び添付資料（治験依頼者→実施医療機関の長、治験責任医師）

（写） 

 

なお、安全性情報等に関する報告書には、当該実施医療機関での治験の継続の可否、治験実施計画書、説

明文書等の変更の必要性の有無等について、治験依頼者と当該実施医療機関の治験責任医師の見解が異なる

場合には、当該実施医療機関の治験責任医師のコメントを添付して下さい（書式は任意）。 

また、安全性情報等に海外からの情報が含まれる場合、その英文も合わせて提出して下さい。英文を提出

できない場合又は量が非常に多い場合は事務局にご相談下さい。 

なお、これらの情報の入手に伴い、治験実施計画書、説明文書等を変更する場合には、「３．治験実施中の

各種変更時」に従い、必要書類を合わせて提出して下さい。 

 

審査終了後、実施医療機関の長へ治験審査結果通知書を発行します。 

 

７．治験の継続審査時 

治験の開始（契約締結日）から1年が経過する日以前の IRBで継続審査を行います。継続審査に合わせて、

適切な時期に以下の書類を事務局へ提出して下さい。 

①「治験審査依頼書」（実施医療機関の長→IRB）（統一書式：書式4） 

②審査用資料：14部 

・ 「治験実施状況報告書」（治験責任医師→実施医療機関の長）（写） 

 

審査終了後、実施医療機関の長へ治験審査結果通知書を発行します。 

 

８．治験の中止・中断時 

（1）治験依頼者の都合により中止・中断した場合 

以下の書類とその写し各14部を事務局へ提出して下さい。 

①「開発の中止等に関する報告書」（治験依頼者→実施医療機関の長→IRB） 

（統一書式：書式18） 

②「治験終了（中止・中断）報告書」（治験責任医師→実施医療機関の長→IRB） 

（統一書式：書式17） 

 

（2）実施医療機関の都合により中止・中断した場合 

以下の書類とその写し14部を事務局へ提出して下さい。 



 

 

①「治験終了（中止・中断）報告書」（治験責任医師→実施医療機関の長→IRB） 

（統一書式：書式17） 

 

９．治験の終了時 

以下の書類とその写し14部を事務局へ提出して下さい。 

①「治験終了（中止・中断）報告書」（治験責任医師→実施医療機関の長→IRB） 

（統一書式：書式17） 

 

１０．製造販売承認の取得時等 

「製造販売承認の取得」又は「再審査・再評価結果の通知」に関して、治験依頼者から実施医療機関の長

に「開発の中止等に関する報告書」（統一書式：書式 18）が発行された場合、IRBにおいて文書の保存期間

を確認するため、その原本を事務局へ提出して下さい。 

 

 

作成日：平成19年11月8日 

改訂日：平成20年9月25日 

    平成25年4月11日 

 


