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医学系研究

臨床研究と治験等の枠組み（イメージ）臨床研究と治験等の枠組み（イメージ）

医薬品・医療機器の開発のための薬事法の承認申請や
再審査等の際に提出すべき資料の収集を目的として実
施される試験のうちヒトを対象とする研究

医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法
の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の
質の向上を目的として実施されるヒトを対象とする研究

○介入研究 ○観察研究 に分類される。

薬事法、ＧＣＰ省令等を遵守
被験者保護に関する規定のほか、モニタリング、監査、
記録の保存など、データの信頼性保証に関する規定あり。

臨床研究に関する倫理指針等を遵守
被験者保護を重視する観点から研究者等が遵守すべき事項
を規定。
データの信頼性保証に関する規定がGCPほど厳格ではない。

薬事法の承認取得等の目的それ以外の目的（学術目的）

臨床研究

治験以外の
臨床研究

医師主導
治験

企業治験
製造販売後臨床試験

治験等基礎研究

観
察
研
究

介
入
研
究
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GPSP省令1)による製造販売後調査等の定義GPSP省令1)による製造販売後調査等の定義

「製造販売後調査等」
医薬品の製造販売業者等が、医薬品の品質、有効性及び安全性に関す
る情報の収集、検出、確認又は検証のために行う使用成績調査又は製
造販売後臨床試験 →（再審査又は再評価申請の際に添付する資料）

「使用成績調査」
製造販売後調査等のうち、製造販売業者等が、診療において、医薬品を
使用する患者の条件を定めることなく、副作用による疾病等の種類別の
発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認
を行う調査

「製造販売後臨床試験」
製造販売後調査等のうち、製造販売業者等が、治験若しくは使用成績調
査の成績に関する検討を行った結果得られた推定等を検証し、又は診
療においては得られない品質、有効性及び安全性に関する情報を収集
するため、当該医薬品について承認された効能・効果及び用法・用量に
従い行う（臨床）試験 →(ＧＣＰの基準が適用される)

１）医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
（平成16年12月20日 厚生労働省令第171号）
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企業主導（治験・製造販売後臨床試験）：
開発等を行う企業が計画立案～データの取りまとめ等に
責任を持つ
医療機関は企業からの依頼を受けて、省令、計画を遵守
して実施し、データを提供

企業主導（治験・製造販売後臨床試験）：
開発等を行う企業が計画立案～データの取りまとめ等に
責任を持つ
医療機関は企業からの依頼を受けて、省令、計画を遵守
して実施し、データを提供

医師主導（主として 臨床研究）：
医師が科学的・倫理的な計画立案～データの取りまとめ、
信頼性、資金調達等に責任を持つ

医師主導（主として 臨床研究）：
医師が科学的・倫理的な計画立案～データの取りまとめ、
信頼性、資金調達等に責任を持つ

薬事法※

医薬品GCP
医療機器GCP

医薬品・医療機器の承認申請等
を目的としているか?

治験以外の臨床研究 治験等※

YesNo

ヒト幹細胞
研究

ヒト幹細胞を
用いる

臨床研究に
関する
指針

遺伝子治療
研究

遺伝子治療
臨床研究に
関する指針

遺伝子解析
研究

ヒトゲノム・
遺伝子解析

研究に
関する

倫理指針

疫学研究

疫学研究に
関する

倫理指針

告示 省令

左記指針及び
他法令の適用
範囲でない
臨床研究

臨床研究に
関する

倫理指針

※

医師が実施す

ることも可能

臨床研究に関する様々な指針臨床研究に関する様々な指針
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「診療行為」と「臨床研究」「診療行為」と「臨床研究」

人への合法的な侵襲行為医
療
技
術
の
成
熟
度

他事目的・研究性

純粋な診療行為

未成熟な技術・先端技術の臨床研究

医療技術の成熟度、他事目的の意
志の強さの兼ね合いではあるものの、
診療以外の目的意識をもった段階で、
新たな倫理的配慮が求められる

成熟した医療技術
であっても明らかな
研究目的であれば
臨床研究

未成熟な医療技術
である自体が、臨床
研究を意味するもの
ではない
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日本における指針の策定日本における指針の策定

• ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

〔平成13年３月29日策定〕

• 遺伝子治療臨床研究に関する指針

〔平成14年３月27日策定〕

• 疫学研究に関する倫理指針

〔平成14年６月17日策定〕

• 臨床研究に関する倫理指針

〔平成15年７月30日策定〕

• ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針

〔平成18年７月３日策定〕
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「臨床研究に関する倫理指針」「臨床研究に関する倫理指針」

Ⅰ．指針策定の背景

臨床研究については、近年の科学技術の進展に伴い、その重
要性が一段と増しており、被験者の人間の尊厳及び人権を尊重
しつつ、臨床研究の適正な推進を図るために、研究者等が遵守
すべき規範の策定が求められてきた。

Ⅱ．指針において定めた内容

ヘルシンキ宣言や我が国において個人情報保護に係る議論等
を踏まえ、臨床研究全般を対象とする基本的な指針を策定

・ 被験者に対するインフォームド・コンセントの義務付け、説明事項の規定
・ 実施研究機関における被験者の人権保護［情報保護、等］
・ 倫理審査委員会の機能［臨床研究実施の適否・継続の審査、等］
・ 実施研究者、臨床研究機関の長等の遵守事項の規定

平成15年７月30日策定

平成16年12月28日全部改定

平成20年７月31日全部改定

7



ＧＣＰ基準の主な規定 臨床研究に関する倫理指針の主な規定

治験の準備に関する主な基準
○業務手順書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○治験実施計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○治験薬概要書
○被験者に対する補償措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

治験の管理に関する主な基準
○治験薬の管理
○副作用情報等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○モニタリングの実施
○監査
－
○総括報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○記録の保存等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

治験を行う主な基準
（１）治験審査委員会

○治験審査委員会の設置・審査及び公表 ・・・・・・
○記録の保存

（２）実施医療機関
○実施医療機関の長の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
○治験事務局の設置
○記録の保存

（３）治験責任医師
○治験責任医師等の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○症例報告書等の作成

（４）被験者の同意
○文書による説明と同意の取得 ・・・・・・・・・・・・・・

○手順書の作成
○臨床研究計画書
×
○被験者に対する補償措置

×
○有害事象等への対応
×
×
○自己点検（必要に応じ）
○結果の概要の報告
×（個人情報保護等を目的とした試料等の保存等の規定有り）

○倫理審査委員会の設置・審査及び公表
×（作成、公表の規定あり）

○臨床研究機関の長、組織の代表者等の責務
×
×

○研究者等、研究責任者の責務
×

○インフォームド・コンセント

「医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP基準）」と「臨床研究に関する倫理指針」の主な規定の比較「医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP基準）」と「臨床研究に関する倫理指針」の主な規定の比較

「臨床研究に関する倫理指針」は被験者保護に重点を置いているため、ＧＣＰに比しデータの信頼性保証

に関する規定が厳格でない（×で示した項目がない）。
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臨床研究に関する倫理指針の見直し臨床研究に関する倫理指針の見直し



①「臨床研究に関する倫理指針」の改正（平成25年目途）における検討

＜短期的に目指すこと＞

○ 現行の「臨床研究に関する倫理指針」の改正にあわ
せて、その他の指針との関係を整理し、臨床研究を適切
に実施できる指針策定を行う。
・ 「臨床研究に関する倫理指針」及び「疫学研究に関す
る倫理指針」における指針間の関係を見直し、臨床研究
を実施する際により活用しやすい指針となるよう検討す
る。
・ 被験者保護の在り方について、法制化を含めた議論
を開始する。その際には、米国におけるＩＮＤ
（Investigational New Drug）・IDE（Investigational Device 
Exemption）のような臨床研究の届出・承認制度について
も参考にする。

・国は、厚生科学審議会科学技術部会において専門委員会を設置し、関連省庁とも
協議の上で、国内外の状況等を踏まえつつ、臨床研究に関する倫理指針及び疫学
研究に関する倫理指針における指針間の課題を整理し、臨床研究の実施に当たり
活用しやすい指針について検討する。その際は、下記研究班の報告を踏まえるとと
もに、OECD‐Global Science Forumの報告書等を参考にする。

・国は、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を設置※し、諸外国の実情に関
する調査研究（被験者保護に関する法制度、米国におけるIND・IDE等）を実施する。

＜中・長期的に目指すこと＞

「臨床研究に関する倫理指針」見直しに向けた意見（１）「臨床研究に関する倫理指針」見直しに向けた意見（１）
「臨床研究・治験活性化５か年計画2012アクションプラン」（一部抜粋）

○ 被験者保護のみでなく、臨床研究の質に関しても規
定するよう検討する。

・厚生科学審議会科学技術部会において専門委員会等を設置し、臨床研究の倫理
指針の見直しとあわせて、臨床研究の質（臨床研究実施にあたっての原則、モニタ
リング、データの捏造・改ざんの禁止）に関する規程等を設けるべきか否かを検討す
る。② 質の高い臨床研究の実施促進と被験者保護の在り方

＜短期的に目指すこと＞

（倫理審査委員会の質の向上等）

○ 倫理審査委員会の質を向上させるために以下の項目に

ついて更に推進する。
・ 倫理審査委員会委員への教育を充実させる。
・ 厚生労働省のウェブサイト上で全国の倫理審査委員会の
委員名簿、手順書及び議事概要について情報提供を行う。
・ 倫理審査事例集や倫理審査ガイドラインを作成する。
・ 倫理審査委員会事務局への専任担当者の育成・配置を行
う。
・ 共同倫理審査委員会の普及を図る。

・国は厚生科学審議会科学技術部会において専門委員会を設置し、臨床研究に関
する倫理指針の見直しの中で、倫理審査委員会の質を向上させる方策について併
せて検討する。
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科学技術基本計画
（平成23年8月19日 閣議決定）

Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現

４．ライフイノベーションの推進

（３）ライフイノベーション推進のためのシステム改革

＜推進方策＞

・ 国は、医薬品及び医療機器の臨床研究と治験を一体化し
た制度に関して、海外の類似した制度（例えば、米国にお
けるＩＮＤ（Investigational New Drug）、ＩＤＥ（Investigational 
Device Exemption）等）を調査研究し、その導入について
検討するとともに、大学等に対して、国際標準に基づく臨
床研究の実施を求める。

「臨床研究に関する倫理指針」見直しに向けた意見（２）「臨床研究に関する倫理指針」見直しに向けた意見（２）
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「臨床研究に関する倫理指針」見直しの検討「臨床研究に関する倫理指針」見直しの検討

平成24年10月18日の厚生科学審議会科学技術部会に

おいて、「臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る専
門委員会」の設置について、了承された。

 「疫学研究に関する倫理指針」については、文部科学省
との共同告示であり、文部科学省において専門委員会
が設置された後には、厚生労働省、文部科学省とが連
携し合同で委員会を開催することを原則としている。

現在、文部科学省の設置した委員会も含め、３委員会を
合同で開催している。
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疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
文部科学省 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会 疫学研究に関する倫理指針の見直しに関する専門委員会

厚生労働省 厚生科学審議会 科学技術部会 疫学研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会
厚生労働省 厚生科学審議会 科学技術部会 臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会

【主旨】 疫学研究倫理指針及び臨床研究倫理指針の運用状況、疫学研究及び臨床研究の在り方に係る検討等を
踏まえ、必要な見直しを行うもの（３専門委員会の合同開催）

（合同会議委員長：福井 次矢 聖路加国際病院 院長）

【主な検討項目】

○ 疫学研究倫理指針と臨床研究倫理指針の統合 ○ 個人情報の取扱

○ 統合した場合の指針の適用範囲 ○ 研究の質

○ 倫理審査委員会の質を担保する仕組み ○ 被験者への補償

○ インフォームドコンセント

○ 未成年者や被後見人に係る代諾及び再同意手続

○ 治験制度に対応した臨床研究の届出・承認制度の整備 他

【開催実績】
厚生労働省の２委員会を平成２４年１２月に合同で、文部科学省の１委員会を平成２５年１月に
それぞれ開催。その後、２月より３委員会を合同で月１回ペースで開催。

第1回(2012年12月27日）疫学研究に関する倫理指針の見直し専門委員会・臨床研究に関する倫理指針の

見直し専門委員会 合同委員会
第2回(2013年2月20日)第2回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
第3回（2013年4月25日）第3回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
第4回（2013年5月29日）第4回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
第5回（2013年6月26日）第5回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
第6回（2013年7月25日）第6回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議
第7回（2013年8月22日）第7回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議13



① 「臨床研究に関する倫理指針」の改正（平成25年目途）に おける検討
② 質の高い臨床研究の実施促進と被験者保護の在り方

・倫理審査委員会の質の向上等
（倫理審査委員会委員への教育の充実、web上での倫理審査委員会の委員名簿、

手順書及び議事概要についての情報提供、共同倫理審査委員会の普及 等）
・臨床研究における被験者の相談窓口
・倫理審査委員会の認定制度
・被験者への補償

③ 治験審査委員会の治験の高度化への対応等

疫学研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会
及び

臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会

「臨床研究に関する倫理指針」の改正（平成25年目途）における検討

・被験者保護に加え臨床研究の質に関しても規定するよう検討

・臨床研究の届け出制度の検討

臨床研究等における倫理性及び質の向上臨床研究等における倫理性及び質の向上
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疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する
倫理指針の見直しに関する中間取りまとめ

目次

はじめに
Ⅰ 疫学研究倫理指針及び臨床研究倫理指針の統合に関する基本的な視点
Ⅱ 個別項目

１．疫学研究倫理指針と臨床研究倫理指針の統合について
２．指針の適用範囲について
３．個人情報の取扱いについて
４．インフォームド・コンセント（IC）について
５．未成年者等に係るインフォームド・アセントについて
６．倫理審査委員会の審査の質を担保する仕組みについて
７．研究の質について
８．被験者への補償について
９．治験制度に対応した臨床研究の届出・承認制度の整備について
10．用語の整理について

終わりに

現在、パブコメ中！
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６．倫理審査委員会の審査の質を担保する仕組みについて

論点６－１ 倫理審査委員会における審査の
質を担保するためには、どうするべきか。

＜検討のポイント＞

① 倫理審査委員会の役割についてどのように考えるか。

② 現行指針の倫理審査委員会の責務を見直す必要があるか。

③ 倫理審査委員会において審査すべき共通的な事項等につい
て示す必要があるか。

④ 現行指針の細則において、委員の構成等が記載されているが
、統合に当たり見直す項目はあるか。例えば、特別な配慮が
必要な者を研究対象者とする研究を審査する場合には、必要
に応じ、有識者や専門家からの意見を求める必要があるか。

⑤ 倫理審査委員会委員の教育・研修について、全ての倫理審査
委員会に求める必要があるか。

16



７．研究の質について

論点７－１ 研究成果の科学的な信頼性の保証や社
会からの信頼を確保するための新たな規定を設ける
べきか。特に、研究成果の信頼性を確保するため、
研究機関にどのような対応を求めることとするか。

＜検討のポイント＞

① 研究の質の担保や利益相反の管理等について、人を対象とす
ることや、研究成果のもたらす社会的影響も考慮し、指針にお
いてどのように取り扱うか。

② 研究成果の信頼性を確保するための措置として、モニタリング
や監査のほか、研究データの一元的な管理や、記録の長期保
存等を研究機関の長に求める必要があるか。

③ 上記対応を求める場合、費用負担や作業量などに鑑みて、具
体的に行うべき措置をガイダンス等で示すこととする必要があ
るか。 17



今後の予定今後の予定

指針の具体化

厚生科学審議会科学技術部会
へ提出
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関連した動き関連した動き



高血圧症治療薬の臨床研究事案について高血圧症治療薬の臨床研究事案について
経 緯

○ 京都大学医師より、東京慈恵会医科大学、京都府立医科大学及び千葉大学が中心となって
実施されたノバルティスファーマ社の降圧剤バルサルタンに関する研究論文について、血圧値に
係る疑義が指摘され、学会誌等が相次ぎ京都府立医科大学の関係論文を撤回（平成２４年）

○ 今回の研究に、ノバルティスファーマ社の当時の社員が大阪市立大学非常勤講師の肩書きで
関わっていたとの指摘があったことから、厚生労働省より、ノバルティスファーマ社から事情を聴
取した上で、事実関係の調査及び再発防止等について、口頭で指導（以降、関連大学に対して
も調査等の実施につき指導）（平成２５年５月）

○ 京都府立医科大学及び東京慈恵会医科大学はデータの操作が認められた、と内部調査の結
果を公表。一方、ノバルティスファーマ社は当時の社員による意図的なデータ操作等を行ったこ
とを示す証拠は発見できなかった、と内部調査の結果を公表。（平成２５年７月）

東京慈恵会医科大学京都府立医科大学 千葉大学 滋賀医科大学 名古屋大学

ノバルティスファーマ社の降圧剤バルサルタン（商品名ディオバン）

臨床研究

データの操作・利益相反行為の疑い

ノバルティスファーマ社の
当時の社員

（大阪市立大学
非常勤講師）

関与
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今 後 の 進 め 方

１．高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会における対応
○ ノバルティスファーマ社の当時の社員からのヒアリングも含め、事実関係を確定させる方向で調査

を実施
○ 平成２５年９月末目途までに中間取りまとめ

２．自主点検の実施・報告について
○ 関係医療機関・研究機関は平成２５年９月１７日までに、自己点検を実施の上、結果を報告
○ 自己点検の結果は、とりまとめ後、公表を予定

補 足

※ 臨床研究に関する倫理指針の見直しについて
○ 平成２４年１２月より文部科学省及び厚生労働省において「疫学研究に関する倫理指針及び臨

床研究に関する倫理指針の見直しに係る合同会議」を開催してきたところ
○ 平成２５年８月２２日に疫学研究に関する倫理指針と臨床研究に関する倫理指針の一本化や、

「研究の質」の項目を設け、研究データの保管等、研究の信頼性確保のための措置を講じること
など、見直しの方向性について「中間とりまとめ」を行ったところ。

これまでの取組

○ 厚生労働省において、平成２５年８月より「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員
会」を設置し、状況把握及び再発防止策に関する検討を開始。（第１回は８月９日、第２回は９月２
日に実施）

○ 平成２５年８月２３日に医療機関・研究機関の臨床研究に係る自主点検の実施のため、文部科
学省・厚生労働省連名で「医療機関・研究機関による臨床研究の適切な実施に係る自主点検の
実施及び報告のお願いについて」（25文科振第453号 医政発0823第２号）を関係医療機関・研究
機関宛に発出
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高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会

【目的】ノバルティスファーマ株式会社が販売する降圧剤バルサルタンに係る臨床研究について、研究結果の信
頼性や研究者の利益相反行為の疑い等から社会問題化していることを踏まえ、当該事案の状況把握及び
必要な対応等を検討する組織を定め、もって同様の事案の再発防止を図る。

（敬称略）
○：委員長

【主な検討項目】当該事案の状況把握及び対応方針・再発防止策・臨床研究の信頼性及び質を確保するた
めの具体的方策

【構成員】 【スケジュール】
第１回（８月９日）
【議題】各大学及び関係企業によ

る調査状況・今後の進め
方について

第２回（９月２日）
【議題】諸外国法規制の状況報

告・中間報告に向けた議
論

※９月末目途：中間取りまとめを予
定

稲垣
いながき

 治
おさむ

  日本製薬工業協会医薬品評価委員会 委員長 

桑島
くわじま

 巌
いわお

  特定非営利活動法人臨床研究適正評価教育機構 理事長 

曽根
そ ね

 三郎
さぶろう

  日本医学会利益相反委員会 委員長 

竹内
たけうち

 正弘
まさひろ

  北里大学薬学部 臨床医学（臨床統計学・医薬開発学）教授 

田島
た し ま

 優子
ゆ う こ

  さわやか法律事務所 弁護士 

田代
た し ろ

 志門
し も ん

  昭和大学研究推進室 講師 

花井
は な い

 十伍
じゅうご

  全国薬害被害者団体連絡協議会 代表世話人 

藤原
ふじわら

 康弘
やすひろ

 （独）国立がん研究センター 企画戦略局長 

宮田
み や た

 満
みつる

  日経 BP 社 特命編集委員 

森下
もりした

 典子
の り こ

 （独）国立病院機構大阪医療センター 臨床研究センター 

臨床研究推進部 臨床研究推進室 室長 

森嶌
もりしま

 昭夫
あ き お

  名古屋大学名誉教授 

山本
やまもと

 正幸
まさゆき

  公益財団法人かずさ DNA 研究所 所長 

○
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製造販売後
臨床試験

（企業主導）

○ ヒトに初めて新規薬物・機器を投与・使用する臨床研究を、世界に先駆けて行う早期・探索的臨床試験拠点を平成23年度から５か
所整備。また、臨床研究の質を向上させるため、国際水準（ICH-GCP準拠）の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う臨床研
究中核病院を平成24年度から５か所、平成25年度からは更に５か所整備。
※ 日本再生戦略において、臨床研究中核病院等を平成23年度から３年間で15か所程度創設することを明記。

○ ヒトに初めての臨床試験を可能とするインフラを整備した早期・探索的臨床試験拠点の既存５病院については、【がん】【神経・精神
疾患】【脳心血管疾患】などに係る体制を重点強化。

○ 臨床研究全般の体制整備を開始した臨床研究中核病院の既存５病院について、平成25年度は、【がん】【再生医療】などに係る体
制を強化。また、平成25年度から新たに体制整備をする新規５病院については、患者数が少なく企業主導治験が期待出来ない【難
病・希少疾病・小児疾患等】の医師主導治験の実施とネットワーク構築に重点を置いた体制の整備。

企業
治験

臨床研究中核病院
（既存５か所、新規５か所）

申請
薬事
承認

保険
適用

基礎研究
臨床研究（市販後）

製造販売後臨床試験治験：主に企業が主導

人を対象とする臨床研究：医師が主導

臨床研究
（市販後）

大学・
研究機関
における
基礎研究

企業に
おける
基礎研究

早期・探索的臨床試験拠点 整備費：25年度予算 ９．４億円（既存強化９．４億円）
臨床研究中核病院 整備費：25年度予算２１．６億円（既存強化：１３億円 新規整備：８．６億円）

最適な治療の
エビデンス創出

成果

臨床研究中核病院等の整備

早期・探索的臨床試験拠点
（既存５か所）

質の高い臨床研究を実施し、迅速
な薬事申請につなげる

小児疾患や難病などの治験を積極的
に実施

医師主導
治験

臨床研究
（開発段階）

２５年度予算 ３１億円
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臨床研究中核病院に必要となる７つの機能臨床研究中核病院に必要となる７つの機能

【病院長の責務】
Ⅰ．臨床研究中核病院に必要な機能を病院管理者等のもと病院全体で確保できること

【企画・立案、実施】
Ⅱ．出口戦略を見据えた適切な研究計画を企画・立案し、ICH-GCP ※に準拠して臨床研

究を実施できること

※ 医療機器については、ICH-GCP 又は ISO14155：2010 に準拠する。以

下同じ。

【倫理審査】
Ⅲ．倫理性、科学性、安全性、信頼性の観点から適切かつ透明性の高い倫理審査ができ

ること

【データ信頼性保証】
Ⅳ．ICH-GCPに準拠したデータの信頼性保証を行うことができること

【知財管理】
Ⅴ．シーズに関して知的財産の管理や技術移転ができること

【ARO機能】
Ⅵ．質の高い多施設共同臨床研究を企画・立案し、他の医療機関と共同で実施できるこ

と。また中核病院として、他の医療機関が実施する臨床研究を支援できること

【教育、普及啓発】
Ⅶ．関係者への教育、国民・患者への普及、啓発、広報を行えること

24



ご清聴ありがとう
ございました！

平成25年9月21日（土） 第61回日本心臓病学会学術集会

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency


