

19

改

正

後

︵趣旨︶
第一条 この省令は︑被験者の人権の保護︑安全の保持及び福祉の向上を図り︑治験の科学的な
質及び成績の信頼性を確保するため︑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︵昭和三十五年法律第百四十五号︒以下﹁法﹂という︒︶第十四条第三項及び第十
項︵同条第十三項及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む︒以下同じ︒︶並びに
法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項︵これらの規定を法第十九条の四において準用
する場合を含む︒以下同じ︒︶の厚生労働省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係
るもの並びに法第八十条の二第一項︑第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準
を定めるものとする︒
︵定義︶
第二条 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
６ この省令において﹁対照薬﹂とは︑治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する
目的で用いられる薬物をいう︒
７・８ ︵略︶
９ この省令において﹁治験使用薬﹂とは︑被験薬︵治験に係るものに限る︒以下この項におい
て同じ︒︶並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう︒
この省令において﹁治験使用薬等﹂とは︑治験使用薬又は治験使用薬と成分が同一性を有す
ると認められる薬物をいう︒
この省令において﹁製造販売後臨床試験使用薬﹂とは︑被験薬︵製造販売後臨床試験に係る
ものに限る︒以下この項において同じ︒︶並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用
する薬物をいう︒
この省令において﹁製造販売後臨床試験使用薬等﹂とは︑製造販売後臨床試験使用薬又は製
造販売後臨床試験使用薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう︒
〜
︵略︶

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
６ この省令において﹁対照薬﹂とは︑治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する
目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう︒
７・８ ︵略︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶

︵略︶

︵新設︶
９〜

15

10

11

12

13

︵趣旨︶
第一条 この省令は︑被験者の人権の保護︑安全の保持及び福祉の向上を図り︑治験の科学的な
質及び成績の信頼性を確保するため︑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︵以下﹁法﹂という︒︶第十四条第三項︵同条第九項及び法第十九条の二第五項に
おいて準用する場合を含む︒以下同じ︒︶並びに法第十四条の四第四項及び第十四条の六第四項
︵これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む︒以下同じ︒︶の厚生労働省令で
定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項︑第四項及
び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする︒

︵医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正︶
第五条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令︵平成九年厚生省令第二十八号︶の一部を次の表のように改正する︒

(号外第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日

(号外第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日


実施計画書をいう︒以下この項及び次項において同じ︒︶に基づき複数の実施医療機関において

は自ら治験を実施する者により当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他の

験を行う場合に︑治験依頼者︵第十八項に規定する治験依頼者をいう︒次項において同じ︒︶又

施計画書をいう︒以下この項及び次項において同じ︒︶に基づき複数の実施医療機関において治

この省令において﹁治験調整医師﹂とは︑一の治験実施計画書︵第十八項に規定する治験実

治験を行う場合に︑治験依頼者︵第二十二項に規定する治験依頼者をいう︒次項において同じ︒︶

治験の細目について調整する業務︵以下この条において﹁調整業務﹂という︒︶の委嘱を受け︑

この省令において﹁治験調整医師﹂とは︑一の治験実施計画書︵第二十二項に規定する治験

又は自ら治験を実施する者により当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他

︵略︶

の治験の細目について調整する業務︵以下この条において﹁調整業務﹂という︒︶の委嘱を受け︑
〜

当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう︒

︵略︶

当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう︒

〜

︵略︶

〜

︵略︶

法第十四条第一項若しくは第九項︵法第十九条の二第五項において準用する場合を含

︵承認審査資料の基準︶

法第十四条第三項及び第十項に規定する資料の収集及び作成については︑第二章第一節︑第三

び第四章︵第二十九条第一項第二号︑第三十一条第四項︑第三十二条第四項及び第七項︑第三

法第十四条第三項に規定する資料の収集及び作成については︑第二章第一節︑第三章第一節及

自ら治験を実施する者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条第三項に規定する資

条第一項第一号︑第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く︒︶の規定の定め

よる︒

一号︑第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く︒︶の規定の定めるところに

料の収集及び作成については︑第二章第二節︑第三章第二節及び第四章︵第二十九条第一項第

２

十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く︒︶の規定の定めるところによる︒

自ら治験を実施する者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条第三項及び第十項に

るところによる︒

治験の依頼をしようとする者は︑治験実施計画書の作成︑実施医療機関及び治験責任医

師の選定︑治験薬の管理︑副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係

第四条

︵業務手順書等︶

治験の依頼をしようとする者は︑治験実施計画書の作成︑実施医療機関及び治験責任医

治験の依頼をしようとする者は︑次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しな

︵治験実施計画書︶

︵略︶

る業務に関する手順書を作成しなければならない︒
２

第七条

治験責任医師となるべき者の氏名

五

四

︵略︶

治験責任医師となるべき者の氏名及び職名

︵略︶

ければならない︒

︵略︶

一〜三

四

︵略︶

五

被験薬の概要

十二

十一

治験調整委員会に委嘱した場合にあっては︑これを構成する医師又は歯科医師の氏名及

治験調整医師に委嘱した場合にあっては︑その氏名及び職名

︵略︶

六

治験調整医師に委嘱した場合にあっては︑その氏名

十三

七〜十

治験調整委員会に委嘱した場合にあっては︑これを構成する医師又は歯科医師の氏名

２〜５

︵略︶

︵略︶

び職名
︵略︶

︵略︶

治験使用薬の概要

十一
十二
十三
２〜５

︵略︶

七〜十

六

一〜三

ければならない︒

治験の依頼をしようとする者は︑次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しな

︵治験実施計画書︶

︵略︶

の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない︒

師の選定︑治験使用薬の管理︑治験使用薬等の副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験

第四条

︵業務手順書等︶

規定する資料の収集及び作成については︑第二章第二節︑第三章第二節及び第四章︵第二十九

２

章第一節及び第四章︵第二十九条第一項第二号︑第三十一条第四項︑第三十二条第四項及び第

む︒︶又は第十九条の二第一項の承認を受けようとする者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る

第三条

︵承認審査資料の基準︶
法第十四条第一項若しくは第十三項︵法第十九条の二第五項において準用する場合を含

25

七項︑第三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く︒︶の規定の定めるところによる︒

む︒︶又は第十九条の二第一項の承認を受けようとする者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る

第三条

21

第七条

２

19

この省令において﹁有害事象﹂とは︑治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者

に生じた全ての疾病又はその徴候をいう︒

20 17

29

この省令において﹁有害事象﹂とは︑治験使用薬又は製造販売後臨床試験使用薬を投与され

た被験者に生じた全ての疾病又はその徴候をいう︒

〜

16

23

20
24 21

25


(号外第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日

治験の依頼をしようとする者は︑あらかじめ︑次に掲げる文書を実施医療機関の長に提

︵実施医療機関の長への文書の事前提出︶
第十条

治験の依頼をしようとする者は︑あらかじめ︑次に掲げる文書を実施医療機関の長に提

︵実施医療機関の長への文書の事前提出︶
第十条

︵略︶
二

一

治験薬概要書︵第八条第二項の規定により改訂されたものを含む︒︶

︵略︶

出しなければならない︒

治験薬概要書︵第八条第二項の規定により改訂されたものを含む︒︶及び治験使用薬︵被験

出しなければならない︒
一

︵略︶
︵略︶

治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関︵前条の規定により業務の全部又は一

︵略︶
︵略︶

治験薬の管理に関する事項
︵略︶
第十五条

本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は︑治験薬による保健衛生上の

︵治験国内管理人︶

２

九〜十七

八

一〜七

次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない︒

部を委託する場合にあっては︑治験の依頼をしようとする者︑受託者及び実施医療機関︶は︑

第十三条

︵治験の契約︶

２〜５

三〜七

二
︵略︶

薬を除く︒︶に係る科学的知見を記載した文書
三〜七
︵略︶

︵治験の契約︶

２〜５
治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関︵前条の規定により業務の全部又は一

部を委託する場合にあっては︑治験の依頼をしようとする者︑受託者及び実施医療機関︶は︑

第十三条
次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない︒
︵略︶
︵略︶

治験使用薬の管理に関する事項

一〜七
八
︵略︶

九〜十七
２

本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は︑治験使用薬による保健衛生

︵治験国内管理人︶
第十五条

わって治験の依頼を行うことができる者を︑本邦内に住所を有する者︵外国法人で本邦内に事

危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため︑治験の依頼をしようとする者に代

務所を有するものの当該事務所の代表者を含む︒︶のうちから選任し︑この者︵以下﹁治験国内

上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため︑治験の依頼をしようとする者に

管理人﹂という︒︶に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない︒

代わって治験の依頼を行うことができる者を︑本邦内に住所を有する者︵外国法人で本邦内に
事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む︒︶のうちから選任し︑この者︵以下﹁治験国

︵業務手順書等︶

自ら治験を実施しようとする者は︑治験実施計画書の作成︑治験薬の管理︑副作

︵業務手順書等︶

六

︵略︶

自ら治験を実施しようとする者は︑次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を

︵略︶

自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所

十三

十二

治験調整委員会に委嘱した場合にあっては︑これを構成する医師又は歯科医師の氏名及

治験調整医師に委嘱した場合にあっては︑その氏名及び職名

︵略︶

被験薬の概要

二〜五

一

作成しなければならない︒

第十五条の四

︵治験実施計画書︶

２

作成しなければならない︒

用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を

第十五条の二

内管理人﹂という︒︶に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない︒
自ら治験を実施しようとする者は︑治験実施計画書の作成︑治験使用薬の管理︑

治験使用薬等の副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業

第十五条の二

︵略︶

務に関する手順書を作成しなければならない︒
２
︵治験実施計画書︶
自ら治験を実施しようとする者は︑次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を

︵略︶

自ら治験を実施しようとする者の氏名及び住所

作成しなければならない︒

第十五条の四
一
治験使用薬の概要

二〜五
六

治験調整医師に委嘱した場合にあっては︑その氏名

七〜十一

治験調整委員会に委嘱した場合にあっては︑これを構成する医師又は歯科医師の氏名

︵略︶

十二

七〜十一
十三
十四

︵略︶

︵略︶

２〜４

十四

︵略︶

︵略︶

び職名
２〜４

(号外第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日


自ら治験を実施しようとする者は︑あらかじめ︑次に掲げる文書を実施医療機関

︵実施医療機関の長への文書の事前提出等︶
第十五条の七

自ら治験を実施しようとする者は︑あらかじめ︑次に掲げる文書を実施医療機関

︵実施医療機関の長への文書の事前提出等︶
第十五条の七

二

一

治験薬概要書︵第十五条の五第二項の規定により改訂されたものを含む︒︶

︵略︶

の長に提出し︑治験の実施の承認を得なければならない︒

︵略︶

の長に提出し︑治験の実施の承認を得なければならない︒
治験薬概要書︵第十五条の五第二項の規定により改訂されたものを含む︒︶及び治験使用薬

治験薬の管理に関する事項を記載した文書

︵略︶

一

八

三〜七

二
︵被験薬を除く︒︶に係る科学的知見を記載した文書
︵略︶

治験使用薬の管理に関する事項を記載した文書

三〜七
八

︵略︶

九〜十四

︵略︶

九〜十四

治験依頼者は︑治験薬の容器又は被包に次に掲げる事項︵拡大治験を実施する場合に
︵略︶
︵略︶

実施医療機関ごとの治験薬の交付又は回収の数量及び年月日の記録

︵略︶

治験依頼者は︑治験薬に関する次に掲げる記録を作成しなければならない︒
一

治験薬の処分の記録

５

２〜４

一〜五

あっては︑第一号及び第二号に掲げる事項に限る︒︶を邦文で記載しなければならない︒

第十六条

︵治験薬の管理︶

治験依頼者は︑治験薬の容器又は被包に次に掲げる事項︵拡大治験を実施する場合に

︵治験薬又は治験使用薬の管理︶
第十六条
︵略︶

あっては︑第一号及び第二号に掲げる事項に限る︒︶を邦文で記載しなければならない︒
一〜五
︵略︶
︵略︶

二

治験依頼者は︑治験薬又は治験使用薬に関する次に掲げる記録を作成しなければならない︒

２〜４
一
実施医療機関ごとの治験使用薬の交付又は回収の数量及び年月日の記録

５
二

治験依頼者は︑治験の契約の締結後遅滞なく︑実施医療機関における治験薬の管理に関する

三

︵略︶

治験依頼者は︑第二条第十六項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員

会に委嘱する場合には︑その業務の範囲︑手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなけ

第十八条

︵委嘱の文書の作成︶

７〜９

手順書を作成し︑これを実施医療機関に交付しなければならない︒

６

治験使用薬の処分の記録
治験依頼者は︑治験の契約の締結後遅滞なく︑実施医療機関における治験使用薬の管理に関

三
６

する手順書を作成し︑これを実施医療機関に交付しなければならない︒
︵略︶
治験依頼者は︑第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員

︵委嘱の文書の作成︶

７〜９
第十八条

ればならない︒

会に委嘱する場合には︑その業務の範囲︑手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなけ
ればならない︒

治験依頼者は︑被験薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に

︵副作用情報等︶

治験依頼者は︑被験薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは︑その

発現症例一覧等を当該被験薬ごとに︑当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等か

２

供しなければならない︒

行うために必要な情報を収集し︑及び検討するとともに︑実施医療機関の長に対し︑これを提

第二十条

︵副作用情報等︶
治験依頼者は︑治験使用薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適

治験依頼者は︑治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは︑

を提供しなければならない︒

正に行うために必要な情報を収集し︑及び検討するとともに︑実施医療機関の長に対し︑これ

第二十条

２

ら起算して一年ごとに︑その期間の満了後三月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通

その発現症例一覧等を当該治験使用薬ごとに︑当該被験薬について初めて治験の計画を届け出
た日等から起算して一年ごとに︑その期間の満了後三月以内に治験責任医師及び実施医療機関

治験依頼者は︑前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書から予測できないもの

治験依頼者は︑被験薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うた

ければならない︒

ればならない︒この場合において︑治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得な

めに重要な情報を知ったときは︑必要に応じ︑治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂しなけ

４

い︒

を知ったときは︑直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならな

３

知しなければならない︒

治験依頼者は︑前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書又は治験使用薬︵被験

の長に通知しなければならない︒
３

薬を除く︒︶に係る科学的知見から予測できないものを知ったときは︑直ちにその旨を治験責任
治験依頼者は︑治験使用薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行

医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない︒
４

なければならない︒この場合において︑治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を

うために重要な情報を知ったときは︑必要に応じ︑治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂し
得なければならない︒
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︵治験の中止等︶
第二十四条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 治験依頼者は︑当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第十四条第
三項及び医薬品︑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施行規則︵昭和
三十六年厚生省令第一号︶第四十五条の四第一項に規定する申請書に添付しないことを決定し
た場合には︑その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない︒
４ ︵略︶
︵治験薬又は治験使用薬の管理︶
第二十六条の二 ︵略︶
２〜４ ︵略︶
５ 自ら治験を実施する者は︑治験薬又は治験使用薬に関する次に掲げる記録を作成し︑又は入
手しなければならない︒
一 ︵略︶
二 治験使用薬を入手し︑又は治験薬提供者から提供を受けた場合にはその数量及び年月日の
記録
三 治験使用薬の処分の記録
６ 自ら治験を実施する者は︑治験の実施の承認後遅滞なく︑実施医療機関における治験使用薬
の管理に関する手順書を作成し︑これを実施医療機関に交付しなければならない︒
７ ︵略︶
︵委嘱の文書の作成︶
第二十六条の四 自ら治験を実施する者は︑第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師
又は治験調整委員会に委嘱する場合には︑その業務の範囲︑手順その他必要な事項を記載した
文書を作成しなければならない︒
︵副作用情報等︶
第二十六条の六 自ら治験を実施する者は︑治験使用薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項
その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し︑及び検討するとともに︑実施医療機関
の長に対し︑これを提供しなければならない︒
２ 自ら治験を実施する者は︑治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知っ
たときは︑直ちにその旨を実施医療機関の長︵一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療
機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む︒︶に通知しなけ
ればならない︒
３ 自ら治験を実施する者は︑治験使用薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験
を適正に行うために重要な情報を知ったときは︑必要に応じ︑治験実施計画書及び治験薬概要
書を改訂しなければならない︒
︵治験使用薬の管理︶
第三十九条 治験薬管理者︵治験薬を管理する者をいう︒︶は︑第十六条第六項又は第二十六条の
二第六項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない︒
︵記録の保存︶
第四十一条 ︵略︶
２ 前項の記録保存責任者は︑次に掲げる治験に関する記録︵文書を含む︒︶を被験薬に係る医薬
品についての製造販売の承認を受ける日︵第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項の規定
により通知を受けたときは︑通知を受けた日後三年を経過した日︶又は治験の中止若しくは終
了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
四 治験使用薬の管理その他の治験に係る業務の記録

︵治験の中止等︶
第二十四条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 治験依頼者は︑当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第十四条第
三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には︑その旨及びその理由を実施医療
機関の長に文書により通知しなければならない︒

４ ︵略︶
︵治験薬の管理︶
第二十六条の二 ︵略︶
２〜４ ︵略︶
５ 自ら治験を実施する者は︑治験薬に関する次に掲げる記録を作成し︑又は入手しなければな
らない︒
一 ︵略︶
二 治験薬を入手し︑又は治験薬提供者から提供を受けた場合にはその数量及び年月日の記録

三 治験薬の処分の記録
６ 自ら治験を実施する者は︑治験の実施の承認後遅滞なく︑実施医療機関における治験薬の管
理に関する手順書を作成し︑これを実施医療機関に交付しなければならない︒
７ ︵略︶
︵委嘱の文書の作成︶
第二十六条の四 自ら治験を実施する者は︑第二条第十六項に規定する調整業務を治験調整医師
又は治験調整委員会に委嘱する場合には︑その業務の範囲︑手順その他必要な事項を記載した
文書を作成しなければならない︒
︵副作用情報等︶
第二十六条の六 自ら治験を実施する者は︑被験薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その
他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し︑及び検討するとともに︑実施医療機関の長
に対し︑これを提供しなければならない︒
２ 自ら治験を実施する者は︑被験薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったと
きは︑直ちにその旨を実施医療機関の長︵一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関
において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む︒︶に通知しなければ
ならない︒
３ 自ら治験を実施する者は︑被験薬の品質︑有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適
正に行うために重要な情報を知ったときは︑必要に応じ︑治験実施計画書及び治験薬概要書を
改訂しなければならない︒
︵治験薬の管理︶
第三十九条 治験薬管理者︵治験薬を管理する者をいう︒︶は︑第十六条第六項又は第二十六条の
二第六項の手順書に従って治験薬を適切に管理しなければならない︒
︵記録の保存︶
第四十一条 ︵略︶
２ 前項の記録保存責任者は︑次に掲げる治験に関する記録︵文書を含む︒︶を被験薬に係る医薬
品についての製造販売の承認を受ける日︵第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項の規定
により通知を受けたときは︑通知を受けた日後三年を経過した日︶又は治験の中止若しくは終
了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
四 治験薬の管理その他の治験に係る業務の記録
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︵治験責任医師の要件︶

︵治験責任医師の要件︶

二

一

治験実施計画書︑治験薬概要書及び第十六条第七項又は第二十六条の二第七項に規定する

︵略︶

治験責任医師は︑次に掲げる要件を満たしていなければならない︒

︵略︶

第四十二条

治験実施計画書︑治験薬概要書及び第十六条第七項又は第二十六条の二第七項に規定する

治験責任医師は︑次に掲げる要件を満たしていなければならない︒

一

第四十二条
二
︵略︶

文書に記載されている治験薬の適切な使用方法に精通していること︒
三

︵略︶

文書に記載されている治験使用薬の適切な使用方法に精通していること︒
三

治験責任医師等は︑治験薬の適正な使用方法を被験者に説明し︑かつ︑必要に応じ︑
︵略︶
︵略︶

治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては︑治験責任医師は︑治験薬の副作用によると疑

るとともに︑治験依頼者に通知しなければならない︒この場合において︑治験依頼者︑実施医

われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは︑直ちに実施医療機関の長に報告す

２

第四十八条

︵治験中の副作用等報告︶

２〜４

被験者が治験薬を適正に使用しているかどうかを確認しなければならない︒

第四十五条

︵被験者に対する責務︶

治験責任医師等は︑治験使用薬の適正な使用方法を被験者に説明し︑かつ︑必要に

︵被験者に対する責務︶
第四十五条
︵略︶

応じ︑被験者が治験使用薬を適正に使用しているかどうかを確認しなければならない︒
２〜４
︵治験中の副作用等報告︶
︵略︶

治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては︑治験責任医師は︑治験使用薬の副作用による

第四十八条
２

告するとともに︑治験依頼者に通知しなければならない︒この場合において︑治験依頼者︑実

療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは︑当該治験責

と疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは︑直ちに実施医療機関の長に報
施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは︑当該治

自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては︑治験責任医師は︑治験薬の副作用

の実施医療機関の治験責任医師を含む︒︶に報告するとともに︑治験薬提供者に通知しなければ

長︵一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他

によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは︑直ちに実施医療機関の

関の長︵一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合に

ならない︒この場合において︑治験薬提供者︑実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更

３

任医師はこれに応じなければならない︒

自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては︑治験責任医師は︑治験使用薬の副

験責任医師はこれに応じなければならない︒
３

は他の実施医療機関の治験責任医師を含む︒︶に報告するとともに︑治験薬提供者に通知しなけ

作用によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは︑直ちに実施医療機

ればならない︒この場合において︑治験薬提供者︑実施医療機関の長又は治験審査委員会等か

に必要な情報の提供を求められたときは︑当該治験責任医師はこれに応じなければならない︒

法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係

造販売後臨床試験薬管理者﹂と︑﹁治験協力者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験協力者﹂と︑﹁治

と︑﹁治験依頼者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験依頼者﹂と︑﹁治験薬管理者﹂とあるのは﹁製

売後臨床試験分担医師﹂と︑﹁治験責任医師等﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験責任医師等﹂

員会﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験調整委員会﹂と︑﹁治験分担医師﹂とあるのは﹁製造販

国内管理人﹂と︑﹁治験調整医師﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験調整医師﹂と︑﹁治験調整委

のは﹁製造販売後臨床試験責任医師﹂と︑﹁治験国内管理人﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験

﹁治験実施計画書﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験実施計画書﹂と︑﹁治験責任医師﹂とある

合において︑これらの規定︵見出しを含む︒︶中﹁治験﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験﹂と︑

項︑第二十五条︑第二十六条並びに第二十七条から第五十五条までの規定を準用する︒この場

く︒︶︑第十一条から第十五条まで︑第十六条から第二十三条まで︑第二十四条第一項及び第二

第四条から第六条まで︑第七条︵第三項第一号を除く︒︶︑第九条︑第十条︵第一項第二号を除

るのは﹁専門製造販売後臨床試験審査委員会﹂と︑﹁治験審査委員会等﹂とあるのは﹁製造販売

験審査委員会﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験審査委員会﹂と︑﹁専門治験審査委員会﹂とあ

造販売後臨床試験薬管理者﹂と︑﹁治験協力者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験協力者﹂と︑﹁治

と︑﹁治験依頼者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験依頼者﹂と︑﹁治験薬管理者﹂とあるのは﹁製

売後臨床試験分担医師﹂と︑﹁治験責任医師等﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験責任医師等﹂

員会﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験調整委員会﹂と︑﹁治験分担医師﹂とあるのは﹁製造販

国内管理人﹂と︑﹁治験調整医師﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験調整医師﹂と︑﹁治験調整委

のは﹁製造販売後臨床試験責任医師﹂と︑﹁治験国内管理人﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験

﹁治験実施計画書﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験実施計画書﹂と︑﹁治験責任医師﹂とある

合において︑これらの規定︵見出しを含む︒︶中﹁治験﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験﹂と︑

項︑第二十五条︑第二十六条並びに第二十七条から第五十五条までの規定を準用する︒この場

く︒︶︑第十一条から第十五条まで︑第十六条から第二十三条まで︑第二十四条第一項及び第二

第四条から第六条まで︑第七条︵第三項第一号を除く︒︶︑第九条︑第十条︵第一項第二号を除

る法第十四条の四第四項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については︑

第五十六条

︵再審査等の資料の基準︶

ら更に必要な情報の提供を求められたときは︑当該治験責任医師はこれに応じなければならな
い︒
法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係

︵再審査等の資料の基準︶
第五十六条

験審査委員会﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験審査委員会﹂と︑﹁専門治験審査委員会﹂とあ

る法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については︑

るのは﹁専門製造販売後臨床試験審査委員会﹂と︑﹁治験審査委員会等﹂とあるのは﹁製造販売
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いる﹂と︑第十七条︵見出しを含む︒︶中﹁治験薬﹂とあるのは﹁盲検状態にした製造販売後臨
床試験薬﹂と︑第二十条第二項中﹁法第八十条の二第六項に規定する事項﹂とあるのは﹁法第
六十八条の十第一項に規定する事項︵医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等
に関する法律施行規則第二百二十八条の二十第一項第一号及び第二号に規定する事項であって
当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る︒︶﹂と︑﹁当該被験薬について初めて治験
の計画を届け出た日﹂とあるのは﹁当該被験薬に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働
大臣が指定した日﹂と︑同条第三項中﹁治験薬概要書﹂とあるのは﹁添付文書﹂と︑﹁直ちにそ
の旨を治験責任医師﹂とあるのは﹁直ちにその旨を当該製造販売後臨床試験責任医師﹂と︑同
条第四項中﹁治験実施計画書及び治験薬概要書﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験実施計画書﹂
と︑第二十六条第一項中﹁に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日︵第二十四条第
三項の規定により通知したときは︑通知した日後三年を経過した日︶又は治験の中止若しくは
終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間﹂とあるのは﹁の再審査又は再評
価が終了した日後五年間﹂と︑第三十四条中﹁に係る医薬品についての製造販売の承認を受け
る日︵第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項に規定する通知を受けたときは︑通知を受
けた日︶又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間﹂
とあるのは﹁の再審査又は再評価が終了する日まで﹂と︑第三十八条見出し中﹁治験事務局﹂
とあるのは﹁製造販売後臨床試験事務局﹂と︑第三十九条︵見出しを含む︒︶中﹁治験薬﹂とあ
るのは﹁盲検状態にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑﹁第十六条第六項又は第二十六条の二第六
項﹂とあるのは﹁第十六条第六項﹂と︑第四十条第一項中﹁第二十条第二項及び第三項の規定
により治験依頼者から又は第二十六条の六第二項の規定により自ら治験を実施する者﹂とある
のは﹁製造販売後臨床試験依頼者﹂と︑同条第二項中﹁第二十四条第二項の規定により治験依
頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定により自ら治験を実施する者﹂とあるのは﹁製
造販売後臨床試験依頼者﹂と︑﹁通知を受けたとき又は第二十四条第三項の規定により治験依頼
者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第二十六条の十第三項の規定によ
り自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知﹂とあるのは﹁通知﹂
と︑第四十一条第二項中﹁に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日︵第二十四条第
三項又は第二十六条の十第三項の規定により通知を受けたときは︑通知を受けた日後三年を経
過した日︶又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期
間﹂とあるのは﹁の再審査又は再評価が終了する日まで﹂と︑第四十二条第二号中﹁治験実施
計画書︑治験薬概要書﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験実施計画書﹂と読み替えるものとす
る︒

後臨床試験審査委員会等﹂と︑﹁治験使用薬﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験使用薬﹂と︑﹁治
験使用薬等﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験使用薬等﹂と︑これらの規定︵見出しを含み︑
第十一条︑第十六条の見出し及び同条第一項︑第二項並びに第五項から第七項まで︑第十七条
︵見出しを含む︒︶並びに第三十九条︵見出しを含む︒︶の規定を除く︒︶中﹁治験薬﹂とあるのは
﹁製造販売後臨床試験薬﹂と︑第七条第一項第二号中﹁全部又は一部﹂とあるのは﹁一部﹂と︑
第十一条中﹁治験薬﹂とあるのは︑﹁被験者︑製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨
床試験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態︵以下﹁盲検状態﹂という︒︶にした製
造販売後臨床試験薬﹂と︑第十二条第一項及び第十三条第一項中﹁全部又は一部﹂とあるのは
﹁一部﹂と︑第十六条の見出し及び同条第一項︑第二項︑第五項及び第七項中﹁治験薬﹂とあ
るのは﹁盲検状態にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑同条第一項第一号中﹁治験用﹂とあるの
は﹁製造販売後臨床試験用﹂と︑同条第二項第一号中﹁予定される﹂とあるのは﹁承認されて

第二十条第二項中﹁法第八十条の二第六項に規定する事項﹂とあるのは﹁法第六十八条の十第
一項に規定する事項︵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施
行規則︵昭和三十六年厚生省令第一号︶第二百二十八条の二十第一項第一号及び第二号に規定
する事項であって当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る︒︶﹂と︑﹁当該被験薬に
ついて初めて治験の計画を届け出た日﹂とあるのは﹁当該被験薬に係る医薬品の製造販売の承
認の際に厚生労働大臣が指定した日﹂と︑同条第三項中﹁治験薬概要書﹂とあるのは﹁添付文
書﹂と︑﹁直ちにその旨を治験責任医師﹂とあるのは﹁直ちにその旨を当該製造販売後臨床試験
責任医師﹂と︑同条第四項中﹁治験実施計画書及び治験薬概要書﹂とあるのは﹁製造販売後臨
床試験実施計画書﹂と︑第二十六条第一項中﹁に係る医薬品についての製造販売の承認を受け
る日︵第二十四条第三項の規定により通知したときは︑通知した日後三年を経過した日︶又は
治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間﹂とあるのは
﹁の再審査又は再評価が終了した日後五年間﹂と︑第三十四条中﹁に係る医薬品についての製
造販売の承認を受ける日︵第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項に規定する通知を受け
たときは︑通知を受けた日︶又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれ
か遅い日までの期間﹂とあるのは﹁の再審査又は再評価が終了する日まで﹂と︑第三十八条見
出し中﹁治験事務局﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験事務局﹂と︑第三十九条︵見出しを含
む︒︶中﹁治験薬﹂とあるのは﹁盲検状態にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑﹁第十六条第六項又
は第二十六条の二第六項﹂とあるのは﹁第十六条第六項﹂と︑第四十条第一項中﹁第二十条第
二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第二十六条の六第二項の規定により自ら治験
を実施する者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験依頼者﹂と︑同条第二項中﹁第二十四条第二
項の規定により治験依頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定により自ら治験を実施す
る者﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験依頼者﹂と︑﹁通知を受けたとき又は第二十四条第三項
の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第二十六条
の十第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通
知﹂とあるのは﹁通知﹂と︑第四十一条第二項中﹁に係る医薬品についての製造販売の承認を
受ける日︵第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項の規定により通知を受けたときは︑通
知を受けた日後三年を経過した日︶又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうち
いずれか遅い日までの期間﹂とあるのは﹁の再審査又は再評価が終了する日まで﹂と︑第四十
二条第二号中﹁治験実施計画書︑治験薬概要書﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験実施計画書﹂
と読み替えるものとする︒

後臨床試験審査委員会等﹂と︑これらの規定︵見出しを含み︑第十一条︑第十六条の見出し及
び同条第一項︑第二項並びに第五項から第七項まで︑第十七条︵見出しを含む︒︶並びに第三十
九条︵見出しを含む︒︶の規定を除く︒︶中﹁治験薬﹂とあるのは﹁製造販売後臨床試験薬﹂と︑
第七条第一項第二号中﹁全部又は一部﹂とあるのは﹁一部﹂と︑第十一条中﹁治験薬﹂とある
のは︑﹁被験者︑製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験薬及び対
照薬の識別をできない状態︵以下﹁盲検状態﹂という︒︶にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑第
十二条第一項及び第十三条第一項中﹁全部又は一部﹂とあるのは﹁一部﹂と︑第十六条の見出
し及び同条第一項︑第二項及び第五項から第七項までの規定中﹁治験薬﹂とあるのは﹁盲検状
態にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑同条第一項第一号中﹁治験用﹂とあるのは﹁製造販売後
臨床試験用﹂と︑同条第二項第一号中﹁予定される﹂とあるのは﹁承認されている﹂と︑第十
七条︵見出しを含む︒︶中﹁治験薬﹂とあるのは﹁盲検状態にした製造販売後臨床試験薬﹂と︑
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法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は︑第四条第一項︑第五条︑第

︵法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準︶
第五十七条

︵法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準︶

法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は︑第四条第一項︑第五条︑第

の依頼及び管理に係る﹂とあるのは﹁治験使用薬の管理及び記録の保存の﹂と︑第五条中﹁試

師の選定︑治験使用薬の管理︑治験使用薬等の副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験

十五条の規定を準用する︒この場合において︑第四条第一項中﹁実施医療機関及び治験責任医

三条︵同条第一項第十号︑第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く︒︶︑第十四条及び第

のは﹁治験の依頼及び管理に係る﹂と読み替えるものとする︒

るために必要な試験﹂とあるのは﹁試験﹂と︑第十三条第一項中﹁前条の規定により﹂とある

る﹂とあるのは﹁治験薬の管理及び記録の保存の﹂と︑第五条中﹁試験その他治験の依頼をす

師の選定︑治験薬の管理︑副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係

十五条の規定を準用する︒この場合において︑第四条第一項中﹁実施医療機関及び治験責任医

三条︵同条第一項第十号︑第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く︒︶︑第十四条及び第

七条第一項︵第九号及び第十一号から第十三号までを除く︒︶︑第八条第一項︑第十一条︑第十

第五十七条

験その他治験の依頼をするために必要な試験﹂とあるのは﹁試験﹂と︑第十三条第一項中﹁前

︵法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準︶

七条第一項︵第九号及び第十一号から第十三号までを除く︒︶︑第八条第一項︑第十一条︑第十

条の規定により﹂とあるのは﹁治験の依頼及び管理に係る﹂と読み替えるものとする︒

︵略︶

自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は︑第十五

三中﹁試験その他治験を実施するために必要な試験﹂とあるのは﹁試験﹂と︑第二十六条の二

施の準備及び管理に係る﹂とあるのは﹁治験使用薬の管理及び記録の保存の﹂と︑第十五条の

作成︑治験使用薬の管理︑治験使用薬等の副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の実

項を除く︒︶の規定を準用する︒この場合において︑第十五条の二第一項中﹁治験実施計画書の

五十五条まで︵第二十九条第一項第一号︑第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二

七第一項及び第三項︑第二十六条の十二︵第一号から第四号までを除く︒︶︑第二十七条から第

を除く︒︶︑第十五条の九︑第二十六条の二︵第一項第五号及び第七項を除く︒︶︑第二十六条の

除く︒︶︑第十五条の五第一項︑第十五条の七︵第九号︑第十号及び第十二号から第十四号まで

十六条の十二中﹁適切に保存﹂とあるのは﹁保存﹂と読み替えるものとする︒

製造に関する﹂とあるのは﹁製造数量の﹂と︑﹁安定性等の品質﹂とあるのは﹁品質﹂と︑第二

実施するために必要な試験﹂とあるのは﹁試験﹂と︑第二十六条の二第五項中﹁製造数量等の

係る﹂とあるのは﹁治験薬の管理及び記録の保存の﹂と︑第十五条の三中﹁試験その他治験を

作成︑治験薬の管理︑副作用情報等の収集︑記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に

項を除く︒︶の規定を準用する︒この場合において︑第十五条の二第一項中﹁治験実施計画書の

五十五条まで︵第二十九条第一項第一号︑第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二

七第一項及び第三項︑第二十六条の十二︵第一号から第四号までを除く︒︶︑第二十七条から第

を除く︒︶︑第十五条の九︑第二十六条の二︵第一項第五号及び第七項を除く︒︶︑第二十六条の

除く︒︶︑第十五条の五第一項︑第十五条の七︵第九号︑第十号及び第十二号から第十四号まで

条の二第一項︑第十五条の三︑第十五条の四第一項︵第十号及び第十二号から第十四号までを

２

第五十八条

︵法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準︶
︵略︶

自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は︑第十五

第五十八条
２

第五項中﹁製造数量等の製造に関する﹂とあるのは﹁製造数量の﹂と︑﹁安定性等の品質﹂とあ

条の二第一項︑第十五条の三︑第十五条の四第一項︵第十号及び第十二号から第十四号までを

るのは﹁品質﹂と︑第二十六条の十二中﹁適切に保存﹂とあるのは﹁保存﹂と読み替えるもの
とする︒

