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臨床研究・特定臨床研究［法２条］
（定義）

第２条 この法律において「臨床研究」とは、医薬品等［医薬品，医療機器，再生医療等製品］を人
に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究（当該研究
のうち、当該医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、［薬機法］第80条の2第2項に規
定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。）をいう。

２ この法律において「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

一 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者［子会社180209施行規則案］…から研究資金等…の
提供を受けて実施する臨床研究（当該医薬品等製造販売業者が製造販売…をし、又はしようと
する医薬品等を用いるものに限る。）

二 次に掲げる医薬品等を用いる臨床研究（前号に該当するものを除く。）

イ …医薬品であって、…承認を受けていないもの

ロ …医薬品であって、…承認…を受けているもの（当該承認に係る用法、用量その他…と異な
る用法等で用いる場合に限る。）

ハ …医療機器であって、承認若しくは…認証を受けていないもの又は…届出が行われていな
いもの

ニ …医療機器であって、承認…若しくは…認証…を受けているもの又は…届出…が行われて
いるもの（当該承認、認証又は届出に係る使用方法その他…と異なる使用方法等で用いる場合
に限る。）

ホ …再生医療等製品であって、…承認を受けていないもの

ヘ …再生医療等製品であって、…承認…を受けているもの（当該承認に係る用法、用量その他
…と異なる用法等で用いる場合に限る。） 11

11

適用対象：臨床研究［部会１・資６］

臨床研究――「医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の
有効性又は安全性を明らかにする研究」とは、当該医薬品等の有効性
又は安全性を明らかにする目的で、医薬品等を人に対して投与又は使
用すること（医行為に該当するもの）により行う研究をいう。

⇒ 通常の診療行為を行い、その経過や結果等について評価を行ういわゆ
る観察研究（※）は法に基づく「臨床研究」には該当しない（医学系指針
の対象）。

※ 個々の患者に対する最適治療を目的とせず、複数の医薬品等を比較
する目的で実施するものは、観察研究に該当しない。

［第１回資料６］
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適用除外［180209施行規則案］

法の適用除外（法第２条第１項関係）

① 研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の
有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提
供した結果としての診療情報又は試料の収集により得られた情報を利
用する研究［観察研究］

② ［治験］

③ ［医薬品製造販売後調査等］

④ ［医療機器製造販売後調査等］

⑤ ［再生医療等製品製造販売後調査等］

⑥ ［略］
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臨床研究実施基準［法4条］

第４条 臨床研究（特定臨床研究を除く。）を実施する者は、臨床研究実施基準に従っ
てこれを実施するよう努めなければならない。

２ 特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなけれ
ばならない。

第３条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、臨床研究の実施に関する基準（以下「臨
床研究実施基準」という。）を定めなければならない。

２ 臨床研究実施基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 臨床研究の実施体制に関する事項

二 臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項

三 臨床研究の実施状況の確認に関する事項

四 臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する
事項

五 特定臨床研究（前条第二項第一号に掲げるものに限る。）に用いる医薬品等の
製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者及びその特殊関係者の当
該特定臨床研究に対する関与に関する事項

六 その他臨床研究の実施に関し必要な事項
14
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実施基準：①実施体制（ⅰ）臨床研究の基本理念
［180209規則案］

臨床研究の対象者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念とし
て実施しなければならないこと。

ア 社会的及び学術的意義を有する臨床研究を実施すること

イ 臨床研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること

ウ 臨床研究により得られる利益及び臨床研究の対象者への負担その他の不利益を
比較考量すること

エ 独立した公正な立場における審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の審
査を受けていること

オ 臨床研究の対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同
意を得ること

カ 社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずじるこ
と

キ 臨床研究に利用する個人情報を適正に管理すること

ク 臨床研究の質及び透明性を確保すること

15

実施基準：①実施体制（ⅱ）研究責任医師等の責務
［180209規則案］

ア 研究責任医師［実施医療機関において臨床研究を統括する医師］及び研究分担医師は、臨床研

究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療

に関する経験及び知識を有し、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実

施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならないこと。

イ 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、その安全性及び妥当性について、科学的

文献その他の関連する情報又は十分な実験の結果に基づき、倫理的及び科学的観点から

十分検討しなければならないこと。

ウ 研究責任医師及び研究分担医師は、省令及び研究計画書に基づき臨床研究を行わなけれ

ばならないこと。

エ 研究責任医師は、臨床研究が省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随

時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の中止又は研究計画書の変更その他の臨床研

究の適正な実施を確保するために必要な措置を講じなければならないこと。

オ 研究責任医師は、臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が

遵守すべき事項について、委託契約の内容を確認するとともに、委託を受けた者に対する必

要かつ適切な監督を行わなければならないこと。
16
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①実施体制（ⅲ）実施医療機関の管理者等の責務
［180209規則案］

ア 実施医療機関の管理者は、臨床研究が省令及び研究計画書に従い、適

正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究

の適正な実施を確保するために必要な措置をとらなければならないこと。

イ 実施医療機関の管理者は、適正な実施の確認のため、研究責任医師に対

し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができること。

ウ 研究責任医師は、実施医療機関の管理者の求めに応じ、資料の提出その

他の必要な協力を行わなければならないこと。

17

①実施体制（ⅳ）多施設共同研究
［180209規則案］

ア 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、当該多施設

共同研究として実施する臨床研究に係る業務を代表するため、当該研究責

任医師の中から、研究代表医師を選任しなければならないこと。

イ 多施設共同研究を実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し、

必要な情報を共有しなければならないこと。

18
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①実施体制（ⅴ）疾病等発生時の対応等
［180209規則案］

ア 研究責任医師は、研究計画書ごとに、当該研究計画書に基づく臨床研究

の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合の対応に関する一

の手順書を作成し、当該手順書に沿った対応を行わなければならないこと。

イ 研究責任医師は、臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発

生した場合は、当該臨床研究の中止その他の必要な措置を講じなければな

らないこと。

19

①実施体制（ⅵ）研究計画書
［180209規則案］

研究責任医師は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならないこと。
ア 臨床研究の実施体制に関する事項
イ 臨床研究の背景に関する事項（医薬品等の概要に関する事項を含む。）
ウ 臨床研究の目的に関する事項
エ 臨床研究の内容に関する事項
オ 臨床研究の対象者の選択及び除外並びに臨床研究の中止に関する基準
カ 臨床研究の対象者に対する治療に関する事項
キ 有効性の評価に関する事項
ク 安全性の評価に関する事項
ケ 統計的な解析に関する事項
コ 原資料等（臨床研究により得られたデータその他の記録であって、法第32条の規定により締結した契
約の内容を含む。以下同じ。）の閲覧に関する事項

サ 品質管理及び品質保証に関する事項
シ 倫理的な配慮に関する事項
ス 記録（データを含む。）の取扱い及び保存に関する事項
セ 臨床研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項
ソ 臨床研究に関する情報の公表に関する事項
タ 臨床研究の実施期間
チ 臨床研究の対象者に対する説明及びその同意（様式を含む。）に関する事項
ツ 上記に掲げるもののほか、臨床研究の適正な実施のために必要な事項

20
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①実施体制（ⅶ）不適合の管理
［180209規則案］

ア 研究責任医師は、臨床研究が省令又は研究計画書に適合していない状態

（以下「不適合」という。）であると知ったときは、速やかに、実施医療機関の

管理者に報告しなければならないこと。

イ 研究分担医師は、臨床研究が不適合であると知ったときは、速やかに研究

責任医師に報告しなければならないこと。

ウ 研究責任医師は、不適合であって、特に重大なものが判明した場合におい

ては、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴くこと。

22
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実施基準：②実施する施設の構造設備
［180209規則案］

研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、実施医療機関が救急医療に必

要な施設又は設備を有していることを確認しなければならないこと。ただし、

他の医療機関と連携することにより、当該者に対し、救急医療を行うために

必要な体制があらかじめ確保されている場合には、この限りでない。

23

実施基準：③ 臨床研究の実施状況の確認
［180209規則案］

（ⅰ） モニタリング

ア 研究責任医師は、研究計画書ごとに、モニタリングに関する一の手順

書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタ

リングを実施させなければならないこと。

イ 研究責任医師は、モニタリングの対象となる臨床研究に従事する者

に、当該者が直接担当する業務のモニタリングを行わせてはならない

こと。

ウ モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を研究責任医

師に報告しなければならないこと。

24
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実施基準：③ 臨床研究の実施状況の確認
［180209規則案］

（ⅱ） 監査

ア 研究責任医師は、必要に応じて、研究計画書ごとに、監査に関する

一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところによ

り、監査を実施させなければならないこと。

イ 研究責任医師は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びその

モニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならないこと。

ウ 監査に従事する者は、当該監査の結果を研究責任医師に報告しなけ

ればならないこと。

（ⅲ） モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等

研究責任医師は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行

うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならな

いこと。
25

実施基準：④ 研究対象者に対する補償
［180209規則案］

研究責任医師は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該

臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、

保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じて

おかなければならないこと。

26
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実施基準：⑤ 利益相反管理［180209規則案］

（ⅰ） 研究責任医師は、次に掲げる医薬品等製造販売業者等（医薬品等製

造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。）の関与についての

適切な取扱いの基準（以下「利益相反管理基準」という。）を定めなけれ

ばならないこと。

ア 当該研究責任医師が実施する臨床研究に対する医薬品等製造販売

業者等による研究資金等の提供その他の関与

イ 当該研究責任医師が実施する臨床研究に従事する者（当該研究責任

医師、研究分担医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に

限る。）及び研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を

実施することによって利益を得ることが明白な者［研究に用いる医薬品等の特許

権者等］に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、又は

しようとする医薬品等製造販売業者等の寄附金、原稿執筆及び講演の

報酬その他の業務に関する費用の提供その他の関与
29

実施基準：⑤ 利益相反管理［180209規則案］

(ⅱ) 実施医療機関の管理者又は所属機関の長は、利益相反管理基準及び

利益相反管理基準に基づく医薬品等製造販売業者等の関与の事実関

係を確認し、その結果を記載した報告書を研究責任医師に提出すること。

（ⅲ） 研究責任医師は、（ⅱ）の報告書の内容を踏まえて医薬品等製造販売

業者等の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画

（以下「利益相反管理計画」という。）を作成すること。

（ⅳ） 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、利益相反管理基準及び利

益相反管理計画について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴くこと。

（ⅴ） 研究責任医師は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づ

き、利益相反を管理すること。
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実施基準：⑥その他臨床研究の実施に関し必要な事項
［180209規則案］

（ⅰ） 認定臨床研究審査委員会の意見への対応

ア 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場

合には、速やかに、その内容について実施医療機関の管理者に報告を

行わなければならないこと。

イ 認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場合、研究責任医師

は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならないこと。

（ⅱ） 苦情及び問合せへの対応

研究責任医師は、臨床研究に関する苦情及び問合せに適切かつ迅速

に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦

情及び問合せのための対応の手順の策定その他の必要な体制を整備

しなければならないこと。
37

実施基準：⑥その他臨床研究の実施に関し必要な事項
［180209規則案］（ⅲ） 情報の公表

ア 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、あらかじめ、臨床研究を実施するに当たり世界保健
機関が公表を求める事項等を厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、当該事項を公
表しなければならないこと（変更時も同様）。

イ 研究責任医師は、次の期間内に、主要評価項目報告書（研究計画書につき当該収集の結果等を取り
まとめた一の概要をいう。以下同じ。）並びに総括報告書（臨床研究の結果等を取りまとめた文書をいう。
以下同じ。）及びその概要を作成しなければならないこと。
一 主要評価項目報告書 主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了してから原則１
年以内

二 総括報告書及びその概要 全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了してから
原則１年以内

ウ 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、主要評価項目報告書の作成を行う場合は、実施計画を変
更することにより行うこと。

エ イを作成したときは、遅滞なく、実施医療機関の管理者に提出するとともに主要評価項目報告書又は
総括報告書の概要を公表しなければならないこと。

オ 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、エによる提出をしようとするときは、あらかじめ認定臨床研
究審査委員会の意見を聴くとともに、当該認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して１月
以内に公表しなければならないこと。当該研究責任医師は、総括報告書の概要を提出したときは、速や
かに、当該総括報告書の概要に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
一 研究計画書
二 統計解析計画書（作成した場合に限る。）

カ 厚生労働大臣に対して、実施計画の新規・変更の提出又はオの総括報告書の概要の提出をした場合
には、アの公表を行ったものとみなす。 38
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実施基準：⑥その他臨床研究の実施に関し必要な事項
［180209規則案］

（ⅳ） 医薬品等の品質の確保等

ア 研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、当該臨床研究に用いる医薬品等の品
質の確保のために必要な措置を講じた上で製造された医薬品等を用いて臨床研究
を実施しなければならないこと。

イ 研究責任医師は、未承認の医薬品等を用いる臨床研究を実施する場合その他臨
床研究の内容に応じて必要と判断される場合にあっては、次に掲げる記録を作成し、
又は入手しなければならないこと。

一 臨床研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造番号又は製造記号その他の
当該医薬品等の製造に関する記録

二 臨床研究に用いる医薬品等を入手した場合には、その数量及び年月日の記録

三 臨床研究に用いる医薬品等の処分の記録

（ⅴ） 環境への配慮

研究責任医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する行う場合
には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならないこと。

（ⅵ） 個人情報等の保護

［個人情報保護法・人指針規定の取り込み］
39

特定臨床研究実施計画の作成・提出｛法5条］

第５条 特定臨床研究を実施する者は、特定臨床研究ごとに、次に掲げる事項を記載した特定臨
床研究の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）を作成し、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要

三 特定臨床研究の実施体制に関する事項

四 特定臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項

五 特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項

六 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項

七 特定臨床研究（第２条第２項第１号に掲げるものに限る。）に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等
製造販売業者及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事項

八 特定臨床研究について第23条第１項に規定する審査意見業務を行う同条第５項第二号に規定する認定臨床研究審査
委員会（以下この章において「認定臨床研究審査委員会」という。）の名称

九 その他厚生労働省令で定める事項

２ 実施計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 次項の規定による意見の内容を記載した書類

二 その他厚生労働省令で定める書類

３ 特定臨床研究を実施する者は、第１項の規定により実施計画を提出する場合においては、厚
生労働省令で定めるところにより、実施計画による特定臨床研究の実施の適否及び実施に当
たって留意すべき事項について、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の
意見を聴かなければならない。

認定臨床研究審査委員会
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実施計画記載事項［法5条，180209規則案］
法５条１項
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要

三 特定臨床研究の実施体制に関する事項

四 特定臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項

五 特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項

六 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項

七 特定臨床研究（第２条第２項第１号に掲げるものに限る。）に用いる医薬品等の製造販売をし、又はし
ようとする医薬品等製造販売業者及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事
項

八 特定臨床研究について第23条第１項に規定する審査意見業務を行う同条第５項第二号に規定する
認定臨床研究審査委員会（以下この章において「認定臨床研究審査委員会」という。）の名称

九 その他厚生労働省令で定める事項

施行規則案
ア 特定臨床研究についての研究資金等の提供及び特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売
をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者等の関与に関する事項（同項第７号に規定する事
項を除く。）

イ 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の認定番号及び当該実施計画の審査に関する
事項

ウ 説明及び同意に関する事項

エ その他特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項
41
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認定臨床研究審査委員会への提出書類
［180209規則案12頁］

（ⅰ） 認定臨床研究審査委員会の意見を聴く際に提出する書類は次に掲げるものと

すること（既に提出されている当該書類に変更がない場合には省略可能。）。

ア 実施計画

イ 研究計画書

ウ 医薬品等の概要を記載した書類

エ 疾病等が発生した場合の手順書

オ モニタリングの手順書及び作成した場合は監査の手順書

カ 利益相反管理基準及び利益相反管理計画

キ 研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書

ク 統計解析計画書（作成した場合に限る。）

ケ その他認定臨床研究審査委員会が求める書類

（ⅱ） 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、（ⅰ）に掲げ

る書類その他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該特定臨床

研究の実施の可否について、当該管理者の承認を受けなければならないこと。
43

認定臨床研究審査委員会［法23条］

第23条 臨床研究に関する専門的な知識経験を有する者により構成される委員会であ
って、次に掲げる業務（以下「審査意見業務」という。）を行うもの（以下この条におい
て「臨床研究審査委員会」という。）を設置する者…は、その設置する臨床研究審査
委員会が第４項各号に掲げる要件に適合していることについて、厚生労働大臣の認
定を受けなければならない。

一 第五条第三項…の規定により意見を求められた場合において、実施計画について
臨床研究実施基準に照らして審査を行い、特定臨床研究を実施する者に対し、特定
臨床研究の実施の適否及び実施に当たって留意すべき事項について意見を述べる
業務

二 ［疾病等報告］を受けた場合において、必要があると認めるときは、特定臨床研究
実施者に対し、当該報告に係る疾病等の原因の究明又は再発防止のために講ずべ
き措置について意見を述べる業務

三 ［定期報告］を受けた場合において、必要があると認めるときは、特定臨床研究実
施者に対し、当該報告に係る特定臨床研究の実施に当たって留意すべき事項又は
改善すべき事項について意見を述べる業務

四 前三号のほか、必要があると認めるときは、…改善すべき事項又は疾病等の発生
防止のために講ずべき措置について意見を述べる業務

44
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認定臨床研究審査委員会［法23条］

第23条 ２ 前項の認定を受けようとする者は、…次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
働大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者…の氏名

二 臨床研究審査委員会の名称

三 臨床研究審査委員会の委員の氏名

四 審査意見業務を行う体制に関する事項

五 その他厚生労働省令で定める事項

４ 厚生労働大臣は、第１項の認定…の申請があった場合において、その申請に係る臨床研究審査委
員会が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。

一 臨床研究に関する専門的な知識経験を有する委員により構成され、かつ、審査意見業務の公正な
実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める体制が整備されていること。

二 審査意見業務の実施の方法、審査意見業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法
その他の審査意見業務を適切に実施するための方法に関する業務規程が整備されていること。

三 前二号に掲げるもののほか、審査意見業務の適切な実施のために必要なものとして厚生労働省
令で定める基準に適合するものであること。

５ 厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 認定を受けた者（以下「認定委員会設置者」という。）の氏名又は名称及び住所

二 認定に係る臨床研究審査委員会（以下「認定臨床研究審査委員会」という。）の名称 45
45
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特定臨床研究の対象者等の同意

第９条 特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者に対し、あらか

じめ、当該特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要、

当該医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又は

その特殊関係者から研究資金等の提供を受けて実施する場合においては第32

条に規定する契約の内容その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労

働省令で定めるところにより説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、

疾病その他厚生労働省令で定める事由により特定臨床研究の対象者の同意を

得ることが困難な場合であって、当該対象者の配偶者、親権を行う者その他厚生

労働省令で定める者のうちいずれかの者に対し、説明を行い、その同意を得たと

き、その他厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
51
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個人情報の保護
（特定臨床研究に関する個人情報の保護）

第10条 特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の個人情報

（個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下この条に

おいて同じ。）の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。

（秘密保持義務）

第11条 特定臨床研究に従事する者又は特定臨床研究に従事する者であった者は、

正当な理由がなく、特定臨床研究の実施に関して知り得た当該特定臨床研究の

対象者の秘密を漏らしてはならない。
57

57

特定臨床研究に関する記録

第12条 特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者ごとに、

医薬品等を用いた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項に関

する記録を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを保存しなけ

ればならない。
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［丸山：法12条，180209規則案の文言と異なる］

記録の作成［法12条，180209規則案］

法12条

◆ 当該特定臨床研究の対象者ごとに、

●医薬品等を用いた日時及び場所

●その他厚生労働省令で定める事項

に関する記録を作成し、……

施行規則案 （４） 記録の保存（法第12条関係）

① 法第12条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとすること。

（ⅰ） 特定臨床研究の対象者を特定する事項

（ⅱ） 特定臨床研究の対象者に対する診療及び検査に関する事項

（ⅲ） 特定臨床研究への参加に関する事項

（ⅳ） その他特定臨床研究を実施するために必要な事項

60
30



記録の保存［法12条，180209規則案］

（４） 記録の保存（法第12条関係）

② 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、当該特定臨床研究が終了した日
から５年間、法第12条に規定する記録を次に掲げる書類とともに保存すること。

（ⅰ） 研究計画書、実施計画、同意に係る文書、総括報告書その他の省令の
規定により研究責任医師が作成した文書又はその写し

（ⅱ） 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書

（ⅲ） モニタリング及び監査（第２．２．（１）③（ⅱ）により監査を実施する場合に
限る。）に関する文書

（ⅳ） 原資料等（法第12条及び（ⅰ）に掲げるものを除く。）

（ⅴ） 特定臨床研究の実施に係る契約書（法第32条の規定により締結した契
約に係るものを除く。）

（ⅵ） 特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書及び（１）⑥（ⅳ）
イにより作成又は入手した特定臨床研究に用いる医薬品等に関する記録

（ⅶ） （ⅰ）から（ⅵ）までのほか、特定臨床研究を実施するために必要な文書
61
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62
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疾病等報告
第13条 特定臨床研究実施者は、特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる

疾病、障害若しくは死亡又は感染症（次条及び第23条第１項において「疾病等」と

いう。）の発生を知ったときは、…その旨を当該特定臨床研究の実施計画に記載

されている認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

２ 前項の規定により報告を受けた認定臨床研究審査委員会が特定臨床研究実施

者に対し意見を述べたときは、当該特定臨床研究実施者は、当該意見を尊重し

て必要な措置をとらなければならない。

第14条 特定臨床研究実施者は、特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる

疾病等の発生に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知ったときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならな

い。
63

632017.11.30第６回臨床研究部会資料１

定期報告
第17条 特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、

特定臨床研究の実施状況について、当該特定臨床研究の実施計画に記載され

ている認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

２ 前項の規定により報告を受けた認定臨床研究審査委員会が特定臨床研究実施

者に対し意見を述べたときは、当該特定臨床研究実施者は、当該意見を尊重し

て必要な措置をとらなければならない。

第18条 特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、

特定臨床研究の実施状況について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、

その概要を公表しなければならない。
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研究責任医師 実施医療機関の管理者に報告した上で、

［未知］

［既知］

［未知］

66
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認定臨床研究審査委員会への定期報告を行うとき
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実施医療機関の管理者に報告した上で、
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研究責任医師

2017.11.30第６回臨床研究部会資料１＆180209規則案

［未承認適応外・未知］

［未承認適応外・未知］

疾病等報告

第15条 厚生労働大臣は、毎年度、前条の規定による報告の状況について厚生科

学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、特定臨床研

究の実施による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措

置をとらなければならない。

２ 厚生科学審議会は、前項の場合のほか、特定臨床研究の実施による保健衛生

上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、

必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

３ 厚生労働大臣は、第１項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条

の規定による報告に係る情報の整理を行うとともに、必要があると認めるときは、

同条の規定による報告に関する調査を行うものとする。

70
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疾病等報告
（機構による情報の整理及び調査の実施）

第16条 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下この条におい

て「機構」という。）に、前条第３項に規定する情報の整理を行わせることができる。

２ 厚生労働大臣は、機構の求めに応じ、機構が前項の規定による情報の整理を行うた

めに、第14条の規定による報告に係る特定臨床研究の内容その他厚生労働省令で

定める事項に関する情報を提供することができる。

３ 厚生労働大臣は、機構に第１項の規定による情報の整理を行わせるときは、その旨

を公示しなければならない。

４ 厚生労働大臣が、機構に第１項の規定による情報の整理を行わせるときは、第14条

の規定による報告をする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めると

ころにより、機構に報告しなければならない。

５ 機構は、第一項の規定による情報の整理を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理

の結果を、厚生労働大臣に報告しなければならない。［以下略］
71

71

PMDAによる情報整理及び調査［180209施行規則案］

（７） 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）に対する情報提
供等（法第16条関係）

① 厚生労働大臣が機構に提供する情報

法第16条第２項の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。

（ⅰ） 認定臨床研究審査委員会が当該特定臨床研究に対して過去に述べた意見
の内容

（ⅱ） 報告徴収又は立入検査により得られた当該特定臨床研究の実施状況に関す
る情報

（ⅲ）その他機構による情報の整理のために必要な厚生労働大臣が有する情報

② 機構に対する疾病等報告

研究責任医師は、厚生労働大臣が法第16条第４項の規定により機構に情報
の整理を行わせる場合（※）においては、（５）①の認定臨床研究審査委員会へ
の疾病等報告と同じ期限までに機構に報告するものとすること。

※ 告示等において、厚生労働大臣への疾病等報告については、機構に報告
することとする予定。
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原則として，

74742017.11.30第６回臨床研究部会資料１＆180209規則案

研究責任医師
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緊急命令・改善命令等
第19条 厚生労働大臣は、特定臨床研究の実施による保健衛生上の危害の発生又

は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定臨床研究を実施する者

に対し、当該特定臨床研究を停止することその他保健衛生上の危害の発生又は

拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

第20条 厚生労働大臣は、この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反して

いると認めるときは、特定臨床研究を実施する者に対し、当該特定臨床研究を臨

床研究実施基準に適合させること、実施計画を変更することその他当該違反を

是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

２ 厚生労働大臣は、特定臨床研究を実施する者が前項の規定による命令に従わ

ないときは、当該特定臨床研究を実施する者に対し、期間を定めて特定臨床研

究の全部又は一部の停止を命ずることができる。
75
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非特定臨床研究・再生医療等研究

（特定臨床研究以外の臨床研究を実施する者が講ずべき措置）

第21条 臨床研究（特定臨床研究を除く。）を実施する者は、第５条第１項の規定に

準じてその実施に関する計画を作成するほか、当該計画を作成し、又は変更す

る場合においては、認定臨床研究審査委員会の意見を聴くよう努めるとともに、

第７条及び第９条から第12条までの規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

（適用除外）

第22条 この章の規定は、臨床研究のうち、医薬品等を用いることが再生医療等の

安全性の確保等に関する法律…第２条第１項に規定する再生医療等に該当する

場合については、適用しない。

77
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認定の有効期間

（認定の有効期間）

第26条 第23条第１項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して３年と

する。

２ 前項の有効期間（当該有効期間についてこの項の規定により更新を受けた

ときにあっては、更新後の当該有効期間をいう。以下この条において単に

「有効期間」という。）の満了後引き続き認定臨床研究審査委員会を設置す

る認定委員会設置者は、有効期間の更新を受けなければならない。［以下

略］
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秘密保持義務・大臣への報告

（秘密保持義務）

第28条 認定臨床研究審査委員会の委員若しくは審査意見業務に従事する

者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その審査意見業務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（厚生労働大臣への報告）

第29条 認定臨床研究審査委員会は、第23条第１項第二号から第四号まで

の意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告しなけ

ればならない。

79
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臨床研究に関する資金等の提供［法32条］

（契約の締結）

第32条 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者は、特定臨床研究を実

施する者に対し、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようと

する医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供を行うと

きは、当該研究資金等の額及び内容、当該特定臨床研究の内容その他厚

生労働省令で定める事項を定める契約を締結しなければならない。
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記録

2017.11.30第６回臨床研究部会資料２＆180209規則案 81

臨床研究に関する資金等の提供［法33条］

（研究資金等の提供に関する情報等の公表）

第33条 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者は、当該医薬品等製造

販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研

究についての研究資金等の提供に関する情報のほか、特定臨床研究を実

施する者又は当該者と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者に対す

る金銭その他の利益（研究資金等を除く。）の提供に関する情報であってそ

の透明性を確保することが特定臨床研究に対する国民の信頼の確保に資

するものとして厚生労働省令で定める情報について、厚生労働省令で定め

るところにより、インターネットの利用その他厚生労働省令で定める方法に

より公表しなければならない。
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臨床研究に関する資金等の提供

（勧告等）

第34条 厚生労働大臣は、前２条の規定に違反する医薬品等製造販売業者又

はその特殊関係者があるときは、当該医薬品等製造販売業者又はその特

殊関係者に対し、これらの規定に従って第32条に規定する契約を締結すべ

きこと又は前条に規定する情報を公表すべきことを勧告することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた医薬品等製造販売業者

又はその特殊関係者がこれに従わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。

86
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罰 則
第39条 第19条の規定による命令に違反した者は、３年以下の懲役若しくは

300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。[緊急命令違反]

第40条 第11条又は第28条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第41条 特定臨床研究を実施する者が次の各号のいずれかに該当するときは、

50万円以下の罰金に処する。

一 第５条第１項の規定に違反して、正当な理由がなくて実施計画を提出せ

ず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれ

を提出して、特定臨床研究を実施した者

三 第12条の規定に違反して正当な理由がなくて記録の作成若しくは保存を

しなかった者又は虚偽の記録を作成した者

四 第20条第２項の規定による命令に違反した者 [停止命令違反]
87
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両罰規定

第43条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。

以下この条において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第39

条又は前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者

又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人

を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用す

る。
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３ コメント・論点

89
89

臨床研究法と従前の指針の焦点の相異
◆これまでの医学研究に関する倫理指針――被験者保護目的，2014年の人対

象研究倫理指針からデータの信頼性・透明性も意識(モニタリング・監査規定

導入)；研究機関を中心に構成。

◆臨床研究法――臨床研究の資金提供について契約締結・公表の義務づけ，

モニタリング・利益相反管理等に関する実施基準の遵守，記録の保存の義

務づけ（違反に対する罰則付き）；研究者等個人が主体。

◆高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等を用いた医療の提供に係る医療

法施行規則に基づく要件――医療安全（患者保護）

★Arthur Caplan, Rethinking the Belmont Report? Am J Bioethics 2017

Jul;17(7):15-21,

Belmont Report――respect for person, beneficence, justice

New areas to be addressed――(1) the line between research and practice,

(2) harms to communities, (3) transparency, (4) opportunity to participate,

(5) application of ethical principles.
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補 遺

91
91

高難度新規医療技術の提供
◆適用対象病院――特定機能病院（医療法施行規則第９条の23第１項第７

号。その他の病院は努力義務。医療法施行規則第１条の11第２項第４号）

◆適用対象事項――高難度新規医療技術（当該病院で実施したことのない

医療技術であってその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想

定されるもの）を用いた医療の提供

◆根拠法令――医療法施行規則第９条の23第１項第７号及び「医療法施行

規則第９条の23 第１項第７号ロの規定に基づき高難度新規医療技術に

ついて厚生労働大臣が定める基準」（平成28 年厚生労働省告示第246

号）

◆［特定機能病院管理者］第７号イ提供の適否等を決定する部門の設置，ロ

基準に従った規程の作成，ハ部門による遵守状況の確認の確保

◆基準の内容――従業者遵守事項・担当部門確認事項等について規程を

作成する際に従うべき基準
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高難度新規医療技術の提供

［高難度新規
医療技術を用
いた医療を提
供する］

診療科の長

提供の適否等を決定する部門（担
当部門）(特定機能病院管理者が設置)

部門長（部門の責任者――高難度新

規医療技術提供経験・知識を有
する医師等）

部門構成員（手術実施部門から）

①提供の申出

㋑有効性・安全性の
点からの優位性
㋺設備整備・連携体
制確保状況
㋩従業者の経験
㋥ＩＣの方法

⑤報告
㋑全症例の定期報告
㋺患者死亡時報告

高難度新規医療技術評価委員会
委員長

委員（高難度医療技術関連診療科医師，そ
れ以外の診療科医師，医療安全管理部
門所属医師を含む３名以上から構成）

②提供の適否の
意見の要請

③提供の適否の
意見

④提供の適否決定
通知

管理者

適否決定の報告
遵守状況の報告
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未承認新規医薬品等を用いた医療の提供
◆適用対象病院――特定機能病院（医療法施行規則第９条の23第１項第８

号。その他の病院は努力義務。医療法施行規則第１条の11第２項第４号）

◆適用対象事項――未承認新規医薬品等を用いた医療の提供

◆根拠法令――医療法施行規則第９条の23第１項第８号及び「医療法施行

規則第９条の23 第１項第８号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用

いた医療について厚生労働大臣が定める基準」（平成28 年厚生労働省告

示第247号）

◆［特定機能病院管理者］第８号イ当該未承認新規医薬品等の使用条件を

定め，使用の適否等を決定する部門の設置，ロ基準に従った規程の作成，

ハ部門による遵守状況の確認の確保

◆基準の内容――従業者遵守事項・担当部門確認事項等について規程を

作成する際に従うべき基準
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未承認新規医薬品等を用いた医療の提供

［未承認新規
医薬品等を用
いた医療を提
供する］

診療科の長

使用条件，使用の適否等を決定す
る部門（担当部門）(特定機能病院管
理者が設置)

部門長（部門の責任者――医薬品
（医療機器）安全管理責任者）

部門構成員（複数の診療科の医師）

①使用の申出

㋑有効性・安全性の点
からの優位性
㋺使用できる医師の制
限等の使用条件
㋩有害事象の把握方法
㋥ＩＣの方法

⑤報告
㋑全症例の定期報告
㋺患者死亡時報告

未承認新規医薬品等評価委員会
委員長

委員（当該医薬品等使用医療提供関連診療科医
師，それ以外の診療科医師，医療安全管理部
門所属医師を含む３名以上の医師及び医療安
全管理部門所属薬剤師から構成）

②使用の適否・条
件の等の意見要請

③使用の適否・条
件等の意見

④使用適否・使用
条件決定通知

管理者

適否決定の報告
遵守状況の報告
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【資料】

当日映写したスライドと配付資料のＰＤＦファイルは，セミナー後，数日中に

http://www2.kobe-u.ac.jp/~emaruyam/medical/Lecture/lecture.html

および，追って

http://amedproject.sfc.keio.ac.jp/products.html

に掲出します。
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