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大阪大学医学部附属病院治験に係わる標準業務手順書 新旧対照表 

変更点：アンダーライン 

現行 改訂案 変更理由 

治験の原則 

大阪大学医学部附属病院で行われる企業（治験依頼者）からの委託を

受けて行う治験は、次に掲げる原則に則って実施されなければならな

い。 

１．治験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、薬事法、同施行令、

同施行規則、ＧＣＰ省令、ＧＣＰ省令に関する通知、ＧＰＳＰ省令

及びＧＰＳＰ省令に関する通知、国立大学法人大阪大学受託研究（治

験）取扱規程（以下「治験取扱規程」という。）、及び大阪大学医学

部附属病院治験審査委員会規程（以下「治験審査委員会規程」とい

う。）を遵守して行うこと。 

２．（略） 

３．（略） 

４．（略） 

５．（略） 

６．（略） 

７．（略） 

８．（略） 

９．（略） 

１０．（略） 

１１．（略） 

１２．（略） 

１３．（略） 

１４．（略） 

 治験の原則 

大阪大学医学部附属病院で行われる企業（治験依頼者）からの委託を

受けて行う治験は、次に掲げる原則に則って実施されなければならな

い。 

１．治験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、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、「医薬

品医療機器等法」という。）、同施行令、同施行規則、ＧＣＰ省令、

ＧＣＰ省令に関する通知、ＧＰＳＰ省令及びＧＰＳＰ省令に関する

通知、国立大学法人大阪大学受託研究（治験）取扱規程（以下「治

験取扱規程」という。）、及び大阪大学医学部附属病院治験審査委員

会規程（以下「治験審査委員会規程」という。）を遵守して行うこ

と。 

２．（略） 

３．（略） 

４．（略） 

５．（略） 

６．（略） 

７．（略） 

８．（略） 

９．（略） 

１０．（略） 

１１．（略） 

１２．（略） 

１３．（略） 

１４．（略） 

法律改正のため 

（目的と適用範囲） 

第１条 本手順書は、平成９年厚生省令第２８号（ＧＣＰ省令）、平成

（目的と適用範囲） 

第１条 本手順書は、平成９年厚生省令第２８号（ＧＣＰ省令）、平

再生医療等製品

ＧＣＰ省令施行
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現行 改訂案 変更理由 

１７年厚生労働省令第３６号（医療機器ＧＣＰ省令）、関連する通知、

治験取扱規程第１０条に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営

に関する手順及び記録の保存方法を定めるものである。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 医療機器の治験を行う場合には、本手順書において、「医薬品」と

あるのを「医療機器」、「治験薬」とあるのを「治験機器」、「被験薬」

とあるのを「被験機器」、「有害事象」とあるのを「有害事象及び不具

合」等にそれぞれ読み替えること。 

５ （略） 

成１７年厚生労働省令第３６号（医療機器ＧＣＰ省令）、平成２６年

厚生労働省令第８９号（再生医療等製品ＧＣＰ省令）、関連する通知、

治験取扱規程第１０条に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営

に関する手順及び記録の保存方法を定めるものである。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 医療機器の治験を行う場合には、本手順書において、「医薬品」

とあるのを「医療機器」、「治験薬」とあるのを「治験機器」、「被験薬」

とあるのを「被験機器」、「有害事象」とあるのを「有害事象及び不具

合」、「再審査又は再評価」とあるのを「使用成績評価」等にそれぞれ

読み替えること。 

５ 再生医療等製品の治験を行う場合には、本手順書において、「医

薬品」とあるのを「再生医療等製品」、「治験薬」とあるのを「治験製

品」、「被験薬」とあるのを「被験製品」、「有害事象」とあるのを「有

害事象及び不具合」等に読み替えること。 

６ （略） 

のため 

（新たな安全性に関する情報の入手） 

第９条 病院長は、治験依頼者より安全性情報等に関する報告書(書式

１６)を入手した場合には、治験の継続の可否について治験審査委員会

の意見を求めること。これに基づく病院長の指示・決定が同じである

場合には、治験審査結果通知書(書式５)に通知日及び実施医療機関の

長欄を記載し、治験依頼者及び治験責任医師に通知すること。異なる

場合には、治験に関する指示・決定通知書(参考書式１)を作成し、治

験審査結果通知書(書式５)を添付し、治験依頼者及び治験責任医師に

通知すること。被験者の安全又は当該治験の実施に影響を及ぼす可能

（新たな安全性に関する情報の入手） 

第９条 病院長は、治験依頼者より安全性情報等に関する報告書

(書式１６)を入手した場合には、治験の継続の可否について治験審査

委員会の意見を求めること。これに基づく病院長の指示・決定が同じ

である場合には、治験審査結果通知書(書式５)に通知日及び実施医療

機関の長欄を記載し、治験依頼者及び治験責任医師に通知すること。

異なる場合には、治験に関する指示・決定通知書(参考書式１)を作成

し、治験審査結果通知書(書式５)を添付し、治験依頼者及び治験責任

医師に通知すること。被験者の安全又は当該治験の実施に影響を及ぼ

法律改正のため 
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現行 改訂案 変更理由 

性のある重大な新たな情報には、薬事法施行規則第２７３条に定める

ものが含まれる。 

２ （略） 

す可能性のある重大な新たな情報には、医薬品医療機器等法施行規則

第２７３条に定めるものが含まれる。 

２ （略） 

（治験責任医師の要件） 

第 17 条 （略） 

（１）略 

（２）略 

（３）治験責任医師は、薬事法及びＧＣＰ省令を熟知し、これを遵守

すること。 

（４）略 

（５）略 

（６）略 

（７）略 

（８）略 

（９）略 

（治験責任医師の要件） 

第 17条 （略） 

（１）略 

（２）略 

（３）治験責任医師は、医薬品医療機器等法及びＧＣＰ省令を熟知し、

これを遵守すること。 

（４）略 

（５）略 

（６）略 

（７）略 

（８）略 

（９）略 

法律改正のため 

（（治験薬等の管理） 

第 29 条 病院長は、治験薬等管理者として薬剤部長を指名し、病院内

で実施される治験薬等を管理させること。ただし、当該治験が医薬部

外品又は医療機器に係るものであるときは、治験責任医師を治験薬等

管理者に指名し、医薬部外品又は医療機器を管理させること。 

なお、治験薬等管理者は必要に応じて治験薬等管理補助者を指名し、

治験薬等の保管、管理を行わせることができる。 

２ （略） 

（治験薬等の管理） 

第 29 条 病院長は、治験薬等管理者として薬剤部長を指名し、病院

内で実施される治験薬等を管理させること。ただし、当該治験が医薬

部外品又は医療機器に係るものであるときは、治験責任医師を治験薬

等管理者に指名し、医薬部外品又は医療機器を管理させること。また、

当該治験が再生医療等製品に係るものであるときは、治験責任医師を

治験薬等管理者に指名し、治験製品を管理させること。 

なお、治験薬等管理者は必要に応じて治験薬等管理補助者を指名し、

治験薬等の保管、管理を行わせることができる。 

２ （略） 

再生医療等製品

ＧＣＰ省令施行

のため 
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現行 改訂案 変更理由 

（記録等の保存責任者） 

第 30 条 （略） 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

２ （略） 

 

（記録等の保存責任者） 

第 30 条 （略） 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) 治験製品に関する文書：治験責任医師 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

２ （略） 

再生医療等製品

ＧＣＰ省令施行

のため 

（記録等の保存期間） 

第 31 条 （略） 

(1)（治験の場合） 当該被験薬等に係る製造販売承認取得日（開発中

止の場合には中止決定の通知を受けた日から３年が経過した日）又は、

治験の中止若しくは終了後３年が経過した日のいずれか遅い日 

(2)（製造販売後臨床試験の場合）当該被験薬等に係る再審査又は再評

価終了日。 

(3) （略） 

２ （略） 

３ （略） 

（記録等の保存期間） 

第 31 条 （略） 

 (1)（治験の場合） 当該被験薬等に係る製造販売承認取得日（開発

中止の場合には中止決定の通知を受けた日から３年が経過した日）又

は、治験の中止若しくは終了後３年が経過した日のいずれか遅い日

（法２３条の２６第１項の規定により条件及び期限を付したものを

除く） 

(2)（製造販売後臨床試験の場合）当該被験薬等に係る再審査又は再

評価終了日。ただし、法第２３条の２５第３項（法第２３条の２６第

５項において読み替え適用する場合に限る。）に規定する資料を収集

するために行った製造販売後臨床試験については、製造販売の承認を

受ける日又は製造販売後臨床試験の中止もしくは終了の後３年を経

過した日のうちいずれか遅い日 

(3) （略） 

法律改正及び 

再生医療等製品

ＧＣＰ省令施行

のため 
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現行 改訂案 変更理由 

２ （略） 

３ （略） 

（業務委託の契約） 

第 33 条 病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合に

は、次に掲げる事項を記載した文書により当該受託者との契約を締結

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) 当該受託者に対する指示に関する事項 

(5) （略） 

(6) 当該受託者が病院長に対して行う報告に関する事項 

(7) （略） 

以上 

（業務委託の契約） 

第 33 条 病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合に

は、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下、

「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) 受託者に対する指示に関する事項 

(5) （略） 

(6) 受託者が病院長に対して行う報告に関する事項 

(7) （略） 

以上 

記載整備のため 

 


