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はじめに 

 

平成 21 年 4 月 1 日から改定された「臨床研究に関するする倫理指針」が施行され

ます。御存知のように、臨床研究の規範となるヘルシンキ宣言は、人間を対象とする

医学および歯学研究の倫理的原則を規定する憲法といってよいものですが、1964 年に

制定されて以来、2008 年 10 月世界医師会で 8度目の改訂が行われました。そこには、

まさに私達が「臨床研究に関する倫理指針」から読み取ることが出来る倫理指針の基

本的な考え方が凝縮されています。そのヘルシンキ宣言改定に連動し、また先に改定

された「疫学研究に関する倫理指針」との整合性を持たせる必要もあり、「臨床研究

に関する倫理指針」の改定が行われたと理解しています。 

改訂のポイントは以下の 4点になります。 

（１）研究機関の長の責任の明確化 

（２）倫理委員会の機能強化 

（３）被験者のリスクの差異に応じた補償等の措置の義務化 

（４）研究者等の教育の機会の確保 

 これらを実施するために、倫理委員会は手順書を作成し、委員名簿とともに会議の

概要の公表をおこなわなければなりません。また、指針の改定以外にも利益相反マネ

ジメントなど臨床研究を取り巻くルールはここ数年で大きく変化しています。手順書

にはなるべく多くの情報を簡潔に組み込みました。 

 「臨床研究に関する倫理指針」の改定に合わせて、歯学研究科及び東北大学病院歯

科部門の倫理審査に関連する委員会を明確に位置付ける必要が出て参りました。研究

科および病院での臨床研究に関する倫理審査は従来通り歯学研究科倫理専門委員会

が担当します。 

 私たちは、本学で薬剤の効果や、新しく開発された機器の有効性・安全性を検証し、

あるいは人体由来の試料を利用し疾患の研究を行う等の場合には、「臨床研究に関す

る倫理指針」に定められたルールに従わなければなりません。また、論文を投稿した

場合に、編集者から倫理審査委員会の承認を得ている研究かどうか問われるケースも

増えています。人体を対象とした歯学の研究を行う場合には、人に対する畏敬の念を

抱きつつ、十分科学的、倫理的に検証された研究計画を立案して欲しいと願っていま

す。その時にこの手順書を存分に利用していただけたら本望です。なお，本手順書は

医学系研究科倫理委員会の手順書に準拠し、歯学研究に合致するように改定しており

ます。歯学研究の実情に即した手順書となるよう今後も改定を続けたいと考えており

ますので、お気づきの点はご指摘いただきたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

平成２２年２月 

東北大学大学院歯学研究科倫理専門委員会 
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Ⅰ．申請手続きの概要 

歯学研究科、病院歯科部門における臨床研究の倫理審査は、東北大学大学院歯学研究科倫理専

門委員会（以下「倫理委員会」という。）において行います。 

倫理委員会は、ヒトを対象とした臨床研究について、医の倫理に関するヘルシンキ宣言の趣旨

に基づいて、被験者の人間としての尊厳、人権の尊重その他の倫理的・科学的観点から調査審議

するために、歯学研究科長が設置した合議制の委員会です。 

 

 

 

◇東北大学大学院歯学研究科倫理専門委員会事務局連絡先 

歯学研究科庶務係 

TEL：０２２－７１７－８２４４ 

e-mail : den-syom@bureau.tohoku.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

以下、倫理申請の概要について説明します。なお倫理委員会の開催日、書類提出期限その他の情

報は、下記ＵＲＬ（以下、「倫理委員会ＵＲＬ」という。）にて確認願います。 

ＵＲＬ： http://www.med.tohoku.ac.jp/public/rinri.html 

◇東北大学利益相反マネジメント事務室 

〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1 

Tel : 022-217-4398 Fax : 022-217-6241 

e-mail : coi@bureau.tohoku.ac.jp 
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１．対象者 

倫理委員会の審査を受ける対象者（実施責任者）は，歯学研究科および病院歯科部門に所属す

る教職員です。 

 

２．申請の種類 

倫理委員会への申請の種類は以下のとおりとなります。 

（１） Ａ申請 

Ｂ申請及びヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請を除いたすべての申請 

（２） Ｂ申請 

 過去に採取され保存されているヒトの病理材料、生検材料、血液材料、遊離細胞などを研究に

用いる場合の申請 

（３） ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請 

 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請 

（「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」平成１７年６月２９日一部改正版、文部科学

省、厚生労働省、経済産業省合同指針の対象となる申請を指します。下記ＵＲＬに掲載されてい

ます。） 
ＵＲＬ： http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/genome/04122801.htm 

 なお, ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請については，本委員会から医学系研究科倫理委

員会へ審査を附託します． 

 

（補足） 

① 対象となる研究の種類は，原則として観察研究、疫学研究を含む臨床研究全般，ヒトゲノム・

遺伝子解析研究，緊急倫理審査案件（臓器移植、脳死下臓器提供等含む），出世前診断、その

他倫理的事項を主とした倫理審査，およびプロトコール作成や試験薬・用具について専門的

検討・助言が必要な臨床研究，すなわち第一相臨床試験（体内動態、 大安全量），第二相

臨床試験（少数、プラセボ、または標準薬を対象とした比較試験），第三相臨床試験（多数、

プラセボ、または標準薬を対象とした比較試験），新規開発未承認医療機器等，再生医療の

分野（ES, iPS, 間葉系幹細胞）とします． 

② 未来医工学治療開発センター（以下「ＴＲセンター」という。）シーズに係る研究倫理審査は，

ＴＲセンターにおいてプロトコールの事前審査（Ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ審査）を行い，医

学系研究科倫理委員会にて行われます． 

③ 治験に関する倫理審査は，治験審査委員会にて行われます． 

④ 研究期間内に新たに病理材料等を採取することを含む研究計画は、Ａ申請となります。 

⑤ 過去に採取され保存されている病理材料等を使用した研究であっても、遺伝子検索等を伴う 

場合には、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請に該当します。 

⑥ ゲノム薬理学を利用した治験については、従来は倫理委員会及び治験審査委員会の双方にて

審議しておりましたが、平成２０年９月３０日付け薬食審査発第0930007号「ゲノム薬理学を

利用した治験について」（厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）を踏まえ、治験審査委

員会において審議できる体制を整えることから、平成２１年４月１日より、治験審査委員会

のみで審議することになります。なお、東北大学大学院医学系研究科ヒトゲノム研究に関す

る専門委員会（以下、「ヒトゲノム専門委員会」という。）が当該申請の事前審査を行いま

す。詳細については、治験事務局にご相談ください。 

⑦ 本手順書における申請は、「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」及び

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」との区別に対応しているわけではありま

せん。倫理申請の対象となるか否か、あるいはどの指針の対象となるかは、個別のケースに

より異なりますが、倫理委員会ＵＲＬに掲載している『「臨床研究に関する倫理指針」（改訂）
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についてのＱ＆Ａ』が参考になります。 

 

 

３．審査の方法 

（１） 本審査 

月１回開催する委員会において審議します。 

 

（２） 持ち回り審査 

①過去に承認された案件の軽微な変更、②条件付き承認となった案件及び③B申請については、

不定期の持ち回り審査にて書面審査を行います。なお、必要がある場合には、担当する委員より

申請者又は説明者に説明を求めることがあります。 

持ち回り審査は、月１回以上行います。提出期限は原則、本審査の提出期限と同じ日とします

が、不定期に行っておりますので、提出期限後であっても可能な場合は、申請のあった案件を順

次審査に付します。委員の方の都合、事務処理の都合がありますのでご理解願います。 

 

（３）緊急審査 

生体臓器移植、脳死下臓器移植、脳死下臓器提供、薬剤の緊急利用その他緊急に審議する必要

がある場合、倫理委員会委員長（不在の場合は副委員長）の判断のもとに行われる審査です。実

施責任者は予め委員長（不在の場合は副委員長）に相談し、許可を得たうえで申請してください。   

また、緊急審査を求める理由及びいつまでに審査をする必要があるかを明記してください。 

新規 軽微な変更

（条件付き承認へ
の対応含む）

再提出

Ａ申請 本審査 持ち回り 本審査

ヒトゲノム・遺伝子
解析研究に係る申

請

本審査 持ち回り 本審査

Ｂ申請 持ち回り 持ち回り 持ち回り

申請の種類

申請方法

審査方法と申請の種類との関係

 

 

４．申請書類提出期限 

原則毎月１０日締め（１０日が土日の場合、金曜日締め）です。 

 なお，申請の種類によっては本審査前に Peer review 審査やヒトゲノム専門委員会における事

前審査があり、また、本審査の委員にも事前に審査資料を送付しておりますので締め切りを厳守
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頂きますようよろしくお願いします。 

 

５．提出書類  

（１）新規の申請 

 

①A 申請 

  （基本提出書類） 

・ヒトを対象とした医学の研究、及び臨床応用についての倫理審査申請書（Ａ） 
 （様式第 1号） 

・被験者への説明同意文書 

・同意文書 

（様式は任意ですが、作成にあたっては『Ⅱ．申請書の記入方法 「２．A 申請について 

○説明同意文書・同意文書作成の注意点」』に留意願います。） 

・利益相反自己申告書（概略） 

（研究代表者、研究分担者全員分（大学院生除く）。詳細は（補足）を参照してください。） 

 

（申請によっては必要となる書類） 

臨床研究の形態は多様ですので定型化することは難しいですが、以下の場合には次の書類を参

考資料として添付してください。 

・多施設共同研究の場合 

下記の書類が必要となります。なお、多施設共同研究の申請書においては、本学の役割と臨床

研究全体の位置づけ、情報管理、匿名化の方法が具体的に分かるよう記述してください。 

（ⅰ）多施設共同研究において主たる研究機関が他機関の場合 

臨床研究の全体計画書及び主たる研究機関の倫理委員会における承認書の写し 

（ⅱ）多施設共同研究において本学が主たる研究機関の場合 

臨床研究の全体計画書及び参加臨床機関において、倫理委員会を有さない組織が含まれている場

合には、当該組織の長等からの依頼書（依頼書の記入例は『Ⅱ．申請書の記入方法の「６．参考

様式」に掲載しております。） 
・無作為割付比較試験（ＲＣＴ）を行う倫理申請について 

無作為割付比較試験（ＲＣＴ）の審査申請に係るチェックリストに必要事項を記入して提出して

ください。様式は、「Ⅱ．申請書の記入方法 ５．その他の様式」に掲載しております。 

・被験者に未成年者を含む臨床研究について 

 未成年者が被験者となる場合には、年齢に応じた説明の方法とアセントの取得法について記載

してください。小学生以上中学生までを対象とする場合は、口頭と文書により説明を行いますが、

その際アセント文書の添付が必要です。また、被験者が１６歳を超えた時点で、新たに説明同意

文書による説明を行い、同意を得る必要があります。被験者が１６歳以上の場合は説明同意文書

による同意を取得してください。また、被験者が２０歳未満の場合は、代諾者の同意が必須です。 

・参考資料の添付 

参考資料として、外国語の文献を添付する場合には和文の抄録又は和文の要約を必ず添 

付してください。例えば同様の臨床研究が行われている場合や以前の研究で既に英文報告を行っ

た場合等が考えられます。倫理委員会には歯学研究科以外の委員の方もおりますので、専門外の

方にも分かるように配慮願います。 

・歯学研究科ＵＲＬへの公開情報様式について 
「１０．歯学研究科 URL への情報開示について」に詳細を掲載しておりますので要件に該当す

る場合には添付願います。 
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②ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請 

（基本提出書類） 

・ヒトを対象とした医学の研究、及び臨床応用についての倫理審査申請書 
（ヒトゲノム・遺伝子解析研究）（様式第３号） 
・被験者への説明同意文書 

・同意文書 

（「Ⅱ．申請書の記入方法 ４．ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る申請について」に 例

文を提示しておりますが、実施計画の内容に併せて矛盾がないよう適宜変更して使用してく

ださい。） 

・利益相反自己申告書（概略） 

（研究代表者、研究分担者全員分（大学院生除く）。詳細は（補足）を参照してください。） 

 

（申請によっては必要となる書類） 

・上述①A申請と同じ 

 

③B 申請   

（基本提出書類） 

・過去に採取し保存されている病理材料等の研究使用についての倫理委員会審査申請書（B）

（様式第２号） 
・利益相反自己申告書（概略） 

（研究代表者、研究分担者全員分（大学院生除く）。詳細は（補足）を参照してください。） 

 

（申請によっては必要となる書類） 

・上述①A申請と同じ 

 

（２）過去に承認された案件の軽微な修正及び条件付き承認への対応のために持ち回

り審査を行う場合の必要書類 

① 以前提出した倫理申請に係る再提出・変更等について（様式第６号） 

② 承認（又は条件付き承認）された際の審査結果通知書の写し 

③ 以前提出した申請書類（申請書、被験者への説明同意文書、同意文書、参考資料等一式） 

の変更箇所にアンダーラインを引いたもの 

 

（３）再提出を行う場合の必要書類 

① 以前提出した倫理申請に係る再提出・変更等について（様式第６号） 

② 再提出する旨の審査結果通知書の写し 

③ 以前提出した申請書類（申請書、被験者への説明文書、同意文書、参考資料等一式） 

の変更箇所にアンダーラインを引いたもの 

 

（補足） 

利益相反自己申告書について 

利益相反自己申告書（概略）は、本学職員※である研究代表者及び研究分担者全員から徴してく

ださい。利益相反自己申告書（概略）において、１つでも「有」がある場合、（「６．本臨床研究期

間中に上記１～５が発生する可能性の有無」を除く。）倫理委員会への申請時に利益相反マネジメン

ト委員会の判定が必要となります。 

その場合は、事前に利益相反マネジメント事務室に関係書類を送付し、利益相反マネジメント

委員会の承認書を添付してください。なお、利益相反マネジメント事務室のＵＲＬは下記のとお
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りです。 ＵＲＬ： http://www.bureau.tohoku.ac.jp/coi/ 

 

※「職員」の定義 

職員とは、 

ⅰ教員（時間雇用職員就業規則に定める非常勤講師及び実務家教員を除く全ての教員。） 
ⅱ事務職員、ⅲ技術職員、ⅳ准職員（医員、産学官連携研究員、技術補佐員等）、 
ⅴ時間雇用職員（医員、産学官連携研究員、技術補佐員等）、ⅵ再雇用職員をいう。 
よって、例えば、研究分担者として参加している大学院生については不要です。 

 

また、軽微な修正、条件付き承認への対応に係る持ち回り審査、再提出書類に関する利益相反

自己申告書（概略）の提出については、直近の審査結果通知書受領後１年未満に申請する場合は、

省略することができます。１年以上期間が経過したものについては、再度状況について申告して

頂きます。 

なお、臨床研究期間中に利益相反に該当する事象が生じた場合には、上記に関係なく、利益相

反マネジメント事務室に申告する必要がありますのでご留意ください。 

 

６．提出部数 

原本１部、片面印刷としダブルクリップ等で左上をとめて提出してください。 

事務局にて両面コピー、白黒にて印刷し委員へ配布します。 

書類は委員が見やすいよう通し番号を付してください。（添付資料がある場合など通し番号をつ

けるのが難しい場合などは、資料毎にページ番号を付しても構いません。） 

なお、添付資料（参考資料や多施設共同研究における全体計画書等）が厚くなる場合について

は、添付資料のみ７部提出してください。（目安として、両面にて２０枚以上の資料） 

 

◇倫理申請書類提出先 

歯学研究科庶務係（歯学研究科基礎研究棟２階） 

TEL：０２２－７１７－８２４４ 

e-mail : den-syom@bureau.tohoku.ac.jp  

（なお、申請は必ず紙媒体でお願いします。e-mail による申請は受理しません。） 

○書類の一般的な取りまとめ方法 

以下の順番でとりまとめてください。 

１．各申請書 

２．説明同意文書 

３．同意書 

４．（該当する場合は）申請によって必要となる書類（参考資料等） 

 ５．利益相反自己申告書（概略） 

（事前に利益相反マネジメント委員会の審査を経た場合には、承認書も添付してください） 

 

７．申請手続きの流れ （本審査） 

① 倫理委員会ＵＲＬに公開している提出期限までに申請書を提出していただきます。 

② 歯学研究科庶務係にて書類の書誌的・形式的なチェックを行い、修正が必要な場合は、説明

者の所属する分野のメールボックスに修正事項を指摘して送付します。修正事項は事務的な

ものであり、その後の倫理審査にいかなる影響を及ぼすものではありません。また、臨床研

究には多様な形態がありますので、修正事項の指摘に従う必要がないと判断した場合は修正

する必要はありません。 
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  なお、ヒトゲノム遺伝子解析研究に係る倫理申請については、ヒトゲノム専門委員会にて事

前に検討することから、重大な不備がない限り、原則、上記の事務的な修正依頼は行いませ

ん。 

③ 倫理委員会開催日の１週間くらい前から、倫理委員会の出席予定時間について、説明者に電

子メールにてご連絡します。出席時間はあくまで目安であり、当日の議事の進行によって大

きく変動する場合がありますので、ご了承願います。 

④ 当日ご出席頂き、審議を行います。会議開催場所の前で出番がくるまでお待ちください。 

  なお、審査の状況によっては、説明を求めない場合がありますので、ご了承願います。 

⑤ 倫理委員会終了後に歯学研究科長より審査結果通知書を送付します。「承認する」となった場

合は臨床研究を始めていただいて構いません。 

 

※ヒトゲノム・遺伝子解析研究については、倫理委員会の前にヒトゲノム専門委員会において審査を行う。 

※ゲノム薬理学を利用した治験については、IRB の前にヒトゲノム専門委員会において審査を行う。 

※「TR シーズ」の取扱いについては TR センターにて別に定める。 

 

 

８．審査結果について 

 審査結果は下記の分類でなされます。 

（１）承認する 

 承認された研究期間内において研究を進めて頂いて構いません。 

（補足） 

「承認する」場合であって、コメントが付されている場合は、様式第６号及び修正書類を提出

してください。すでに承認しているので新たに審査結果通知書は発行しません。 

（２）条件付きで承認する 

 付された条件に従って持ち回り審査を行う必要があります。 

（補足） 

「条件付きで承認する」となった案件は必ず持ち回り審査にかけることとします。 

（３）再提出 

 倫理的に大きな問題がある場合になされます。付された条件に従って以後の倫理委員会で再審

査することになります。持ち回り審査ではなく本審査で審議されます。（ただし、Ｂ申請を除く。） 

（４）承認しない 

倫理的に大きな問題があり、変更等によって当該問題が解決なされないものに対して行われま

す。 

（５）該当しない 

倫理委員会の審査対象外の場合です。なお、他の法令、指針、学内規程等で別に届出が必要な

場合は、所定の手続きを行ってください。 

 

９．英文承認書の発行について 

倫理委員会で承認された研究課題の「英文承認書」が必要な場合には、「Ⅱ．申請書の記入方法 

５．その他の様式」”Certificate of Approval”を発行します。 

”Certificate of Approval”に下記必要事項を記入のうえ電子メールにて歯学研究科庶務係

（ den-syom@bureau.tohoku.ac.jp  ）まで提出願います。 

なお、併せて承認された研究課題の申請書及び「審査結果通知書」の写しを紙媒体で提出願い

ます。 

 

”Certificate of Approval”の申請者記入事項 
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○「Title of Protocol」 
○「Protocol Identification Number」 
○「Principal Investigator」 
○「Period of Research」  

 承認書発行には、時間を要する場合もありますので、予め時間的余裕をもって請求願います。 

 

１０．歯学研究科 URL への情報開示について 

疫学研究に関する倫理指針（平成１９年８月１６日全部改正）等において、インフォームド・

コンセントを要さない場合の特例について記載しております。 

過去に採取され、研究用使用について包括的な同意しか得られていないヒトの病理材料、生検

材料、血液材料、遊離細胞などで本倫理委員会が承認した場合には、インフォームド・コンセン

トの手続きを特例的に省略できます。その際は、情報を開示して研究対象者が研究対象者となる

事を拒否出来るようにすることが必要となります。 
倫理委員会においては、このような場合、歯学研究科ＵＲＬへ情報を開示しております。 

 様式等は、「過去に採取し保存されている病理材料等の研究使用についての倫理委員会審査申請 
書（B）」（様式第２号）及び「ヒトを対象とした医学の研究、及び臨床応用についての倫理審査

申請書（ヒトゲノム・遺伝子解析研究）」（様式第 3 号）にあります。 
◆「疫学研究に関する倫理指針」（平成１９年８月１６日全部改正）（抄） 

第３．１（２）＜インフォームド・コンセントを受けない場合において、当該研究の実施について公開すべき

事項に関する細則＞ 

インフォームド・コンセントを受けない場合に、研究の実施について情報公開する場合は、以下の事項が含ま

れていること。なお、これらの事項については、研究計画書に記載すること。 

・ 当該研究の意義、目的、方法 

・ 研究機関名 

・ 保有する個人情報に関して、第４の１（10）②、（11）①、（12）①又は（13）の①若しくは② 

の規定による求めに応じる手続（（16）の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む） 

・ 保有する個人情報に関して、第４の１(17)の規定による、問い合わせ、苦情等の窓口の連絡先に関する情報

・ 第４の１(10)②の規定による利用目的の通知、(11)の規定による開示又は(14)の規定による理由の説明を行

うことができない場合は当該事項及びその理由 

◆「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成１７年６月２９日一部改正）（抄） 

第 4．13＜研究実施前提供試料等の利用＞ 

（４）Ｂ群試料等（試料等の提供時に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究における利用が明示されていない研究に

ついての同意のみが与えられている試料等）は、提供者又は代諾者等からヒトゲノム・遺伝子解析研究への利

用についての同意を受けない限り、原則として、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に利用してはならない。 

ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たすとともに、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、研究を行う機関

の長により許可された場合についてはこの限りでない。 

ア 連結不可能匿名化されていることにより、提供者等に危険や不利益が及ぶおそれがない場合 

イ 連結可能匿名化されており、かつ、Ｂ群試料等が提供された時点における同意が、ヒトゲノム・遺伝子解

析研究の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合であって、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の目

的を提供者に通知し、又は公表した場合 

＜Ｂ群試料等の利用に関する細則＞ 

第４の13（４）のイに関して、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の研究目的を提供者に通知し、又は公表すること

により、提供者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するそれがある場合、ヒトゲノム・遺伝

子解析研究の研究目的を提供者に通知し、又は公表することを要しない。 

（５）Ｃ群試料等（試料等の提供時に、研究に利用することの同意が与えられていない試料等）は、提供者又

は代諾者等からヒトゲノム・遺伝子解析研究への利用についての同意を受けない限り、原則として、ヒトゲノ
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ム・遺伝子解析研究に利用してはならない。 

ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たすとともに、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、研究を行う機

関の長により許可された場合についてはこの限りでない。 

なお、Ｂ群試料等であって、提供された時点における同意がヒトゲノム 

・遺伝子解析研究の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないものはＣ群試料等とみなす。 

ア 連結不可能匿名化されていることにより、提供者等に危険や不利益が及ぶおそれがない場合 

イ 連結可能匿名化されており、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たしている場合 

（ア）ヒトゲノム・遺伝子解析研究により提供者等に危険や不利益が及ぶおそれが極めて少ないこと。 

（イ）その試料等を用いたヒトゲノム・遺伝子解析研究が公衆衛生の向上のために必要がある場合であること。

（ウ）他の方法では事実上、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施が不可能であること。 

（エ）ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り、併せて提供者又は代諾者等に問い

合わせ及び試料等の研究への利用を拒否する機会を保障するための措置が講じられていること。 

（オ）提供者又は代諾者等の同意を得ることが困難であること。 

ウ 法令に基づく場合 

 

１１．臨床研究登録制度について 

臨床研究に関する倫理指針の改正により、下記に掲げる侵襲性を有する※研究については、いず

れかのデータベースに登録し公開することが義務付けられました。 

（１）介入を伴う研究であって、医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は治療方法に関する

もの 

（２）介入を伴う研究（①に該当するものを除く。） 

なお、登録先は以下となります。 

①大学病院医療情報ネットワーク研究センター（ＵＭＩＮ－ＣＴＲ） 

②日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ） 

③日本医師会治験促進センター 

倫理委員会においても申請書において、データベースへの登録有無について確認します。 

※「侵襲」の定義については、『「臨床研究に関する倫理指針」（改訂）についてのＱ＆Ａ』参照し

てください。 

◆臨床研究に関する倫理指針（平成２０年７月３１日全部改正）（抄） 

第２ ２ （５）研究責任者は、第１の３（１）①及び②に規定する研究であって、侵襲性を有するもの

を実施する場合には、あらかじめ、登録された臨床研究計画の内容が公開されているデータベース（国立

大学附属病院長会議、財団法人日本医薬情報センター及び社団法人日本医師会が設置したものに限る。）

に当該研究に係る臨床研究計画を登録しなければならない。ただし、知的財産等の問題により臨床研究の

実施に著しく支障が生じるものとして、倫理審査委員会が承認し、臨床研究機関の長が許可した登録内容

については、この限りではない。 

＜細則＞１．臨床研究機関の長等が研究責任者に代わって登録する場合が想定されるが、その場合、登録

の責務は研究責任者にある。 

２．共同臨床研究機関が存在する臨床研究の場合においては、一の臨床研究機関の研究責任者が、他の臨

床研究機関の研究責任者を代表して登録することができる。その場合、当該臨床研究を行うすべての臨床

研究機関に関する情報が登録内容に記載されていなければならない。 

第２ ３（13）臨床研究計画等の公開 

臨床研究機関の長は、２（５）の登録がなされ、臨床研究計画及び臨床研究の成果の公開が確保されるよ

う努めるものとする。 

 

１２．補償制度について 

臨床研究に関する倫理指針の改正により、「介入を伴う研究であって、医薬品又は医療機器を用
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いた予防、診断又は治療方法に関するもの（体外診断を目的とした研究を除く。）」を実施する場

合には、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のために、保険

その他の必要な措置を講じること及び被験者からインフォームド・コンセントを受けることが義

務付けられました。 

 また、上記以外の介入を伴う研究については、インフォームド・コンセントにおいて補償の有

無を説明する必要があり、観察研究にあたっては、試料等の採取が侵襲性を有する場合には、補

償のための保険等必要な措置の有無等十分な説明の上、インフォームド・コンセントを取得する

必要があります。 

倫理委員会における申請書においても当該事項について明記されているか確認しますので、該

当する場合には説明願います。 

なお、「補償」についての考え方は、『「臨床研究に関する倫理指針」（改訂）についてのＱ＆Ａ』

の Q2-3,Q2-4 等が参考になります。 

◆臨床研究に関する倫理指針（平成２０年７月３１日全部改正）（抄） 

第２ １（４）研究者等は、第１の３（１）①に規定する研究（体外診断を目的とした研究を除く。）を実施す

る場合には、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のために、保険その他の必

要な措置を講じておかなければならない。 

＜細則＞その他必要な措置は、例えば、健康被害に対する医療の提供及びその他の物又はサービスの提供をいう。

第４ １ （３）第１の３（１）①に規定する研究（体外診断を目的とした研究を除く。）を実施する場合には、当該臨床研

究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のための保険その他の必要な措置の内容について、事前に十分な説 

明を行い、被験者の同意を受けなければならない。 

＜細則＞臨床研究に関連して被験者に健康被害が生じた場合の補償のための保険等必要な措置は、必ずしも研究

者等による金銭の支払いに限られるものではなく、健康被害に対する医療の提供及びその他の物又はサービスの

提供という手段が含まれるものである。（略） 

 

１３．重篤な有害事象及び不具合等の報告について 

実施責任者は、臨床研究に関する「重篤な有害事象」※１及び不具合等の発生を知ったときは、

直ちにその旨を歯学研究科長に報告する必要があります。 

 具体的には、歯学研究科庶務係に「重篤な有害事象及び不具合等報告書」（様式第９号） 

を１部提出願います。 

報告を受けた歯学研究科長は、倫理委員会に報告し、意見聴取を行い、必要な措置を講じるこ

とになります。 

 なお、臨床研究に関する重篤な有害事象及び不具合等のうち、「予期しない」※２ものについて

は、学内における対応状況・結果を公表するとともに、厚生労働大臣等に結果を報告します。 

 

○重篤な有害事象及び不具合等への対応方法 
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歯学部・歯学研究科
庶務係

歯学研究科長
・必要な措置を講じる 倫理委員会

厚生労働大臣等

重篤な有害事象・不具合
等報告＝発生後直ちに

報告

意見

・重篤な有害事象・不具合等のうち「予期しない」
ものについては対応状況・結果を公表するととも
に逐次報告

共同臨床研究機関 共同臨床研究機関

周知

効果安全性
評価委員会

場合に応じて設置

評価

総長

実施責任者

担当理事又は副学長

 

※１ 重篤な有害事象について、『「臨床研究に関する倫理指針」（改訂）についてのＱ＆Ａ』Q2-6

①にて下記のとおり考え方が示されております。 

 

① 重篤な有害事象 

有害事象の定義については、治験に関するICHのガイドラインにおける次のような定義を参考にします。 

「医薬品が投与された患者または被験者に生じたあらゆる好ましくない医療上のできごと。必ずしも当該医薬

品の投与との因果関係が明らかなもののみを示すものではない。つまり有害事象とは、医薬品が投与された 

際に起こる、あらゆる好ましくない、あるいは意図しない徴侯（臨床検査値の異常を含む）、症状、または病

気のことであり、当該医薬品との因果関係の有無は問わない。」（「治験中に得られる安全性情報の取り扱い

について」平成7年3月20日薬審227号厚生省薬務局審査課長通知）ただし、薬物等を投与しない介入研究の 

場合には、「医薬品」を「介入」に読み替えて対応いただきたいと思います。 

ICH のガイドラインの定義においても、重篤な有害事象または副作用とは、医薬品が投与された（投与量に 

かかわらない）際に生じたあらゆる好ましくない医療上のできごとのうち、以下のものを言うと定義されてい

ます。 

a．死に至るもの 

b．生命を脅かすもの 

c．治療のため入院または入院期間の延長が必要となるもの 

d．永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの 

e．先天異常を来すもの 

この他、特定の疾患領域において、国際的に標準化されている有害事象評価規準等がある場合においては、臨

床研究計画書に記載した上で、その基準を参考として運用することも考えられます。 

重篤度の評価においては、以上の考え方が参考になると考えられます。 
 

※２ 予期しない重篤な有害事象について、『「臨床研究に関する倫理指針」（改訂）についてのＱ
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＆Ａ』Q2-6②にて下記のとおり考え方が示されております。 

②予期しない重篤な有害事象の考え方 

ICHのガイドラインにおいては、次のように定義されており、この考え方が参考になると考えられます。 

「「予測できない」副作用とは、副作用のうち、治験薬概要書に記載されていないもの、または記載され 

ていてもその性質や重症度が記載内容と一致しないものを言う。ある有害事象または副作用が予測でき 

るか否かの判断は、次のような資料または状況に基づいて行われる。 

・ 世界中のいかなる国においても市販されていない医薬品については、治験薬概要書が 

基本的な資料となる。 

・ 既知で治験薬概要にも記載されている重篤な副作用でも、その特殊性や重症度に関して必要な情報が加わ

るような報告は予測できない事象とみなす。例えば、治験薬概要書に記載されている以上に特定されている（限

定的）か，または重症である事象は予測できないものと考える。例えば、急性腎不全に対する間質性腎炎の追

加報告や、肝炎に対する劇症肝炎の追加などである。」 

既承認の医薬品等に係わる臨床研究の場合は、治験薬等概要書の代わりに、添付文書等の情報を参考にするこ

とができると考えられます。また、その他の手術手技・放射線治療等に係わる臨床研究で治験薬等概要書・添

付文書に相当するものが存在しない場合には、危険及び必然的に伴う心身に対する不快な状態として臨床研究

計画書に記載された情報に基づき判断することになると考えられます（第2(1)＜細則＞ロ参照）。 

 

１４．各種報告について 

実施責任者は、承認された A申請及び B申請課題については、毎年６月末までに、「臨床研究の

進捗状況報告書」（様式第８号）にて前年度の臨床研究の進捗状況並びに有害事象及び不具合等の

発生状況を医学系研究科長に報告しなければなりません。 

また、実施責任者は、承認されたヒトゲノム・遺伝子解析研究課題については、毎年６月末ま

でに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況に関する報告書」（様式第１０号）にて前年度の実

施状況を歯学研究科長に報告しなければなりません。 

なお、重篤な有害事象及び不具合等については、「１５．重篤な有害事象及び不具合等の報告に

ついて」に記載したとおり、「重篤な有害事象及び不具合等報告書」（様式第９号）に定めるとお

り直ちに書面にて歯学研究科長に報告する必要がありますので、注意願います。 

 

１５．講習について 

実施責任者、研究分担者は、臨床研究を行うにあたって倫理委員会の講習を受講する必要があ

ります。 

講習の受講は、歯学研究科 FD（平成 21 年 8 月 28 日に実施）における講習の DVD 全編を確実に

閲覧することで受講証を発行しますので、受講希望者（研究倫理申請者）は歯学研究科庶務係に

受講申請してください。 

 

なお、下記は他機関における研究プログラムで受講義務を有するものではありませんが、参考

までにお知らせします。 

（１）ICR web （厚生労働科学研究費補助金による研究事業として作成された臨床研究教育のた

めの教育ウェブサイト） 

URL：  http://icrweb.jp/icr/ 

（２）日本医師会治験促進センター 「臨床試験のための e Training Center」（治験・臨床研究

のための教育ウェブサイト） 

URL：  https://etrain.jmacct.med.or.jp/ 

 

その他、学内における臨床研究の倫理に関するセミナー等には以下のようなものがあります。 

（下記は、倫理申請をするために受講が義務付けられているものではありません。） 
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（１）治験センター・セミナー（毎年夏に開催） 

（２）利益相反マネジメントに関するセミナー（毎年 11－12 月に開催） 

（３）MCS コース（薬学研究科応用医療薬学特論、トランスレーショナルリサーチ特論 2、国際高

等研究教育員特論）(毎年 4－7月に開催) 

 

１６．本手順書の適用時期について 

本手順書は、平成２２年２月１５日以降の審査より適用します。 

なお、平成２０年度内に承認された案件の持ち回り審査についても２１年度以降に申請した場

合は新様式を使用してください。 

軽微な変更による持ち回り審査は、変更箇所にアンダーラインを引くことになっておりますが、

様式の変更に伴い表記を変更せざるを得ない箇所におきましては、アンダーラインを引くことを

徹底すると却って煩雑で見づらくなりますので、アンダーラインを引く必要はありません。アン

ダーラインは内容の変更箇所にのみ引いてください。 

 

 




