
【臨床研究　審査依頼～研究実施までの流れ】

開催日 申請締切
徳洲会グループ
共同倫理審査委員会

毎月　第1水曜日 開催日の2週間前

院内倫理委員会 偶数月　第3木曜日
一次締切：開催月の前月の15日
二次締切：開催月の前月末日

申請者 倫理委員会事務局
倫理委員会（EC）申請資料
　①福岡徳洲会病院倫理審査申請書
　

　②研究実施計画書
　③同意説明文書（必要時）
　④症例報告書（見本）（事務局より提出依頼があった場合）
　
　⑤履歴書（研究様式1）

　⑥研究費用概算書（研究様式3）

　⑦臨床研究の利益相反に関する自己申告書（利益相反様式1）

　⑧トレーニング受講修了証
　※⑤、⑥は共同EC申請時のみ必要

　　　　　　　連絡先
　　　　　　　　一次締切：
　　　　　　　　　治験センター　溝田（内線・2048）

　　　　　　　　二次締切：
　　　　　　　　　治験センター　溝田・荒木（内線・2048）
　　　　　　　　　院長室　鳥飼（内線・1471）

一次締切まで

・臨床研究の実施を予定している旨を事務局へ連絡す

る。 
・申請資料①を参照して必要資料・審議を要するECを

確認し、その時点で提出可能な申請資料を提出する。 

【共同EC＋院内ECでの審査】→申請資料①～⑦を作成 
○侵襲を伴う研究（軽微な侵襲を伴う研究であって介

入を行わない研究を除く） 
○広告のためのデータを収集する研究 
○ヒトゲノム・遺伝子解析研究 
 
【院内ECのみの審査】→申請資料①～④、⑦を作成 
○軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わない研究 
○侵襲を伴わない研究 

・臨床研究の概要、提出された申請資料の内容を確認。 
・対象となるECを確認。 

書類の追加・修正等対応が必要な事項が 
あれば申請者へ連絡。 

施設の研究責任者は以下のア）～エ）の内、2項目を満

たしていること。ただし、介入又は侵襲を伴わない場合

は1項目を満たしていること。 
 ア）治験責任医師の経験を有すること（過去2年以内） 
 イ）徳洲会グループ指定の研修を受講していること 
 ウ）指定するICRwebのeラーニングを受講し、 
   テストに合格していること 
 エ）指定するICRwebのビデオ研修を受講していること 
 http://www.icrweb.jp/ 

0AO 

0AO 

0AO 

0AO 

様式1-
1_150420.docx

研究様式1【履歴
書】_151201.doc

manegiment_yo
shiki1_2015.doc

費用概算表.xls

http://www.icrweb.jp/
http://www.f-toku.jp/introduction/iinkai/rinrishinsei.docx
http://www.f-toku.jp/introduction/iinkai/rirekisyo.docx
http://www.f-toku.jp/introduction/iinkai/shinsairai.xlsx
http://www.f-toku.jp/introduction/iinkai/manegement.docx


二次締切まで

EC開催

EC翌日～

徳洲会グループ共同EC and/or 院内EC
＊申請者または施設研究責任者は出席し、研究の概要を説明する。

・事務局からの連絡事項に対応。 
・一次締切時に不足資料があった場合には不足資料を

提出。 

・申請資料の最終確認。 
【共同ECへ申請する場合】 
・審査依頼書（共同倫理様式1）を作成。 
・研究費用概算表を院長へ提出し、承認を得る。 

【共同EC】 
・申請資料を未来医療研究センターへ提出。 
【院内EC】 
・審議資料を委員へ配布。 

【共同EC】 
・未来医療研究センターより結果通知書を受領し、申

請者へ通知。 
【院内EC】 
・福岡徳洲会病院倫理委員会審査結果報告書（様式

3）を作成し、院長へ報告。 
・福岡徳洲会病院倫理委員会審査通知書（様式4）を

作成し、申請者へ通知。 

結果通知書を受領。 
【共同EC】 
・承認→研究を開始。 
     ＊企業・基幹施設との契約が必要な場合は 
       契約締結後、研究開始。 
・条件付承認→条件に対応し、提出。 
・却下→内容により対応を検討。 
・保留→次回審査の結果を待つ。 
【院内EC】 
・承認→研究を開始。 
     ＊企業・基幹施設との契約が必要な場合は 
       契約締結後、研究開始。 
・条件付承認→条件に対応し、提出。 
・不承認→内容により対応を検討。 
・保留→次回審査の結果を待つ。 

【共同EC】 
・条件付承認→提出された修正内容を未来医療研究

センターへ提出。修正内容を共同EC委員長が確認後、

確認書を受領。確認結果を申請者へ通知。 
・却下→内容により対応を検討。 
・保留→継続審査。 
【院内EC】 
・条件付承認→修正内容を確認後、確認結果を申請者

へ通知。 
・不承認→内容により対応を検討。 
・保留→継続審査。 

結果確認後、研究を開始。 
＊企業・基幹施設との契約が必要な場合は契約締結

後、 研究開始。 

http://www.icrweb.jp/
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（様式1-1）

福岡徳洲会病院倫理審査申請書（初回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成     年     月     日

（受付番号　　　　　　　　　　）

※受付番号は事務局にて記載

福岡徳洲会病院倫理委員会委員長　殿

申請者　　     　　　印

所属　　     　　　　　　

職名　　     　　　　　　



下記の通り、申請いたします。



		1．研究課題名

		     



		2．施設研究責任者

		所属・職名：     

		氏名：     



		

		＜徳洲会グループにおける臨床研究責任者の要件＞

|_|治験責任医師の経験を有する（過去2年以内）

|_|徳洲会グループが指定する研修を受講している

|_|ICR web（http://www.icrweb.jp/）のeラーニング（臨床研究の基礎知識コース）を受講している



※以下は事務局が記載

|_|要件を満たすことを確認した

|_|要件を満たさないことを確認した

コメント：



		3．研究代表者

※共同研究の場合は記載

		施設名：     

職名：     

氏名：     



		4．施設共同研究者

		(1) 氏名　     　　　所属      　　　職名      

(2) 氏名　     　　　所属      　　　職名      

(3) 氏名　     　　　所属      　　　職名      

(4) 氏名　     　　　所属      　　　職名      

(5) 氏名　     　　　所属      　　　職名      







		4．研究の種類



		|_|人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に基づいて実施する研究は該当する委員会にチェックください



		

		侵襲

		介入*1

		人体採取試料

		試料・情報*2

の

新規 or 既存

		ICの手続

		委員会

		責任者

要件

		研究の例

		



		

		侵襲あり

*3

		介入あり

		不問

		新規

		文書

		|_|共同及び

院内

		2項目

		未承認の医薬品・医療機器を使用する研究

既承認医薬品・医療機器を適応外使用する研究

健常人を対象とする医療行為を伴う研究

その他通常の診療行為を越える医療行為を行う研究

研究対象者を2群以上に割付けを行う研究

従前受けている治療方法を研究目的で一定期間継続する研究

		



		

		

		介入なし

		不問

		新規

		文書

		|_|共同

及び

院内

		

		終日行動観察を行う研究

		



		

		軽微な

侵襲あり

*4

		介入あり

		不問

		新規

		文書

		|_|共同

及び

院内

		

		未承認の医薬品・医療機器を使用する研究

既承認医薬品・医療機器を適応外使用する研究

健常人を対象とする医療行為を伴う研究

その他通常の診療行為を越える医療行為を行う研究

研究対象者を2群以上に割付けを行う研究

従前受けている治療方法を研究目的で一定期間継続する研究

		



		

		

		介入なし

		不問

		新規

		文書

		|_|院内

		1項目

		咽頭ぬぐい液を検体とする体外診断薬を用いた研究

		



		

		侵襲なし

		介入あり

		あり

		新規

		文書　or

口頭＋記録

		|_|院内

		

		食品を用いる研究

うがい効果の有無の検証等の生活習慣に係る研究

日常生活レベルの運動負荷をかける研究

		



		

		

		

		なし

		新規

		

		

		

		

		



		

		

		介入なし

		あり

		新規

		文書　or

口頭＋記録

		|_|院内

		

		唾液の解析研究

		



		

		

		

		

		既存

		文書　or

口頭＋記録

（例外あり）

		|_|院内

		

		残余検体の解析研究

		



		

		

		

		なし

		新規

		文書　or

口頭＋記録 or

オプトアウト*5

		|_|院内

		

		匿名のアンケートやインタビュー調査

		



		

		

		

		

		既存

		文書　or

口頭＋記録 or

オプトアウト

（例外あり）

		|_|院内

		

		通常の診療記録を用いた研究

		



		

		*1：研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む）の有無又は程度を制御する行為（通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む）をいう

*2：研究計画書作成後に取得された試料・情報であっても、研究目的でない通常診療において取得された試料（残余検体）・情報は「既存」として扱う。研究目的に使用する検体を通常診療検体採取時に上乗せして採取する場合は「新規」となる。

*3：穿刺・切開等、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担を生じさせること

*4：採血・放射線照射；一般健康診断で行われる採血や胸部単純X線撮影等と同程度である場合

　　穿刺・切開・採血；通常診療に上乗せして研究目的で穿刺、切開、採血量を増やす等がなされる場合において、追加に生じる傷害や負担が相対的にわずかである場合

　　造影剤を用いないMRI撮像で長時間に及び行動の制約等がない場合

　　質問票による調査で、研究対象者に精神的苦痛等が生じる内容を含むことを予め明示して、研究対象者が匿名で回答又は回答を拒否することができる等、十分な配慮がなされている場合

*5：あらかじめ情報を通知・公開し、研究対象者等が拒否できる機会を保障する方法

		



		

|_|ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理指針に基づいて実施する研究　

⇒共同倫理審査委員会及び院内倫理委員会へ申請ください



|_|広告のためのデータを収集する研究（介入・侵襲の有無を問わず）　

⇒共同倫理審査委員会及び院内倫理委員会へ申請ください



		6．申請資料（添付書類）



				

		



		該当資料

		作成日/版数



		|_|実施計画書（実施要綱）

※必須。

		     



		|_|同意説明文書　

※必要時。必要としない場合、「21」に具体的な対応を記載する。

		     



		|_|症例報告書

※侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって、介入を行うものは必須。

		     



		|_|その他（　     　）

		     









		7．研究登録（介入を伴う研究の場合は必須）



		登録（予定）データベース

|_|UMIN臨床試験登録システム＜UMIN-CTR＞　　　　　　　 登録ID：     

|_|日本医薬情報センター＜JapicCTI＞　　　　　　　　　　　　　登録ID：     

|_|日本医師会＜JMACCT＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録ID：     



		8．遵守すべき倫理指針



		|_|人を対象とする医学系研究に関する倫理指針　　　|_|ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理指針

|_|その他（     ）



		9．共同研究施設の有無及び他施設での審査状況



		1．共同研究施設

|_|なし　　　|_|あり（共同研究施設の一覧を添付する）

2．他機関等による審査状況（多施設共同研究の場合に記入）

|_|代表施設を含む他施設で承認済み　※代表施設の審査結果通知書を添付

|_|当院承認後、各施設で審査予定 

|_|他施設の審査を当院で行う（当院が代表施設の場合のみ可能）※別途他施設審査依頼が必要

|_|その他（具体的に：     ）



		10．研究目的・背景（具体的に記載）



		











		11．研究方法（研究デザイン）



		











		12．研究対象者



		1．対象疾患名：     

2．対象年齢：     

　　その他、研究対象者に関する基準の詳細は実施要網等を添付する。

3．予定研究対象者数：当院　     　例　（全体　     　例）



		13．実施場所および実施期間



		1．実施場所　|_|外来　|_|病棟　|_|その他《　     　　》

2．実施期間　倫理委員会承認後～     年     月     日

登録　|_|あり　|_|なし

登録期間：     年     月     日まで



		14．本研究を実施することでの医学上の貢献



		



		15．本研究に参加した患者および参加しなかった患者の受ける予想される利益および不利益



		



		16．医薬品・医療機器等の情報



		※市販薬・機器を使用する場合は、添付文書を添付ください。

※添付文書の用法用量と異なる場合は、適応外にチェックをつけてください。

		使用する医薬品

または医療機器名

		製造・販売会社名

		研究対象における承認状況



		

		

		|_|適応内　　|_|適応外　　|_|国内未承認　　|_|国外未承認



		

		

		|_|適応内　　|_|適応外　　|_|国内未承認　　|_|国外未承認



		

		

		|_|適応内　　|_|適応外　　|_|国内未承認　　|_|国外未承認



		

		

		|_|適応内　　|_|適応外　　|_|国内未承認　　|_|国外未承認









		17．院内における個人情報の取り扱い



		匿名化の方法

|_|「連結可能匿名化」を行い、個人情報を保護する

（研究対象者のデータや検体から氏名等の個人情報を削り、代わりに新しく符号又は番号をつけて匿名化を行う。研究対象者とこの符号（番号）を結びつける対応表は外部に漏れないように厳重に保管する。多施設共同研究の場合は各施設で管理する）　　　

|_|「連結不可能匿名化」を行い、個人情報を保護する

（研究対象者のデータや検体から氏名等の個人情報を削り、代わりに新しく符号又は番号をつけて匿名化を行う。研究対象者とこの符号（番号）を結びつける対応表は作成しない） 

|_|匿名化せず個人情報を利用する

（理由：     ）

（管理方法：     ）

|_|その他（具体的に：     ）



		18．院内個人情報管理者　※施設研究責任者と異なる場合記載する。



		　氏名：     　　　　　　　　　　　　　所属：     



		19．情報（診療情報・症例報告書等）の利用と保存



		1．情報の利用：|_|あり　|_|なし（※ない場合は以下の記載は不要）

1)情報の分類　※複数該当する場合は、複数チェックを入れてください

|_|すでに収集された診療情報（検査結果のデータ・画像等）を利用する（既存情報）

|_|研究開始後に研究目的でない医療において取得された診療情報を利用する（既存資料）

|_|研究開始後に研究に用いることを目的として診療・検査等で収集する（新規情報）※研究目的でない医療に上乗せする場合はこちらに該当する



2)情報の提供について（共同研究の場合）

　①他施設に（|_|提供する　　|_|提供しない）

　　※提供する場合、提供先をチェックし、複数該当する場合は、複数チェックを入れてください

|_|他施設（共同研究施設）

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

|_|企業(共同研究施設以外。具体的に：     ）

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

|_|その他（具体的に：     ）

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

②他施設から（|_|提供を受ける　　|_|提供を受けない）



2．研究終了後の診療情報より得た情報（症例報告書等）の保存について

|_|研究対象者のデータは完全に廃棄する（電子データについては完全に消去する）

|_|研究対象者のデータは個人情報を厳重に管理（匿名化など）した上で保存する

　　　（保存期間：　|_|      年     月     日まで |_| 研究終了後　     年間）

（保管場所：　|_|治験センター　|_|その他　具体に：     ）

|_|その他（具体的に：     ）



		20．試料（検体）の利用と保存



		1．試料の利用：|_|あり　|_|なし（※ない場合は以下の記載は不要）

１）試料の種類　※血液の場合は1回量と回数を記載してください

     

　　　（例　　血液○mL・○回、尿、骨髄液、○○組織等）

2)試料の分類　※複数該当する場合は、複数チェックを入れてください

|_|過去に採取された試料を利用する（既存試料）

|_|包括同意あり(具体的に：     ）※同意を得た説明文書・同意書を添付ください

|_|その他（詳細：     ）※同意を得た説明文書・同意書を添付ください

|_|研究開始後に採取する試料を利用する

※複数該当する場合は、複数チェックを入れ、空欄に具体的な試料名を記載してください

|_|残余検体（診断・治療等に必要な検査等のために採取される試料のうち、残余（医療廃棄物として処分されるもの）を使用する）⇒既存試料

|_|余分検体（試料の採取は、研究対象者の診断・治療に必要な検査等を実施する際に、研究に使用する量を増量して行う）（具体的に：     ）⇒新規試料

|_|研究検体（試料の採取は、本研究を実施するためだけに行う）⇒新規試料

（具体的に：     ）

3)検査の外部機関等への委託

|_|外部検査機関へ委託しない

|_|外部検査機関へ委託する

　　委託先：     

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

4)試料の提供について

　①他施設に（|_|提供する　　|_|提供しない）

　　※提供する場合、提供先をチェックし、複数該当する場合は、複数チェックを入れてください

|_|他施設（共同研究施設）

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

|_|検査機関（|_|検査の委託先と同じ　|_|その他　具体に：     ）

　　匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

|_|企業(共同研究施設以外。具体的に：     ）

匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

|_|その他（具体的に：     ）

　　匿名化の種類：|_|連結可能匿名化　|_|連結不可能匿名化　|_|匿名化なし（理由：     ）

②他施設から（|_|提供を受ける　　|_|提供を受けない）

③|_|その他（具体的に：     ）



2．研究終了後の試料の保存について

|_|研究終了後は試料を廃棄する

|_|研究対象者の同意を得て研究終了後も保存する

　（保存する理由：     ）

　（保存する場所：|_| 院内　|_| 他施設：     ）

　（保存する期間：|_|      年     月     日まで |_| 研究終了後     年間　|_| 他施設の規定に準ずる|_|その他     ）

　　　※保存する場合は、包括同意説明文書・包括同意書・同意撤回書を作成し提出ください

|_|その他（具体的に：     ）



		21．インフォームド・コンセントの手続（インフォームド・コンセント／アセントの有無）



		※複数該当する場合は、複数チェックを入れてください

|_|研究対象者本人から、インフォームド・コンセントを得て研究を行う

|_|文書にて説明し、文書にて同意

|_|文書または口頭にて説明し、口頭にて同意を得て、カルテに説明内容・同意の記録を残す

|_|その他（具体的に：     ）

|_|研究対象者本人から、インフォームド・アセントを得て研究を行う（22．に記入）

|_|文書にて説明し、文書にて同意

|_|文書または口頭にて説明し、口頭にて同意を得て、カルテに説明内容・同意の記録を残す

|_|その他（具体的に：     ）

|_|代諾者から、インフォームド・コンセントを得て研究を行う（23．に記入）

|_|文書にて説明し、文書にて同意

|_|文書または口頭にて説明し、口頭にて同意を得て、カルテに説明内容・同意の記録を残す

|_|その他（具体的に：     ）

|_|親権者等に対するオプトアウト

|_|インフォームド・コンセントを省略して研究を行う（24．に記入）



		22．研究対象者本人からインフォームド・アセントを得る場合



		1．研究対象者が、研究を実施されることについて自らの意向を表することができると判断した理由を記載してください







		23．代諾者等からインフォームド・コンセントを得る場合



		1．代諾者の選定方針

　※代諾者として選定可能な者については、以下①②より選択してください

　※死亡した研究対象者の代諾者として選定可能な者については、以下②より選定してください

|_|①研究対象者の法定代理人であって、研究対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる者

|_|②研究対象者の配偶者、成人の子、父母、又はそれらに準ずる者



2．代諾者を必要とする理由

|_|研究対象者が未成年

|_|十分な判断力のない成年者

|_|意識のない成年者

|_|病名に対する配慮が必要な成年者

|_|死亡した研究対象者

|_|その他（具体的に：     ）



3．本研究に代諾者が必要な者の研究参加が必要不可欠な理由を記載してください







		24．インフォームド・コンセントを省略して研究を行う場合の措置



		　※該当する全ての項目にチェックを入れてください

|_|研究開始前に以下の情報を、院内掲示または当院のHP上で公開し、研究対象者が参加することを拒否できるようにする（オプトアウト）

①研究の概要

②研究機関の名称並びに研究機関の長及び研究責任者の氏名

③研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる旨並びにその入手・閲覧方法

④個人情報の開示に係る手続き

⑤利用目的の通知、開示又は請求者の求めと異なる措置をとる旨の説明を行うことが出来ない場合は当該事項及びその理由

⑥研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応に関する情報、



|_|情報を公開しない（理由：     ）



|_|その他（具体的に：     ）



		25．登録票・同意書等の保管管理



		|_|治験センター

|_|研究実施診療科（担当者名：     、     年     月現在）

|_|その他（     ）



		26．倫理審査関係書類の保管・管理



		|X|治験センター



		27．研究対象者が負担する費用



		|_|診療費用を含め全額研究費で賄う

|_|通常診療通り

　　　　　|_|通常診療範囲内での研究のため

　　　　　|_|研究に伴う費用は研究費等で賄うため

|_|研究参加に伴う研究対象者一部負担あり（内容     ）

|_|全額研究対象者負担



		28．研究等に伴い研究対象者に健康被害等の重篤な有害事象が生じた場合の補償



		|_|有害事象は生じ得ない（その理由：     ）

|_|保険診療による対応

|_|病院負担による対応

|_|本研究に関与する企業・団体等が補償する

|_|臨床研究保険に加入

|_|その他（具体的に：     ）



		29．研究等に係る資金源　※研究費用概算表（共同倫理審査委員会　別添3）を添付する。



		|_|共同研究経費・受託研究経費（具体的に：     ）

|_|公的資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　

|_|委任経理金（奨学寄附金）（名称：     ）

|_|診療科研究費(病院負担)の使用を要する

病院長決裁額を超える：	|_|いいえ

	|_|はい　　⇒共同倫理委員会承認後、最高幹部会へ提出ください	

|_|その他（具体的に：     ）



		30．本研究等と企業・団体との関わり（資金・物品・役務・労務等の提供、研究者の受入等、全てを含む）



		|_|本研究に企業・団体等は関与しない

⇒利益相反自己申告書（概要）を提出ください



|_|共同研究として実施（相手先：     ）

|_|受託研究として実施（相手先：     ）

|_|本研究に関与する企業・団体等はあるが，共同研究・受託研究として実施しない

相手先：     

関与の具体的内容：     

⇒利益相反自己申告書（概要）及び必要に応じ（詳細）を提出ください



		23．利益相反申告書



		|_|利益相反に関する自己申告書（概要）

|_|利益相反に関する自己申告書（概要）及び（詳細）
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