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  附則 

 本手順書は令和 3 年 9 月 1 日をもって廃止する。ただし、廃止日以前に IRB に申請さ

れている案件については、なお従前の例による。 



- 1 -  

目 次 

 

 1.はじめに                      ------------ 2 

  

 2.委員会の審査                  ------------ 2 

(1)審査事項 

(2)対象研究 

 

 3. 委員会の設置および構成      ------------ 2 

(1)設置および構成 

(2)成立要件 

 

 4.申請区分                    ------------ 2 

 

 5.審査の方法                  ------------ 2 

(1)判定 

(2)議決要件 

(3)結果 

 

 6.承認後の報告等              ------------ 3 

(1)定期報告 

(2)自己点検 

(3)有害事象への対応 

(4)中止報告 

(5)終了報告 

 

 7.委員会の運営                 ------------ 4 

(1)開催日 

(2)迅速審査 

(3)緊急審査 

 

 8. 記録の管理及び公開         ------------ 4 

 

 9. 健康被害への補償について     ---------- 5 

 

10. 臨床研究における利益相反について     -- 5 

 

11. 申請書受付から審査結果通知までのながれ -- 6 

 

〈参考〉 

・重篤な有害事象への対応方法 

・医薬品等臨床研究審査委員会申請書類



- 2 -  

１．はじめに 

弘前大学医学部附属病院医薬品等臨床研究審査委員会（以下，IRB）の運営及び研究者主

導臨床研究の審査に関する手順及び記録の保存方法については，本手順書に定めるものと

する。IRBの庶務は医学部附属病院臨床試験管理センター（以下，担当事務）において行う。 

 
２．委員会の審査 

（１）審査事項 

弘前大学医学部附属病院において常勤研究者の主導により実施される臨床研究が，医の

倫理に関するヘルシンキ宣言及び人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の趣旨に沿

って倫理的配慮の下に行われるかどうかについて，倫理的観点及び科学的観点から審査を

行う。 

 

（２）対象研究 

IRB において審査の対象とする研究は，「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

において侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究と定義されるもの，ならびに

製造販売業者等との契約に基づく医薬品等の有効性及び安全性に関する市販後調査（医薬

品医療機器等法による規制を受けないもの）とする。ただし，厚生労働省が医薬品・医療

機器として承認していない資材の評価を行う研究は審査の対象としない。 

 
３．委員会の設置および構成 

（１） 設置および構成 

別途「弘前大学医学部附属病院医薬品等臨床研究審査委員会規程」に定める。なお，設

置者たる弘前大学医学部附属病院長（以下、病院長）は IRB委員にはなれない。 

 

（２） 成立要件 

IRB は，過半数の委員の出席をもって成立する。但し，その出席委員の中には人文・社

会科学の有識者および研究対象者の観点を含めて一般の立場を代表する者が少なくとも 1

名、かつ、国立大学法人弘前大学に所属しない者が複数含まれていなければならない。ま

た、男女両性で構成されなければならない。 

 

４．申請区分 

申請区分は，次のとおりとする。 

１）新規、２）申請内容変更、３）再審査 

 

５．審査の方法 

侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の審査は，申請者（又は代理者）に IRB への出

席を求め，申請者（又は代理者）から研究計画の概略についての説明を受けた上で審査を

行う。 

 

（１）判定 

審査結果の判定は，次の各号のいずれかとする。 

１）承認 
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承認された研究期間内において研究実施を認める。 

２）条件付き承認 

IRB の意見を遵守することを条件に実施を認める。意見については，申請者に文書 

で通知する。修正後の申請書類の提出をもって研究実施を認める。 

３）再審査 

IRB の意見に沿うように，申請書等の修正，実施方法の再検討を求める。意見につい

ては，申請者に文書で通知する。 

４）承認不可 

倫理的に大きな問題があり，研究実施を認めない。 

 
（２）議決要件 

IRB では出席委員の全員一致をもってその意見とする。採決にあっては，審査に参加し

た委員のみが採決への参加を許されるものとする。IRB は，審議や採決をする時には申請

者と密接な関係にある委員，病院長，当該研究と関連する組織と関係のある委員等を除く。

但し，申請者等はその関与する試験について IRBに出席し情報を提供することは許される。 

 

（３）結果 

審査結果は，委員長から病院長へ答申し，申請者へは病院長から文書にて通知する。結

果が（１）の２）～４）と判定された場合には，IRB において申請者へ通知する内容（条

件）を協議し，最終的に委員長が確認の上，申請者へ通知する。 

 

６．承認後の報告等 

（１）定期報告 

申請者は，毎年３月に「定期報告書（IRB 様式 4）」を提出する。IRB では，提出された

報告書により，研究の進行状況を確認する。報告内容によっては研究者に指導等を実施し，

病院長へ報告する。 

 

（２）自己点検 

申請者は，毎年３月に「チェックシート（IRB 様式 5）」を提出する。IRB では，提出さ

れたチェックシートにより，全研究の自己点検評価を確認し，医学部附属病院における研

究について自己評価を行い，病院長に報告する。また，評価内容によっては改善を行う。 

 

（３）有害事象への対応 

臨床研究において重篤な有害事象が生じた場合は，「弘前大学医学研究科，大学院保健

学研究科および医学部附属病院において実施される臨床研究・治療に関する重篤な有害事

象への対応方法について」に基づき対応する。 

 

（４）中止報告 

申請者は，現在実施している研究課題について，研究を中止した場合には，「臨床研究

中止報告書（IRB 様式 6）」を提出する。IRB では，報告書により研究の中止状況を確認す

る。内容によっては研究者に指導等を実施し，病院長に報告する。 
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（５）終了報告 

申請者は，研究期間を終了した場合は，終了後半年以内に「臨床研究終了報告書（IRB

様式 7）」を提出する。提出された報告書は，委員長が確認の後，IRBで報告する。 

 
７．委員会の運営 

（１）開催日 

原則として，２月と８月を除く月１回開催する。 

開催にあたっては，あらかじめ担当事務から原則として１週間前に文書で委員長および

各委員に通知するものとする。 

申請書類提出期限は，原則として毎月１０日とする。ただし，臨床研究利益相反マネジ

メント委員会での審査を必要とする場合は，当該委員会が定める期限とする。 

 

（２）迅速審査  

IRB は，進行中の臨床研究に関わる軽微な変更，ならびに院内製剤（クラス I に分類さ

れるものを除く）の使用許可申請について，委員長が少なくとも１人以上の委員とともに

次のように迅速審査を行うことができる。なお，委員長が当該迅速審査の対象となる臨床

研究の関係者である場合は，他の委員を指名して代行させる。 

１）委員長は，迅速審査の対象か否かを判断する。 

２）委員長と少なくとも１人以上の委員は審査事項の内容により審査方法を決定し，前

記 5.に従って判定し，病院長に報告する。採決は構成員全員の合意とする。 

３）委員長は，次回の IRBで審査の内容と判定結果を報告する。 

軽微な変更とは，臨床研究の実施に影響を与えない範囲で，変更により生ずる危険

性が，被験者の日常生活における危険性または通常行われる身体的あるいは心理学

的検査の危険性より高くない変更をいう。何らかの身体的侵襲を伴う検査の変更は

除かれる。 

 

（３）緊急審査  

被験者の危険を回避するためのものである等医療上やむをえない理由で，緊急に IRB の

決定が必要な場合，委員長が少なくとも１人以上の委員とともに次のように緊急審査を行

うことができる。なお，委員長が当該緊急審査の対象となる臨床研究の関係者である場合

は，他の委員を指名して代行させる。 

１）委員長は，緊急審査の対象か否かを判断する。 

２）委員長と少なくとも１人以上の委員は審査事項の内容により審査方法を決定し，前

記 5.に従って判定し，病院長に報告する。採決は構成員全員の合意とする。 

３）委員長は，次回の IRBで審査の内容と判定結果を報告し，承認を得る。ただし，IRB

がこの決定と異なる決定をした場合には，IRBの決定に従わなければならない。 

 
８．記録の管理及び公開 

担当事務は，IRB の開催，審査及び病院長への報告に関する資料を作成し，次の資料を

保存する。保存期間は５年間とする。 

医学部附属病院科長会へ報告後，議事要旨の概略を IRB ウェブサイトならびに厚生労働

省研究倫理審査委員会報告システム上に公開する。 
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１）業務手順書 

２）IRB審査の審査対象となった資料 

３）IRB議事要旨 

４）結果通知書 

 
９．健康被害への補償について 

健康被害への補償としての臨床研究保険の取り扱いについては，次のとおりとする。 

１）加入の必要性についての判断は，申請者及び申請者所属診療科等が行う。 

２）IRBでは，当該研究計画書へ補償の有無に関する事項が明記されているかどうかに

ついて確認する。内容に対して意見がある場合には，申請者へ通知する。 

 

10．臨床研究における利益相反について 

臨床研究における利益相反については，利益相反マネジメント委員会において評価し，

IRB では，マネジメント委員会から報告された評価結果の確認を参考に審査を行う。 
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11．申請書受付から審査結果通知までのながれ 

 

申請者 

↓ ※利益相反に関する申告項目が「有」の 

↓場合，申請前に利益相反マネジメント 

↓委員会へ申告書提出 

担当事務による書類確認 → 修正必要 

↓↓ 

委員長による確認   →→→ 修正必要 

↓ ※利益相反に関する申告項目が「有」の 

↓  場合には，マネジメント委員会での審 

↓  査後に，委員長による確認を行う。 

↓ 

委員による書面審査  

↓ 

委員へ IRB開催通知 

↓ 

（侵襲を伴う研究）申請者へ出席依頼   

↓ 

IRB における審査・判定 

※侵襲を伴う研究は申請者の説明を受けた後に判定を行う。 

↓   

申請者への通知文書作成及び委員長の確認（決裁） 

↓ 

結果通知（病院長へ答申，申請者へ通知） 

 

 

 

審査から結果通知まで

概ね 2 週間程度 


