
表紙レイアウト例 

 

  

管理番号         

 

研究実施計画書 

 
 

課題名 「                         」 
 

 

 

 

 

 

 

 

本院研究責任者： 

所     属： 

職     名： 

 

TEL ： 

E-mail： 

 

2015 年 7 月 1 日   計画書案  Ver. 1  作成 

 

 

 

黒字 テンプレート部分； そのまま使用可能 

赤字 解説部分；  完成時に削除 

青字 例文  ；  適当に変更 

  

介入研究用 

 

「研究実施計画書」作成の手引 



- 1 - 
 

１. 研究の背景と目的 

 1.1 研究の背景 

 研究の背景、意義などを簡潔･明瞭に記載してください。専門外の審査委員にも、研究の

背景や意義がわかるように記載してください。 

①対象疾患についての説明 

②対象疾患の従来の治療法（あるいは検査法など）とその問題点  

③研究対象薬・治療法、あるいは医療機器についての説明 

④本研究を計画するに至った経緯と、本研究で解決しようとする問題点 

⑤プラセボまたは非治療群を対照とする場合はその必要性 

注意： 引用した参考資料・文献は該当箇所に肩番号をふり、本計画書の項目17に参考資

料・文献リストとして記載してください。 

1.2 研究の目的と必要性 

あまり長くならず（3～5行程度）、端的に以下の項目を含めて記載してください。 

①本研究により何をどのように明らかにしたいかという目的 

②本研究の必要性、臨床上の意義(何が期待できるか) 

1.3 研究の表題 

  本計画書をまとめる最後に決定して下さい。特別に字数の制限はありませんが、通常は１

行で収まる程度に。その中にはKey Wordを必ず含んで下さい。説明をつけた方が判りやす

い場合には、副題を付ける方法があります。 

 

2. 対象者 

対象患者に関して記載してください。 

（例）対象は○年○月～○年○月までの期間に当院を受診した、高血圧を合併するインス

リン非依存性糖尿病患者。ただし以下の適格規準をすべて満たし除外規準のいずれにも

該当しない患者。  

2.1. 選択基準 

対象患者の年齢（下限と上限）、性別、詳細な疾患分類（検査値や評価スケールの範囲、

罹患期間等）、前治療の有無等々 

注意1：選択基準とは研究の結果、治療法の有効性が示された場合に、その治療法を適応

することが妥当とみなせる対象集団を規定するものです(外的妥当性)。 

注意2：記述する際は他分野の研究者が理解できる平易かつ明確な表現を用いて記述して

ください。  

注意3：添付文書を確認し、保険適応病名に適合するよう選択基準を設定してください(保

険適応の範囲内で実施する場合)。 
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（例）以下の基準を全て満たす患者を対象とする 

１）血清中C型肝炎ウイルス抗体陽性 

2）年齢が20歳以上75歳未満 

3）性別不問 

2.2. 除外基準 

以下の事項について可能な限り具体的に数値で表現してください。 

①治療歴、既往歴、合併症、臨床検査値等に関する事項 

②併用薬・併用療法に関する制限事項 

注意1：除外基準とは選択基準で示される対象集団には属するが、研究に組み入れること

が倫理的でないか、有効性・安全性の評価に影響を及ぼすと判断される対象を除外

する条件を規定するものです(倫理性と内的妥当性)。 

注意2：研究で用いる医薬品や医療機器の添付文書に記載されている禁忌事項は必ず除外

基準に入れてください。 

    (未承認薬や適応外使用はこの限りではありません) 

（例） 

以下のいずれかに抵触する患者は本研究に組み入れないこととする 

1） 観察期に測定したＸＸＸ値が 500 mg/dlを超える 

2） HBs抗原陽性 

3） ○○○○（同効薬で併用禁止とする薬剤）を服用中 

2.3 . 目標症例数と研究期間 

予定の目標症例数と研究期間 

2.4. 代諾者による同意が必要な被験者とその理由 

本人同意のみの研究の場合は本項目は不要です。 

（例） 本研究では未成年者、および有効なインフォームド・コンセントを与えることが困

難であると考えられる被験者を対象に加える。代諾者としては、被験者の配偶者、成人の

子、成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖父母、同居の親族又はそれらの親近者に準ずると考え

られる者とする。 

 

3．研究の方法 

3.1 研究の種類・デザイン 

研究のデザインを端的に表現できるように記載してください。 

注意：統計学的検出力が推定できない場合は、探索的臨床研究としてください。 

(例) 前向きランダム化非盲検並行群間比較試験 

3.2 研究のアウトライン 
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休薬期間、前観察期間、投与開始日、投薬期間、後観察期間、追跡期間を含め臨床研究の

開始と終了の区切りについて記載し、個々の被験者が研究に参加する期間、日数、研究対

象薬投与量及び投与方法および医療機器の使用など、図表(フロー図等)を用いてわかりや

すく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 研究対象薬の投与方法/医療機器の使用方法 

投与量・投与方法および投与期間（使用期間）等を記載してください。投与量・投与方法

および投与期間（使用期間）の設定根拠を必ず記載してください。 

3.4 併用薬(療法)についての規定 

併用する薬剤や治療・処置方法について、禁止や制限がありましたら、記載してください。

特にない場合は「特に規定しない」で結構です。 

3.5 減量および休薬のついての規定 

患者の症状や検査値に応じて減量や休薬の規定がありましたら、記載してください。ま

た、再開の基準もある場合は記載してください。特にない場合は「特に規定しない」で

結構です。 

3.6 個々の被験者に関する中止基準 

個別症例における中止基準を記載してください。 

（例）研究担当医師は以下の理由で研究継続が不可能と判断した場合には、研究を中止し、
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研究のフローチャート例 
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中止の日付・時期、中止の理由、経過をカルテならびに症例報告書(CRF)に明記するとと

もに、中止時点で必要な検査を行い有効性・安全性の評価を行う。 

1)被験者から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 

2)登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 

3)有害事象により研究の継続が困難な場合 

4)研究全体が中止された場合 

5)その他の理由により、医師が研究を中止することが適当と判断した場合 

3.7 被験者の研究参加予定期間 

被験者の研究参加予定期間（最短と最長）を記載してください。 

3.8 研究対象薬(医療機器)の概要 

以下の内容に従って本研究で評価対象とする研究対象薬(医療機器)の概要を記載してくだ

さい。市販薬で添付文書がある場合は、あまり詳しく書かず、「詳細は添付文書を参照の

こと」で結構です。その際は、添付文書を別添してください。 

研究対象薬が複数ある場合は、（1）・・・ （2）・・・ としてすべて記載してくださ

い。 

研究対象薬名：＊商品名（市販薬の場合）、一般名、略号 

製造元（＊または販売元）： 

薬効分類： 

作用機序： 

適応症： 

用法、用量（＊適応内の方法を記載）： 

禁忌： 

主な臨床使用成績： 

副作用：（＊詳細は「6. 本研究に参加することによる利益および不利益」に記載、でも

構いません） 

相互作用、使用上の注意事項： 

（例）○○○（商品名○○○注、○○） 

○○○の添付文書参照 

3.9 症例登録、割付方法 

被験者識別コードリストの作成・症例登録の方法・群間比較の場合は各群への割付方法（ラ

ンダム化の手順等）、及びブラインド化の方法を記載してください。 

 

（症例登録例） 

被験者の登録方法：ランダム化研究の場合 



- 5 - 
 

研究責任医師あるいは研究分担医師は、１）文書による同意を取得する。２）研究責任医

師が保管する被験者識別コードリストに、同意取得日及び被験者と被験者識別コードを対

応させるために必要な事項を記載する。３）被験者識別コードを用いた症例登録書を、研

究事務局（あるいは症例登録センター）に提出する。４）適格性の確認を受け、被験者登

録番号と割付けられた薬剤名（二重盲検の場合は研究対象薬割付コード名）等が記載され

た登録確認書を受領する。５）同意撤回、中止、脱落等が生じた時は、速やかに報告する。 

 

(割付方法 例 1）多施設・非盲検・最小化法・ランダム化研究の場合 

登録にあたって治療群はデータセンターでランダムに割り付けられる。  

ランダム割り付けに際しては、①施設、②PS（0 vs. 1 vs. 2）、③stage（II vs. III）な

どで大きな偏りが生じないようにこれらを調整因子とする最小化法を用いる。ランダム割

付方法の詳細な手順は参加施設の研究者に知らせない。  

(割付方法 例 2）多施設・非盲検（または単盲検）・ランダム化研究の場合 

被験者の各治療群への割付は、中央登録方式にて行う。予め作成したランダム割付表に従

い、症例登録順に順次各治療群に割付け、被験者登録番号と治療群名を記載した登録確認

書を発行する。割付表は中央で保管し、研究責任医師及び研究分担医師には開示しない。 

 

4．観察・検査項目とスケジュール 

①研究に必要な観察および検査項目を具体的に列挙して下さい。 

②経過を追って観察する場合は、以下のようなスケジュール表を付けてください。 

（例） 

（１）被験者背景：識別コード、性別、生年月(or年齢)、人種、入院・外来の別、身長、体重、

合併症、既往歴、現病歴、前治療など 

注意：原則として保険適応病名とともに保険で認められていること。それ以外は研究費で

負担をしてください。 

（２）全身状態：PS（Performance Status）、体重  

末梢血算：白血球数、好中球数（ANC：桿状核球＋分節核球）、ヘモグロビン、血小板  

血液生化学：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、BUN、クレアチニン、

LDH、カルシウム、ナトリウム、カリウム、CRP、FBS（空腹時血糖）  

腫瘍マーカー：CEA、CA19-9  
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＊観察および検査スケジュール表（例） 

  観察期間 （12 ヶ月間） 

期間 治療前 0Ｍ 3M 6M 9M 12M 

同意 ○      

患者背景 ○      

血圧、脈拍数  ○ ○ ○ ○ ○ 

血液生化学検査  ○ ○ ○  ○ 

尿検査  ○ ○ ○  ○ 

服薬状況  ○ ○ ○ ○ ○ 

有害事象  ← ○ → 

 

5. 有害事象の評価・報告 

医療機器の場合は有害事象を不具合と読み替えてください。 

5.1. 有害事象の定義 

有害事象及び重篤な有害事象の定義を記載してください。 

(例) 有害事象とは、研究対象薬との因果関係の有無に限らず、研究対象薬投与中・後に発

生した、あらゆる好ましくない、あるいは意図しない兆候（検査値の異常も含む）、症状、

または病気のことである。 

重篤な有害事象または重篤な副作用（有害反応）とは、これらのうち、死亡に至るもの、

生命を脅かすもの、治療のために入院若しくは入院・加療期間の延長が必要なもの、永続

的若しくは重大な障害・機能不全に陥るもの、先天異常をきたすもの、又はその他重大な

医学的事象をいう。 

5.2. 重篤な有害事象の報告 

重篤な有害事象の報告について方法･流れを記載してください。 

(例) 研究責任医師は、研究期間中の全ての重篤な有害事象、研究終了（中止）後に研究対

象薬との関連性が疑われる重篤な有害事象について、速やかに病院長に報告する。また、

研究責任医師は、毎年一回、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

を臨床研究機関の長に報告をする。また、研究対象薬との関連性が疑われる重篤な有害事

象においては、改正薬事法に基づき当該製薬会社に副作用報告する。 

 

多施設研究の場合： 研究責任医師は、他の臨床研究機関と共同で臨床研究を実施する場

合には、当該他の臨床研究機関の研究責任医師に対し、臨床研究に関連する重篤な有害事

象及び不具合等を報告することを記載してください。 

 

5.3. 予期される有害事象 

薬剤または治療法ごとに、重大な有害事象名とそれらの発生割合をすべて記載してくださ

い。 
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5.4. 有害事象の評価 

「5.1. 有害事象の定義」 に定義された有害事象の症例報告書への記載内容、重症度評価

基準、関連性の定義を記載してください。 

(例)有害事象の重症度を CTCAE v4.0-JCOG に準じて判定する。 

 

グレード 1 軽症；症状がない，又は軽度の症状がある；臨床所見又は検査所見のみ；

治療を要さない 

グレード 2 中等症；最小限／局所的／非侵襲的治療を要する；年齢相応の身の回り以

外の日常生活動作の制限＊ 

グレード 3 重症又は医学的に重大であるが，ただちに生命を脅かすものではない；入

院又は入院期間の延長を要する；活動不能／動作不能；身の回りの日常生

活動作の制限＊＊ 

グレード 4 生命を脅かす；緊急処置を要する 

グレード 5 有害事象による死亡 

＊ 身の回り以外の日常生活動作とは、食事の準備，日用品や衣服の買い物，電話の使用，金

銭の管理等をさす。 

＊＊ 身の回りの日常生活動作とは、入浴，着衣・脱衣，食事の摂取，トイレの使用，薬の内服

を指す。寝たきりではない状態である。 

 

(例) 関連性の定義(関連あるかもしれない、関連ありは副作用とする) 

カテゴリー 定義 

関連なし 
プロトコール治療との因果関係はなく、原病の増悪、合併症、

他の薬剤・治療等で明らかに説明できるもの 

関連あるかもしれな

い 

プロトコール治療との因果関係が考えられるが、原病の増悪、

合併症、他の薬剤・治療等でも説明できる 

関連あり 
プロトコール治療との因果関係は明らかで、原病の増悪、合

併症、他の薬剤・治療等では説明できないもの 

 

6. 本研究に参加することによる利益及び不利益 

6.1. 本研究に参加することによる利益 

臨床研究に参加することで結果として被験者に期待される利益について記載してください。 

6.2. 本研究に参加することによる不利益 

臨床研究に参加することで結果として被験者に起こる不利益及び起こり得る危険並びに必

然的に伴う心身に対する不快な状態に関して記載してください。 

 

7．研究の終了、中止、中断 

7.1. 研究の終了 

 (例) 研究の終了時に研究責任医師は、速やかに研究終了報告書を病院長に提出する。 

7.2. 研究の中止、中断 

(例) 研究責任医師は、以下の事項に該当する場合は研究実施継続の可否を検討する。 



- 8 - 
 

１）研究対象薬(医療機器)の品質、安全性、有効性に関する重大な情報が得られたとき。 

２）被験者のリクルートが困難で予定症例を達成することが到底困難であると判断された

とき。 

３）予定症例数または予定期間に達する前に、研究の目的が達成されたとき。 

４）臨床研究等倫理審査委員会から実施計画等の変更の指示があり、これを受入れること

が困難と判断されたとき。 

 

8. 目標症例数と研究期間  

8.1. 目標症例数と設定根拠 

目標登録症例数を記載してください。 

目標登録症例数の設定根拠となった臨床的仮説、エンドポイント、統計手法及び用いた仮

定とその根拠を記載してください。特に検証的臨床研究では統計学的な症例数の設定が必

須です。  

例）探索的臨床研究の場合：目標症例数50例 

症例数の設定根拠：本研究は探索的研究のため、統計学的な設定は行わず、実現可能性か

ら目標症例数の設定を行う。本院で○○の疾患を持つ対象者は年間80例であり、同意取

得率を50％とすると40例になり、不適格例を考慮し、目標症例数を50例とする。 

例）検証的研究の場合：目標症例数１２０例 

症例数の設定根拠： A群の〇年生存割合を○○%と仮定し、B群のそれが△%上回るか

どうかを検出する優越性試験デザインとした場合、登録X年、追跡X年、α＝5%（片側）、

検出力80%として、Shoenfeld & Richterの方法（引用：Shoenfeld & Richter. 

Required Sample Size for comparing survival. Biometrics 38, 163-170, 1982.）

を用いて必要登録数を求めると、1群XXX例、両群計XXX例が必要となる。若干の不適

格例を見込んで、下記のように設定した。  

予定登録数：各群XXX例、両群計XXX例  

登録期間：X年、追跡期間：登録終了後X年 

8.2. 研究期間  

研究期間（登録期間と追跡期間）を記載してください。  

①登録期間は、各施設の年間予定登録症例数に基づいて設定してください。 

②研究期間は1症例目の同意取得から最終症例の最終観察日までを含む期間です。 

原則として研究期間の最長は5年間です。 

(例) 登録期間： 臨床研究等倫理審査委員会承認後～2018年3月末 

 

9．エンドポイント(評価項目)の定義 
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エンドポイント(評価項目)とその定義を記載してください。 

（例）主要評価項目（Primary endpoint）：全生存期間 (OS: Overall Survival) 

副次的評価項目（Secondary endpoint）：無増悪生存期間（PFS: Progression  

Free Survival）、安全性 

注意；全生存期間 Overall survival の定義 

登録日を起算日とし、あらゆる原因による死亡日までの期間。  

生存例では最終生存確認日をもって打ち切りとする。  

追跡不能例では追跡不能となる以前で生存が確認されていた最終日をもって打ち切

りとする。  

 

10．統計的事項  

あらかじめ統計解析方法を明示しておくことが望ましい。 

 

１1．倫理的事項 

11.1. 遵守すべき諸規則  

遵守すべき綱領、法律、規則、指針などを記載してください。  

一般に、「世界医師会ヘルシンキ宣言（2008 年ソウル修正）」、及び「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」は必ず含めてください。  

（例）本研究は、ヘルシンキ宣言（2008年ソウル修正）及び「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」（2014年）に従って実施する。 

(注) 基本的な倫理指針は、本院ホームページ→ 倫理委員会・臨床研究→ 臨床研究→ 臨床

研究に関する諸指針 からダウンロード可能です。 

「医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP）」などの適用をうける臨床試験の場合は、それ

らの指針または基準を含める。 

11.2. 実施計画書等の変更 

実施計画書や同意説明文書の変更を行う場合は、臨床研究倫理審査委員会の承認を必要と

する。 

11.3. 実施計画書からの逸脱について 

GCP に準じ、以下の事項について記載してください。 

研究責任医師または研究分担医師は、研究代表者の事前の合意(多施設研究の場合)および

臨床研究等倫理審査委員会の事前の審査に基づく病院長の承認を得る前に、研究実施計画

書の研究内容から大きく逸脱するあるいは大幅な研究計画の変更を行ってはならない。 

研究責任医師または研究分担医師は、緊急回避等のやむを得ない理由により、研究代表者

(多施設研究の場合)との事前の合意および臨床研究倫理審査委員会の事前の承認を得る前
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に、研究実施計画書からの逸脱あるいは変更を行うことができる。その際には、研究責任

医師または研究分担医師は、逸脱または変更の内容および理由ならびに研究実施計画書等

の改訂が必要であればその案を速やかに、研究代表者(多施設研究の場合)および臨床研究

等倫理審査委員会に提出し、研究代表者(多施設研究の場合)、臨床研究等倫理審査委員会

および病院長の承認を得るものとする。 

研究責任医師または研究分担医師は、研究実施計画書からの逸脱があった場合は、逸脱事

項をその理由とともに全て記録し、研究責任医師は、研究グループで定めた規定に従い適

切に対処すること。研究責任医師は、これらの記録を保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. 説明と同意（IC; Informed Consent）  

（例） 同意対象者が被験者のみで、本院の単施設で実施する場合 

臨床研究等倫理審査委員会で承認の得られた同意説明文書を患者に渡し、文書及び口頭

による十分な説明を行い、被験者の自由意思による同意を文書で得る。同意文書は1部

コピーし、コピーは被験者本人に手渡し、原本は施設（診療情報管理課）が保管する。

カルテにはスキャンで取り込んだ画像を保管する。 

「被験者の同意に影響を及ぼすと考えられる有効性や安全性等の情報が得られたとき

研究代表者イメージ図 
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や、被験者の同意に影響を及ぼすような実施計画等の変更が行われるときは、速やかに

被験者に情報提供し、研究等に参加するか否かについて被験者の意思を予め確認する。

それとともに、事前に臨床研究倫理審査委員会の承認を得て同意説明文書等の改訂を行

い、被験者の再同意を得る。 

注意；代諾者（当該被験者の法定代理人など、被験者の意思及び利益を代弁できると考え

られる者）から同意を取得する必要がある場合には、「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」第5章の第13に従い、その手続きを記載してください。 文書を用いた

説明と文書による同意が必須です。  

11.5. 個人情報の保護  

被験者の個人情報保護に関する留意点を記載してください。  

当院外にデータを送付しない場合は例1、送付する場合は 例2 を使用してください。 

(例1) 研究実施に係る試料等を取扱う際は、被験者の個人情報とは無関係の番号を付して

対応表を作成し連結可能匿名化を行い、被験者の秘密保護に十分配慮する。対応表は研究

責任医師が厳重に管理する。研究の結果を公表する際は、被験者を特定できる情報を含ま

ないようにする。また、研究の目的以外に、研究で得られた被験者の試料等を使用しない。 

(例2) 研究実施に係る試料等を取扱う際は、被験者の個人情報とは無関係の番号を付して

対応表を作成し連結可能匿名化を行い、被験者の秘密保護に十分配慮する。対応表は研究

責任医師が厳重に管理する。試料等を研究事務局等の関連機関に送付する場合はこの番号

を使用し、被験者の個人情報が院外に漏れないよう十分配慮する。また、研究の結果を公

表する際は、被験者を特定できる情報を含まないようにする。研究の目的以外に、研究で

得られた被験者の試料等を使用しない。 

 

12．研究の費用負担  

12.1 資金源及び利害の衝突（利益相反；COI、 Conflicts of Interest ） 

資金源及び利害の衝突（conflicts of interest）を起こしうる財政上の関係について記載

してください。COI の報告には、本院ホームページ→ 倫理委員会・臨床研究→ 臨床研究

→ 申請書・同意書→ 利益相反報告書 から書類をダウンロードして記入後に提出して

ください。COI がない場合にも、報告書は提出してください。提出の際は、あらかじめ臨

床研究部員に御相談下さい。 

(例) 本研究の資金源は、本院研究費補助制度 No. ○○ による。なお本研究を実施する

にあたり、研究の結果及びその解釈に影響を及ぼすような COI は存在しない。 

12.2. 被験者の費用負担  

臨床研究期間中の医療費の負担者について記載してください。  

①研究に参加することで被験者の費用負担が増えないような対策を講じてください。 
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②通常の検査の範囲を超える保険適応外の検査や適応外で使用する薬剤がある場合には、

それらの費用がどの特定の研究費あるいは財源等で賄われるのかを記載してください。未

承認薬等を使用する場合は、その入手方法と費用の支払いについて記載してください。 

③入院患者で臨床研究を実施し、包括医療で費用を請求する際はその旨を記載してくださ

い。この場合も保険適応病名に従う必要があります。 

（例1）本研究で用いる医薬品および実施する検査はすべて通常の健康保険による診療内で

実施されるため、研究に参加することによって患者の費用負担が増加することはない。 

（例2）本研究のうち、○○と○○は○○の研究費で負担する。それ以外は通常の健康保険

による診療内で実施されるため、研究に参加することによって患者の費用負担が増加する

ことはない。 

12.3. 健康被害に対する補償  

保険による本院独自の医療費・医療手当などの補償は現在のところない。この点については、

あらかじめ臨床研究部へ相談を願いたい。 

(例) 本研究に参加したことによる健康被害発生時には、被験者に対し適切な治療・処置 

を行う。健康被害の治療に要した費用については、被験者の健康保険を用い、患者に一部 

自己負担が生じる。この点につき研究実施施設の倫理審査員会の承認を得るとともに、被 

験者に十分説明し、被検者が臨床研究に参加するに当たりあらかじめの同意が必要である。 

なお既承認薬による副作用の場合は、医薬品副作用被害救済制度に補償金の請求を行う

ことができる(http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)。 

保険に加入できない医薬品とは(抗癌剤、免疫抑制剤等) 

(例) 本研究の実施に伴い、被験者に健康被害が発生した場合は、研究担当者は適切な処

置を講じる。 

また、健康被害に対する補償は、臨床研究に関する倫理指針に従って行う。しかし、現時

点では損害保険会社による保険の設定は不可であった。さらに、本研究は医薬品副作用被

害救済制度の対象外医薬品である抗癌剤（薬剤の種類に応じて「免疫抑制剤」等に書き換

える）を使用するため、それによる副作用の発生は不可避であり、医療費または医療手当

の支給は困難である。以上のことから、本研究では被験者の健康被害に対する金銭的な補

償は準備しない。この点を研究実施施設の倫理審査員会の承認を得るとともに、被験者に

十分説明し、理解と同意の上で本研究への参加を求めることとする。 

 

13．試料等の保存及び使用方法並びに保存期間 

13.1.試料等の保存について 

本院の場合研究責任者は、研究の実施に係わる検体並びに必須文書（申請書類の控え、病

院長からの通知文書、各種申請書・報告書の控、被験者識別コードリスト、同意書、症例
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報告書の控、など）を○○の鍵のかかるロッカーに厳重に保存し、研究発表後３年に廃棄

する。 

13.2. 試料等の二次利用について  

ここでの二次利用は研究結果の二次利用ではなく、試料そのものの二次利用について記載

してください。利用する予定があるときのみ記載してください。 

（例）本試験で得られた試料等について、改めて研究計画書を作成し臨床研究等倫理審査

委員会の審査を経て承認された場合に限り、個人識別情報とリンクしない形で試料等を二

次利用することがあり得る。   

 

14．研究の登録と進捗状況の報告 

臨床研究の登録と進捗状況の報告に関して記載をしてください。ただし登録は必要な場合

のみ記載をしてください。登録を行う必要がある研究は、介入研究で侵襲性がある研究です。 

（例） 本臨床研究は研究実施に先立ち、事前にUMINに臨床研究の登録を行う。 

研究の進捗状況を１年に１回臨床研究等倫理審査委員会に報告する。 

臨床研究を終了したときは、病院長にその旨及び結果の概要を文書により報告する。 

 

15．研究成果の帰属と結果の公表 

研究成果の帰属先と研究結果の公表に関して記載してください。 

(例) 本研究成果の帰属先は××である。研究の結果は研究責任医師が研究を終了した○○ 

年頃に投稿論文として公表をする。 

 

16．研究組織 

①研究責任者は本院の常勤職員である必要があります。分担研究者には特に制限はありま 

せん。 

②研究活動希望者は、臨床研究に関する講演や臨床研究の実施に必要な知識についての院

内講習、あるいはインターネットの 「ICRweb臨床研究入門」 でのe-learningなど、

必要な教育を受けてください。本院医局横の図書室にも、臨床研究に関する書籍コーナ

ーがあります。これらの点については、臨床研究部員に遠慮なく御相談下さい。 

 

  本院単施設研究の場合 

      氏 名    所 属     職 名      連絡先 

    ○ 中央次郎  消化器外科      科長     内線 ○○○○ 

      太子園子  リハ課      理学療法科  内線 ×××× 

     （○ 研究責任者） 
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17．参考文献 

実施計画書に引用された文献は引用順に番号を振りその番号順にリストを作成してください。 

引用の記載方法については特に指定はありませんが、学術雑誌の場合には全員の著者名、論文

タイトル、雑誌名、巻、ページ、年号の情報を記載してください。 

 

 

 

( 本手引きは、山口大学医学部付属病院臨床試験支援センターのものを参考にしています) 
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