


 

１．手順書等の確認 

(1） 以下はホームページに公表しているので、審査を依頼される方は事前に確認してください。 

① 共同臨床研究審査委員会標準業務手順書 

② 治験手続きの電磁化における標準業務手順書 

③ カット・ドゥ・スクエアを利用した治験関連文書の電磁化に関する運用マニュアル 

④ 審査を依頼される方へ 

⑤ 委員名簿 

⑥ 会議の記録の概要（原則、委員会開催後 2 か月以内を目途にホームページに公表） 

⑦ 審査意見業務に関して徴収する手数料（以下、「審査手数料」） 

⑧ 開催日程 

⑨ 審査資料の提出締切日 

 

 

２．共同臨床研究審査委員会（以下、「共同 IRB」）開催日程及び開催方法 

（１） 開催方法 

毎月 1 回（原則として第１月曜日に開催） 

 

（２）開催方法 

Webex システムを用いた Web 会議 

 

 

３．押印省略 

(1） 審査意見業務関連手続き書類への押印は、原則省略しております。 

(2） 押印省略については事前に、治験依頼者及び実施医療機関と共同 IRB 事務局での合意を得ることとし、

合意の確認は、試験単位に電子メールで行います。当該電子メールを印刷して保存することで合意の記

録としクラウドに保管いたします。 

(3） 文書の授受については、書面又は電磁媒体のいずれの方法でも受付けております。電磁媒体による書

類の授受は別途制定する「カット・ドゥ・スクエアを利用した治験関連文書の電磁化に関する運用マニュア

ル」に準じてください。 

 

 

４．新規申請 

1） 審査申込 

(1） 原則、委員会開催 4 週間前を締切としております。 

(2） 審査申込時に共同 IRB 事務局より説明のあった審査書類等と、治験審査依頼書（統一書式 4）及び審査

資料を、提出締切日（委員会開催の前月 15 日前後を原則とする（ACTIVATO ホームページに委員会開

催日とともに掲載））までに提出してください。 

 



 

2） 審査業務委受託契約の締結 

(1) 審査申込の受付後、共同 IRB事務局が作成した「審査業務委受託包括契約書（別紙3）」（以下、「本包括

契約書」）の案について内容をご確認いただき、本包括契約書締結を取り交わします。なお、本包括契約

書は、治験ごとの契約（共同臨床研究審査委員会審査費用に関する覚書（別紙 4））と同日もしくはそれ

以前に締結することとします。 

(2) 審査申込を受付けた治験に係る費用等について、共同 IRB 事務局が作成した「共同臨床研究審査委員

会審査費用に関する覚書（別紙 4）」（以下、「本覚書」）案をご確認いただき、当法人と実施医療機関及び

治験依頼者の 3 者間で、本覚書の締結を取り交わします。なお、本覚書は、初回審査開催日前までに締

結することとします。 

 

3） 申請書類の提出 

(1) 申請書類提出 

治験審査依頼書（統一書式 4）及び GCP 省令第 40 条第 1 項で定める以下の最新の資料はクラウドシス

テムを使用して提出してください。やむを得ずクラウドシステムを使用できない場合は電子メールを使用

して資料を送付してください。なお、提出締切日は、委員会開催の前月 15 日前後を原則とし、事前に

ACTIVATO ホームページに委員会開催日とともに掲載があるのでご参照ください。 

① 治験依頼書（統一書式 3） 

② 治験実施計画書 

③ 治験薬概要書 

④ 症例報告書の見本（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取

れる場合には不要とする。） 

⑤ 説明文書及び同意文書 

⑥ 治験責任医師 履歴書（統一書式 1）及び治験責任医師が GCP 第 42 条に規定する要件を満た

すことを証明したその他の資料（提出された場合） 

⑦ 治験分担医師の氏名リスト、必要な場合は履歴書 

⑧ 被験者の安全等に係る報告 

⑨ 被験者への支払に関する資料（支払がある場合） 

⑩ 被験者の健康被害に対する補償に関する資料 

⑪ 被験者の募集手順（広告等）に関する資料（行なう場合） 

⑫ 委員会が必要と認める場合、予定される治験費用に関する資料 

⑬ 実施医療機関の概要を示す資料（実施医療機関概要書（別紙 2）） 

⑭ その他、委員会が必要と認める資料 

(2) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

4） 事前意見・修正依頼への対応 

共同 IRB 事務局より事前意見への回答を求められた際は、委員会開催前日までに実施医療機関・治験

責任医師等に確認の上、事前意見の回答及び追加資料（ある場合）をクラウドシステムに保管、またはメ



 

ールにて資料を提出してください。 

 

5) プレゼンテーションの対応 
（1）初回審議のプレゼンテーションは、共同 IRB の求めに応じ、治験責任（分担）医師、治験依頼者（CRO）の

いずれか１名に行っていただきます。 

（2）治験依頼者または実施医療機関におかれましては、審査意見業務の対象となる治験の実施に携わる治

験依頼者、治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者（以下、「当該治験関係者」）の出席に係る連絡

業務を行っていただきます。 

（3）当該治験関係者は、その委員会に出席し、当該治験等に関する説明等を行うことができますが、委員会

の審議及び採決の決定には出席できません。 

（4）プレゼン時間は 5 分以内、スライドは 10 枚以内とさせていただきます。  

（5）スライド資料の提出は、審査資料とともに締切日までに提出してください。 

 

 

５．変更申請 

1） 申請書類の提出 

(1) 申請書類提出 

治験審査依頼書（統一書式 4）及び「治験に関する変更申請書（統一書式 10）」とともに、次項（(2)添付文

書）で指定する資料はクラウドシステムを使用して提出してください。やむを得ずクラウドシステムを使用

できない場合は電子メールを使用して資料を送付してください。なお、提出締切日は、委員会開催の前

月 15 日前後を原則とし、事前に ACTIVATO ホームページに委員会開催日とともに掲載があるのでご参

照ください。 

(2) 添付文書 

① 治験実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書、治験参加カードの変更 

・ 変更点比較一覧（変更内容、理由を記載） 

・ 変更後の資料 

※ ただし、委員会により既に承認された進行中の治験に関わる軽微な変更については、迅速審査

で審査を行うことができるため、「7 迅速審査」の項に従うこととします。 

② 治験責任医師の変更 

・ 履歴書（統一書式 1） 

・ 治験責任医師が GCP 第 42 条に規定する要件を満たすことを証明したその他の資料（ある場合） 

③ 治験分担医師の追加・削除 

・ 治験分担医師・治験協力者リスト（統一書式 2） 

・ 履歴書（統一書式 1） ※必要に応じて提出してください。 

※ 実施医療機関の手順書において、治験分担医師の追加・削除が軽微な変更と規定されている場

合には、迅速審査で審査を行うことができるため、「7 迅速審査」の項に従うこととします。 

(3) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 



 

 

2） 事前意見・修正依頼への対応 

４．の 4)の手順に従い、同様。 

 

 

６．実施状況報告 

(1) 申請書類の提出 

当該治験契約期間が 1 年を超える場合、1 年に 1 回以上の頻度で、治験審査依頼書（統一書式 4）及び

「治験実施状況報告書（統一書式 11）」とともに、本マニュアル４．の３）（１）の書類のうち、最新のものの

審査を依頼していないものについて、クラウドシステムを使用して提出してください。やむを得ずクラウド

システムを使用できない場合は電子メールを使用して資料を送付してください。なお、提出締切日は、委

員会開催の前月 15 日前後を原則とし、事前に ACTIVATOホームページに委員会開催日とともに掲載が

あるのでご参照ください。 

(2) 実施状況報告の時期 

実施状況報告時期は、各実施医療機関の手順書に則って対応してください。 

(3) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

 

７．安全性情報 

(1) 申請書類の提出 

安全性情報に関する審査意見業務を依頼する場合には、治験審査依頼書（統一書式 4）とともに以下の

文書を、クラウドシステムを使用して提出してください。やむを得ずクラウドシステムを使用できない場合

は電子メールを使用して資料を送付してください。なお、提出締切日は、委員会開催の前月 15 日前後を

原則とし、事前に ACTIVATO ホームページに委員会開催日とともに掲載があるのでご参照ください。 

① 各医療機関で発生した重篤な有害事象に関する報告（SAE 報告） 

※ 委員長に判断を仰ぎ、緊急に審査すべき場合には臨時の委員会を招集することがあります。 

【書式】 

 重篤な有害事象に関する報告書（統一書式 12）（医薬品治験） 

 重篤な有害事象に関する報告書（統一書式 13）(医薬品製造販売後臨床試験） 

 重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（統一書式 14）（医療機器治験） 

 重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（統一書式 15） 

（医療機器製造販売後臨床試験） 

 重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（統一書式 19）（再生医療等製品治験） 

 重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（統一書式 20） 

（再生医療等製品製造販売後臨床試験） 

② 安全性情報等に関する報告書（統一書式 16） 

【添付資料】 

 「安全性情報一覧表（ラインリスト）」 



 

 「治験安全性最新報告概要」「国内重篤副作用等症例の発現状況一覧」等 

 研究報告・措置報告（報告内容詳細が記載されたもの（当局への報告様式）） 

 添付文書「使用上の注意改訂のお知らせ」 

(2) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

 

８．逸脱報告 

(1) 申請書類の提出 

逸脱報告に関する審査意見業務の依頼を行う場合には、治験審査依頼書（統一書式 4）とともに「緊急の

危険を回避するための治験実施計画書からの逸脱に関する報告書（統一書式 8）」を、クラウドシステム

を使用して提出してください。やむを得ずクラウドシステムを使用できない場合は電子メールを使用して

資料を送付してください。なお、提出締切日は、委員会開催の前月 15 日前後を原則とし、事前に

ACTIVATO ホームページに委員会開催日とともに掲載があるのでご参照ください。 

(2) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

 

９．治験の中止に関する報告 

(1) 申請書類の提出 

治験依頼者または実施医療機関が、治験の中止に関する審査意見業務の依頼を行う場合には、治験

審査依頼書（統一書式 4）とともに以下の文書を、クラウドシステムを使用して提出してください。やむを得

ずクラウドシステムを使用できない場合は電子メールを使用して資料を送付してください。なお、提出締

切日は、委員会開催の前月 15日前後を原則とし、事前に ACTIVATO ホームページに委員会開催日とと

もに掲載があるのでご参照ください。 

 治験終了（中止・中断）報告書（統一書式 17） 

 開発の中止等に関する報告書（統一書式 18） 

(2) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

 

１０．治験の終了に関する報告 

(1) 申請書類の提出 

治験の中止に関する審査意見業務の依頼を行う場合には、治験審査依頼書（統一書式 4）とともに治験

終了（中止・中断）報告書（統一書式 17）をクラウドシステムを使用して提出してください。やむを得ずクラ

ウドシステムを使用できない場合は電子メールを使用して資料を送付してください。なお、提出締切日は、

委員会開催の前月 15日前後を原則とし、事前に ACTIVATOホームページに委員会開催日とともに掲載

があるのでご参照ください。 



 

(2) 申請書類の内容確認 

共同 IRB より不備等の連絡がある場合には、迅速に修正等の対応をしてください。 

 

 

１１．本審査開催当日 

１）本審査開催前 

初回審議のプレゼンテーション対応は４．の 5）と同様。 

 

２）本審査開催及び委員会の審議・採決の決定 

(1） 委員会の採決は、次のいずれかとします。 

① 承認する 

② 修正の上で承認する 

③ 却下する 

④ 既に承認した事項を取り消す（治験の中止又は中断を含む） 

⑤ 保留する 

 

 

１２．審査結果通知書 

  審査結果通知書は共同 IRB 開催の翌日付で発行します。 

 

 

１３．費用請求 

(1） 審査料請求 

審査料請求は毎月 10 日締め、15 日に請求書を発行し、入金の締め切りは翌々月末とします。 

 

 

１４．迅速審査 

承認済みの治験について、進行中の治験に関わる軽微な変更の場合には、迅速審査を行うことができます。

なお、「進行中の治験に関わる軽微な変更」とは、治験の実施に影響を与えない範囲で、被験者に対する精

神的及び身体的侵襲の可能性がなく、被験者への危険を増大させない変更に限ります。 

(1) 迅速審査の対象 

迅速審査の対象か否かの判断は委員長が行います。 

（例） 

・ 治験依頼者の組織・体制の変更 

・ 治験期間が１年を超えない場合の治験契約期間の延長 

・ 治験分担医師の追加・削除等 

(2) 審査方法 

委員長及び委員長が指名する 1 名以上の委員により審査意見業務を行います。なお、委員長が当



 

該迅速審査の対象となる治験の関係者である場合は、副委員長が代行します。 

この場合、委員長は次回委員会にて結果を報告します。 

なお、当該審議結果は、上記委員の合意によるものとし、当該審査では、結論を出すことが困難と判

断した場合には、改めて委員会で審査を行います。 

(3) 結果通知書は迅速審査の申込があった日から 5 営業日以内に発行します。 

(4) 費用請求 

１３と同様。 

 

 

１４．モニタリング・監査 

１）モニタリング・監査の受付 

(1） モニタリングもしくは監査の申込を依頼する場合は、メールにて日程調整を行い、実施日を決定し

ます。 

(2） 申込書類「直接閲覧実施連絡票（統一書式 参考書式 2）」は任意の提出とします。 

 

 ２）モニタリング・監査当日 

(1） モニタリング・監査は、原則として共同 IRB 事務局にて行います。 

(2） 当日は本人確認書類を持参してください。 

 

 ３）モニタリング・監査後 

共同 IRB 事務局から求めがあった場合は「直接閲覧結果報告書」を提出してください。 

 

４）費用請求 

  モニタリング・監査に費用は発生しません。 

 

 

附則 

1 本マニュアルの改訂については、一般社団法人東北臨床研究審査事務局長が行うものとする。 

2 本マニュアルは、２０２０年６月１５日より施行する。 
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