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省薬務局監視指導課の出席の下に，検討が行われ，

はじめに

平成元年12月に報告書がまとめられた．

昭和63年，放射性医薬品の薬事法違反および健

この報告書では，「放射性医薬品の供給，放射

康保険法違反事件を契機として，放射性医薬品の

線防護等に関する情報提供及び廃棄物処理事業に

供給から廃棄物処理にいたる流通体制の再検討と，

ついては，一元的流通体制が必要であるが，日本

今後のあり方について，「放射性医薬品流通にお

アイソトープ協会は，公益法人としての役割を認

ける日本アイソトープ協会の役割に関する検討

識し，放射性医薬品流通事業に関する安全管理の

会」（竹中浩治座長）が設置され，日本医師会，日

徹底，組織・運営機構の改善を進め，放射性医薬

本病院会，関係学会，業界団体と科学技術庁原子

品流通の効率化，適正化を図るべきである．」と

力局技術振興課，厚生省薬務局経済課および厚生

提言している．

゜この資料はRADIOISOTOPES

41巻2号（平成4年

2月）に掲載されたものですが，日本アイソトープ協
会医学・薬学部会からの要望により，掲載いたしま
す．
＊＊

また，検討会において，使用施設内における放
射性医薬品の流通についても院内関係者に充分理
解されておらず，適切な取扱指針作成の必要性が
指摘された．
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上記検討会の要請を受けて，施設内における放
射性医薬品の流通を見直し，取扱指針を作成する
ことを目的として，日本アイソトープ協会医学・

薬学部会に放射性医薬品施設内管理専門委員会が
設置された．

当委員会は，平成元年11．月より平成2年5月ま

で6回開催し，検討結果について関係機関と調整
のうえ，ここに本指針をとりまとめた．

各医療機関においては，本指針を参考にして，
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それぞれの施設内取扱マニュアルを再検討してい
ただき，今後，不測の事態を防止するための一助
としていただければ幸いである．

1・3

放射性医薬品の臨床使用

放射性医薬品の臨床使用にあたっては，つぎの
法規制を守って行う．

（1）医療法および医療法施行規則の規制

1．放射性医薬品にっいて

臨床に使用する放射性医薬品（診療用放射性同

1・1放射性医薬品とは

位元素）は，医療法第7条に基づく開設（または

放射性医薬品とは，薬事法第2条第1項に規定

変更）の許可および医療法施行規則に定められて

される医薬品で，かつ原子力基本法第3条第5号

いる施設，設備，取扱等の基準，管理者の義務，

に規定する放射線を放出するものである．

濃度限度等の条件を満たし，都道府県知事にあら

また，薬事法では，「放射性医薬品の製造及び
取扱規則」に放射性核種とその化合物，およびそ
れらの製剤の範囲が示されている．製造（輸入）

かじめ届出を行って使用する．

また，毎年12月20日までに，翌年使用予定数量
を都道府県知事に届出を行う．

については，放射線を放出するため特別に注意を

（2）薬事法および健康保険法の規制

要する医薬品として，体内診断用医薬品について

臨床に使用する放射性医薬品は，薬事法に基づ

は，「放射性医薬品基準」が，体外診断用医薬品

き，医薬品としての製造（輸入）承認を得たもの

については，「体外診断用放射性医薬品指針」が

を使用する．

定められている．

保険診療は，健康保険法に基づき，薬価基準に

一方，放射性医薬品は要指示医薬品であり，医

収載され，診療報酬（検査点数）の扱いが決めら

師，歯科医師，獣医師の処方せんの交付，または

れ，さらに，定められた「効能・効果」と「用法・

指示を受けた場合に限り販売できる．

用量」の範囲内で行う．

放射性医薬品の製造（輸入）承認を受けて販売
1・2

放射性医薬品の特殊性

されていても，薬価基準に収載されていない医薬

放射性医薬品は，一般の医薬品とつぎの点で性

品および定められた「効能・効果」と「用法・用
量」の範囲外では，保険診療には使用できない．

格が著しく異なっている．

（1）放射性医薬品中の放射能は，使用されてい
る核種の物理的半減期に従って壊変するために，

医薬品としての効力は，時間の経過とともに減少

2・薬事委員会と採用の手続き
多くの病院には，薬物治療，薬剤業務の適正化

する．そのため在庫が困難であり，必要量しか購

と医薬品の適正使用を目的として，薬事委員会あ

入できず，仮に検査当日予約がキャンセルされた

るいはこれに準じた委員会が設置されている．

場合，その医薬品は廃棄せざるを得ない．

（2）放射性医薬品は，物質量としてはきわめて

放射性医薬品は，他の医療用医薬品とは著しく

異なっているといえども採用にあたっては，それ

微量であり，薬理作用は期待されない．したがっ

らの特殊性を加味した上で，他の医療用医薬品と

て，普通の場合は物質に起因する薬理作用および

同様，つぎの手続きを行う．

副作用はほとんど無視できる．しかしながら，製

もし，薬事委員会がない医療機関でも，担当者

剤や調剤にさいしては，他の医薬品と同様に充分

のみの判断で採用を決めるのではなく，医療機関

な薬学的配慮が必要である．

の長の承認を得なければならない．

（3）放射性物質として，放射線管理が必要であ
2・1

る．

（4）現在，診療に利用されている放射性医薬品
は，ほとんどが診断用（検査用）医薬品である．

薬事委員会の審議

放射性医薬品は，薬事委員会でつぎの審議を経
て購入される．
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がある．

（1）放射性医薬品の採用を希望する診療科の責
（2）医薬品の適正使用および管理に関すること

任者は，薬剤部を通して採用を希望する書類を提

（3）医薬品副作用情報に関すること

出する．

（4）放射線被ばく線量等に関すること

（2）薬事委員会において採否の検討を行う．

（5）保険適用に関すること

（3）採用が適当であるとされた場合には，薬事

（6）医薬品の購入費の年間予算およびその運用

委員会は医療機関の長に報告し，承認を受ける．

に関すること

（7）その他薬事に関すること

2・3

（8）その他

医薬品の確認

放射性医薬品の採用を希望する申請者は，事前
に医療法施行規則に関する届出の確認のほか，医

2・2放射性医薬品の採用手続き

薬品としてつぎの4項目について確認を行う．

放射性医薬品を新規に採用するには，通常，採

用を希望する診療科の責任者が，図1に示す「医
薬品新規採用申請書」を薬事委員会に提出し，採
用の許可をもらう．

（1）医薬品として，薬事法上の製造（輸入）の
承認を取得しているか．

（2）薬価基準および診療報酬点数が定められて
いるか．

採用手続きの一例としては，つぎのような方法

（3）検査目的が効能・効果の範囲内か．

（4）投与方法，投与量が用法・用量の範囲内か．

病院長

医薬品メーカーは，体内診断用放射性医薬品に

No．

新規採用医薬二申諸書

＿年＿＿月＿日

殿

申詩秘

科異
申請医師名

印
印

下記薬品につき採弔を顎いたく申請いたします。
一

セ㊨

束

般名

｝ミ迄詰可年月日

年

月

日

要指示

発売年月日

年

月

日

毒・麻・劇

製

造

元

薬価収載・六

詰

売

元

蘭晶名

剤

昔・RI

義務づけられているので，その添付文書によって
確認する．

また，日本アイソトープ協会から配布されてい
る「放射性医薬品一覧表」および「核医学検査に

名

関する診断報酬点数及び薬価基準」に，承認番号，

薬価（現在）

円

日本標準

ついて，添付文書に承認番号，薬価基準収載の有
無，効能・効果および用法・用量を記載するよう

商品分類岳号
︑

︵

剤 ÷ 成分 程格

承認年月日が記載されているので，この資料でも

〆

︵

︶

︵

︶

・

確認できる．

なお，検体検査についての保険適用は，原則と
して「医薬品として承認されていること」が条件

集
積
機
序

とされているので，検査項目を確認するとともに，

薬事法上の承認の有無も確認することが必要であ

用
土

用

∵

る．

量
ト﹂ヒ﹂交ム月

これらの確認を円滑に進めるためには，問題と

・効果

重要な副作用
・

・

・

印

．

．

一

．

一

．

・

．

・

．

●

・

■

●

●

■

一

一

■■

■

●

●

．

里

使用上のこ意

■

■

●

●

●

■

●

．

・

．1

なりやすい使用法の一覧表を作って，各診療科に
配布しておくことも一つの方法であろう．

（製晶上の特徴……必要な文献添付Oこと）

学会等で発表される検査方法は，先進的であり，

5弓

由

理

医薬品としての承認を受けていないものや医薬品

否

由

採
理

●

の承認は受けているが，「効能・効果」および「用
図1

医薬品の新規採用申請書（例）

法・用量」が適用の範囲外の場合があるので，使
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は，比較検討も行われる．

用にあたってはとくに注意を要する．

一方，治験薬の使用については，次章3におい

3・2体外診断用放射性医薬品
体外診断用放射性医薬品で測定項目が新規のも

て述べる．

3．新しい放射性医薬品の臨床試験

のについては，製造（輸入）承認申請書に臨床試

新しい放射性医薬品の臨床試験を行う場合は，

験データを添付する必要がある．治験を実施する
場合は，治験依頼者と臨床試験についての契約を

つぎの手続きによって行う．

当然のことであるが，治験用または研究用試薬

結んで行う．

を保険診療に使うことはできない．

4・放射性医薬品の購入から使用まで
放射性医薬品を日常診療に使用する場合の基本

3・1体内診断用放射性医薬品
（1）臨床試験の目的

的な考え方を以下に示す．

医療上有用な医薬品の開発のためには各種の試
験が行われるが，有効性，安全性等を究極的に実

4・1検査の指示

証するためには，人による臨床試験が必要である．

主治医からRI検査室に検査指示が出される．

この臨床試験は，被験者の人権の擁護のために充

4・2発

分な配慮が必要である．

臨床試験の実施に関しては，「医薬品の臨床試
験の実施に関する基準」（付録参照）に遵守事項が
定められているので，これに沿って実施する．

（1）放射性医薬品は，日本アイソトープ協会に
注文する．

ただし，緊急を要する場合には，注文の連絡を
メーカーに直接行うことがある．

（3）治験の段階
治験は，通常，Phase

注

発注は，以下の手順に従って行う．

（2）臨床試験の実施

I−IIIに分けられ，各Phase

ごとに，治験総括医師等による治験実施計画書が
作成され，厚生省へ治験計画の届出が行われる．
被験者に対しては，「説明と同意（informed

con−

sent）」が必要である．治験は，通常，治験総括医

（2）放射性医薬品注文書（はがき）に必要事項
を記入し，日本アイソトープ協会に送付する．

なお，発注後に生じた検査予約の中止あるいは
追加変更などは，できるだけ速やかに掌握し，関
連部署との連携を密にして迅速に対応する．

師のもとに研究会組織による共同研究の形で行わ
れ，臨床成績をより科学的・客観的に評価するた
めの判定委員会等も開催される．
以下に，Phase

Phase

I：健康な志願者を被験者として，安全
核医学的特性等が検討される．
II：患者を対象に，投与方法・用量，検

査方法，適応疾患とその有効性，安
全性，体内分布等が検討される．
Phase

荷

（1）放射性医薬品は，メーカー委託の配送業者

l−IIIまでの治験の概要を示す．

性（副作用や臨床検査値），体内動態，

Phase

4・3入

III：さらに多数の対象疾患患者において，

臨床的有効性と安全性が検討される．

同じ効能をもつ医薬品がある場合に

により使用施設に納入される．放射性医薬品を受
領した当事者は，配送業者に受領サインをして荷
物を受取る．

（2）担当者（薬剤師が望ましい）が貯蔵施設等

管理区域で開梱し，品目，数量等について納品書
と現品を照合して確認する．

（3）納品書の流れ

納品書（3通）は，照合して以下の各部署へ回す．

①

1通は，薬品請求伝票と照合できる部門（薬
剤部門）
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②

1通は，支払いを行う部門（事務部門）

③

1通は，放射性医薬品を管理しているRI管

医師の検査指示に従って技師が行う．
（3）使用の記録

理室
（4）

（2）検査の実施

ラベルは，放射性医薬品使用記録簿に貼り，

医療法施行規則に従い，技師あるいは事務員が，

患者の氏名，生年月日，検査目的，検査方法，使

使用，受払いの記録に用いる．

なお，放射性医薬品は，通常は使用施設に直接
納入されるが，管理職員が不在の早朝等に配達さ

用核種，投与量，投与法，医師名，技師名などを
使用記録簿に記帳する．

れる場合，守衛室等別の場所で受領し，一時的に
保管する場合がある．そのような場合，あらかじ
め守衛等によく連絡をしておき，一時保管は職員
の目が届く場所で，かつ盗難予防および放射線防
護の観点から施錠できる構造物で行うことが望ま

4・6

医療費の請求

（1）検査の実施とあわせて検査伝票に必要事項
を記入し，会計伝票は医事課へ渡す．

（2）医事課では，検査内容および保険適用の有
無を確認し，請求業務を行う．

しい．

梱包表面の放射線量率は，定められた安全基準
内にあるが，到着した施設においても，その安全

5．院内における保管・廃棄および事故対策
院内における放射性医薬品の保管，廃棄および

性を随時確かめておく．

事故対策について注意事項をつぎに記す．
4・4

調製と品質管理

っぎの調製作業は，医師の指示の下で管理区域

5・1保

管

（1）貯蔵能力を超えて放射性医薬品を貯蔵しな

（準備室）において行う．

①テクネチウムジェネレータからのミルキング
② テクネチウム製剤の標識または特殊な標識

い（注文のさいに注意のこと）．

（2）放射性医薬品が到着したら，品目，数量等

を確認した後，貯蔵室，貯蔵箱等の貯蔵施設に保

（血球標識等）

③バイアルからの分注

管する．

放射性医薬品は，メーカーの添付文書に記載さ

（3）貯蔵にあたっては，放射性医薬品の種類に

れている「用法・用量」に基づき，充分な品質管

よって冷凍または冷蔵保管が必要なものもあり，

理の下で調製を行い，「貯蔵方法」に従って貯蔵

それに従った貯蔵を行う．
（4）貯蔵施設状況は，定期的に確認する．

し，「有効期間」内に使用する．

なお，現状では医師の責任の下に，薬剤師以外
の者が調製している場合があるが，将来的には調
製の重要性からみて，薬剤師が主体的に行う体制

期的にチェックする．

（6）みだりに持ち出されないよう，貯蔵箱は建
物に固定し，貯蔵施設には鍵を掛ける．

を作ることが望ましい．

4・5使

（5）貯蔵施設の放射線量率と，汚染の状況を定

5・2廃

用

棄

放射性医薬品の使用によって発生する廃棄物は，

（1）使用場所

放射性医薬品の使用は，管理区域内で行う．た
だし，限られた核種に関しては，・一定の条件のも

†使用が認められている診療用放射性同位元素（99mTc，
1231，201Tl）および使用条件等については，「医療法施

とに集中強化治療室等における使用tが認められ

行規則第30条の14」，平成元年1月18日「厚生省健康
政策局長通知・健政発第20号」，平成元年3月3日

ている．

「厚生省健康政策局指導課長通知・指第13号」等を参
照．
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気体，液体および固体廃棄物に分類される．廃棄

6．アイソトープ廃棄物の取扱い

は，法令に従って以下の方法により行う．
（1）気

6・1

体

使用施設の排気は，排気設備によって浄化し，

関が行うこと）
日本アイソトープ協会では，廃棄物を安全かつ

法令に定められた排気濃度基準値以下であること

効率よく処理するために，分類および収納方法を

を確認してから，環境へ放出する．
（2）液

固体廃棄物の分類・収納・引渡し（医療機

定めており，医療機関は定められた基準に従って

体

使用施設の排水および使い残した放射性医薬品

引き渡す．

は，排水設備（貯留槽および希釈槽）を設け，希

詳細は，以下の手順に沿って行う．

釈または減衰させて，法令に定められた排水濃度

（1）廃棄物収納容器の借用

基準値以下であることを確認してから，環境へ放

所定の「アイソトープ廃棄物容器貸与申込書」

により，日本アイソトープ協会から廃棄物収納容

出する．

（3）固

体

器（ドラム缶）を借用（無料）する．

固体の廃棄物は，気体および液体廃棄物と異な

（2）廃棄物の分類

り，廃棄の基準が定められていないため，施設内
で勝手に処理・処分することは禁止されている．

したがって，RIで汚染されたバイアル，注射

発生した廃棄物は，定められた分類に従って，

可燃物，不燃物，フィルタ等に分別して廃棄物容
器に収納する．

器，試験管，フィルタ等の固体廃棄物は，施設内

（3）廃棄物の保管

の保管廃棄設備（廃棄物保管室）に保管するか，

必ず容器に収納して廃棄物保管室に保管する．

または厚生大臣の指定を受けた廃棄業者（日本ア

（4）廃棄物記録票の作成

イソトープ協会）に廃棄を委託する．具体的な作
業は，下記のように行う．

①バイアルは，鉛しゃへいのまま貯蔵施設また
は廃棄物保管室に保管する．

②

廃棄物は，容器ごとにRIの種類，放射能量，
放射線量率等を記載した「アイソトープ廃棄物記
録票」を作成し，集荷のさいに廃棄物と一緒に日
本アイソトープ協会へ引き渡す．

バイアルに残った放射性医薬品は，充分に減

（5）廃棄物集荷の依頼

衰した後，注射器でとり貯留槽に流す．

③測定後のインビトロ試験管内の残留物は，洗
浄して貯留槽に流す．

④

ー

バイアル，注射器，針，インビトロ試験管等
は，日本アイソトープ協会の分類に従ってド

⑤

廃棄物が廃棄物保管室にある程度たまったとこ
ろで，日本アイソトープ協会に所定の「アイソト
プ廃棄物集荷依頼書」により，集荷を依頼する．

集荷依頼書の控は，事務部門に届ける．

廃棄物集荷の頻度は，現状では1年に1回程度

ラム缶に収納し，廃棄物保管室で保管する．

であり，地域によりあらかじめ集荷時期が決まっ

使用施設または器具等の洗浄液は，貯留槽に

ている．

流す．

（6）廃棄物の搬出作業

⑥使用済みフィルタは，段ボール箱に入れ廃棄
物保管室で保管する．

廃棄物の搬出作業は，原則として医療機関の責
任で行う．廃棄物の集荷は，大型車両で行われる
ので駐車場所を確保する．

5・3事故対策
（1）放射線障害の防止に関する予防措置，使用
基準，使用心得等に事故発生時の対策を明記する．
（2）防災訓練を定期的に行う．

6・2廃棄物の集荷・貯蔵・処理（廃棄業者が行
うこと）

日本アイソトープ協会は，医療機関の要請に基
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研究機閃

医療機関

病院・診療所

いる．

衛生検査所

（1）廃棄物の集荷作業

廃棄物の集荷作業は，日本アイソトープ協会の

放射性医薬品会社

担当者が，医療機関の担当者立会いのもとに，廃

廃棄物保管設備

廃棄物保管設備

②（保管）

②（保管）

棄物の「記録票」の確認，内容物のチェックおよ
び放射線量率の測定を行ったうえで，収納基準に
合致したもののみが引き取られる．
（2）廃棄物の譲渡・譲受書

廃棄物の引渡しが終わったら，医療機関と日本
アイソトープ協会の間で，「アイソトープ廃棄物
の譲渡・譲受書」を取り交わす．廃棄物の受取書
は，記録として保存する．
廃棄物貯蔵施設

（3）集荷した廃棄物の貯蔵

④貯蔵

医療機関から集荷した廃棄物は，いったん，全
国各地にある日本アイソトープ協会の廃棄物貯蔵
施設に貯蔵される．

日本アイソトープ協会

日本原子力研究所

茅記念滝沢研究所

束海研究所

（4）廃棄物の処理

医療用RI廃棄物は，日本アイソトープ協会茅
記念滝沢研究所で焼却または圧縮処理される．処
理済廃棄物は，安全に保管される．

処理施設

処理施設

⑤（処理）

⑤（処理）

保管設備

保管設備

⑥（保管）

⑥（保管）

わが国のアイソトープ廃棄物の流れは，図2に
（医療用RI廃棄物）

示すとおりである．

図2

（研究用RI廃棄物）

廃棄物の流れ

7．放射線量の測定と汚染検査
医療法施行規則に基づいて，下記の場所におけ
る放射線の量と汚染の状況を測定する．その記録
は，法令に基づいて5年間保存する．

8．記帳の義務
医療法施行規則に基づいて，放射性医薬品の入
手，使用および廃棄に関して，帳簿を備え，下記

の事項を記載し，1年ごとに閉鎖して5年間保管

7・1放射線量の測定

する．

①使用室，②貯蔵施設，③廃棄施設，④放射線
治療病室，⑤管理区域の境界，⑥居住区域，⑦敷
地の境界

（1）放射性医薬品の入手，使用または廃棄の年
月日

（2）廃棄物の種類およびベクレル単位で表した
数量

7・2汚染検査

（3）使用者または廃棄に従事した者ならびに廃

①使用室，②放射線治療病室，③排水口，④排

棄方法および場所

気口，⑤排水監視設備のある場所，⑥排気監視設

おわりに

備のある場所，⑦管理区域の境界

「はじめに」に記されたごとく，放射性医薬品
の流通全般にわたっての見直しが行われたのと並
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行して，当委員会においては，放射性医薬品の病

らすぐに行うことは難しい現状であるが，将来的

院内管理に関する検討が進められ，ここに「放射

には薬剤師による調剤体制を確立する方向で検討

性医薬品の施設内取扱に関する指針」が上梓され，

されている．

協力いただいた放射性医薬品施設内管理専門委

現場の担当者に参考に供していただくことになっ

員会の委員，オブザーバ，日本薬剤師会の各位お

た．

なお，今後の課題である薬剤師による調剤につ

よび日本アイソトープ協会学術課の諸兄に感謝し，

いては，目本薬剤師会においても協議していただ

本書が放射性医薬品の適正な使用に役立ち，ひい

いており，人手，施設および技術の評価等の面か

ては核医学診療の一層の発展を願うものである．

付

録

医薬品の臨床試験の実施に関する基準
（平成元年10月2日

薬発第874号

厚生省薬務局長通知）
て医療機関ごとに設置された委員会

第1章
（目

総

則

（4）治験担当医師

医療機関において治験に関与する医師又は歯

的）

第1条

この基準は，医薬品の製造（輸入）承

認申請の際に提出すべき資料の収集のために行わ
れる臨床試験の実施に関する遵守事項を定め，そ

科医師
（5）治験総括医師

同一の治験に一又は複数の医療機関において
一 又は複数の治験担当医師が関与する場合は，

正に実施されることを目的とする．

当該治験を総括する立場にある医師又は歯科医

（定

（6）治験薬

師

の臨床試験が倫理的な配慮のもとに，科学的に適

義）

第2条

この基準において用いられる主な用語

の意義は，次の各号に定めるところによる．
（1）治

治験の対象とされる薬物（医薬品，化学的物
質，生物学的物質又はそれらを含有する製剤）
（7）治験依頼者

験

薬事法（昭和35年法律第145号）第14条第3

項（同条第4項，第19条の2第4項及び第23条
において準用する場合を含む．）の規定により，

治験の依頼をしようとする者

（8）対照薬
治験薬と比較する目的で治験に用いられる薬

医薬品の製造（輸入）承認（承認事項の一部変更

物（医薬品，化学的物質，生物学的物質又はそ

承認を含む．）を申請するに際し提出すべき資

れらを含有する製剤，プラセボを含む．）

料のうち，臨床試験（健常人を被験者とするも

（9）被験者

のを含む．）の成績に関する資料の収集を目的

治験薬又は対照薬（以下「治験薬等」という．）

とする試験

の適用の対象となる者

（2）医療機関

（10）治験薬管理者

医療機関において治験薬等を保管，管理する

治験を実施する医療機関

薬剤師又は医師若しくは歯科医師

（3）治験審査委員会

治験実施計画書等の審査を行うため原則とし

（11）治験実施計画書
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ること．

方法等に関する実施計画書

（2）治験実施計画書の重大な変更について治験

（12）症例記録

審査委員会の意見を求め，その意見に基づいて

治験実施計画に定める記録用紙に記入された

治験担当医師に対し治験実施計画書の重大な変

被験者ごとの治験経過及び結果等に関する記録

更を了承し，又は必要な指示を与えること．

（13）総括報告書

（3）治験担当医師から副作用等に関する報告を

治験の終了後，治験の目的，方法及び成績等

受け，当該治験担当医師に対し指示を行う等必
要な措置を講ずること．

をまとめた治験に関する報告書

（4）治験終了後，治験担当医師の報告を受け，

第2章

治験の契約

治験の終了を確認すること．

（治験の契約）

第3条

治験の契約は，治験依頼者と医療機関

第4章

治験審査委員会

（治験審査委員会の構成）

の間で文書により行うものとする．

第8条治験審査委員会は，その業務を遂行す
第3章

医療機関

るに足りる医学，歯学又は薬学に関する専門知識

を有する委員の他，少なくとも1人の医学，歯学

（医療機関の要件）

第4条

医療機関は，十分な臨床観察及び試験

検査を行うことができ，かつ，緊急時に必要な措
置を採ることができるなど，当該治験を適切に実
施しうるものでなければならない．

又は薬学の専門家以外の委員，合わせて5人以上
で組織する．

2

委員は，医療機関の長が指名するものとす

る．

3

治験に関与する委員は，治験審査委員会の

当該治験に関する審議には参加しないものとする．

（治験審査委員会の設置等）

第5条医療機関の長は，治験の実施について
審議等を行うため，治験審査委員会を設置するも

2

（治験審査委員会の業務）

第9条

のとする．

医療機関の長は，治験審査委員会の運営に

関する事項及び治験の実施に必要な事務手続きに

治験審査委員会は，その所属する医療

機関で実施される治験に関し，次の各号に定める
事項を行うものとする．

ついて，文書により定めるものとする．

（1）治験実施計画書等により，当該治験を実施

（治験薬管理者の指定）

長に意見を提出すること．

することの妥当性について審議し，医療機関の

第6条

医療機関の長は，治験薬等を保管，管

理させるため治験薬管理者を置くものとする．

（2）被験者の治験参加の同意が適切に得られて
いるかを確認すること．

（3）治験実施計画書の重大な変更の妥当性につ

いて審議し，医療機関の長に意見を提出するこ

（医療機関の長の業務）

第7条

医療機関の長は，当該医療機関におけ

る治験の実施について次の各号に定める事項を行

と．

（4）治験の進行状況について適宜報告を受け，

また必要に応じて，自ら調査を行い意見を述べ

うものとする．

（1）治験の実施について治験審査委員会の意見

ること．

を求め，その意見に基づいて治験担当医師に対

（5）前各号に定める事項に関する記録を作成す

し治験の実施を了承し，又は必要な指示を与え

ること．

Presented by Medical*Online

526

核医学

（共同の治験審査委員会）

第10条

29巻4号（1992）
伝達すること．

医療機関が小規模である等の理由によ

（7）治験実施計画書の作成及び変更並びに治験

り，当該医療機関に治験審査委員会を設置するこ

の実施に当たっては，治験依頼者と相互に連絡，

とが困難である場合には，次のいずれかによるこ

協議すること．

とができるものとする．

（8）治験の終了を確認すること．

（1）治験に参加する複数の医療機関の長の協議

（9）前各号に定める事項に関する記録を作成す

により，共同で治験審査委員会を設置し，当該

ること．

治験について審議を受けるものとする．

（10）治験終了後，治験の総括報告書を作成し，

（2）共同で治験を行う他の医療機関の治験審査

治験依頼者に提出すること．

委員会により，当該治験について審議を受ける

（11）治験担当医師が作成した症例記録を点検の

ものとする．

うえ，治験依頼者に提出すること．

2

前項の共同の治験審査委員会は，治験依頼

（12）治験の総括報告書，症例記録等に関し，治

者から独立した第三者性を有するものでなければ

験依頼者から調査確認の要請があったときは，

ならない．

必要な措置を講ずること．

3

共同の治験審査委員会の構成及び業務につ

いては，第8条及び第9条を準用する．
第5章

（治験担当医師の要件）

治験総括医師及び治験担当医師

治験担当医師は，当該治験薬等の有効

知識及び経験を有する者であるものとする．

（治験総括医師の要件）

第11条

第13条

性，安全性等を適切に評価するのに必要な専門的

治験総括医師は，治験を総括し，治験

担当医師その他治験に参加している研究者に必要
な指示を行い得る者であるものとする．

（治験担当医師の業務）

第14条

治験担当医師は，次の各号に定める事

項を行うものとする．
（治験総括医師の業務）

第12条

（1）治験薬等の非臨床試験及び先行する治験の

治験総括医師は，次の各号に定める事

項を行うものとする．

結果等に関する資料及び情報に基づき治験を実
施することの倫理的及び科学的妥当性について

（1）治験薬等の非臨床試験及び先行する治験の

検討すること．

結果等に関する資料及び情報に基づき，治験を

（2）治験の依頼の申出があった場合，所属する

実施することの倫理的及び科学的妥当性につい

医療機関の長の了承を得て治験を実施すること．

て検討すること．

（3）当該治験薬等の非臨床試験及び先行する治

（2）（1）の結果に基づき，適正な治験実施計画

験の結果等必要な情報の入手に努めること．

書を作成すること．

（4）治験実施計画書に従って治験を実施するこ

（3）治験が治験実施計画書に従い適切に実施さ

と．

れていることを随時確認すること．

（5）治験実施計画書について重大な変更が行わ

（4）必要に応じ，治験実施計画書を変更するこ

れる場合には，その所属する医療機関の長の指

と．

示を受けること．

（5）治験を総括し，治験担当医師その他治験に

（6）治験の実施中に重篤な副作用が発生した場

参加している研究者に必要な指示を行うこと．

合には，速やかにその所属する医療機関の長，

（6）治験依頼者から入手した資料及び情報を治

治験総括医師及び治験依頼者に文書をもって報

験担当医師その他治験に参加している研究者に

告すること．
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（7）症例記録を作成し，個々の被験者の治験の

終了後速やかに署名及び捺印し，治験総括医師
に提出すること．

第7章被験者の人権保護
（被験者の選定）

（8）治験の終了につき，速やかにその所属する

第16条

治験実施計画書の作成及び被験者の選

医療機関の長に対し報告すること．

定に当たっては，人権保護の観点から，及び治験

2

の目的に応じ，健康状態，症状，年齢，性別，同

同一医療機関で複数の治験担当医師が治験

に関与している場合には，前項第2号，第5号，

意能力，他の治験への参加の有無等を考慮し，治

第6号及び第8号の事項については当該医療機関
における治験担当医師の代表者がこれを行うこと

験に参加を求めることの適否について慎重に検討
されなければならない．

ができる．
（被験者の同意）

第6章

治験依頼者

第17条

治験の内容等を被験者に説明し，治験への参加に

（治験依頼者の業務）

第15条

治験担当医師は，治験の実施に関し，

治験依頼者は，医療機関への治験の依

ついて文書又は口頭により，自由意志による同意

頼に当たっては，薬事法第80条の2の治験の取扱

を得るものとする．ただし，口頭による同意を得

いに関する規定を遵守するほか，次の各号に定め

た場合は，その同意に関する記録を残すものとす

る事項を行うものとする．

る．

（1）治験の依頼に先立ち，予定している治験の

2

同意の能力を欠く等により被験者本人の同

内容について次に定める事項に関して専門的な

意を得ることは困難であるが，当該治験の目的上

観点から検討を行い，その結果に基づき該当治

それらの被験者を対象とした治験を実施すること
がやむを得ない場合には，その法定代理人等被験

験の適否を判定すること．

イ

非臨床試験及び先行する治験の結果等

者に代わって同意を成し得る者の同意を得るもの

から，有効性，安全性等に関し，当該治験の

とする．この場合にあっては，同意に関する記録

目的に応じた十分な情報が得られていること．

とともに同意者と被験者本人の関係を示す記録を

ロ

イの情報から，治験の実施を依頼する

残すものとする．

ために十分な倫理的及び科学的妥当性が裏付
（被験者に対する説明事項）

けられていること．

第18条

（2）治験総括医師を委嘱すること．

治験担当医師は，同意を得るに当たり

（3）治験の依頼が薬事法第80条の2及び本基準

治験の目的・段階に応じ次の各号に定める事項に

に従い適切に行われていることを確認するため，

ついて被験者に説明するものとする．

自主監査を行う者を指定し，又はその組織を設

（1）治験の目的及び方法

けること．

（2）予期される効果及び危険性

（4）治験中にあっても当該治験に関連する有効

（3）患者を被験者とする場合には当該疾患に対

性，安全性等に関する新たな情報を得た場合は，

する他の治療方法の有無及びその内容

直ちに治験総括医師及び治験担当医師に伝達し，

（4）被験者が治験への参加に同意しない場合で

速やかに必要な措置を講ずること．

あっても不利益は受けないこと．

（5）前各号に定める事項に関し，記録を作成す

（5）被験者が治験への参加に同意した場合でも

ること．

随時これを撤回できること．

（6）その他被験者の人権の保護に関し必要な事

項
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（3）治験総括医師名，治験担当医師名等

第8章治験実施計画書

（4）治験薬等のコード名，成分，含有量，剤形等

（治験実施計画書）

第19条

（5）治験の方法

治験実施計画書には，治験が安全かつ

対象，被験者の選択基準，除外基準，投与方

科学的に実施されるよう治験の目的・段階に応じ，

法・投与量・投与期間並びにそれらの設定理由，

次の各号に定める事項を記載するものとする．

対照薬を用いた場合にはその選択理由，割付方

（1）治験の目的

法，併用療法，観察項目，臨床検査項目，観察

（2）対象，被験者の選択基準，除外基準
（3）治験薬等のS一ド名，成分，含有量，剤形等

検査方法，評価方法及びその基準並びに中止脱

（4）投与方法，投与量，投与期間，併用療法

（6）治験の成績

（5）観察項目，臨床検査項目，観察検査方法

（7）対象者一覧表

（6）評価方法及びその基準並びに中止脱落基準，

（8）治験審査委員会の確認が行われた年月日並

解析方法

びに治験審査委員会の氏名及び職名

（7）症例記録に関する記録用紙等の様式

（9）本基準第23条において保存することとされ

（8）治験の安全性を確保するための事項

ている記録等の保存場所

（9）目標とする被験者数及びその根拠

2

（10）治験の実施期間

落基準，解析方法，計画書変更の処理等

治験の総括報告書には，治験総括医師の署

名及び捺印がなされていなければならない．

（11）治験を実施する医療機関の名称
（12）治験総括医師名，治験担当医師名等
（13）その他必要な事項

第9章

記録等の保存

（記録等の保存）

第23条

治験薬等の管理

治験実施計画書，症例記録，総括報告

書，治験審査委員会の審議に関する記録及び資料，

（治験薬等の管理）

第20条

第11章

治験契約書，被験者の同意に関する記録，治験薬

治験薬管理者は，治験薬等を適切に保

管，管理する．

等の管理に関する記録等本基準によって定められ
た各種の記録，その他症例記録，総括報告書等の
作成の基礎となった測定機器のチャート，写真，

（治験薬等の管理の記録）

治験薬等の品質試験記録等の生データ類について

第21条治験薬管理者は，次の各号に定める記
録を作成する．

は，保管の責任者を定め，適切な条件の下に保存
されなければならない．

（1）治験薬等の受領と使用を示す記録
（2）未使用の治験薬等を処分又は返却した場合

第24条

にはその記録
第10章

前条の記録等のうち治験依頼者が保存

するものは，薬事法施行規則で定める期間とし，

治験の総括報告書

その他のものは当該治験に係る医薬品の製造（輸

（治験の総括報告書）

第22条

（保存期間）

入）承認時までとする．

治験の総括報告書には，治験の目的・

段階に応じ，次の各号に定める事項を記載するも
のとする．

第12章

記録等の確認

（記録等の確認）

（1）治験の目的及び治験の実施期間

第25条

医薬品の製造（輸入）承認審査に際し，

（2）治験依頼者及び治験を実施した医療機関の

本基準において保存することを求められている記

名称

録等について，必要に応じ調査，確認を行う．
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