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はじめに 

東京大学医科学研究所公共政策研究分野 武藤 香織 

 

文部科学省科学技術試験研究委託事業「次世代がん研究シーズ戦略的育成プ

ログラム」（平成 24 年度～）「研究倫理支援ユニット」では、本プログラムに参

画する研究者からの研究倫理相談を通じて得られた知見から、中長期的に解決

すべき倫理的法的社会的課題を抽出し、解決策を検討している。 

本プログラムにおける研究の特徴は、様々ながん種における多施設共同臨床

試験・治験の枠組みを通じて得られた試料・情報を研究に用いることである。

このような研究を円滑に進めるためには、効率的かつ質の高い多施設共同研究

の倫理審査体制が求められる。しかし、倫理審査体制の責任が各研究機関に委

ねられている現状から、支援の過程において、様々な課題が浮き彫りとなった。 

こうした課題の解決に向けて、「研究倫理支援ユニット」では、諸外国の倫理

審査体制に関する研究を進めてきたが、なかでも近年、大規模な改革を終えた

英国に着目し、その倫理審査体制を実務の視点から詳しく検討するため、「英国

研究倫理政策研究班」を発足させた。本書は、その活動成果として翻訳した、

英国の研究倫理委員会が使用している標準業務手順書である。 

以上のように、本書は、文部科学省科学技術試験研究委託事業「次世代がん

研究シーズ戦略的育成プログラム」内の「研究倫理支援ユニット」の活動の一

環として作成しており、同プログラムより財政的支援を受けたものである。ま

た、プログラムリーダーの野田哲生先生（公益財団法人がん研究会がん研究所

所長）、グループリーダーの間野博行先生（東京大学大学院医学系研究科教授）

には、「研究倫理支援ユニット」の活動について多大なるご理解とご支援を賜っ

ている。ここに深く御礼申し上げる。 
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英国の倫理審査委員会から何を学ぶか 

昭和大学研究推進室 田代 志門 

 

欧州の倫理審査委員会はこの 20 年間で大きく変化しつつある。その１つのき

っかけは、2001 年に公布された、いわゆる「EU 臨床試験指令」である。指令

は、医薬品の臨床試験について、その主体が企業かアカデミアかを問わず、同

じルールに服することを加盟国に求めた。そのなかで打ち出されたのが、倫理

審査に関する「一加盟国一意見」という原則である。つまり、1 つの国のなかで

多施設共同研究を実施する場合には、（多重審査ではなく）1 回の倫理審査を原

則とするというのがそれである。しかしそのためには、各国はどの倫理審査委

員会に研究計画が申請されても、それなりに適切な判断が行われることを担保

する必要がある。 

EU 指令の公布と前後して、欧州各国では倫理審査委員会の集約化と質の向

上・標準化に関する施策がそれぞれに進められたが、なかでも英国の取り組み

は際立っている。かつて全国に 200 以上あった倫理審査委員会も現在では 70 以

下にまで減り、そのすべてを国の機関である英国研究倫理サービス（NRES）が

直接管理している。英国研究倫理サービスは倫理審査の質の維持のためにこれ

らの倫理審査委員会の定期的な評価を行い、委員教育の機会を提供し、委員の

リクルートや任命まで担う。とりわけ興味深いのは、これらすべての委員会が、

今回翻訳した共通の標準業務手順書（SOP）に沿って運営されている点である。

共通 SOP の存在は、全国各地にある倫理審査委員会の判断を標準化していくう

えでは、確かに有効な手立ての 1 つであろう。 

ただしその一方で、これまで倫理審査委員会を専ら各研究機関の自治に委ね

てきた日本からすると、英国の取り組みは全く別世界の出来事のようにも思え
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る。しかし日本でも状況は変わりつつある。まずは 2014 年から再生医療の領域

で先行して臨床研究の法制化が行われ、国が認定する委員会による審査が始ま

ろうとしている（再生医療等の安全性の確保等に関する法律）。さらにこの法律

で定められている委員会（特定認定再生医療等委員会）は、これまでの施設の

内部にある倫理審査委員会とは違い、英国にあるような地域倫理審査委員会に

近い。くわえて、厚生労働省は 2014 年度から一般の倫理審査委員会に関しても

質評価に基づく認定作業を進めるという（平成 25 年度厚生労働科学研究費（医

療技術実用化総合研究事業）「倫理審査委員会の認定制度と要件に関する検討」

（研究代表者：楠岡英雄））。この点で、倫理審査の質に対する国の関与は今後

日本でもますます増大していくだろう。この点で、ここ 15 年かけて国による倫

理審査の質の管理を進めてきた英国の経験に学ぶところは少なくないのではな

いだろうか。 

 

さて、もともとこの SOP を翻訳するきっかけとなったのは、2012 年 11 月に

私（田代）が厚生労働省の研究班による調査の一環として渡英した際にさかの

ぼる（平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（医療技術実用化総合研究事業）

「臨床研究に関する国内の指針と諸外国の制度との比較」（研究代表者：藤原康

弘））。そこで英国の倫理審査委員会制度が大きく変化していることを知り、そ

のエッセンスを日本に紹介できないかと考えた。もちろん、英国の倫理審査委

員会に関する公的文書としては、この SOP の他にも、より一般的な方針を定め

た文書がある（「研究ガバナンス体制（Research Governance Framework）」お

よび「研究倫理委員会ガバナンス協定（Governance Arrangements for Research 

Ethics Committees, GAfREC）」）。しかし倫理審査の実務で現実に問題になるよ

うな細かな点が記載されているのは、結局のところ、この SOP である。この点
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で、当時訪問したロンドンの倫理審査委員会の委員長が、分厚い SOP のファイ

ルを指さして、「ここにわれわれの“倫理”が詰まっている」と述べたのが思い

出される。 

その後、「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」の「研究倫理支援ユ

ニット」のメンバーである武藤、井上、丸も当該プロジェクトにおける支援経

験から英国の倫理審査委員会制度に関心をもっていることがわかり、SOP の翻

訳を行ってはどうかという提案が持ち上がった。そこで、さらに英国での臨床

試験の実務経験のある高嶋をくわえた 5名で 2013年 9月より研究会を立ち上げ、

適宜翻訳作業を進めてきた。 

具体的には、業者による下訳をベースとして、田代、丸、高嶋がそれぞれ分

担を決めて加筆・修正をくわえ、必要に応じて武藤、井上のチェックを受ける

という形で作業を進めた。また合わせて共通の訳語リストを作成し、それに基

づき全体の調整を行った。なお、この過程で、田代と井上は 2014 年 3 月に再度

英国研究倫理サービスを訪問する機会があり、そこで得た情報についても翻訳

作業にフィードバックしている（平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（医療

技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験推進研究事業））「臨床研究に関する

欧米諸国と我が国の規制・法制度の比較研究」（研究代表者：磯部哲）」）。さら

に、いったん翻訳案が完成した後の 2014 年 9 月に、高嶋が改めて英国研究倫理

サービスおよび英国の倫理審査委員会を訪問し、SOP の細部に関する細かな確

認を行った。 

 

本SOPの翻訳については、当初予想していた以上に時間がかかってしまった。

これは主に、英国の複雑な研究規制の全体像を理解しつつ、日本の文脈に合う

ような適当な翻訳語を設定する作業に費やされたものである。訳文については
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ダブルチェックの上、研究会でも慎重に確認しているが、それでもまだ見過ご

しているミスや誤解があるかもしれない。そうした点については研究班メンバ

ーまでご指摘頂ければ幸いである。 

いずれにしてもこの翻訳によって、英国の倫理審査委員会の実情が多少なり

とも日本に伝わり、何らかの形で今後の倫理審査委員会制度や実務の改善に貢

献できれば、これに勝る幸せはない。 
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研究倫理委員会の標準業務手順書 序論（第 5.0 版） 

 

 

目的および対象範囲 

 

1． 本文書は、英国保健省研究倫理サービス内の研究倫理委員会（REC）の標準業務

手順書（SOP）について定めたものである1。 

 

2． 英国保健省の研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）（2011 年 5 月 9 日発行、

2011 年 9 月 1 日施行）に従い、研究倫理サービス内の各 REC は任命権者（appointing 

authority）により承認された SOP、あるいは任命権者のために承認された SOP を

採用することが求められる。REC は SOP に従って活動することが求められ、最終

的にはこの点におけるガバナンスについて任命権者に説明する義務がある。 

 

3． 英国保健省は、保健研究機構内にあるイングランドの研究倫理サービス（NRES）

に対し、英国全域で SOP を広範に発展させること、ならびに運営上の助言と援助

を提供すること等、REC の運営システムの発展を調整する権限を与えている。 

 

4． 本 SOPは研究倫理委員会ガバナンス協定に基づいて設置されたすべてのRECに適

用され、そうした REC のために任命権者によって承認されたものである。ここで

いう REC とは以下のとおりである。 

・国民保健サービスおよび北アイルランド保健福祉局（「NHS REC」）内で設置さ

れたすべての REC 

・遺伝子治療諮問委員会（GTAC） 

・イングランド福祉（social care）研究倫理委員会 

 

5． 本 SOP は、欧州議会および欧州連合理事会の指令 2001/20/EC（「EU 指令」）に基

づく、試験薬の臨床試験（CTIMP）に関する倫理委員会の運営に対する英国の義

務を果たすものである。2
 

                                                   
1 英国保健省は、保健省研究開発局（イングランド）、スコットランド政府保健局主任研究

事務局（スコットランド）、英国福祉保健研究所（NISCHR）（ウェールズ）、衛生行政機関

研究開発部（北アイルランド）で構成されている。 

2 EU 指令は、2004 年 5 月 1 日に施行された 2004 年人に使用する医薬品の臨床試験規則

（「臨床試験規則」）によって英国法に取り入れられている。英国研究倫理サービスは、臨

床試験規則の目的のために認定されたRECに運営上の助言と援助を行う国家機構を創出す

るよう、英国倫理委員会機構（UKECA）への働きかけも行う。欧州委員会は別指令（委員
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6． EU 指令は、2004 年 5 月 1 日に施行された 2004 年人用医薬品を用いた臨床試験規

則（「臨床試験規則」）によって英国法に取り入れられている。英国研究倫理サー

ビスは、臨床試験規則の目的のために認定された REC に対して運営上の助言と援

助を行う国家機構（national mechanism）を創出するよう、英国倫理委員会機構

（UKECA）への働きかけも行う。 

 

7． 英国保健省の方針により、EU 指令および臨床試験規則によって義務付けられる業

務手順書は、一般的に、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき英国の REC がそ

の他すべての保健福祉3研究について審査する際にも適用される。試験薬の臨床試

験とその他の研究では、業務手順書にいくつかの相違点がある。それは必要に応

じて文中に示されるものとする。 

 

8． 本 SOP は、英国保健省研究倫理サービスに属さない REC（例えば、高等教育機関

あるいは専門機関が設置した REC）には適用されない。その他の REC およびその

任命権者は、希望すれば謝辞をもって本 SOP の関連部分を自由に採用できる。 

 

9． 防衛省研究倫理委員会（MoDREC）は防衛省によって設置され、臨床試験規則に

則した臨床試験の審査の実施について英国倫理委員会機構の認定を受けている。

MoDREC は、防衛省によって個別に定められ、かつ本 SOP と適合する業務手順書

を採用している。 

 

 

英国研究倫理諮問委員会 

 

10． 英国研究倫理諮問委員会（NREAP）は研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき英

国研究倫理サービスによって設置され、英国保健省研究倫理サービスおよび REC

任命権者が研究倫理審査を最適化し、それによる英国の研究環境向上を助けるこ

とを目的としている。英国研究倫理諮問委員会の役割には、研究倫理委員会ガバ

ナンス協定および SOP に基づく責務を担いながら、英国研究倫理サービスに対し

て運営政策の発展に関する助言を提供すること、および REC およびその任命権者

に対して助言と援助を提供することが含まれる。本委員会へのすべての委任事項

                                                                                                                                                     

会指令 2005/28/EC）において、人に使用する医薬品の臨床試験実施に関する原則および詳

細なガイドライン、ならびに当該試験薬（IMP）の製造および輸入の許可要件についても

定めている。 

3 本文書における「保健・福祉（health and social care）」とは、スコットランドでは「保

健・コミュニティケア（health and community care）」に相当する。 
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は、本文書とは別に定められている。 

 

 

施行 

 

11． 第 11 節に従い、英国研究倫理サービスの SOP 第 5.0 版が 2011 年 9 月 1 日に施行

され、REC から承認の判断を受けたすでに進行中のすべての研究に対して遡って

適用されるものとする。特定の手順が踏まれる「ものとする（should）」と SOP に

記述があるときには、SOP を採用しているすべての REC は、無条件にそれを完全

に遵守することが期待される。コンプライアンスは REC の運営管理者によってモ

ニタリングされる。英国研究倫理サービスによって作成された REC の監査および

認証（accreditation）システムは、研究倫理委員会ガバナンス協定および SOP に基

づくものである。 

 

12． 統合研究申請システム（IRAS）による電子申請の体制（本 SOP1.32～1.39 項、4.32

項および 5.15 項参照）は、IT サポートと運用システムのテスト完了後に実施され

る。実施体制に関する詳細は、英国研究倫理サービスのウェブサイトで公表され

る。それまでは、SOP 第 4.1 版が、申請の予約と提出、施設固有事情の評価（SSA）

および大幅な変更（substantial amendment）に適用され続ける。 

 

13． 迅速審査手順（Proportionate Review Procedures, PRS）の実施時期は、REC によって

審査される研究の性質と運営に関する検討事項を考慮した上で、運営管理者によ

って決定される（8.14 項参照）。 

 

14． 放射性物質投与諮問委員会（ARSAC）および英国情報ガバナンス委員会（NIGB）

との協力・連携手順（13.49～13.111 項参照）は、英国研究倫理サービスとこれら

の機関との合意が正式承認され、放射性物質投与諮問委員会の場合には、統合研

究申請システム内に新たな機能が準備され次第、直ちに実施される。 

 

15． REC は、本 SOP には記載されていない、もしくは自由裁量に任されている REC

ごとの事項を扱うための REC 特有の業務手順書を追加的に作成することができる。

その業務手順書には、委員長と REC 運営管理者間との合意が必要である。 

 

16． 付属文書 A に記載されている標準文書およびその他書類は、本 SOP と合わせて使

用することを目的に、標準文書のテンプレート使用に関する詳しい運用ガイダン

スと併せて REC のコーディネーターに対して電子的に発行されている。 
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専門用語 

 

17． 第 1 節に先立ち、SOP で使用される専門用語のガイダンスが定められている。以

下は特に留意すべき事項である。 

 

・SOP において「英国研究倫理サービス局長」あるいは「英国研究倫理サービス

運営部長」に割り当てられた責務は、英国研究倫理サービスの他のスタッフに委

任することができる。 

 

・SOP における REC の「委員長」への言及は、副委員長が委員長の代理を務めて

いるときには副委員長への言及として解釈し、両者とも不在の場合は副委員長代

理への言及として解釈するものとする。この 3 者がすべて不在の場合は、REC 任

命権者は、これら責任者の誰かが職務を果たせるようになるまで、委員会の他の

委員を任命して委員長の職務を遂行させることができる。委員長（あるいは副委

員長）が職務に就いているときは、その他の責任者の地位は一委員に戻る。 

 

・REC のコーディネーターに付託された権限は、アシスタントコーディネーター

あるいはコーディネーターの業務を実施するその他委員にも当てはまると解釈さ

れるものとする。 

 

・「主 REC（main REC）」とは、申請の倫理審査を行う REC、あるいは実施中の研

究に承認の判断とその継続を与える REC のことを指す。2004 年 3 月 1 日以前に 2

つ以上の REC から承認を受けた研究の場合、そのうち 1 つの REC が変更を審査す

る主 REC として任命されるものとする（10.10 項参照）。 

 

 

詳細な情報 

 

18． 詳細な情報や助言を必要とする REC は、最初にその REC の運営管理者に連絡する

ものとする。 

 

19． 研究者およびその他質問がある者は、queries@nres.nhs.uk にメールするか、あるい

は適切な REC のコーディネーターあるいは運営管理者に連絡することにより助言

を得ることができる。 

 

 

mailto:queries@nres.nhs.uk
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2012 年 3 月 

 

保健研究機構 

英国研究倫理サービス 

Skipton House 

80 London Road 

London SE1 6LH 

 

http://www.nres.nhs.uk/ 
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専門用語* 

 

用語一覧 

Adverse Reaction 

有害反応 

試験薬の臨床試験における、被験者への投与量に

かかわらず生じる IMPに対する被験者の好ましく

ない、意図しない反応。SSAR および SUSAR も参

照。 

Amendment 

変更 

REC の申請、研究計画書あるいはその他関連書類

の語句に関して、研究開始後にくわえられた変更。

通常、研究は研究計画書の手順のいずれかが開始

した時点で始まる。 

Appointing Authority 

任命権者 

REC の設置および支援に責任を有する機関。 

Appeal 

再審査請求 

却下の判断（unfavourable opinion）を受けた後、別

の倫理上の判断を求めるべく、未訂正の申請を別

の REC に提出すること。 

Approval conditions 

承認条件 

研究開始前に申請者によって満たされるべき条

件。承認条件は、承認の判断（favourable opinion）

を示す最終文書の中で、REC によって公表される。

（注：承認条件は、暫定的判断（provisional 

opinions）の公表時に申請者に要求される詳細な情

報や説明とは異なる） 

ARSAC  

(Administration of Radioactive Substances 

Advisory Committee) 

放射性物質投与諮問委員会 

ASR (Annual safety report) 年次安全性報告（DSUR も参照） 

ATMP  

(Advanced therapy medicinal product)  

先進医療医薬品（付属文書 J 参照） 

Authorised REC 

公認 REC 

研究倫理委員会ガバナンス協定に従って設置され

たが、英国倫理審査委員会機構（UKECA）による

認定は受けていない REC。公認 REC は、試験薬

の臨床試験関連の申請を除くすべての申請を審査

することができる。 
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Booking 

予約 

新規申請や再審査請求に対する REC による審査

の予約、および審議枠の確保（reservation）。予約

は、申請のタイプに応じて、中央割当システム又

は地域割当システム（CAS/LAS）を通じて行われ

るか、各 REC の事務局に直接行うことができる。 

Care organisation 

医療機関 

患者および／あるいは研究に参加している医療サ

ービス消費者（user）および介護者に対する医療

提供について責務を担う組織。医療機関は、医療

の質、ならびに研究によって損害を受ける可能性

のあるいかなる人に対する義務についても法的責

任を免れない。 

CAS  

(Central Allocation System) 

 

中央割当システム。英国研究倫理サービス本部に

よって管理されている、特定のタイプの申請向け

の予約システム。 

Chair 

委員長 

任命権者によって委員長に任命された REC 委員。

委員長が何らかの理由で不在の場合、その職務は

副委員長あるいは副委員長代理が遂行できる。 

CI (Chief Investigator) 

主任研究者 

研究に対して全体的な責務を担う研究者。多施設

共同研究において、主任研究者は全研究実施機関

における研究を調整する責務を担う。すべての倫

理審査申請は主任研究者が提出するものとする。 

Clinical Trials Regulations 

臨床試験規則 

改正後の 2004 年人に使用する医薬品の臨床試験

規則。 

Clock 

審査日数 

新規申請や大幅な変更の倫理審査のための規定の

期間。有効な申請を受領した時点で審査日数のカ

ウントを開始する。新規申請の場合、申請者に詳

細な情報を求めるために、審査日数に算入しない

ことができる。審査日数の長さは研究のタイプに

より異なる（3.1～3.6 項参照）。大幅な変更の場

合、いかなる場合においても 35 日間の審査日数が

適用され、審査日数の算入停止が行われることは

ない。 
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COREC  

(The Central Office for Research Ethics 

Committees) 

研究倫理委員会本部 

COREC は英国研究倫理サービスの前身である。 

CTA  

(Clinical Trial Authorisation) 

 

臨床試験許可。試験薬の臨床試験実施のための英

国医薬品庁（MHRA）による許可。英国では CTA

および承認という倫理上の判断の両方がなけれ

ば、試験薬の臨床試験を開始することはできない。

MHRA および REC への申請は同時並行で作成す

ることができる。 

CTIMP  

(Clinical trial of an investigational medicinal 

product) 

試験薬の臨床試験（その他の研究はいずれも「試

験薬の臨床試験以外」とされる） 

DHHS  

(Department of Health and Human Sciences) 

保健福祉省。保健研究に関する規則の責任を有す

る米国連邦政府の省。 

DMC  

(Data Monitoring Committee) 

データモニタリング委員会 

（http://www.nres.nhs.uk/applications/guidance/clinic

al-trials/?entryid62=74624 において、ガイダンス参

照のこと）（現在は入手不可能） 

Domain 

領域 

戦略的保健当局（SHA）（イングランド）、保健

委員会（スコットランド）、NHS ウェールズ、あ

るいは北アイルランドの地域事務局がカバーして

いる領域。 

DSUR 

(Development Safety Update Report) 

開発時定期的安全性最新報告。医薬品規制調和国

際会議（ICH）ガイドライン E2F に基づく、ICH

地域における試験薬に関する年次安全性報告の共

通フォーマット。 

Electronic signature 

電子署名 

2002 年電子署名規則に基づく、独立サービスプロ

バイダによる、照合可能な電子暗号化された署名。 

Employing organisation 

研究者の所属機関 

主任研究者、その他の研究者あるいは研究協力者

（research collaborator）を雇用する組織。雇用者は

その被雇用者の業務に対して責務がある。 
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EU Directive 

EU 指令 

人に使用する医薬品の臨床試験実施における、医

薬品臨床試験の実施基準の施行に関する欧州議会

および欧州連合理事会の指令 2001/20/EC。 

EudraCT 

(The European Clinical Trials Database) 

欧州委員会のために欧州医薬品庁（EMA）が管理

する欧州臨床試験データベース。 

EVCTM 

(The Eudravigilance Clinical Trials Module) 

欧州臨床試験データベース（EudraCT）の医薬品

安全性データベース（EudraVigilance）臨床試験モ

ジュール。 

GAfREC 

(Governance Arrangements for Research Ethics 

Committees) 

英国保健省の研究倫理委員会ガバナンス協定 

GTAC 

(Gene Therapy Advisory Committee) 

遺伝子治療諮問委員会。1.18～1.21 項および付属

文書 J 参照。 

HRA 

(The Health Research Authority) 

イングランドの保健研究機構 

ICH 

(International Conference for Harmonisation) 

医薬品規制調和国際会議。臨床試験の共通基準を

制定するための、欧州、米国、日本における規制

当局と製薬業界間の協調。ICH GCP は、医薬品臨

床試験の実施基準として広く認められている。 

IMP 

(Investigational medicinal product) 

試験薬 

Investigator’s brochure 

試験薬概要書 

人を対象とする医薬品試験に係る試験薬に関する

臨床データおよび非臨床データの概要を含む文

書。 

IRAS 

(Integrated Research Application System) 

統合研究申請システム。英国における保健福祉研

究のほとんどの許可および認可に適用されるオン

ラインの申請システム。

http://www.myresearchproject.org.uk 参照。 

LAS 

(Local Allocation System） 

地域割当システム。単一の管理センターが支援す

る REC 群に対する申請の電話予約システム。 

Lead site 

主たる研究機関 

多施設共同研究において、主任研究者が研究責任

者を兼ねる研究機関。 

http://www/myresearchproject.org.uk
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Local collaborator 

実施施設の研究協力者 

研究責任者の任命や施設固有事情の評価を必要と

しない（「施設固有事情の評価の免除」参照）、

一定の種類の簡単な研究手順を行う個人。NHS の

研究実施機関における研究協力者は、研究開発事

務局による許可を求めるものとする。 

Main REC 

主 REC 

申請の倫理審査を行う REC 

MHRA 

(Medicines and Healthcare products Regulatory 

Agency) 

英国医薬品庁 

MHRA（医薬品）は EU 指令および臨床試験規制

に関連する英国の所轄官庁である。MHRA（医療

機器）は 2002 年医療機器規制に関連する英国の所

轄官庁である。 

Minor amendment 

軽微な変更 

REC による審査を必要としない、大幅な変更では

ない変更（5.34 項参照） 

Modified amendment 

再度の変更 

大幅な変更に関して却下の判断を受けた論点につ

いて、修正したうえでの変更を再提出すること 

MoDREC 

防衛省研究倫理委員会 

英国軍に関する研究あるいは防衛省（Ministry of 

Defence）による支援や資金援助を受けた研究を審

査するため、防衛省によって設置された 2 つの研

究倫理委員会。1.29～1.31 項参照。 

Non-CTIMP 

試験薬の臨床試験以外  

試験薬の臨床試験を除くすべての研究 

NRES 

(National Research Ethics Service) 

英国研究倫理サービス。イングランドにおける

HRA の行政機関。 

NRES Director  

NRES 局長 

英国研究倫理サービスの運営に関する全責務を担

う上級幹部 

OHRP 

(Office for Human Research Protections) 

被験者保護局。米国保健福祉省（DHHS）あるい

はその機関の資金援助を受ける研究に関連する連

邦規制の実施について、その責務を担う DHHS 内

の組織。これには、独立倫理委員会／施設内審査

委員会（IRB）の登録、および研究の主催組織に

対する連邦保証制度（FWA）の政策などがある。 
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Participant 

研究対象者 

試験への参加に同意する患者、医療サービス消費

者、介護者、遺族、専門介護者、その他被雇用者、

および一般人。（臨床試験規則に基づき、試験薬

の臨床試験の対象者は「被験者（subjects）」と呼

ばれる） 

Phase 1 trial 

第 I 相試験 

人に処方される試験薬の薬理臨床試験。このとき

スポンサーおよび研究者は、医薬品が被験者に対

して有用であると考えられるいかなるエビデンス

に関する知識も持たない。 

PI (Principal Investigator)  

研究責任者 

施設固有事情の評価（SSA）を必要とする一定の

手順が試験に含まれるとき、研究実施機関に対す

る責務を担う研究者。研究実施機関毎に 1 名の PI

がいるものとする。単一施設による研究では、主

任研究者（CI）と PI は通常同一人物である。 

Protocol 

研究計画書 

研究の目的、デザイン、方法論、統計学的考察（あ

るいはその他データ分析手法）ならびに研究組織

について記載する書類。 

Provisional opinion 

暫定的判断 

申請者からの詳細な情報や説明（資料の訂正を含

む）の受取りおよび／あるいは専門的助言者

（referee）との協議を条件として、申請に関して

REC が行う決定。申請者に要求した情報を受け取

るまで、決定は 60 日間中断される。 

PRS (proportionate review service) 迅速審査サービス 

REC (Research Ethics Committee) 研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき、および

／あるいは臨床試験規則に基づき英国倫理委員会

機構（UKECA）の認定を受け、英国の全地域に設

立される研究倫理委員会。 

REC reference number  

REC の受付番号 

申請の審査を引き受ける REC によって割り当て

られる受付番号。これには、REC の地域識別コー

ド、個別のプロジェクト番号、年が含まれる。 

REC operational manager 

REC 運営管理者 

REC 事務局の専門的な監督および支援に関して、

最も重要な責務を担う研究倫理サービスの管理者

を指す総称。REC のタイプおよび状況により、役
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職名は異なる。 

イングランドにおける英国研究倫理サービス 

REC（遺伝子治療諮問委員会（GTAC）を含む）：

英国研究倫理サービスの運営部長によって別途発

行される SOP への追加書類を参照。 

北アイルランド、スコットランド、ウェールズに

おける NHS REC：当該カントリーにおける REC

事務局の管理者。 

福祉 REC：福祉研究拠点研究所（SCIE）によって

任命された上級幹部。 

RED (The Research Ethics Database) 

研究倫理データベース 

REC システムによって使用される研究倫理データ

ベース。 

Receiving REC 

受付 REC 

審査のために申請を別の REC に移管するか否か

にかかわらず、申請を最初に受け付ける REC。 

Recognised REC 

認定 REC 

英国の研究実施機関で実施される試験薬の臨床試

験について、倫理上の判断を述べることを英国倫

理委員会機構によって法的に認定された REC。 

Referee 

専門的助言者 

申請あるいは関連事項に関して、REC に専門的な

助言を行う個人あるいは団体 。 

Research site 

研究実施機関 

当該施設での研究に関して、研究手順の実行に責

務を担う組織あるいは施設。 

Revision of application 

申請の修正 

研究開始前に、審査あるいは意見の公表を受けて、

REC の要求に従って申請の語句を変更すること。

申請が事前確認されたら、REC の審査前の修正は

許可されない。 

SAE 

(Serious Adverse Event) 

重篤な有害事象（P.38 の法律上の定義を参照） 

SCIE 

(Social Care Institute for Excellence) 

福祉研究拠点研究所 
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Scientific officer 

科学顧問 

REC および研究開発事務局（R&D Office）に対し

て研究目的の審査に関する専門的な助言を行い、

REC 施設を運営するために、スコットランド保健

委員会によって任命された個人。 

Second REC 

2 番目に担当する REC 

最初に担当した REC が却下の判断を公表した後、

再審査請求を受けた申請を審査する REC。 

Single ethical opinion 

共通の倫理上の判断 

英国全土に適用できるように、ある研究に関して

REC が公表する倫理上の判断。判断は承認か却下

のどちらかである。 

Site-specific assessor 

研究機関の個別評価者 

研究機関の個別評価を施行する責務を担う機関

で、NHS 研究機関向けの研究開発事務局、あるい

は NHS を除く研究機関向けの適切な各 REC のい

ずれかである。 

Social Care REC 

福祉 REC 

福祉研究拠点研究所（SCIE）によって任命された、

イングランドの成年福祉研究を審査するための国

内の REC。1.26 項および付属文書 K を参照。 

SOP(Standard Operating Procedures) 

標準業務手順書 

英国研究倫理サービス本部によって公表された標

準業務手順書。 

Sponsor 

スポンサー 

P. 38 の法律上の定義参照。 

SSA(Site-specific assessment) 

施設固有事情の評価 

各施設の研究者、施設および設備に対する適正性

の評価。施設固有事情の評価は特定のタイプの試

験にのみ施行される。本 SOP の第 4 節参照。 

SSAR 

(Suspected Serious Adverse Reaction) 

重篤な有害反応疑い（P. 39 の法律上の定義参照） 

SSI Form 

施設固有情報書式 

施設固有事情に関する書式。 
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Substantial amendment 

大幅な変更 

指令および臨床試験規則に基づき、試験薬の臨床

試験の変更は倫理委員会および所轄官庁の両方に

通知されなければならない。このとき、実施前に

主 REC による承認の判断および／あるいは

MHRA による異議なし通知が必要である。試験薬

の臨床試験以外の場合、新しい研究実施機関の追

加あるいは NHS の研究実施機関における PI の追

加を除いて、大幅な変更には主 REC による承認の

判断が必要である。 

SUSAR 

(Suspected Unexpected Serious Adverse 

Reaction) 

予期しない重篤な有害反応疑い（P. 39 の法律上の

定義参照） 

Transfer 

移管 

審査のために、受付 REC が他 REC に申請を移管

すること。 

UKECA 

(United Kingdom Ethics Committee Authority) 

英国倫理委員会機構 

Validation 

事前確認 

申請が完成済みで審査に移すことが可能であるか

を検証するため、REC のコーディネーターが行う

管理上の確認。事前確認の決定は受付から 5 営業

日以内に行うものとする。 

Validation date 

事前確認日 

有効な申請が REC によって受付された日（1.42 項

参照） 

 

試験薬の臨床試験に関する法律上の定義 

 

注：以下は、試験薬の臨床試験に関して、2004 年人に使用する医薬品の臨床試験規則に関

連する定義をまとめたものである。 

 

適格な医療専門職 

(a) 医師 

(b) 歯科医師 

(c) 看護師 

(d) 薬剤師 

 

注：試験薬の臨床試験の実施機関における主任研究者およびすべての研究者（つまり、［各
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施設の］研究責任者）は、上記のうちいずれかの者でなければならない。登録要件の詳細

については「医療専門職」の記述を参照。 

 

主任研究者 

(a) 単一の研究機関で実施される臨床試験の場合は、その研究機関の研究者 

(b) 複数の研究機関で実施される臨床試験の場合は、適格な医療専門職であり、どの研究

機関で研究者を務めているか否かにかかわらず、その試験の実施に主たる責務を担う

者 

 

注：(b)の記述は、多施設共同研究の場合、主任研究者は研究実施機関における研究者のな

かの 1 人であるであるよりも、スポンサーである製薬会社の従業員であるほうが合法的で

あることを示している。また、倫理審査においては、主任研究者が試験実施の責務を担う

ために適切な職業資格および専門知識を有していることを確認する必要がある。 

 

臨床試験 

非介入試験を除く、人を対象としたすべての試験。その目的は以下のとおり。 

(a) 1 つ以上の医薬品の臨床的・薬理学的・その他の薬力学的効果の発見および検証 

(b) 1 つ以上の医薬品の有害反応の特定 

(c) 1 つ以上の医薬品の安全性あるいは有効性を確認する目的のもとに行う、吸収、分

布、代謝、排泄の研究 

 

臨床試験実施計画書 

臨床試験の目的、デザイン、方法論、統計学的考察、組織について記述されている文書 

 

臨床試験の実施 

(a) 試験を目的とした、被験者に対する試験薬の投与あるいは投与の指示、あるいは 

(b) 試験を目的とした、試験薬の処方、あるいは 

(c) 試験に関連するその他の医療処置あるいは看護処置の実施、あるいは 

(d) 検査あるいは分析の実施： 

(i) 試験プロセスにおいて投与される試験薬の臨床効果、薬理学的効果、あるいはその

他の薬力学的効果の発見あるいは検証 

    (ii) その試験薬の有害反応の特定 

    (iii) その試験薬の吸収、分布、代謝、排泄の研究 

試験のために必要な準備や一時的な準備などの試験開始前に実施される活動は含まない。 
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医療専門職（Healthcare professional） 

医療専門職とは、以下のうちいずれかを示す： 

 

職業 定義 

医師 登録医 

歯科医師 歯科医師法のもとで登録された歯科医師、あるいは歯科

医師法の一覧 4 のもとで EEC（欧州経済共同体）の訪問

開業医名簿に記載された歯科医師 

看護師 登録看護師あるいは登録助産師 

薬剤師 1952 年および 1954 年薬事法、あるいは 1976 年薬事法（北

アイルランド）第 6 条および第 9 条のもとでの登録薬剤

師 

検眼眼鏡士 1989 眼鏡法第 7 項のもとで登録されている 

整骨医 1993 整骨医法第 41 条で定義されているとおり 

カイロプラクター 1994年カイロプラクター法第43条で定義されているとお

り 

その他の医療専門職 2001 年医療専門職令（Health Professionals Order 2001）の

下、医療専門職協議会（Health Professionals Council）によ

って登録されている。登録されるのは、アート・セラピ

スト、足（病）治療医、臨床科学者、栄養士、臨床検査

技師、作業療法士、視能訓練士、救急救命士、理学療法

士、臨床精神科医、義肢装具士、歯科矯正医、X 線技師、

音声言語療法士である。 
 

 

試験薬 

臨床試験の対象となる、あるいは対象となる予定の活性物質ないしはプラセボ。または、

臨床試験における対照薬として用いられる、あるいは用いられる予定の活性物質あるいは

プラセボ。なお、販売承認医薬品であるが、試験のために以下のように扱われるものを含

む。 

(a) 販売承認医薬品と異なる剤形で使用あるいは構成される（製剤化あるいは包装さ

れる） 

(b) 医薬品承認時の製品概要に含まれていない適応症に使用される 

(c) 販売承認医薬品の剤形について追加情報を得るために使用される 

 

研究者 

研究実施機関における臨床試験実施の責務を担う承認を受けた医療専門職。研究実施機関
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において、承認を受けた医療専門職から成るチームによって臨床試験が実施される場合は、

研究者は責務を担うチームリーダーとなる。 

 

注：英国の REC システムでは、研究責任者（PI）という用語は研究実施機関を率いる研究

者という意味で使用される。研究実施機関には、臨床試験実施の際に研究責任者に対して

報告義務を持つその他の施設研究者もいる。 

 

試験薬概要書 

人を対象とする医薬品試験に係る、試験薬に関する臨床データおよび非臨床データの概要

を含む文書。 

 

非介入試験 

以下の全条件を満たす場合の、1 つ以上の市販薬の試験： 

(a) 承認条件に従い、通常の方法で医薬品が処方される 

(b) 研究に参加する患者の特定の治療への割り付けが、試験実施計画書によって事前

に決められていない 

(c) 特定の医薬品を処方する決定が、患者の研究参加に関する決定と明確に分離され

ている 

(d) 当該治療において通常実施される以外の診断やモニタリングの処置が、研究に参

加する患者に実施されない 

(e) 研究によって発生するデータの分析に、疫学的方法が使用される予定である 

 

第Ⅰ相試験 

人に処方される試験薬の薬理学的試験。このとき、スポンサーおよび研究者は、医薬品が

被験者に対して有用であると考えられるいかなるエビデンスに関する知識も持たない。 

 

重篤な有害事象 

以下のような好ましくない事象の発生： 

(a) 死に至るもの 

(b) 生命を脅かすもの 

(c) 入院あるいは入院期間の延長が必要であるもの 

(d) 永続的あるいは顕著な障害・機能不全に陥るもの 

(e) 先天異常あるいは先天性欠損を来すもの 

 

臨床試験のスポンサー 

臨床試験の開始、管理および資金管理（あるいは資金調達）に最終責務を担う個人。 
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注：臨床試験規則によって、2 人あるいは 3 人以上がスポンサーの機能に対して責務を担う

ことが認められる。これが適用されるとき、スポンサーのうち 1 人が以下の各機能に責務

を担う必要がある。 

(a) 大幅な変更、再度の変更および試験の終了に関する連携 

(b) 緊急安全対策に関する連携 

(c) 医薬品安全性モニタリング報告 

 

臨床試験承認の大幅な変更 

以下のいずれかに相当の影響を与えると考えられる臨床試験承認の変更。 

(a) 被験者の安全性、または身体および精神の統合性（integrity） 

   (b) 試験の科学的価値 

(c) 試験の実施あるいは管理 

(d) 試験で用いられる試験薬の品質あるいは安全性 

注：臨床試験規則では、REC の申請あるいは研究計画書の項目よりも、むしろ臨床試験許

可に関連する大幅な変更について定義されている。しかし、REC の申請あるいは関連書類

の項目の変更から成る臨床試験許可あるいはそれを含む臨床試験許可に対して、大幅な変

更をくわえることをスポンサーが提案するとき、REC が承認の判断を示した場合のみ、変

更がくわえられるものとする。 

 

重篤な有害反応疑い（SSAR） 

「有害反応（adverse reaction）」とは、被験者への投与用量に関連した、試験薬に対して被

験者において生じる好ましくなく、意図しない反応である。 

有害反応は以下のとき「重篤」となる。 

(a) 死に至るもの 

(b) 生命を脅かすもの 

(c) 入院あるいは入院期間の延長が必要であるもの 

(d) 永続的あるいは顕著な障害・機能不全に陥るもの 

(e) 先天異常あるいは先天性欠損を来すもの 

それゆえ「重篤な有害反応疑い」とは、上記の基準を満たす疑いのある事象のことである。 

 

予期しない重篤な有害反応疑い（SUSAR） 

「予期しない重篤な有害反応疑い」は「予期せず」生じる重篤な有害反応疑いで、その性

質および重症度が当該医薬品について定められた情報と一致しないことを意味する。 

(a) 市販薬の製品概要（SPC）と一致しない場合 

(b) その他試験薬について、当該試験に関する試験薬概要書と一致しない場合 
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第 1 節：倫理審査の新規申請 

 

概要 

 倫理審査の新規申請は、統合研究申請システム（IRAS）の研究倫理委員会（REC）申請

書式を用いて、主任研究者（CI）によって提出されなければならない。英国内で実施され

るあらゆる研究について、倫理審査の申請は一度でよい（意思能力法および意思能力を有

さない成人に関するスコットランド法に基づき審査が求められる場合を除く）。 

 本節は、各申請を研究の種類にしたがって各 REC に割り当てるプロセスについて概略す

る。 

 臨床試験規則では、試験薬の臨床試験（CTIMP）は英国倫理委員会機構（UKECA）によ

って法的に「認定された」REC による審査を受けることが求められている。新規申請向け

に２種類の認定委員会が存在する。 

タイプ 1：英国のあらゆる研究実施機関で実施される、健常ボランティアを対象とした第Ⅰ

相試験 

タイプ 3：英国のあらゆる研究実施機関で実施される、患者を対象とした臨床試験 

 英国倫理委員会機構に認定されていない REC は「公認の」REC と呼ばれ、試験薬の臨床

試験以外の研究について広く審査することができる。REC が特別な専門知識を有する場合

には、それを「特定分野を専門として表示する(flagged)」ことができる。その表示がある

REC へ申請することが推奨されるが、たいていの場合それは強制的なものではない。 

 遺伝子治療諮問委員会（GTAC）、福祉研究倫理委員会（福祉 REC）および防衛省研究倫

理委員会（MoDREC）などの特別な REC の権限の範囲についてガイダンスを示す。 

 REC の運営は、研究倫理データベース（RED）によって容易になる。すべての新規申請

が研究倫理データベースに入力され、固有の REC 受付番号が割り振られる。標準書式（SL）、

議事録、審議議題といった書類は当該データベースが作成する。 

 英国研究倫理サービス（NRES）の中央割当システム（CAS）は電話による予約サービス

であり、患者を対象とした試験薬の臨床試験を含む一定の種類の申請を、英国全土にわた

る REC に割り当てるシステムである。通常は、健常ボランティアを対象とした第Ⅰ相の試

験薬の臨床試験は、タイプ 1 について認定された委員会に直ちに予約される。その他の申

請は、REC あるいは地域研究倫理センターの地域割当システム（LAS）に電話することで

直ちに予約される。各申請には１つの REC 受付番号が割り振られ、審査の予定が入れられ

る。 

 統合研究申請システムによる電子提出が導入された後は、すべての申請書と関連資料は、

予約時に統合研究申請システムから電子的に提出されることになる。（当該システム導入ま

では、予約から 4 日以内に書面で申請書を送付しなければならない、とする従前の SOP が

適用される。この期日は予約した日を含まず、迅速審査の申請の場合は 2 日以内に送付し

なければならない。）REC のコーディネーターは、2 営業日以内（小委員会による迅速審査
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を受けるために提出された申請の場合）あるいは 5 営業日以内（その他すべての申請の場

合）に、申請書を確認し申請者に通知するものとする。本節は「事前確認日」および有効

な申請の基準を定義している。 

 申請の移管に関してガイダンスを示す。REC にある種の申請を審査する権限がなく、他

の REC へ移管することが義務となる場合がある。移管が運営上の理由から行われる場合に

は（例えば、審査が開催されない場合）、申請者には移管するかどうかの選択肢が提案され

るが、最初に申請した REC の次回開催を待つこともできる。 

 申請書に訂正が必要な状況に関してガイダンスが示されている。 

 REC の権限範囲は研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）に詳述されており、研究

倫理審査委員会の審査の現在の法的要件を含むものである。本節には、REC が通常の権限

外の申請を受理することのできる場合についての助言が記されている。 

 REC は研究であると認められるプロジェクトの審査のみを行う。プロジェクトが研究で

あるかその他の種類の活動であるかについての助言依頼への対応についてガイダンスを示

す。 

 [既に実施されてしまった研究について]事後的に提出された申請については、審査の申請

を受理すべきでない。 

 

 

新規申請提出の基本的要件 

1.1   研究の倫理審査の申請は、その研究の主任研究者によってなされるものとする。

主任研究者の代わりにスポンサーが申請することはできない。通常、主任研究者

は、英国を本務地としている必要がある。英国外の共同研究者との国際共同研究

の場合には、通常、英国を本務地とする医療従事者が、英国における研究実施の

主任研究者として任命されるものとする。REC は、英国外を拠点とする主任研究

者が提出した申請を例外的に受理することができるが、研究の管理について十分

な準備が英国内で適切になされているか否かを倫理審査の一部として検討する必

要がある。 

 

1.2   英国内で実施されるあらゆる研究計画については、倫理審査の申請を一度提出す

るだけで審査が行われるものとする（イングランド／ウェールズおよびスコット

ランドにおける意思能力を有さない成人を対象とする試験薬の臨床試験以外の研

究を除く。この場合は二度の申請が必要である：12.57 項参照）。倫理審査の一部

として施設固有事情の評価（SSA）が必要な研究については、第 4 節の手順が適用

される。国際共同研究の場合には、その研究が英国外の委員会で承認の判断が下

されているかどうか、英国外ですでに開始しているかどうかにかかわらず、英国

の倫理委員会に申請されなければならない。 
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1.3   主たる研究にくわえて１つあるいは２つ以上の付随研究を統括する別の研究計画

書を有する研究プロジェクトの場合には、研究計画書ごとに本申請をするものと

する。主たる研究およびいかなる付随研究も、可能な限り同一の REC による審査

を受けることが推奨される。 

 

1.4   REC 宛てに作成される倫理審査のためのすべての新規申請は、統合研究申請シス

テムにある標準オンライン REC 申請書式を用いて提出する必要がある

（http://www.myresearchproject.org.uk）。標準申請書式は、英国研究倫理サービス本

部によって改訂されることがある（有効な申請に必要な追加書類については、1.45

項参照）。 

 

1.5   申請の前に、審査の事前予約を行うこととする（詳しい事前予約手順については、

1.32～1.39 項参照）。 

 

 

新規申請の割り当て 

1.6   倫理審査の新規申請については、表 A および表 B に示すとおりに、審査の予約と

割り当てが行われるものとする。特定分野 REC（flagged REC）への特別な割り当

てに関する詳しいガイダンスは、1.11～1.15 項で詳述する。申請を別の REC に移

管してもよい事情、およびその際に従うべき手順については 1.65～1.78 項に記載

がある。 

 

試験薬の臨床試験（CTIMP） 

表 A  試験薬の臨床試験 

試験薬の臨床試験のタイプ 予約の手順 割

り

当

て

先 

健常ボランティアに対する

第Ⅰ相試験（対象とする疾患

あるいは症状のない患者を

対象とする場合を含む：1.17

項参照） 

REC 事務局に直接予約（ある

いは、地域割当システム

（LAS）で予約） 

 

タイプ 1 の認定 REC の早期

の審査枠の予約に関する助

タイプ 1 の認定 REC 
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言を、中央割当システム

（CAS）から得ることができ

る 

健常ボランティアおよび対

象とする疾患あるいは症状

を有する患者に対する第Ⅰ

相試験および早期第Ⅱ相試

験 

中央割当システムで予約 タイプ 1 およびタイプ 3 の認

定国民保健サービス（NHS） 

REC 

遺伝子治療試験 REC 事務局に直接予約 遺伝子治療諮問委員会（特定

分野 NHS REC への移管も可

能：1.74～1.75 項参照） 

幹細胞株由来細胞を用いた

幹細胞治療試験 

REC 事務局に直接予約 遺伝子治療諮問委員会 

その他先進医療医薬品

（ATMP）の試験（1.19 項参

照） 

中央割当システムで予約 通常は遺伝子治療諮問委員会

（しかし、申請者の要望があ

るか、あるいは遺伝子治療諮

問委員会の審査枠に空きがな

い場合には、適切に認定され

たその他 REC への割り当て

も可能） 

患者を対象とするその他す

べての試験 

中央割当システムで予約 タイプ 3 の認定 NHS REC 

 

その他の研究 

表 B その他の研究 

研究のタイプ 予約の手順 割り当て先 

受刑者を対象とする研究あ

るいは英国の刑務所内で実

施される研究 

イングランドおよびウェー

ルズの中央割当システムで

予約 

スコットランドおよび北ア

イルランドの地域割当シス

テムで予約 

通常はイングランドおよび

ウェールズの特定分野 REC 

 

スコットランドあるいは北

アイルランドのいずれかの

REC 

意思能力を有さない成人を

対象とする研究 

中央割当システムで予約 第 12 節の詳細なガイダンス

を参照 

子どもを対象とする研究 地域割当システムで予約 通常は特定分野 REC 

イングランドの福祉 REC の REC 事務局に直接予約 福祉 REC 
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権限内で実施される研究

（1.26 項参照） 

北アイルランドの独立病院

／診療所／医療機関、介護施

設あるいは在宅の患者を対

象とする研究 

北アイルランドの地域割当

システムで予約 

英国倫理委員会機構の認定

を受けた HSC(Health and 

Social Care) REC 

米国保健福祉省（DHHS）あ

るいはその一機関から資金

提供を受けている研究（1.10

項参照） 

中央割当システムで予約 米国 DHHS から資金提供を

受けている研究の特定分野

REC 

医療機器を対象とする研究 中央割当システムあるいは

地域割当システムで予約 

通常は特定分野 REC 

研究用組織バンクあるいは

研究データベース 

中央割当システムで予約 通常は特定分野 REC 

その他すべての申請 地域割当システムで予約 通常は主たる研究実施機関

あるいは主任研究者の本務

地の REC だが、申請は NHS

のあらゆる REC によっても

審査することができる 

 

 

特定分野 REC への特別な割り当て 

 

    特定分野 REC 

1.7   「特定分野 REC」とは、特定の種類の申請の審査のために指定を受けた REC であ

り、委員会の構成員資格は、研究倫理の関連分野についての研修あるいは過去の

経験によって得た専門知識といった、重要な関連ある専門的・学術的・倫理的な

知識を有することである。 

 

1.8   REC が特定分野を専門として表示することは、ほとんどの場合が、行政上の制度

として行われる。個々の REC の専門表示は、当該 REC およびその運営管理者との

協議および合意の上、英国研究倫理サービスの運営部長が推薦し、英国研究倫理

サービスマネージメントグループがそれを承認する。英国研究倫理サービスの運

営部長は、関連ある分野での申請数および地域的分布、ならびに REC 委員の交代

を考慮に入れて、特定分野専門表示の制度を監督する責任がある。特定分野につ

いて専門表示されている REC の一覧は、英国研究倫理サービスウェブサイトのコ
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ンタクトページにある詳細検索ツール「あなたの地域の REC を探す（Find your 

Local REC）」で見ることが可能であり、それは随時更新されている。 

 

1.9   行政による特定分野専門表示は、現在、以下の種類の研究について行われている。 

・ 子どもを対象とする研究 

・ イングランドおよびウェールズにおける意思能力を有さない成人を対象とする

研究 

・ イングランドおよびウェールズにおける受刑者4を対象とする研究あるいは英

国犯罪者管理局が実施する研究 

・ 福祉セクターにおける研究 

・ 医療機器の研究 

・ 幹細胞株由来細胞を用いた幹細胞治療あるいは先進医療医薬品を対象とする研

究 

・ 対象とする疾患あるいは症状を有する患者を対象とする First in Human 試験 

・ 遺伝子治療諮問委員会（GTAC）から別の REC に移管された、低リスクの遺伝

子治療の臨床試験 

・ 研究データベース 

・ 研究用組織バンク 

 

1.10  REC の特定分野の専門表示は、場合によっては、特定の種類の申請の審査のための

法律上の権限あるいは規制権限に基づくものであり、それは法律で規定されるか、

あるいは制定法上の権限による承認によってなされる。この法的要件および規制

要件の概要は以下の表に示すとおりである。 

 

研究の種類 地域 該当する REC 

試験薬の臨床試験 英国全体 英国倫理委員会機構による

適切なタイプの認定を受け

ている REC（1.17 項参照） 

遺伝子治療の臨床試験 英国全体 遺伝子治療諮問委員会（1.18

項参照） 

意思能力を有さない成人を スコットランド スコットランドA REC（12.50

                                                   
4  ここでの犯罪者とは、英国刑務所庁（つまり、イングランドおよびウェールズの全国犯

罪者管理局内）に身柄を拘束され、拘留されている者を指す。犯罪者には、精神保健法の

もとで専門病院あるいはその他の精神保護施設に拘留されている患者、あるいは地方自治

体の保護施設あるいは保護訓練センターに拘留されている少年犯罪者は含まれない。この

認定は、スコットランド刑務所庁あるいは北アイルランド刑務所庁における研究審査には

適用されない。 
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対象とする試験薬の臨床試

験以外の研究 

項参照） 

意思能力を有さない成人を

対象とする試験薬の臨床試

験以外の研究 

イングランドおよびウェー

ルズ 

イングランドあるいはウェ

ールズの A REC 

独立病院／診療所／医療機

関、介護施設あるいは在宅の

患者を対象とする研究 

北アイルランド 英国倫理委員会機構の認定

を受けた REC 

米国 DHHS あるいはその一

部局から資金提供を受けて

いる研究 

英国全体 米国 DHHS の被験者保護局

によって現在認定を受けて

いる A REC 

 

    特定分野 REC への割り当てに関する基本方針 

1.11  法的要件あるいは規制要件が（1.10 項で記述したように）適用される場合には、指

定された特定のRECあるいは特定のタイプのRECに申請することが義務づけられ

る。 

 

1.12  くわえて、幹細胞株由来細胞を対象とする幹細胞治療試験に関しては、遺伝子治療

諮問委員会に申請することが義務づけられる。 

 

1.13  その他の場合にあっては、特定分野 REC による審査が申請者に対して強く推奨さ

れており、中央割当システム（CAS）あるいは 地域割当システム(LAS)による割

り当てが望ましい。しかし、割り当ての決定に際して、以下の要因を考慮するこ

とができる。 

・ 特定分野 REC の審査時間があるか否か 

・ 特定分野 REC が主任研究者の本務地と地域的に近接していること（主任研究

者が REC の審査に出席できるか否かに影響を与える可能性がある） 

・ 類似の研究が特定分野 REC 以外の REC によって以前に審査されたことがあ

ること 

・ 特定の REC による審査に対して、主任研究者が表明する意向（1.35 項参照） 

・ 申請が２つ以上の専門分野（例えば、意思能力を有さない成人を対象とする

刑務所での研究）に関連しているが、専門を２つ有する REC を見つけること

が常に可能というわけではないこと 

 

1.14  特定分野の専門表示のない REC（あるいは、当該申請に関連性ある特定分野の専門

表示のない REC）への割り当てについては、当該 REC のコーディネーターの同意
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を得る必要がある。ある特定の割り当てが適切であるか疑問があるときには、運

営管理者に助言を求めるものとする。 

 

1.15  特定分野 REC 以外の REC が、通常であれば特定分野 REC によって審査される申

請を割り当てられた場合には、コーディネーターおよび委員長は、新たに審査委

員を任命するか、あるいは特定分野 REC あるいは他の専門的助言者に対して書面

で助言を求めるかどちらかによって、審査のために専門家の意見を補足的に求め

るかどうかについて検討するものとする。 

 

    認定倫理委員会への試験薬の臨床試験の割り当て 

1.16  試験薬の臨床試験は、（a）臨床試験規則下で英国倫理委員会機構によって認定され、

かつ（b）適切な種類の試験薬の臨床試験の審査について認定された倫理委員会に

よって審査されなければならない。 

 

1.17  倫理委員会の認定条件は、以下のうち１つあるいは２つ以上のカテゴリーで認定さ

れていることである。 

 

タイプ 1 

英国内のあらゆる研究実施機関で実施される第Ⅰ相の試験薬の臨床試験について

審査することが認定された委員会。スポンサーは医薬品候補が研究対象者に利益

のある効果を持ちそうだというエビデンスに関していかなる知識もなく、研究対

象者は健常ボランティアであるかあるいは本臨床試験に関連した疾患あるいは症

状のない患者である。 

 

タイプ 2 

当該 REC の領域内でのみ実施される、患者を対象とした試験薬の臨床試験（第Ⅰ

相あるいはそれ以降の相を問わず）について審査することが認定された委員会。

その領域の範囲は REC の倫理委員会事務局本部の地域的な権限によって限定され

る。（注：新規申請は、現在ではタイプ 2 の認定 REC による審査には割り当てられ

ない。ここでの認定とは、タイプ 2 に認定された REC が以前に承認の判断をし、

かつ今も主たる研究倫理委員会（main REC）であるところの、単施設で実施され

ている試験に対してのみ関連する）。 

 

タイプ 3 

英国内のあらゆる研究実施機関で実施される、患者を対象とした試験薬の臨床試

験（第Ⅰ相あるいはそれ以降の相）について審査することが認定された委員会。 
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（注：試験薬の臨床試験の新規申請を審査することがもはや認められていない

REC は、かつて承認した試験の主 REC としての活動について、英国倫理委員会機

構により認定が継続される。なお、活動には大幅な変更、安全性報告およびその

他関連する審査が含まれる。） 

 

    遺伝子治療諮問委員会 

1.18  遺伝子治療諮問委員会（GTAC）は保健大臣によって設置された英国研究倫理サー

ビスの REC であり、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき、英国保健省研究倫

理サービスに属する。遺伝子治療諮問委員会は英国倫理委員会機構からタイプ 1

およびタイプ 3 の認定を受けている。臨床試験規則に基づき、いかなる遺伝子治

療の試験薬の臨床試験も遺伝子治療諮問委員会に提出されなければならない（た

だし、低リスク遺伝子治療試験は付属文書 J に記載の手順によってその他の REC

に移管できる）。 

 

1.19  遺伝子治療諮問委員会には、遺伝子治療医薬品の試験に対する法的責務がある上に、

以下の種類の研究に対する国の特定分野 REC でもある。 

・ その他先進医療医薬品（ATMP）の試験、つまり体細胞治療医薬品および組

織加工製品の試験 

・ 幹細胞由来細胞を対象とする体細胞治療の試験 

・ 組み換えベクターあるいは免疫抑制メディエータ分子を含む可能性のあるベ

クターを対象とするワクチンの試験 

・ ワクチンベクター（あるいは使用ワクチンの変化体）あるいは組換え抗原分

子の First in Human 試験 

・ その他試験薬の臨床試験以外の遺伝子治療研究（つまり非介入試験） 

 

1.20  既に確立している成人に対する幹細胞治療（例えば骨髄移植）を伴う研究やいくつ

かの種類のワクチンの研究は、適切な REC によって審査することができる。 

 

1.21  遺伝子治療諮問委員会の権限に関する詳細なガイダンスは、付属文書 Jで示す。個々

の研究の割り当てに関する問い合わせは、遺伝子治療諮問委員会のコーディネー

ターに照会するものとする。 

 

[注：1.22～1.23 項は、修正 No.1 によって第 5.0 版から削除された] 

 

    医薬品の非介入試験 

1.24  「非介入の」医薬品試験（用語一覧における定義を参照）は試験薬の臨床試験に分
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類されず、認定 REC による審査を必要としない。試験薬の臨床試験以外の研究に

対する通常の手順に従って割り当てられるものとする。 

 

    試験が試験薬の臨床試験か否かの判断 

1.25  英国医薬品庁（MHRA）は、試験薬の臨床試験および非介入試験の法律上の定義

の解釈についてガイダンスを公表している（付属文書 B のアルゴリズムを参照）。

主任研究者あるいはスポンサーは、試験の分類に疑義がある場合には、MHRA の

ウェブサイトに掲載されている問い合わせ先を利用して、MHRA の臨床試験ヘル

プラインから正式な助言を得る責務がある（しかし、必要であれば REC は MHRA

に対して直接確認することもできる：13.10 項参照）。REC は倫理審査を進めるべ

きであるが、申請が誤って分類された場合は、予想される結果について申請者に

助言すべきである。申請者は追加して情報を求める要請の一部として、MHRA か

ら書面で証拠を提出するよう求められることがある（第 3 節参照）。試験薬の臨床

試験以外の研究として提出した申請が実際は試験薬の臨床試験である旨、MHRA

によって助言を受けた申請者は、取り消しを行い、欧州倫理試験データベース

（EudraCT）の番号と必要な追加情報とを併せて再申請するものとする。試験が

試験薬の臨床試験以外の研究として申請され、承認され、その後実際は試験薬の

臨床試験であると判明した場合の修正手順は、付属文書 D の 5.3 項において定め

られている。 

 

    福祉研究倫理委員会 

1.26  福祉 REC は、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき、福祉研究拠点研究所（SCIE）

によって設置された英国研究倫理サービスの REC であり、英国保健省研究倫理サ

ービスに属する。それは 2005 年意思能力法の目的にふさわしい機関として認定さ

れている。福祉 REC は、イングランドを本務地とする研究者によって提出された

以下の種類の申請の審査を行う5。 

(a) 成人を対象とした福祉研究 

        (b) 社会科学的な方法を用い、いかなる臨床的介入あるいは診療の変更も伴わな 

      いその他の研究 

 

1.27  福祉 REC の権限は、付属文書 K にさらに詳しく記述されている。研究がこの REC

の権限内に収まる場合には、研究者は福祉 REC に対して直接申請することが強く

                                                   
5  ウェールズおよび北アイルランドにおける福祉研究は、両カントリーの REC によって

審査される。福祉 REC はイングランドおよび英国内のその他諸カントリーにおいて実施さ

れる福祉研究について審査を行うことができる。プロジェクトがスコットランドおよびイ

ングランド／ウェールズにおいて、意思能力を有さない成人を対象とする場合には、スコ

ットランド A REC による個別の審査が求められる（12.59 項参照）。 
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推奨される。イングランドにおける成人を対象とした福祉研究（国際的な研究を

含む）に関する審査の適切な根拠に関して疑義がある場合には、福祉 REC のコー

ディネーターに問い合わせ、助言を求めることとする。 

 

1.28  NHS の患者を対象とする研究および 1.90 項に該当する研究は、社会科学的な方法

を用い、いかなる臨床的介入あるいは診療の変更も伴わない場合には、福祉 REC

による審査が受理されることがある。ガイダンスについては、ケースバイケース

で、福祉 REC コーディネーターに求めることとする。このような申請の審査が受

理された場合には、別の REC による個別の審査は不要である。 

 

    防衛省研究倫理委員会（MoDREC） 

1.29  防衛省は、イギリス軍を対象とする研究あるいは防衛省がスポンサーまたは資金援

助する研究の倫理審査を行うために、２つの REC を設置している。 

 

・ 防衛省研究倫理委員会（全般） 

・ 防衛省研究倫理委員会（兵士、保護および有効性） 

 

これらの REC は、併せて防衛省研究倫理委員会として知られている。これらは英

国保健省研究倫理委員会には属していないが、研究倫理委員会ガバナンス協定お

よび本 SOP の基準と矛盾するものではない防衛省が定めた基準にしたがっている。

防衛省研究倫理委員会は、軍がリクルートしたイギリス軍兵士を研究対象者とす

る試験薬の臨床試験、ならびに防衛省あるいはその機関あるいは請負業者が実施

する健常ボランティアを対象とする第Ⅰ相試験について審査することを英国倫理

委員会機構によって認定されている。防衛省研究倫理委員会はまた、2005 年意思

能力法に基づき、自ら同意することのできないイギリス軍兵士を対象とする研究

について審査する適切な機関としても認定されている。 

 

1.30  防衛省研究倫理委員会の権限内の研究について倫理審査を受けるためには、英国保

健省研究倫理サービス内の REC にではなく防衛省研究倫理委員会に提出するもの

とする。防衛省研究倫理委員会の権限内の申請が誤って別の REC に提出された場

合には、防衛省研究倫理委員会に移管されるものとする。防衛省研究倫理委員会

事務局の問い合わせ先は英国研究倫理サービスのウェブサイトに記載されている。 

http://www.nres.nhs.uk/applications/approval-requirements/ethical-review-requirements/ 

 

1.31  防衛省研究倫理委員会による承認の判断を得た研究について、研究対象者を NHS

あるいは英国内のいずれかの成人福祉セクターに移して継続する場合には、2000

http://www.nres.nhs.uk/applications/approval-requirements/ethical-review-requirements/
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年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法（「AWI 法」）に基づく審査

が求められていない限りは、別の REC による個別の倫理審査は不要である（12.49

項参照）。 

 

 

予約および申請提出の手順6
 

1.32  新規申請をしようとする申請者は、最初に以下のことを行うために、REC 事務局、

地域割当システムあるいは中央割当システムに必要に応じて連絡を取るべきであ

る。 

・ 申請の正しい割り当てについて助言を求める 

・ 迅速審査による審査がふさわしいか否かについて、英国研究倫理サービスウェ

ブサイトで公表されている基準を考慮に入れながら助言を求める（8.15 項参照） 

・ 適切な REC（もしくは迅速審査を行う小委員会）の次回本委員会の審査枠を予

約する 

・ 申請のために REC 受付番号を得る 

 

1.33  REC のコーディネーターあるいは地域割当システム/中央割当システムのコーディ

ネーター（「予約コーディネーター」）は、助言を行うとき、英国研究倫理サービ

ス運営部長が発行する適切な予約チェックリストを使用することとする。 

 

1.34  申請者には、適切な REC（本委員会あるいは迅速審査を行う小委員会のうち、どち

らか必要に応じて）での一番早く利用可能な審査枠が提案され、申請者が同意し

た場合には、申請はこの審査に割り当てられる。 

 

1.35  地理的な利便性がある REC、あるいは密接に関連した研究について事前知識を有す

る REC（例えば、同じ医薬品のより前の相の試験を審査したことがある）、このど

ちらかの特定の REC を申請者が希望する場合には、一番早く利用できる審査枠を

辞退することができる。地域割当システム/中央割当システムは、希望のあった REC

がその申請の審査について認定を得ているか確認するものとする。希望のあった

REC が認定を得ている場合には、申請はこの REC の次回審査に割り当てられる。

その REC の次回審査枠が埋まっている場合には、申請者にはより早い審査枠が空

いている別の REC の審査を予約できるかどうか、助言される。地域割当システム

の予約の場合には、その地域で以後 3 週間どの枠も空いていないときは、近隣の

センターに申請者に提供できる REC の審査枠があるか問い合わせするものとする。

しかし、申請者は提案された代替案を断り、審査枠が空いている希望する REC の

                                                   
6 電子申請体制の実施に関しては、SOP 序論の 11 項を参照。 
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次回審査まで待つことを選択できる。この場合には、事前確認日は、希望する REC

の審査申請の締切日まで延長される（1.42項参照）。審査枠を確保しておくために、

この日より前に申請が予約受付されるべきではない。 

 

1.36  ふさわしい審査枠について申請者の同意が得られた場合には、予約受付前に、予約

コーディネーターは申請者が申請書およびすべての関連資料を統合研究申請シス

テムから提出する準備ができているかを確認するものとする。予約受付が行われ

ると、申請書および関連資料は統合研究申請システムから研究倫理データベース）

に電子的にアップロードされる。予約コーディネーターは申請者に対して予約確

認を E メールで送信するものとする。地域割当システム/中央割当システムによる

予約受付の場合は、申請が割り当てられる REC のコーディネーターにも、E メー

ルで通知するものとする。 

 

1.37  すべての必要な許可および関連資料を含め、申請者が申請する準備ができていない

場合には、予約は受け付けない。申請者は、申請書類を全てそろえて提出する準

備ができた後に再度予約をするよう助言される。 

 

1.38  申請は通常、統合研究申請システムによって電子的な予約および提出が行われない

限り、受け付けるべきではない。例外的に、統合研究申請システムあるいは研究

倫理データベースの技術的な問題のために申請者が統合研究申請システムから提

出することができず、提出が緊急を要するものである場合には、コーディネータ

ーには別の電子的形式（例えば、E メールあるいは CD）によって提出された申請

書および／あるいは関連資料を受け付ける裁量がある。可能であれば、申請者は

すべての必要な申告書（declarations）に署名を付し、スキャンして PDF 文書化し

て準備すべきであるが、コーディネーターには署名なしの申請を受け付ける裁量

がある。統合研究申請システム/研究倫理データベースの機能が完全に利用可能に

なったら、申請者は、関連データを研究倫理データベースにアップロードできる

ようできるだけ早く統合研究申請システムから申請書を提出するものとする。 

 

1.39  紙書類での申請はどのような場合にも認められない。 

 

 

申請の事前確認 

 

    事前確認日 

1.40  倫理上の判断が公表されるべき適切な期間（3.1～3.2 項参照）は、有効な申請がい
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ずれかの REC によって受領されたときに開始する。 

 

1.41  1.42 項を条件とすると、適切な期日（「事前確認日」）とは、すべての関連する許可

およびすべての関連資料を含む完成した申請が、REC によって電子的に研究倫理

データベースに受領された営業日である。 

1.42  希望する REC の枠を確保するために、申請者が次に空きのある枠を辞退した場合

には、事前確認日とは、その申請が割り当てられる審査の申請の締切日である。 

 

    事前確認についての判断 

1.43  申請が有効か否かを決定し、申請者に通知する責務は、通常は申請を受領した REC

のコーディネーターが担う。通常、通知は申請の受領から 5 営業日以内に行われ

るか、あるいは迅速審査のために提出された申請の場合は 2 営業日以内に行われ

るものとする。申請が別の REC に移管されるとき、事前確認の責務は申請の移管

先である REC のコーディネーターに移るものとする（1.73～1.75 項参照）。 

 

1.44  コーディネーターは、英国研究倫理サービスの運営部長によって発行された適切な

事前確認のチェックリストを使用することとする。必要な場合は、REC の運営管

理者からさらに助言を求めることができる。委員長の同意は不要である。 

 

    事前確認の基準 

1.45  申請が以下の基準をすべて満たしている場合には、有効であるとして受け付けられ

る。 

(a) 申請書が統合研究申請システムに正確に記入され、すべての関連資料と併せ 

      て、統合研究申請システムから研究倫理データベースに電子的に提出されて 

      いる7（統合研究申請システムのチェックリストには、どの書類が必要なのか 

      について指示がある）。 

(b) 標準の申請書の Part A、Part C および Part D が、必要に応じて Part B の関連項 

      目と併せて提出されている（場合によっては、施設固有情報書式も最初に提 

      出することができる：1.47 項参照）。 

    (c) 申請書のすべての関連項目および質問項目に記入され（1.48 項参照）、文章は 

      英語で書かれ、はっきりと読めるよう印刷されている。 

    (d) 申請書が統合研究申請システムにおいて以下の者によって電子的に承認され 

      ている8。 

                                                   
7  あるいは例外的にその他の電子形式で：1.38 項参照 
8  試験薬の臨床試験の場合、臨床試験規則が定めるところにより、2002 年電子署名規則

（用語一覧を参照）で規定された「電子署名」を用いて、申請に主任研究者が署名するこ
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  主任研究者および主たるスポンサー9に承認された代理人（すべての申請）・指 

  導的な医学物理学の専門家および臨床放射線の専門家（電離放射線使用を伴  

  う研究）・および指導教員（学生によって提出された申請） 

(e) 主任研究者の簡潔な履歴書（最大 2 ページが推奨される）、および学生の申請 

  の場合には、その学生および指導教員の両者についての簡潔な履歴書が提出 

  されている。 

(f) 研究計画書、あるいはプロジェクト計画書と同等の書類が提出されている。 

  研究計画書は完成していること。5.11 項で認められている場合を除き、研究 

  計画書と一緒に変更を届け出ることは認められない。 

(g) 研究計画書、報告書、同意書、研究対象者あるいは研究に関心のある者に宛 

  てた文書、および研究に用いられるが科学的にはまだ事前確認も参照もされ 

  ていないその他の書類については、関連資料に版番号および日付が記入され 

  ている（履歴書および保険、補償あるいは資金調達に関する書類には日付の 

  記入が必要だが、版番号は必要ではない）。 

(h) スポンサーの氏名が申請書に記入されている。２名以上のスポンサーがいる 

  場合には、REC の申請と対応させるために、共同スポンサーの中から１名を 

  主たるスポンサーとして挙げなければならない。 

(i) NHS 以外のスポンサーあるいは主任研究者による試験については、スポンサ 

  ーおよび主任研究者が研究によって生じる可能性のあるあらゆる損害を負担 

  する保険あるいは補償に加入している証拠が提供されている10（付属文書 G 参 

  照）。（NHS の機関からの支援あるいは NHS に勤務する主任研究者の支援を受 

  けている研究の場合には、研究に対する最終管理許可が出されたときに、NHS 

  の補償は確保される） 

(j) 試験薬の臨床試験の場合には、欧州臨床試験データベース（EudraCT）の番号 

                                                                                                                                                     

とが許可されている。このタイプの署名を受領するシステムは現在では利用できない。し

かし、統合研究申請システムにおける申請の電子承認は、署名された申請に対する臨床試

験規則の要件を満たすものと見なされる。 
9  主たるスポンサーは、REC およびその他規制機関およびガバナンス機関に対する申請

を作成・支援するために、いずれかの者に自らの代理人として活動する許可を与えること

ができる。承認された代理人は通常、スポンサーの上級職員、CRO の試験管理者あるいは

研究受託コンサルタントが務める。例外的には、主任研究者あるいは試験チームの他のメ

ンバーでも可能である。申告書に署名したその者が正しく承認されたのか疑問が生じた場

合、コーディネーターは、スポンサーからの書類あるいはスポンサーに直接確認すること

により、証明を求めることができる。 
10 最初の申請には通常、例えば医療弁護協会からの文書など、補償が整っていることを裏

付ける保険証書あるいは書類による補強証拠が含まれなければならない。しかし、補償範

囲がどのように整備されているかが申請書に明確に示され、申請者が審査中あるいは試験

開始前に詳細な証拠を提供することを約束する場合には、コーディネーターは（承認の判

断であることを条件として）提出された補強証拠なしで申請を認める権限を持つ。 
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  が申請書に記入されている。 

(k) 試験薬の臨床試験の場合には、スポンサーあるいはスポンサーの法定代理人 

  のいずれかが欧州経済地区内で任命されている。 

(l) 試験薬の臨床試験以外の研究の場合には、スポンサーあるいはスポンサーの法 

  定代理人のいずれかが英国内で任命されている。 

(m) スポンサーが法定代理人を任命した場合には、法定代理人がその役割を担う 

  ことについて同意したことを裏付ける証拠が提供されている（法定代理人か 

  らの文書あるいはスポンサーとの契約という形で）。法定代理人は個人あるい 

  は組織が務める。法的資格は必要ない。 

 

1.46  同一の研究プロジェクトに関連した過去の申請に対して却下の判断を受けている

ときには、以下の基準も適用される。 

(n) 却下の判断の文書の写しが提出されている。 

(o) 却下の判断を受けた理由に対して新規申請がどのように取り組んでいるかが、 

  申請書あるいはカバーレターで説明されている。 

(p) 研究に関する書類のあらゆる変更点が強調され、それが当てはまる書類には 

  改訂版の番号および日付が記されている。 

 

1.47  施設固有事情の評価が求められるとき、および NHS 以外の研究機関で試験が実施

され、その主 REC が施設固有事情の評価を行うよう指名されたときには、施設固

有情報書式も提出されるものとする。そのような場合には、主 REC はその研究機

関において、倫理審査と併せて施設固有事情の評価も実施するものとする。 

 

1.48  申請書の Part A は略さずに記入されていることが必須である。特定の欄にチェック

が付けられている場合には、詳細な情報が求められ、これらの情報が提供されな

ければならない。特に、申請者が専門的助言者あるいはその他の科学的評価者に

よるレポートが同封されていないと認めているときには、その者はこのことを正

当化し、科学的審査のプロセスについて説明しなければならない。提出前に科学

的審査が実施されたことを示す証拠が存在しない場合には、申請は無効であると

見なされることがある。主に教育目的のために行われる研究の場合には、指導教

員による審査が適切であると考えられる。 

 

1.49  特に単施設研究の場合には、原則として研究実施に係る合意について医療機関から

証明を得ることが非常に望ましく、推奨されるが、これはその医療機関がスポン

サーである場合を除いて事前確認の基準ではない（1.45 項(d)参照）。医療機関およ

び／あるいは雇用機関から、研究を開始するための最終的な研究ガバナンス上の
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承認を得るプロセスは、倫理審査のプロセスとは別である。 

 

1.50  正式な事前確認の基準ではないが、プロジェクトへの資金提供がすでに確保されて

いるという証拠を申請者が書面で提出することも非常に望ましい。これは営利の

資金提供を受けず、NHS 以外の組織から相当な財政支援を必要とする研究の場合

に特に重要である。倫理申請がすでに作成されており、資金提供組織が研究計画

書の変更を求めている場合には、大幅な変更の提出あるいは申請の撤回および再

提出が必要となる。コーディネーターは、必要に応じて、これに関するガイダン

スを申請者に提供するものとする。 

 

    事前確認に関する文書 

1.51  申請が有効である場合には、REC のコーディネーターは以下のうち１つの文書を用

いて主任研究者に通知するものとする。 

標準書式 1    施設固有事情の評価を必要とする試験の事前確認（本審査） 

標準書式 2    施設固有事情の評価を必要としない試験の事前確認（本審査） 

標準書式 2（PR） 施設固有事情の評価を必要としない試験の事前確認（迅速審査） 

 

1.52  事前確認文書の写しは、研究のスポンサーに送付されるものとする。申請に１名以

上のスポンサーの名前が記載されている場合には、通知される必要があるのはそ

のうち１名のスポンサーである。申請書には、スポンサーあるいは共同スポンサ

ーが REC と連絡を取るための連絡先が含まれていることとする。 

 

1.53  コーディネーターは、NHS 内で実施される研究については、主な NHS の研究開発

事務局に事前確認の文書の写しを送付するものとする。 

 

1.54  事前確認の文書には、REC の審査への主任研究者の出席要請も含まれる（2.25～2.30

項参照）。コーディネーターは、実施施設の倫理審査委員会の手順に関するあらゆ

る具体的な情報など、委員会の取決めに関する詳細を封入することとする。経歴

および関心のある専門分野を含む、委員リストの同封は有用である。 

 

    無効な申請 

1.55  無効な申請の場合には、REC のコーディネーターは標準書式 3 を用いてその理由を

主任研究者に通知するものとする。申請は取り消され、次回審査から削除され、

地域割当システム/中央割当システムには審査枠に空きがあることについて通知す

るものとする。主任研究者は再予約および申請の再提出を行うことが可能であり、

その場合、申請は新規申請として扱われる。コーディネーターは研究倫理データ
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ベースに申請を再入力し、新しく REC 受付番号を割り振るものとする。申請の審

査に係る期間は、有効な申請が受領されるまでは開始しない。 

 

1.56  申請は無効ではあるが、足りない情報あるいは書類が比較的単純なものであるとき、

コーディネーターは標準書式 3 を交付することなく、申請者を非公式に内定扱い

することができる。これが行われるとき、事前確認日は、有効な申請に必要とさ

れる情報の最終部分が REC 事務局によって電子的に受領された日である。 

 

    迅速審査のための申請の事前確認 

1.57  特定の分野における研究の場合には、申請者は、統合研究申請システムの REC 申

請書の中で、迅速審査サービス（第 8 節参照）による研究審査を受けたいか否か

について、英国研究倫理サービスのウェブサイトに示された基準を考慮に入れ検

討することができる。申請者が迅速審査のオプションを選択する場合には、予約

に基づき、小委員会による迅速審査に暫定的に割り当てられる。 

 

1.58  迅速審査に割り当てられた申請の受領に際し、コーディネーターは事前確認のプロ

セスの一環として、現行の基準に照らし合わせて（8.15 項参照）その研究が審査

に適しているか否かを確認するものとする。申請者が申請書に記したいかなる重

大な倫理的論点についても検討されなければならず、これには本委員会での審査

が必要かもしれない。必要に応じて、運営管理者による助言が求められる。 

 

1.59  申請が有効であり、迅速審査に適している場合には、標準書式 2（PR）が送付され、

第 6 節に示された手順に基づき、小委員会によって申請の審査が進められる。 

 

1.60  申請が有効であるが、迅速審査には適さない場合には、コーディネーターは電話あ

るいは E メールによって申請者に通知を行い、その理由を説明するものとする。

申請者との話し合いの上、ならびに通常は申請者の意向を考慮しつつ、申請は REC

の本審査に再度予約するものとする。標準書式 1 あるいは標準書式 2 が規定どお

りに送付される。 

 

1.61  申請が無効である場合には、1.55～1.56 項に基づき、通常の手順が適用される。 

 

1.62  申請者が迅速審査による研究審査を望んでいないことが申請書に示されているが、

その申請が基準を満たしていること、および本審査を必要とする特定の倫理的論

点は存在しないとコーディネーターが考えるとき、迅速審査のために小委員会に

再割り当てされることがある。申請がなぜ再割り当てがなされたのかについての
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追加説明を含め、標準書式 2（PR）が送付される。 

 

    誤って事前確認された申請 

1.63  申請が誤って事前確認された場合には、コーディネーターは審査前に申請者とその

問題に取り組むためにあらゆる努力を払うべきである。委員長の裁量により、追

加の詳細情報が委員あるいは審査出席者に配布されることがある。可能な限り、

REC は倫理審査を進めなければならない。申請の有効性に関連する軽微な論点に

ついては、審査の場で対処する場合も、あるいは審査後に REC による詳細な情報

あるいは説明の要求に応じて対処する場合もある。しかし、その問題が根本的な

ものである場合は、申請を撤回あるいは却下する必要がある。 

 

 

他の REC への申請の移管 

 

    義務的な移管 

1.64  申請を受領した REC（「受付 REC」）は、以下の場合にはできるだけ早く、他の REC

（「２番目に担当する REC」）への「義務的な移管」の手配をするものとする。 

(a) 受付 REC が、申請を審査するための法的権限あるいは規制上の権限を有して 

      いない（1.10 項参照） 

(b) 受付 REC の委員あるいは副委員のうち１名の氏名が、研究の主任研究者ある 

      いは主要な研究者／協力者として申請の Part A に挙げられている（義務的な 

      移管は、委員あるいは副委員が学生申請者の指導教員であるときには適用さ 

      れないが、2.57～2.61 項の手順に基づき、その利害については申告されなけれ 

      ばならない）。 

 

    任意による移管 

1.65  くわえて、受付 REC は以下のうち１つを理由として申請の「任意による移管」に

関する手配をすることができる。 

(a) 当該 REC の次回審査において、十分な参加者がおらず、延期あるいは中止さ     

      れることになっている。 

(b) 申請が他の REC によってより適切に審査される。 

(c) 受付 REC の委員あるいは副委員のうち１名が、申請に関して深刻な潜在的利 

      益相反を有していると考えられる。 

 

1.66  1.65 項(a)に基づく任意による移管は、通常は電話あるいは E メールによって主任研

究者と協議し、その了解を得た上で行われるものとする。主任研究者には、他の
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REC に対して移管の申請をする機会が与えられる。これにより、受付 REC に申請

が留められた場合よりも、早く審査を行うことができる。申請が移管される場合

には、事前確認日は、受付 REC によって最初に受領された日のままである。しか

し、主任研究者は申請を移管しないこと、および受付 REC の開催可能な次回審査

まで申請の審査を延期することを選択できる。この場合には、事前確認日はその

委員会に対する提出締切日となる。 

 

1.67  1.65 項(a)に基づく移管は、通常は主任研究者の同意を得たものであるが、主任研究

者と連絡が取れない場合には、当該 REC のコーディネーターは REC の運営管理者

の承認を受けて移管を進めることができる。 

 

1.68  1.65 項(b)に基づく任意による移管は、REC の運営管理者との協議後、およびその

合意を受けた場合にのみ実行されるものとする。 

 

1.69  任意的な移管が 1.65 項(b)あるいは(c)に基づいて行われる場合には、事前確認日は、

申請を移管した REC が最初に受領した日のままである。 

 

    移管された申請の再割り当て 

1.70  移管が行われる場合には、受付 REC のコーディネーターは申請者に対して電話あ

るいは E メールで通知を行い、REC が申請を審査できない理由を説明するものと

する。同一の REC センター内での再割り当てが可能な場合には、コーディネータ

ーは申請者と協議の上で必要な手配をするものとする。そうしない場合には、申

請者は中央割当システム（申請が最初に中央割当システムを通じて予約受付され

た場合）経由であるいは他の REC センターの地域割当システム経由で、再割り当

てに必要な手配に関する助言を受けるものとする。 

 

1.71  コーディネーターは、受付 REC が対応できない特別な専門知識を必要とする申請

の再割り当てについて、REC の運営管理者に助言を求めるものとする。 

 

1.72  新規割当が研究倫理データベースにおいて承認されると、電子版の申請書は２番目

に担当する REC に自動的に移管される。 

 

    移管された申請の事前確認に対する責務 

1.73  移管された申請の事前確認に対する責務は、２番目に担当する REC のコーディネ

ーターに移る。 
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1.74  ２番目に担当する REC のコーディネーターは、申請が有効であるか否かを、でき

るだけ早く、通常は移管された書類が到着してから 2 営業日以内に、申請者に対

して通知するものとする。移管の必要性を決定する前に受付 REC がすでに事前確

認の文書を発行しているときには、第２の事前確認の文書が送付されるものとす

る（申請が他センターの REC に移管された場合、その文書には新しく REC 受付番

号が割り振られる）。申請が他の REC において最初に空きのある審査に再割当され

るとき、事前確認の日は、受付 REC によって受領された当初の日付のままである。

しかし、主任研究者が自ら希望する REC を選択することでこの選択を辞退する場

合には、事前確認の日は希望する REC の審査の締切日となる。 

 

1.75  可能な限り、受付 REC のコーディネーターは、移管する前に申請の有効性に関し

て最初の評価を行うことが推奨される。申請が明らかに無効であるとき、申請者

には標準書式 3 によって通知され、新規申請を提出するよう助言されることにな

る。これにより、この時点で書類を移管する必要を免れることになる。申請が有

効であると思われるとき、受付 REC のコーディネーターはこれに関する助言を電

話あるいは E メールで２番目に担当する REC のコーディネーターに伝えるものと

する。これにより、第２のコーディネーターは書類を受領次第、事前確認の文書

を発行することが可能になる。 

 

    遺伝子治療諮問委員会から他の REC への移管 

1.76  低リスクの遺伝子治療の申請を遺伝子治療諮問委員会から他の認定された REC に

移管する手順については、付属文書 J に定められている。 

 

   主たる研究機関に対する地域研究倫理委員会による施設固有情報書式の保管 

1.77  受付 REC が、施設固有事情の評価が必要な研究における NHS 以外の研究機関に対

する地域研究倫理委員会であり、かつ、申請と併せて施設固有情報書式を受領し

た場合には、この施設固有情報書式は主任研究者の履歴書の写しと共に保管され

るものとする。地域研究倫理委員会はこの研究機関の施設固有事情の評価に対し

て継続して責務を担う。 

 

 

提出後の申請の変更 

1.78  一般に、事前確認され予約受付された申請の変更は、REC による審査前に受け付け

てはならない。 

 

1.79  REC による審査前に、申請書あるいは関連資料に対して大幅な変更を行う必要があ
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ると申請者が考える場合には、申請者は申請を撤回することとする（1.88項参照）。

いかなる軽微な訂正についても、審査で検討するか、あるいは 1.81 項にしたがっ

て、あとで対処することができる。 

 

1.80  REC による審査後ではあるが最終的な倫理上の判断が出される前に、申請書あるい

は関連資料の語句を変更する必要があると申請者が考える場合には、これらの変

更を、詳細な情報あるいは説明を求める REC の要請に応じる申請者の文書に含む

ことができる（第 3 節参照）。関連資料の変更ははっきりとわかるように示され、

関連する書類には新規の版番号および日付が記されることとする。委員長の裁量

に基づき、この変更は申請者からの詳細な情報を検討するために同意された手順

に従って審査することができる。例外的に、大幅な変更の通知が審査プロセス中

に提出される場合には（5.11 項参照）、委員長／副委員長および少なくともその他

１名の委員が審査するものとする。 

 

1.81  提案された変更が倫理上重要であり、かつ倫理審査において REC が取り上げた問

題と関連性がないと委員長が考える場合には、申請者は申請を撤回し、再提出す

るよう助言されることがある。あるいは、申請は却下されることもある。通常は、

申請者がこの時点で REC がまとめて審査を行う機会がなかった新しい重要な論点

を持ち出すことは適切ではない。 

 

1.82  施設固有事情の評価を必要とする多施設で行われる研究の申請の変更について検

討する場合には、主 REC は 4.66 項のガイダンスに注意すること。 

 

1.83  承認の判断を受けた後に行われる変更に関しては、第 5 節に記されている変更の審

査手順を参照。 

 

 

変更された申請書の提出 

1.84  申請の撤回あるいは却下の判断が示されたあとでの新規申請では、申請の一部とし

て、変更された申請書の提出が求められる。 

 

1.85  以下の状況においても、REC 事務局が、変更された申請書を要求するのは適切であ

る。 

(a) 申請書が不完全であるか、有効な申請に必要な要件を満たしていないために、

最初の申請が無効であったとき。 

(b) 大幅な変更の通知によって、審査のために申請書の新しい項目あるいは変更
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項目の提出が必要であるとき。 

(c) 主任研究者あるいはスポンサーに変更があり（最初の審査中あるいは研究中

のいつであっても）、統合研究申請システムへの申告書が再承認され、新しい

主任研究者あるいはスポンサーの詳細情報と併せて REC に提出する必要があ

るとき。 

(d) 主任研究者あるいはスポンサーが、研究倫理データベースに研究概要の変更

版をアップロードし、それを英国研究倫理サービスのウェブサイトに掲載す

ることを希望するとき。 

(c)および(d)の場合には、変更された申請書は参考までに事務局に提出される

のであり、その申請書を REC が再審査あるいは承認する必要はない。 

 

1.86  通常は、変更された申請書を上記以外のいかなる理由でも要求することは適切では

ない。REC が暫定的判断の判断の一部として申請書の内容について疑義がある場

合は、申請者はあらゆる追加情報、説明あるいは訂正を書面で提供するものとす

る。 

 

1.87  申請者は、統合研究申請システムに統合されたデータセットについて、その他の規

制機関および管理機関によって要求された変更、あるいは研究中になされたスポ

ンサーによって承認された変更について、いつでもアップデートあるいは変更す

ることができる。これにより、統合研究申請システムにおいて、REC の申請書を

追加するフィールドが変更されることがある。これらの変更が、倫理審査を必要

とする大幅な変更の基準を満たす場合には、適切な大幅な変更の通知書式を用い

て REC に通知するものとする。最初の申請書を再提出する必要はない。 

 

 

申請の撤回 

1.88  いかなる場合であっても申請者が申請を撤回したときには、その申請はもはや有効

とは取り扱われず、撤回されたものとして研究倫理データベースに記録され、標

準書式 26 が申請者に送付される。申請者が申請の再提出を希望する場合には、必

要であれば REC に対して、あるいは地域割当システム/中央割当システム経由で、

再予約受付が行われなければならない。新しい REC 受付番号が発行されることに

なる。有効な申請が再提出されるときに、新たな審査期間がはじまる。 

 

 

REC の審査を必要としない研究 

1.89  申請が、研究倫理委員会ガバナンス協定の第２、３節（現行の法的要件を含む）に
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おける英国保健省研究倫理サービス内の REC による審査を必要としないが、REC

によって受領された場合には、以下の手順が適用される。 

 

1.90  その専門的役割を理由にリクルートされた保健あるいは福祉職員を対象とする研

究および福祉市場に関する研究は、一般的に REC の審査範囲からは除外されてお

り（研究倫理委員会ガバナンス協定の 2.3.14～2.3.16 項参照）、通常は受け付けら

れるべきではない。しかし、英国研究倫理サービスがその申請が重要な倫理的問

題を引き起こすということを認める場合には、REC によって例外的に審査するこ

とができる。このような研究が審査されるべきか否かを決定する責務は、REC の

運営管理者が担うものである。研究者あるいはスポンサーが REC に申請すること

を希望する場合には、申請を完了する前に、運営部長に書面での助言を求めるこ

とが推奨される。 

 

1.91  研究倫理委員会ガバナンス協定の 2.3.7 項に基づき、REC は、研究の準備段階とし

て行われる活動についての申請を検討することに同意できる。英国の研究用組織

バンクおよび研究データベースの設立に関連する申請は任意であるが、英国研究

倫理サービスは喜んで受け入れるものである。通常は、その申請は第 10 節および

第 11 節の手順に基づき受け付けられる。REC が申請の審査を行うことができない

と考える場合には、コーディネーターは審査する意思のある REC に対して、その

申請を移管する手配を取るものとする。臨床試験実施施設における試験前広告の

審査および健常ボランティアのスクリーニングに対する審査の求めも、4.55 項の

手順に基づき、その施設の通常の施設固有事情の評価 REC（SSA REC）によって

受け付けることができる。 

 

1.92  研究倫理委員会ガバナンス協定の 2.3.7 項はまた、研究倫理委員会ガバナンス協定

において定められたポリシーおよび法的要件に基づき審査を必要としないその他

の研究について、REC が審査を行うことを認めている。このような研究が研究対

象者を用いる研究であり、重要な倫理的問題に関する懸案を生み出すとき、それ

が倫理審査されることは、公共政策上、望ましいことである。研究者がその他の

機関、例えば大学の REC あるいは専門機関によって設立された倫理委員会による

倫理審査を利用できない場合には、REC は申請を受け付け、任意で倫理上の判断

を下すことが推奨される。申請を審査するか否かを判断するのは委員長の裁量で

ある。申請者は、申請の前に REC からの助言を得ることが推奨される。委員長が

申請の審査に同意したときには、標準業務手順書にしたがって審査が行われるも

のとする。審査の後に申請者に回答する場合は、標準書式 25 が用いられる。委員

長が申請の審査を却下するときには、REC の運営管理者は別の REC に対してその
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申請の検討を要請するか否かを判断するものとする。 

 

 

プロジェクトが研究か否かについての助言 

1.93  研究倫理委員会ガバナンス協定の 2.3.13 項においては、REC が研究ではない活動に

関する申請を検討することは期待されていない。 

 

1.94  NHS および福祉サービス内において、プロジェクトが研究ガバナンスフレームワ

ークにしたがって研究として対応されるべきか否かについて判断する責務は、責

任ある研究開発事務局が担うものである。申請前の助言を求める場合には、最初

は研究開発事務局に対して、あるいは多施設を対象とするプロジェクトの場合は

主たる研究開発事務局に対して照会するものとする。研究開発事務局は REC ある

いは英国研究倫理サービスの問い合わせ窓口（NRES Queries Line）から自ら詳細

な助言を得ることができる。あるいは研究申請者あるいはプロジェクトチームが

プロジェクトの簡潔な概略を書面で提出することにより、助言を得ることを推奨

している。そのような要求を受けた REC は、委員長に照会するものとするが、こ

のとき委員長は助言を与えることが推奨されるが義務ではない。委員長が対応可

能で、助言する意思があるときには、返答は標準書式 24 を用いて 5 営業日以内に

送付されるものとする。それ以外の場合は、担当者は英国研究倫理サービスの問

い合わせ窓口に照会するものとする。 

 

1.95  申請が REC 宛てに作成される場合には、すなわちプロジェクトが研究だとされる

場合には、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づきその研究が REC の審査範囲内

にあるならば、それは通常の方法で事前確認され、審査されるものとする。REC

がそのプロジェクトは研究ではないと考える場合には、スポンサーは担当研究開

発事務局と相談の上、プロジェクトの位置づけを再検討すべきであるという判断

を、助言と共に提供することができる。その後、申請がもはや研究とは見なされ

ないことについて、スポンサーあるいはプロジェクトチームが REC に通知する場

合には、申請および判断に関する通知は撤回されたと見なされる。 

 

 

事後的な申請 

1.96  場合によっては、申請者が最初に承認の判断を得ることなくすでに研究を開始して

いることを明らかにすることがある。英国保健省の保健福祉部門内で行われる研

究に関しては、これは研究ガバナンス違反に当たる。試験薬の臨床試験の場合に

は、刑法上の罪を犯していることになるかもしれない。したがって、このような
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事例はすべて、9.98～9.101 項に記載の手順に従って、REC の運営管理者、英国研

究倫理サービスの運営部長および倫理委員会事務局本部に対して報告される。 

 

1.97  このような申請は無効と見なされ、REC はいかなる形式の倫理審査も進める義務は

ない。倫理上の判断は事後的には提供されない。しかし、REC には研究計画書お

よびその他の入手可能な書類を検討し、プロジェクトに関する倫理上の助言を記

した文書を申請者に対して発行する裁量がある。委員長は個人的にその問題に対

処するか、あるいはプロジェクトについて REC の本委員会あるいは小委員会で検

討することができる。その申請が研究ではないと REC が考える場合には、プロジ

ェクトが将来的に研究として発表されてはならないことを明確に通知しなければ

ならない。 

 

1.98  申請者がその研究を中止し、新規プロジェクトを開始するために有効な申請を提出

する場合には、この申請は、その研究者の適性に関するあらゆる懸念を検討した

うえで、通常の方法で審査することができる。  
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第 2 節：研究倫理委員会の本審査 

 

概要 

 小委員会（sub committee）による迅速審査に適していない申請は、研究倫理委員会（REC）

の本委員会で審査される。REC は通常毎月開催されている。申請を審査するため、少なく

とも年間 10 回の本委員会が予定されなければならない。 

 審査スケジュールおよび申請の締切日については、当該運営管理者の合意に基づき、国

民保健サービス（NHS）の組織および研究機関に対して周知される。 

 各施設のとりきめに従って、コーディネーターは審査の審議議題、申請およびその他資

料の配布を準備する。REC の各審査では、およそ 6 件の申請を審査し、8 件を超えないこと

を目標とする。コーディネーターは審査外で実施された業務について委員に書面で通知し、

小委員会の議事録の写しを配布する。 

 臨床試験規則に基づき、新規申請に関する判断を行う場合に定足数が示されなければな

らず、出席者の記録は保管される。定足数は委員 7 名で、委員長あるいは副委員長、非専

門家委員１名および専門家委員１名が含まれ、専門家委員の代わりに代理委員が出席する

ことができる。最大 2 名の元委員あるいは他の倫理委員会の委員を各審査へ追加する事が

可能になる場合がある。オブザーバーの出席は REC の裁量に任されており、機密保持契約

の対象となる。 

 委員は、審査前あるいは審査中のいずれかに、研究に関するすべての重要な利害につい

て申告すべきである。REC は、その委員あるいは代理委員のうちいずれかの者が研究者と

して挙げられている新規申請については審査できない。申告されたその他の利害に関する

対応は、委員会の裁量に任されている。想定される措置に関してはガイダンスが示される。 

 主任研究者（CI）は、委員会によって提起されたコメントあるいは質問に直接回答する

ため、審査への出席が要請される。出席は強制ではなく、研究者が出席できない場合、委

員会の決定に偏見（prejudice）があってはならない。スポンサーの代理人の出席も推奨され

る。学生の研究者の場合、指導教官も出席要請がなされるよう検討されるべきである。 

 出席できない委員は、審査前にコメントを書面で送付することもできる。例外的に、委

員は電話会議あるいはビデオ会議にて参加することができる。 

 たいていの場合、委員会は各申請をより詳細に審査するため、および審査において議論

を導くために担当委員を任命する。担当委員は、その研究の研究計画書全体の写しおよび

その他資料を受領するものとする。 

 REC は特別な専門的助言者（specialist referee）の助言を求めることができ、これは未成年

者あるいは意思能力を有さない成人を対象とする試験薬の臨床試験（CTIMP）を審査する

場合等に必要とされる。REC は審査前あるいは審査後に書面による助言を依頼するか、あ

るいは専門的助言者を審査に出席の要請をすることができる。 

 審査の委員長役は、委員長かあるいは委員長が対応できない場合は副委員長あるいは副
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委員長代理が務める。すべての委員には自分の判断を表明する適切な機会が与えられるべ

きであり、審査は全員一致の決定に至るよう努める。 

 議事録の内容について、コーディネーターにはガイダンスが提供される。議事録は次回

の審査時に REC により承認されることとする。各申請で出された倫理上の判断は、REC の

年次報告書で公開される。 

 

 

基本方針 

2.1   倫理上の判断を必要とするすべての有効な申請は、第 8 節に記載された緊急

（expedited）・迅速審査を行う場合を除き、以下の手順に従って開催される REC の

本委員会において審査される。 

 

2.2   倫理審査の結果に関する手順は、審査で得られうる判断、および審査後の詳細な情

報の要求、あるいは説明の要求などを含めて、第 3 節に定められている。 

 

 

審査スケジュール 

2.3   通常、REC は申請の倫理審査を行うため、年間に少なくとも 10 回の本委員会を予

定している。追加審査は、期限内に確実に申請に対する倫理判断を出すため（3.1

～3.6 項参照）、あるいは REC の設立や REC の業務手順の確立に関連する事項を議

論するため、もしくは研修を目的として、必要に応じて開催することができる。 

 

2.4   通常、申請の審査は 1 か月に 1 回開催するものとする。審査が休暇時期に及ぶ場合

には、より長い間隔をおくことは許されるが、いかなる場合も 2 か月を超えては

ならない。 

 

2.5   REC の運営管理者は、すべての有効な申請が、適切な期日内に審査されることを保

証するため、特に休暇時期にかけて、担当エリアの REC の審査スケジュールを適

切に調整するものとする。 

 

2.6   4 月 1 日から開始する委員会の年間審査スケジュールは、コーディネーターおよび

REC の運営管理者間で前年の 9 月 30 日までに取り決められる必要がある。スケジ

ュールには、審査の日付、時間、会場、ならびに各審査における申請の締切日を

定める。REC のすべての委員および代理委員には、スケジュールの詳細が周知さ

れなければならない。 
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2.7   通常、申請の締切日は、各本審査の 14 日前であるものとする。臨床試験規則に基

づき、例外的に審査時間が 90 日あるいはそれ以上の場合には（3.2 項参照）、REC

は申請の締切日をより早く設定することができる。 

 

2.8   REC の運営管理者による承認を受けた後、REC のコーディネーターは、REC が管

轄するエリア内の NHS の機関およびその他研究機関に対して、審査スケジュール

が広く周知されるよう調整する。周知される情報には、少なくとも REC の審査日

程および申請の締切日が含まれているものとする。年間審査スケジュールに変更

があった場合にも、同様に周知される。小委員会審査の調整に関しては、周知す

べき要件はない。 

 

2.9   認定RECのコーディネーターは、RECの運営管理者および中央割当システム（CAS）

に対して、翌年の年間審査スケジュールおよび過去１年間に行われた変更に関し

て通知するものとする。全体としてのシステムが常に有効な運用能力を有するた

めに、運営管理者は審査スケジュールの変更を要求することができる。 

 

 

審議議題 

2.10   REC のコーディネーターが審査の議題を準備する。標準的な様式は研究倫理デー

タベース （RED）において任意で利用可能である。審議議題には少なくとも以下

が含まれるものとする。 

・ 審査の日付、時間および会場 

・ 審議議題の項目に関する利害の申告 

・ 前回の本審査の議事録 

・ 前回の審査において生じた問題で、委員会が再度検討することを特に表明した

問題 

・ 委員会での検討が必要な倫理審査の申請 

・ 必要に応じて、各申請の担当委員（2.21～2.22 項参照） 

・ コーディネーターによる報告（2.15～2.20 項参照） 

 

2.11  審議議題には、必要に応じて、以下について含むことができる。 

・ 一般的な倫理的問題（例えば新規ガイドラインあるいは最近の出版物において

生じているような問題） 

・ REC の設置あるいは構成員資格に関する問題 

・ REC の手順に関する問題 

・ トレーニングに関する問題 
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2.12  本審査では、REC の専門知識が維持され、かつ使用されている資源が正当化される

と認められるに足る、十分な量の申請が審査されることが重要であるが、それに

よって倫理審査の厳格性を損なうほど多くの申請は必要としない。研究倫理サー

ビスでは、REC が本審査毎に平均しておよそ 6 件の新規申請を審査し、いかなる

審査においても 8 件を超えないことを目標とする。各施設における業務の上限は、

REC によって審査される申請の性質および審議枠への現在の申請状況を考慮した

上で、REC の運営管理者による話し合いによって決められるものとする。運営管

理者は REC の業務量について定期的に審査を行う。 

 

2.13  第 6 節では、小委員会によって実施される REC 業務に関する調整について述べら

れている。本審査の議題は、特に委員長がより幅広い議論を行うことが重要であ

ると考える場合、通常は小委員会で審査される申請を含む。本審査と小委員会の

審査に業務を割り当てる場合、コーディネーターおよび委員長は、法令上で定め

られた期限内に倫理上の判断を述べる必要性、効率的にかつ疎漏のないように

REC の業務を遂行する必要性、および審議議題に関する委員からの全般的な要求

について、慎重に比較検討するものとする。 

 

 

コーディネーターによる報告 

2.14  少なくとも以下の活動を含む、本審査外で施行される業務について、委員は書面に

よる通知を受けるものとする。 

・ 委員会の責任者あるいは代理を委任された委員による決定あるいは活動（2.17

項参照） 

・ 小委員会の審議においてあるいは書面により、小委員会によってなされた決定

（いかなる小委員会の審査議事録も、コーディネーターの報告に付され、委員

に対して個別に写しが配布されることがある） 

・ 承認の判断を受けた研究の進捗報告（9.11 項参照） 

・ 試験薬の臨床試験に関する年次安全性報告の受領、およびデータモニタリング

委員会の報告の受領（9.37 項および 9.62 項参照） 

・ 研究の終了あるいは早期終了の通知（9.79 項参照） 

・ 試験終了報告書の届け出（9.104 項参照） 

 

2.15  コーディネーターは、審査毎に書類と共に委員に配布する報告書について、研究倫

理データベースのテンプレートを用いて準備するものとする。 

 

2.16  申請者から詳細な情報あるいは説明を受けた後、REC が委員長あるいは小委員会に
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対して、判断を下すための権限をあらかじめ委任している場合（3.35～3.39 項参照）、

判断が下されたらただちに REC に通知されるものとする。以下の情報は報告書に

記載される。 

・ 申請に関する倫理上の判断 

・ 詳細な情報の検討に関わった委員 

 

2.17  却下の判断を受けた場合には、審査の要件を満たせなかったポイントを明確に示し、

申請者の回答を簡潔にまとめた概要は、委員にとって有益な場合がある。 

 

2.18  コーディネーターの報告書は、通常は審査の主要書類と併せて配布されるものとす

るが、本審査に近い日に配布することができる。最終報告書が完成した後で、本

審査前に発生したその他の事項については次の本審査の報告書へ延期することが

できる。例外的に、委員長あるいはコーディネーターがその内容はできるだけ早

く REC に報告されるべきであると見なす場合、追加の報告書を準備するか、ある

いは審査において口頭で報告することができる。 

 

2.19  コーディネーターの報告書は主に委員に情報を提供することを目的とするもので

あり、通常は詳しい議論を必要としない。REC の代わりに委員会の責任者もしく

は委員が下す決定、あるいは小委員会による決定は、REC によって承認を受ける

必要はない。しかし委員は、その代理で行った決定について、あるいは研究の進

展または安全性について得た情報について、懸念を表明することができるものと

する。そのようないかなる懸念も REC によって検討され、議事録に記録される。 

 

 

担当委員（lead reviewers） 

2.20  RECは 1名あるいは 2名以上の委員を各申請の担当委員として任命することが推奨

されている。これが各委員会で実施される場合、コーディネーターは委員長およ

び委員と話し合いの上、適性のある担当委員を任命するものとする。 

 

2.21  審査中および審査後に担当委員によって行われる特定の役割は、REC の裁量に任さ

れている。施設での手順については委員によって話し合い、合意を得るものとす

る。 

 

 

審査書類の配布 

2.22  審議議題が完成し、申請の事前確認がなされたら、REC のコーディネーターはでき
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るだけ早く審査書類の配布作業を行わなければならず、それはいかなる場合にも

審査日の 10 日前より遅くなってはならない。委員の情報に関する書類は、審査日

が近づいたときに配布されるか、あるいは例外的に審査の場で配布されることも

ある。いかなる場合にも、審査の場には完全な申請が提出されているものとする。

各委員会における書類の配布に関する要件については、REC によって議論が行わ

れ、合意を得るものとする。特定の委員に対しては、合意に基づいて電子的に書

類を配布することもできる。 

 

2.23  すべての委員は、REC の裁量に任されている以下の書類を除き、申請書ならびに新

規申請毎のすべての関連資料を受け取り、審査を行うものとする。 

・研究計画書は少なくとも担当委員および関連する専門知識を有する委員に対し

て送付される。その他の委員による要請がある場合、その写しが提供される。 

・試験薬概要書は、少なくとも関連する専門知識を有する委員に送付される（特

に薬剤師あるいは臨床薬理学者）。 

 

 

主任研究者およびスポンサーの出席 

2.24  主任研究者は、申請が審査される予定の本審査に出席を要請される。スポンサーの

代理人およびその他の研究チームメンバーは、主任研究者と共に出席することが

望ましい。この目的は、詳細な情報や、説明、再確認を必要とする REC に対して

直接対応できることである。この方法により、REC にて取り上げられた多くの問

題が、審査中に解決されることになる。REC によって取り上げられた問題につい

て、審査後に主任研究者あるいはスポンサーが、さらなる検討を行う必要がある

場合でも、実際に審査に出席して、提起された問題について直接確認することは、

十分な回答を作成する上で非常に役に立つことがある。 

 

2.25  しかし、主任研究者の出席は強制的なものではなく、主任研究者が出席できないか

あるいは出席する意思がない場合にも、申請を検討する際に偏見が与えられては

ならない。 

 

2.26  REC は主任研究者に対して、電話、電話会議あるいはビデオ会議によって審査に参

加する選択肢を提供することができる。可能な場合は、出席しているすべての委

員が主任研究者に対して質問をして回答を聞くことができるように、そしてコー

ディネーターが完全な議事録を作成できるように、スピーカーフォンなどの設備

が設置することができる。これが不可能な場合、委員長あるいは担当委員は主任

研究者と電話で会話を行い、委員会の他委員に対して主任研究者の回答を復唱し
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て聞かせることができる。 

 

2.27  申請が学生によって提出された場合、REC は指導教授を審査に出席を要請すること

を検討する必要がある。くわえて、学生が NHS あるいは福祉局の監督下で研究を

実施している場合には、指導教員に審査へ出席の要請をすることができる。 

 

2.28  主任研究者が出席する目的は、研究に関する正式なプレゼンテーションを行うため

ではなく、またそれを許可されてはならない。 

 

 

定足数要件および審査出席者 

2.29   2.31 項を条件として、REC の審査定足数は委員 7 名であり、少なくとも以下の委

員を含むものとする。 

・委員長あるいは、委員長の出席が不可能な場合、副委員長または副委員長代理 

・非専門家委員 1 名（英国研究倫理サービス（NRES）ガイダンスで定義されてい

るように「非専門家」あるいは「非専門家＋」委員のどちらか）11 

・専門家委員 1 名 

 

2.30  委員は通常は直接出席することになっている。しかし、例外的な状況においては、

運営管理者の許可に基づき、委員は電話会議あるいはビデオ会議で出席すること

ができる。 

 

2.31  米国の保健福祉省（DHHS）あるいはその一機関による資金提供を受けた研究に関

する申請の場合、定足数は REC 委員の過半数となる。REC の委員数が偶数である

場合には、過半数とは委員の 50％に 1 名をくわえたものとなる。このような申請

はすべて、特定分野 REC によって審査されるものとする（1.10 項参照）。 

 

2.32  「正規」委員の代わりに出席している代理の委員は、定足数として数えられるもの

とする。 

 

2.33  追加委員（2.40～2.42 項参照）も、定足数として数えられるものとする。 

 

2.34  以下は定足数として数えることはできない。 

                                                   
11  専門家および非専門家委員の定義は、臨床試験規則において定義されている。詳細なガ

イダンスは「認定 REC の委員」という文書において示されており、これは英国研究倫理サ

ービスウェブサイトで入手可能である。 
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・ REC のコーディネーターあるいはアシスタントコーディネーター 

・ アドバイザーあるいは専門的助言者 

・ まだ審査場に到着していない委員あるいは途中退出した委員 

・ コメントを書面で提出しているが、直接もしくは電話会議あるいはビデオ会議

にも出席していない委員（2.44 項参照） 

・ 正規委員と共に出席している代理委員 

 

2.35  定足数に達しない場合には、委員会はいかなる新規申請についても倫理審査に関す

る判断を行うことができない。委員会は、この時点では情報の要求を正式な形で

行ってはならないが、審議議題に挙がっている申請に関する議論を行い、申請者

に対して事前の助言を行うことができる。申請は、REC の定足数に達している委

員会で審査を受けるように再度予約されるか、あるいは他の REC に移管される必

要がある。この間も審査時間は中断されない。 

 

2.36  定足数に達しない委員会の審査、あるいは審査の一部は、委員長（あるいは副委員

長、または副委員長代理）および少なくともその他１人の委員が出席していると

いう条件で、小委員会の審査として、審議議題に挙がっているその他の業務を進

めることができる。 

 

2.37  コーディネーターは、出席者の記録を保存するものとする。この記録には、どの委

員およびどの代理委員がどの申請の倫理審査の議論の場に出席していたかが示さ

れる。 

 

2.38  REC のコーディネーターによって、次回委員会は、欠席が予測されるため定足数に

達しない可能性が懸念される場合、REC の運営管理者と共に以下のオプションに

ついて検討するものとする。 

・２人までの追加委員の許可（2.40～2.41 項参照） 

・委員会の延期および再調整 

・委員会の中止：予定されていた委員会の中止を提案する場合には、REC の運営

管理者の合意は早い段階で得ているものとする 

 

2.39  委員会が延期あるいは中止される場合には、コーディネーターは、審議議題に記さ

れている申請が法で定められた締切日までに利用される必要性について REC の運

営管理者と共に検討するものとする。必要であれば、申請は他の REC に移管され

るものとする。 
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追加委員 

2.40  REC は、審査実施を目的として、REC のいかなる審査においても 2 人まで追加委

員として許可を与えることができる。遺伝子治療諮問委員会（GTAC）への委員追

加の許可を除いて、英国保健省研究倫理サービス内の他の REC の委員あるいは防

衛省研究倫理委員会（MoDREC）委員であるか、あるいは元委員である場合にの

み、委員として追加が許可されることができる。例外的に、審査がいかなる試験

薬の臨床試験の申請の審査も行わないという条件で、運営管理者の合意に基づき、

3 人以上の委員を追加する許可ができる。代理委員は、自らの REC においては追

加委員として活動することはできないが、上に定義されているように、過去に REC

の委員であった場合には、別の REC によって追加を許可することができる。 

 

2.41  委員の追加の許可に関する各施設のとりきめについては、REC の管理運営者の助言

および英国研究倫理サービスの運営部長が発行したガイダンスに従って業務を行

う、REC の任命権者が責務を担うものである。管理者は、そのエリア内で必要時

に追加委員となる事を希望する委員の記録を保存するものとする。この記録は、

任期中の委員、あるいは一度につき 2 年間まで（必要に応じて更新されうる）の

期限でバンク委員に任命された元委員のいずれかに関するものである。任期中の

REC のすべての委員およびバンク委員は、その管轄内のいずれかの REC における

追加委員としての活動について、任命権者によって保証される。管轄外の REC の

審査に追加委員として許可が与えられた場合、可能であれば審査前に、適切な任

命権者による任命書および保証書が発行されるものとする。 

 

2.42  追加委員として 12 か月の間に、同一の REC の本審査に 7 回以上出席すること、あ

るいは小委員会の審査に 7 回以上出席することは許可されない。しかし、この期

間中も、別の REC に追加委員としての業務を追加することができる。 

 

 

委員の書面によるコメント 

2.43  審査に出席することができない委員あるいは代理委員は、審議議題の項目に関して

書面でコメントを提出することができる。通常、この写しが審査に先立って委員

に提供されるよう、審査の少なくとも 3 営業日前にはコーディネーターによって

受理されているものとする。それより後にコメントが受理された場合には、その

コメントは委員長の裁量によって審査の議題にあげることができる。議事録には、

関連する委員あるいは代理委員によって、書面によるコメントが提出されたこと

が記録されなければならず、また倫理審査で REC が取り上げたいかなる特定の項
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目についても名前を出すことなく（unattributably）反映されるものとする。 

2.44  書面によるコメントを提出するが、直接あるいは電話会議もしくはビデオ会議で審

査に出席しない代理委員は、定足数には加算されない。 

 

 

専門的助言者 

 

    基本方針/  

2.45  REC は、倫理上の判断を下すにあたり、委員の専門知識の及ばない内容に関するも

のであるか、あるいは委員会が合意を得ることができない場合、申請のあらゆる

側面に関して専門的助言者に助言を求めることができる。この専門的助言者は、

倫理、特定の疾患あるいは方法論に関する専門家であるか、コミュニティ、患者

もしくは各種関連団体の代表を務めていることもある。 

 

2.45A  専門的助言者の助言は、別の REC の委員から（例えば、統計学の専門知識を有す

る専門家である委員から）個別の助言として、あるいは REC 全体から（例えば、

特定分野 REC から）の助言として得られることもある。このような助言の要請は、

当該 REC のコーディネーターを通じて行われるものとする。主たる研究倫理委員

会（main REC）に対して助言する際、その助言が委員個人によるものか、あるい

は REC 全体によるものなのかを明示する。後者の場合、その助言は小委員会によ

る合意を得るものとする。 

 

2.46  専門的助言者は投票権を有する主 REC の委員であってはならず、また、専門的助

言者の助言が求められる申請の関連業務を除く REC の業務に関わってはならない。 

 

2.47  専門的助言者による助言を求める際、以下の手順のうち 1 つを取り入れるものとす

る。 

i. コーディネーターあるいは委員長は、専門的助言者に対し、審査前に文書に

よる助言を得たい旨を書面で送付する。通常は標準文書 4 が使用されるもの

とするが、REC が特定の専門的助言者との間に一定の取り決めを行っている

場合には、適切な代替手段をとることができる。受け取った助言の写しは、

審査前あるいは審査中に委員が利用できるようにするものとする。助言の内

容は、議事録に記録されるものとする。 

ii. 専門的助言者は、当該申請について議論する審査に本人が出席するよう要請

されることができる。専門的助言者の出席および専門的助言者が審査中に述

べた助言の内容は、議事録に記録されるものとする。専門的助言者は、審査
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中に主任研究者に対して個人的に質問してはならず、あるいは（or）REC に

よる採決時に投票してはならない。 

iii. 委員会は審査の際に、暫定的判断を下し、当該審査の後に書面による助言を

求めることを決定することができる。通常は、コーディネーターあるいは委

員長は、標準文書 9 を用いて審査から 5 日以内に専門的助言者に助言依頼を

送付することとする。書面による助言を受領した後、審査で合意した手順に

従ってすみやかに検討することとする（詳細なガイダンスは 3.47～3.51 項参

照）。 

 

2.48  倫理審査時間は、専門的助言者に助言を求めている間も停止することはなく、停止

するのは詳細な情報の要求が文書でなされる場合のみである。 

 

2.49  専門的助言者は、申請に関して提供されたあらゆる情報について、すでに公のもの

である場合を除いて機密文書として取り扱うこと、および申請書類の返却あるい

は破棄が求められるものとする。 

 

2.50  申請について主 REC が到達した判断は、主 REC に帰するものである。主 REC は

その判断をまとめる際、詳細な情報を求める際も含めて、専門的助言者による助

言を利用し、専門的助言者から助言を得た旨を申請者に伝えることができる。し

かし、専門的助言者について直接言及すること、あるいはそれ以外にも、特別な

許可を得ていない専門的助言者の個人情報の開示は行ってはならない。 

 

    未成年者あるいは意思能力を有さない成人を対象とする試験薬の臨床試験 

2.51  試験薬の臨床試験の研究対象者が以下に該当する場合、臨床試験規則に基づき、

REC は試験薬の臨床試験に関する申請について判断を下す前に、助言を得るよう

求められる。 

    （a）未成年者、つまり 16 歳以下の個人 

  （b）身体的ないしは精神的な理由から研究参加に関するインフォームド・コンセ

ントを与えることができない成人。 

 

2.52  （a）が適用され、REC に小児医療の専門知識を持つ委員が属している場合には、

研究に関連して生ずる可能性のある臨床的、倫理的および心理社会的な問題につ

いて、その委員から助言を得るものとする。 

 

2.53   （b）が適用され、研究に関連した疾病の治療およびその疾病に罹患した患者集団

（patient population）の治療に関して専門知識を持つ委員が REC に属している場合
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には、研究に関連して生ずる可能性のある臨床的、倫理的および心理社会的な問

題について、その委員から助言を得るものとする。 

 

2.54  以下の手順は、（a）あるいは（b）のいずれかが適用される申請に適用される。 

 

2.55   当該専門知識を有する委員が審査に出席できる場合、その委員による助言は審査

において検討され、議事録に記録されるものとする。 

 

2.56  当該専門知識を有する委員が審査に出席できない場合、その委員に対し、標準文書

4 あるいは適切な代替手段を用いて審査前に文書による助言を提出するよう要請

するものとする。受け取った助言の写しは、審査前あるいは審査中に委員が利用

できるようにするものとする。助言の内容は、議事録に記録されるものとする。 

 

2.57  REC が相応の資格を持つ委員を有していない場合、あるいは適切な委員が審査に出

席できないか、審査前に文書による助言を提供することができない場合、REC に

は以下の選択肢がある。 

・ コーディネーターは REC の運営管理者と共に、別の REC の委員あるいは元委

員、もしくは審査を行う REC の元委員の中から、相応の資格を持つ者の追加

が可能か検討する。 

・ コーディネーターは中央割当システムを用いて、あるいは REC の運営部長と

共に、相応の資格を持つ委員を有する別の認定 REC への申請移管が可能か検

討する。 

・ 上記のいずれの方法を取ることも不可能な場合、REC は審査を進めるものとす

るが、2.47 項（ii）に従って、審査後に専門的助言者に助言を求めるまでは最

終判断を示してはならない。 

 

2.58  本節において、専門知識を有する個人とは、関連する専門知識を有する医療従事者

あるいは引退した医師あるいは引退した歯科医とする。 

 

 

利害関係の宣言（Declarations of interest） 

2.59  委員および代理委員は、倫理審査の申請に関連して得られうるいかなる物質的利益

（material interests）、あるいはその他審査で考慮すべき事項を、委員会に申告する

ものとする。このような申告は、審査においてその事項の検討前に口頭で行うか、

あるいは審査前に委員長に対して書面で書き送られるものとする。物質的利益と

は、当該事項に関する委員あるいは委員会の判断に著しく影響を与えることがあ
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るか、あるいは与えるとものと見なされる、個人的利益あるいは事業利益のこと

である。 

 

    倫理審査の申請 

2.60  2.64 項を条件として、当該の委員が、申請書に氏名を記載された主任研究者あるい

は別の重要な研究者／研究協力者である場合には、REC は審査を進めてはならず、

別の REC への申請移管手続きを早急に行うものとする。 

 

2.61  その他の利益が申告された場合、それが物質的利益であるかについて、そしてもし

物質的利益である場合には、当該委員が申請の審査に参加することが適切である

かについて、委員会は総合的に検討するものとする。申請に対する当該委員の利

益との密接の程度や、潜在的な利益相反の可能性について、検討されるものとす

る。場合によっては、利益の申告それ自体で、委員会による決定に著しい影響を

与えないことを保証するためには十分である場合もある。 

 

2.62  REC には以下の選択肢がある。 

i. 委員は審査の会場から退席しなければならず、申請に関する議論あるいは投

票に参加してはならない。 

ii. 委員は、他委員に求められた関連情報を提供するために審査の場に残るが、

投票は行わない。 

iii. 委員は審査に残り、審査に完全に参加する。 

 

2.63  REC が重要であると考える利益の申告について、あるいは従った手順に関する決定

について、議事録に記録するものとする。委員会が判断しかねる場合、委員は上

記 2.62 項（i）に記載のとおり、審査の会場から退席するものとする。 

 

    施設固有事情の評価 

2.64  地域倫理委員会の委員あるいは代理委員が、研究責任者あるいは施設の研究チーム

（local research team）の他のメンバーとして施設固有情報書式に氏名が記載されて

いる場合、4.44 項の手順が適用される。 

 

 

手順に関する機密保持 

2.65  REC 委員は代理的な立場（representative capacity）で本審査に出席することはなく、

提出された申請について自由に議論できる必要がある。このため、本審査は非公

開で開催されなければならず、委員はあらゆる懸案事項を提起することが推奨さ
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れる。 

 

2.66  申請に関して委員あるいは代理委員に求められる諸条件には、REC の活動について

の機密保持要件が含まれる。 

 

 

オブザーバー 

2.67  外部のオブザーバーは、オブザーバーの立場を認める規定が定められていること、

秘密保持契約に署名されていること、および出席する REC の合意が明示されてい

ることを要件とする出席要請の書類によって、本審査に出席を要請されることが

ある。機密保持契約は標準書式（SF）2 をもとに作成されなければならず、それは

REC 委員に承認された守秘義務に沿ったものであらねばならない。 

 

2.68  外部のオブザーバーは、審査で検討される申請について、利害関係、あるいは科学

的責務もしくは管理責務を担ってはならない。特に、基本的に研究開発事務局

（R&D Office）局長および研究開発事務局管理者は、自らが研究ガバナンスの責

務を担う申請について審査が予定されている本審査には、出席が許可されてはな

らない。しかし、NHS の機関が研究のスポンサーとなっている場合には、研究開

発事務局の代表者はその項目に関する審査にのみ、主任研究者と共に出席するこ

とがある。そのような場合、2.24 項に従い、研究開発事務局の代表者はオブザー

バーとしてではなく研究のスポンサーとして出席する。 

 

2.69  REC のガバナンス協定に従って、本審査、あるいは本審査の一部に、任命権者の代

表者、REC の運営管理者、監査官（auditor）、および英国研究倫理サービス本部の

その他上級職員（「公認オブザーバー」）が随時出席することができる。委員長に

は審査に先立って通知するものとする。 

 

2.70  オブザーバーは、特定の申請に関する REC の審議あるいは決定に一切関与しては

ならない。 

 

2.71  オブザーバーが出席している場合、委員長は審査に出席する研究者に対して、口頭

で通知するものとする。研究者には、オブザーバー（公認オブザーバーを除く）

の出席に対して異議を唱える機会が与えられるものとする。異議が唱えられた場

合、オブザーバーはその事項に関する審査から退席するよう求められるものとす

る。オブザーバーの出席は、議事録に記録されるものとする。 
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REC の運営および意思決定 

2.72  委員長は、REC の運営に関して、および REC があらゆる事項について明らかな合

意の上で結論を下すよう努めることに関して責務を担う。委員長が出席できない

場合、通常は副委員長が委員長役を務めるか、あるいは副委員長も出席できない

場合には、副委員長代理が委員長役を務める。これら 3 名の責任者が全員出席で

きない場合には、REC の任命権者は、REC の別の委員あるいは追加委員を一時的

な副委員長として任命するものとする。審査前に正式な任命を取り付けることが

できない場合、あるいは臨時の副委員長が審査の場において選任される場合、後

から遡って任命権者に任命の承認を依頼するものとする。 

 

2.73  委員長は、審査を実施するにあたり、英国研究倫理サービスの運営ガイダンスを参

照するものとする。 

 

2.74  REC の運営管理者との合意の上で、委員長が副委員長の指導目的で審査に出席する

場合、副委員長が委員長を務めることもある。その場合には、副委員長は委員長

の通常の責務を担う。 

 

2.75  可能な限り、審査は全会一致で決定に至るものとする。総意に達しない場合には、

挙手による正式な投票が実施されるものとする。本審査の決定は、出席している

委員および投票資格を有する委員のうち、過半数を占めることで決定されるもの

とする。棄権（欠席）を含む個人票についても記録されるものとする。投票数が

同数の場合には、委員長は決定投票を行うことがあるが、より合意的な決定に達

するようなその他の選択肢について、まずは検討するものとする。 

 

2.76  いずれかの委員が、REC の決定に対して正式に異議を唱える旨の記録を希望する場

合、議事録に記録されるものとする。 

 

 

コーディネーターの責務 

2.77  審査の事務局は、通常は REC のコーディネーターあるいはアシスタントコーディ

ネーターが務めるものとする。 

 

2.78  REC に関連するコーディネーターあるいはアシスタントコーディネーターの責務

は、以下のとおりである。 

i. REC の審査スケジュールの発表 
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ii. 審議議題の準備 

iii. 担当委員の割り当て 

iv. 審議議題および書類の配布 

v. 主任研究者に対する出席依頼、必要に応じて指導教官に対する出席依頼、お

よび必要な調整 

vi. 会場の準備 

vii. 欠席の連絡を審査前に記録 

viii. REC の運営管理者と共に、審査で定足数に達しない可能性がある懸案事項の

提起 

ix. 各申請の倫理審査の議論に参加している委員、代理委員、専門的助言者およ

びオブザーバーを記録 

x. 標準業務手順書の順守について、および必要に応じて、倫理審査に適用する

法律上の要件（例えば、意思能力法に基づく承認基準）を REC が検討する

必要性について、適宜委員会に助言を行う 

xi. 審査の文書記録の作成 

xii. 決定に際して投票が行われる場合には、個人票の記録 

xiii. 次回審査における審査および承認のための議事録の準備 

xiv. 審査で採択された決定を申請者に通知し、その他のフォローアップを適宜行

う 

 

 

議事録 

2.79  REC の審査議事録は、英国研究倫理サービス運営本部がまとめたガイダンスに従っ

て、審査の事務局によって作成される。REC の決定通知書が申請者に対して発行

される前に、議事録の実質的な内容は委員長による承認を受けるものとする（3.16

項参照）。各 REC のとりきめには合意が得られるものとする。 

 

2.80  倫理審査の申請あるいは大幅な変更通知に関連して、議事録の本文あるいは付属書

類のどちらかに、以下の事項が記録される。 

i. 審査に出席した委員、代理委員、追加委員、専門的助言者およびオブザーバ

ー 

ii. 申告された利益、および当該の委員あるいは代理委員の参加に関する委員会

の決定（2.59～2.62 項参照） 

iii. 委員あるいは代理委員による、文書でのコメントの提出（2.43 項参照） 

iv. 専門的助言者による助言の内容（2.47 項（i）参照） 

v. 申請に関する REC の判断（3.8 項参照） 
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vi. 当該の主たる倫理的問題の概要（3.19 項参照） 

vii. 承認の判断の場合には、研究開始前に満たされるべき条件（3.23～3.28 項参

照）あるいは申請者に提供されるべき拘束力のない追加的助言（3.29 項参照） 

viii. 却下の判断の場合には、その決定の理由 

ix. 暫定的判断の場合には、REC が求める詳細な情報、情報を検討するための措

置、および REC の最終判断を周知するための措置（3.10～3.11 項および 3.35

～3.39 項参照） 

x. 判断が出されていない場合は、専門的助言者による詳細な助言が求められる

事項（3.38 項参照） 

xi. 変更の通知について却下の判断が示される場合には、その決定の理由、およ

び変更された内容に対する REC の判断を示す責務の委任（5.39 項および 5.43

項参照） 

xii. 実施された投票の結果（個人票は議事録とは別に記録されるものとする） 

xiii. REC の決定に関与したものとして名前の記載された委員による正式な異議

およびその理由 

xiv. 申請の審査が、方針あるいは法律の要件としてではなく、任意（voluntary basis）

で行われた場合（1.93～1.94項参照） 

 

2.81  2.80（xiii）が適用される場合を除いて、議事録は総合的な議論の結果として示され

なければならず、特定の申告について、審査に出席する個々の委員あるいは代理

委員、もしくは文書によるコメントを提供する個々の委員あるいは代理委員に帰

するものと見なしてはならない。 

 

2.82  議事録は、正確な記録として承認されるため、次回の本審査に提出されるものとす

る。必要な訂正は、最終版の議事録にくわえられるものとする。訂正が軽微な場

合、訂正は議事録の文面に手書きでくわえられることもあり、それはコーディネ

ーターにより承認され、イニシャルと日付が記載されるものとする。訂正が軽微

ではない場合、訂正版の議事録が作成されるものとする。最終版は、委員長およ

びコーディネーターあるいはアシスタントコーディネーターにより署名され、日

付が記載されるものとする。議事録が訂正される場合、委員長は、不正確な記述

の訂正あるいは要点の明確化について書き記した文書を審査後に申請者宛てに送

付する必要性について検討するものとする。しかし、明らかに新たな情報要請が、

この時点で行われることはない。 

 

2.83  情報公開法（the Freedom of Information Act）の条件により、議事録は REC 内の機密
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として扱われなければならず、申請者、スポンサーあるいは医療組織に対して公

開されてはならない。REC のガバナンスを目的として、REC あるいは REC の運営

管理者に対して、あるいは英国研究倫理サービス本部もしくは任命権者の代理と

して認定を受けた監査官に対して任命権者から要請があり次第、議事録の写しが

利用できるようにするものとする。議事録の保存に関するガイダンスは、14.8 項

を参照。 

 

2.84  各申請の倫理審査に関する REC の判断は、年次報告書において公表されるものと

する。年次報告書に関する詳細な要件は、研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）

において定められている。  
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第 3 節：倫理上の判断 

 

概要 

 倫理的な検討についてのガイダンスと研修は、標準業務手順書（SOP）とは別に提供され

る。SOP の本節では、新規申請に関して研究倫理委員会（REC）が判断に到達する手順、

および判断を示す手順について記述されている。 

 EU 指令および臨床試験規則に基づき、REC は有効な申請の受領後 60 日以内に、試験が

遺伝子治療、体細胞治療、遺伝子組み換え生物、組織加工製品に関する場合には 90 日以内

に、試験薬の臨床試験（CTIMP）に関する判断を示されるべきである。60 日という期限は、

本委員会で審査されるほかのすべての研究に適用される。 

 実施上は、40 日以内に判断を示すこと、小委員会による迅速審査の場合は 14 日以内に判

断を示すことが目標とされる。 

 REC は、判断を確定する前に更に詳細な情報を求める場合には暫定的判断を示し、詳細

な情報、説明、あるいは説明文書のような書類の変更に関して書面上の要求を一度行うこ

とがある。この要求に対して REC が完全な回答を得るまで、審査期限までの審査日数への

算入を開始しない。 

 REC は、倫理審査後に以下の決定のうち 1 つに至るものとする。 

・ 基本要件（standard condition）を伴う承認の判断 

・ 基本要件および追加的条件を伴う承認の判断 

・ 却下の判断 

・ 詳細な情報、説明あるいは訂正の要求を伴う暫定的判断 

・ 専門的助言者との相談待ちの暫定的判断：専門的助言者による助言を受けた後、文書

により情報が求められることがある 

・ 判断せず：重要な倫理的問題についてさらなる審査を行うために、本委員会を行う（迅

速審査の場合のみ） 

 委員会が暫定的判断を示す場合、どのような情報が必要かを明確にしなければならず、

詳細な情報の検討および最終判断の確認を誰に委任するかについて合意するものとする。

確認を行う権限が与えられる可能性があるのは、委員長あるいは副委員長（必要であれば

REC 事務局による支援、および他の委員との相談のもと）、小委員会、あるいは REC の特

別審査である。 

 必要な場合には、出来るだけ早く適切な専門的助言者を見つけるものとする。適切な専

門的助言者とは、関連分野において、あるいはその領域内の別の REC において認知されて

いる専門家のことである。専門的助言者は研究において個人的な利益を得てはならず、そ

の助言は機密扱いとされるものとする。60 日の審査期間は、助言を得ている間も中断しな

い。 

 コーディネーターは、審査の開始から 10 営業日以内、あるいは迅速審査後 5 日以内に、
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下された決定について主任研究者（CI）に通知を行う。それぞれのタイプの判断に対して、

研究倫理データベース（RED）による標準文書が発行される。承認の判断を示す最終文書

には標準的な承認条件が含まれなければならず、その条件は研究前に満たされていること

がスポンサーによって保証されなければならない。REC はその他の承認条件を適宜追加す

ることがある。却下の判断の理由について、十分な説明がなされるものとする。 

 迅速審査小委員会（Proportionate Review Sub-Committee, PRSC）が判断を示さない

場合、その申請は本委員会でさらなるに審査が行われるよう、再度予約される。予約の際

には、申請者の合意を得ねばならない。最終判断は、最初の申請の受領後 60 日以内に示さ

れるものとする。 

 

 REC の示した判断が事実誤認あるいは誤解によるものである事が明らかになった場合、

REC はその判断を変更することがある。主任研究者、スポンサーあるいは運営管理者によ

って、判断の変更が検討されるよう要請されることがあり、35 日以内に審査が行われるも

のとする。 

 試験薬の臨床試験における安全性の問題のように、倫理審査において挙げられた問題に

ついて規制機関に助言を求める手順は、第 13 節に別途定められている。 

 補償の審査に関する詳細なガイダンスは、付属文書 G に記載されている。 

 

 

法律および方針の要件 

3.1   臨床試験規則に基づき、REC は試験薬の臨床試験に関連する申請について（3.2 項

に適用される場合を除く）、有効な申請の受領後 60 日以内に倫理上の判断を示す

ことが求められている。判断を示すために詳細な情報が必要であると REC がみな

した場合、REC は暫定的判断を示し、申請者による詳細な情報を書面にて要求す

ることができる。60 日の審査期間は、この情報が受領されるまで審査日数への算

入を開始しない。 

 

3.2   （a）遺伝子治療医薬品、（b）体細胞治療医薬品、（c）遺伝子組み換え生物を含む

医薬品、あるいは（d）組織加工製品を含む医薬品を対象とする臨床試験の場合、

通常の法定による審査期限は 90 日に延長される。 主たる研究倫理委員会（main 

REC）が申請について専門家グループあるいは専門の委員会に助言を求める必要が

ある場合には、さらに 90 日延長される（合計で 180 日）。この審査期限の違いを

除いて、SOP は上記のような臨床研究に対して、その他の試験薬の臨床試験と同

様の方法で適用される。 

 

3.3   臨床試験規則に基づき、REC には試験薬の臨床試験に関連する問題について考慮し、
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判断を示す義務があるが、それは申請者によって要請を受けた場合、および REC

の判断によって、倫理審査の一部として REC による検討が必要な問題に関する場

合である。 

 

3.4   英国保健省の方針では、最大 60 日という期限は、REC の本委員会で審査される他

のすべての研究にも適用される。 

 

3.5   60 日の期限を条件とする、試験薬の臨床試験ならびに試験薬の臨床試験以外の場

合も含めたあらゆる申請に対して、暫定的判断が示された場合には審査期限を一

旦審査日数に算入しないことを考慮に入れた上で、40 日以内に最終判断が示され

ることを目標とする。 

 

3.6   迅速審査が認められた申請は、暫定的判断が示された場合には審査期限を一旦審査

日数に算入しないことを考慮に入れた上で、14 日以内に最終判断が示されること

を目標とする。 

 

3.7   研究の倫理審査において、および REC 委員に対する研修において検討されるべき

事項のガイダンスは、英国研究倫理諮問委員会（NREAP）による支援に基づき、

英国研究倫理サービス（NRES）によって個別に提供されるものである。SOP の本

節では、審査による決定の伝達、申請者への詳細な情報の要求、および REC の判

断の周知に際して従うべき手順が定められている。これは、個別の研究の申請に

ついての倫理を検討すること、および承認の判断を示すか否かを決定することに

関して、決して REC の独立性を制限するものではない。 

 

 

REC における可能な決定 

3.8   REC は、本委員会で審査されるか、あるいは小委員会の審査で迅速審査される申請

について、以下の決定のうち 1 つを下されるものとする。 

i. 最終判断 

    委員会は申請に関して最終判断を下すことができる。この判断は以下のいず

れかである。 

    （a）基本要件を伴う承認の判断（3.21～3.23 項参照） 

       （b）追加的条件を伴う承認の判断（3.24 項参照） 

    （c）却下の判断（3.11 項、3.30 項参照） 

 

ii. 詳細な情報の要求を伴う暫定的判断 
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REC は、詳細な情報あるいは説明を申請者から受け取るまで最終判断を周知

できないと決定することができる（3.8～3.10 項参照）。暫定的判断は最初の

審査において示されるものとする。 

 

iii. 専門的助言者との相談待ちの暫定的判断 

REC は、詳細な助言が専門的助言者から得られるまで最終判断を周知できな

いと決定することができる（3.47～3.51 項参照）。暫定的判断が示されるも

のとするが、この時点で情報を正式に要求してはならない。 

     

    迅速審査小委員会によってのみ審査される申請の場合： 

 

iv. 判断せず 

    （a）研究が迅速審査の基準の範囲外である、あるいは（b）研究がより広範

な議論を必要とする重大な倫理的問題が認められた、という理由で、小委員

会は本委員会においてさらなる申請の審査を行うことを決定することがで

きる。 

 

3.9   委員長は、委員会あるいは小委員会の審査において検討される各申請に対して、上

記のうち 1 つの決定が下されるよう努めるものとする。 

 

3.10  詳細な情報あるいは説明が必要であることを REC が決定する場合、委員長は以下

の実現に努めるものとする。 

    ・必要とされる詳細な情報あるいは説明が、最初の審査において具体的に明らか

にされること。 

・ 詳細な情報の検討および REC の判断の周知に関する責務の委任について、明

らかに合意されること（3.29～3.32 項参照）。 

 

3.11  詳細な情報あるいは説明の要求に際して、例えば説明文書および同意書のような関

連資料の訂正を推奨することができる。この場合、明確なガイダンスが申請者に

示されるものとする。 

 

3.12  迅速審査小委員会は、倫理的問題に取り組むための情報あるいは説明の要求を含め

て、本委員会と同様の方法で暫定的判断を示すことができる。変更した書類の提

出を要求することは、書類の広範な書き換えが求められる場合には適切であり、

承認の判断がされうる前に、その文書は委員長あるいは担当委員によって再確認

される必要がある（必要な変更が限られたもので、容易に明記されうる場合、小
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委員会は暫定的判断を示すよりむしろ、書類の最終版に関して条件付きで承認の

判断を示すよう検討するものとする）。より幅広い議論を必要とする重大な倫理的

問題がある場合、小委員会は判断を示してはならず、申請を本委員会における詳

細な審査に持ち込まれるものとする。 

 

3.13  申請の質が非常に低く、本委員会で審査が行われたとしても却下の判断が示される

可能性があり、また、申請に相当な変更がくわえられずに詳細な審査を受けるこ

とは研究倫理サービスの資源を不当に使用することになるという理由でのみ、迅

速審査小委員会は却下の判断を示すことができる。小委員会は、他の理由で却下

の判断を示すことはない。さらなる議論を必要とする重大な倫理的問題がある場

合、申請は本委員会における詳細な審査に持ち込まれるものとする。 

 

3.14  REC による決定、申請者へ要求された詳細な情報、およびその情報の検討について、

および REC の判断の周知について合意された手順が、議事録に明確に記録される

よう、コーディネーターは努めるものとする。 

 

3.15  各申請において下される決定は、臨床研究データベースに記録されるものとする。 

 

 

主任研究者への決定通知 

3.16  コーディネーターは、本委員会から 10 営業日以内、あるいは小委員会による迅速

審査から 5 営業日以内に、書面による決定通知が主任研究者に送付されるよう努

めるものとする。主に教育目的で施行される研究プロジェクトの場合には、決定

通知書およびすべての詳細な書面での連絡は学生（2 名以上が参加している場合、

申請書に最初に名前が記載されている学生）宛てに送付されなければならず、教

育目的以外の場合には主任研究者に写しが送付されるものとする。すべての文書

は、REC の委員長名で作成されなければならず、委員長はその内容に関して最終

責務を担い、またそれを承認するものとする。委員長から委譲された権限に基づ

いて、副委員長あるいは REC 事務局の担当者が文書に署名を行うことは認められ

ている。各 REC のとりきめは合意を得るものとする（2.79 項も参照）。以下の文書

のうち 1 つが使用されるものとする。 

 

    本委員会で審査される申請： 

    標準文書 5    承認の判断 

    標準文書 6    却下の判断 

    標準文書 7    詳細な情報の要求を伴う暫定的判断 
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    標準文書 8    専門的助言者との相談待ちの暫定的判断 

 

    小委員会によって迅速審査に基づいて審査される申請： 

    標準文書 5 （迅速審査（PR））  承認の判断 

    標準文書 6 （迅速審査）  却下の判断 

    標準文書 7 （迅速審査）  詳細な情報の要求を伴う暫定的判断 

    標準文書 8 （迅速審査）  判断せず：本委員会で審査される申請 

 

3.17  以下の情報は、あらゆる場合において、文書あるいは同封物に含まれるものとする。 

    ・ REC によって検討された倫理的問題の概要 

・ 本委員会で審査された書類の、版番号および日付を含む一覧 

・ 申請の議論に参加していた委員、あるいは申請に関する書面によるコメントを

審査前に提出した委員の一覧。一覧には非専門家委員が示されなければならず、

専門家委員の場合には職業が示されるものとする。 

・ 申請に対して重要な利益に関して委員からなされた利益の申告、および当該委

員が審査に参加したか否か、および決定の際に投票を行ったか否か（利益の詳

細を示す必要はなく、申告されたという事実だけでよい）。 

・ 審査に出席したオブザーバーの名前 

・ 申請者からの問い合わせを受ける連絡窓口担当者（通常はコーディネーター）

の名前（REC は、どの委員が、コーディネーターの取り扱う問い合わせに関し

てサポートできるかについて、合意するものとする）。 

 

3.18  文書には、申請者が特に判断を求めたことに関連するあらゆる論点についての、

REC の判断も記載されるものとする（3.3 項参照）。 

 

3.19  倫理的問題の概要では、REC がその判断を決定するにあたり、検討した主たる論点

を記載するものとする。技術的な点の説明について非専門家から受けた要求など、

審査で挙げられたすべての質問を含む必要はない。しかし、審査において REC が

主任研究者と議論を行い、解決した倫理的問題についても、また、申請に含まれ

る情報について口頭で行われた説明についても、後で参照できるように記録して

おくことは重要である。そして、審査後に REC が書類の詳細な情報、説明あるい

は訂正を求めない限り、この点に関して主任研究者が書面により確認をする必要

はない。 

 

3.20  文書は、REC の個別の委員に対する特定のコメントあるいは質問に帰するものであ

ってはならない。 
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最終判断の文書 

3.21  REC の最終判断を周知するすべての文書は、その内容に関して最終責務を担い、ま

たそれを承認する本委員会（あるいは、迅速審査の場合は小委員会）の委員長名

で作成されるものとする。委員長から委譲された権限に基づいて行動する副委員

長あるいは REC 事務局の担当者が文書に署名を行うことは認められている。文書

は、申請の審査に関連する期限内に、申請者に対して送付されるものとする（3.1

～3.4 項参照）。 

 

3.22  REC の判断は、研究倫理データベースに記録されるものとする。判断日とは、最終

判断に関する文書が送付された日のことである。 

 

    承認の判断 

3.23  REC が承認の判断を示す場合、研究開始前に（あるいは各研究実施施設における開

始前に）満たされるべき条件について規定することがある。この条件は、承認の

判断の文書の中で明確に定められるものとする。研究を始める時、承認の判断を

有効にするためには条件が満たされなければならず、条件が満たされるまで、研

究は承認の判断を有していないことになり、研究を開始してはならない。特定の

条件が満たされるよう努める責務は、スポンサーが担うべきである。 

 

3.24  承認の判断を伴う基本要件とは、各研究実施施設における研究開始前に、スポンサ

ーが、関連する組織から管理上の許可あるいは承認を得なければならないという

ことである。施設固有事情の評価（SSA）を必要とする研究の場合（第 4 節参照）、

標準的な研究開発事務局（R&D Office）審査の一環として、国民保健サービス（NHS）

の研究開発事務局によって NHS の研究実施施設の適切性が評価される。それゆえ、

その研究実施施設における研究開始前に NHS の管理上の承認が得られることを条

件として、承認の判断は NHS のすべての研究実施施設に適用される。 

 

3.25  くわえて、規則に基づき（例えば英国医薬品庁（MHRA）から）、研究にある種の

規制上の承認が必要とされる場合、基本要件として、スポンサーが研究開始前に

当該の承認を得ておかなければいけない。 

 

3.26  研究開始前に（あるいは各研究実施施設における研究開始前に）満たされるべきそ

の他の条件例には、以下が含まれる。 

    ・ 説明文書あるいはその他の研究書類に対する明らかな追加あるいは変更（注：

必要とされる情報および／あるいは表現の追加については、変更を行う責務が

スポンサーに与えられ、再審査が必要とされないような方法で、REC によって
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明確に示されるものとする。REC がさらなる検討を必要とするような重大かつ

大幅な書類の訂正が必要とされることは、最終判断の条件として適切ではな

い）。 

・ 主任研究者がインフォームド・コンセントあるいは医薬品の臨床試験の実施の

基準（GCP）について研修を受けるための必要条件 

・ 研究者およびその他の研究スタッフに対し、通常業務を超えた処置あるいは手

順を実施するための研修が行われたことを確認すること 

・ 研究対象者に対する継続したケアプランへの費用負担に対する責務に関して、

研究の終了時に、医療機関と合意に達すること 

・ 研究に使用される PC あるいはノート型 PC において、データの暗号化が実施

されることを確認すること 

・ REC の申請で明記されている補償範囲を満たす、保険あるいは補償の最終証明

書の取得あるいは更新（注：補償範囲案の詳細は、有効な申請の一部として申

請書に記載されるべきであるが、最終証明書の発行あるいは更新は、承認の判

断が示された後で行われることがある） 

 

3.27  以下の場合には、REC は条件を付してはならない。 

    ・ 関連する変更を行う際、REC が研究に対して承認の判断を示すためにさらなる

倫理的な検討が求められる場合（例えば、説明文書の重大かつ大幅な訂正）、

あるいは 

・ 研究の開始後、研究を実施するためにくわえられる変更に REC が関連してい

る場合 

 

    このような問題について、最終判断が示される前に、研究計画書あるいはその他

の書類の訂正が適切に反映されているよう,倫理審査中に十分に対応するものとす

る。申請に基づいて、および審査の過程で申請者によって提供された詳細な情報

あるいは説明に基づいて、REC が承認の判断を示すことができない場合には、却

下の判断が示されるものとする。 

 

3.28  主任研究者あるいはスポンサーは、条件が満たされたらその旨 REC に対して書面

にて通知を行い（個々の研究実施施設における管理上の承認あるいは承認を除く）、

必要に応じて、参考のために最終書類の写しを提供するものとする。コーディネ

ーターは、標準文書 44 を用いて 5 営業日以内に、受領を確認するものとする。REC

もコーディネーターも、実施内容についてさらなる審査を施行することも、変更

された書類の最終版の申請について承認確認することも求められない。 
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3.29  REC は、申請者に拘束力のない助言や提案を行うこともできる。これは、承認の判

断の一部として明記される条件とは明らかに区別されるものとする。REC が拘束

力のない助言あるいは提案を行うのは、これが倫理上の判断にとって重要ではな

い場合に限られるものとする。つまり、申請者がその助言あるいは提案を実践し

ないことを選択した場合でも、REC が研究に対するその承認の判断を変更しない

場合に限られる。変更案が大幅な変更につながる場合（例えば、研究のデザイン）、

申請者は REC に通知する必要があること、およびその変更を実施する前に承認の

判断をもらう必要があることについて助言を得るものとする。 

 

3.30  施設固有事情の評価を必要とする研究の場合には、申請を受領する REC（「main 

REC」）は、倫理上の判断の一環として、NHS 以外の各研究実施施設の承認確認を

行われるものとする。 

 

3.31  研究に施設固有事情の評価が必要で、NHS 以外の研究実施施設が含まれていない

場合には、主 REC が承認の判断を示す立場にあるが、施設固有事情の評価はまだ

実施されていないことがある。このような場合には、コーディネーターは遅延な

く承認の判断を示されるようにするものとする（4.59 項参照）。 

 

    却下の判断 

3.32  最終判断が却下の判断である場合には、申請者は REC からその理由について十分

な説明を受けるものとする。申請者は、再審査に利用できるような選択肢につい

ても通知されるものとする（3.59 項および第 7 節参照）。 

 

3.33  試験薬の臨床試験あるいは医療機器の臨床研究について REC が却下の判断を示す

前の段階で、その却下の判断の理由が研究の安全性に関する問題である場合には、

あるいはスポンサーが計画した安全性モニタリングの整備に関して問題がある場

合には、REC は MHRA に相談しなければならず、その助言を考慮に入れるものと

する。そのような理由から REC が却下の判断を示す意思がある場合には、REC は

関連する問題を明示する暫定的判断を周知すること、この点について対処する詳

細な情報をスポンサーに提供すること、および並行して MHRA に相談することが

推奨される。MHRA に対する相談手順は、第 13 節に定められている。 

 

3.34  試験薬の臨床試験に対して却下の判断を受けた後、判断通知書の周知から 2 営業日

以内に、コーディネーターは研究倫理データベース内にある判断の根拠に関して、

欧州臨床試験データベース（EudraCT）のチェックリストを完成させるものとする。

この判断の根拠は、さらに 3 営業日以内に運営管理者により確認され、署名およ
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び承認されなければならず、その後研究倫理データベースを経由して欧州臨床試

験データベースにアップロードしたことが MHRA に通知されるものとする。 

 

 

暫定的判断および詳細な情報の要求 

 

    責務の委任 

3.35  委員会あるいは小委員会が申請者による詳細な情報を求める場合には、情報の検討

を行う手順および REC の最終判断の決定手順について、最初の審査で決定するも

のとする。この責務は通常は以下のうちの 1 つに委任されるものとする。 

i. REC 事務局の担当者による支援を受ける、委員長あるいは副委員長もしくは

担当委員のみ 

ii. 委員長あるいは副委員長（会議に出席していたか、申請について書面による

コメントを提出した、名前が記載されている 1 名あるいは 2 名以上の委員、

あるいは代理委員に対して口頭もしくは文書による相談を行う）、あるいは

科学顧問 

iii. 名前が記載されている委員を有する小委員会（6.8 項参照） 

 

3.36  遵守すべき手順の決定にあたり、本委員会あるいは小委員会は、詳細な情報の重要

性およびその情報を評価するのに必要な専門家について検討する必要がある。情

報が専門的ではない場合には、その事項は委員長のみに委任されることが認めら

れる（情報が単純に事務的なものであるか、あるいは、例えば説明文書の軽微な

変更のように非常に単純である場合には、委員長がその責務を REC 事務局の担当

者に委任することが認められる）。情報が専門的であるか、あるいは重要な判断が

生じそうな場合には、委員長は自ら情報を審査するものとする。担当委員あるい

は関連する専門家委員、あるいは委員会の科学顧問のような、関連するその他委

員を関与させることも考慮するものとする。この問題が重要でありそうな場合に

は、十分な議論が行われるよう、小委員会が任命されるものとする。 

 

3.37  迅速審査後、暫定的判断に伴って要求された詳細な情報あるいは書類の変更は、通

常は担当委員によって審査される。 

 

3.38  情報の審査に対する責務が担当委員、科学顧問あるいは REC 事務局の担当者に委

任される場合も、本委員会あるいは小委員会の委員長は、その判断について最終

責務を担うものとする。 

3.39  例外的に、REC は、情報を REC 審査においてさらに検討することを決定すること
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ができる。この方針を取る場合には、関連する期限について、および情報が 4 か

月の期限内に受領されることを条件として、申請者には特定の日までに情報を提

供する義務が課されないという事実について、REC は慎重に考慮するものとする。

予定されている REC 審査に書類を提出する締切日後に情報が受領された場合には、

追加審査を調整する必要がある。 

 

    審査日数に算入しない期間 

3.40  申請者に対して詳細な情報が要求された日からの日数は、審査日数に算入しない。

完全な回答が受領された日に、再開される（「再開日」）。 

 

3.41  段階的に回答がなされる場合には、再開日とは、回答の最終部分が受領される日の

ことである。 

 

3.42  再開日とは、REC 事務局において完全な回答が受領される日のことであり、REC

によって情報が検討される日や、情報が認められるか否か判断される日のことで

はない。 

 

    完全な回答の要求 

3.43  申請者による回答が不完全であるか、あるいは提起された問題に十分対応してない

ように思われる場合には、REC には、その最終判断を周知する前に完全な回答を

強く求める権限が与えられている。状況に応じて、コーディネーターは標準文書

11 あるいは標準文書 11 （迅速審査）を用いて、詳細な情報あるいは説明がまだ必

要とされている旨を申請者に書面にて通知せねばならない（回答が引き続き不完

全な場合、文書は二度以上発行されることがある）。未解決の点について議論を行

い、求められている点を明らかにするため、コーディネーターが申請者に連絡す

ること（あるいは委員長もしくは担当委員が申請者に連絡するよう調整すること）

が推奨される。REC には、この時点で新しい論点あるいは懸案事項を掲げる権限

はない。完全な回答が受領されるまで、審査日数は算入しないままであるものと

する。 

 

3.44  通常、申請者は詳細な情報の要求に回答する期限として、4 か月が与えられるもの

とする。回答に更に多くの時間を要することに妥当な理由がある場合には、REC

は申請者の要求に応じてこの期限を延長することができる。与えられた期限から

残り 1 か月を切っても申請者が回答しない場合には、標準文書 12 を用いて督促状

が送付されるものとする。さらに 1 か月回答がない場合には、コーディネーター

は標準文書 13 を送付して、REC は申請が撤回されたと見なす旨を勧告するものと
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する。その結果、申請者は倫理上の判断を得るために新たに申請を提出すること

が求められる。 

 

3.45  委員会による詳細な情報の要求に対する回答は、主任研究者が直接行うものとする。

その回答には、スポンサーの代理人によって、あるいはその他の主たる研究者も

しくは研究協力者によって提供される情報を含むことができるが、常に主任研究

者による明言がなされるものとする。E メールによる回答は基本的には認められる

が、REC は署名付きの文書を要求する権限を有する。 

 

    情報を考慮した後の最終判断 

3.46  申請者から完全な回答を受領するにあたり、REC は申請について、承認の判断ある

いは却下の判断の最終判断を周知するものとし、3.17～3.22 項で定められている手

順に従うものとする。以下のうち１つの文書が使用されるものとする。 

    標準文書 14       詳細な情報を検討後の承認の判断 

     標準文書 14 （迅速審査）詳細な情報を検討した上での、迅速審査小委員会による  

                承認の判断 

    標準文書 15       詳細な情報を検討後の却下の判断 

    標準文書 15 （迅速審査）迅速審査小委員会による却下の判断 

 

 

専門的助言者による追加的な助言 

3.47  専門的助言者による追加的な助言が得られるまで、最終判断を示すことができない

旨を決定する場合には、REC は暫定的判断を周知するものとするが、詳細な情報

の要求については見送られるものとする。REC が専門的助言者に相談することに

ついて説明するため、および REC が最終判断を示すかあるいは詳細な情報を正式

に要求する旨を再度書面にて送付することを説明するために、標準文書 8 が使用

されるものとする。文書は審査で行われた議論を要約したものでなければならず、

また REC が懸念を持つ点を示されるものとする。しかし、この時点では申請者に

対して回答を要求してはならない。詳細な情報に対する要求がまだなされていな

い場合には、審査日数への算入を開始しない。 

 

3.48  場合によっては、REC は助言を希望する相手について審査で決定することができ、

決定した場合には、議事録に記録するものとする。決定しなかった場合には、委

員長あるいはコーディネーターが、審査後直ちに適切な専門的助言者を見つける

ものとして任命されるものとする。関連する専門知識を有する他の REC 委員につ

いて、REC は REC の運営管理者あるいは英国研究倫理サービス本部の上級運営管
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理から助言を得ることを希望することもある。専門的助言者は別の REC あるいは

専門機関の者であることもある。 

 

3.49  委員長あるいはコーディネーターは、最初に専門的助言者の候補に電話あるいは E

メールで連絡を取り、その者が必要な時間内に専門的助言を行う意思があるか、

およびそれが可能かどうかについて確認するものとする。専門的助言者の候補者

は、研究との間に利益相反が生じるような関わり合いを持っていないことを確認

される。機密保持に関して助言が行われる（2.49～2.50 項参照）。 

 

3.50  適切な専門的助言者が特定されたら、コーディネーターは標準文書 9 を用いて、そ

の旨を専門的助言者に書面にて送付するものとする。この書類には、REC が懸念

する問題に関して、および必要とされる専門的知識に関して、出来るだけ具体的

に記載されるものとする。申請書の写しは、専門的助言者が必要とする関連資料

と併せて提供されるものとする。可能な限り、この文書は審査から 5 営業日以内

に送付されるものとする。専門的助言者に対しては、さらに 10 日以内に書面によ

り回答するよう求められるものとする。 

 

3.51  専門的助言者の助言を受領したら、その助言は委員長および／あるいは担当委員に

よって、もしくは特定の委員による小委員会によって（本委員会での決定による）、

直ちに検討されるものとする。この時点で、さらなる情報あるいは説明を求める

ことが決定した場合には、専門的助言者の助言を考慮に入れた上で、標準文書 10

が発行される。審査日数は、この時点で審査日数の算入は開始しないこととする。

3.35～3.46 項の手順は、申請者からの回答を受領後、再審査および最終判断の周知

を行う際に適用される。専門的助言者による助言を踏まえて、最終判断に到達で

きる場合には、標準文書 14 あるいは標準文書 15 が適用される。 

 

 

判断をせずに本委員会に委ねる場合 

3.52  迅速審査小委員会が 3.8 項（iii）に基づいて判断を示さない場合には、申請は REC

の本委員会、通常は同一の REC センター内の別 REC の審査に委ねられるものとす

る。 

 

3.53  コーディネーターは、REC の本委員会の審議枠のうち次に予約できる枠を確認する

ため、最初に地域割当システム（LAS）に連絡するものとする。その後、申請が本

委員会に持ち込まれていることを申請者に説明し、割り当てられた時間と提案さ

れた審査日について申請者の合意を得るため、申請者に対して電話あるいは E メ
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ールで連絡が取られる。申請者が合意する場合、審査日数は、移管手続き中には

日数の算入を停止することはしない。申請者が最初の割り当てを拒否した場合、

代わりの割当日が提示され、申請者による合意を受けるものとする。この場合、

事前確認日は、関連する審査への提出締切日にリセットされるものとする。割り

当てについて合意を受けたら、該当なしの決定と再審査の調整について確認する

ため、コーディネーターは標準文書 8 （迅速審査）を送付する。REC の本委員会

に差し戻しを行った理由も説明されるものとする。その後、申請に関連するすべ

ての書類は、参考のために新しい REC に送付される。 

 

3.54  本委員会において、申請の再審査は通常の SOP に従って行われ、決定が行われる。

60 日という審査期間は、REC が詳細な情報の要求を伴う暫定的判断を書面にて示

した場合、通常の方法で引き続き審査日数に算入されないようにすることができ

る。 

 

 

規制上の承認 

3.55  研究が承認の判断と同様に、適切な規制上の認可を受けているかについて、必要に

応じて研究開始前に確認することは、スポンサーが負うべき責務である。その他

の規制上の認可に関するガイダンスおよび審査期間中の REC とその他機関との連

携については、第 13 節において定められている。 

 

 

保険、補償 

3.56  あらゆる研究（試験薬の臨床試験も試験薬の臨床試験以外の研究も含む）に関して

承認の判断を示す前に、主 REC は、スポンサーおよび研究者が、研究によって発

生する可能性がある法律上の責務に対して適切な保険あるいは補償範囲を備えて

いるかについて、また研究参加に起因する疾病、障害、死亡の場合の補償や治療

のリスクに応じた規定を考慮しているかについて、確認するものとする。詳細な

ガイダンスは付属文書 G を参照のこと。 

 

 

申請の進展に関する他機関への通知 

3.57  倫理審査の進展について他の関係機関に知らせることは、通常主任研究者が責務を

担うものである。REC システムは、スポンサー、資金提供者および関連する医療

機関が逐次連絡を受けられるようにすること、および必要な書類の写しを与えら

れるようにすることに関して責務を担わない。しかし、英国研究倫理サービス本
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部の方針によると、REC システムはこれら関連する当事者間の十分な連携を促す

ために妥当な措置を取られるものとする。 

 

3.58  書面での連絡の写しを取る標準手順は以下のとおりである。 

i. 主 REC は、申請の進展について、および承認の判断の周知後に研究に関し

て記録した文書について、主任研究者宛ての全ての書類の写しを、スポンサ

ーの代理人に対して送付するものとする。2 人以上のスポンサーが申請書に

記載されている場合、REC との連携に責務を担うよう指名されているスポン

サーに対してのみ送付されるものとする。 

ii. 研究が NHS の研究実施施設に関連するものである場合、主 REC は、書面で

の連絡の写しを主たる研究開発事務局に対して送付するものとする。主任研

究者および研究者は、他の医療機関が逐次連絡を受けられるようにすること、

および主 REC からの書類のうち、特に研究および研究実施施設に対して承

認の判断が確認できる文書について、その写しを受領できるようにすること

が見込まれる。 

iii. NHS 以外の研究実施施設において施設固有事情の評価を施行する REC は、

スポンサーの代理人に対し、施設固有事情の評価 （標準文書 17）を認める

文書の写しを送付するものとする。 

 

3.59  最初の審査中および研究開始後に他の規制組織と連携する手順については、第 13

節に定められている。 

 

 

判断の変更 

3.60  REC が肯定的あるいは否定的いずれかの最終判断を示し、その後その判断が事実誤

認あるいは誤解に基づくことを示唆する情報を手にした場合、REC はその判断を

変更することができる。これは、例えば、以下に関連する誤認あるいは誤解があ

った場合に適用されうる。 

    ・ 申請者によって提供された申請あるいは詳細な情報、もしくは専門的助言者に

よる助言に対する理解 

・ 関連する法律上の要件あるいは規制要件の解釈 

・ 研究の実施・管理ガイダンスに関するその他出版物の適用 

 

3.61  却下の判断に対する理由がもはや適用されない場合、その却下の判断は承認の判断

に変更することができる。 
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3.62  承認の判断の要件を明確にする新たな書類を周知することにより、承認の判断は変

更されることがある。変更の必要がある研究が、法律、規則あるいはその他認定

されるグッドプラクティスの違反になる場合、あるいは承認の判断の一環として

もしくは最終判断に付された条件として REC に求められた変更に従うことが妥当

ではない場合、この変更が必要になることがある。 

 

3.63  判断の変更は、主任研究者あるいはスポンサーから REC の委員長に対して書面に

て要求され、写しは REC の運営管理者に送付されるものとする。変更は、主任研

究者およびスポンサーとの相談後、REC の運営管理者によって要求することもで

きる。 

 

3.64  判断の変更要求は、REC の小委員会あるいは本委員会によって検討されなければな

らず、決定は要求を受けてから 35 日以内に主任研究者に伝えられるものとする。

判断が変更される場合、コーディネーターは新しい最終判断に関する文書を発行

するものとする。その文書において、新たな判断が以前の判断から差し替えられ

たことが示され、判断がどのように変更されたか、例えば関連点について REC の

合意を確認したことによるのか、あるいは以前の要求を撤回したことによるのか、

あるいは承認条件を変更したことによるのか、について説明がなされるものとす

る。 

 

    試験薬の臨床試験への法律上無効な判断を受けての是正措置 

3.65  当該 REC によって示された判断が法律上有効ではないために試験薬の臨床試験が

臨床試験規則に準拠していない場合、講じられるべき是正措置については、付属

文書 D に定められている。 

 

 

法令遵守に関する記載 

3.66  GCP のための（日米 EU） 医薬品規制調和国際会議（ICH）ガイドラインに基づき、

試験薬の臨床試験のスポンサーは、GCP に準じて計画および実施される試験につ

いて、倫理上の判断を示す倫理委員会から法令遵守に関する記載を得ることを求

められる。試験薬の臨床試験に関する倫理上の判断を周知する REC の標準文書は

すべて、倫理委員会、および GCP の条件および原則に適用される場合、臨床試験

規則を順守していることを適切に表明するものであり、また、非専門家委員が記

され、専門家委員の職業が記された倫理審査に関連する委員の一覧を含むかある

いは添付するものとする。遵守することの宣言において、REC の規約は 研究倫理

委員会ガバナンス協定（GAfREC）で定義されたとおりであること、およびその運



100 

 

営手順は英国研究倫理サービス本部が周知した英国の SOP によって定義されるこ

とも説明される。スポンサーに追加書類を提出する必要はない。地域研究倫理委

員の詳細、あるいは施設固有事情の評価に関与するその他個人の詳細が提供され

ることは特に必要はない。 

 

 

判断の周知 

3.67  REC の年次報告書における決定の周知に関する要件については、研究倫理委員会ガ

バナンス協定に定められている。 

 

 

研究開始の承認 

3.68  REC による承認の判断には、当該医療機関による、研究開始の管理上の許可（研究

ガバナンスなど）は含まない。申請者は、研究開始の管理上の許可を受けるため

に、各医療機関に（REC とは独立に）申請するための要件について情報提供を受

けるものとする。原則的に NHS の医療機関の研究開発事務局は、倫理審査前に承

認の意思を表明することもあるが、承認の判断、および必要に応じて規制上の承

認が確認されるまでは、研究開始に対する最終承認を示すことはない。  
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第 4 節：施設固有事情の評価（Site-specific assessment） 

 

概要 

 EU 指令および臨床試験規則に基づき、英国においては試験薬の臨床試験（試験薬の臨床

試験）に対して倫理審査が行われるのは一度だけである（one ethical review only）。なお、英

国保健省の方針に従い、これは国民保健サービス（NHS）におけるすべての研究の倫理審

査に適用されるものとする。 

 意思能力を有さない成人（adults unable to consent for themselves）を対象とする臨床研究に

は、通常は倫理審査の一環として各研究実施機関（site）における施設固有事情の評価（SSA）

が必要とされる。施設固有事情の評価のプロセスは、主たる審査と並行して実施すること

ができる。 

 研究実施機関の定義に関して、申請者および研究倫理委員会（REC）にガイダンスが示さ

れる。通常、ここでいう研究実施機関とは単一の NHS の組織であるが、NHS 組織内の個別

の運営施設、研究者のネットワーク、あるいは NHS 外の研究施設でもありうる。各研究実

施機関は、研究実施機関における研究の管理および実施に対して責務を担う研究責任者を 1

名有しているものとする。 

 NHS の研究実施機関における施設固有事情の評価は、NHS 研究開発事務局（NHS R&D 

Office）が責務を担うものであり、NHS において、あるいは NHS を通して実施されるすべ

ての研究に求められる通常の研究ガバナンス審査に組み入れられる。主たる研究倫理委員

会（main REC）による承認の判断は、研究開発事務局に許可を受けることを条件に示され

るものである。施設固有事情の審査は、主 REC あるいは地域研究倫理委員会によって施行

されることはない。 

 NHS 以外の施設固有事情の評価は、REC システムが責務を担うものである。施設固有事

情の評価を施行する REC は「施設固有事情の評価 REC（SSA REC）」と呼ばれ、主 REC あ

るいは他の適切な地域研究倫理委員会のどちらかが務めることができる。NHS 外の特別研

究施設のために、指定施設固有事情の評価 REC（designated SSA REC）を任命することがで

きる。 

 例外的に、特定の基準が満たされているとき、主 REC は施設固有事情の評価を免除する

ことができる。 

 施設の研究責任者は、倫理審査の主たる申請が事前確認され次第、施設固有事情の評価

申請を提出することができる。申請には、施設固有情報書式（SSI form）、研究責任者の履

歴書、施設で使用する研究対象者リクルート用の文書（recruitment documentation）、および

必要であれば保険や補償の範囲を示す文書（evidence of insurance or indemnity cover）が含ま

れる。 

 本節では、NHS 以外の研究実施機関の施設固有事情の評価に関連する事項についてガイ

ダンスを示す。施設固有事情の評価 REC は、研究によって提起される、より広範な倫理的
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事項について責務を担うことはない。施設固有事情の評価 REC は主 REC に対してより広い

観点からの考慮を求めることもあるが、施設固有事情によるものを除いては正式に異議を

唱えてはならない。主 REC は、その異議が妥当ではないことが十分示された場合には、そ

れを却下することができる。 

 施設固有事情の評価とは文書のチェックであり、委員長を含む、少なくとも 2 名の委員

が関与し、書面上のやり取りの記録を残すか、小委員会または本委員会の場で実施するこ

とができる。研究責任者が会議に招かれることもあり、施設固有事情の評価に関連する事

項に関して、説明が求められることもある。例外的に、施設固有事情の評価 REC が研究実

施機関に詳しくないときには、実地調査（site visit）を手配することができる。 

 施設固有事情の評価 REC は、有効な申請を受領してから 14 日（第Ⅰ相試験の場合）ある

いは 25 日（その他の試験の場合）以内に、主 REC に対してその決定を通知するものとする。

その後、主 REC は主任研究者（CI）に対し、研究実施機関について承認の判断を得たか否

かの報告を行う。研究実施機関が承認されたとき、主任研究者には研究責任者に対してそ

の旨を通知する責務がある。 

 主 REC も施設固有事情の評価 REC も、各施設での研究実施について積極的にモニタリン

グする責務は負わない。しかし、懸念が生じた場合、主 REC は新たに施設固有事情の評価

を行うよう要請し、研究実施機関に対する承認の判断を審査することができる。施設固有

事情の評価 REC は自ら新たな施設固有事情の評価を求めることができ、新たな懸念につい

て主 REC に報告するものとする。 

 

 

多施設共同研究の基本方針 

4.1   試験薬の臨床試験の場合、研究が実施される施設数にかかわらず、いかなる試験に

対しても単一の倫理上の判断が示されるものとするということが、臨床試験規則

により規定されている。 

 

4.2   保健省および権限を委譲された行政の方針により、単一の倫理上の判断に関する要

件は、英国内で実施されるすべての多施設共同研究に概して適用されるものとす

る。唯一の例外とされるのは、意思能力を有さない成人を対象とし、イングラン

ドあるいはウェールズのうちいずれか一カントリーとスコットランドの両カント

リーの研究実施機関で実施される試験薬の臨床試験以外の場合である。この場合、

それぞれの司法権において適用される法律に基づき、別個に判断が示されなけれ

ばならない（12.57、12.59 項参照） 

 

4.3   それゆえ、主任研究者は、倫理審査のために単一の申請を提出しなければならず、

第 1 節で明記されたとおり、その申請は審査のために割り振られるものとする。
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申請を審査する REC は、本節では「主 REC」と呼ぶものとする。主 REC は倫理

審査のあらゆる側面に対して責務を担うものとする。 

 

 

施設固有事情の評価の要件 

4.4   特定の研究の場合、倫理審査には、研究の実施対象となる英国内の各施設あるいは

施設全体の適切性（suitability）評価が含まれる。「施設固有事情の評価（SSA）」は

単独の倫理審査ではなく、研究に関する単一の倫理審査の一端を成すものである。

評価者から施設固有事情に基づく異議がないとき、その施設は、主 REC が示した

承認の判断の一環として承認されたものと見なされる。 

 

4.5   4.27～4.29 項が適用されるときを除いて、以下の研究類型の場合、施設固有事情の

評価はすべての実施機関において必要とされる。 

i. 試験薬の臨床試験 

ii. 新たな使用目的のために改良されたか、あるいは使用されている、CE マー

クのない医療機器あるいは CE マークのある機器の臨床試験 

iii. 試験薬の臨床試験と医療機器の臨床試験の組み合わせ 

iv. 新規性のある介入に関するその他の臨床試験、あるいは標準治療同士を比較

するランダム化比較試験 

v. イングランドあるいはウェールズにおける意思能力を有さない成人を対象

とし、2005 年意思能力法に基づく承認を必要とする「侵害を伴う研究

（intrusive research）」、および北アイルランドにおける同様の研究 

vi. 意思能力を有さない成人を対象とし、2000 年意思能力を有さない成人に関

するスコットランド法に基づく承認を必要とする研究 

 

4.6   4.5 項に記載されたカテゴリーの範囲外にある研究の場合、施設固有事情の評価は

倫理審査のためには必要とされない。REC 宛て申請に記載されたすべての研究実

施機関、および試験の過程で追加されたその他の実施機関は、REC による承認の

判断の一環として倫理的に承認されたものと見なされる。どんな施設であれ、研

究の受け入れに責任を持つ組織から、研究開始前に管理上の許可（management 

permission）をもらうことは、依然として必要である。 

  

 

研究責任者 

4.7   単施設あるいは多施設での臨床研究の場合、各施設における研究実施について責務

を担う研究者は、その施設の研究責任者と呼ばれる。各研究機関には 1 名の研究
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責任者が必要である。 

4.8   「単施設研究」とは、主任研究者が英国内のある 1 つの施設においてのみ実施する

ことを計画する研究のことである。たいていの場合、主任研究者はその施設の研

究責任者を兼ねる。単施設の試験薬の臨床試験の場合、主任研究者と研究責任者

は同一人物でなければならない。 

 

4.9   「多施設共同研究」とは、主任研究者が英国内の 2 つ以上の施設での実施を予定し

ている研究のことである。主任研究者はその施設のうちの 1 施設（「主たる研究機

関（lead site）」と呼ばれる）の研究責任者を兼ねることができる。他の施設では、

研究責任者が任命されるものとする。相応の資格を有する専門家を各施設の研究

責任者として任命することは、主任研究者の責務である。試験薬の臨床試験にお

いて、研究責任者および名前が記載されているその他すべての研究者は、「適格な

医療専門職」でなければならない（用語一覧で定義を参照）。 

 

4.10  研究責任者には、各主任研究者に REC への申請および研究計画書に定められた条

件を遵守させる責任がある。 

 

 

研究実施機関の定義 

4.11  臨床試験規則に基づき、「試験実施機関（trial site）」とは、試験薬の臨床試験（ある

いは試験薬の臨床試験の一部）が実施される、英国内の病院、医療センター、診

療所、あるいはその他機関あるいは施設を指す。行政上の目的から、以下に定め

られたガイダンスでは、英国の REC に提出される研究における研究実施機関の定

義を定める。 

 

4.12  概して、研究実施機関は、特定の場所における研究の実施について責務を担う単一

の組織として見なされるものとする。 

 

4.13  NHS 内で実施される研究の場合、研究実施機関はたいていの場合以下のうち 1 つ

である。 

    ・ NHS トラスト（イングランドあるいはウェールズ） 

    ・ NHS 保健委員会（スコットランド） 

    ・ 保健福祉トラスト（北アイルランド） 

    ・ 一般開業診療所あるいは NHS 歯科診療所 

 

4.14  研究が同一組織内の 2 つ以上の場所で実施されるとき（例えば、関連部門が急性期
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トラストあるいは保健委員会内の異なる病院に分散されているとき）、通常これは

単一の研究実施機関と見なされるものとする。 

 

4.15  例外的に、同一の NHS 組織内の 2 つあるいはそれ以上の完全に別々の運営施設に

おいて研究が実施されるとき、この施設を個別に研究実施機関として見なすこと

ができる。それぞれの研究実施機関は、研究チーム全体について責務を担う研究

責任者を独自に有しているものとする。研究チーム間には、二重責務あるいは重

複する部分が存在してはならない。この基準は例えば、スコットランドの NHS 保

健委員会によって設立された運営部門あるいは地域保健組合に適用されるものと

する。この基準は、同一の急性期トラスト内の別々の臨床部門に適用されること

はない。 

 

4.16  一般開業医および NHS の歯科医によって実施される研究の場合、初期医療トラス

ト（イングランド）、保健委員会（スコットランド）、地域保健委員会（ウェール

ズ）あるいは中央サービス機関（北アイルランド）が、NHS 研究ガバナンスの枠

組みの中で定義される「医療提供組織（organisation providing care）」となる。しか

し、一般開業診療所あるいは歯科診療所が、独立開業医として医療組織に対して

契約上のサービスを提供するものであるときには、通常は研究実施機関として見

なされるものとする。以下の状況について記載されるものとする。 

    ・ 2 名以上の一般開業医あるいは歯科医が同一の診療所内で試験を実施している

とき、それは単一の研究実施機関と見なされなければならず、開業医のうち 1

名は研究責任者として任命されるものとする。 

    ・ 2 つ以上の独立した診療所が、同一の保健医療センター内で研究を実施してい

る場合がある。この診療所は通常、個別の研究実施機関として見なされるも

のとする。 

    ・ しかし、2 つ以上の診療所が、ネットワーク／コンソーシアムを通じてあるい

は医療機関の直接管理下のいずれかで共同研究を実施することを契約したと

き、それをまとめて単一の研究実施機関として見なすことができる。このよ

うな場合、研究者のうちの 1 名は、その研究実施機関の研究責任者として任

命されるものとする。一般開業医および歯科医以外の研究者も、ネットワー

ク／コンソーシアムに関わることができる。 

 

4.17  初期医療トラスト、保健委員会、地域保健委員会あるいは中央サービス機関は、直

接管理を行っている初期医療サービス、地域医療サービスあるいは福祉サービス

に関して研究を実施している場合には、それ自体を研究実施機関とみなすことが

できる。しかし、イングランド、ウェールズおよび北アイルランドでは、研究者
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が初期医療機関に雇用されているがその敷地内で急性期トラストに対してサービ

スを提供するとき、研究実施機関は通常は急性期トラストとされる。スコットラ

ンドでは、初期医療サービスも急性期医療サービスも保健委員会によって管理さ

れている。 

 

4.18  イングランドの戦略的保健当局（Strategic Health Authority, SHA）は、例えば公衆衛

生、疫学あるいはニーズ評価のような研究の研究実施機関として見なすことがで

きる。 

 

4.19  NHS 外の研究実施機関には以下が含まれる。 

    ・ 学術機関 

    ・ 第三セクターが出資した研究センター 

    ・ 政府機関あるいはその他公共団体 

    ・ 刑務所庁組織、地方自治体保安ユニット、あるいは内務省保安訓練センター 

    ・ 民間企業（例えば、製薬会社あるいはバイオ企業あるいは臨床研究機関） 

    ・ 民間病院あるいは民間の臨床診療 

    ・ 従業員主導の社会事業 

     

研究実施機関が、説明責任の観点では NHS 外にあるが、研究責任者が合意に基づ

き NHS の施設を使用しているとき（例えば、一般開業診療所を拠点にする民間診

療所、あるいは NHS の病院において敷地を賃借する民間研究ユニット）、研究実

施機関名は明らかに NHS 組織とは区別されるものとする。 

 

4.20  場合によっては、NHS の医療組織が主催する試験は、NHS 組織との契約に基づき、

NHS 以外の組織によって実施されている所定の研究計画書手順を使用することが

できる。例えば、MRI 撮像あるいは研究室での分析は、大学、研究慈善団体ある

いは民間企業が所有する敷地において実施することができる。このような取り決

めの実施は、以下の条件がすべて満たされているとき、単一の NHS の研究実施機

関として見なすことができる。 

    ・ 全研究対象者が、NHS 組織がリクルートした NHS の患者であること。 

    ・ 関連する NHS の研究開発事務局（これは、2 つ以上の組織を代表して活動す

る統合研究事務局であることもある）は、研究ガバナンスの枠組みに基づき、

その研究実施機関における NHS の患者を対象とした全手順に関して、NHS 以

外の組織によって実施される手順も含めて、全責務を担うこと。 

    ・ トラスト向け医療事故制度に基づき、全手順に対する補償が整っていること

（「NHS の補償（NHS indemnity）」） 
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    この条件のうちいくつかが満たされていないとき、NHS 以外の組織は別個の機関

として見なされるものとする。 

 

4.21  研究実施機関とは、研究計画書に規定された研究対象者に関連する研究手順に対し

て、研究対象者のリクルートおよびインフォームド・コンセントも含めて、責務

を担う組織である。以下は研究実施機関であると見なされてはならない。 

    ・ 研究対象者照会センター（Participant Identification Centers, PIC）、つまり、別の

組織に属しているが研究チームに参加できそうな研究対象者候補について、

臨床医あるいは臨床施設が評価を行い、研究に参加可能かを照会する組織 

    ・ 例えばプロジェクト管理、研究実施機関のモニタリング、データ分析、報告

書作成のような支援機能を担う研究施設 

 

 

施設固有事情の評価の施行責務 

 

    NHS の研究実施機関における施設固有事情の評価 

4.22  保健福祉研究ガバナンスフレームワークに基づき、NHS 内あるいは北アイルラン

ドの保健福祉局（HSC）内の施設において研究を実施するためには、研究開発事務

局による管理上の許可（「研究開発事務局による承認」）が求められる。研究開発

事務局による承認の申請は、施設固有情報書式と併せて、統合研究申請システム

（IRAS）の申請書を主たる研究開発事務局に提出することで行われる。研究開発

事務局への申請手順に関するガイダンスは、http://www.rdforum.nhs.uk/あるいは統

合研究申請システム（IRAS）内で入手可能である。 

 

4.23  倫理審査の一環として施設固有事情の評価が求められる研究の場合、承認前のガバ

ナンス審査に不可欠な一部として、研究開発事務局による施設固有事情の評価が

施行される。施設固有事情の評価に際して求められる情報は、統合研究申請シス

テムの NHS 研究実施機関用施設固有情報書式に取り入れられる。施設固有事情の

評価に際して個別の申請は必要とされない。施設固有情報書式は、主 REC あるい

は他の地域研究倫理委員会に提出される必要はない。 

 

4.24  主 REC による承認の際の標準的条件は、研究開始までに研究実施機関から管理上

の許可を得ることである（3.24 項参照）。研究開発事務局が主 REC に対して施設固

有事情の評価の結果や研究開発事務局による承認の最終決定を通知したり、主

REC が各実施機関に倫理上の承認を改めて与えたりする必要はない。管理上の許

可が下りれば、承認の判断の一環として、その機関は倫理上の承認を得たものと
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見なされる。 

 

    NHS 以外の研究実施機関における施設固有事情の評価 

4.25  英国内の NHS 以外の研究実施機関において施設固有事情の評価を施行する責務は、

REC システム自体にある。責任ある REC（「施設固有事情の評価 REC」）は、通常

は研究実施機関が所在する地理的な範囲における REC である。主 REC は特定の研

究実施機関もしくはある研究実施機関の施設固有事情の評価 REC であることもあ

る。この標準業務手順書（SOP）に従うすべての REC は、あらゆるタイプの試験

において施設固有事情の評価を施行する権限を有している。試験薬の臨床試験の

場合、REC は英国倫理委員会機構（UKECA）による認定を受ける必要はない。 

 

4.26  特定の研究実施機関においてどの REC が施設固有事情の評価を施行すべきかにつ

いて疑義があるとき、スポンサーあるいは研究責任者は REC の運営管理者に連絡

を取り、助言を求めるものとする。適切な REC を確定することは、運営管理者の

責務である。民間セクターや高等教育セクター、第三セクターの研究施設など、

施設固有事情の評価が必要な研究に定期的に関与する NHS 以外の研究実施機関の

ために、指定施設固有事情の評価 REC を任命することができる。健康な成人を対

象とする企業の第Ⅰ相試験の場合、英国内の各試験施設に対する指定施設固有事

情の評価 REC の一覧が、英国研究倫理サービス（NRES）および第Ⅰ相試験倫理

委員会事務局本部（AAPEC）によって確認の上、英国研究倫理サービスのウェブ

サイト上で公表される。必要な場合には常に指定施設固有事情の評価 REC に対し

て施設固有事情の評価が申請されるものとする。 

 

 

NHS 以外の研究実施機関における施設固有事情の評価要件の免除 

 

    意思能力を有さない成人を対象とする非臨床研究 

4.27  意思能力を有さない成人を対象とする研究の場合、研究が治療介入を対象とせず、

および以下のうちいずれかを適用するとき、主 REC は NHS 以外の研究実施機関に

おける施設固有事情の評価の要件を免除する権限を有する。 

i. 施設の研究者が存在しない研究。あらゆる研究対象者のリクルートや研究対

象者に関わる事項（例えば、アンケートや観察）が、主任研究者のチームに

よって直接実施される。研究実施機関におけるスタッフの役割は、例えば研

究対象者候補および近親者／相談員を特定することにより、研究推進を図る

ことに限定されている。その者たちには、後日主任研究者のチームが接触を

行う。 
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ii. 低リスク研究。この場合、意思能力を有さない研究対象者に対するリスクが

ごくわずかであること、および彼らの行動の自由あるいはプライバシーを著

しく妨げないこと、あるいは過度に侵害的あるいは制限的ではないと主 REC

が認めた場合には、施設固有事情の評価を免除することができる。この基準

は、例えば個人データの使用に限定される研究、あるいは最小限の負担しか

伴わない簡単な質問紙調査の実施に対して適用することができる。 

 

4.28  4.27 項に基づき施設固有事情の評価の免除を付与するときには、主任研究者のチー

ムは、適切な研究実施機関、研究対象者および近親者／相談員を同定する手順を

含め、各施設での研究実施のために適切な調整を行うことについて、主 REC は主

たる申請の審査によって確認するものとする。各研究実施機関のスタッフが、研

究対象者のリクルートあるいはその他研究手順を実施する責務を担うとき、主

REC はスタッフが適切な研修を受けることについて確認するものとする。必要に

応じて、承認条件は倫理上の判断に含めることができる（3.19～3.24 項参照）。 

 

4.29  主任研究者あるいはスポンサーは、4.27 項に基づき主たる申請を伴うか、あるいは

その後の書面上のやり取りの中でいつでも、施設固有事情の評価の免除に関する

要求を提出することができる。しかし、委員会はこのような要求を受けずとも、

免除を与えることができる。免除については、委員会あるいは小委員会の会議に

おいて、あるいは委員長の裁量のみで決定することができる。主任研究者および

スポンサーは、標準書式 1A を用いて、あるいは関連する文章を事前確認書あるい

は判断通知書に組み込むことで、通知を受けるものとする。 

 

    臨床研究における補助研究機関（subsidiary sites） 

4.30  臨床研究において、研究対象者のリクルートおよび介入を実施する主たる研究機関

には、常に施設固有事情の評価が必要とされる。しかし、研究計画書によって定

められた通常の医療処置が、研究を支援する他の組織の研究機関（site）によって

実行される必要がある場合もある。例えば、標準的な医療処置を用いた通常の撮

像は、研究対象者をリクルートした NHS の医療組織との契約約定に基づき、民間

のスキャナー・センターにおいて実施することができる。NHS の組織がこの手順

についてガバナンスの全責務を認め、NHS の補償を確保しない限り（4.20 項参照）、

NHS 以外の重要な組織は、独立した研究実施機関、あるいは「補助研究機関」と

見なされるものとする。この場合、補助研究機関に責任を負う組織による管理上

の許可が必要とされる。しかし、主任研究者あるいはスポンサーは、NHS 以外の

補助研究機関について施設固有事情の評価の要件が免除されるよう、主 REC に対

して文書で要求することができる。このとき、補助研究機関の名称および住所、
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施設の研究責任者を務める者（つまり、研究の実施に責務を担う者）の氏名、お

よび実行される通常の処置について記されるものとする。この要求は、委員長、

小委員会、あるいは委員会の会議で審査することができる。主任研究者およびス

ポンサーは、標準書式 1A を用いて、あるいは関連する文章を事前確認書あるいは

判断通知書に組み込むことで、決定を通知するものとする（注：しかし、NHS の

組織が、NHS 以外の組織における手順についてガバナンスの全責務を認めるとき、

この組織は単一の研究機関として見なされ、施設固有事情の評価の免除は必要と

されない）。 

 

 

NHS 以外の研究機関における施設固有事情の評価の申請 

4.31  施設固有事情の評価が主 REC によって施行されることになっているとき、施設固

有事情の評価の申請は通常、倫理審査に関する主となる申請に含まれるものとす

る。しかし、申請はその後いつでも行うことができる。 

 

4.32  試験の主任研究者が主 REC によって倫理審査の申請が有効であるとの通知を受け

てからすぐに、NHS 以外のその他研究機関の主任研究者によって施設固有事情の

評価を申請することができる（通知を受ける前であってはならない）。承認の判断

の発行（issue）を待つ必要はない。60 日の審査期限内に主 REC が示す倫理上の判

断に施設固有事情の評価の結果を含むことができるよう、倫理審査および施設固

有事情の評価は通常は並行して進められるものとする。 

 

4.33  研究責任者は、施設固有事情の評価 REC に対する施設固有事情の評価の申請を、

統合研究申請システムから電子的に提出するものとする12。 

 

4.34  研究責任者が施設固有事情の評価の申請に関する会議の審議枠を予約受付する必

要はない。このような申請はいつでも提出することができる。しかし、研究責任

者は、施設固有事情の評価に対する施設の体制（local arrangement）について助言

をもらえるよう、先立って REC 事務局に連絡をとることができる。 

 

4.35  主 REC が主たる研究機関の施設固有事情の評価 REC でもあるとき、主 REC は倫

理審査と並行してこの研究実施機関の施設固有事情の評価を実施するものとする。 

 

4.36  申請は以下の基準をすべて満たす場合、有効と認められるものとする。 

i. 施設固有事情情報書式（施設固有情報書式）とすべての関連文書が統合研究

                                                   
12  電子申請の整備の施行に関しては、SOP 序論の 11 項を参照。 
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申請システムから電子的に提出されたこと。 

ii. 施設固有情報書式のすべての関連部分および質問項目がすべて記入され、文

章は英語で書かれ、判読できること。 

iii. 施設固有情報書式が研究責任者によって電子的に承認されたこと。 

iv. 研究責任者の簡単な履歴書（最大でも 2 ページ）が提出されたこと（その他

のスタッフの履歴書を提出する必要はない）。 

v. 研究実施機関が英国内にあること。 

vi. 4.11～4.21 項に記載のガイダンスに従って、研究実施機関の名称が施設固有

情報書式に正確に記載されていること。 

vii. 意思能力を有さない成人の場合の近親者／相談員向けの文書を含む、研究実

施機関で研究対象者をリクルートした際に使用するすべての文書のレター

ヘッドに関して、当該施設で使用する版が提供されたこと。 

viii. 研究者に対する保険あるいは補償の範囲を示す証書が提供されたこと（企業

による第Ⅰ相試験を除く）。 

ix. 研究責任者の職業登録の証書が提供されたこと。 

 

4.37  申請が有効である場合、施設固有事情の評価 REC のコーディネーターは、標準書

式 17 を用いて研究責任者に文書を書き送ることにより、受領を確認するものとす

る。写しはスポンサーの連絡先に送付されるものとする。 

 

4.38  申請が有効ではない場合、研究責任者は標準書式 18 を用いてその理由を通知され

るものとする。 

 

    施設固有事情の評価に関する論点 

4.39  施設固有事情の評価を行う際、考慮されるべき主な論点は、研究実施に関するその

研究実施機関の適切性である。これには以下が考慮される。 

 

i. 研究責任者の職業資格、研究分野の知識、関連する手順の専門知識、過去の

研究実績、研究手法の訓練（インフォームド・コンセントを含む）、医薬品

の臨床試験の実施の基準（GCP）トレーニング（該当する場合）、および施

設の研究チームに対する職業的責務を担う能力を考慮した上での、研究責任

者の適切性。 

ii. 研究実施施設の設備の適切さ。 

iii. 試験薬の臨床試験において、試験薬の受領および保管、適格者証明書（該当

する場合）、溶解液（reconstitution）（該当する場合）、ラベル、アクセス制限、

調剤、記録管理、および破棄に関する整備。 
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iv. 研究対象者のケアに関わる施設の他の医療・福祉スタッフに対して、研究に

関する通知を行うための整備。 

v. 研究に参加したことで、研究対象者が求めうる追加支援が得られる可能性。 

vi. 意思能力を有さない成人を対象とする研究の場合、法定代理人（試験薬の臨

床試験の場合）、後見人（guardian）、代理人（welfare attorney）あるいは最近

親者（スコットランドにおける試験薬の臨床試験以外の場合）、意思能力法

第 32 条に基づく相談員（イングランドおよびウェールズにおける試験薬の

臨床試験以外の場合）、あるいは近親者あるいは友人（北アイルランドにお

ける試験薬の臨床試験以外の場合）の特定および申し入れを行うための施設

の体制。これには、専門の法定代理人あるいは所定の相談員の任命および訓

練に関して考慮することも含まれる。施設固有事情の評価 REC は、必要に

応じて、追加文書を要求することができる。 

vii. 口頭での説明あるいは英語で記された情報を十分に理解できないが、参加で

きそうな研究対象者候補のグループを、試験全体に含むことが計画されてい

るとき、その者に対する情報提供に関して、研究実施機関で行われる施設体

制（主任研究者が、このようなグループが除外の対象となることを主要な申

請において提案するときは、これは施設固有事情の評価 REC よりむしろ主

REC の倫理的問題である。しかし、主 REC が示された理由を容認せず、こ

のようなグループを試験に含めるよう求める場合、施設固有情報書式は訂正

され、施設固有事情の評価の新規申請が作成されるものとする）。 

viii. 以下を含む、関連する施設固有情報を研究の情報シートの施設版に含めるか、

あるいは施設の研究対象者に関する追加の標準的情報に含めること。 

ix. 研究機関の住所および電話番号（通常は施設で使用されるレターヘッドに含

まれることになっている）。 

x. 施設における研究実施に責任を負う組織。 

xi. 施設の研究者の詳細な連絡先および、該当する場合、リサーチナースのよう

なその他スタッフ。 

xii. 該当する場合、緊急連絡先。 

xiii. 苦情窓口および、必要に応じて、独立したアドバイザー。 

xiv. 主任研究者に発生しうる法的責任に適用される保険あるいは補償の証書

（注：スポンサーに責任があるか否かにかかわらず、スポンサーは試験に参

加した結果として損害を受けたボランティアに対して補償を提供するので、

これは健常ボランティアを対象とする企業による第Ⅰ相試験では求められ

ない。臨床試験のスポンサー企業は、開発業務受託機関（CRO）および研究

責任者がその過失により発生した損害を償うことができるよう、十分な保険

あるいは補償の確保を自ら行うものとする。スポンサーの保険の範囲は主
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REC によって審査される）。 

xv. 研究責任者が適切な専門職登録をされているという証書。 

xvi. 研究機関のガバナンスに関して、例えば内部の SOP、研究計画書、品質基準、

職務明細書、研修方針、監査および検査のエビデンスのような追加文書が要

求されることができる（研究実施機関が、例えば健常ボランティアを対象と

する第Ⅰ相試験のような専門研究施設であるとき、施設固有事情の評価 REC

は各試験の文書を要求する必要はない）。 

 

4.40  研究責任者は研究チーム全体に対して正式に責任を負うものであり、施設固有事情

の評価によって施設の他の研究者あるいは支援スタッフの適切性に関する詳細な

調査が実施されたり、その履歴書の提出が求められたりすることはない。専門知

識を有するスタッフの研究業務への割り当てやモニタリングや監督（supervision）

の手順を含む、各研究実施機関における申請された研究の実施計画および管理計

画に関する疑問については、研究責任者に直接尋ねることができる。研究責任者

による言明や説明はいずれも、評価記録に記載されるものとする（4.43 項参照）。 

 

4.41  施設固有事情の評価では、申請の倫理審査に関する問題は考慮に入れず、これは主

REC が単独で責務を担うものである。評価者は、主たる倫理審査の記録を要求し

なくともよい。 

 

    NHS 以外の研究実施機関に対する施設固有事情の評価手順 

4.42  評価は、委員長あるいは副委員長を含む、少なくとも 2 名の委員によって行うもの

とする。これは E メールを含む書面での連絡によって実施することができる。ま

た、REC の小委員会や本委員会において評価が実施されることもある。 

 

4.43  評価が書面上のやり取りによって行われるとき、委員長あるいは副委員長は、他の

委員によるコメントを審査すること、および REC を代表して最終決定を行うこと

に関して責任を負う。関連する質問あるいは懸念はいずれも、研究責任者によっ

て適切に対処されるものとする（4.45 項参照）。委員の中に明らかな異議あるいは

意見の相違が見られるとき、委員長の裁量により、小委員会または本委員会でさ

らに議論することができる。コーディネーターは書面上のやり取りによって行わ

れた評価の記録を準備しなければならず、ここには参加した委員名、受け取った

すべてのコメント、および評価の結果が含まれるものとする。 

 

4.44  施設固有事情の評価 REC 委員または委員代理が、研究者、主要な研究協力者、施

設の研究組織の一員のいずれかの立場で研究実施に関与している場合でも、通常
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はその研究が申請された REC が施設固有事情の評価に責任を持ち続ける必要があ

る。関連する委員あるいは委員代理は、評価者の要求に応じて追加情報を提供す

る以外は、評価に関与してはならない。関与する委員あるいは委員代理は、質問

に答えるために会議に出席することはできるが、評価が議論され、決定が下され

る間は会議室を退室するものとする。 

 

4.45  施設固有事情の評価に許可された時間内に、研究責任者は自身に関連する質問に対

処するためのあらゆる努力をするものとする。研究責任者は、文書あるいは電話

で質問に回答することが求められるか、あるいは本委員会や小委員会に出席する

よう求められることもある。電話での会話について記録が保管されるものとする。

研究責任者が回答しないか、あるいは確約しない場合には、異議を唱えることが

できる。その後、問題を解決する詳細な情報が得られた場合、この情報は主 REC

に報告されるものとする（4.64 項参照）。 

 

4.46  施設固有事情の評価 REC は、有効な申請の受領から 14 日以内（健常ボランティア

を対象とする企業による第Ⅰ相試験の場合）、あるいは 25 日以内（その他すべて

の試験）に評価が行われ、主 REC に対して結果が通知されよう努めるものとする。

研究倫理データベース（RED）の管理情報を用いてこの期限の順守をモニタリン

グすることは、一般的には REC の運営管理者の責務である。もし主 REC が期限内

に結果を通知されなかった場合、コーディネーターは直接施設固有事情の評価

REC のコーディネーターに E メールを送って確認をとることができる。ただし、

このとき REC の運営管理者にもメールの写しが送られるものとする。なお、さら

に状況を精査し、施設固有事情の評価の結果が出来るだけ早く通知されるよう努

めることは、運営管理者の責務である。 

 

4.47  施設固有事情の評価 REC が施設固有事情に基づき研究実施に対して異議を唱えな

い場合、主 REC のコーディネーターはその旨を研究倫理データベースで電子的に

通知するものとする。いずれかの理由で研究倫理データベースが使用できないと

き、施設固有事情の評価 REC は主 REC に対して E メールで通知するものとする

（標準書式 19 が使用される）。 

 

4.48  施設固有事情の評価 REC が施設固有事情に基づいて異議を唱えるとき、コーディ

ネーターは主 REC に対し、標準書式 20 を用いて、異議の具体的な理由を記した E

メールを送付するものとする。 

 

4.49  施設固有事情の評価 REC は、提起された問題について主 REC とさらに議論する必
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要が生じる場合があるので、主 REC に示した助言の写しを研究責任者に送っては

ならない（4.64 項参照）。ただしいったん主 REC が主任研究者に対して結果を知ら

せた場合、その内容は研究責任者に対して遅滞なく通知されるものとする（4.60

項参照）。 

 

4.50  施設固有事情の評価に直接関連しない研究に関して、施設固有事情の評価 REC に

懸念が生じたとき、施設固有事情の評価 REC は単独でこの懸念について主 REC に

書面で問い合わせることができる。しかし、施設固有事情の評価 REC は施設固有

事情の評価を遅らせてはならず、あるいはこのような懸念に基づき、研究機関で

実施されている研究に正式な異議を唱えてはならない。倫理審査プロセスの一環

として、このように提起された問題を検討することは、主 REC の役割である。 

 

実地調査（site visits） 

4.51  施設固有事情の評価とは文書のチェックであり、施設固有事情の評価 REC が追加

の情報や説明を要求する場合には、研究責任者と議論することで必要に応じて補

足される。特に施設固有事情の評価 REC が研究機関および実施されている研究類

型についてすでに熟知している場合、通常は、施設固有事情の評価 REC が研究ご

との施設固有事情の評価を目的として研究機関を訪問する必要はない。しかし、

施設固有事情の評価 REC には研究機関の訪問を調整する権限がある。研究が研究

対象者に対する重大なリスクを含み、研究機関についての情報が不足しており、

研究が実施されている状況についての理解やスタッフおよび施設の適切性の評価

についての理解を得るためには、実地調査が必要不可欠であると考慮されるとき

には、研究実施機関を訪問することは施設固有事情の評価の目的に叶っている。 

 

4.52  研究実施機関が、施設固有事情の評価 REC がすでに熟知している専門研究施設で

あるとき、委員会が不定期に訪問を行うことは、研究機関、設備、主要スタッフ

および運営手順に関する知識を維持するために役立つ。訪問の頻度は、施設固有

事情の評価 REC の裁量に任されている。ガイドラインとして、年に 1 度の訪問が

適切であるとされる。どの委員を参加させるべきかを決定するのは、施設固有事

情の評価 REC である。 

 

 

英国医薬品庁（MHRA）による第 I 相試験の認定 

4.53  MHRA の GCP 査察当局は、健常ボランティアを対象とする第 I 相試験を実施する

民間の臨床試験機関（trial sites）に対して、自主的な認定制度を運用している。こ

の制度の詳細および認定を受けたユニットの一覧は、MHRA のウェブサイトで公
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表されている。    

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Inspectionandstandards/GoodClinical

Practice/index.htm 

 

4.54  第Ⅰ相試験機関に対する試験ごとの施設固有事情の評価は、実施機関の認定状況を

考慮にいれるものとする。認定プロセスの一環として、GCP の査察担当者が通常

検討するような問題について施設固有事情の評価が審査を行う必要はない。ユニ

ットが認定を受けた場合、査察者は指定施設固有事情の評価 REC に通知し、ユニ

ットによって提出された申請書の写し、査察報告書、完了報告書および認定証明

書を提供する。査察中に認められた重大な結果は、問題が解決される前、および

認定が確認される前に、施行される施設固有事情の評価で考慮されるよう、施設

固有事情の評価 REC に対して速やかに通知されるものとする。 

 

 

臨床試験ユニットにおける一般向けの広告およびスクリーニング手順の審査 

4.55  臨床試験ユニット、特に第Ⅰ相試験ユニットは、試験の研究対象者候補をボランテ

ィアとしてリクルートするために、特定の試験に参加するボランティアを集める

前に一般向けの広告およびスクリーニングを実施することができる。この活動は

試験の実施準備に相当するものであり、臨床試験規則に基づく試験実施の一部で

はない。それゆえ、それは倫理委員会によって審査されるべき手順の法的要件お

よび得られる承認の判断の法的要件には当たらない。しかし、施設はこの手順に

関する倫理的な助言を任意で求めることができる。助言の要求は、広告用資材あ

るいはスクリーニング実施計画書のような関連書類を同封の上、その研究機関指

定の施設固有事情の評価 REC に対して文書で提出されなければならい。要求は、

特定の試験に関連する研究計画の申請あるいは施設固有事情の評価の申請のいず

れの一部となるものであってはならない。提案された手順を審査することは、施

設固有事情の評価 REC に義務付けられてはいないが、施設固有事情の評価 REC の

裁量に任されている。審査は小委員会あるいは本委員会で実施されるものとする。

施設固有事情の評価 REC は倫理的な助言を提供することがあり、適切であれば、

提案された手順を承認することができる。このような承認は、特定の試験に関す

る承認の判断の通知書とは別に示されるものとする。 

 

 

NHS 以外の研究実施機関に対する施設固有事情の評価後の主 REC による措置 

4.56  施設固有事情の評価結果を通知した後、主RECは以下の手順を進めるものとする。 
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    施設固有事情による異議がない場合 

4.57  NHS 以外の研究実施機関は、研究計画の申請が承認されるまでは、主 REC による

（施設固有事情に関する）承認を受けてはならない。 

 

4.58  主 REC は、施設固有事情の評価の必要な試験に対して承認の判断を示すとき、そ

れと同時に、施設固有事情の評価 REC から異議通知書を受領していない、あるい

は倫理審査と並行して主 REC による施設固有事情の評価が実施されている NHS

以外の研究実施機関すべてに対して、明確に承認を与えるものとする。承認され

た研究実施機関の一覧は承認の判断の通知書に記載されるものとする（必要に応

じて、標準書式 5 あるいは標準書式 14）。 

 

4.59  主 REC が研究実施機関のうちの 1 つの REC ではないとき、主 REC が承認の判断

を発行する立場にあるが、施設固有事情の評価は別の REC によってまだ通知され

ていないという場合もある。コーディネーターはその理由を調査するものとする。 

    ・ 施設固有事情の評価がまだ提出されていないことが研究倫理データベースに

よって明らかなとき、その手順に関して主任研究者への助言が必要なことが

ある。 

    ・ 1 つあるいは 2 つ以上の施設固有事情の評価が提出されたが、期限を過ぎてい

る場合、コーディネーターは当該の施設固有事情の評価 REC あるいは REC

の運営管理者と共に、この件について追跡調査を行うものとする（4.46 項参

照）。 

     

    その間にも、承認の判断の通知書（標準書式 5 あるいは標準書式 14）はいかなる

場合にも遅滞なく主任研究者に対して発行されるものとする（通知書において、

試験がどの NHS 以外の研究機関においても開始できないことが明確にされるもの

とする）。NHS 以外の研究機関に対する１つあるいは 2 つ以上の施設固有事情の評

価が異議なく通知されたら直ちに、標準書式 23C を主任研究者に送付し、スポン

サーの連絡先に写しを送付することで、この研究実施機関に対する承認が確定さ

れるものとする。 

 

4.60  NHS 以外の各研究実施機関の研究責任者に対して、研究が承認の判断および研究

実施機関の承認を受けたことを通知し、研究責任者が研究を進めるべく研究の受

け入れ機関から最終承認を得ることは、主任研究者の責務である。 

 

4.61  承認の判断が発行された後、研究実施機関に対して異議がないことを施設固有事情

の評価 REC からさらに通知されるとき、主 REC は主任研究者に対して標準書式
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23C を発行し、写しをスポンサーに送付することにより、新規研究実施機関に対す

る承認の判断を確定するものとする。 

 

    施設固有事情による異議がある場合 

4.62  主RECが施設固有事情に基づいて研究に対する異議を通知された場合、委員長は、

必要に応じて他の委員とも相談の上で、その異議について検討する必要があり、

REC を代表して研究実施機関に対して却下の判断を伝えるかどうかを決定するも

のとする。通常は、4.63 項あるいは 4.64 項が適用されない限り、却下の判断は発

行される。主任研究者は、標準書式 23 を用いて却下の判断の根拠について通知さ

れるものとする。 

 

4.63  主 REC は施設固有事情の評価 REC に連絡を取り、例えば異議が施設固有のもので

はないと考えられる、あるいは研究を誤解することにより異議が唱えられている

と考えられる場合のように、主 REC が必要であると考える場合には、異議の理由

について詳細な情報を求めることができる。当該施設で実施される研究に対して

有効な異議がないと判断した場合、主 REC には異議を却下し、承認の判断を発行

する権限がある。施設固有事情の評価 REC および、施設固有事情の評価 REC に関

する責務を担う REC の運営管理者は先立って通知を受けなければならず、この問

題について施設固有事情の評価 REC の委員長と議論し、決定理由について説明す

ることは、主 REC にとっても有益であろう。 

 

4.64  施設固有事情の評価 REC が主 REC に対して異議を通知したものの、その後懸念と

なった問題を解決するための情報を研究責任者から得た場合には、速やかに施設

固有事情の評価 REC は主 REC に連絡し、異議をそれ以上適用せずとも良くなった

ことを通知するものとする。この場合、必要に応じて施設固有事情の評価 REC と

議論を行い、新しい助言を確認した後に、主 REC は主任研究者に文書を送付し、

研究実施機関の承認が可能になったことを説明すること。 

 

    主任研究者による意見陳述（representation） 

4.65  主 REC が研究実施機関に対して却下の判断を発行するとき、不服を申し立てる正

式なプロセスは存在しない。しかし、主任研究者は主 REC に文書を送ることによ

って意見陳述することができる。このような意見陳述は、主 REC によって十分に

検討されるものとする（必要な場合には、施設固有事情の評価 REC と相談の上）。

主任研究者が施設固有事情の評価 REC に直接接触することは許可されてはならな

い。 
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施設固有事情の評価への影響に伴う研究計画の申請（main application）の訂正（revision） 

4.66  主任研究者が倫理審査申請中に研究計画の申請を訂正するとき、施設固有事情の評

価 REC によって施設固有情報書式に示された情報がもはや完全ではないか、ある

いは正確ではないことがある。このような場合には、主 REC は以下の選択肢を考

慮するものとする。 

・ 訂正が倫理的に認められるが、主 REC の判断では、施設固有事情の評価への

影響が軽微なものであるとき（例えば、試験手順のスケジュール改訂）、すで

に実施中の施設固有事情の評価は継続されるものとする。訂正が倫理的に容

認できるものであるが、施設固有事情の評価に対して重大な影響を持ちうる

とき（例えば、特別な施設が必要とされる新しい試験手順の追加）、主任研究

者にすべての施設固有事情の評価 REC に対して文書によってその変更を通知

するよう求めることができる。あるいは、主 REC が施設固有事情の評価 REC

に対して直接連絡してもよい。施設固有事情の評価がいまだ実施中であると

き、施設固有事情の評価 REC は評価を行う際に変更を考慮に入れることとし、

研究責任者から詳細な情報を求めることもできる。施設固有事情の評価がす

でに終了しており、結果が主 REC に通知されているとき、施設固有事情の評

価 REC はその評価を審査し、施設固有事情に基づく異議がある場合には、主

REC に対して通知するものとする。 

・ 訂正が倫理的に容認されないとき、主 REC は却下の判断を下すものとする

（4.67 項および第 7 節参照）。 

 

 

研究計画の申請に対する却下の判断 

4.67  主 REC が研究計画の申請に対して却下の判断を発行するとき、施設固有事情の評

価の申請を受領したか、あるいはその後受領するすべての施設固有事情の評価

REC に対して、研究倫理データベース（RED）は注意喚起を行うものとする。実

施中の施設固有事情の評価は継続されてはならない。第 7 節において、必要に応

じて施設固有事情の評価を含めて、却下の判断を受けた後の詳しい審査手順が記

されている。 

 

 

他機関への施設固有事情の評価の委託 

4.68  REC の運営管理者は、特定の研究実施機関あるいは研究実施機関に関連する施設固

有事情の評価が、医学系研究の管理に関する専門家の存在する別機関に委託され

るよう措置を講じることができる。委託の条件は、文書による同意に基づき定め

られなければならず、それは英国研究倫理サービスの運営部長によって承認され



120 

 

るものとする。REC システムは実施機関の固有事情評価のプロセスについて、お

よび施設固有事情の評価の結果に関して主RECに対し25日以内に適切な助言を行

う権限について、責任を負い続ける。 

 

4.69  REC の運営管理者および評価機関間の協定（agreement）には、以下の権限が含ま

れるものとする。 

・ 協定がカバーする研究試験機関および／あるいは地理的範囲の定義 

・ 施設固有事情の評価 REC のコーディネーターによる、評価機関に対する施設

固有事情の評価の有効な申請の照会手順 

・ 適切な勤続年数を伴う個人を含む、少なくとも 2 名の評価者によって審査され

るべきすべての施設固有事情の評価 

・ 施設固有事情の評価において考慮されるべき問題に関する 4.39 項のガイダン

スの遵守（その他の問題は考慮しない） 

・ 有効な申請の受領から 25 日以内に、文書によって施設固有事情の評価 REC の

コーディネーターに通知されるべき施設固有事情の評価の結果（第Ⅰ相試験の

場合は 14 日以内） 

・ 施設固有事情の評価の結果を主 REC に通知する責任、および研究倫理データ

ベースの使用に関する責務を担う施設固有事情の評価 REC のコーディネータ

ー 

・ 特に主 REC が異議を却下することを考慮しているとき、主 REC と評価者間で

は直接、施設固有事情の評価に関する議論がさらに行われることがあるが、施

設固有事情の評価RECおよびRECの運営管理者は逐次報告を受けるものとす

る（4.63 項参照） 

・ 少なくとも年に 1 度の正式な審査を伴う、REC の運営管理者による協定のモ

ニタリング 

 

 

新規研究機関および研究責任者の追加 

4.70  研究を新たな研究機関に拡大させる手順、新たな研究責任者の任命、あるいはその

他の施設固有事情に関する変更については、5.64～5.82 項に定められている。 

 

 

研究機関の閉鎖 

4.71  施設固有事情の評価を必要とする研究の場合、例えば医療組織が研究ガバナンスの

承認を保留する場合、あるいは研究責任者が研究を取りやめるとき、あるいは研

究機関がもはや適していないとスポンサーが決定する場合のように、承認された
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研究機関が閉鎖されるかあるいは事前に研究実施を取りやめるとき、主任研究者

あるいはスポンサーは主 REC に通知するものとする。この場合、NHS 以外の研究

機関の施設固有事情の評価 REC にも通知すること。通知は書面により行うことが

できる。大幅な変更の通知は、研究対象者を危害から保護するために研究機関で

の一時停止（temporary halt）が生じたときにのみ必要とされる（5.30 項参照）。 

 

4.72  参加している研究機関が定められたとおりに研究完了時に閉鎖することについて、

主任研究者あるいはスポンサーが主 REC に通知する必要はない。 

 

 

研究機関のモニタリング 

4.73  研究モニタリングの実施方針は、第 9 節に定められている。一般的に、主 REC は

研究を積極的にモニタリングする責任を負わない。しかし、実施状況報告書およ

び研究の進展を踏まえて承認の判断を審査する義務を負い、いつでもその意見を

審査することができる。 

 

4.74  主 REC も施設固有事情の評価 REC も、単一施設における研究実施について、積極

的なモニタリングを行う義務を負わない。しかし、いずれかの REC が研究機関あ

るいは研究者の適切性に関して疑義が生じたとの情報を得たとき、その研究機関

に対する承認の判断を審査することができる。判断の審査手順および、試験薬の

臨床試験以外の場合の判断の一時停止または撤回の手順は、9.80～9.87 項に定めら

れている。研究全体に対する判断や個別の研究機関に対する判断を一時停止また

は撤回する権限を有するのは、主 REC のみである。 

 

4.75  施設固有事情の評価 REC は、懸念が生じたとき、当初の施設固有事情の評価を再

検討するか、あるいは委託された評価者に詳しい助言を求めることができる。施

設固有事情の評価 REC あるいは委託された評価者は、研究責任者から詳細な情報

を得ることがあり、および／あるいは必要に応じて新規施設固有情報書式あるい

は履歴書の提出を求めることができる。懸念を解消することができない場合、施

設固有事情の評価RECは出来るだけ早く主RECに知らせるものとする。この場合、

REC の運営管理者に通知すること。 

 

4.76  主 REC は、あらゆる情報源から得た懸念を考慮した上で、いつでも特定の研究機

関における新たな施設固有事情の評価を求めることができる。これは、主任研究

者に対して施設固有事情の評価の新規申請の正式な提出を求める文書を送付する、

あるいは施設固有事情の評価 REC に対して直接文書を送付することにより求める
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ことができる。 

 

 

多施設共同研究の変更 

4.77  追加研究機関の拡大（5.67～5.76 項参照）、新たな研究責任者の任命（5.77～5.80 項

参照）および施設固有の研究計画書の変更（5.81～5.83 項参照）を含む、多施設共

同研究の変更に関する審査手順は、第 5 節で定められている。  
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第 5 節：承認の判断を受けた研究の変更 

 

概要 

 臨床試験規則は、以下について重大な影響を与える可能性のある変更を「大幅な変更」

と定義している。 

(a) 研究対象者の安全性あるいは身体や精神の統合性 

(b) 試験の科学的な価値 

(c)  試験の実施あるいは管理 

(d) 試験で使用されるすべての試験薬等の品質あるいは安全性 

 大幅な変更には、研究倫理委員会（REC）への申請書、研究計画書、あるいは試験のその

他関連資料の語句の変更を含む。 

 REC は要請があれば助言を与えることができるが、何が大幅であるのかを判断するのは

スポンサーの責務である。 

 試験薬の臨床試験（CTIMP）のスポンサーは、大幅な変更について、その変更のタイプ

に応じて英国医薬品庁（MHRA）および／あるいは主たる研究倫理委員会（main REC）に

通知しなければならない。付属文書 C に、変更の審査に対する責務についてのガイダンス

がある。変更の中には、MHRA による許可および REC による承認の判断の両方を必要とす

るものもある。 

 試験薬の臨床試験以外の研究の場合にも、同じ「大幅な変更」の定義が適用され、試験

の実施前には常に、主 REC による承認の判断が必要である。 

 「軽微な」（あるいは「大幅ではない」）変更は、いつでもすることができる。主 REC に

通知したり倫理上の判断を仰いだりする必要はない。 

 試験薬の臨床試験の大幅な変更は、欧州委員会の大幅な変更通知の書式を用いて通知す

ることとする。その他の研究の場合には、英国研究倫理サービス（NRES）の書式が使用さ

れる。これらは両方とも統合研究申請システム（IRAS）で入手可能である。十分に変更理

由を説明したうえで、変更した書類を提出するものとする。大幅な変更（あるいはあらゆ

る再度の変更）の通知は、スポンサーの代理人によって承認あるいは共同承認されなけれ

ばならない。 

 主 REC は、変更の有効な通知を受領してから 35 日以内に判断を示すものとする。この期

間は、審査日数に算入しない。変更は小委員会あるいは本委員会において審査することが

できるが、委員長が単独で審査することはできない。 

 却下の判断が示された場合には、スポンサーあるいは主任研究者（CI）は再度の変更を

することができる。REC はさらに 14 日以内に、再度の変更について判断を下すものとする。

その責務は委員長に委任することができる。却下の判断が示された場合、申請者は REC の

懸念を検討した上でさらに再度の変更を提出することができる。 

 申請者は、大幅な変更あるいは再度の変更に対する却下の判断を受けて、再審査請求を
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することができる。変更はその後、申請者による説明および別の REC の判断を考慮に入れ

て、REC の本委員会で再度審査される。 

 施設固有事情の評価（SSA）を伴う研究の場合には、個々の機関における大幅な変更には、

通常の方法での施設固有事情の評価の申請が必要である。これには、新たな研究実施施設

の追加あるいは研究実施施設の研究責任者の新たな追加が含まれる（試験薬の臨床試験の

場合には、変更の通知は、これまで通知されなかった実施施設の主 REC にも提出されなけ

ればならない）。主 REC は、施設固有事情の評価の後に新たな研究実施施設あるいは研究責

任者について判断を示す。 

 研究全体の変更には施設固有事情の評価は不要であるが、主 REC は施設固有の承認条件

を設定するか、あるいは地域研究倫理委員会に詳細な助言を求めることができる。 

 新規申請に相当する可能性のある変更申請についてガイダンスを示す。 

 研究対象者の福祉あるいは安全性に対する差し迫った危険から研究対象者を保護するた

めに、緊急安全対策が実施されることがある。主 REC には 3 日以内に通知されなければな

らない。 

 

 

法的要件 

5.1   臨床試験規則のもとでは、医薬品の臨床試験のスポンサーは、試験開始後いつでも

「大幅な変更」以外であれば「臨床試験許可の変更」を行うことができる。大幅

でない変更（本標準業務手順書では「軽微な変更」とする）は通知する必要がな

い。変更が大幅であるときには、スポンサーは有効な変更の通知を MHRA および

／あるいは試験に承認の判断を下した REC に提出する必要がある。研究に複数の

スポンサーが関わっている場合には、「スポンサー」とは、変更に関連するあらゆ

る事項について責任を負うよう指定されたスポンサーを指す。 

 

5.2   「臨床試験許可の変更」は、以下のうちいずれかの変更として、臨床試験規則にお

いて広く定義されている。 

    (a) MHRA による臨床試験許可申請の語句 

    (b) REC への申請の語句 

    (c) 研究計画書 

    MHRA あるいは主 REC への申請と一緒に提出される、その他の書類すべて 

     

5.3   「大幅な変更」は、以下のうちいずれかに重大な影響を与える可能性がある変更と

して定義されている。 

(a) 研究対象者の安全性あるいは身体や精神の統合性 

(b) 試験の科学的な価値 



125 

 

(c) 試験の実施あるいは管理 

(d) 試験で使用されるすべての試験薬等の品質あるいは安全性 

 

5.4   EU 指令に基づき、欧州委員会は所轄官庁に対する人用医薬品臨床試験の承認要求、

大幅な変更の通知、および試験終了の申告に関する詳細なガイダンス」（ENTR/CT1）

の一部として、変更に関するガイダンスを公表した。ガイダンスの付属文書 2 は、

全加盟国において所轄官庁と倫理委員会の両方に通知するために用いられるべき

変更書式（「変更に関する EU 通知」）による通知について規定している。スポンサ

ーは、その変更には所轄官庁による許可あるいは倫理委員会による承認の判断、

あるいはその両方が必要かどうかについて、書式に示さなければならない。 

 

5.5   スポンサーが試験薬の臨床試験について倫理上の判断を仰ぐ場合には、いかなる場

合にも、倫理上の判断は有効な変更の通知を受領してから 35 日以内に示すものと

する。 

 

5.6   却下の判断が下された場合には、スポンサーは変更案を再変更することができる。

書面による再変更の通知は、研究が実施されることになっている少なくとも 14 日

前に送付するものとする。その後 REC は、14 日以内に再度の変更に対して却下の

判断を下すことが可能であり、そうでなければ研究を実施することができる。 

 

5.7   医療機器規則の規定に従って実施されている臨床試験の変更は、いかなる場合も

MHRA（機器）に通知されなければならない。 

 

 

基本方針※ 

5.8   英国保健省の方針によると、試験薬の臨床試験の大幅な変更に関連する法律上の諸

規定は、REC によってこれまでに倫理上の承認を受けているあらゆる研究への大

幅な変更の審査にも、一般に適用される。しかしながら、手順の違いはいくつか

存在するので、本節はそれについて述べる。すべての大幅な変更の審査には、35

日の審査期間が適用される。変更によって新たに試験薬の臨床試験以外の研究に

意思能力を有さない成人をくわえることが計画される場合については例外であり、

それには 60 日の審査期間が認められ、詳細な情報や説明を求めるために、審査時

間を一時停止することができる（12.61 項参照）。 

 

5.9   大幅な変更は、REC の小委員会によって審査することができる。時間が許す場合に

は本委員会で審査することができる。大幅な変更は委員長が単独で審査すべきで
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はない。 

 

 

変更を通知する手順 

 

    研究開始前の通知 

5.10  研究は一般的に、研究計画書に定められた手順のうちのいずれかが開始した時点が、

研究の着手であると考えられる。場合によっては、承認の判断が示されたあとで

はあるが研究に着手する前に、スポンサーや主任研究者が、REC の申請、研究計

画書あるいはその他の関連資料の語句を訂正するよう提案するかもしれない。こ

の訂正が大幅な変更の基準を満たす場合には、試験開始後に大幅な変更と同様の

方法で通知および審査がなされるものとする。 

 

5.11  大幅な変更通知の書式は、例外的に倫理審査の最初の申請と一緒に、あるいは審査

の間に提出することができる。これは例えば、研究が英国の別の規制機関（例え

ば MHRA）によって並行して審査されているとき、およびその審査の結果として

重大な変更が求められるときに必要かもしれない。国際共同研究の場合、試験が

すでに開始しており、試験の実施において重大な問題が発生したとき、あるいは

他国において規制上の申請を進めるにあたって問題が発生したときにも必要とさ

れることがある。スポンサーはその後研究計画書を変更し、それを大幅な変更と

して各国の規制当局および倫理委員会に通知する必要がある。このような状況で

は、大幅な変更通知の書式を最初の申請の一部として含めること、あるいは審査

プロセス中に提出することが認められる。REC の判断が承認である場合には、研

究に対する承認の判断に関する通知で、承認された書類と共に変更について記載

することができる。その変更のために個別の判断に関する通知を発行する必要は

ない。しかし、変更が倫理審査中に提出され、60 日の期間内にそれを審査する十

分な時間がない場合には、主要な申請に対する判断を示した後、変更の受領から

35 日以内に、個別に審査し、判断を示すことができる。 

 

    変更の通知 

5.12  試験薬の臨床試験の場合には、EU の大幅な変更通知の書式を使用することとする

（5.4 項参照）。欧州委員会のガイダンスに従って、その書式はスポンサー、スポ

ンサーの法定代理人、主任研究者、あるいはスポンサーにより承認を受けたその

他の人物あるいは機関によって提出することができる。 

 

5.13  他のすべての研究については、英国研究倫理サービスの大幅な変更通知の書式を使
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用することとする。その書式はスポンサーあるいは主任研究者のいずれかによっ

て提出することができるが、常に主任研究者およびスポンサーの代理人の両者が

承認することとする。 

 

5.14  すべての場合で、大幅な変更（あるいは再度の変更）の通知は、変更に含まれる変

更部分を要約し、それぞれについて理由を簡潔に説明するか、あるいは変更を説

明する関連資料について言及することとする。1 つの変更通知で、複数の変更部分

について述べることもできる。書式は、非専門家でも理解できる言葉で記入する

こと。 

 

5.15  すべての変更通知は、変更前の表現と新たな表現を示して変更してある書類と一緒

に、主 REC に対して統合研究申請システム（IRAS
13）から電子的に提出するもの

とする。変更された書類（例えば研究計画書）が長く、変更が新たな改訂版を正

当化するほどには広範あるいは重要ではない場合には、抜粋が示されること、あ

るいは変更前の表現と新たな表現を示した上で、変更を別の書類に記載すること

が認められる。 

 

5.16  スポンサーあるいは主任研究者は、試験データの概要、最新の安全性分析あるいは

試験モニタリング委員会による報告書といったその他の関連情報をくわえること

もできる。変更が研究の科学的価値に明らかに影響を与えるときには、研究の規

模に応じて追加して科学的審査の証拠が提供されることが有益である。 

 

    変更通知の事前確認 

5.20  倫理上の判断が示されなければならない 35 日の期間は、通常は有効な変更通知が

主 REC によって受領された時点で開始する（しかし、変更に施設固有事情の評価

への申請が必要とされる場合には、特別な手順が適用される：5.63 項参照）。 

 

5.21  適切な期間（「事前確認日」）とは、REC が変更の通知およびすべての関連資料を研

究倫理データベース（RED）で受領した営業日のことである。 

 

5.22  以下の全基準が満たされる場合、変更通知は有効であり受け付けられるものとする。 

    (a) 関連する変更通知の書式が、スポンサーの変更番号を含めてすべて記入され、

統合研究申請システム14から電子的に申請されている。 

                                                   
13 電子申請体制の実施に関しては、SOP 序論の 11 項を参照。 
14 例外的に、システムの技術的な問題によって申請者が統合研究申請システムから提出す

ることができず、提出が緊急を要するものである場合には、コーディネーターには別の電
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    (b) 修正された書類の関連部分の抜粋あるいは新たな改訂版が、新たな版番号お

よび日付を示した上で、および変更前の表現と新たな表現を示した上で提出

されている。 

    (c) 変更の通知が、スポンサーの代理人として指名された申請者により電子的に

承認されたか（統合研究申請システムの場合）、あるいは主任研究者およびス

ポンサーに承認された代理人により電子的に承認されている（試験薬の臨床

試験以外の研究）15。 

    (d) 研究がいまだ実施中である。つまり研究の終了がまだ申告されていない。 

    (e) 変更によって新たに研究に意思能力を有さない成人をくわえることが計画さ

れる場合には、12.60 項に記載された追加の書類が提出されている。 

    (f) 変更が、2005 年意思能力法第 34 条の承認を求める場合には、12.37 項に記載

された追加の書類が提出されており、研究は 2007 年 10 月 1 日より前に開始

されている（12.15 項参照）。 

    (g) 変更によって研究対象者に対する電離放射線の暴露が増えることが計画され

る場合には、あるいはこのような暴露が新たに計画される場合には、統合研

究申請システムの REC 申請書の Part B 第 3 節が提出されている。 

 

5.23  変更通知が有効であるか否かを判断すること、および標準書式 27（有効な変更通

知）あるいは標準書式 28（無効な変更通知）を用いてスポンサーおよび主任研究

者に通知することは、主 REC のコーディネーターの責務である。小委員会が変更

を審査可能であり 5 営業日以内に判断に達する場合は、事前確認書類の発行が必

要でないときを除いて、通知は通常は受領から 5 営業日以内に行うものとする（変

更が新たに実施施設あるいは主任研究者を試験薬の臨床試験に追加するだけであ

る場合には、特別な手順が適用される：5.67 項参照）。 

 

5.24  通知が誤って別の REC に送付された場合には、コーディネーターは主任研究者に

対し、通知を統合研究申請システムから主 REC に再提出されなければならない旨、

出来るだけ早く通知するものとする。事前確認日は、主 REC が書類を研究倫理デ

ータベースで受領する営業日である。 

 

5.25  変更通知が有効か否かの判断は、通常、REC のコーディネーターによって行われる。

委員長の同意は不要である。 

 

                                                                                                                                                     

子形式（例えば E メールあるいは CD）によって提出された変更通知および／あるいは関連

資料を受け付ける裁量がある。 
15 1.45 項(d)の脚注を参照。 
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    変更が大幅か否かの判断 

5.26  すべての研究において、変更が大幅か否かを判断するのはスポンサーの責務である。

大幅な変更として提出されるあらゆる有効な変更は、審査に受け付けられるもの

とする。それと同時に、大幅ではない変更はスポンサーの裁量で参考として通知

することはできるが、変更が大幅ではないとスポンサーが考える場合には、REC

に通知する必要はない（5.37 項参照）。 

 

5.27  スポンサーおよび主任研究者は、変更が大幅なものと見なされるべきか否かについ

て、REC 事務局あるいは英国研究倫理サービスの問い合わせ窓口から助言を得る

ことができる。簡単なケースでは、コーディネーターが助言することができる、

あるいは運営管理者あるいは委員長から助言を得ることができる。助言をする際

には、変更が大幅か否かを判断するのは最終的にはスポンサーの責務であるとい

うことを、常に明確にするものとする。 

 

5.28  試験薬の臨床試験の場合、スポンサーは最初に「所轄官庁に対する人用医薬品臨床

試験の承認要求、大幅な変更の通知、および試験終了の申告に関する詳細なガイ

ダンス」（CT1、第 3 版、2010 年 3 月）

（http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/index_en.htm）に記された現在

の欧州委員会のガイドラインを参照するものとする。スポンサーは自らの裁量で

詳細な助言を得ることができる。 

 

5.29  助言をする際には、計画されている変更が研究に「重大な」影響を与えるか否かに

ついて検討する必要がある。研究対象者の安全性あるいは福祉に与える影響につ

いて、および研究対象者が変更された研究への参加を継続するにあたって、イン

フォームド・コンセントに必要な情報について、特に検討するものとする。変更

が研究対象者に与える可能性のある影響について懸案があるときには、大幅な変

更として扱うこと、および REC によって倫理審査を行うことが推奨される。 

 

5.30  英国研究倫理サービスのガイダンスでは、以下の変更は通常は大幅な変更である。 

・ 科学的価値に重大な影響を与えるとみられる、研究デザインあるいは方法論の

変更、あるいは背景的な情報の変更 

・ 研究対象者がすることになっている手順の変更 

・ 研究対象者の安全性あるいは身体や精神の統合性、あるいは研究のリスク：ベ

ネフィット評価に対して大きな影響を与える可能性のある変更 

・ 説明文書、同意書、アンケート、招待状、GP（一般開業医）あるいはその他

臨床医宛ての文書、近親者あるいは介護者の情報シートのような研究に関する
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書類の重大な変更 

・ スポンサーの変更、あるいはスポンサーの法定代理人の変更 

・ 新たな主任研究者の任命、あるいは主任研究者の不在時の一時的な体制 

・ 試験薬の臨床試験における、最初の申請に記載されていない新規実施施設の追

加 

・ 施設固有事情の評価を必要とする試験薬の臨床試験以外の研究における、最初

の申請に記載されていない国民保健サービス（NHS）以外の新規実施施設の

追加（ただし、5.72～5.74 項の手順ガイダンスに注意） 

・ 研究の保険あるいは補償の取り決めの変更 

・ 研究参加により研究対象者あるいは研究者が受けるべき支払、利益あるいはイ

ンセンティブの変更、あるいは主任研究者／研究協力者の側で利益相反を起こ

しうる変更 

・ 研究対象者を危害から守るための、研究の一時停止あるいは実施施設の一時停

止、あるいは一時停止後の研究の計画的な再開（9.76～9.78 項参照） 

・ 実施施設の早い段階での閉鎖あるいは撤退（4.71 項参照） 

・ 研究の終了の定義の変更（9.81 項参照） 

・ 研究計画書、あるいは REC の申請における語句その他の重大な変更 

 

5.31  研究対象者ならびに研究の実施、管理あるいは科学的価値に対して重大な意味を持

たない研究の詳細に関する変更は、大幅ではない変更、あるいは軽微な変更と見

なすことができる。例は以下のとおり。 

・ 研究計画書あるいはその他の研究に関する書類の軽微な変更、例えば誤りの訂

正、連絡先の更新、軽微な明確化 

・ 主任研究者の研究チームの変更 

・ 特定の実施施設における研究チームの変更（新たな研究責任者の任命は除く） 

・ 試験薬の臨床試験以外の研究の場合、施設固有事情の評価を必要としない研究

に対する、NHS の新規実施施設の追加、あるいは NHS 以外の実施施設の追加

（5.72～5.74 項参照） 

・ 研究終了時の、実施施設の普通の閉鎖 

・ 資金提供の取り決めの変更 

・ 研究データを記録するため、研究チームによって使用される書類の変更 

・ 試料を保管あるいは移送する方法に関する取り決めの変更 

・ 申請書に明記された期限を超える研究の延長（9.10 項参照） 

・ 試験薬等に関連する、最新の試験薬の概要書あるいは製品概要の発行 

 

5.32  スポンサー（あるいはスポンサーの代理人）、主任研究者、あるいはその他プロジ
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ェクトスタッフの連絡先の変更は軽微な変更ではあるが、参考として主 REC に通

知することが推奨される。 

 

5.33  新たに実施施設を追加する手順、新たな主任研究者の任命手順、およびその他の実

施施設固有の変更手順に関する詳細なガイダンスは、5.67～5.83 項参照。 

 

    試験薬の臨床試験の大幅な変更：許可もしくは倫理上の判断 

5.34  大幅な変更には許可が必要か、あるいは倫理上の判断が必要か、あるいはその両方

が必要かについて判断するのは、スポンサーの責務である。しかしながら、英国

研究倫理サービスと MHRA の間で合意され、欧州委員会によるガイダンスを勘案

した、付属文書 C に記載の一般的ガイダンスについて、スポンサーは考慮に入れ

てみるのもよい（上記 5.28 項参照）。 

 

    参考として通知される試験薬の臨床試験の大幅な変更 

5.35  試験薬の臨床試験の大幅な変更について MHRA による許可だけが必要な場合には、

主 REC に通知する必要はない。任意で通知された場合には、コーディネーターは

その受領から 30 日以内に、スポンサー（あるいはスポンサーの代わりに通知を提

出したその他の者）に標準書式 29 を送付することにより、受領を確認するものと

する。 

 

5.36  変更は委員長が、注意深く確認することとする。通常は委員会に通知する必要はな

い。しかし、変更が倫理上の判断にも臨床試験の許可にも影響を与える可能性が

あると委員長が例外的に考える場合には、その事項は小委員会あるいは本委員会

の審査で議論することができる。REC の見解では倫理上の判断が必要であること

を助言し、変更によって生じる倫理的問題についてコメントするために、スポン

サーに文書を送付することができる。REC は研究に関する判断について、いつで

も審査を行い、深刻な懸念がある場合には承認の判断を一時停止あるいは撤回す

ることができる（9.87～9.92 項参照）。試験薬の臨床試験の場合、変更の倫理審査

の必要性に関するガイダンスを最初に解釈するのはスポンサーであるが、REC は

受領したすべての情報を審査することができる。 

 

    軽微な変更の通知 

5.37  スポンサーが大幅な変更というよりむしろ軽微な変更であると考える変更が、研究

に対して行われるときには、倫理上の判断を仰ぐ必要はない。主 REC に対して参

考までに伝えることはできるので、この情報は変更が試験の詳細な連絡先に関す

るときや情報シートあるいは研究対象者の同意文書において軽微な説明の変更が
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くわえられるときには、役立つだろう。軽微な変更が通知されるときには、スポ

ンサーあるいは主任研究者は、変更通知書式を提出するのではなく、文書でこの

軽微な変更を通知するものとする。この文書には、変更が大幅であるとは見なさ

れないこと、および倫理上の判断が不要であることを明確に記すならば有用であ

る。 

 

5.38  軽微な変更を委員会に報告する必要はない。コーディネーターは、軽微な変更の受

領から 35 日以内に標準書式 30（試験薬の臨床試験）を用いるかあるいは標準書式

31（試験薬の臨床試験以外の研究）を用いて、受領を確認するものとする。コー

ディネーターは、参考までに、委員長あるいはその他の委員に対して軽微な変更

の照会を行う権限を有する。 

 

5.39  スポンサーあるいは主任研究者が主 REC に対して軽微な変更を通知するが、委員

長がその軽微な変更を大幅なものと見なすべきだと考え、倫理審査を求めるとき、

その問題は小委員会あるいは本委員会の審査において議論することができる。REC

は研究に関する判断について、いつでも審査をすることができる（9.87～9.102 項

参照）。試験薬の臨床試験の場合、大幅とは何かに関するガイダンスを最初に解釈

するのはスポンサーであるが、REC は受領したすべての情報を審査することがで

きる。 

 

 

大幅な変更の審査 

5.40  5.44 項あるいは 5.46 項が適用される場合を除いて、大幅な変更は主 REC の小委員

会（第 6 節参照）あるいは本委員会の審査を受けるものとする。再度の変更を審

査する権限が審査において委員長に委任される場合を除いて、委員長が単独で審

査してはならない（5.46~5.49 項参照）。 

 

5.41  変更に関して、質問に回答するために、主任研究者および／あるいはスポンサーの

代理人を、小委員会あるいは本委員会の審査に出席要請することができる。 

 

5.42  達した判断は、変更について承認の判断かあるいは却下の判断かのどちらかとする。

変更の一部にのみ承認の判断を示すことは許されない。しかし、却下の判断を下

すときには、REC は変更のどの部分が容認できたかを示し、懸念を考慮した上で、

再度の変更の提出に関するガイダンスを示すことができる。コーディネーターは

スポンサーおよび主任研究者に対し、以下の文書のうち 1 つを用いて判断を通知

するものとする。 
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    標準書式 32  大幅な変更の承認の判断 

    標準書式 33  大幅な変更の却下の判断 

     

    判断に関する通知には、申請者から質問を受け付ける連絡先など、新規申請に対

する判断に関する通知に含まれるものと同一の情報が含まれるものとする（3.15

項参照） 

 

5.43  試験薬の臨床試験の場合には、主 REC は大幅な変更に対するその承認の判断ある

いは却下の判断が欧州臨床試験データベース（EudraCT）に入力されるよう、MHRA

に通知することが臨床試験規則によって求められている。MHRA は研究倫理デー

タベースにアクセスすることにより、大幅な変更および再度の変更に対するすべ

ての判断について自動的に通知される。大幅な変更を許可するよう MHRA が求め

られたときには、35 日以内に、変更を認める旨あるいは変更を認めない理由を示

した通知を文書で発行するものとする。主 REC に参考として通知の写しが提供さ

れるよう手配するのは、スポンサーの責務である。 

 

5.44  大幅な変更が単に新規実施施設の追加、新たな研究責任者の任命、あるいは特定の

実施施設における研究の管理や実施その他の変更に関するものであるときには、

5.67～5.83 項に記載の手順が取られる。変更が主 REC の委員会あるいは小委員会

によって正式に審査される必要はない。研究計画書、説明文書あるいはその他の

研究に関する書類の施設固有の変更は、通常の手順に従って主 REC が審査するも

のとする。 

 

    申請者による詳細な情報の提供あるいは説明 

5.45  12.61 項が適用される場合を除いて、大幅な変更に関して REC によって求められた

詳細な情報あるいは説明を受領するまでの間、35 日の審査時間は停止しない。し

かし、時間が許せば、REC は審査に許される 35 日の期間中の指示した日に、詳細

な情報あるいは説明を書面で提供するよう、スポンサーあるいは主任研究者に求

めることができる。詳細な情報がこの日までに提出されない場合、あるいは提供

された情報が不完全あるいは満足できるものではない場合、変更は却下されるこ

とがある。 

 

5.46  申請者は、REC の懸念を検討した上で、再度の変更を提出するよう求められること

がある。本委員会あるいは小委員会は、修正が REC のすべての懸念を解消すべく

変更されている場合、その変更に対する承認の判断を示す責務を委員長に委任す
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ることができる。再度の変更を審査する手順は、5.48～5.53 項に定められている。 

 

5.47  例えば変更によってリクルートの対象、選択基準あるいはデータの分析方法が変更

されるなど、変更が研究の科学的価値に明らかに影響を与えると思われるとき、

REC は申請者に対して、変更が適切であることの裏付けとして、詳細な科学的審

査にかかるエビデンスを提出するよう求めることができる。 

 

    再度の変更 

5.48  大幅な変更に対して REC が却下の判断を下すとき、スポンサーあるいは主任研究

者は、委員会の懸念を検討した上で、再度の変更を提出することができる。変更

通知書式は、必要に応じて修正されて再提出されなければならず、変更された関

連資料も添付するものとする。書式には、再度の変更に関するものであることが

分かるよう、はっきりと印を付けるものとする。 

 

5.49  変更は 2 つ以上の再度の変更に分割することができ、これによりそれぞれの部分に

対して別々の判断を下すことができる。 

 

5.50  再度の変更の通知は、変更を予定している日の少なくとも 14 日前に、主 REC に対

して提出するものとする。 

 

5.51  コーディネーターは、再度の変更が出来るだけ早く審査されるよう手配するものと

する。再度の変更は小委員会によって審査されるか、あるいは 5.48 項に基づき権

限がすでに委任されている場合には委員長によって審査される。REC は承認の判

断あるいは却下の判断を示すものとする。コーディネーターはスポンサーあるい

は主任研究者に対し、再度の変更の受領から 14 日以内に、標準書式 34（承認の判

断）あるいは標準書式 35（却下の判断）を用いてその REC の決定を通知するもの

とする。 

 

5.52  権限を委任された委員長による再度の変更に関する判断は、コーディネーターによ

る報告書の中で、委員会に報告されるものとする。 

 

5.53  再度の変更に対して却下の判断が下される場合には、スポンサーあるいは主任研究

者は、REC の懸念を検討した上で、さらに再度の変更を提出することができる。

その代わりに、再審査請求をすることもできる（5.54 項参照）。 
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    再審査請求 

5.54  大幅な変更について却下の判断を下した主 REC の判断に対する再審査請求につい

て法的規定はない。しかし申請者は、判断に関する通知に記された日付の 90 日以

内に、書面でその通知に関して意見を述べて、当該 REC の再審査請求管理者（7.19

項参照）に、再審査請求の許可を求めることができる。再審査請求に値する妥当

な理由がないときには、再審査請求管理者は許可を拒否する権限を有する。通常

は再審査請求の許可が与えられる。主 REC の委員長には、再審査請求の受領が通

知される。 

 

5.55  再審査請求が認められるとき、再審査請求管理者は、コメントをもらうために別の

REC（「2 番目に担当する REC」）に送付する判断に関する通知および申請者の意見

書を含む変更書類について手配するものとする。この書類は、14 日以内に委員長

および 2 番目に担当する REC の少なくとも 1 名の委員によって審査され、主 REC

に対して書面でコメントが送付され、再審査請求管理者に写しが送付されるもの

とする。 

 

5.56  再審査請求管理者は、再審査請求を審査するにあたって主 REC に有益であり得る

場合には、他の専門的助言者から助言を得たり、英国研究倫理諮問委員会（NREAP）

によるガイダンスなど公開されているガイダンスを参考にするよう主 REC に提案

したり、法律、規則、手順書の問題について提供されている詳細なガイダンスな

どを紹介することができる。 

 

5.57  外部のあらゆるコメントおよび追加のガイダンスが提供されたら、主 REC の次回

本審査で再審査を行うために、主 REC のコーディネーターは申請者の意見書と一

緒に変更書類を提出するものとする。スポンサーの代理人および主任研究者は、

さらに口頭で意見を述べ、質問に回答できるように、審査に出席要請されるもの

とする。 

 

5.58  REC の本審査は、以下のうち１つの判断に到達するものとする。 

    (a) 承認の判断 

    (b) 原則として変更を支持するが、承認の判断を下す前に詳細な情報あるいは再

度の変更を要求する、暫定的判断 

    (c) 却下の判断 

 

    判断は、審査から 5 営業日以内に申請者に対して書面で通知されるものとする16。 

                                                   
16 これら判断に関する標準文書が必要に応じて再審査請求管理者によって作成され、コー
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5.59  主 REC は判断に対して引き続き全責任を負い、変更が倫理的に容認できないと考

える場合には、当初の却下の判断を確定することができる。そのとき、申請者宛

ての文書において、意見書に対して相当の検討がなされたことおよびそれを却下

した理由について明らかにするものとする。 

 

 

新規申請の再提出が必要な変更 

5.60  変更よりむしろ新規申請が必要か否かを評価するにあたっては、比例的アプローチ

が常に採用される。新規申請が必要なのは、計画されている変更が研究の性質を

根本的に変え、現在のおよび／あるいは潜在的な研究対象者の関与の範囲、リス

クの範囲を根本的に変えるときだけである。例えば、計画されている変更に以下

が含まれるときである。 

・ 遺伝学的研究の追加など、研究の主目的あるいは目標の変更 

・ 研究方法論の大幅な変更 

・ 新たな種類の試験あるいはその他の介入の追加（既に承認されている試験の単

なるスケジュールの組み直しあるいは改訂ではない） 

・ 新たなタイプの研究対象者の募集（特に研究対象者が社会的弱者であると見な

される場合） 

・ 異なる主任研究者によるサブスタディーの提案および／あるいは親スタディ

ーとは別に結果を公表する意思のあるサブスタディーの提案 

 

REC が新規申請の提出を求めるときには、この基準にしたがって申請者に理由を

示すものとする。 

 

5.61  変更が別の研究計画書の提出を含んでいる場合には、REC は通常は新規申請するこ

とを求めるものとする。 

 

5.62  REC が新規申請の提出を求め、かつ研究が試験薬の臨床試験である場合には、REC

はその事項に関して共通の立場であることについて合意を得るために、最初に

MHRA の臨床試験ユニットに相談するものとする。 

 

5.62A  提案された変更への懸念が、明らかな複雑さあるいは変更範囲のみから生じるとき

には、REC は、本委員会において大幅な変更の通知を審査し、主任研究者および

／あるいはスポンサーの代理人に出席要請することを検討することとする（5.40

～5.41 項参照）。 

                                                                                                                                                     

ディネーターが利用できるようになるだろう。 
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多施設共同研究の変更* 

5.63  一般に、多施設共同研究の研究計画書の変更について、どのような場合に他の REC

に通知するのかに関する要件はない。多くの場合、研究計画書の変更は個々の実

施施設が研究を行う適切性に対して重大な倫理的意味合いをもたない（特定の実

施施設に関連する変更の場合については、5.67～5.77 項参照）。 

 

5.64  それにもかかわらず、主任研究者は、変更が研究ガバナンス上の承認に関連する場

合には、施設の研究責任者および研究者協力者に対し、彼らが所属する医療機関

の研究開発事務局（R＆D Office）にそのことを知らせるよう通知することとする。 

 

5.65  例外的に、計画している研究上の変更が実施施設の適切性に重大な倫理的意味合い

を持つと主 REC が判断する場合には、まず 5.60 項に記載のガイダンスを検討する

ものとする。該当する場合には、その研究全体について新規申請が求められる。 

 

5.66  主 REC が、変更について新規申請なしに承認の判断を下すことが妥当だと判断し

つつも、個々の実施施設における倫理的意味合いについて引き続き懸念がある場

合には、以下のとおり進めるものとする。 

・ 申請者に対して 35 日以内に承認の判断が下されるものとする。 

・ このプロセスに 35 日の審査時間が十分でない場合には、NHS 以外の実施施設

における新たな施設固有事情の評価は、判断に先立って求められない。 

・ 主 REC は、実施施設での研究実施に関して、承認の判断に条件を付けること

を検討する。例えば、適切な設備のない実施施設においては変更を反映できな

いことや、研究対象者が求める追加支援が実施施設によって提供されるといっ

た前提に基づいて判断が下されるかもしれない。スポンサーあるいは主任研究

者は、実施施設の研究ガバナンスに責務がある医療機関に意見書を送ることが

求められる。そのとき、変更の反映が無理のないものである、ということの確

認は、スポンサーおよび医療機関の責務である。 

・ 例外的に、主RECはNHS以外の実施施設の施設固有事情の評価REC（SSA REC）

に文書あるいは E メールを直接送付し、変更によってもたらされる可能性が

ある施設固有の意味合いについて主 REC の懸念を説明することができる（変

更の写しを同封するか、あるいは主 REC は関連事項の要旨をまとめることが

できる）。これは参考のためにだけに行われるか、あるいは REC が施設固有事

情の評価の特定の側面について審査し、その研究実施施設の継続的な適切性に

ついて懸念があるか否かについてRECが指定日までに主RECに助言するよう

求められる。 

・ REC の委員長は、このような要求を検討し REC を代表して書面で回答する。
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その他の委員は、適切な場合には意見を求められる。詳細な情報が研究責任者

に求められる。 

・ 施設固有事情の評価 REC によって提起された実施施設固有の問題について、

主RECはNHS以外の研究実施施設に対する承認の判断についていつでも審査

することができる（9.87～9.102 項参照）。 

 

 

個々の実施施設に関連する変更 

 

    試験薬の臨床試験 

5.67  新たな実施施設の追加（計画された実施施設として最初の申請に記載されていない

実施施設）、新たな研究責任者の任命、あるいは特定の実施施設における試験の管

理あるいは実施に関するその他の重大な変更は、大幅な変更であり、主 REC およ

び MHRA に対して欧州委員会の大幅な変更通知書式で通知する必要がある。REC

は有効な変更通知を受けてから 35 日以内に判断を下すものとする（5.71 項参照）。 

 

5.68  変更が NHS の実施施設のみに関するものである場合には、コーディネーターは当

該医療機関の研究開発事務局によって許可が与えられているか、あるいは許可が

継続しているという条件で、承認の判断を確認して、5 営業日以内に標準書式 23B

を発行するものとする。新たな実施施設は、研究倫理データベースの既承認実施

施設の一覧に手動で追加される。施設固有事情の評価の責務は、NHS の医療機関

にある。変更の審査や委員会への通知は不要である。当該実施施設が NHS の施設

であるか疑義がある場合には、コーディネーターはスポンサーおよび／あるいは

当該医療機関に説明を求めるものとする。 

 

5.69  変更が NHS 以外の実施施設での変更を含む場合には、施設固有事情の評価の責務

は REC システムにある。コーディネーターは通常の方法で変更を事前確認するも

のとする。変更が有効である場合、受領から 5 営業日以内に標準書式 23A が送付

される。スポンサーは施設固有情報の書式および関連資料を通常の方法で提出す

ることにより、研究責任者が施設固有事情の評価を申請できるよう手配するもの

とする。 

 

5.70  NHS 以外の新たな実施施設の施設固有事情の評価の後、主 REC は標準書式 23C（承

認の判断）あるいは標準書式 23（却下の判断）のいずれかを用いて判断を示すも

のとする。 
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5.71  主 REC は、大幅な変更通知および施設固有事情の評価の結果を得るまで、判断を

公表してはならない。コーディネーターは、NHS 以外の実施施設に関連する変更

の事前確認日が、主 REC による有効な大幅な変更通知の受領および施設固有事情

の評価 REC による施設固有事情の評価の有効な申請の受領の両方が行われた日で

あることに注意することとする。施設固有事情の評価の結果のみが受領された場

合には、コーディネーターはスポンサーに連絡を取り、変更通知の提出を求める

ものとする。変更通知が受領されたときに、判断が公表されることとする。 

 

    施設固有事情の評価を必要とするその他の研究 

5.72  スポンサーは、研究開始前に NHS の研究開発事務局による許可を得ることになっ

ている NHS の研究実施施設を追加し研究を拡大することができる。施設固有事情

の評価は、研究ガバナンス上の審査の一部として、NHS の研究開発事務局によっ

て行われる。新規実施施設を、主 REC に通知する必要はない。実施施設は、主 REC

がその研究について承認の判断を下していることを条件に承認されたものと見な

される。 

 

5.73  研究が NHS 以外の新規実施施設にまで拡大されるときには、その実施施設に対す

る特別な承認が主 REC から求められる。施設固有事情の評価の申請が適切な REC

に対して行われ、通常の方法で進められるものとする（4.30～4.38 項参照）。 

 

5.74  NHS の実施施設の場合も NHS 以外の実施施設の場合も、主 REC に大幅な変更の通

知を提出する必要はない。 

 

    施設固有事情の評価を必要としない研究 

5.75  スポンサーは、NHS の医療機関あるいは実施施設の研究対象者に対して責任のあ

るその他の機関による許可を得ることになっている、NHS の研究実施施設および

NHS 以外の研究実施施設を追加して研究を拡大することができる。主 REC が新規

実施施設について通知される必要や、施設固有事情の評価のための申請が行われ

る必要はない。実施施設は、研究について主 REC からその研究について承認の判

断を得たことを条件に承認されたものと見なされる。 

 

5.76  NHS の実施施設の場合も NHS 以外の実施施設の場合も、主 REC に大幅な変更の通

知を提出する必要はない。 

 

    施設における新たな研究責任者の任命 

5.77  試験薬の臨床試験の施設での新たな研究責任者の任命は、大幅な変更であり、主
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REC による承認の判断を要する。5.67～5.71 項で定められている手順に従うものと

する。試験は通常その施設で継続されるべきであるが、研究責任者が不在の場合

には承認の判断が示されるまでは、NHS の施設の場合には新たな研究責任者に対

する許可が研究開発事務局によって与えられるまでは、研究対象者をリクルート

すべきではない。 

 

5.78  個々の実施施設における研究チームのその他の変更は、大幅な変更とは見なされな

い。研究責任者の裁量で、ただ参考として文書によって、NHS 以外の実施施設の

施設固有事情の評価 REC に通知することができる。 

 

5.79  新たな研究責任者あるいは施設固有事情の評価を必要とする試験薬の臨床試験以

外の研究の施設の研究協力者の任命については、主 REC に通知する必要はない。

NHS の実施施設の研究開発事務局は、その任命について通知され、継続的な許可

を求めるものとする。NHS 以外の実施施設の場合には、施設固有事情の評価 REC

に通知がなされ、新たな研究責任者の履歴書の写しが提供されるものとする。施

設固有事情の評価 REC は小委員会においてその履歴書を審査するものとする。任

命について懸念がある場合には、主 REC に通知するものとする。 

 

5.80  新たな研究責任者あるいは施設固有事情の評価を必要としない研究の施設の研究

協力者の任命については、主 REC に通知する必要はない。NHS の実施施設では、

研究開発事務局に通知され、継続的な許可を求めるものとする。 

 

    研究計画書あるいは研究対象者情報の施設固有事情に基づく変更 

5.81  多施設共同研究の場合、研究計画書の研究手順あるいは説明文書のような研究に関

する書類に、施設固有事情に基づく変更をする必要があるかもしれない。このよ

うな変更が軽微な変更の基準を満たすときには（5.31項参照）、スポンサーは主REC

に通知することなく、あるいは倫理上の判断を仰ぐことなく、その変更を許可す

ることができる。例えば、汎用の説明文書は通常、施設の連絡先電話番号やおよ

び苦情申し立ての手続きに関する情報や、必要に応じて、独立した相談窓口につ

いての情報を提供するために変更される。 

 

5.82  施設固有事情に基づく変更が大幅なものであるとき、通常の手順に従った審査のた

めに、大幅な変更通知の書式が主 REC に提出されるものとする。施設固有の問題

の検討についてのガイダンスは、5.66 項で示されている。 

 

5.83  研究計画の手順あるいは研究対象者のための情報の施設毎のかなりの違いが最初
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の段階で予測される場合には、スポンサーおよび主任研究者はこれらをできるだ

け主 REC への申請に反映するものとする。例えば、研究計画は、各実施施設の日

常診療に対応して、対照薬群の選択あるいは放射線量の調整を認めることがある。

適切な場合には、汎用の説明文書は、施設の実務に応じて施設の研究責任者が選

択することのできる文言を含むことができる。主 REC はその際には、このような

違いがその研究に対する 1 つの倫理上の判断の条件内で許されるか否かについて

検討することとする。 

 

 

新たな主任研究者の任命 

5.84  新たな主任研究者の任命は大幅な変更であり、主 REC による承認の判断が必要で

ある。申請者は、変更通知にくわえ、以下のものを提出するものとする。 

・ 新たな主任研究者の履歴書の写し 

・ 新たな主任研究者の署名を付した、統合研究申請システムの申告書 Part D 

 

5.85  新たな主任研究者が研究実施施設における新たな研究責任者としても任命される

場合、このことは変更書式による通知において説明することとする。それが NHS

の実施施設である場合には、研究開発事務局に通知されるものとする。それが施

設固有事情の評価を必要とする研究で、NHS 以外の研究実施機関である場合には、

施設固有事情の評価 REC に通知されるものとする。追加して施設固有事情の評価

を実施する必要はないが、施設固有事情の評価 REC が新たな研究責任者の任命に

ついてなんらかの懸念がある場合には、それを主 REC に知らせることとする。 

 

 

主任研究者あるいは研究責任者の不在 

5.86  主任研究者あるいは施設の研究責任者が、年次休暇、病気休暇、出産休暇、長期有

給休暇あるいはその他の理由で時々不在となることがある。短期間の不在の場合

には、主任研究者あるいは研究責任者は適切な代理を手配する責任がある。例え

ば不在が想定外によるものであるときのように、これができない場合には、研究

のスポンサーは、試験が継続して行われるよう適切な体制を確保する責任がある。

研究を主催する医療機関は、通常は研究の実施をモニタリングする責任がある。 

 

5.87  場合によっては、臨時のあるいは新たな主任研究者あるいは研究責任者を任命する

必要がある。主任研究者、研究責任者およびスポンサーへのガイダンスは以下の

通りである。 

・ 不在が 3 か月を超えそうな場合、あるいは無期限であるときには、臨時のある
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いは新たな主任研究者あるいは研究責任者を任命することが推奨される（5.67

～5.71 項、5.77～5.80 項および 5.84～5.85 項参照）。 

・ 不在が 4 週間を超えそうであるが、3 か月以内であるとき、スポンサーは適切

な代わりとなる体制がとられるよう確保するものとする。主 REC は、主任研

究者の不在に対する代わりの体制について書面で通知されるものとする。

NHS の研究開発事務局は、研究責任者の不在に対する代わりの体制について

通知されるものとする。施設固有事情の評価を必要とする研究で NHS 以外の

実施施設の場合には、施設固有事情の評価 REC に通知されるものとする。施

設固有事情の評価 REC は、体制の適切性についてなんらかの懸念がある場合

には、主 REC に通知するものとする。主 REC には、臨時の主任研究者あるい

は研究責任者の正式な任命を求める権限がある。 

・ 4 週間以内の不在の場合には、一般的には主 REC あるいは施設固有事情の評

価 REC に通知する必要はない。 

 

5.88  上記のガイダンスはどうしても守らなければならない(prescriptive)ものではない。

研究の性質、継続性および進展や、どれくらいリクルートできているのか、研究

チームの構造といったその他の要素と比較衡量する必要がある。 

 

 

緊急安全対策 

5.89  スポンサー、主任研究者あるいはあらゆる研究責任者は、緊急的な安全性に関する

理由で、まずは REC に通知することなく、あるいは承認の判断を得ることなく、

研究の実施について変更することができる。緊急安全対策に関する手順は、9.20

～9.23 項で記述される。  
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第 6 節：小委員会 

 

概要 

 小委員会は、本委員会が委任した職務を行うために任命された研究倫理委員会（REC）の

委員で構成される。さらに検討するために検討事項を移管しない限りは、本委員会が小委

員会の判断を追認する必要はない。 

 本節は小委員会の職務に関するガイダンスである。まとめると、以下のとおりである。 

・ 迅速審査に提出された新規申請の審査 

・ 申請者によって提供される詳細な情報と専門的助言者からの助言についての検討。お

よび、新規申請に対する本委員会の最終判断の確認 

・ 変更および再度の変更の審査 

・ 承認の判断を得ている研究の安全性および進捗のモニタリング 

・ 国民保健サービス（NHS）以外の実施施設の施設固有事情の評価 

 迅速審査にあたる申請を除いて、小委員会は新規申請の一次審査（primary review）をす

べきではない。 

 REC は「常置小委員会」を設置するか、あるいは臨時小委員会を設置することができる。

委員長は、関連する専門知識を利用できるようにするものとする。 

 常置小委員会は、委員長あるいは副委員長を含む、定期的に審査に出席可能であるかコ

メントを書面で提出可能な、少なくとも 2 名の委員で構成されなければならない。欠席を

考慮に入れて、通常は少なくとも 4 名の委員が任命されるものとする。同一センター内の

倫理委員会の委員をくわえた迅速審査小委員会（PRSC）には、特別な規則が適用される。 

 臨時小委員会の場合には、委員長、副委員長あるいは代理の副委員長にくわえ、少なく

ともあと 1 名の別の委員が出席しなければならない。 

 副委員は正委員の代わりに出席することができるが、小委員会の委員に任命されてはな

らない。試験薬の臨床試験（CTIMP）を審査する小委員会には、別の REC から 1 名の委員

を追加することができる。その他の審査には 2 名の委員を追加することができる。 

 小委員会の職務は、事前の通知に基づき、対面による審査あるいは電話での審査、ある

いは委員間の通信で行うことができる。REC は小委員会に判断を委任するに当たって、審

査で問題を検討するよう求めることができる。それ以外の場合には、職務がどのように行

われるかについて、委員長に裁量がある。 

 書面によるコメントの提出、専門的助言者、研究責任者とオブザーバーの出席に関する

手順は、基本的に本委員会の審査における手順と同様である。 

 コーディネーターの責務についてガイダンスを示す。これは、以下を除いては、基本的

に本委員会の審査についてのガイダンスと同様である。 

・ 書類は通常、通知された会議開催日の 3 日前までには配布されるものとする。 

・ 電話審査の議事録は、コーディネーターが会議設備を用いて議論を聞くことができな
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い場合には、委員長によって作成されるものとする。 

・ 小委員会による判断は、コーディネーターの報告書によって本委員会に報告されるも

のとする。あるいは審査の議事録を報告書に添付してもよい。 

 

 

法律上の規定 

6.1   臨床試験規則は、本委員会の委員から構成される小委員会による REC の職務権限

の行使について広く規定している。 

 

 

小委員会の様々な機能 

6.2   英国研究倫理サービス（NRES）本部による一般的ガイダンスによると、6.3 項に定

められた職務は通常は REC の小委員会によって行われる。 

 

6.3   小委員会は、REC の代わりに以下の職務を行うことができる。 

i. 迅速審査に提出された新規申請の審査（第 8 節参照） 

ii. REC が承認の判断を示した申請に関する大幅な変更の通知および再度の変更

の通知の審査（第 5 節参照） 

iii. 以下を含む、REC が承認の判断を示した研究のモニタリング（第 9 節参照） 

・ 年次経過報告書、研究の早期中止の通知あるいは報告書、および研究終 

  了報告書の審査 

・ スポンサーによる緊急安全対策の審査 

・ 年次安全性報告並びに重篤な有害反応疑い（SSAR）のリストの審査（試

験薬の臨床試験の場合） 

・ 重篤な有害事象の審査（その他研究の場合） 

・ その他安全性報告の審査 

iv. NHS 以外の施設の施設固有事情の評価（SSA）（第 4 節参照） 

 

6.4   小委員会の審査は、6.3 項に記載の職務を組み合わせて行うことができる。異なる

種類の職務を行うために、個別の小委員会を設置したり個別の審査を手配したり

する必要はない（小委員会が新規申請の迅速審査を行うときには、本 SOP では便

宜上「迅速審査小委員会」と呼ぶ）。 

 

6.5   迅速審査が認められる場合を除き、小委員会は新規申請の一次審査をすべきではな

い。 

 



145 

 

6.6   小委員会の職務は、対面での審査、電話での審査（6.16～6.17 項参照）あるいは委

員間の通信によって（6.20～6.22 項参照）行うことができる。REC は小委員会に判

断を委任するに当たって、対面での審査あるいは電話での審査をするよう求める

ことができる。それ以外の場合には、小委員会の職務がどのように行われるかに

ついては、委員長に裁量があり、議論される問題の重要性を考慮に入れるものと

する。 

 

 

小委員会の権限 

6.7   小委員会は、上記 6.3 項に列挙した事項について REC の代わりに判断する権限を委

任される。小委員会がその事項についてのさらなる検討と判断を特別に本委員会

に移管しない限りは、本委員会が小委員会による判断を追認する必要はない。REC

の代わりに小委員会が行った判断を、REC はそのあとで覆すことはできない。 

 

 

小委員会の設置 

6.8  小委員会は以下のいずれかの方法、あるいは両方の方法により設置することができ

る。 

i. 常置小委員会。常置小委員会を設置することができる。これは定期的に審査

に出席可能であるか、あるいはコメントを書面で提出可能な少なくとも 3 名

の委員から構成されるものとする。欠席を考慮に入れて、通常は少なくとも 4

名の委員を任命することが推奨される。委員には少なくとも委員長および／

あるいは副委員長あるいは副委員長代理が含まれるものとする。必要に応じ

て、その他の委員を常置小委員会の職務のために出席要請することができる。

常置委員会設置の決定は、REC の本委員会で行うこととする。 

 

ii. 臨時小委員会。REC は、実施する個別の案件に応じて、完全に臨時の小委員

会の委員を任命することができる。例えば、申請者による詳細な情報を検討

して、REC の倫理上の判断を確かめるための審査には、関連する担当委員が

同席することがある。委員長、副委員長あるいは副委員長代理は、すべての

審査に出席するものとする。臨時小委員会は REC の本委員会において任命さ

れるか、委員長の同意のもと、コーディネーターによって手配することがで

きる。 

 

6.9   REC は 2 つ以上の小委員会を設置することがあり、常置小委員会と臨時小委員会を

組み合わせて運営することができる。 
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6.10  主に新規申請の迅速審査を行うために設置された常設委員会は、以下を条件として、

同一の REC センターの支援を受ける REC の委員で構成することができる。 

・ 小委員会は任命を受けた委員長および副委員長（異なる REC に属する）を有

しているものとする。 

・ 小委員会の審査、あるいは職務に関して通信で行われる会議は、通常は小委

員会の委員長あるいは副委員長が委員長を務めるものとする。 

・ 迅速審査のために提出された申請書に対する判断は、委員長を務める者が委

員である REC が公表する（「主催 REC」）。 

・ 迅速審査以外に小委員会によって行われる職務は、主たる研究倫理委員会

（main REC）に関連する職務だけであり、試験薬の臨床試験に関するいかな

る職務も含まれないものとする。 

 

6.11  副委員は、小委員会の委員を務めるよう任命されてはならないが、主たる委員の代

理で小委員会に出席するか、あるいは書面でコメントを提出することができる。 

 

 

審査の定足数 

6.12  小委員会が新規申請の迅速審査を行うとき、定足数は、REC 委員として少なくとも

6 か月の任期のある委員会の責任者（6.10 項も参照）および少なくとも 1 名の非専

門家委員を含む 3 名の委員である。 

 

6.13  小委員会のその他の職務の定足数は、関連する REC の委員長または副委員長（あ

るいは、両者とも対応できない場合は副委員長代理）および少なくとも 1 名のそ

の他の委員である。委員長および副委員長の両者がいれば定足数を満たす。非専

門家委員が含まれることが望ましいが、必須ではない。 

 

6.14  委員長は、行われる職務に応じて、いかなる小委員会においても適切な専門知識を

確実に利用できるようにする責任がある。 

 

 

書類の配布 

6.15  小委員会の審査の審議議題および書類は、通常は審査の 3 日前までに配布されるも

のとする。書類配布に関連する実施施設の要求については、小委員会の委員が議

論した上で合意されるものとする。 
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電話による会議 

6.16  小委員会の会議は電話で行うことができる。利用可能であれば、電話会議あるいは

テレビ会議の機器を使うものとする。このような機器を利用できない場合には、

委員長およびその他 1 名の委員だけが関与する職務については、通常の電話回線

を通じて行うことも認められる。 

 

6.17  電話での会議が避けられないときは、コーディネーターが通常の手順に従って審査

の審議議題および書類を手配するものとする。小委員会が審査で正式に判断する

という条件で、電話会議前に関連する委員間での書面のやり取りあるいは E メー

ルで審議議題の論点を検討することができる。電話会議の議事録はコーディネー

ターが作成するものとする。コーディネーターが電話での議論を聞き取ることが

できない場合には、委員長は書面による覚書を議事録に組み入れるものとする。 

 

 

審査前の書面によるコメントの提出 

6.18  小委員会の審査に出席できない委員は、審査前に、あらゆる審議議題についてコメ

ントを書面で提出することができる。これは委員長の裁量で審査の場に提出する

ことができる。議事録は、書面によるコメントの提出を記録するものとする。 

 

6.19  書面によるコメントを提出するが、直接でも電話でも審査に出席しない委員は、定

足数に加算されない。 

 

 

通信による小委員会の運営 

6.20  7.41 項に基づき遺伝子治療諮問委員会（GTAC）が審査する申請を除いて、小委員

会の職務はEメールを含む通信によって行うことができる。コーディネーターは、

関連する委員宛ての E メールで、コメントの締切日を付して、職務の一覧を送る

こととする。個別の審議議題に関する書類は、この場合必要ない。 

 

6.21  職務が通信によって行われるとき、委員長はその他委員によるコメントを審査し、

REC の代理として判断を下すことに責任を負う。電話での議論あるいは電話会議

あるいはビデオ会議は、委員長と関連する委員間で実施することができる。委員

間で意見の相違があるときには、委員長の裁量のもと、これについて小委員会あ

るいは委員会の審査でさらに議論することができる。議事録が承認されるまで、

コーディネーターは、関連する全委員のコメントの記録を保全するものとする

（14.8 項参照） 
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6.22  議事録はコーディネーターによって作成されるものとする。通信によってなされた

すべての決定は、コーディネーターが作成する REC への次回報告書に記録される

ものとする（2.15～2.20 項参照）。 

 

 

迅速審査：担当委員および申請者との連絡 

6.23  コーディネーターは、必要に応じて委員長と相談した上で、迅速審査小委員会によ

って審査される各申請について、担当委員を任命するものとする。 

 

6.24  担当委員は、小委員会が決定を下すにあたって役立つ詳細な情報、説明あるいは確

信を得るために、審査前に主任研究者（CI）に連絡を取ることができる。これを

行うには、審査結果を歪めることないよう注意しなければならない。コーディネ

ーターは担当委員の名前を研究者に通知し、また審査前に連絡を取るよう助言す

ることとする。 

 

6.25  主に教育上の目的で行われるプロジェクトの場合には、担当委員は学生および指導

教授に審査前に連絡を取ることができる。学生および指導教授は両者とも通知を

受けるものとする。 

 

 

研究者の出席 

6.26  研究者は通常は小委員会の審査に出席要請されない。しかし、詳細な説明を行うこ

と、REC が懸念する問題を解決すること、および早く判断を下すことに役立つと

きには、例外的に REC は主任研究者、施設の研究責任者あるいは研究スポンサー

の代理人を、小委員会の審査あるいは利用できる場合には電話（あるいは電話会

議あるいはテレビ会議）に出席要請することができる。 

 

 

追加委員* 

6.27  臨床試験規則に基づき、REC は小委員会の審査に、1 名の委員を追加することがで

きる。それゆえ、試験薬の臨床試験に関連する職務については、追加された 1 名

の委員だけが参加できる。その他の職務については、通常は最大 2 名の委員を追

加することができる。常置の迅速審査小委員会の場合には、3 名以上の委員が、主

催 REC 以外の REC から参加することができる（6.10 項参照）。 

 

6.28  遺伝子治療諮問委員会への追加の場合を除いて、REC の委員であるか、あるいは過
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去に委員であった者だけが、委員として追加可能である（2.41～2.44 項の補償に関

するガイダンスを参照）。 

 

 

専門的助言者* 

6.29  専門的助言者は、小委員会の審査前に、REC の審査の場合と同様、書面による助言

を提出すること、あるいは自ら審査に出席することが求められる。2.46 項(iii)に定

められた手順に従うものとする。専門的助言者による助言が、迅速審査小委員会

によって求められることは想定されていない。専門家の助言を必要とする重大な

倫理的事項が提起されるときには、申請は本委員会において審査を行うために移

管され、専門的助言者から助言を得るための通常の手配が行われるものとする。 

 

 

オブザーバー* 

6.30  REC の審査へのオブザーバーの出席手順（2.65～2.68 項参照）は、小委員会の審査

にも適用される。 

 

 

コーディネーターの責務* 

6.31  小委員会に関連するコーディネーターあるいはアシスタントコーディネーターの

責務は、以下のとおりである。 

i. 審査の審議議題の手配 

ii. 審査の少なくとも 3 日前までに審議議題および書類を配布すること 

iii. 会場の準備 

iv. 審査前に欠席の連絡を記録すること 

v. 審査に出席した委員および専門的助言者の記録 

vi. 審査に対して、標準業務手順書（SOP）の遵守に関して必要な助言を行うこと 

vii. 審査の議事録作成 

viii. 審査の議事録の準備（電話会議の場合、委員長による覚書の組み込み） 

ix. 適切だとされた判断の事後点検 

 

6.32  小委員会の通信によってなされた職務に関連するコーディネーターあるいはアシ

スタントコーディネーターの責務は以下のとおりである。 

i. 委員への書類の配布、および書面によるコメントが返されるべき日付の特定 

ii. 書面によるコメントが委員長によって審査されるよう手配すること 

iii. 適切だとされた判断の事後点検 
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iv. 下された決定の記録およびコーディネーターの報告書に含まれる委員の記録 

v. 議事録の準備（6.22 項参照） 

vi. 議事録が承認されたら、委員による書面によるコメントの破棄（14.8 項参照） 

 

 

小委員会の議事録 

6.33  2.75～2.77 項の要件は、REC の審査の場合と同様に、小委員会の議事録にも適用さ

れる。 

 

6.34  小委員会の議事録は、出席していた委員あるいは委員代理によって承認されるもの

とする。この承認は通信で行われるか、あるいは小委員会の次回審査で行うこと

ができる。承認後、委員長およびコーディネーターあるいはアシスタントコーデ

ィネーターにより、議事録に署名と日付が付されるものとする。 

 

6.35  小委員会の議事録は機密事項であり、2.83 項が REC の審査と同様に適用される。 

 

6.36  RECは小委員会が下した判断について通知されるものとする（2.15～2.20項参照）。  
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第 7 節：却下の判断を受けた研究の詳細な審査 

 

概要 

 却下の判断を受けた申請者には、3 つの選択肢が利用可能である：概要は以下のとおりで

ある。 

・ 新規申請の提出（New applications） 

・ 再審査請求（Appeals） 

・ 判断が事実誤認あるいは誤解に基づく場合、判断の変更要求（第 3 節参照） 

 新規申請および再審査請求には、研究倫理データベース（RED）において新規の研究倫

理委員会（REC）受付番号（REC reference number）が与えられる。 

 

新規申請（New applications） 

 新規申請は、過去に提起された倫理的な懸案事項を考慮に入れるものとする。申請書に

は、研究計画が以前審査を受けたことについて申告すべきである。国民保健サービス（NHS）

以外の研究実施施設に対して施設固有事情の評価（SSA）が要求される場合、新規の施設固

有情報書式が提出されなければならず、施設固有事情の評価のプロセスが再度実施される

必要がある。通常、前回の申請の審査を行った同一の REC で審査が行われるように申請の

予約が行われる。中央割当システム（CAS）を通じて割り当てられた申請の場合、通常の割

当手順が踏まれる。 

 申請が「2 番目に担当する REC（second REC）」によって審査されている場合、前回の書

類は「最初に担当した REC（first REC）」から取得され、委員への書類に含まれるものとす

る。 

 原則として、申請者は同一の研究プロジェクトに関連する新規申請を引き続き提出する

ことがある。新規申請の事実確認が行われる前に、科学的審査を十分に行ったことを証明

する必要がある。以前提起された懸案事項に対処するための真摯な試みがなされていない

場合、申請者は英国研究倫理サービス（NRES）運営部長により、委員長および運営管理者

との相談の上、「濫用的（vexatious）」であると見なされることがある。 

 

再審査請求（Appeals） 

申請者は「最初に担当した REC」の決定に対して再審査請求を行い、「2 番目に担当する REC」

に対して、その同じ申請について別の判断を求めることができる。 

 臨床試験規則は、試験薬の臨床試験（CTIMP）に関連した再審査請求に関する法律上の

規程（statutory provision）を設けている。再審査請求に関連した英国倫理委員会機構（UKECA）

の機能は英国研究倫理サービスによって施行され、再審査請求の同様のシステムは試験薬

の臨床試験およびその他研究に適用される。 

 再審査請求の通知は指定の運営管理者に対して書面で送付されるものとする（「再審査請
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求管理者」）。通知は前回の判断から 90 日以内に送付されなければならない。英国研究倫理

サービスは再審査請求を却下する権限を有するが、通常は再審査請求が認められる。 

 申請および関連資料を訂正することは許可されないが、最初に担当した REC によって示

された判断に関して申し立て（representations）が行われることがある。 

 再審査請求管理者は、申請を審査するために 2 番目に担当する REC を任命する。前回の

書類が最初に担当した REC から入手され、審査に出席する委員向けの書類に含まれるもの

とする。可能であれば、主任研究者（CI）が審査に出席することがきわめて望ましい。進

行中の施設固有事情の評価は継続される必要があり、研究実施施設の承認を処理するため

に 2 番目に担当する REC に移管されるものとする。 

 「2 番目に担当する REC」も却下の判断を示す場合には、さらに再審査請求を行える規定

はないが、新規申請が提出されることがある。 

 規則に基づき、遺伝子治療の試験薬の臨床試験に関する遺伝子治療諮問委員会（GTAC）

による却下の判断への再審査請求には、特別な手順が適用される。 

 

 

申請者が利用可能なオプション 

7.1   REC が倫理審査の申請に対して却下の判断を示した場合には、申請者は再審査を求

めるための以下の選択肢を有する。 

i. 申請者は別の申請を提出することができ、それは新規申請として審査されるも

のとする（7.2～7.13 項参照） 

ii. 申請者は最初に担当した REC の決定に対して再審査請求を行い、同一の申請

に対して別の REC からの別の判断を求めることができる（「2 番目に担当する

REC」）（7.14～7.53 項参照） 

iii. 判断が誤りあるいは誤解に基づく場合、判断の変更を要求できる（3.60～3.64

項参照） 

 

 

新規申請の提出 

 

    新規申請審査の基本手順 

7.2   申請者が同じ研究計画に関して新規申請を提出することは制限されない。ただし、

申請者は、最初に担当した REC が前回の申請を却下した際に提起された懸案事項

への対処を試みることがその前提となる。過去に審査を受けた研究計画に関する

ものであることが申請書に明記され、REC 受付番号が引用される。申請者がこの

提示を怠ったことが明らかになった場合、委員長はこの事項を REC の運営管理者

および REC の任命権者に対して通知することを検討するものとする（9.89～9.91
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項参照）。 

 

7.3   新規申請はコーディネーターによって研究倫理データベースに登録され、新規の

REC 受付番号を受ける。第 1 節の事前確認手順が適用される。通常の事前確認基

準にくわえて、以下の要件が適用される（1.49 項参照）。 

・ 新規申請が、却下の判断を受けた理由についてどのように対処したかを説明し

たカバーレターが付される。 

・ 研究に関連する書類のいかなる変更も強調され、必要に応じて、書類には訂正

版の番号と日付が記される。 

 

7.4   申請は通常の手順に従って倫理的に審査されるものとする。NHS 以外の研究実施

施設における施設固有事情の評価を必要とする研究の場合、施設固有事情の評価

の新規申請は研究責任者によって提出され、施設固有事情の評価 REC（SSA REC）

によって通常の方法で利用されるものとする。 

 

7.5   申請が異なる REC によって審査される場合、2 番目に担当する REC のコーディネ

ーターは、過去の審査に関連した書面での連絡の写しを要求するため、最初に担

当した REC のコーディネーターに連絡を取るものとする。これは、審査において

委員に提出される書類に含まれる。 

 

    新規申請の予約および提出  

7.6   最初に担当した REC の委員は研究に関する事項をすでに熟知しており、申請に対

してくわえられた変更の評価について十分に認識しているので、新規申請が最初

に担当した REC に再予約されることが極めて望ましい。しかし、最初に担当した

REC が申請を審査できる唯一の法的機関である場合を除いて、申請者が希望する

場合は別の適切な REC に申請する権利が与えられる（1.10 項参照）。 

 

7.7   申請が REC 事務局に直接、あるいは地域割当システム（LAS）を介して予約され

る場合、例えば以下のような理由で最初に担当した REC が 60 日以内に判断を示す

ことができない可能性が強い場合、コーディネーターは申請者に対して、別の適

切な REC に予約をするという選択肢を提示するものとする。 

・ REC の次の締切日の 2 週間よりも前に申請が受領されるか、あるいは受領さ

れそうな場合 

・ REC の次回審査の審議枠が埋まっている場合 

・ REC の次回審査が、十分な委員が参加できない可能性があるため中止される

場合 
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7.8   2 番目に担当する REC による審査は主任研究者の合意に基づいてのみ実施される。

主任研究者が最初に担当した REC の審議枠が空くのを待つ場合、事前確認日は次

回の可能な審査への提出締切日となる。 

 

7.9   新規申請が中央割当システムを介して予約される場合、申請者は適切な REC の対

応可能な最初の審査枠を提示されるものとする。申請者が合意する場合、申請は

この審査枠に割り当てられるものとする。 

 

7.10  申請者が最初の審議枠を断る場合、申請は通常最初に担当した REC にもどって割

り当てられるものとする。次回の審議枠が埋まっている場合、申請者は次回審査

を待つか、あるいはその他の選択肢が検討される。 

 

7.11  申請者が最初の対応可能な審議枠を断る場合、事前確認日は、申請が割り当てられ

た REC 審査の締切日となる。 

 

 

濫用的な申請者 

7.12  原則として、申請者は同一の研究計画に関して複数の新規申請を断続的に提出する

ことができる。しかしながら、以下の場合には、3 回の申請（撤回した申請も含む）

の審査の後に、申請者に対して申請の濫用であると宣告する手順をとることがで

きる。 

・ 却下の判断を示した委員会によって提起された懸案事項について、申請者が対

処できる合理的な可能性がない、あるいは 

・ 申請者が懸案事項を理解するか対処するべく真摯に取り組んでいないように

見られる、あるいはその行動が濫用的である、および 

・ 研究プロジェクトをこれ以上審査しても役立つことはなく、委員の時間と公的

資源の浪費だと考えられる場合。 

 

7.13  申請者に対して申請の濫用であると宣告する手順は以下のとおりである。 

i. 申請の審査を実行中、あるいは審査を行った REC の委員長は、7.12 項に基づ

き、REC の運営管理者と共に懸案事項を提起することができる。 

ii. REC の運営管理者は、研究プロジェクトに対してもっとも最近の審査に関与

していた REC の委員長およびコーディネーターと相談の上、また、適切であ

れば関連するその他 REC と相談の上、申請の履歴を調べるものとする。 

iii. REC の運営管理者が 7.12 項の基準の適用を検討する場合、英国研究倫理サー

ビス運営部長に対して、申請者が濫用的であると公表するよう勧告するものと



155 

 

する。 

iv. 運営部長は、REC の運営管理者および英国研究倫理サービス局長と相談の上、

その勧告について検討する。それが承認された場合、中央割当システムのコー

ディネーターおよびすべての REC に対して、当該研究プロジェクトに関する

申請は、さらに通知があるまで許可されてはならない旨が通知される。未処理

の申請に対する審査は停止される。それに続く書面での連絡あるいは申請者に

よる問い合わせ、もしくはさらなる申請は、運営部長に転送されなければなら

ず、運営部長はこれ以上の書面での連絡あるいは新規申請は直接運営部長宛て

に送付すべき旨を申請者に書面で通知するものとする。 

v. さらなる書面での連絡あるいは新規申請を受領した場合、運営部長は、その申

請者からの申請をもっとも最近に却下した REC（「最後に担当した REC」）の

委員長に相談する。以前の研究プロジェクトに関連しない有効な新規申請は、

審査が認められ、適切な REC に割り当てられるものとする。申請が同一の研

究プロジェクトに関連している場合、および以前提起された倫理的問題が対処

されたと考慮される場合、その申請は最後に担当した REC に割り当てること

ができる。問題に対処する試みがなされていないと委員長が判断する場合、前

回の申請に対する却下の判断は再度示され、それ以上の審査は行われない。 

 

 

再審査請求：法律上の規定および基本方針 

7.14  認定 REC が試験薬の臨床試験に関して却下の判断を示した場合、臨床試験規則に

より、主任研究者（7.15 項が適用される場合を除く）は、判断に対して再審査請

求を行いたい旨の表明および意見陳述を行うことについて、英国倫理委員会機構

に対して書面での通知を送付することが許される。このような通知は、最初に担

当したRECから却下の判断を通知されてから90日以内に送付されるべきであるが、

英国倫理委員会機構は特別な場合にこの期限を延長することができる。その後、

英国倫理委員会機構はその申請が別の認定 REC による審査を受けるよう指示する

こともできる。判断に対する再審査請求の理由に根拠がないと考えられる場合に

は、英国倫理委員会機構は指示を行うことを拒むこともできる。その場合、却下

の理由を述べた通知を主任研究者に対して送付するものとする。 

 

7.15  スコットランドにおける意思能力を有さない成人を対象とする試験薬の臨床試験

が、2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法に基づき、「指定委

員会（designated committee）」（スコットランド A REC）によって却下の判断を示さ

れた場合、臨床試験規則により再審査請求は認められない。 
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7.16  試験薬の臨床試験に関して遺伝子治療諮問委員会から却下の判断が示された場合、

規則により特別な再審査請求権が与えられる（遺伝子治療諮問委員会の申請に関

する再審査請求手順は、7.36～7.50 項に定められている）。 

 

7.17  保健省および権限を委譲された行政の方針では、英国研究倫理サービスは再審査請

求に関する英国倫理委員会機構の機能を行使しなければならず、あるいは第一相

試験倫理委員会事務局本部（AAPEC）の REC によって示された却下の判断に対す

る再審査請求の場合、第一相試験倫理委員会事務局本部の機能を行使するものと

する。再審査請求手順は、7.15 項が適用される場合を除いて、本 SOP に基づき、

英国内の REC によって審査されるいかなる研究にも適用される。 

 

 

再審査請求手順 

 

    再審査請求通知 

7.18  申請書に関する却下の判断を示した標準書式 6 あるいは標準書式 15 を送付する場

合、REC は再審査請求の意思を示す手順および適切な連絡先を申請者に通知する

ものとする。 

 

7.19  再審査請求の意思を示す通知は、通常は最初に担当した REC の却下の判断を確定

する文書の日付から 90 日以内に書面で示されるものとする。通知には、最初に担

当した REC の判断に対する意見陳述（representations）を含むことができる。申請

者は申請あるいは関連資料に変更をくわえてはならない。英国研究倫理サービス

は再審査請求を却下する権利を有するが、通常は再審査請求が承認される。 

 

7.20  通知は、英国研究倫理サービス運営部長（あるいは不可能な場合は運営部長代理）

である再審査請求管理者宛ての書面で、申請者によって示されるものとする。そ

の後、再審査請求管理者は、主任研究者の本務地と地理的に近いことおよび特定

分野 REC による審査要求を考慮した上で、審査を行う別の REC に割り付ける手配

を行い、次回審査の審議枠を予約するものとする（必要に応じて、中央割当シス

テムによって行う）。 

 

7.21  再審査請求管理者は、90 日が経過した後、いかなる例外的な状況をも考慮した上

で、再審査請求の意思を示す通知を承認する権限を有する。 

 

7.22  再審査請求管理者は、再審査請求が認められるか否かについて主任研究者に対して
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書面で通知するものとする。再審査請求が認められる場合、標準書式 36 が送付さ

れる。文書には、申請の審査に割り当てられた REC、審査の予約日、新規の REC

受付番号および提出の締切日が示される。写しは（最初に担当した REC および 2

番目に担当する REC の）両方のコーディネーターに対して送付される。再審査請

求が認められない場合、再審査請求管理者はその理由を記した標準書式 36A を主

任研究者に送付するものとする。 

 

7.23  再審査請求の事前確認日は、通常は申請者に送られた再審査請求が承認された文書

の日付となる。主任研究者の要求により、例えば主任研究者を審査に出席させる

ため、あるいは再審査請求のために他の準備を行うため、再審査請求管理者は 2

番目に担当する REC のその後の審査まで再審査請求を見送ることに合意すること

ができる。再審査請求が見送られた場合には、事前確認日は予約される会議への

再審査請求の提出日となる。 

 

    再審査請求への準備 

7.24  申請者は、最初に担当した REC によって審査された申請についていかなる訂正も

くわえることは許可されない。それゆえ、申請に関するすべての書面での連絡と

併せて、申請書およびすべての添付書類を、指定された締切日までに 2 番目に担

当する REC に送付することは、最初に担当した REC のコーディネーターの責務で

ある。 

 

7.25  最初に担当した REC が詳細な情報を求めることなく本審査において却下の判断を

示した場合、2 番目に担当する REC に送付される書類は、本来最初に担当した REC

に最初に提出されたものとする。却下の判断がその後のプロセスの中で確定した

場合、および詳細な情報に対する要求に対応して書類が訂正された場合、最新版

が 2 番目に担当する REC に提出されるものとする。 

 

7.26  2 番目に担当する REC が再審査請求を認めたら、研究倫理データベースに申請の写

しが受理される。申請は研究倫理データベースに再入力される必要はない。通常

の事前確認文書が送付される必要もない。2 番目に担当する REC のコーディネー

ターは、標準書式 36B を用いて、再審査請求への対応について主任研究者に通知

するものとする。 

 

7.27  申請者は指定の期日までに 2 番目に担当する REC に対して追加の意見陳述

（additional representations）を提出することができる。この場合の「意見陳述」と

は、最初に担当した REC の判断に関する見解であり、申請あるいは関連資料の変
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更ではない。 

7.28  審査前に委員に対して申請書類を配布する場合、2 番目に担当する REC のコーディ

ネーターは申請に関する書面での連絡の写しおよび申請者によって提出されたい

かなる意見陳述も添付するものとする。 

 

7.29  2 番目に担当する REC のコーディネーターは主任研究者を審査の出席を要請する

ものとする。主要な倫理的問題について本格的な議論が行われるよう、可能な限

り主任研究者が審査に出席することは特に重要である。 

 

    再審査請求された申請の審査 

7.30  申請は、新規申請の標準的審査手順に従い、2 番目に担当する REC によって審査さ

れるものとする。 

 

7.31  2 番目に担当する REC は、最初に担当した REC によって提起された問題を審査プ

ロセスで検討することができるが、その問題に縛られることはない。2 番目に担当

する REC は、申請者によって行われたいかなる意見陳述も慎重に検討するものと

する。 

 

7.32  施設固有事情の評価を必要とする研究の場合、2 番目に担当する REC は施設固有事

情の評価者（site-specific assessors）から受けた助言を考慮に入れた上で、NHS 以

外の研究実施施設の承認に関する全責務を担う。すでに進行中の施設固有事情の

評価のプロセスは継続されるものとする。新規申請が提出される必要はない。停

止されていたすべての施設固有事情の評価は、新たな審査時間で再開するものと

する。 

 

7.33  2 番目に担当する REC が申請に承認の判断を示す場合、この判断は最初に担当した

REC によって示された判断よりも優先される。2 番目に担当する REC は、研究の

モニタリングおよび大幅な変更の審査について、全責務を担う。 

 

7.34  2 番目に担当する REC が却下の判断を示す場合、この申請に関してさらに再審査請

求を行える規定はない。却下の判断を周知する文書（標準書式 6 あるいは標準書

式 15）は、さらなる再審査請求に関する言及部分を削除した上で使用されるもの

とする。しかし申請者は、同一の研究計画に関して、提起された倫理的な懸案事

項を適切に訂正した新規申請（7.2 項参照）を提出することがある。この場合、申

請は通常、前回の申請を審査した REC のうち 1 つによって審査される。 

 



159 

 

7.35  2 番目に担当する REC は、審査に関する全ての書面での連絡の写しを最初に担当し

た REC に送付する。 

 

 

遺伝子治療諮問委員会による却下の判断に対する再審査請求 

7.36  本節は、以下を含む申請に関する遺伝子治療諮問委員会の却下の判断に対して、再

審査請求を行う特別な規定を設ける。 

・ 遺伝子治療の試験薬の臨床試験 

・ その他の試験薬の臨床試験 

・ 幹細胞株由来の幹細胞治療試験 

 

7.37  遺伝子治療諮問委員会がその他すべてのタイプの申請に対して却下の判断を示す

場合、7.14~7.35 項に定められた通常の再審査請求手順が適用される。 

 

7.38  主任研究者は、遺伝子治療諮問委員会による却下の判断に対して 7.36 項の範囲内

で再審査請求することを望む場合、判断が通知されてから 14 日以内に、以下のい

ずれかを行うことができる。 

（a） その判断について遺伝子治療諮問委員会による審査を求める通知を、遺伝

子治療諮問委員会に対して文書で送付する、あるいは 

    （b） その判断についての意見陳述を示す再審査請求の意思を示す通知を、英国

倫理委員会機構に対して文書で送付する。 

 

    遺伝子治療諮問委員会に対する再審査請求通知 

7.39  7.38 項（a）における遺伝子治療諮問委員会に対する通知は、遺伝子治療諮問委員

会のコーディネーターに対して書類あるいは E メールで送付され、英国研究倫理

サービス運営部長に対しては写しが送付されるものとする。書面での連絡の写し

が英国研究倫理サービス運営部長に対して送付されない場合、遺伝子治療諮問委

員会のコーディネーターは英国研究倫理サービス運営部長に対して直ちに通知す

るものとする。 

 

7.40  遺伝子治療諮問委員会は、14 日間経過した後、すべての例外的な状況を考慮に入

れた上で、再審査請求通知を容認する権限を有する。 

 

7.41  このような通知が受領された場合、判断は遺伝子治療諮問委員会の小委員会によっ

て、6.16~6.17 項に基づいて調整された直接審査あるいは電話会議のいずれかで審

査されるものとする。小委員会は委員長あるいは副委員長と、少なくともその他 2
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名の委員で構成されるものとする。外部の専門的助言者は、委員長の裁量によっ

て小委員会への構成員の資格を許可することができる。主任研究者および／ある

いはスポンサーの代理人は、小委員会の審査への出席あるいは電話での対応を依

頼されることがある。 

 

7.42  小委員会は、遺伝子治療諮問委員会の却下の判断を確定するか、その判断を承認の

判断に変更するかを決定するものとする。主任研究者は、再審査請求通知の受領

後 60 日以内に、その決定を書面で通知されるものとする。 

 

7.43  7.42 項に基づき、遺伝子治療諮問委員会がその却下の判断を維持する場合、7.44 項

に基づき、主任研究者は 14 日以内に英国倫理委員会機構に対してさらに再審査請

求の意思を示す通知を提出することができる。 

 

    英国倫理委員会機構に対する再審査請求の意思を示す通知 

7.44  主任研究者は、以下のいずれかの条件で英国倫理委員会機構に対して再審査請求の

意思を通知することができる。 

    （a）  遺伝子治療諮問委員会による最初に却下の判断が通知されてから 14 日以

内、あるいは 

        （b） 7.42 項に基づき、再審査請求後に却下の判断を確定したことを遺伝子治療

諮問委員会により通知されてから 14 日以内 

 

7.45  遺伝子治療諮問委員会による却下の判断に対する英国倫理委員会機構の再審査請

求に関連する機能は、英国研究倫理サービスに委託されている。主任研究者は、

遺伝子治療諮問委員会による却下の判断に対するすべての再審査請求の意思通知

を、再審査請求管理者も務める英国研究倫理サービス運営部長に対して送付する

ものとする。通知は、遺伝子治療諮問委員会の判断に対する意見陳述を含むこと

ができる。申請者は申請あるいは関連資料を変更することはない。英国研究倫理

サービスは再審査請求を却下する権利を有するが、通常、再審査請求は容認され

る。 

 

7.46  再審査請求管理者は、例外的な状況をすべて検討した上で、14 日間経過後、再審

査請求の意思通知を容認する権限を有する。 

 

7.47  再審査請求管理者は、再審査請求が認められるか否かについて、主任研究者に対し

て書面で通知するものとする。再審査請求が認められる場合、主任研究者は再審

査請求された申請審査の調整について通知されるものとする。 
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7.48  主任研究者によって提示されたあらゆる意見陳述と併せて判断を再度検討するた

め、再審査請求管理者は出来るだけ早急に再審査請求委員会を設置するものとす

る。委員会は、委員長と少なくとも 6 名の委員会委員で構成されなければならな

い。委員長および委員会委員には、以下の者を含むことができる。 

・ 遺伝子治療諮問委員会の責任者（officer）あるいは委員 

・ その他 REC の責任者（officer）あるいは委員 

・ 関連する専門知識を有するその他の者 

 

委員会は、現在あるいはかつての REC の非専門家委員であるか、非専門家委員と

しての任命基準を満たす、少なくとも 1 名の非専門家を含まなければならない。委

員会の適切な構成を決定するにあたり、再審査請求管理者は却下の判断の理由、申

請者によって行われた意見陳述、および再審査の施行に求められる専門家の適切な

バランスを検討する。遺伝子治療諮問委員会の委員長による助言は検討される。委

員会の過半数は、現在遺伝子治療諮問委員会の委員を務めていない者であるものと

する。 

 

7.49  遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは、再審査請求委員会の事務局を務める。

委員会の審査は、委員会の委員が決定され次第直ちに調整される。主任研究者お

よびスポンサーの代理人は審査に出席するよう要請される。 

 

7.50  申請者は遺伝子治療諮問委員会によって審査される申請を訂正することは許可さ

れていない。遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは、 最初の審査に関する

書面での連絡（および 7.39〜7.43 項に基づき、遺伝子治療諮問委員会に対する以

前の再審査請求に関するすべての書面での連絡）を、再審査請求管理者への申請

者からの判断陳述と併せて、最初の申請と関連資料を会議が行われる少なくとも

14 日前に再審査請求審議会の委員に対して送付しなけばならない。 

 

7.51  申請は、REC による新規申請審査の標準手順に従い、再審査請求委員会によって審

査されるものとする。申請者が委員会による詳細な情報あるいは説明の文書によ

る要求に対して回答する時間は含まず、再審査請求管理者による再審査請求の意

思を示す通知の受領後 30 日以内に、最終決定が主任研究者に通知されることを目

指すが、求めに応じて、再審査請求管理者は期限の延長を許可することができる。 

 

7.52  再審査請求委員会が却下の判断を維持する場合、この申請についてさらに再審査請

求を行うことは許可されない。しかし主任研究者は、判断の中で提起された倫理
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的懸案事項を検討した上で適切に訂正された新規申請を、遺伝子治療諮問委員会

に提出することができる。 

 

7.53  再審査請求委員会が再審査後に申請について承認の判断を示す場合、臨床試験規則

に基づき、その試験は承認の判断を得たものと見なされる。遺伝子治療諮問委員

会は引き続き、大幅な変更および本 SOP 第 9 節下の試験のモニタリングに関する

その他全事項を審査することを目的とする主たる研究倫理委員会（main REC）と

なる。  
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第 8 節：緊急・迅速審査 

   

基本方針 

8.1   申請の緊急審査に関する法律上の規定は存在しない。臨床試験規則により、研究倫

理委員会（REC）が有効な申請に対して 60 日、90 日あるいは 180 日という期限内

に（研究タイプに応じて）判断を示さなければいけないことのみ規定されている

が、この期限は申請者からの詳細な情報の受領待ちの間、停止することができる

（3.1〜3.2 項参照）。 

 

8.2   しかし、研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）における英国保健省の方針で

は、例えば以下のように、緊急・迅速審査に適した研究もあることが認められる。 

・ 公衆衛生上の緊急状態下で施行される研究 

・ 倫理および研究のグッドプラクティスに関して周知された基準に従って、研

究チームによって容易に特定され、対処されうる単純な問題を含む研究プロ

ジェクトなど、重大な研究倫理上の問題を提起しない研究 

 

8.3   研究倫理サービスは、審査プロセスを早め、倫理審査のための迅速審査の手順を採

用することにより、このような研究を促進することを目標としている。 

 

 

公衆衛生上の緊急状態において施行される研究 

8.4   公共政策上、および国益のために、試験薬の臨床試験（CTIMP）あるいはその他健

康関連の研究を、可能な限り迅速に開始することを認めるため、申請を緊急に審

査するという例外的状況もあり得る。 

 

8.5   研究の緊急審査が正当化されるかを検討する場合、研究倫理サービスはその他の関

連する規制当局と共に、以下の基準を考慮に入れることとする。 

・ 承認プロセスの完了および研究の開始への可能な時間 

・ 貴重なデータあるいはデータの品質を損なう可能性、あるいはデータの獲得に

求められる不相応な努力（disproportionate effort） 

・ 何らかの遅滞により公衆衛生に影響を及ぼす可能性 

・ 保健政策とサービス規定の通知、策定、あるいは定義のための研究の重要性 

 

8.6   研究のスポンサーあるいは主任研究者（CI）がこのような状況が適用されることを

確信する場合、英国研究倫理サービス（NRES）運営部長および／あるいはスコッ

トランド、ウェールズあるいは北アイルランドの REC の運営管理者により（状況
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に応じて）助言を直接受けるために、連絡を取るものとする。このような場合、

個別の REC のコーディネーターあるいは委員長は、通常の倫理審査手順を早める

か免除する権限を有さない。 

 

8.7   英国諸国の別のカントリーの研究実施施設を伴う研究を含む、イングランドにおい

て実施される研究の場合、英国研究倫理サービス運営部長は英国研究倫理サービ

ス局長およびその他関連する運営管理者と相談の上、8.5 項の基準に照らして検討

する。スコットランド、ウェールズあるいは北アイルランドで実施される研究の

場合、要求は当該カントリーの REC 運営管理者によって検討される。関連する管

理者がその状況が正当であると判断する場合には、スポンサーあるいは主任研究

者に対して緊急審査の申請の提出を許可することができる。その決定は、その他

規制機関および審査機関に通知される。申請者は、その他機関に対して同様の要

求を行うことを希望する場合、関連する連絡窓口も通知される。 

 

8.8   緊急審査の申請は、提案された研究のスポンサーあるいは主任研究者によって提出

することができる。標準的な英国研究倫理サービスの申請書式が使用され、通常

の関連資料すべてを提供されるものとする。 

 

8.9   英国研究倫理サービス運営部長は、以下のうち 1 つの方法で申請の審査を手配する

ものとする。 

i. 既存の REC は申請の審査を行うよう任命されることがある。運営部長は、関

連知識を有する他 REC の委員 2 名を当該 REC に追加できるよう手配する、

またはこの申請の審査のために REC 委員として特に任命されたその他の専

門家を手配することがある。 

ii. 特にこの申請の審査のために英国研究倫理サービスによって新たな REC が

設置されることがある。申請が試験薬の臨床試験に関する場合、REC は英国

倫理委員会機構（UKECA）によって法律上の認定を受ける必要がある。REC

の委員については運営部長の裁量に任される問題であるが、非専門家委員お

よび関連する専門家の両方を含むものとする。委員長およびコーディネータ

ーは運営部長によって任命されるものとする。 

 

8.10  運営部長はその準備に関する助言を申請者に対して直接行い、研究によって提起さ

れたすべての重要な倫理的問題の厳格な審査を損なわない範囲で、申請が出来る

だけ迅速に確実に審査されるよう、審査過程の監督（oversee）を行う。申請を審

査するよう指定された REC（「指定 REC（Appointed REC）」）は、審査プロセスの

各段階で達成されるべき期限を運営部長が特定することを除いて、標準業務手順
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書（SOP）に従って審査を行う。 

 

8.11  申請が国民保健サービス（NHS）以外の研究実施施設の施設固有事情の評価（SSA）

を必要とする場合、施設固有事情の評価の通常の手順は、運営部長の裁量により

免除することができる。スポンサーあるいは主任研究者は指定 REC に対して、研

究実施施設、研究者および施設の適性に関する適切な根拠を提供するものとする。

指定 REC の委員長は、NHS 以外の各研究実施施設の施設固有情報書式が完成され

ること、および評価を受けるために、各研究責任者の履歴書と併せて、指定 REC

に直接送付されるよう求めることができる。指定 REC の委員長あるいはコーディ

ネーターは、関連する REC あるいはその他組織に対して助言を求めるため、電話、

E メールあるいはファックスで相談することができる。 

 

8.12  8.6 項（ii）に基づき、承認の判断が特に指定 REC によって示され、その REC がそ

の後廃止される場合、英国研究倫理サービス運営部長は研究のモニタリングおよ

び変更の審査に対する責務を別の REC に再度割り当てするものとする。 

 

 

迅速審査サービス 

8.13  迅速審査サービス（PRS）は、標準的な研究実施および既存のガイドラインに従っ

て規定どおりに特定され管理されうる単純な事項を対象とした研究プロジェクト

を含む、重大な倫理的事項を提起しない研究の緊急・迅速審査を提供する。迅速

審査サービスに基づき、有効な申請の受領後 14 日以内に申請者に対して最終決定

を通知することを目的として、新規申請は REC の本委員会ではなく小委員会によ

って審査される。 

 

8.14  迅速審査サービスの採用、および実施のタイミングは、当該の REC によって審査

される研究の性質およびその他実施において考慮すべき点に配慮した上で、英国

保健省研究倫理サービスの各部門における REC の運営管理者の裁量に任されてい

るものである。迅速審査サービスが実施される場合、本 SOP に定められた手順が

適用される。 

 

8.15  研究が迅速審査サービスによる審査に適しているかを決定する基準は、英国研究倫

理諮問委員会（NREAP）との相談に基づき、英国研究倫理サービスによって開発

され、英国研究倫理サービスのウェブサイトおよび統合研究申請システム（IRAS）

において公開される。その基準は、政策およびガイダンスの開発、研究者および

スポンサーからのフィードバック、および研究倫理サービス内の判断という観点
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から審査される。 

 

8.16  迅速審査サービスによる申請の提出と審査に適用される特別な手順は、以下のとお

り定められている。 

・ 申請の予約、提出および事前確認（1.33、1.35、1.58〜1.63 項）（注:電子的提

出が導入されるまで、迅速審査サービスの申請は予約から 2 日以内に REC に

よって受領されなければならない） 

・ 申請に関する決定（3.8、3.12〜3.13、3.16、3.37、3.46、3.52〜3.54 項） 

・ 小委員会の手順（6.3〜6.5、6.10、6.12、6.23〜6.25 項） 

 

特別な手順が示される場合を除いて、SOP はその他すべての申請と同様に迅速審

査サービスによって審査された申請に適用される。  
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第 9 節：承認の判断を受けた研究のモニタリング 

 

概要 

 主たる研究倫理委員会（main REC）が研究の実施について積極的にモニターすることは

求められていない。しかし、REC はスポンサーあるいは主任研究者（CI）によって提出さ

れた実施状況報告書および安全性報告書、およびその他のあらゆる試験の進捗を踏まえた

審査に基づき、倫理上の判断を継続する（keep）ものとする。モニタリングの第一義的な責

務は、スポンサーおよび研究者の所属機関（employing organization）が担う。 

 研究は通常、最終的な判断が文書で通知されてから 12 か月以内に開始されるものとする。

12～24 か月以内に 1 人も研究対象者が集まらなかった場合、主任研究者は年次実施状況報

告書において遅延について説明すること。研究が 24 か月以内に開始されない場合、REC は

その判断を再検討することができる。 

 各試験の実施状況報告書は、英国研究倫理サービス（NRES）の書式を用いて主任研究者

から主 REC 宛てに毎年送付されるものとする。より頻繁に実施状況報告書を送付するよう

求めることもできる。実施状況報告書は、委員長あるいは他の委員により審査されるもの

とする。年次報告書が受領されない場合、コーディネーターは督促状を発行する。 

 試験薬の臨床試験（CTIMP）の安全性報告は、欧州委員会のガイダンスに従う。スポン

サーは、英国で発生する予期しない重篤な有害反応疑い（Suspected Unexpected Serious 

Adverse Reaction, SUSAR）の緊急報告書および年次安全性報告書（annual safety report, ASR）

を主 REC に送付するよう求められる。年次安全性報告書は ICH E2F ガイドライン「開発時

定期的安全性最新報告（Development Safety Update Report, DSUR）」に従い、世界各国のライ

ンリストを含むものとする。 

 安全性報告書の提出に際して、スポンサーは研究倫理サービスによって発行されたカバ

ーレター書式（covering form）にすべて記入するものとする。報告書は主 REC に対しての

み送付されるものとする。 

 主 REC は予期しない重篤な有害反応疑いの簡易報告（expedited reports）を審査する必要

はない。開発時定期的安全性最新報告の概要は、少なくとも委員長および専門家委員によ

って審査されるものとする。安全性に対する第一義的な責務はスポンサーにある。英国医

薬品庁（MHRA）は主たる規制の責務を担い、すべての安全性の問題について主 REC に通

知を行う。 

 その他の研究の場合、研究に関連した重篤な有害事象（SAE）は、英国研究倫理サービス

によって発行される別書式を用いて 15 日以内に通知されるものとする。 

 主任研究者は研究計画書からの軽微な「逸脱」について、主 REC に通知することなく許

可することができる。逸脱が「大幅な変更」の基準を満たしている場合には、倫理審査が

必要である。誤りあるいは不正行為の結果として発生する研究計画書あるいは医薬品の臨

床試験の実施の基準（GCP）の重大な違反は、通知されなければならない。 
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 主 REC は研究終了については 90 日以内に、早期終了の場合には 15 日以内に通知される

ものとする。試験薬の臨床試験の場合、スポンサーは欧州委員会の書式を提出するものと

する。その他の研究の場合、主任研究者は英国研究倫理サービスの書式を提出するものと

する。 

 主 REC はいつでも倫理上の判断を再検討することができる。詳細な手順は、試験薬の臨

床試験以外の場合の承認の判断の一時停止や撤回（suspension or termination）を考慮する際

の手順書に定められている。スポンサーは通常、このような措置が取られる前に懸念に対

処する機会を与えられ、再審査請求を行う権利を有する。 

 試験薬の臨床試験実施中に発生する懸念への対処に関するガイダンスは、第 13 節を参照

のこと。 

 研究の最終報告書の概要は、研究終了後 12 か月以内に主 REC に対して送付されるものと

する。 

 研究に関する不正行為あるいは刑法上の罪の可能性についての全情報は、REC により、

REC の運営管理者およびその任命権者（appointing authority）に対して内密に引き渡される

ものとする。REC は独自の調査を施行してはならない。 

 

 

法的要件 

9.1   臨床試験規則に基づき、試験薬の臨床試験のスポンサーは、研究開始後にその研究

の進展について主 REC に通知する様々な法的責務を担う。これについては、大幅

な変更に関する規定（第 5 節参照）を除いて、本節に定められている。スポンサ

ーが 2 名以上いるとき、「スポンサー」とは当該機能に対する責務を担うよう指定

されたスポンサーを指す。単一のスポンサーが以下の各責務を担うものとする。 

・ 緊急安全対策の通知 

・ 医薬品安全性モニタリングおよび安全性の報告 

・ 研究終了あるいは早期終了の通知 

 

研究のモニタリングに関する基本方針 

9.2   英国研究倫理サービスの基本方針によると、主 REC は、すべての研究に対して示

された承認という倫理上の判断について、研究の定期実施状況報告書および重大

な進展の観点から審査を続けるものとする。これは、異なる規定が適用される安

全性報告に関する場合を除いて、試験薬の臨床試験およびその他タイプの研究に

も同様に適用される。 

 

9.3   2004 年 3 月 1 日以前に実施されたシステムにおいて、試験が 2 つ以上の REC から

承認という倫理上の判断を得たとき、スポンサーあるいは主任研究者は英国研究
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倫理サービス運営部長に連絡を取り、単一の主 REC がその研究のモニタリングに

対する責務を担うべく任命されるよう求めるものとする（10.9 項参照）。 

 

9.4   スポンサーおよび研究者が提出するよう求められる報告書を用いるほかには、主

REC は研究の積極的なモニタリング（proactive monitoring）に対する責務は担わな

い。この責任はスポンサーおよび研究者の所属機関にある。同様に、施設固有事

情の評価（SSA）を担当した REC（施設固有事情の評価 REC（SSA REC））は、施

設固有事情の評価を必要とする国民保健サービス（NHS）以外の試験機関におけ

る研究について、その施設での実施を積極的にモニタリングする責任を負わない。 

 

9.5   主任研究者およびスポンサーの代理人には、主 REC やその小委員会に出席し、研

究についての倫理的や安全性に関する懸念について議論するよう求められる可能

性が常にある。同様に、施設の研究責任者は、試験機関の適切性に関する新たな

すべての懸念について議論するための施設固有事情の評価 REC あるいはその小委

員会に出席するよう求められることがある。 

 

 

研究開始 

9.6   研究は通常、REC によって承認という倫理上の判断が示された日から 12 か月以内

に開始されるものとする。研究計画書において定められた手順のいずれかが開始

されたとき、既に試験は開始されたものとみなされる。開始日は研究の最初の年

次実施状況報告書に記載されるものとする。 

 

9.7   研究が 12 か月以内に開始されなかった場合、主任研究者は最初の年次実施状況報

告書において、その遅延について主 REC に書面で説明するものとする（9.11 項参

照）。 

 

9.8   プロジェクトが 24 か月以内に開始されなかった場合、詳細な説明を行うものとす

る。REC は 9.87〜9.102 項の手順に基づき、その判断を再検討することができる。 

 

9.9   研究が開始前に中止された場合、主任研究者あるいはスポンサーは主 REC に対し

て（試験薬の臨床試験の場合は MHRA に対して）、その理由を示した上で書類に

より通知が行われるものとする。研究終了あるいは早期終了の申告書を提出する

必要はない（9.82〜9.83 項参照）。研究が中止され、後日新たに開始されることが

提案される場合、新規申請が行われるものとする。 
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承認という倫理上の判断の有効期間 

9.10  特定の研究に対する主 REC の承認という倫理上の判断は、判断の一時停止あるい

は撤回を行う措置が取られる場合を除き、当該研究の有効期間は適用され続ける

（9.86〜9.93 項参照）。研究期間の延長自体は、例えば目標症例数の増加、新たな

処置や付随研究の追加、あるいは追跡調査の拡張のような、その他変更に関連す

る場合を除けば、大幅な変更にはあたらない。研究の有効期間が申請書式に明記

された期間を超えそうなとき、通知を行うか、あるいは主 REC から承認を得る必

要はない。しかし、研究を終了するために追加の研究期間が必要とされる理由を

示した上で、試験の有効期間がこのように延長される場合、年次実施状況報告書

は引き続き提出されるものとする（9.12〜9.20 項参照）。 

 

9.11  倫理上の判断の継続は、申請に記載された研究、研究計画書、およびスポンサーに

よるすべての変更にのみ適用されるものとする。追加の研究を実施するよう求め

られるとき、倫理承認を受けるためにさらに申請が行われるものとする。2004 年

人組織法のもと、「関連物質（relevant material）」である人組織を対象とする研究の

場合、最初の研究が終了した時点で、イングランド、ウェールズあるいは北アイ

ルランドにおいては、当初の倫理上の承認の条件下で物質を保管する権限は失効

する（11.17〜11.18 項参照）。 

 

 

実施状況報告書 

9.12  承認の判断を得たすべての研究の実施状況報告書は、少なくとも年に 1 回は主 REC

に対して提出されるものとする。報告書の受領期日は、承認の判断が示された日

から 30 日間である。報告書は、9.19 項が適用される場合を除いて、試験の終了が

申告されるまで、引き続き少なくとも年に 1 回は提出されるものとする。主 REC

は、定期報告書がより頻繁に提出されることを求めたり、どの時点でも追加的な

実施状況報告書を求めたりすることができる。 

 

9.13  実施状況報告書は英国研究倫理サービスによって規定された書式で作成され、ウェ

ブサイトに公表されるものとする。報告書はスポンサーあるいは主任研究者によ

って提出されることがあるが、常に主任研究者の署名を付されるものとする。 

 

9.14  実施状況報告書はコーディネーターが確認し（標準書式 37 を用いることができる）、

少なくとも委員長、あるいは委員長の裁量により、1 名あるいは 2 名以上の委員会

委員（例えば当該研究の担当委員）、あるいは科学顧問（Scientific Officer）が審査

するものとする。委員会には報告書の受領が通知されるものとする（2.15項参照）。
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写しあるいは要約を委員に配布することができる。 

 

9.15  実施状況報告書が受領される度に、主 REC が研究に対する承認という倫理上の判

断を再確認する必要はない。REC が審査を行う理由がない限り、研究の継続に対

して、判断は有効なままであると仮定される。 

 

9.16  委員長や他の委員、あるいは科学顧問が、研究に対する REC の判断を再検討する

理由が実施状況報告書に示されていると判断した場合、その問題は本委員会ある

いは小委員会において検討されるものとする。 

 

9.17  実施状況報告書が期日までに受領されないとき、REC のコーディネーターは督促状

標準書式 38 を送付するものとする。さらに 1 か月経過後も報告書が受領されてい

ない場合、委員長はさらにどのような措置が講じられるべきかを検討するものと

する。承認という判断の再検討に関して、一時停止や撤回の可能性を含む詳細な

ガイダンスは、9.87~9.102 項に記されている。 

 

9.18  実施状況報告書は施設固有事情の評価 REC に送付する必要はない。 

 

9.19  主 REC の委員長は、最初の実施状況報告書の受領後、主任研究者による書面での

要求を受けた場合には、それ以上の報告を免除する権限を有する。これは、研究

対象者のリクルートと介入を終了した後に、研究対象者の関与がほとんどない長

期間の追跡調査が実施される研究の場合には適切である。 

 

 

緊急安全対策* 

9.20  臨床試験規則により、スポンサーや主任研究者、あるいは研究実施機関における研

究責任者は、健康や安全性に対する何らかの直接的危険から試験薬の臨床試験の

被験者を守るために、適切な緊急安全対策を取ることができる。主 REC および

MHRA には即座に通知され、取られた対策とその理由については各事象から 3 日

以内に通知されなければならない。英国研究倫理サービスの方針により、このよ

うな要件は REC から承認の判断を得たその他すべての研究に適用されるものとす

る。 

 

9.21  REC に対する最初の通知は、電話で行われるものとする。書面による通知は 3 日以

内に送付されるものとする。通知には緊急安全対策の理由および今後の行動計画

が提示されるものとする。 
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9.22  REC は緊急安全対策を承認する必要はない。しかし、緊急安全対策の通知は、主

REC や小委員会の会議において審査されるものとする。REC は、講じられた対策

が研究対象者に対する明らかなリスクに関連する適切なものであるか、またスポ

ンサーおよび研究者が、例えば研究計画書の変更の提出のような、さらにどのよ

うな行動を取ることを提案しているかを検討するものとする。研究対象者の安全

や福祉、あるいは研究の実施について何らかの懸念が発生するとき、REC はスポ

ンサーあるいは主任研究者と共に、文書でこれに対処するものとする。 

 

9.23  緊急安全対策が研究責任者によって講じられるとき、主 REC は関連する NHS の研

究開発事務局（R＆D Office）あるいは施設固有事情の評価 REC がこれについて確

実に通知を受けるように努め、研究実施機関の継続的な適切性について何らかの

懸念が生じた場合には、その助言を求めるものとする。 

 

 

試験薬の臨床試験における安全性報告 

 

欧州委員会のガイダンス 

9.24  EU 指令に基づき、欧州委員会は「人に使用する医薬品の臨床試験で発生する有害

反応報告書の収集、検証および提示に関する詳細なガイダンス」（CT3）を公表し

た。このガイダンスでは、研究者からスポンサーに対する、およびスポンサーか

ら欧州臨床試験データベース（EudraCT）の医薬品安全性データベース臨床試験モ

ジュール（EVCTM）、および各加盟国の所轄官庁と倫理委員会に対する、安全性

報告の要件を述べている。CT3 は、英国における試験薬の臨床試験のスポンサー

にとって、ガイダンスの主たる拠り所になるものである。以下の項では、これら

のガイダンスが倫理委員会に対する報告に適用される際に重要となる要件につい

てまとめる。 

 

    英国における個別の予期しない重篤な有害反応疑い（SUSAR）の緊急報告 

9.25  臨床試験における試験薬（IMP）の使用と関連した、予期しない重篤な有害反応疑

いは、緊急報告に関する指令要件に従い、MHRA と主 REC 両方に通知されなけれ

ばならない。これには試験において使用される実薬対照群に関連する予期しない

重篤な有害反応疑いが含まれる。主 REC の場合、スポンサーは英国内の関連する

試験で発生する予期しない重篤な有害反応疑いを緊急報告することのみ求められ

る。英国外の試験で発生する予期しない重篤な有害反応疑いは、全所轄官庁に緊

急報告されるものとするが、英国内の倫理委員会に対してこの方法で通知される



173 

 

必要はない。しかし、試験が英国内で開始した時点で、年次安全性報告書と共に

提出されるラインリストには含まれるものとする（9.37~9.44 項参照）。REC が英

国外の予期しない重篤な有害反応疑いの緊急報告を受領するとき、コーディネー

ターはそれをシュレッダーにかけるよう手配することは可能であり、受領を確認

する必要はない。 

 

9.26  英国外の予期しない重篤な有害反応疑いの報告書、あるいは英国で実施される試験

薬その他試験で発生する予期しない重篤な有害反応疑いの報告書を、英国におけ

る新規試験申請の一環として REC に提出する書類に含める必要はない。研究計画

書および REC 申請書式は、安全性プロファイルに関する最新の概要を REC に提供

するものとする。その後、スポンサーが、英国における倫理審査プロセス中ある

いは試験開始前に安全性データを受領し、このデータが REC 申請に際して記され

た試験薬の安全性プロファイルを実質的に変更し、リスク・ベネフィット評価お

よび研究対象者候補に提供される情報に影響を及ぼしうるとき、これは REC に通

知されるものとする。 

 

9.27  重篤な有害反応とは、投与量にかかわらず生じる、以下のような試験薬の好ましく

なく、意図しない反応（untoward and unintended response）である。 

(a) 死に至るもの 

(b) 生命を脅かすもの 

(c) 入院あるいは入院期間の延長が必要であるもの 

(d) 永続的あるいは顕著な障害・機能不全に陥るもの 

(e) 先天異常あるいは先天性欠損を来すもの 

 

たいていの場合、反応が「重篤」であるかの判断および因果関係評価は、研究者に

よって行われる。研究者の評価は、スポンサーによって低く評価されてはならな

い。スポンサーが研究者の因果関係評価に合意しない場合、スポンサーと研究者

両方の意見を報告書に記載するものとする。 

 

9.28  有害反応の性質および重症度が試験薬の安全性参照情報（RSI）と一致しない場合、

その有害反応は「予期しない（unexpected）」ものと判断される。安全性参照情報

は、販売承認を得た製品の場合には製品概要（SmPC）において示されるか、可能

な場合には試験の試験薬概要書において示される。たいていの場合、予測性の評

価は安全性参照情報に照らしてスポンサーによって実施される。 

 

9.29  致命的あるいは生命を脅かす予期しない重篤な有害反応疑いは、出来るだけ早く、
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またいかなる事象においてもスポンサーがその事象を認識してから 7 日以内に、

MHRA および主 REC に対して報告されなければならない。最初の報告書が不完全

である場合、最初の報告書の送付後 8 日以内に、完全な報告書が提出されなけれ

ばならない。すでに報告を受けた事例について、重大な新情報をスポンサーが受

領した場合、審査日数の算入を再開し、これは情報の受領後 15 日以内に追跡報告

書として提供されるものとする。 

 

9.30  致命的ではなく生命を脅かさない予期しない重篤な有害反応疑いは、出来るだけ早

く、またいかなる事象においてもスポンサーがその事象を最初に認識してから 15

日以内に、MHRA および主 REC に対して報告されなければならない。事象が最初

は致命的あるいは生命を脅かすものではないと報告され、その後致命的あるいは

生命を脅かすものであると判明した場合には、出来るだけ早く、またその事象の

重症度が認識されてから 7 日以内に、追跡報告書を作成するものとする。 

 

9.31  たいていの場合、プラセボに関連した有害事象は、予期しない重篤な有害反応疑い

の基準を満たさない。例外的にこれが発生した場合には（例えば添加剤あるいは

不純物による反応）報告するものとする。 

 

9.32  主 REC 以外の REC に報告書を提供する必要はない。スポンサーは他 REC に対し

て報告書を送付すべきではない。スポンサーがそれを送付するとき、コーディネ

ーターはそれをシュレッダーにかけるよう手配することは可能であり、受領を確

認する必要はない。 

 

    予期しない重篤な有害反応疑い報告書の様式 

9.33  予期しない重篤な有害反応疑いの報告書は、現行版 ICH E2B「個別症例安全性報告

を伝送するためのデータ項目」

（http://ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html から入手可

能）において定められた様式が取られるものとする。報告書にはそれぞれ 1 つの

予期しない重篤な有害反応疑いだけが含まれるものとする。求められる最小限の

情報については、CT3 において定められている。因果関係評価は、スポンサーと

研究者との間に合意が得られていない場合には、双方による評価を含め、すべて

の報告書に含まれるものとする。 

 

    その他の緊急安全性報告書 

9.34  研究対象者の安全に関連している可能性があり、研究対象者を保護する措置が必要

だが、予期しない重篤な有害反応疑いの定義を満たしていないその他の事象が臨
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床試験中に発生するかもしれない。欧州委員会はこれについて、以下のガイダン

スを示している。 

    (a) 臨床上重要であると判断される、予期しない重篤な有害反応の発生率の増加

あるいは質的変化 

    (b) 被験者の安全性に影響を与える可能性がある、試験の実施あるいは試験薬の

開発に関連する新たな事象、例えば： 

- 試験手順に関連しうる、また試験実施を変更しうる重篤な有害事象（例

えば、前観察期間（run-in period）中に発生する重篤な有害事象） 

- 生命を脅かす疾患の治療に用いられる試験薬の有効性の欠如のような、

被験者集団に対する重大な危険性 

- 新たに終了した動物実験による安全性に関する重要な発見（例えば発が

ん性） 

- 試験が同一の試験薬を用いて同一のスポンサーによって別国で実施され

るとき、安全性の理由による試験の想定内の停止（halt）あるいは一時停

止 

(c) 被験者の安全性に関連するとき、データモニタリング委員会（DMC）の決定

あるいは推奨 

 

9.35  このような事象や見解は予期しない重篤な有害反応疑いとして報告されるべきも

のではないが、緊急安全対策、大幅な変更あるいは試験の早期終了のようなその

他措置が必要とされることがある。このような措置が講じられないとき、試験薬

の現行のリスク・ベネフィット評価を大きく変更させることがあるすべての安全

性事項について、スポンサーが所轄官庁および倫理委員会に対して通知すること

が、（欧州）委員会のガイダンスにより推奨される。 

 

    予期しない重篤な有害反応疑い報告書の非盲検性 

9.36  二重盲検試験の場合、スポンサーは通常、所轄官庁、倫理委員会および 欧州臨床

試験データベースの医薬品安全性データベース臨床試験モジュールに対して予期

しない重篤な有害反応疑いを非盲検化して報告することが、欧州委員会のガイダ

ンスにより推奨される（非盲検化する報告の要請の免除はすべて、MHRA と合意

するものとする）。非盲検化された情報は、安全性報告に関与する必要がある者、

あるいは試験において進行中の安全性評価に関与している者のみ利用できるもの

とする。盲検化は、進行中の試験実施に対する責任を担う者（例えば、試験管理

者、モニター、研究者）あるいは結果の分析と解釈に対する責任を担う者に対し

てのみ維持される。研究者は、安全性の理由から必要な場合にのみ、非盲検化さ

れた情報を受け取ることとする。 
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    年次安全性報告書 

9.37  試験が実施されているそれぞれの試験薬について、スポンサーは、自身が責任を担

う製品の全臨床試験において、英国内であってもその他の試験地であっても、被

験者の安全性に関する年次報告書を主 REC に対して提供するものとする。 

 

9.38  すべての年次安全性報告書は、ICH E2F ガイドラインで定められた開発時定期的安

全性最新報告の書式が取られるものとする

（http://ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html で利用可能）。

2010 年 9 月に欧州医薬品庁人用医薬品委員会（CHMP）によって採用され、2011

年 9 月 1 日に施行されたこのガイドラインは、ICH 加盟国内で開発中の医薬品に

関して、定期報告の共通基準を定めたものである。これは、EU において施行され

る試験薬の臨床試験の年次安全性報告書に求められる基準を満たすものである。 

 

9.39  年次安全性報告書の主たる目的は、以下を実施することにより、試験薬に関して、

それが販売されるか否かは考慮せず、その報告期間中に収集された適切な安全性

情報について、包括的で周到な年次審査と評価を示すことである。 

i. 報告期間中にスポンサーによって得られた情報が、試験薬の安全性に関する事

前知識に合致しているかを調べること（期間初めに設けられた安全性参照情報

によって、つまり必要に応じて試験薬概要書あるいは製品概要によって定義さ

れているとおり） 

ii. 被験者保護に影響を及ぼしうる新たな安全性の問題について記述すること 

iii. 特定された潜在的リスクに対する現時点での理解と管理についてまとめるこ

と、および 

iv. 臨床試験／開発プログラムおよび試験結果の状況を更新すること 

 

    年次安全性報告書は、被験者の安全性に関連するときのみ対照薬に関する情報を

提供することとし、主に試験薬に集中するものとする。 

 

9.40  年次安全性報告書は、試験薬の治療的使用を含む（例えば拡大アクセスあるいはコ

ンパッショネート使用プログラム）、進行中のすべての臨床試験、およびスポンサ

ーが実施中であるか審査期間中に終了したその他試験による安全性情報を提供す

るものとする。くわえて、試験薬の安全性に関連するその他すべての重大な発見

を含むものとする（例えば、観察研究、疫学研究あるいは非臨床研究によるもの）。 

 

9.41  推奨される年次安全性報告書の書式および内容（ICH E2F ガイドラインに定められ
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ている）は、付属文書 E にまとめられている。これは、報告書の重要な情報につ

いて簡潔な要旨を提供し、独立した書類として REC 委員による審査に適する概要

を含むものとする。 

 

9.42  年次安全性報告書は、その年に実施された関連する試験において発生したすべての

重篤な有害反応疑い（Suspected Serious Adverse Reactions, SSAR）について、予期

されたものと予期されなかったものの双方を含めたラインリストを含むか、それ

を添付するものとする。ラインリストは、EU 加盟国あるいは世界中、および英国

で発生した重篤な有害反応疑いを含むものとする。関連する試験において用いら

れる実対照薬あるいはプラセボに関連する重篤な有害反応疑いを含むものとする

（対照薬に関する別の年次安全性報告書は必要ない）。 

 

9.43  スポンサーが同一の試験薬を用いて英国内でいくつかの試験薬の臨床試験を実施

している場合、すべての関連する試験を対象とする 1 つの安全性報告書を提供す

ることができる。報告書は当該の主 REC に対してそれぞれ送付されるものとする。

通常は各試験ごとに別のカバーシートが提出される（9.53 項参照）。 

 

9.44  年次安全性報告書は、報告期間の終了後可及的速やかに、遅くとも 60 日以内に主

REC に対して送付されるものとする。他 REC に年次安全性報告書の写しを送付す

る必要はない。 

 

    年次安全性報告書の報告期間 

9.45  年次安全性報告書の報告期間は、欧州経済地域のいずれかの加盟国の所轄官庁によ

る、試験の最初の承認日に開始する。これは、試験に対して主 REC が承認の判断

を示した日と関連して定義されることはない。 

 

9.46  2004 年 5 月 1 日以前に開始された英国のみで実施される臨床試験の場合、報告期

間は MHRA による（あるいは以前は医薬品管理局による）最初の臨床試験許可証

（CTX）の文書あるいは医師・歯科医師が行う医師特例許可証（DDX）の文書の

発行日に開始される。 

 

9.47  報告書が 2 つ以上の臨床試験を対象とするとき、報告期間はこれらの試験のうち最

初の試験がいずれかの加盟国において承認された日に開始される。 

 

9.48  スポンサーが試験薬の市販承認取得者である場合、報告期間は医薬品の国際誕生日

（IBD）に開始される。試験薬が、臨床試験において試験されている際、いずれか
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の加盟国において最初に市販承認が許可された場合、報告期間は最初の承認日か

ら IBD に変更される。 

 

9.49  年次安全性報告書を提供する法律上の要求は、英国の試験期間において最初の研究

対象者がリクルートされた日に開始する（試験開始前に重大な安全性情報を通知

するためのガイダンスについては、9.26 項を参照）。報告の要求は、英国において

試験の終了あるいは早期終了が通知された日に終了する（試験が他国で継続され

ていたとしても）。 

 

9.50  試験終了の申告時に、最終安全性報告書を提出する必要はない。 

 

9.51  試験終了後、リスク・ベネフィット分析を変え、その試験に参加した被験者に影響

を及ぼしうる予期されない安全性の問題は、提案された対策と併せて、MHRA お

よび主 REC に対して出来るだけ早く報告されるものとする。 

 

    安全性報告書の提出 

9.52  緊急年次安全性報告書は、通常はスポンサーによって提出されるが、スポンサーの

法定代理人あるいは主任研究者によって提出することもできる。報告書は通常は E

メールで送付するものとする。緊急ラインリストは、REC 事務局の裁量により CD

で提出することができる（CD の写しは 3 枚提供するものとする）。 

 

9.53  主 REC に対する各提出には、英国研究倫理サービスのウェブサイトで公開されて

いる標準的カバーシートである、試験薬の臨床試験の安全性報告書書式を添付す

ること。同一の試験に関連するいくつかの安全性報告書の提出に対して、1 つの書

式を使うことができる。書式は当該試験を特定するものでなければならず、添付

物は個別にリスト化し、参照しやすくすること。報告書は通常 2 つ以上の試験を

取り扱うべきではない。しかし、2 つの試験が非常に密接に関係しているとき、例

えば同一の治療計画を有する主たる試験および延長試験（extension study）のとき、

REC はこれを許可することができる。 

 

9.54  コーディネーターは、書面によるすべての報告書に署名を行い、提出者に対して書

式の写しを返却することにより、30 日以内にその受領を確認すること。二重盲検

試験の場合、盲検性が損なわれることがあるので、研究者に対して書式の写しを

送付すべきではない。 

 

    臨床試験の安全性モニタリングに対する責務 
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9.55  被験者の安全性モニタリングについての第一義的な責務は、スポンサーが担うもの

である。ある種の試験薬の臨床試験の場合、例えば予測される高い罹患率あるい

は死亡率を伴う試験、あるいは予期されないリスクや不確実なリスクを伴う二重

盲検試験の場合、スポンサーは（欧州）委員会のガイダンスにより、安全性の問

題について助言を行う独立したデータモニタリング委員会（DMC）を設置するよ

う強く推奨される（REC に対するデータモニタリング委員会のガイダンスは英国

研究倫理サービスのウェブサイトで利用可能である）。安全性プロフィールあるい

はリスク・ベネフィット分析が著しく変更されるとき、スポンサーは、緊急安全

性対策、研究計画書の変更、あるいは試験の一時停止や撤回さえも含む措置を講

じる義務を負う。 

 

9.56  スポンサーは、EU 加盟国で発生するすべての予期しない重篤な有害反応疑いにつ

いて、完全なデータを医薬品安全性データベース臨床試験モジュールに対して提

出するよう求められる。これにより、関連する所轄官庁が、必要に応じて協力の

上、臨床試験における安全性の問題について効果的に把握することが可能となる。

英国の規制を背景として、MHRA は欧州データベースにアクセスすることにより、

臨床試験の安全性について積極的にモニタリングを行う。MHRA がスポンサーに

関して安全性の懸念を提起するとき、試験の倫理に対するあらゆる含意が並行し

て検討されうるよう、MHRA は主 REC に対して直接情報提供する。 

 

9.57  以上の文脈において、REC の責務は必然的により限定される。REC は包括的な安

全性データにアクセスせず（特に、英国外の予期しない重篤な有害反応疑いは REC

に対して緊急報告を行うよう課せられていない）、概して利用可能なデータの徹底

的な分析を実行するために求められる資源および専門知識を有することもない。

しかし、REC はスポンサーあるいは MHRA によって喚起された安全性の懸念に基

づいて、いつでも活動できる状態にあることとする。特に、REC は研究対象者の

同意がリスクとベネフィットに関する正確かつ最新の情報に基づいていることを

確認する責任を担う。 

 

9.58  それゆえ、主 REC は以下のガイダンスに従って安全性報告書の審査を行うものと

する。 

 

    主 REC による安全性報告書の審査 

9.59  予期しない重篤な有害反応疑いの緊急報告書、あるいはその他の出来事について、

コーディネーターが確認し、記録するものとする。委員長が目を通す必要はない。

このように限定的なデータを基に試験の全体的な安全性を評価することはできな
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いため、緊急報告書の受領を委員会に定期的に通知したり、何らかの審査を実施

したりする必要はない。試験全体としての安全性報告書について、専門家委員あ

るいは専門的助言者がそれを有益だと判断した場合には、予期しない重篤な有害

反応疑いの報告書に言及することができる。 

 

9.60  年次安全性報告書は少なくとも委員長および、委員長が適切な専門知識を有してい

る場合を除いて、専門家委員あるいは専門的助言者によって審査されるものとす

る。後者は通常、臨床薬理学者、臨床試験に精通した薬剤師（trial pharmacist）、あ

るいはその疾患分野の専門家である。審査は、通信もしくは小委員会もしくは本

委員会で行うことができる。審査は報告書のエグゼクティブ・サマリーに限定す

ることができる。REC は報告書全体あるいはラインリストについて詳細な評価を

行うことは求められない。審査の目的は以下のとおりである。 

・ 説明文書に記載されたリスク・ベネフィット分析の正確さをチェックすること 

・ 研究対象者に対して新たな情報が提供されるべきか、および試験において研究

対象者の合意が継続して得られるべきかを検討すること 

・ 試験の倫理性に関連することがあるその他すべての問題を考慮すること 

 

9.61  上記のいずれかに関して懸念があるとき、REC は主任研究者あるいはスポンサーに

対してその懸念を伝えるべく書き送り、詳細な情報を要求することができる。や

り取りの写しは、MHRA の臨床試験部門本部に E メールで送付するものとする

（3.82 項参照）。主任研究者は、REC の懸念について議論するため、小委員会ある

いは委員会の会議に出席するよう求められることがある。 

 

9.62  結果および DMC による推奨が主 REC によって受領されたとき（9.34 項(c)参照）、

年次安全性報告書と同様の方法で審査されるものとする。 

 

9.63  委員会は、コーディネーターの報告書において（2.15 項参照）、年次安全性報告書

の受領と DMC による推奨について通知されるものとする。報告書には、報告書の

審査を行った人物について記載し、発生したすべての懸念および講じられたさら

なる措置について要旨をまとめるものとする。必要に応じて、懸念は委員会の審

査において議論することができる。 

 

    安全性の問題に関する MHRA との連絡 

9.64  主 REC は、被験者の安全性、リスク・ベネフィット評価の正確さ、あるいは被験

者に与えられるべき新たな情報の必要性に関するすべての重大な懸念について、

MHRA の注意を喚起するものとする。連絡は臨床試験部門本部に対して E メール
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で送付すること（13.9 項参照）。この場合、標準書式 16 を使用してよい。やり取

りは確認される。 

 

9.65  MHRA が被験者の安全性について懸案するとき、あるいはリスク・ベネフィット

評価に変更があるとき、講じるすべての措置について主 REC に継続して情報提供

を行う。臨床試験部門本部は、スポンサーとの関連する全やり取りについて、主

REC に確実に写しを送付する。主 REC は臨床試験部門本部に対して、E メールあ

るいは電話で詳細な情報あるいは説明を求めることができる。臨床試験部門が、

例えば説明文書の修正の要求など、臨床試験許可（CTA）に関連する措置を講じる

ことも推奨される。 

 

 

その他の研究に対する安全性報告 

9.66  試験薬の臨床試験以外の研究において、重篤な有害事象は、以下を伴う好ましくな

い発現であると定義される。 

(a) 死に至るもの 

(b) 生命を脅かすもの 

(c) 入院あるいは入院期間の延長が必要であるもの 

(d) 永続的あるいは顕著な障害・機能不全に陥るもの 

(e) 先天異常あるいは先天性欠損を来すもの 

(f) その他の研究者によって、医学的に重要な状態と判断されるもの 

 

9.67  研究対象者に発生する重篤な有害事象は、その事象が主任研究者の意見では以下に

当たるとき、主 REC に報告されるものとする。 

・ 「関連がある」：つまり、何らかの研究手順の管理に起因する 

・ 「予期しない」：つまり、そのタイプの事象が起こりうる事象として研究計画

書に記載されていない 

 

9.68  関連があり予期しない重篤な有害事象の報告書は、主任研究者がその事象を認識し

てから 15 日以内に、英国研究倫理サービスのウェブサイトに公開されている試験

薬の臨床試験以外の場合の重篤な有害事象報告書を用いて提出されるものとする。 

 

9.69  主任研究者は、研究対象者の安全性に関する報告書を年次実施状況報告書に含める

ものとする。 

 

9.70  重篤な有害事象の別報告書が小委員会あるいは委員会において審査されるものと
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する。 

 

9.71  主 REC 以外の REC に対して報告書を提供する必要はない。 

 

 

研究計画書からの逸脱 

9.72  研究計画書からの逸脱とは、予期せぬ状況に対処するため、試験研究計画書の要件

から計画的に脱却することである。このような逸脱は先立って、あるいは緊急安

全対策の場合には事象の発生後出来るだけ早く、スポンサーあるいは主任研究者

と合意するものとする。研究計画書からの軽微な逸脱は、軽微な（「大幅ではない」）

変更と見なすことができ、主 REC に定期的に通知する必要はない。しかし、逸脱

が「大幅な変更」の基準を満たす場合、主 REC に通知され、倫理上の判断を求め

るものとする。特に、健康あるいは安全に対する直接的危険から研究対象者を保

護するために逸脱が行われるとき、これは緊急安全対策として主 REC に通知し、

相応の審査を受けるものとする（9.20～9.23 項参照）。 

 

9.73  研究計画書における誤り、あるいは不適切さにより逸脱が必要であるとき、スポン

サーは適切な変更を行う責任を担う。変更が大幅なものである場合には、その変

更がなされる前に、倫理審査のために主 REC に変更を届け出るものとする（第 5

節参照）。臨床試験規則においては、個別の研究対象者に関して提案された逸脱に

ついて、倫理委員会が判断を下す（例えば、特定の研究対象者の選択基準を免除

する）際の規定はない。スポンサーが試験の全般的な実施に関する大幅な変更を

通知する場合を除いて、REC はこのような提案を審査すべきではない。 

 

 

研究計画書違反 

9.74  先立って、あるいは事象の発生後出来るだけ早くスポンサーおよび主任研究者と合

意した上での「研究計画書からの逸脱」と、誤り（error）あるいは欺瞞（fraud）

／不正行為の結果として許可なく行われる「研究計画書違反」は、区別される。 

 

9.75  研究計画書違反の調査を行い、是正措置を講じる第一義的な責務は、スポンサーが

担う。軽微な研究計画書違反については、「重大な違反」に相当しない限りは REC

に通知する必要はない（9.107～9.118 項参照）。スポンサーが軽微な研究計画書違

反について自発的に REC に通知するとき、コーディネーターは受領を確認し、参

考として委員長に報告書を送付するものとする。違反が単独で、あるいは軽微な

違反に関するその他報告書と併せて、重大な違反として扱うと委員長が考えない
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限りは、さらに何らかの措置を講じる必要はない。 

 

 

研究の一時停止 

9.76  スポンサーが試験薬の臨床試験を一時的に停止するときには（全試験の停止か、個

別の研究実施機関における停止かにかかわらず）、MHRA および主 REC は、欧州

委員会によって規定された大幅な変更の通知書の提出から 15 日以内に通知を受け

るものとする（5.4 項参照）。書式において、研究対象者のリクルートの中止およ

び／あるいはすでに組み入れられている研究対象者の対応を中止する理由と範囲

を明確に説明すること。大幅な変更は通常の方法で主 REC によって審査されるも

のとする。 

 

9.77  試験を再開するために、スポンサーは、許可（authorisation）および承認という倫理

上の判断を求める大幅な変更通知書をさらに提出するものとする。この場合、試

験を再開しても安全であることのエビデンスを提供すること。スポンサーが一時

停止後に試験を再開しないことを決定する場合には、試験終了が申告されるもの

とする（9.79 項参照）。 

 

9.78  英国研究倫理サービスの方針に基づき、研究対象者を危害から保護するために、そ

の他のいかなる研究の一時停止に際しても同様の手順を適用するものとする。試

験薬の臨床試験以外の場合、英国研究倫理サービスの大幅な変更通知書が用いら

れるものとする（5.13 項参照）。 

 

 

研究の終了あるいは早期終了の申告 

9.79  臨床試験規則に基づき、スポンサーは、試験の終了後 90 日以内に試験薬の臨床試

験が終了した旨を、MHRA および主 REC に対して書面で通知するものとする。国

際共同試験の場合、欧州委員会のガイダンスにより、スポンサーは試験全体の終

了を通知することのみ求められている。英国の試験が全加盟国における終了に先

立って終わるとき、これは任意で通知することができる（試験終了の申告書は、

この場合用いるべきではない）。 

 

9.80  試験を早期終了する場合、スポンサーは終了日から 15 日以内に主 REC に対して通

知するものとする。この場合、早期終了の理由を説明すること。 

 

9.81  研究終了の定義は研究計画書において示され、この定義の変更はいずれも大幅な変
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更として通知するものとする。研究の終了は、研究計画書において、研究に関す

る質問への回答に求められる全データの収集に関連して定義されること。副次的

エンドポイントあるいは三次エンドポイントを達成するために、臨床試験研究計

画書に追跡モニタリングおよびデータ収集が必要であるときには、試験の終了は

治療の最終来院時ではなく最終データ獲得時とする。 

 

9.82  試験薬の臨床試験の終了あるいは早期終了の申告は、「所轄官庁に対するヒト用医

薬品臨床試験の承認要求、大幅な変更の通知、および試験終了の申告に関する詳

細なガイダンス」（ENTR / CT1）の付属文書 C において欧州委員会が規定して書式

で行うこととする。なお、研究対象者への情報提供や試験外での継続的医療の提

供およびフォローアップといった措置について倫理審査を求める場合には、早期

終了の申告と同時に大幅な変更通知を提出することができる。 

 

9.83  英国研究倫理サービスの方針により、主 REC に対する終了あるいは早期終了の通

知の要求は、承認の判断を得ているその他すべての研究にも適用される。試験薬

の臨床試験以外の場合には、報告書は、英国研究倫理サービスが規定し、ウェブ

サイト上に公開した書式で提出されるものとする。 

 

9.84  試験の終了あるいは早期終了のすべての通知は、コーディネーターが確認し（標準

書式 39 を用いることができる）、委員長、あるいは委員長の裁量により、委員会

の他の委員あるいは科学顧問が審査するものとする。委員会には、コーディネー

ターの報告書で通知される。REC あるいは小委員会の審査での議論が必要な問題

が生じたと委員長が判断しない限りは、さらなる措置を講じるよう求められるこ

とはない。 

 

9.85  試験の終了が申告された後に、REC が大幅な変更通知を提出することはできない。 

 

9.86  試験終了後の最終安全性報告書および安全性問題の通知の提出に関するガイダン

スは、9.46～9.47 項に定められている。 

 

 

承認という倫理上の判断の再検討 

9.87  主 REC は、安全性報告書、実施状況報告書、あるいは試験実施に関して受領され

たその他情報に照らして、試験の承認という倫理上の判断をどの時点でも再検討

することができる。これには、患者、医療サービス消費者、介護者や患者団体に

よって提起された懸念、あるいはメディアの報道によって提起された問題が含ま
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れる。主任研究者あるいはスポンサーは、主 REC に対してその判断を再検討する

よう求めることや当該研究に関連する倫理的問題について REC に助言を求めるこ

とができる。 

 

    試験薬の臨床試験以外の場合の判断の一時停止・撤回 

9.88  以下のうちひとつ以上に関して、試験が倫理的に受け入れられるかどうかについて

の重大な懸念により、試験薬の臨床試験以外の場合の承認という倫理上の判断を

主 REC が一時停止あるいは撤回することができる。 

    (a) 研究の科学的妥当性 

    (b) 研究対象者の安全や身体的・精神的統合性に対するリスク 

    (c) スポンサーや研究者の能力・行為 

    (d) 研究の実施可能性 

    (e) 研究実施機関や施設の適格性 

    (f) 研究に対する規制上の承認の一時停止・撤回 

 

9.89  多施設共同研究の場合、施設固有事情の評価担当者、または研究実施機関の適格性

に関して別ソースから新たな情報が受領された後、特定の研究実施機関に対する

承認という倫理上の判断を、主 REC が一時停止ないしは撤回することができる。

この場合、他の研究実施機関に対しては、承認の判断は引き続き適用される。 

 

9.90  REC は承認の判断を一時停止ないしは撤回する前に、REC がこれから講じる措置

についてスポンサーにまず通知することが適切かどうかを検討することとする。

これには、承認判断の一時停止・撤回意思通知（NISTFO）（標準書式 42）の発行

により、懸念をすべて提示し、特定の期間内にスポンサーに対してそれに対処す

る機会を与えることが含まれる。しかし、現在の状況下で研究が継続される場合、

研究対象者の健康や安全に重大なリスクが生じると REC が判断する場合には、即

時停止が容認される。 

 

9.91  事前通知あるいは一時停止を伴わない判断の即時撤回は、試験に対する規制上の承

認も撤回された場合にのみ容認される。 

 

9.92  関連する調査がその他の機関によって進められており、規制上の承認も撤回されて

いない限りは、REC は承認を撤回すべきではない。調査結果を待つ間、判断を一

時停止することができる。 

 

9.93  承認判断の一時停止・撤回意思通知において提起された懸念に対してスポンサーが
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十分な対処をするとき、REC は承認という倫理上の判断が依然として有効である

ことを確認する追加文書を送付するものとする。 

 

9.94  判断の一時停止・撤回の可能性に関するすべての措置は、本委員会あるいは小委員

会において議論するものとする。承認判断の一時停止・撤回意思通知の発行、あ

るいは危害を被るリスクから研究対象者を保護するために承認の判断を一時停止

することについて即時の措置が必要な場合には、これは委員長および少なくとも

他の委員 2 名を含む小委員会によって許可することができる。その措置は、委員

会の次回本委員会において審査され、追認されるものとする。 

 

9.95  REC の運営管理者は、承認判断の一時停止・撤回意思通知あるいは一時停止・撤回

の文書の発行前に情報提供されるものとする。 

 

9.96  承認の判断の撤回に関する決定は、常に本委員会のうち定足数に達した審査におい

て、行われるものとする。 

 

9.97  承認の判断を一時停止または撤回するとき、REC はすでにリクルートされたすべて

の研究対象者に対する影響について注意深く検討し、スポンサーに対して何らか

の助言や指示が与えるべきか否かを検討するものとする。これには例えば、研究

対象者への情報提供や研究の枠外での治療の継続の手配などが含まれる。 

 

9.98  スポンサーには、一時中止ないしは撤回に関する決定について、標準書式 42A を用

いて委員長が通知するものとする。文書には以下を明記すること。 

・ 判断が一時停止あるいは撤回されるかどうか 

・ 一時停止あるいは撤回の理由 

・ 一時停止あるいは撤回が適用される開始日 

・ スポンサーが REC に対して再審査請求をする権利（9.101 項参照） 

・ すでにリクルートされた研究対象者に関する何らかの助言あるいは指示 

および、一時停止の場合には： 

・ 一時停止の期間および再審査の体制（9.100 項参照） 

・ 再度承認の判断を下すために（reconfirm）、全体ないしは特定の研究実施機関

において満たされるべきすべての条件 

 

9.99  文書の写しは、主任研究者および NHS の研究実施機関を含む研究の場合には主た

る研究開発事務局に対して送付されるものとする。多施設共同研究の場合、その

他研究者や施設の研究協力者、医療機関に対して確実に通知を行うことはスポン
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サーの責務である。NHS 以外の特定の研究実施機関において承認の判断が一時停

止あるいは撤回されるとき、文書の写しは施設固有事情の評価 REC の委員長に対

して送付されるものとする。 

 

9.100  承認の判断は通常、6 か月以上停止されてはならない。一時停止の継続については、

スポンサーあるいはその他の機関から受領した詳細な情報をすべて考慮に入れた

上で、REC の各本委員会における通常審査で判断するものとする。スポンサーが

一時停止を解除するための条件を満たした時点で、承認の判断が回復されるもの

とする。条件について 6 か月以内に満たされなかった場合には、REC は承認の判

断の撤回を検討することができる。しかし例外的に、関連する研究の結果が依然

として待たれている場合には、一次停止を延長することができる。 

 

9.101  スポンサーは、判断の一時停止あるいは撤回の決定に対して再審査請求を行うこと

ができる。再審査請求の意思通知は、90 日以内に REC の運営管理者に対して書面

で提出するものとする。請求は REC の次回本委員会において検討されること。ス

ポンサーは委員会に出席し、さらに意見陳述を行う機会を与えられるものとする。 

 

    試験薬の臨床試験に関する判断の審査 

9.102  試験薬の臨床試験に関する判断の審査手順は、13.28～13.30 項において定められて 

    いる。 

 

 

臨床試験終了後の詳細報告 

9.103  試験薬の臨床試験あるいはその他臨床研究の終了あるいは早期終了後、リスク・ベ

ネフィット分析の変更が検討される場合、スポンサーあるいは主任研究者は、こ

れが被験者の予定されたフォローアップに影響を及ぼす場合には、主 REC に対し

て通知するものとする。この場合、研究対象者への情報提供あるいは保護を行う

ためのさらなる措置の計画について記載するものとする。 

 

 

最終報告書 

9.104  研究の最終報告書の概要は、研究終了後 1 年以内に主 REC に対して提出すること

とする（早期終了の場合には、最終報告書の提供はスポンサーの裁量に任されて

いる）。これは試験薬の臨床試験とその他すべての研究の両方に適用される。最終

報告書の標準書式は存在しない。主 REC は、最低でも研究がその目的を達成した

か否か、主たる結果、研究対象者へのフィードバックを含む研究結果の公表・伝
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達の取り決めに関する情報を受けるものとする。 

 

9.105  このような報告書はすべて、コーディネーターが確認し（標準書式 40 を用いるこ

とができる）、委員長、あるいは委員長の裁量により、委員会の別の委員あるいは

科学顧問が審査するものとする。この場合、委員会には、コーディネーターの報

告書により当該報告書の受領について通知されること。委員長の裁量で、写しあ

るいは要約を委員に配布することができる。REC あるいは小委員会の審査での議

論が必要な問題が生じたと委員長が判断しない限りは、さらなる措置を講じるよ

う求められることはない。 

 

9.106  研究の終了から 1 年以内に最終報告書が受領されない場合、コーディネーターは督

促状を送付するものとする（標準書式 41 を用いることができる）。 

 

 

研究計画書あるいは GCP の重大な違反 

 

    スポンサーによる報告書 

9.107  「重大な違反（serious breach）」は、被験者の安全または身体的・精神的統合性、

研究の科学的価値に対して相当の影響を及ぼす可能性がある研究計画書、または

GCP（試験薬の臨床試験以外の場合はそれに準じた基準）の条件や原則への違反と

して定義される。 

 

9.108  スポンサーは、すべての試験における重大な違反について、その事項を認識して

から 7 日以内に、主 REC および関連する規制機関に通知するものとする。報告書

は主任研究者あるいはスポンサーのその他代理人が提供し、スポンサーに対して

はその写しを送付することができる。 

 

9.109  試験薬の臨床試験の場合、スポンサーは上記期間内に重大な違反について MHRA

に通知することが、規則によって求められている。MHRA のウェブサイトに示さ

れた報告書の様式を用い、主 REC に対してはその写しが提供されるものとする。 

 

9.110  重大な違反の報告書には、違反がいつ発生したか、その場所、関与していた者、結

果、および研究対象者に提示されたすべての情報の詳細が示されるものとする。

この場合、説明が行われなければならず、スポンサーが今後どのような措置を講

じる予定であるかが主 REC に通知されること。このような報告書はすべて、委員

会あるいは小委員会において検討されるものとする。研究がすでに終了した等の
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理由で主 REC による検討が適切ではない場合には、提供されたすべての報告書を

検討のために保健研究機構（HRA）に送付することができる。主 REC によって、

英国全体あるいは個々の実施機関いずれかにおける承認の判断が再検討されると

き、REC は 9.86～9.93 項のガイダンスに従うものとする。この場合、その状況は、

9.98～9.100 および 9.107 項のガイダンスに沿って、REC の運営管理者に報告され

ること。 

 

    重大な違反の可能性についてのその他の報告書 

9.111  REC が、倫理審査の申請あるいは研究実施の審査に関連して重大な違反が発生した

可能性があることを示す情報をスポンサー（あるいはスポンサーの代理人）以外

から得たとき、委員長あるいはコーディネーターはその情報を REC の運営管理者

に対して秘密裏に書面で伝達することとする。当該の REC が研究の主 REC ではな

い場合には、写しが主 REC および REC の運営管理者に対しても送付されるものと

する。 

 

9.112  場合によっては、最初に REC の運営管理あるいは英国研究倫理サービス内のその

他スタッフが直接情報を得ることがある（英国研究倫理サービスの問い合わせ回

線を介することも含む）。このような情報は関連する REC の運営管理者に伝達され

る。 

 

9.113  REC の運営管理者は、受領したすべての報告書について英国研究倫理サービス運営

部長に通知するものとする。 

 

9.114  英国研究倫理サービスの上級運営管理者と相談の上、必要に応じて問題を正式に調

査できるように、情報がその他機関と共有されるべきか否かについて決定するの

は REC の運営管理者である。この場合、以下に通知することを検討することとす

る。 

・ 研究のスポンサー 

・ 研究者の雇用者 

・ 関連する NHS の各医療機関の最高責任者および研究開発事務局長 

・ MHRA の GCP 査察官（試験薬の臨床試験のみ：13.21～13.27 項参照） 

・ MHRA（機器）（医療機器の臨床試験のみ：13.45 項参照） 

・ 必要に応じてその他の規制機関 

 

英国研究倫理サービス運営部長および関連する REC は、講じられた措置について

すべて十分に情報提供され続けるものとする。報告された重大な違反の可能性に
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ついて、不十分な情報しか利用できないとき、英国研究倫理サービス運営部長は

その事項について保健研究機構（HRA）の注意を喚起することができる。保健研

究機構は、英国研究倫理サービス REC の事務局本部として、その事項に関する詳

細な情報を求めるために、上記の機関のいずれかに対して連絡することができる。 

 

9.115  特に研究対象者の安全に対する直接的なリスクが及ぶ可能性があるとき、研究に対

する倫理上の判断に関連して、何らかの措置が講じられる必要があるかについて

検討するのは主 REC である。主 REC は研究あるいは特定の実施機関に対する承認

という倫理上の判断を再検討することができる（9.87～9.102 項参照）。試験薬の臨

床試験以外の研究の判断は、その他機関によるさらなる試験結果を待つ間、一時

的に停止されることがある。このような決定は、すでにリクルートされた被験者

に対する影響を注意深く考慮した後ではじめて行われるものとする。 

 

9.116  重大な違反の可能性を認識した REC の委員は、9.114 項に従ってその事項を報告す

る責任を担う委員長あるいは REC のコーディネーターに対して、これを報告する

ものとする。 

 

9.117  本節に基づく情報の受領には、申し立てのあった欺瞞や不正行為に関して研究組織

のメンバーから提供されたすべての報告が含まれる。 

 

9.118  重大な違反の可能性についての報告およびフォローアップに関する詳細な運営管

理ガイダンスは、英国研究倫理サービス運営部長によって発行される。 

 

    刑法上の罪（criminal offence） 

9.119  臨床試験規則は、その規定の違反に関して様々な刑法上の罪を設けている。特に、

試験が、認定 REC による承認という倫理上の判断と臨床試験許可を共に得ていな

い場合に、試験薬の臨床試験を開始または実施することは犯罪である。承認とい

う倫理上の判断がなく試験薬の臨床試験に大幅な変更を行うこと、医薬品安全性

監視報告書を提供しないこと、あるいは緊急安全対策や試験の早期終了や終了に

ついて REC に通知しないことも犯罪である。 

 

9.120  試験薬の臨床試験に関する倫理上の判断の申請プロセスや変更通知を行う際に、認

定 REC に対して虚偽または誤解を与える情報（false or misleading information）を

提供することも犯罪である。 

 

9.121  刑法上の罪が犯されている可能性があることを示唆する情報を REC が得たとき、
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9.111 項に従って手順を進めるものとする。 

 

 

GCP 調査 

 

    調査への協力 

9.122 その他の機関が重大な違反やその他疑わしい欺瞞や不正行為の調査に関連して REC

に対して情報や援助を提供するよう要求する際には、必要に応じて英国研究倫理

サービスの上級運営管理者と相談するために、まず REC の運営管理者に照会する

ものとする。REC の運営管理者による許可を受けた上で、REC は調査に十分協力

すること。ただし、REC はいかなる状況下においても、自ら調査を実施すべきで

はない。 

 

9.123  REC は、犯罪捜査を手助けするよう依頼された場合には、十分に協力するものとす

る。この場合、REC の運営管理者は逐次通知を受けること。 

 

 

主 REC の責務の移管 

9.124  進行中の研究（あるいは研究用組織バンク（RTB）やデータベース）に対する主

REC の責務は、以下の状況において、別の REC に移管することができる。 

 

i. 主 REC が業務を停止する。 

この場合、REC の運営管理者は、REC の全業務が継承者である単一の REC あ

るいは複数の REC に引き継がれるよう調整するものとする。 

 

ii. 2 つ以上の REC が合併して新たな REC が誕生する。 

この場合、必要な法律上の認定を受けているという条件で、これら REC の全

業務は通常、新たに誕生した REC に引き継がれる。法律上の認定を受けてい

ないすべての業務は、適切に認定されたその他の REC に移管されるものとす

る。 

 

iii. 主 REC が、特定の試験タイプについてもはや法律上の認定を受けていない。 

REC の運営管理者は、この試験に対する主 REC の責務を、適切に認定された

その他の REC に移管するものとする。 

 

iv. 研究に対する責務が別の REC に移管されるよう主 REC が要求する。 
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これは試験薬の臨床試験以外に対してのみ適用される。主 REC がこのような

要求を行うのは以下のような場合である。研究中に重大な利益相反が発生した

とき（例えば、主任研究者が委員として REC にくわわる）。または REC 委員

の変更に伴い、研究に対する倫理面での効果的な監視を維持するために必要な、

重要な専門知識を欠いていると REC が判断するとき。あるいは大幅な変更に

おいて提案された特定の変更に関して意見を示す専門知識が欠如していると

REC が判断するとき（例えば、意思能力を有さない研究対象者を含む場合）。

このような要求は REC の運営管理者によって検討されるものとする。認めら

れた場合には、委員長も合意の上で、新たな REC の受付番号を与えられ、研

究は別の適切な REC に移管されること。なお、これはスポンサーおよび主任

研究者に通知されるものとする。 
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第 10 節：研究データベース 

 

基本方針 

10.1  英国内の全カントリーにおいて研究データベースの管理に責任がある組織は、外部 

    の研究者による解析のために連結不可能匿名化されたデータを公開する体制など、 

    データの収集、保存および利用に関する施設体制について倫理審査を求めること 

    ができる。 

 

10.2  過去あるいは現在の保健福祉サービス利用者の個人情報の収集や、その情報から直 

    接、あるいはその情報が提供される人が現在有するあるいは有する可能性のある 

    別の情報と組み合わせると、これらのサービスの利用者が特定される可能性のあ 

    る以前に収集された情報を利用する特定の研究プロジェクトについては、研究倫 

    理委員会ガバナンス協定（GAfREC）に基づき、倫理上の承認が必要である。 

 

10.3  しかしながら、保健福祉のための研究ガバナンスフレームワークあるいは研究倫理 

委員会ガバナンス協定のもとでは、研究データベースに関して倫理審査が必要とな

る一般的要件はない。 

 

10.4  REC による承認が法律によって義務づけられているのは、研究データベースの活 

    動が、通常のケアチームの範囲を超えて、イングランドおよびウェールズにおけ 

    る患者あるいはサービス利用者の匿名化されていないデータに同意なくアクセス 

    あるいは分析することを含む場合だけである。医療従事者が患者に対して負うコ 

    モンロー上の守秘義務を免除するためには、2006 年国民保健サービス法第 251 条 

    に基づき、英国情報ガバナンス委員会（NIGB）の倫理・守秘委員会（ECC）およ 

    び研究倫理委員会（REC）への申請が必要である（この申請に関する詳細なガイ 

    ダンスは、13.68～13.111 項を参照）。 

 

10.5  それゆえ、研究データベースによる倫理審査の申請は、通常は任意で行われるもの 

    である。しかしながら、申請の利点は、個別のプロジェクト単位で申請する必要 

    なく研究対象者の情報を利用する研究プログラムを促す、という点にある。申請 

    者は、REC と合意した条件に服することで、そのデータを用いて行われる個別の 

    プロジェクトにまで適用範囲が及ぶ包括的な倫理上の承認を求めることができる。 

 

 

研究データベースの定義 

10.6  以下の各項では、研究データベースの倫理審査のために設けられた特定の体制のた 
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    めに、英国研究倫理サービス（NRES）による研究データベースの定義について記 

    載する。「研究データベース」という用語は、研究データベースとしての倫理審査 

    の申請の必要がない別の研究の文脈で用いられることがあることに注意が必要で 

    ある。 

 

10.7  「研究データベース」とは： 

    個人レベルの個人情報を構造化して収集し、明確な終了日のある特定の研究プロ 

    ジェクトの研究期間を超えて、将来の研究目的のために保存するもの。 

 

10.8  ここでの「研究目的」とは、複数のプロジェクトにおけるリサーチ・クエスチョン 

    に答えるためのデータ解析のことを意味している。 

 

10.9  もともと研究目的のために作られていないデータベースが、その後、研究目的のた 

    めに利用されることがある。また、最初は 1 つの研究プロジェクトのために設け 

    られたデータベースが、その後、追加的な研究目的で利用されることもある。そ 

    れゆえ、研究データベースには以下のものがありうる。 

 

・ 次のような、もともと研究目的のために設けられたデータベース 

○ 最初は 1 つ以上の特定の研究プロジェクトを支援するデータベースであった 

が、現在は別の研究目的で利用されているデータベース 

○ 将来の研究を生み出しかつ直接的に支援する、さらなる研究のためのベース 

ラインを確立することを目的としたデータベース 

○ 他のデータベースとの照合によって、メタアナリシスを支援する目的でデザ 

インされているデータベース 

 

・ 研究以外の目的で作られたデータベースではあるが、現在では研究目的で使用 

することが意図されているデータベース。例えばもともと以下を支援するため

に作られたデータベース 

    ○ 医療の提供 

    ○ 医療監査あるいはサービス評価 

    ○ 人口計画あるいは医療計画 

 

・ 例えば疾患登録のような、多目的で作られたデータベースであるが、研究がそ 

れらの目的のうちの 1 つとなっているデータベース 

 

10.10  個人情報には、画像からのデータおよび画像そのものも含まれる。 
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10.11  生体試料は、その試料を提供した個人に関する潜在的情報を「保存」しているが、 

    それだけでは情報そのものとして扱われない。しかしながら、研究において生体 

    試料を有効に利用するには、一般的に、ドナーについてのデータ収集を伴う。通 

    常、病変組織試料は診断に関する情報を含むし、最大限の有用性を得るために、 

    データセットには人口統計、病歴、治療およびアウトカムに関するより詳細な情 

    報を含むことがある。研究者が解析のために試料と併せてこのようなデータを利 

    用できる場合は、研究データベースである。しかし、倫理審査の目的においては、 

    これは「研究用組織バンク」（RTB）の一部だと見なされる。倫理審査の申請は、 

    研究用組織バンクのスキームのもとで行われ、データに関する倫理的問題は研究 

    資源の包括的審査の一部として検討することとする（第 11 節参照）。 

 

10.12  つまり、研究データベースの申請スキームは以下のいずれにも適用することが意 

    図されていない。 

・ 個人レベルの情報ではなく集約情報のみを含むデータベース 

・ 連絡先情報のみを有するデータベース。例えば、特定のプロジェクトの研究対

象者、あるいは将来予定されている研究への参加を提案する可能性のある研究

対象候補者の連絡先情報 

・ 1 つの特定のプロジェクトのみを支援するために作られたデータベース。例え

ば、臨床試験データベース。あるいは特定の医薬品や医療機器を用いて治療を

行った患者の市販後調査のために製薬会社や医療機器メーカーによって作ら

れたレジストリー 

・ 様々な臨床試験に関する情報を有するデータベース。例えば、規制当局ないし

は政府機関の機能強化のために作られた臨床試験登録システム、あるいはデー

タベース 

・ 研究用組織バンクの一部として生体試料を有するデータベース 

 

 

研究データベースの倫理審査の申請 

10.13  研究データベースの倫理審査の申請は、この目的のための統合研究申請システム 

    （IRAS）の特定の書式を用いて準備することとする。申請は、データベースの管 

    理に全般的な責務を担うデータコントローラーと見なされる個人によって行われ 

    るものとする。申請は、申請者以外でデータベースに関して責任がある組織内の 

    上級スタッフであり、研究データベースチームから独立した、適切な情報ガバナ 

    ンスがなされていることを保証できるデータ管理者によって支援されるものとす 

    る。 
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10.14  このような申請には、申請の予約および提出のための標準手順が適用される（第 1 

    節参照） 

 

10.15  申請者は研究データベースの審査に関する特定分野RECに申請することが推奨さ 

    れる（1.7～1.15 項参照）。 

 

 

事前確認 

10.16  1.45 項における通常の事前確認の基準は適用されない。以下の基準がすべて満た 

    されている場合に、申請は有効であると見なされる。 

i. 研究データベースの申請書が統合研究申請システムに正確に記載され、す

べての関連資料と併せて統合研究申請システムから研究倫理データベース

（RED）に電子的に提出されている17（統合研究申請システムのチェック

リストには、どの書類が必要なのかについて指示がある）。 

ii. すべての関連項目および質問項目に記入され、提出されている。 

iii. 申請書が申請者（データコントローラー）およびデータ管理者（data 

custodian）によって統合研究申請システムで電子的に認証されている。 

iv. 申請者によって簡易履歴書（最大で 2 ページが推奨される）が提出されて

いる。 

v. データベースの管理体制を記述した研究計画書またはその他の書類が提出

されている。これは、データベースの目的、運用、方法、方針およびガバ

ナンスの包括的概要である。 

vi. データ提供者による同意が求められる場合には、すべての情報シートおよ

び同意書の写しが一緒に提出されている。 

vii. すべての関連資料に版番号および日付が記されている。 

viii. 同一の研究データベースに関連する以前の申請に却下の判断が示されてい

る場合には、1.46 項の追加基準が適用される。 

 

10.17  通常、REC は英国内の組織によって作られたデータベースの審査だけを行う。し 

    かし、データベースが英国の研究対象者に関するデータを収集することを計画す 

    る場合には、英国以外のデータベースに関連する審査を受け付けることができる。 

 

 

倫理審査のプロセス 

10.18  倫理審査のプロセスは、プロジェクト単位での申請の場合と同様とする。本標準 

                                                   
17 あるいは、別の電子的なフォーマットで提出されていること。1.39 項を参照。 
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    業務手順書（SOP）の第 2 節および第 3 節における主任研究者（CI）に関する記 

    述はすべて、ここでの申請の提出者に適用されるものとする。標準文書は、研究 

    データベースの申請に適した用語を使うために、研究倫理データベースにおいて 

        若干変更される。 

 

10.19  却下の判断が下される場合には、SOP 第 7 節に記載の追加的な倫理審査のための 

    通常のオプションが適用される。 

 

10.20  データベースについて倫理上の承認を得ている語句の大幅な変更は、SOP 第 5 節 

    の手順のもと、特定の研究プロジェクトの大幅な変更と同様の方法で審査され、 

    統合研究申請システムの大幅な変更通知の適切な書式を用いるものとする。 

 

 

倫理審査に係る諸問題の概要 

10.21  研究データベースの倫理審査を行う REC は、申請において検討すべき問題につい 

    て以下の一般的ガイダンスに留意するものとする。 

・ データベースの目的および価値。この資源がなぜ必要であるのか、この分野に

おける既存のデータ資源にいかにして価値を付加するのか 

・ データベースの管理と監督の施設体制 

・ 研究データベースチーム内で利用できる専門知識 

・ 収集されるデータの種類。どの個人を識別する情報あるいはとりわけ機微情報

が保有されるのか 

・ 研究データベースチーム内での匿名化されていないデータへのアクセスと守

秘のポリシー 

・ データベースのセキュリティポリシー 

・ データ収集およびデータ対象者から同意を得る体制。情報シートおよび同意書。

同意撤回に関するポリシー 

・ 患者、サービス利用者および市民との関わり。研究結果の公表に関するポリシ

ー 

・ データベースによって支援される研究の種類 

・ 外部研究者からの申請。アクセスについての判断がどのようになされるか 

・ 公開前に抽出データを適切に匿名化するプロセス 

・ 外部研究者とのデータ共有の合意の条件。特に、他のデータベースと関連づけ

てデータ対象者を特定しようとしてはならないこと、および第三者に開示して

はならないことといった条件 
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倫理上の承認の範囲 

 

    研究データベースチームの承認 

10.22  承認の判断が下されたときには、研究データベースチームに対して、匿名化され

ていないデータを同意が得られた目的のために収集、保存および利用することに

ついて倫理上の承認が与えられる。これらは REC の申請に記入するものとする。

一般的には、データクリーニング、関連づけ(linkage)、連結不可能匿名化／連結

可能匿名化、監査および検証のような活動、ならびにチーム内の研究者によって

実施される研究における解析が含まれる。匿名化されていないデータを同意なく

解析することについて、英国情報ガバナンス委員会の倫理・守秘委員会による承

認が例外的に得られていない限りは、研究データベースチームは通常、データ対

象者の個人データを解析することについて対象者から同意を得るものとする

（10.4 項および第 13 節を参照）。研究データベースは、データの継続的なセキュ

リティを確保するため、研究データベースチーム内で匿名化されていないデータ

へのアクセスを最小限にするため、および守秘義務が守られることを確保するた

めに、ポリシーを適切に有していなければならない。REC は、申請におけるこれ

らのポリシーに関して、適切な確信を得ることとする。 

 

    外部の研究者の包括的承認 

10.23  申請者は、有益な科学的研究を行うため連結不可能匿名化されたデータを入手す 

    る外部の研究者のために包括的な承認を求めることができる。データの共有は、 

    秘密を守るために適切な措置が講じられているという条件で、保存されたデータ 

    に関する研究の可能性を最大化するために推奨される。REC は、条件付きで、外 

    部の研究者による研究にまで及ぶ包括的な承認を与えることができる（10.27 項参 

    照）。 

 

10.24  ここでの「外部の研究者」とは、データベースチームに所属しない研究者を指す。 

    この研究者はより幅広い規模の組織（例えば、データベースに責任のある組織の 

    別部門）あるいは別の組織に属していることがある。 

 

10.25  外部の研究者は、研究開始時点で研究協力者として含まれており、同意の際にデ 

    ータ提供先として特定されていない限りは（この場合には、外部の研究者は研究 

    データベースチームの一員だとみなされる）、一般的に、個人データの解析につい 

    て同意を得ていないものとする。それゆえ、包括的な承認の範囲内で研究を実施 

    する外部の研究者は、匿名化されていない形でデータを受領してはならず、ある 

    いは別のデータベースと関連づけることで対象者を特定することができてはなら 
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    ない。外部の研究者が、匿名化されていないデータへのアクセスを求める場合や、 

    あるいは研究を行うためにデータ対象者と接触することを求める場合には、倫理 

    審査のために追加してプロジェクト個別の申請をすることとする。 

 

10.26  研究データベースチームは、公開に先だって、適切に匿名化された抽出データへ 

    のアクセスあるいは解析に関する明確な意思決定ポリシーを有していなければな 

    らない。データ共有の合意（Data Sharing Agreement）が、研究者との間に適切      

    に結ばれるべきである。 

 

    倫理上の承認の条件 

10.27  倫理上の承認を与えるにあたっては、主たる研究倫理委員会（main REC）は研究

データベースに適したいくつかの承認の条件を公表するものとする。通常は、以

下のようなものである。 

(a) 承認は 5 年を期限として与えられ、新たな申請を検討した上で更新すること

ができる。 

(b) データベースのデータは、申請書に記載された医療福祉研究分野内の研究を

支援するためにのみ解析することができる。 

(c) 研究は科学的に評価がなされ、その研究目的との関連で適切にデザインされ、

（博士号レベル未満の学生による研究を例外として）既存の知識に何か有益

なものを追加する可能性がある。 

(d) データ解析は、データ対象者から得られたインフォームド・コンセントの条

件に従うものとする（適用可能な場合には）。 

(e) 外部の研究者に包括的な承認が与えられるときには、抽出データの公開に関

して以下の追加条件が適用される。 

・ 研究は、外部の研究者にデータ対象者が匿名化された状態で行われなければな

らない。抽出データは公開前に有効に匿名化されなければならない（すなわち、

連結不可能匿名化あるいは連結可能匿名化） 

・ 研究者はデータセットを守秘して取り扱い、その他データと関連づけることで

データ対象者を再特定しないことを約束しなければならない。 

・ 倫理上の承認の条件および研究データベースチームにより求められるその他

すべての条件に従ってデータ解析をすることを確保するために、研究者との間

にデータ共有の合意が適切に結ばれなければならない。 

(f) データコントローラーは、データベースのデータを用いる内部および外部の

研究プロジェクトの記録を保存することとする。記録には、少なくともプロ

ジェクトの完全な名称、目的の概要、および公開されるデータセット（あら

ゆる機微データなど）、主任研究者の氏名、スポンサーの名称、研究場所、プ
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ロジェクトが研究データベースチームに承認された日付、個人が匿名化され

ない形式でデータにアクセスされたか、および関連するすべての受付番号、

を含むものとする。主 REC はこの記録へのアクセスをいつでも要求すること

ができる。 

(g) 研究データベースチームは、データベースのデータを用いる研究プロジェク

トについて、公開のアクセス可能な登録システムを備えるものとする。 

(h) 年次報告書は、英国研究倫理サービスのウェブサイトの研究データベース用

の特定テンプレートを使用して REC に提供されるものとする。報告書には、

前年にデータへのアクセス権が与えられたすべてのプロジェクトが一覧表に

され、データの管理に関する進捗状況の概要を含むものとする。主 REC はい

つでもデータベースの管理について追加的に報告書を要求することができる。 

(i) 大幅な変更は、統合研究申請システムにおける大幅な変更報告の適切な書式

を用いて主 REC に通知するものとする。以下については常に大幅な変更とし

て通知するものとする。 

・ データベースによって行われるあるいは支援される研究の種類の変更など、研

究におけるデータ利用に関するポリシーのすべての重大な変更 

・ 収集・保存されるデータの種類、あるいは収集状況に関するすべての重大な変

更 

・ 新規／変更情報シートおよび同意書などの、インフォームド・コンセントの体

制に関するすべての重大な変更 

・ 倫理上の承認の条件に関する提案に基づくすべての変更 

・ 新たなデータコントローラーの任命 

・ データベースの所在地、管理あるいはガバナンスに関するその他すべての重大

な変更 

(j) 主 REC には、データコントローラーの連絡先に関するすべての変更情報につ

いて、あるいはデータ管理者の役割が組織内の別の上級スタッフに移った場

合には、通知されるものとする。 

(k) 主 REC には、承認条件のあらゆる違反、セキュリティまたは守秘義務のあら

ゆる重大な違反、あるいはデータの倫理的な管理に関して公衆の信頼を損な

う可能性のあるその他すべてのインシデントについて、できるだけ早く通知

されるものとする。 

(l) データベースを閉鎖する計画は、できるだけ早く、少なくとも閉鎖の 2 か月

前には主 REC に届け出がなされるものとする。REC は、データ破棄のため

の体制、あるいは別組織によって管理されるデータベースへの移管のための

体制について情報を受けるものとする。データが移管された場合に、倫理上

の承認は移管できない。 
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10.28  REC にはこれらの条件を修正するか、あるいは必要に応じて申請に対して別の承

認条件をくわえる裁量がある。承認条件の書式（標準書式 AC4）は、英国研究倫

理サービスのウェブサイトに公表されており、研究倫理データベースで利用でき

る。追加条件が、例えばデータベースのガバナンスに関連する継続的な条件では

なく、情報シートの変更のような軽微な変更である場合には、標準書式 AC4 では

なく意見書に書き入れることができる。 

 

10.29  倫理上の承認は 5 年を期限として与えられ、更新可能である（10.35～10.38 項参 

    照）。 

 

 

施設固有事情に基づく問題 

10.30  施設固有事情の評価（SSA）は、研究データベースの申請では不要である。倫理審 

    査は総じて、研究協力者との体制など、データベース管理についてなされる。研 

    究組織とデータベース間の提供に関する合意条件に従ってデータを提供するデー 

    タ収集センターに対しては、個別の倫理上の承認は不要である。データ収集セン 

    ターは研究ガバナンスフレームワークにおける研究実施機関とは見なされない。 

    しかしながら、国民保健サービス（NHS）内のデータ収集センターの施設の研究 

    協力者が、NHS の患者に関連するデータを収集・提供するには、国民保健サービ 

    スの医療機関による内部許可が必要である。 

 

    NHS の管理上の許可 

10.31  研究ガバナンスフレームワークのもとでは、NHS における研究データベースの設

置に関して、NHS に研究許可を求める必要はない。すべての NHS の組織は、デ

ータベースを設置するプロセスにおいて、管理に関する審査を含んでいると予想

されるので、統合研究申請システムを通した NHS 研究開発事務局（R＆D Office）

への申請は不要である。 

 

10.32  データ収集センターは研究実施機関として見なされないので、データ収集センタ 

    ーの研究協力者によっても研究許可を求める必要はない。 

 

10.33  研究データベースチームは、すべてのデータ収集センターの NHS 研究開発事務

局に対して、入手可能な場合には承認の判断の文書の写しと併せて、REC への申

請書の写しを参考として提供するよう助言される。 

 

10.34  データベースによって提供されたデータを用いて特定の研究プロジェクトを行う 
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    NHS の研究者は、データベースが倫理上の承認を得ているか否かにかかわらず、

研究が実際に行われるすべての組織の研究開発事務局からの許可を必要とする。

データが匿名化された形式で受領され、研究がデータベースに対する包括的な倫

理上の承認の条件の範囲にある場合には、さらなる REC 申請は不要であるが、デ

ータベースは REC に対する年次報告書にプロジェクトを記載するものとする。 

 

 

承認の更新 

10.35  研究データベースの倫理上の承認は最初 5 年を期限として与えられるが、一度に 5 

    年を限度として更新することができる。資源の価値が継続すること、および承認 

    の諸条件を遵守していることについて REC に十分な確信がある限りで、承認は継 

    続して更新されるものとする。 

 

10.36  5 年目時点での更新手順は以下のとおりである。 

    (a) データコントローラーは、承認後の期間にあった変更を考慮した上で、最初 

の申請書の更新版および関連資料を併せて、期日までに最新の年次実施状況

報告書を提供するものとする。この関連資料は最初の REC に提出するものと

する 

      （あるいは、最初の REC がすでに運営されていない場合には、継続している 

      業務の管理のために指定された別の REC に）。 

    (b) コーディネーターは、締切日の 3 か月前までに更新書類を提出する必要があ 

      ることについて督促状を送るものとする。承認の更新に関するすべての書類 

      は、最初の REC の受付番号によって管理される。 

    (c) (a)の書類が締切日までに受け取れない場合には、コーディネーターはさらに 

      督促状を送付し、これより 1 か月以内に受け取れない場合には、承認が無効 

      になる旨をデータコントローラーに通知するものとする。 

    (d) 更新書類は、REC の次回の対応可能な本審査において審査されるものとする。 

      データコントローラーは出席するよう要請される。 

    (e) REC は、審査後に追加の情報を書面で一度だけ求めることができる。 

    (f) REC が承認の更新に賛成するならば、更新の文書が発行される。REC は、デ 

      ータコントローラーが情報の要求への回答に要した時間を除いて、更新書類 

      の受領から 40 日以内に更新の文書を発行することを目標とする。全体として 

      の締め切りは 60 日間であり、それが更新の申請に適用される。 

    (g) 更新の文書が発行されるまでは、以前の倫理上の承認が依然として有効であ 

      る。 

    (h) 更新の承認は、通常、先立つ 5 年間の最終の日付までさかのぼって、そこか  
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      らさらに 5 年間とする。 

 

10.37  例外的に、以下のうち 1 つについて重大な懸念がある場合には、REC は承認を更 

    新しないと決定することができる。 

・ 公益性のある研究を支援するために資源を利用できていない 

・ 承認の諸条件を遵守できていない 

 

10.38  倫理上の承認の期限が切れる前に、REC はまずデータコントローラーに対して、 

    その懸念をはっきりと示し、さらなる説明の機会を与えることを通知するものと 

    する。 
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第 11 節：人体組織を用いる研究 

 

法律上の規定 

11.1  人体組織を用いる研究に関連する 2004年人体組織法の規定の詳細なガイダンスは、 

    付属文書 H に記載されている。人体組織法は全英に適用される DNA に関連する 

    規定と関連物質の保存に関連する規定を除き、イングランド、ウェールズおよび 

    北アイルランドにのみ適用される。 

 

11.2  2006 年スコットランド人体組織法における、研究に関連する法律上の諸規定は、 

    死体の組織および臓器を用いる研究にのみ適用される。この規定の要約は付属文 

    書 H に記載されている。スコットランド政府は、人体組織法の諸原則がスコット 

    ランドにおける研究に一般にどのように適用されるのかについて、独自のガイダ 

    ンスを公表した。しかし、スコットランドの研究倫理委員会（REC）がイングラ 

    ンド、ウェールズあるいは北アイルランドからの人体組織を用いる研究の申請を 

    検討するに当たっては、本節で定める全手順が適用される。 

 

 

基本方針 2 

11.3  英国研究倫理サービス（NRES）の基本方針として、国民保健サービス（NHS） 

    REC のシステムは、 

・ 法律および研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）の定めにしたがって、

英国内で収集、保存、使用される人体組織を用いる研究の倫理審査をすること

とする。 

・ 提供者、その家族およびその他の研究対象者に対する危害あるいは不快をもた

らす実質的なリスクを考慮して、適切に倫理審査を行うものとする。 

・ 英国の各カントリーにおける実定法およびコモンローによる法的枠組み内で、

人体組織を用いる有益な研究を社会のために促進するものとする。 

 

 

人体組織を用いる研究の倫理審査の諸要件 

 

    イングランド、ウェールズおよび北アイルランド 

11.4  人体組織法および人体組織規則に基づき、イングランド、ウェールズおよび北アイ 

    ルランドにおける研究者は、以下の活動を行うにあたり、倫理上の承認を得るこ 

    とが法律上必要である。 

・ 人体組織管理庁（HTA）による許可がない場所で、研究プロジェクトのため
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に生体あるいは死体から得た組織を保存あるいは用いる場合（付属文書 H の

26～28 項を参照）。 

・ 人体組織が研究者に匿名化されているとき、すなわち、研究者が組織提供者を

特定することが不可能であり、今後も特定することができないと考えられると

き、研究プロジェクトのために、生体から得た組織を保存あるいは用いる場合

（付属文書 H の 9 項(ii)を参照）。 

・ 組織提供者を特定することが不可能であり、今後も特定することができないと

考えられるとき、同意なく生きている個人の身体から得た組織のヒト DNA を

解析する場合（あるいは DNA 解析の結果を用いる場合）（付属文書 H の 16

～18 項を参照）。 

・ 同意が必要な研究プロジェクトであり、かつ、意思能力を有さない成人から組

織を得る研究プロジェクトのために、組織を保存あるいは用いる場合（付属文

書 H の 19～20 項を参照）。 

 

11.5  人体組織規則の定めにより、イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドに 

    おいて人体組織を用いる研究に倫理上の承認が必要な場合には、以下の委員会あ 

    るいは個人によって倫理上の承認が与えられなければならない。 

・ 臨床試験規則にしたがって設置あるいは認定されたいずれかの委員会（スコッ

トランドの認定 REC を含む） 

・ 人体組織に関する研究の倫理性について助言するために指定され、その目的の

ために所管の大臣、ウェールズ議会、あるいは北アイルランド保健社会福祉公

衆安全省によってあるいはその代理として認定されたその他の委員会あるい

は個人（保健関連の研究の場合には、研究倫理委員会ガバナンス協定にしたが

い、英国保健省研究倫理サービスのすべての REC を指す）。 

 

11.6  これらの規定は、通常は、人体組織法を理由として倫理上の承認を必要とする研究 

者が、臨床試験規則における認定 REC あるいは研究倫理委員会ガバナンス協定に

基づき設置された REC に申請する必要がある、ということを意味している。REC

は人体組織法にしたがい倫理上の承認を求めるあらゆる申請を受理するものとす

る。 

 

    スコットランド 

11.7  2006 年スコットランド人体組織法のもと、地方検察官の指示で行われる検死によ 

    って得られた臓器を用いる研究が行われるとき、その研究は書面で承認されなけ 

    ればならない。承認は、2006 年 9 月 1 日以前に実施された検死によって得られた 

    臓器を用いる新たな研究にも求められる。スコットランド人体組織法を受けてス 
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    コットランドの大臣によって発せられる命令は、そういった承認が以下により与 

    えられなければならない、ということを明記している。すなわち、 

・ 2004 年人用医薬品を用いた臨床試験規則を受けて設置あるいは認定されたい

ずれかの倫理委員会、あるいは 

・ 人を対象とした研究の倫理について助言を行うよう設置され、その目的のため

に所管の大臣あるいはスコットランドの大臣によってあるいはその代理とし

て認定されたその他の委員会。これにはスコットランドおよびイングランドに

おいて研究倫理委員会ガバナンス協定に基づき設置されたすべてのRECが含

まれる。 

 

11.8  2006 年スコットランド人体組織法は、地方検察官の指示で行われる検死によって 

    得られた組織ブロックおよびスライド、あるいは病院が行う検死によって得られ 

    た組織および臓器を研究で用いる場合には、倫理上の承認を要求しておらず、そ 

    れらの研究利用が認められている。しかし、スコットランド人体組織法に基づき 

    発せられたガイダンスでは、研究プロジェクトに責任がある人は、REC による承 

    認を得ることが期待されている。 

 

 

倫理と法令遵守 

11.9  人体組織を用いる研究を審査する際、REC の役割は法律を適用することよりもむ 

    しろ倫理上の判断を下すことにある。REC の判断は法的な要件を満たし、それを 

    考慮に入れるものでなければならないが、これに限定されるものではない。法解 

    釈上の難しい問題が生じたときに、法律に関する助言を提供することは委員会の 

    役割ではない。REC は研究者に対して、法的な要件に関して必要な情報を提供す 

    ることができる。しかし、研究者は自分で法律相談をするか、あるいは必要に応 

    じて人体組織管理庁に助言を求めるものとする。 

 

11.10  研究のための組織の保存および利用への同意が、特に既存試料および、倫理上の 

    承認を条件として、生きている個人に由来する人体組織で研究者が個人を特定で 

    きない組織については人体組織法によって法的に不要なことがある。しかしこれ 

    は、このような組織は、同意の問題やその他の倫理的に考慮すべき事項を気にせ 

    ず、自由に利用できる、ということを意味するのではない。人体組織管理庁の同

意に関する実施規程によって、既存試料の研究利用に関して検討すべき諸問題に

ついて助言が示されている。REC は申請者との議論において、適切に、この助言

の遵守を考慮に入れるものとする。 
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倫理上の承認に向けての申請 

11.11  人体組織の保存あるいは利用、あるいは DNA 解析を伴う研究について倫理上の承 

    認を得るには、２つの方法がある。 

i. 通常の REC 申請書式を用いた特定のプロジェクトの承認申請（11.13～11.18 項参

照）。このような承認は、研究計画書および申請書式に記載されたプロジェクトの研

究期間が承認の期間である。プロジェクトの完了に何らかの遅れが生じた場合には、

研究計画書に記載された手順を施行するために期間延長が認められる（9.10～9.11

項参照）。 

ii. 研究用組織バンク（RTB）および／あるいは倫理上の承認の条件の範囲内で、その

研究用組織バンクに責任のある機関、あるいはその研究用組織バンクによって提供

されたその他の研究者によって実施される一定範囲の研究に対して、予め包括的な

倫理上の承認を与えることのできる研究用組織バンクの承認申請（11.19～11.32 項

参照）。このような承認は５年を期限として付与され、更新することができる。保存

の許可は、イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおいて関連物質を

保存する研究用組織バンクに対して、人体組織管理庁によって与えられる。 

 

11.12  同様の選択肢は、以下のような倫理上の承認についても適用される。 

・ 許可あるいは同意規定の適用を免除するために、イングランド、ウェールズあ

るいは北アイルランドにおける人体組織法によって、倫理上の承認が求められ

るとき（11.4 項参照） 

・ 英国全域において、研究ガバナンスシステムの部局ポリシーによって、倫理上

の承認が求められるとき（大まかに言えば、研究が NHS の患者の組織の収集

を伴う、あるいは過去または現在の NHS の患者が特定される可能性のある過

去に収集した組織の利用を伴う場合）、あるいは 

・ 「関連物質」の定義からは外れるが任意で集められる試料を用いる研究（例え

ば、血漿、血清、DNA あるいは細胞株を用いる研究）であり、法律あるいは

ポリシーによって倫理上の承認が不要であるとき 

 

    プロジェクト単位での申請 

11.13 以下の場合は、プロジェクト単位で申請するものとする。 

    (a) 人体組織の保存あるいは利用を伴う試験薬の臨床試験（CTIMP） 

    (b) 研究計画の一部として（つまり、主として研究目的で）、生きている個人に由 

      来する組織あるいはその他の人体物質の採取を伴う研究 

    (c) 研究者が提供者を特定可能、あるいは特定可能であり得た状況で、保存され 

      ている組織あるいはデータを用いる研究 

    (d) 同意を得るため、追加的なデータを得るため、あるいはその他何らかの研究       
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      上の手続きを取るために、提供者あるいは近親者と接触する研究 

    (e) RECによる倫理承認を得ていない研究用組織バンクが保存している組織を用 

      いる研究 

    (f) 研究用組織バンクが保存している組織を用い、REC による倫理承認を得てい 

      るが、(a) 承認条件が研究用組織バンクから組織を受けるプロジェクトに対す 

      る包括的承認にまでは及んでいない（11.30 項(c)参照）、あるいは (b) 組織の 

      提供に同意する前に、研究用組織バンク管理者が研究者に対してプロジェク 

      ト個別の承認を得るよう求めている研究 

    (g) 研究利用のための組織の保存を許可されておらず、倫理上の承認もない、臨 

       床診断用アーカイブに保存された組織を用いる研究 

    (h) 検死後に地方検察官の目的ではもはや不要な臓器、組織ブロックおよびスラ 

      イドを用いるスコットランドにおける研究、あるいは病院での検死で得られ 

      た臓器および組織を用いる研究 

 

11.14  プロジェクト単位の申請は、通常の REC 申請書式を用い、通常の予約手順に    

従ってなされるものとする（第 1 節参照）。申請は以下のように割り振られる。 

・ 試験薬の臨床試験は、通常の手順に従って、認定 REC に割り振られる（第 1

節参照）。 

・ 人体組織法上の倫理承認を求める試験薬の臨床試験以外の研究は通常、イング

ランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおいては REC による審査に割

り振られる。しかしながら、それらはスコットランドにおける認定 REC によ

って審査可能であり、研究がスコットランドおよび英国の別のカントリーの両

方において実施されている場合には（あるいはそこからの組織を含むときに

は）、これが適切である。研究対象者のいずれかがスコットランドにおける意

思能力を有さない成人である場合には、申請はスコットランド A REC に対し

てなされるものとする。 

・ 英国のいずれかのカントリーで実施される試験薬の臨床試験以外の研究で、部

局ポリシーであるいは任意で倫理審査に申請される、人体組織法上の倫理承認

は求めないその他の試験薬の臨床試験以外の研究は、一般的に、英国のいずれ

かの REC に割り振られる。研究対象者のいずれかがスコットランドにおける

意思能力を有さない成人である場合には、申請はスコットランド A REC に対

してなされるものとする。 

・ スコットランドにおいて、2004 年スコットランド人体組織法および関連する

ガイダンス上の倫理承認を求める試験薬の臨床試験以外の研究は、通常、スコ

ットランド REC に割り振られるが、必要であればイングランドの REC に割

り振ることもできる（11.7 項参照）。 
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11.15  「研究対象者」には、たとえ研究がその者との接触を必要としないとしても、そ 

    の組織が研究目的のために保存あるいは利用される生きている個人を含む。 

 

11.16  申請は通常の手順に従って審査されるものとする。承認条件に関する標準的なポ 

    リシーが審査に適用される（3.23～3.28 項参照）。 

 

11.17  プロジェクト個別の申請に対する倫理上の承認は、研究計画書および申請書式に 

    記載された特定のプロジェクトに限定される。研究計画書において明確に定義さ 

    れ、同じリサーチクエスチョンに関連しているならば、いくつかの段階で施行さ 

    れる 1 つのプロジェクトに対して承認を求めることが認められる。将来の研究プ 

    ログラムにおける保存された組織の利用に対して制限を設けない承認を求めるた 

    めに、プロジェクト個別の申請書式を用いることは認められない（同意の条件自 

    体は、将来承認される研究で同一のサンプルを用いることを認める、包括的かつ 

    制限を設けないものであるとしても）。研究計画書の個々のプロジェクトに関連が 

    ない申請は、コーディネーターが無効とすることができる。また、異なるリサー 

    チクエスチョンによる別のプロジェクトの組織を利用するために、既に承認され 

    たプロジェクトについて大幅な変更を届け出ることも認められない。 

 

11.18  イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおける研究者が特定のプロ 

    ジェクト単位の申請を行うが、将来のプロジェクトにおいて組織を使用するため 

    にプロジェクトの期限を過ぎても組織を保存することも計画しているとき、以下 

    の選択肢が可能である。 

・ プロジェクト終了時に（承認の判断が下されたと仮定して）、研究者はさらに

プロジェクト単位の申請をすることができる。その申請は先立つプロジェクト

の終了日（研究計画書に記載された）までに提出されなければならず、さもな

ければ組織の継続的な保存には人体組織管理庁による許可が必要となる。第 2

の申請にも承認の判断が与えられる場合には、このプロジェクトで利用するた

めに引き続き組織を保存することは、許可がなくても適法である。第 2 のプ

ロジェクトの終了時には、本項に記載された選択肢が同様に適用される。 

・ プロジェクト終了時、研究者は、さらなる研究プランの詳細を含み、研究用組

織バンクの審査申請をすることができる。研究用組織バンクにもまた、人体組

織管理庁による保存許可が必要である。 

・ プロジェクトおよび長期的な研究用組織バンクの審査申請は、両方の申請書式

を用いて最初に同時にすることができる。2 つの書式は同一の REC に提出さ

れ、併せて審査されるものとする。保存許可は最初のプロジェクトの終了時に

人体組織管理庁により求められる。 
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・ 上記のいずれの措置もとらない場合には、研究者は組織の処分、適切に許可さ

れた研究用組織バンクへの移送、あるいは人体組織管理庁への許可申請を手配

する必要がある。 

・ 終了した研究プロジェクトの記録として、例えば研究データを証明するために

組織が保有されているならば、最初の REC が承認した許可なしで研究者は組

織を持っていることができる。この目的のための許可なき保存は、必要とされ

る期間を超えないものとする。その他何らかの研究プロジェクトを目的として

許可なく組織の保存が継続される場合には、プロジェクト個別の、あるいは研

究用組織バンクの申請プロセスを用いてさらなる倫理上の承認を求めるもの

とする。 

 

    研究用組織バンクの倫理審査の申請 

11.19  11.21 項を条件として、英国のすべての地域における研究用組織バンクの管理責任 

    を担う組織は、組織の収集、保存、利用および配布に関するその施設体制につい 

    て倫理審査を申請することができる。「研究用組織バンク」（あるいは「バイオバ 

    ンク」）は、この標準業務手順書（SOP）において以下のとおり定義する。 

     特定のプロジェクトの期限を超えて潜在的な研究利用のために保存されること 

     について倫理上の承認を得ているか、あるいは倫理上の承認申請中である、人 

     体組織あるいはその他の生体物質を収集したもの 

 

11.20  まだどの研究で利用するか特定していないが、利用目的で人体組織を保存する研 

究用組織バンクは、人体組織管理庁から許可を得なければならない（スコットラ

ンドを除く）。 

    研究用組織バンクは、人体組織法あるいは NHS 研究ガバナンスシステムあるいは 

研究倫理委員会ガバナンス協定のもとでの倫理上の承認を得る必要はない。それ

ゆえ、申請は任意で行われるが、研究用組織バンクに対する倫理上の承認は、個

別のプロジェクト単位での倫理上の承認の必要がなく、研究プログラムを促すこ

とによる利点がある。 

 

11.21  スコットランドの体制では、各保健委員会に、スコットランド医療改善機関が認 

    証した研究用組織バンクがある。これら研究用組織バンクを除き、研究用組織バ 

    ンクに対する REC によるその他の審査への申請は、NHS スコットランド内の研 

    究者によってなされるべきではない。NHS スコットランドの施設内に勤務する研 

    究者は、認証された保健委員会の研究用組織バンクを利用することが期待される。 

 

11.22  REC は通常、英国内の組織によって設置された研究用組織バンクの審査のみを行 
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    う。しかし、研究用組織バンクが英国の研究対象者に関連する組織／データの収 

    集を計画する場合には、英国以外の研究用組織バンクに関連した申請を受理する 

    ことができる。 

 

    研究用組織バンク向けの審査申請書式 

11.23  研究用組織バンクの審査を求める申請者は、統合研究申請システム（IRAS)の研 

    究分類システムで関連しているオプションを選択するものとする。これにより、 

    特定の研究プロジェクト向けではなく研究用組織バンクの施設体制に適したカス 

    タマイズ版の書式が作られる。 

 

    研究用組織バンクの審査申請の予約、割り振りおよび事前確認 

11.24  新規申請は中央割当システム（CAS）を介して予約し、通常は特定分野 REC のう 

    ち１つの委員会に割り振られる（1.7～1.15 項参照）。 

 

11.25  1.45 項の通常の事前確認の基準は適用されない。研究用組織バンクの申請は以下 

    の事前確認の基準を満たすこととする。 

(a) 研究用組織バンクの申請書式は統合研究申請システムにおいて正確に完成さ

れ、すべての関連資料と併せて、統合研究申請システムから研究倫理データ

ベース（RED）に電子的に提出さている18（統合研究申請システムのチェッ

クリストには、どの書類が必要なのかについて指示がある）。 

(b) すべての関連項目および質問項目に記入されている。 

(c) 申請書式が申請者により、および必要に応じて指定された個人により電子的

に承認されている。 

(d) 申請者に関する簡単な履歴書（最大 2 ページが推奨される）が提出されてい

る。 

(e) 新規の提供者による同意が求められるべき場合には、あるいは以前の提供者

による新たな同意が求められるべきときには、すべての情報シートおよび同

意書の写しが同封されている。 

(f) すべての関連資料に版番号および日付が記載されている。 

(g) イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおける研究用組織バン

クがすでに人体組織管理庁による許可を受けている場合には、許可証の写し

を同封するものとする（倫理審査の申請前に許可を受けることは義務付けら

れていない）。 

(h) 同一の研究用組織バンクに関する以前の申請に対して却下の判断が下されて

いる場合には、1.46 項の追加基準が適用される。 

                                                   
18 あるいは、別の電子的なフォーマットで提出されていること。1.39 項を参照。 
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    施設固有事情に基づく問題* 

11.26  施設固有事情の評価（SSA）は研究用組織バンクの申請には不要である。倫理審査 

    は、研究協力者との間になされた施設体制を含め、全体として研究用組織バンク 

    の管理に適用される。組織の収集、保存あるいは利用に関わる個別の研究実施機 

    関あるいはセンターについて、倫理上の承認を申請する必要はない。しかし、NHS 

    内の組織収集センターにおける実施施設の研究協力者は通常、NHS の患者から組 

    織あるいはデータを収集するため、およびそれを研究用組織バンクに提供するた  

    め、NHS の医療機関による管理上の許可が必要である。 

 

    研究用組織バンクの倫理審査プロセス 

11.27  倫理審査のプロセスは一般に、プロジェクト単位の申請の場合と同じである。本 

    SOP の第 2 節および第 3 節において「主任研究者」（CI）と言及されている部分 

    がすべて、申請を提出する個人に適用される。 

 

11.28  却下の判断が下される場合には、第 7 節に記載の再審査に関する通常の選択肢が 

    適用される。 

 

11.29  研究用組織バンクの倫理承認条件の大幅な変更（11.31 項 (f) 参照）は、特定の研 

    究プロジェクトの大幅な変更の場合と同一の方法で、第 5 節の手順に基づき審査 

    することとする。 

 

    研究用組織バンクの倫理審査の一般的ガイダンス 

11.30  研究用組織バンクの倫理審査を行う REC は、以下の一般ガイダンスに注意する必 

    要がある。 

    ・審査は特に以下の倫理的問題に注目するものとする。 

○ 新規試料の収集に関する施設体制 

○ 新規提供者による同意、以前の提供者による再同意、あるいは提供者が死亡

したときにその近親者による同意を求める要件 

○ 情報シートおよび同意書において定められたインフォームド・コンセントの

条件 

○ 法的に求められない場合に、特定の同意がなく研究のために組織を保存およ

び利用することの妥当性 

○ プロジェクトの十分な科学的批判、および試料が提供される条件を保証する

ための施設体制を含む、研究者に対する組織提供のポリシー 

○ 提供者の試料を用いた研究において得られた臨床的に重大なすべての情報に
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ついて、その提供者に対してフィードバックを行うあらゆる計画 

・ 倫理審査は、提供者の安全性、権利および健康を保護する必要性と、全体とし

て社会に価値のある研究を促す必要性とのバランスをとる必要がある。 

・ イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおいて、倫理審査は一般

に、人体組織管理庁による許可プロセスを繰り返すのではなくむしろ補完する

ものである。REC は、許可プロセスにおいて詳述されるガバナンスの問題に

対応することは求められない。これには、認定に名前が記された指定された個

人およびその他個人の適切性、試料の保存のための諸施設および設備、提供者

の特定および追跡システム、同意記録、安全性およびリスク管理、試料の破棄

の施設体制、品質システム、内部／外部監査、スタッフの研修が含まれる。こ

の問題のいくつかには倫理的側面が存在するが、基準を定め、遵守を確保する

ことは主に人体組織管理庁が担うべき責務である（スコットランドにおいては

許可プロセスが存在しないので、ガイダンスは適用されない）。 

 

    研究用組織バンクの承認条件 

11.31  主たる研究倫理委員会（main REC）は研究用組織バンクに適した一連の承認条件 

    を公表するものとする。これには通常以下が含まれる。 

(a) 承認は最初に 5 年を期限として与えられ、実施状況報告書に基づいてさらに

審査が行われた後に更新することができる（11.33 項参照）。 

(b) スコットランドあるいはいずれの関連物質も有さない研究用組織バンクを除

いて、人体組織管理庁による許可証の写しを可能であれば提供すること（ま

だ提出されていない場合）。人体組織管理庁が許可を更新、許可条件の変更、

あるいは許可の取り消しを行う場合には、あるいは指定された個人の何らか

の変更については、REC に通知するものとする。 

(c) 申請者が、プロジェクト個別の追加の申請を求めることなく、組織を受領す

るプロジェクトに関して包括的な倫理上の承認を申請した場合には、組織の

提供に以下の条件が適用される。 

・ 申請書式に記載された研究分野における研究に対してのみ、組織を提供するこ

とができる。 

・ 研究用組織バンクで行われる研究が科学的に評価され、その研究目的との関連

で適切にデザインされ、（博士号レベル未満の学生の研究を例外として）既存

の知識に何か有益なものを追加する可能性がある。 

・ 試料が将来の研究目的のためにインフォームド・コンセントのもとで提供され

ている場合には（「包括的な同意」）、研究用組織バンクによる試料の利用が提

供者の同意条件を遵守していること。 

・ すべての試料およびいずれかの関連する臨床情報が、提供の時点で研究者に特
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定されないものでなければならない（つまり、匿名化あるいは連結可能匿名化）。 

・ 試料は、追加のデータや提供者の組織、あるいは患者に対する臨床的に重大な

情報のフィードバックに関して倫理的に承認された体制がある場合を除いて、

その他の提供者との接触を必要とするすべてのプロジェクトには提供されな

い。 

・ 倫理上の承認の条件、あるいは研究用組織バンクによって求められるその他条

件に従って、試料の保存、利用および破棄を保証するために、研究者との間に

提供にあたっての合意がなされなければならない。 

     （注：研究用組織バンクが利用者の代わりに包括的な倫理上の承認を申請する 

      ことは義務付けられていない。研究用組織バンクは人体組織を受領する全研 

      究者に対して、プロジェクト単位の申請書式を用いて REC に個別に倫理承認 

      を申請するよう求めることを選択することがある。包括的な倫理上の承認が 

      求められる場合には、REC は研究用組織バンクに対してのみ普通の倫理承認 

      を与えるか、あるいは利用者の包括的承認を含む承認を与えることができる。） 

(d) 申請者は、組織が提供された全研究プロジェクトの記録を保存するものとす

る。記録には、少なくともプロジェクトの正確なタイトル、目的の概要、主

任研究者、プロジェクトが研究用組織バンクに承認を受けた日付、および提

供された人体組織の詳細を含むものとする。主 REC はこの記録へのアクセス

をどの時点でも求めることができる。 

(e) 年次報告書は、英国研究倫理サービスのウェブサイトの研究用組織バンク用

の特定テンプレートを使用して REC に提供されるものとする。報告書には、

前年に組織が提供された全プロジェクトが掲載され、資源管理上の開発につ

いてまとめることとする。主 REC は研究用組織バンクの管理に関する追加報

告書をいつでも要求することができる。 

(f) 大幅な変更（11.29 項参照）は、統合研究申請システムの適切な大幅な変更通

知書を用いて主 REC に対して通知されるものとする。以下については常に通

知されるものとする。 

・ 研究用組織バンクによって実施されるか支援される研究タイプの変更を含む、

研究における組織の使用方針に関するすべての重大な変更 

・ 収集と保存が行われるべき生体試料のタイプ、あるいは収集状況に関するすべ

ての重大な変更 

・ 新規／変更情報シートおよび同意書を含む、インフォームド・コンセントの施

設体制に関するすべての重大な変更 

・ 研究者に対する組織の提供承認の依頼（最初の申請の一環として求められてい

ない場合）、あるいは承認条件の変更 

・ 新たな研究用組織バンク管理者の任命（つまり、申請を行い、REC に対する
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さらなる報告の義務を担う個人） 

・ 研究用組織バンクのガバナンスに関するその他すべての重大な変更 

(g) 主 REC は、申請者の連絡先のあらゆる変更情報、あるいは機関において新た

に指定された個人の任命について、通知されるものとする。 

(h) 主 REC は承認条件のすべての違反、安全性あるいは機密性のすべての重大な

違反、あるいは組織の倫理的な管理に関する公の信頼を損ないうるその他す

べての出来事について、できるだけ早く通知されるものとする（このような

出来事は、人体組織管理庁に対しても直ちに報告する必要がある）。 

(i) 研究用組織バンクの閉鎖計画は、できるだけ早く、少なくとも閉鎖の 2 か月

前には主 REC（および人体組織管理庁）に通知されるものとする。REC は、

組織の廃棄のため、あるいは別の研究用組織バンクへの移送のための体制に

ついて知らせを受けるものとする。組織が別の研究用組織バンクに移送され

る場合に、倫理承認は移管されない。 

     

11.32  REC はこの条件を変更するか、あるいは必要に応じて申請に対してその他の承認 

    条件を追加する裁量を有する。申請条件のテンプレート（標準書式 AC3）は、英

国研究倫理サービスのウェブサイトにおいて公表されており、研究倫理データベ

ースにおいて利用可能である。追加条件が例えば研究用組織バンクのガバナンス

に関する進行中の条件よりむしろ情報シートの軽微な変更である場合には、これ

は標準書式 AC3 よりむしろ判断に関する通知にくわえることができる。 

 

11.33  11.31 項（c）の条件下で、研究用組織バンクによって提供される組織を用いて行

われる研究は、研究用組織バンクの倫理承認を条件として REC から倫理承認を得

たものと見なされる。イングランド、ウェールズあるいは北アイルランドにおい

て、これは利用者である研究者がその研究プロジェクトに関連して使用する組織

の保存に関する許可を人体組織管理庁から得る必要がないことを意味している。 

 

    承認の更新* 

11.34  研究用組織バンクの倫理上の承認は最初 5 年を期限として与えられるが、一度に 5 

    年を限度として更新することができる。資源の価値が継続すること、および承認 

    の諸条件を遵守していることについて REC に十分な確信がある限りで、承認は継 

    続して更新されるものとする。 

 

11.35   5 年目時点での更新手順は以下のとおりである。 

    (a) 研究用組織バンク管理者は、承認後の期間にあった変更を考慮した上で、最 

      初の申請書の更新版および関連資料を併せて、期日までに最新の年次実施状
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況報告書を提供するものとする。この報告書は最初の REC（あるいは、最初

の REC がすでに運営されていない場合には、継続している業務の管理のため

に指定された別の REC）に提出するものとする。 

    (b) コーディネーターは、締切日の 3 か月前までに更新書類を提出する必要があ 

      ることについて督促状を送付するものとする。承認の更新に関するすべての 

      書類は、最初の REC の受付番号によって管理される。 

    (c) (a)の書類が締切日までに受領されない場合には、コーディネーターはさらに 

      督促状を送付し、これより 1 か月以内に受領されない場合には、承認が無効 

      になる旨を研究用組織バンク管理者に通知するものとする。 

    (d) 更新書類は、REC の次回の対応可能な本審査において審査されるものとする。 

      研究用組織バンク管理者は出席するよう要請される。 

    (e) REC は、審査後に追加の情報を書面で一度だけ求めることができる。 

    (f) REC が承認の更新に賛成するならば、更新の文書が発行される。REC は、研 

      究用組織バンク管理者が情報の要求への回答に要した時間を除いて、更新書 

      類の受領から 40 日以内に更新の文書を発行することを目標とする。全体とし 

      ての締め切りは 60 日間であり、それが更新の申請に適用される。 

    (g) 更新の文書が発行されるまでは、以前の倫理上の承認が依然として有効であ 

      る。 

    (h) 更新の承認は、通常、先立つ 5 年間の最終の日付までさかのぼって、そこか 

      らさらに 5 年間とする。 

 

11.36  例外的に、以下のうち 1 つについて重大な懸念がある場合には、REC は承認を更 

    新しないと決定することができる。 

・ 公益性のある研究を支援するために資源を利用できていない 

・ 承認の諸条件を遵守できていない 

 

11.37  倫理上の承認の期限が切れる前に、REC はまず研究用組織バンク管理者に対して、 

    その懸念をはっきりと示し、さらなる説明の機会を与えることを通知するものと 

    する。 

 

    承認された研究用組織バンクによって行われる人体組織に関連するプロジ 

    ェクトの申請 

11.38  研究者が承認された研究用組織バンクが保有する人体組織を用いる特定のプロジ 

    ェクトの審査申請を行う場合には、研究用組織バンクの REC の受付番号を申請に 

    挙げるものとする。申請は研究用組織バンクの主 REC（「組織バンク REC」）に対 

    して提出することが推奨される。REC は組織の性質および組織が収集された条件 
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    について既知であるから、これは倫理審査を容易にするであろう。何らかの理由 

    で異なる REC に対して申請が行われる場合には（例えば、組織バンク REC の審 

    査枠が利用できないため）、申請の審査を行う REC は組織バンク REC と協議を行 

    い、関連資料の提示を求めることができる。 

 

    研究用組織バンクの審査申請の標準文書 

11.39  研究用組織バンク申請に使用される研究倫理データベースの標準文書のテンプレ

ートには複数の変更がある。変更には、専門用語の変更（例えば、「試験」、「主任

研究者」等に関する意味内容の変更）および申請者に示されるガイダンスの変更

（例えば、施設固有事情の評価が不要であることの説明）が含まれる。承認の判

断の文書での承認条件の公表に関するガイダンスは、11.30～11.31 項を参照。 

 

    倫理上の承認のある研究用組織バンクの移行措置について 

11.40  2006 年 10 月 31 日以前に REC から研究用組織バンクに与えられたすべての倫理 

    上の承認は、2008 年 10 月 30 日に失効した。新規申請はいつでも REC に対して 

    することができる。 

 

 

人体組織の輸入および輸出 

11.41  人体組織法は、研究目的での人体組織の輸入および輸出に関する規定を設けてい 

    る。法的条件においては、これには、イングランド、ウェールズあるいは北アイ 

    ルランドにおける研究利用向けに保存するために、スコットランドから組織を輸 

    入すること、およびイングランド、ウェールズあるいは北アイルランドの生体あ 

    るいは死体の組織を研究目的でスコットランドに輸出することが含まれる。 

 

11.42  人体組織管理庁は、人体、臓器および組織の輸入および輸出に関して、基準を定め、

ガイダンスを与える行動指針を公表している。組織の輸入あるいは輸出は、許可

の対象となる活動ではない。しかし、一旦輸入されたならば、研究が倫理上の承

認を得ていない限りは、研究利用のための組織の保存は許可の対象である。 

 

11.43  人体組織法の同意規定は、輸入された組織に対しては適用されない。 

 

    英国外における研究の倫理審査の基本方針 

11.44  英国外で実施される研究を審査することは、英国のRECシステムの役割ではない。 

    同じ考え方が、例えば海外の提供者から組織を採取しあるいは保存する施設体制、 

    および必要に応じてインフォームド・コンセントを得る施設体制のような、英国 



218 

 

    における研究を支援するために英国外で実施される研究関連活動の審査に対して、 

    一般に適用される。REC は、英国外で行われる活動について倫理上の判断を与え 

    る必要はない。該当する国において、その法的要件、倫理的ガイドライン、文化 

    および同意プロセスにおいて用いられる言語を考慮した上で、活動が倫理審査の 

    対象となることが、より適切である。同様に重要なのは、海外の研究の支援とし 

    て英国において実施される研究関連活動が、英国の生体あるいは死体の組織を用 

    いる場合には、英国において倫理審査されることである。 

 

11.45  以下の項において、組織の英国への輸入あるいは英国からの輸出を対象とする申 

    請のガイダンスを示す（本 SOP にしたがい、スコットランドにおいて施行される 

    人体組織研究あるいは研究関連活動は、英国の研究と見なされる）。 

 

    人体組織の輸入に関する申請 

11.46  人体組織法によって定められた規則のもと、輸入された人体組織を用いたプロジ 

    ェクトを実施する研究者は、プロジェクト期間中にその試料が許可を受けていな 

    い施設で保存するにあたっては、REC による倫理承認を必要とする。研究者が法 

    的理由から倫理承認を必要とする場合には、REC は申請の審査に応じることがで 

    きる。さもなければ、REC は研究倫理委員会ガバナンス協定下でのその通常権限

外の申請、あるいは単に研究のために輸入された人体組織の保存あるいは利用に

関連する申請を審査する必要はない。1.92 項のガイダンスが、このような申請に

適用される。 

 

11.47  申請が輸入された人体組織を含んでいる場合には、REC は実施可能であれば英国  

    内における試料の提供に優先するということについて、輸入が正当である理由を 

    要求するものとする。REC は、研究同意が提供国において提供者により与えら 

    れたかあるいは与えられることについて、確認を求めることもできる（既存ある 

    いは残余試料の利用に関する同意要件は、試料の採取時期、提供者を特定する情 

    報が含まれているかどうか、および英国における同等の状況下においても同意が 

求められるかどうかに基づく、倫理判断に関する事項である）。しかしながら REC

は、試料提供者からどのように同意を得たのかについても、提供国の共同研究者

が実施しているあらゆる研究活動についても、詳細に審査することまでは求めら

れない。 

 

    人体組織の輸出に関する申請 

11.48  REC は、英国外の研究利用のための輸出を目的とする、英国における生体あるい 

    は死体の組織の収集を伴う申請の審査を受理することとする。REC はその判断を 
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    英国内で実施される活動に制限することができる。特に、REC はインフォームド・ 

    コンセントに関連する事項を検討することとする。 

 

    標準文書および承認条件 

11.49  人体組織の輸入あるいは輸出を伴う申請の審査において、標準文書は、REC の裁 

    量により、判断の条件を明らかにするために修正することができる。標準的な承 

    認の条件も変更することができる。 
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第 12 節：意思能力を有さない成人を対象とする研究 

 

序論 

12.1  標準業務手順書（SOP）の本節において、同意する意思能力を有さない成人を対象

とする研究の倫理審査の管理手順が定められている。これは、以下に対して別々

に取り組むものである。 

・ 改正後の2004年人に使用する医薬品（臨床試験）行政規則（「臨床試験規則」）

により、英国全体の法律上の規定が設けられている試験薬の臨床試験

（CTIMP）の場合 

・ 倫理審査プロセスに関する重要な意味合いについて英国の各カントリーで

法律上の位置づけが異なる試験薬の臨床試験以外の研究の場合 

 

 

A. 試験薬の臨床試験 

12.2  意思能力を有さない成人の試験薬の臨床試験への組み入れは、臨床試験規則および

2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法の規定により管理され

る。2005 年意思能力法の研究規定は、試験薬の臨床試験の実施には適用されない。 

 

    新規申請 

12.3  試験薬の臨床試験の申請は、同意する意思能力を有さない成人を対象とする場合、

統合研究申請システム（IRAS）の研究分類システムに記入され、システム上に提

示された一連の追加質問にすべて回答するものとする。成人とは、臨床試験規則

において 16 歳以上の個人と定義されている。 

 

12.4  中央割当システム（CAS）において申請の予約を行う場合、申請者は試験が同意す

る意思能力を有さない成人を対象としていることを申告するものとする。 

 

12.5  中央割当システムは以下の両方の条件を備えた研究倫理委員会（REC）に対して申

請を割り当てられるものとする。 

・ 患者の試験薬の臨床試験審査を目的とした認定 REC（タイプ 3 の認定を受け

ている）、および可能な限り、 

・ 同意する意思能力を有さない成人を対象とする研究の審査を目的とした特定

分野 REC（12.20 項参照） 

    （注：第Ⅰ相試験では意思能力を有さない成人を対象とすることはできない。理

由としては規則の付表 1 第 5 部の要件の 1 つが、試験薬の使用によって研究対象

者への利益が見込まれる場合となっており、規則による第Ⅰ相試験の定義に矛盾
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するためである。それゆえ、同意する意思能力を有さない成人を対象とする試験

は、タイプ 1 の認定 REC によって審査されることはない。） 

 

12.6  試験がスコットランドの１つかそれ以上の研究実施機関において実施されること

になっている場合、および主任研究者（CI）がスコットランドを本務地とする場

合、2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法に基づき、スコッ

トランドの大臣により構成された「倫理委員会」に対して割り当てられるものと

する。この委員会は、現在のスコットランド A REC である。主任研究者がスコッ

トランド以外に本務地を置く場合、申請は、同意する意思能力を有さない成人を

対象とする研究審査を目的とする認定 REC か特定分野 REC のいずれかの、スコッ

トランド以外の REC に対して割り当てることができる。 

 

    倫理審査 

12.7  同意する意思能力を有さない成人が関与する試験の審査を行う主たる研究倫理委

員会（main REC）は、臨床試験規則付表 1 第 5 部において示される条件および原

則の観点から、研究が正当化されているかを検討することが必要である。これに

は、研究対象者の法定代理人によって与えられるインフォームド・コンセントに

対する規定が含まれる。この目的における「法定代理人」の定義は、付表 1 第 1

部において示されている。 

 

12.8  英国研究倫理サービスは、付表 1 の関連規定の概要を示す、「試験薬の臨床試験に

おけるインフォームド・コンセント」に関する情報提供の書類を周知している。

これは http://www.nres.nhs.uk/applications/guidance/clinical-trials/で入手可能である。

（現在は入手不可能） 

 

12.9  スコットランドにおける意思能力を有さない成人を対象とする試験薬の臨床試験

の倫理審査は、臨床試験規則の規定により管理される。何らかの矛盾が発生する

場合、2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法の規定より、臨

床試験規則によって無効とされる。 

 

    専門家による助言 

12.10  主 REC は、臨床試験規則の規則 15（7）により、同意する意思能力を有さない成人

を対象とするすべての試験に対して判断を示す前に、助言を得ることが求められ

る。2.50～2.57 項に定められた手順に従うものとする。 
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B. 試験薬の臨床試験以外の研究 

 

 

    2005 年意思能力法（イングランドおよびウェールズ） 

 

    範囲 

12.11  意思能力法の第 30～34 条は、同意する意思能力を有さない 16 歳以上の成人を対象

とする研究に関連する詳細な規定を定めている。この法律はイングランドとウェ

ールズにおいてのみ適用される。第 30～34 条の規定は、試験薬の臨床試験に適用

されない。意思能力法は死体を対象とする研究には適用されない。死後の採取、

臓器と組織の保管および使用については、人体組織法にて規定される。 

 

12.12  この規定の申請は、医学研究および生物医学研究、健康関連の研究あるいは国民保

健サービス（NHS）内で実施される研究に限定されない。これは研究対象者がイ

ンフォームド・コンセントを与える能力を有していない可能性がある。福祉なら

びに関連での研究に適用されうる。 

 

    法施行の予定表 

12.13  同法の第 30～33 条の規定は、2007 年 10 月 1 日に施行された。2007 年 10 月 1 日以

降に開始されたすべての新しい研究は、同意する意思能力を有さない 1 人以上の

成人を対象とする「侵害を伴う研究」である場合、第 30～33 条の規定を完全に遵

守するものでなければならない（2007 年 10 月 1 日以前に開始した、倫理上の承認

を得た研究の経過措置に関するガイダンスは、12.32～12.36 条に示されている）。 

 

12.14  2005 年意思能力法（2006 年研究実施中の意思能力の喪失（Loss of Capacity during 

Research Project））（イングランド）規則およびウェールズ議会（NAW）によって

策定された同等の規則も、2007 年 10 月 1 日に施行された。これらの規則（本 SOP

においてはまとめて「意思能力喪失に関する規則（Loss of Capacity Regulation）」と

する）は同法の第 34 条によって策定されている。これはある状況において、研究

終了前に同意する意思能力を喪失した研究対象者から、同意する意思能力を喪失

する前の同意によって得られたデータあるいはデータあるいは物質を含む研究の

継続について規定しているものである。研究が 2007 年 10 月 1 日以前に開始した

ものであり、当該の者が 2008 年 3 月 30 日以前に、最初に参加の同意をしていた

場合のみ、この規則は適用される。 
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    侵害を伴う研究 

12.15  第 30～33 条では、「侵害を伴う研究」は以下のとおり定義される。 

 

      「研究参加に同意する意思能力がある人に対して、またはその人に関連して

その人の同意なしに実施した場合違法となりうる研究」 

 

    この定義によると、意思能力を有さない人に関連して行われる何らかの研究は、

同意が法律上の要件ではないので、第 30〜33 条に基づく承認が不要であるという

ことである。研究が以下の 1 つかそれ以上の項目に限定される場合は、侵害に当

たらない可能性がある。 

i. 医療あるいは福祉において過去に取得され、現在は二次的研究の目的に使用さ

れている個人が特定可能なデータを、通常の医療チーム内において利用するこ

と。 

（注：しかし、データが収集された時点で、そのデータを研究目的のために使

用する意図があることが分かっている場合には、同意は求められるべきであり、

これは「侵害」に当たりうる） 

ii. 個人が特定不可能なデータを通常の医療チーム外において利用すること。 

iii. 研究が REC および英国情報ガバナンス委員会（NIGB）の倫理・守秘委員会

（ECC）により第 251 条の承認を得ている（あるいは得る予定がある）場合に、

個人が特定可能なデータを通常の医療チーム外において利用すること（第 13

節参照）。 

iv. 2004 年人体組織法（付属書類 H 参照）に基づき、人体組織あるいはその他生

体物質を保管あるいは使用する場合で、特に物質が以下である場合には、同意

は不要である： 

・「関連物質」ではない（例えば血漿、血清） 

・研究者にとって個人が特定不可能であり、REC の承認を得る予定の、生体

からの関連物質、あるいは 

・2006 年 9 月 1 日以前にすでに保管されていた「既存試料」である関連物質 

 

    適切な機関による承認要件 

12.16  同法に基づく研究の承認には 2 つのタイプがある。 

・ 第 30 条に基づく、研究対象者に同意する意思能力を有さない成人が 1 人かそ

れ以上含まれる「侵害を伴う研究」を施行する場合の承認（「第 30 条の承認」） 

・ 意思能力喪失に関する規則に基づく、研究対象者が能力を喪失する前に得られ

たデータあるいは試料を用いて研究を施行する場合の承認（2007 年 10 月 1 日

以前に開始された研究、および研究対象者が 2008 年 3 月 30 日以前に同意した
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場合）（「第 34 条の承認」） 

 

12.17  どちらの承認タイプも、「適切な機関」によって与えられなければならない。2005

年意思能力法（適切な機関）2006 年（イングランド）規則およびウェールズ議会

によって策定された同等の規則に基づき（本 SOP においてはまとめて「適切な機

関の規則」とする）、適切な機関とは以下を条件とする委員会である。 

    （a） 同意する意思能力を有さない者に関連した侵害を伴う研究の倫理について、

あるいはそれを含む事項について助言を行うために設置された委員会、およ

び 

    (b) 所管大臣あるいはウェールズの大臣によって、その目的のために認定された 

      委員会（2006 年ウェールズ統治法（the Government of Weals Act）に基づいて、  

      ウェールズ議会の機能は現在では大臣に移管されている） 

 

12.18  イングランドおよびウェールズにおいて研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）

に基づいて設置されたすべての NHS REC、および福祉 REC は、本目的のために保

健大臣およびウェールズの大臣によって認定されており、それゆえ同法に基づき

研究を承認する目的のための適切な機関である。防衛省 REC も、その権限内で研

究を行うことが認定されている。 

 

12.19  イングランドあるいはウェールズにおいて、いずれかの適切な機関による承認は、

イングランドおよびウェールズ両国における研究の実施に際して適用される。 

 

    特定分野 REC* 

12.20  イングランドおよびウェールズにおいて研究倫理委員会ガバナンス協定に基づい

て設置されたすべての REC は、意思能力法に基づいて研究を法律上承認すること

ができるが、英国研究倫理サービスは意思能力を有さない成人を対象とする研究

のために特定分野 REC の委員会を設置した（特定分野 REC に関する基本ガイダン

スは、1.7～1.15 項を参照）。 

 

12.21  委員会には、スコットランドおよび北アイルランドにおいて実施される研究のため

の、両国の REC が含まれる（英国の 2 つ以上のカントリーにおいて実施される研

究に関するガイダンスは、12.57 項を参照）。 

 

    第 30 条の承認の新規申請 

12.22  申請者は、研究プロジェクトのいずれの段階においてでも（意思能力喪失後も含む）、

意思能力を有さない成人を対象とする侵害を伴う研究を施行することを計画する
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場合、統合研究申請システムの研究分類システムに記入し、一連の追加質問にす

べて回答するものとする。2005 年意思能力法の場合、成人とは 16 歳以上の個人で

ある。 

 

12.23  中央割当システムにおいて申請の予約を行う場合、申請者は研究が同意する意思能

力を有さない成人を対象として含んでいることを申告するものとする。 

 

12.24  中央割当システムは通常、イングランドあるいはウェールズにおいて、意思能力を

有さない成人を対象とする研究の審査を行うことを専門とする REC に、申請を割

り当てる。イングランドあるいはウェールズにおいてのみ実施される研究は、通

常はイングランドあるいはウェールズそれぞれの特定分野 REC に割り当てられる

が、必要であれば、英国内の他のカントリーの特定分野 REC に割り当てることが

できる。両国で実施される研究は、イングランドあるいはウェールズのいずれか

の特定分野 REC に割り当てることができる。 

 

12.25  イングランドおよび／あるいはウェールズと同様に、スコットランドあるいは北ア

イルランドにおいても実施される研究に関する手順については、12.57 項のガイダ

ンスを参照。 

 

12.26  研究者が、意思能力を有さない成人を対象とする新規申請について、直接、REC（福

祉 REC を除く）に対して予約を求める場合、コーディネーターは予約を却下し、

中央割当システムによる予約を助言するものとする。 

 

12.27  REC は第 30 条の承認を求めるすべての新規申請に対して判断を示す前に、意思能

力を有さない成人を対象とすることに関連して発生する可能性のある臨床的、倫

理的あるいは心理社会的なすべての問題について、専門家による助言を得るもの

とする。助言は、2.50～2.57 項に定められた手順に基づき、REC の委員、追加委員

あるいは専門的助言者のいずれかが提供することができる。当該の委員あるいは

専門的助言者は、研究の対象となる人々の治療やケアに関連した専門職としての

経験を有する人物であるものとする。 

 

12.28  コーディネーターは申請を、第 30 条の承認を求める申請として研究倫理データベ

ース（RED）に登録し、作成された改訂版の標準文書を用いるものとする。承認

の判断が示され、および意思能力を有さない成人を対象とすることに対して第 30

条の承認が示される場合、その判断文書は以下の追加項を含むものとする。 
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      「2005 年意思能力法」 

      「2005 年意思能力法をふまえて、委員会がこの研究プロジェクトを承認したこ

とを確認しました。研究プロジェクトへの参加に対して同意する意思能力を

有さない人物に対して、またはその人に関連する研究の一環として実施され

る研究に関して、委員会は法第 31 項の要件を満たしていると判断しました。」 

 

12.29   第 30 条の承認が求められる場合に、もしその研究が同意する意思能力を有する研

究対象者のみを対象としたとしても、同様に研究が実施できる可能性があるとい

うことを理由に、承認が与えられない場合もありうるということに注意するもの

とする。このような状況において、第 30 条の承認なしに承認の判断を下すことが

できる。REC は、研究対象者の選択基準およびリクルート手順に適切な変更がく

わえられたことについて確認する必要がある。 

 

12.30   却下の判断が示される場合、あるいは承認の判断が示されるが第 30 条の承認は保

留される場合、判断文書には以下の追加項を含むものとする。 

 

      「2005 年意思能力法」  

    「2005 年意思能力法をふまえて、委員会はこの研究プロジェクトを承認しな

いことを確認しました。その研究は、研究プロジェクトへの参加に対して同

意する意思能力を有さない個人に対して、あるいは関連して実施してはなら

ないと判断しました。」 

 

12.31  主任研究者は、第 7 節の手順に従い、再審査請求を行うかまたはさらなる申請を提

出することができる。通常、すべての再審査請求あるいは新規申請は、特定分野

REC に対して割り当てられる。 

 

    イングランドおよびウェールズにおける現行研究の経過措置 

12.32  2007 年 10 月 1 日以前に倫理上の承認を得て開始された、意思能力を有さない成人

を含む侵害を伴う研究は、2008 年 10 月 1 日以降は第 30～33 条を遵守することが

求められる。2008 年 10 月 1 日以降も継続されたすべての研究は、その日までは第

30 条の承認を必要とする。REC は 2008 年 10 月 1 日以降に申請を容認することが

できるが、研究者は承認が得られるまで、意思能力を有さない成人が関与する研

究の実施を停止するものとする。このような研究対象者が 2008 年 10 月 1 日以降

に違法に含まれていた場合には、REC は事後的な承認を与えることはできない。 

 

12.33  第 30 条の承認に対する申請は、以下のいずれかの方法で行うことができる。 



227 

 

    選択肢 1：追加申請 

・ 第 30 条の承認に対する追加申請は、研究を最初に承認した主 REC に対して直

接提出することができる。この REC はイングランドあるいはウェールズにお

いて研究倫理委員会ガバナンス協定に基づいて設置されたものである。追加申

請は、REC の本委員会の審議枠が確保されるように予約される必要がある。 

・ 大幅な変更の通知書は、統合研究申請システムの REC 申請書類のパート B 第

6 項、同法第 32～33 条の遵守手順にて訂正された研究計画書、および相談員

の情報シートと併せて提出されるものとする。これらの書類を含まない申請は

いずれも無効である。 

・ REC は、新規申請に対する通常の SOP に準じて、追加申請を審査するものと

する。これは少なくとも 7 名の委員を有する本委員会において審査されるもの

とする。REC は 60 日以内に主任研究者に対して最終決定を通知するものとす

る。詳細な情報や説明の要求に際して、審査期限の時間は一度停止することが

できる。 

・ コーディネーターは申請を第 30 条の承認に対する追加申請申請として登録し、

研究倫理データベースで作成された改訂版の標準文書を用いるものとする。 

・ REC が第 30 条の承認を与える場合、コーディネーターは 12.28 項の追加文章

を承認の判断の書類にくわえるものとする。 

・ 第 30 条の承認が与えられない場合には、12.30 項の文章が用いられるものとす

る。研究は元の承認の判断を基に当面は継続することができるが、2008 年 10

月 1 日以降は同意する意思能力を有さない成人に対して、あるいは関連して、

さらなる侵害を伴う研究を実施することは違法となる。再審査請求手順はない

が、研究者は下記の選択肢 2 に従い、特定分野 REC に対して新規の申請を提

出することができる。主 REC 自体が特定分野 REC である場合、研究者は別の

追加申請を主 REC に提出するか、あるいは新規の申請を別の特定分野 REC に

提出することができる。 

・ さらなる施設固有事情の評価を実施する必要はない。 

 

    選択肢 2：新規申請 

・ 新規申請は中央割当システムを介して予約され、通常は、特定分野 REC であ

る別の REC（「2 番目に担当する REC」）に対して提出することができる。REC

申請書式は完全に記入されるものとする。 

・ 2 番目に担当する REC は、第 30 条の承認に対するすべての新規申請と同様に、

その申請を審査するものとする（12.22～12.31 項参照）。 

・ 却下の判断が示され、および／あるいは第 30 条の承認に対する申請が却下さ

れた場合でも、元の主 REC による判断は依然として有効である。研究は継続
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することができるが、2008 年 10 月 1 日以降に意思能力を有さない成人を対象

として、あるいは関連して、さらに侵害を伴う研究を実行することは違法であ

る。しかし、第 7 条の手順に従い、研究者は 2 番目に担当する REC あるいは

別の特定分野 REC に対して、さらに申請を提出することができる。 

・ 却下の判断が示された場合には、その研究は倫理的に承認されているとは見な

されない。2008 年 10 月 1 日以降に意思能力を有さない成人を対象として、あ

るいは関連して、さらに侵害を伴う研究を実行することは違法である。第 7

条の手順のに従い、研究者は再審査請求を行うか、あるいはさらに申請を提出

することができる。 

・ さらなる施設固有事情の評価を実施する必要はない。 

 

12.34   第 30 条の承認に対する申請が、スコットランド A REC（以前はスコットランド委

員会 A の多施設共同研究倫理委員会（MREC））あるいは北アイルランドの HSC 

REC によって以前承認を受けた研究に関連する場合に、申請者はイングランドお

よびウェールズの REC（「2 番目に担当する REC」）に対して追加申請あるいは新

規申請のいずれかを提出すべきである。追加申請を提出する場合、2 番目に担当す

る REC はこの場合には研究に関する事前知識を有していないので、申請者は最初

の REC 申請書式の写し、および情報のために関連する書面での連絡の写しも提供

するものとする。2 番目に担当する REC はその審査を、第 30 条の承認に対する法

律上の基準がイングランドおよびウェールズにおいて満たされているかに関する

審査にとどめるものとする。 

 

12.35   既存の研究が、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づいて設置されていない倫理

委員会によって最初に承認された場合に（例えば、大学の委員会によって承認さ

れた福祉研究）、2008 年 10 月 1 日までは第 30～33 条の遵守は求められていない。

第 30 条の承認を得るため、上記選択肢 2 に従い、新規申請がなされるものとする。 

 

12.36   既存の研究が、いずれの倫理委員会による承認もなく実施された場合、2007 年 10

月 1 日以降は第 30～33 条の遵守が求められた。申請は 2007 年 10 月 1 日以降も継

続して容認されることがあるが、REC によって承認が得られるまで、研究者は同

意する意思能力を有さない成人を対象とする研究の実施を停止するものとする。

このような研究対象者が 2007 年 10 月 1 日以降に違法に含まれていた場合、REC

は事後的な承認を与えることはできない。 

 

    第 34 条の承認に対する申請 

12.37  既存の研究がイングランドおよびウェールズの NHS REC から承認の判断を得てい
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る場合、主 REC に対して、以下と併せて「大幅な変更の通知」を提出することに

よって、第 34 条の承認に対する申請を行うものとする。 

・ 英国研究倫理サービスウェブサイトに掲載されている、第 34 条の承認に対す

る追加情報書式（書式 MCA2） 

・ 能力喪失規則（Loss of Capacity Regulations）が遵守する手順を取り入れて、訂

正された研究計画書 

・ 相談員向けの情報シート 

 

12.38  研究がスコットランド A REC あるいは北アイルランドの HSC（Health and Social 

Care) REC による既存の承認の判断を有している場合、申請者は最初の申請書式お

よび関連する書面での連絡の写しも提供するものとする（12.34 項参照）。 

 

12.39  上記書類をすべて伴わない申請はすべて無効である。 

 

12.40  コーディネーターは第 34 条の承認に対する申請として研究倫理データベースに大

幅な変更を登録するものとする。申請は、大幅な変更に対する通常の手続きに従

って進められるものとする。有効な申請の受領後 35 日以内に、申請者に対して決

定が通知されるものとする。 

 

12.41  変更の審査は、能力喪失規則を考慮に入れた上で、研究が意思能力を喪失した研究

対象者によるデータあるいは試料の使用を続けることができるかどうかを検討す

るものとする。承認される場合、承認の判断の文書は以下の追加文章をくわえる

ものとする。 

 

     「2005 年意思能力法」 

    「2008 年 3 月 1 日以前に研究プロジェクトに参加することに同意するか、ある

いは同意したが、研究プロジェクト終了前に、参加の継続に対して同意する意

思能力を喪失した者に関連して行われることになっている研究の研究計画書を、

委員会が承認したことを確認しました。2005 年意思能力法の第 34 条に基づき

設けられた規則の要件が確実に満たされるための、適切な体制があるというこ

とを委員会は了承していることを確認しました。」 

 

12.42  変更が承認されない場合、研究者は通常の方法で再度の変更をくわえたものを提出

することができる。 

 

12.43  第 34 条の承認に対する申請が、研究倫理委員会ガバナンス協定に基づいて設置さ
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れていない倫理委員会による承認を伴う研究（例えば、大学の委員会によって承

認された福祉研究）、あるいはこれまでに倫理上の承認を受けたことのない研究に

関連している場合、倫理審査のための本申請が書式意思能力法（MCA）2 と共に

REC に提出されるものとする。REC が承認の判断と第 34 条の承認を与える場合、

上記の追加項は承認の判断文書に手作業で追加されるものとする。 

 

 

意思能力法のガイダンスの参照先 

12.44  意思能力法の実施規程は、以下に公開されている。    

http://www.justice.gov.uk/guidance/protecting-the-vulnerable/mental-capacity-act/ 

    同法の第 42 条（4）に従い、研究者は実施規程を考慮することが法律上求められ

る。REC はまた、同法に従い、すべてのタイプの申請を検討する場合に、特に以

下の確証について、実施規程を考慮するものとする。：   

・ 第 2 章‐意思能力法の基本原則 

・ 第 3 章‐意思決定の支援 

・ 第 4 章‐意思能力の判定 

・ 第 11 章‐研究の承認基準 

 

12.45  所管大臣およびウェールズの大臣は、自発的な相談者（例えば、家族の一員あるい

はその他無給の介護者）がいない場合に、相談者を任命するための体制について、

同法第 32 条（3）に従い、ガイダンスを公表した。研究者は、そのガイダンスを

考慮することが求められる。 

 

12.46  レスター大学およびブリストル大学の共同チームによって英国研究倫理サービス

のために開発された、意思能力を有さない成人を対象とする研究のオンライン用

ツールキットは、英国研究倫理サービスのウェブサイトで入手可能である。 

 

12.47  医療研究協議会および英国心理学学会は、同意する意思能力を有さない成人を対象

とすることに関して、研究者に対して詳細な実践ガイダンスを公表した。社会科

学者のための追加ガイダンスは福祉研究拠点研究所（Social Care Instituite for 

Excellence（SCIE））によって開発され、SCIE および英国研究倫理サービスのウェ

ブサイトにおいて入手可能である。 

 

12.48  第 30 条および第 34 条の承認に関する実定法上の基準の概要は、英国研究倫理サー

ビスのウェブサイトにおいて入手可能である。 
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2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法 Act 2000 

12.49  同意する意思能力を有さない研究対象者を、スコットランドにおいて実施される試

験薬の臨床試験以外の研究の対象とすることは、2000 年意思能力を有さない成人

に関するスコットランド法（「AWI 法」）によって管理されている。 

 

12.50  試験薬の臨床試験以外の研究がいずれもスコットランドにおける 1 つ以上の研究

実施機関において実施される場合、申請は中央割当システムを介して予約される

ものとする。2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法に基づき、

研究は法に基づいて設けられた規則に従って、スコットランドの大臣によって構

成される「倫理委員会」による承認を受けなければならない。この委員会は現在

のスコットランド A REC である。中央割当システムはこのようなすべての申請を、

2000年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法の第 51条に基づき申請

の審査を行うスコットランド A REC に割り当てるものとする。 

 

12.51  12.27 項の専門家による助言に関連するガイダンスは、適用されない。スコットラ

ンド A REC の構成は、2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法

に基づき設けられた規則によって決定される。 

 

12.52 スコットランドと同様に、その他の英国諸カントリーにおいて実施されることにな

っている研究に関する手順については、12.57 項のガイダンスを参照。 

 

 

北アイルランド 

12.53  現在のところ、北アイルランドにおいて、意思能力を有さない成人を研究の対象と

することについて管理する特定の法律は存在しない。法律上の位置づけは、コモ

ンローのみによって決定される。 

 

12.54  試験薬の臨床試験以外の研究がいずれも北アイルランドの研究実施機関のみにお

いて実施される場合、申請は中央割当システムを通じて予約され、HSC REC のう

ちの 1 つに割り当られるものとする。 

 

12.55  HSC REC は、申請について判断を示す前に、専門家による助言を得るものとする。

12.27 項のガイダンスに従うものとする。 

 

12.56 北アイルランドと同様に、その他の英国諸カントリーにおいて実施される研究に関
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する手順については、12.57 項のガイダンスを参照。 

 

 

試験薬の臨床試験以外の研究：他の UK 諸カントリーで実施される研究 

12.57  以下の表は、各英国諸カントリーにおいて実施されることになっている試験薬の臨

床試験以外の研究の申請手順をまとめたものである。特に、2 つ以上の管轄のもと

で実施される申請に関するガイダンスを示している。 

 

研究実施機関の所在国 申請プロセス 

イングランドおよび／ある

いはウェールズのみ 

イングランドあるいはウェールズの各特定分野 REC に申請

する。 

スコットランドのみ スコットランド A REC に申請する。 

北アイルランドのみ 北アイルランドの各 HSC REC に申請する。 

イングランドおよびウェー

ルズ 

イングランドあるいはウェールズの各特定分野 REC に申請

する。 

イングランド／ウェールズ

およびスコットランド 

2 つの申請を行うものとする。 

1. イングランド／ウェールズの申請は、イングランドあ

るいはウェールズの各特定分野 REC に行う。 

2. スコットランドの申請は、スコットランド A REC に

行う。 

 

統合研究申請システムの REC 申請書式の別版は、別の REC

の受付番号を付して提出されるものとする。 

 

申請は関連する法律を考慮した上で、個別に審査される。す

べての承認の判断は、イングランド／ウェールズあるいはス

コットランドそれぞれに対してのみ適用される。異なる判断

が示されることがあり得る。 

イングランド／ウェールズ

および北アイルランド 

イングランドあるいはウェールズの各特定分野 REC に申請

する。 

 

1 回の申請のみ求められる。主 REC は、特に北アイルランド

の研究対象者に関する問題については、HSC REC からの助言

を求める。助言はすべて、本審査に取り入れられる。 

スコットランドおよび北ア

イルランド 

スコットランド A REC に対して申請する。 
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1 回の申請のみ求められる。主 REC は、特に北アイルランド

の研究対象者に関する問題については、HSC REC からの助言

を求める。助言はすべて、本審査に取り入れられる。 

イングランド／ウェール

ズ、スコットランドおよび

北アイルランド 

2 つの申請が行われるものとする。 

 

1. イングランド／ウェールズ／北アイルランドの申請

は、イングランドあるいはウェールズの各特定分野

REC に行われる。 

2. スコットランドの申請は、スコットランド A REC に

行われる。 

 

統合研究申請システムの REC 申請書式の別版は、別の REC

の受付番号を付して提出されるものとする。 

 

申請は関連する法律を考慮した上で、個別に審査される。す

べての承認の判断は、イングランド／ウェールズ／北アイル

ランドあるいはスコットランドそれぞれに対してのみ適用さ

れる。異なる判断が示されることがあり得る。 

 

イングランドあるいはウェールズの主 REC は、特に北アイル

ランドの研究対象者に関する問題については、HSC REC から

の助言を求める。助言はすべて、本審査に取り入れられる。 

 

 

施設固有事情の評価（SSA） 

12.58  施設固有事情の評価は、合意する意思能力を有さない成人を対象とするすべての

新規申請に対して求められる（12.33 項の経過措置に基づいて提出される、意思能

力法に基づいた第 30 条承認申請を除く）。本 SOP 第 4 節に記載の、通常の施設固

有事情の評価手順が適用される。研究実施施設が NHS 以外である場合、施設固有

事情の評価は適切な NHS REC によって行われるものとする。 

 

 

新規研究実施機関の追加 

12.59  研究が新規のカントリーに初めて拡大される場合を除いて、新規研究実施機関の追

加には通常の SOP が適用される。以下の状況には特に注意するものとする。 

・ 研究がイングランドとウェールズにまで初めて拡大される場合、イングランド
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あるいはウェールズの特定分野 REC に対して新規申請を行うこととする。 

・ 研究がスコットランドにまで初めて拡大される場合、スコットランド A REC

に対して新規申請が行うこととする。 

・ 研究が北アイルランドにまで初めて拡大される場合、主 REC に対して大幅な

変更が通知されるものとする。変更された研究計画書は、北アイルランドにお

けるリクルート手順案を定めた上で、使用されるべき情報シートとアセント文

書の写しと併せて提出されるものとする。主 REC は、変更について、北アイ

ルランドの HSC REC に相談するものとする。 

 

 

意思能力を有さない成人を対象とするための大幅な変更 

12.60  侵害を伴う研究がすでに実施中であり、意思能力を有さない成人を対象に含めるこ

とが初めて提案される場合、主 REC に対し、以下と併せて大幅な変更通知を提出

するものとする。 

・ REC 申請書式のパート B 第 6 項 

・ 訂正された研究計画書 

・ 情報シートおよび相談／同意／アセント文書（必要に応じて、研究が試験薬の

臨床試験か試験薬の臨床試験以外の研究か、また英国のどの管轄区域が関係し

ているかに従う） 

 

12.61  変更が試験薬の臨床試験に関連している場合、審査には通常の SOP が適用される。

変更が試験薬の臨床試験以外の研究に関連している場合、審査には 60 日の審査期

間が適用され、REC は新規申請の場合と同様に、詳細な情報や説明を要求するた

めに審査時間を一度停止することができる。変更は委員会の本委員会において審

査されるものとする。 

 

12.62  このような変更の審査に際して、REC は専門家の助言を得られるものとする（12.27

項参照）。コーディネーターは、意思能力を有さない成人に関するトレーニングに

参加したことのある少なくとも 1 名の委員が、確実に審査に関係しているように

するものとする。主 REC が特定分野 REC ではなく、委員会において専門知識が得

られない場合、特定分野 REC に対して助言を求めるものとする。 

 

12.63  イングランドおよびウェールズにおいて実施される試験薬の臨床試験以外の研究

の場合、コーディネーターは、意思能力法に基づいた第 30 条に関する承認申請と

してその変更を研究倫理データベースに登録するものとする。状況によって、判

断に関する文書には、12.28 項あるいは 12.30 項の追加項が含まれるものとする。 
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12.64  スコットランドにおいて実施される試験薬の臨床試験以外の研究の場合、意思能力

を有さない成人に関するスコットランド法に基づき、大幅な変更通知はスコット

ランド A REC による審査が必要である。以下のガイダンスに注意をするものとす

る。 

・ スコットランド A REC が以前からその研究の主 REC ではない場合には、12.60

項に基づき求められる書類にくわえて、最初の REC 申請の写しおよび研究関

連資料一式を受領するものとする。 

・ 研究の主 REC がスコットランドにおける別の REC（「最初に担当した REC」）

である場合、大幅な変更通知は最初に担当した REC ではなく、スコットラン

ド A REC に対して提出されるものとする。スコットランド A REC は、判断を

示す前に最初に担当した REC と相談を行う。スコットランド A REC が変更に

対して承認の判断を示す場合には、その研究に係る主 REC の責務を引き受け

るものとする。REC の全書類は最初に担当した REC によって移管されるもの

とする。スコットランド A REC が却下の判断を示す場合には、主 REC の責務

は最初に担当した REC にとどまる。 

・ 研究がスコットランドおよびイングランド／ウェールズにおいて共に実施さ

れている場合、変更は両管轄区域において別審査を受けるよう提出されるもの

とする。スコットランド A REC が承認の判断を示す場合、スコットランドに

ついての主 REC の責任を担うものとする。イングランド／ウェールズにおけ

る研究の責任は、その管轄区域の主 REC にとどまる。 
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第 13 節：他の規制・審査機関との連絡 

 

基本方針 

13.1  保健福祉研究の中には、英国全体あるいは一部のカントリー（particular countries）

に適用される法律のために、研究倫理委員会（REC）による承認の判断にくわえて、

規制上の承認（regulatory approvals）を必要とするものがある。規制上の承認の申

請は、倫理審査と並行して進めることができる。申請者は申請を同時に提出する

ことが推奨されるが、希望があれば順番に申請してもよい。 

 

13.2  研究倫理サービスは、全体として承認プロセスが確実に厳格、効率的、相応かつ促

進的なものであるようにするために、規制機関（regulatory bodies）と密接に連携

をとることを目指す。特に、以下を目指す。 

・ 最初の申請およびその後の承認の審査において、REC と規制組織の各役割と

責務を明確にすること。 

・ 共通の関心分野における研究者のための統一ガイダンスを開発すること。 

・ REC および規制機関によって求められる申請者からの情報を、統合研究申請

システム（IRAS）内で出来るだけ調和させること。 

・ 問題に関して、その他規制機関から、審査を繰り返すことなくその権限内で保

証を受けること。 

・ 申請の進捗情報、および承認後における責務に関連することがあるときにはそ

の他の情報を共有すること。 

・ REC と関連する規制機関がそれぞれの独立した役割を認識しながら、一貫し

た助言と指示が申請者に提供されうるように直接議論することにより、審査プ

ロセス中に発生する見解の相違を出来るだけ解消すること。 

 

13.3  研究が開始される前に、必要に応じ、適切な規制上の承認ならびに承認という倫理

上の判断を確実に得ることは、スポンサーの責務である。ただし、REC が最終的

な倫理上の判断を確認する前に、規制上の承認の証拠が REC に提供されることは

必ずしも必要ではない。主任研究者（CI）は、規制上の承認の証拠を入手したら

直ちに、それを REC の記録のために提供するよう求められるが、これを積極的に

追求することは REC の責務ではない。 

 

13.4  スポンサーには、REC および関連する規制機関が、最初の申請プロセス中あるいは

承認後の重大な進展について必要に応じて確実に通知されるようにする責任があ

る。これには、最終決定を下すために必要なすべての関連情報を確実に有するた

めにその他機関に対して通知される必要がある、一機関による審査の結果として
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行われる変更も含まれる。大幅な変更は必要に応じて審査プロセス中に提出され

るものとする（5.11 項参照）。 

 

13.5  標準業務手順書（SOP）の本節は、研究倫理サービスおよびその他規制機関との間

に合意された協調および連携の詳細な手順を定めている。 

 

 

英国医薬品庁（MHRA）：試験薬の臨床試験（CTIMP） 

 

    臨床試験の承認 

13.6  試験薬の臨床試験の開始前、臨床試験規則により、スポンサーは臨床試験許可（CTA）

ならびに倫理上の承認という判断を得るよう求められる。臨床試験許可申請は、

許可機関である MHRA に対して行われるものとする。臨床試験許可の要件は、1968

年薬事法のもと、臨床試験許可証明（CTC）、臨床試験許可証（CTX）、医師特例許

可証（DDX）を得るため、あるいは市販薬の臨床試験（CTMP）の実施承認を得る

ための以前の法的要件に置き換わる。 

 

    了解覚書 

13.7  MHRA、英国研究倫理サービス（NRES）、遺伝子治療諮問委員会（GTAC）および

第Ⅰ相試験倫理委員会任命権者（AAPEC）間の了解覚書（MoU）（第 2 版、2010

年 6 月）は、試験薬の臨床試験との関連における MHRA と認定 REC の各役割と責

務、および協調と連携の合意手順を定めている。MoU は英国研究倫理サービスの

ウェブサイトにおいて公開されており、REC および運営管理者が使用するための

連絡窓口が含まれる。 

 

    役割および責務 

13.8  MHRA は、医薬品試験の安全性に関する主たる責務を担う。MHRA の臨床試験部

門は、薬理学、毒物学および臨床医学における専門知識を活用し、提案されたす

べての試験薬の臨床試験の安全性について評価を行う。一般的に、倫理委員会は

医薬品試験の安全性評価を MHRA に頼ることができる。独自の専門的な科学評価

あるいは安全性評価を行うこと、あるいは安全性問題について科学面での専門的

助言者に助言を求める必要はない。しかし、委員会は倫理上の判断を示すために、

科学的背景および安全性の問題について十分に理解しておくこととする。特に、

委員会は申請において提供された、研究対象者に対する潜在的なリスクおよび利

益、およびそのリスクを最小限に抑えるために実施されるすべての手順（例えば、

救急薬、中止のルール、緊急時の対応手順、集中治療施設）に関する情報を倫理
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的に評価すること。倫理審査は、試験の潜在的リスクおよび利益が説明文書にお

いて完全にかつ明確に説明されていることも確実にしなければならない。 

 

13.9  主任研究者はスポンサーと共に、倫理委員会に提出された文書が試験薬（IMP）の

安全性プロファイルおよび研究対象者に対する潜在的リスクについて完全にかつ

正確に記述していることを確実にする責任を担う。一般的に、倫理委員会はこの

情報の正確性に依拠することができる。 

 

    最初の申請に関する MHRA との連絡 

13.10  臨床試験規則は、倫理委員会と MHRA の間での試験薬の臨床試験関連情報の共有

を規定している。必要に応じて REC は、臨床試験許可申請状況の説明を MHRA

の臨床試験部門に求めることができる。REC はまた、申請者により提供された情

報によって解決されなかった試験の安全性に関する重大な懸念を臨床試験部門に

伝え、その助言を求めることもできる。この場合、clintrialhelpline@mhra.gsi.gov.uk

に対して、「大至急：REC より臨床試験部門長宛て通知」と題した E メールを送信

するものとする。また、標準書式 16 を使用することもできる。この場合、回答は

2 営業日以内に送付されること。ただし、この手順は重大な安全性問題の提起に際

してのみ用いるものとする。なお、一般的な科学的助言を得る場合には、REC は

スポンサーから詳細な情報を求めるか、REC の専門的助言者に助言を求めること。 

 

13.11  主任研究者は主 REC に対し、臨床試験許可を認める MHRA による書類の写しを提

供するものとする。MHRA の見解はいずれも、主 REC に通知されるものとする。

承認の判断を示した後に主 REC が書類を受領するとき、MHRA のすべての見解が

通知されうるように、コーディネーターは次回対応可能な小委員会あるいは委員

会においてその書類が確実に審査されるようにすること。必要であれば、委員会

は臨床試験部門長から詳細な情報あるいは説明を求めることができる（13.10 項参

照）。委員会は例外的に、MHRA の評価により発生する、試験の倫理的許容可能性

（ethical acceptability）に影響するような新たな科学的あるいは安全性問題に照ら

して、倫理上の判断を再検討できる（13.28 項参照）。なお、試験開始後に発生す

る安全性問題について、MHRA との連絡に関する詳細なガイダンスは、9.64 項を

参照のこと。 

 

    EAG/CHM 評価を条件とする試験 

13.12  特定の種類の試験の場合、MHRA は承認を与える前に、臨床試験専門家諮問グル

ープ（EAG）および医薬品委員会（CHM）に助言を求める。EAG／CHM 評価を条

件とする試験の基準は、MHRA のウェブサイトに公開されている。EAG／CHM に
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よる追加助言は、倫理審査に潜在的な影響を与え、研究計画書の修正に繋がる可

能性がある。倫理申請に関連するすべての追加情報について、倫理委員会が直ち

に通知されることは重要である。これに関する主たる責務はスポンサーにある。 

 

13.13  試験薬の臨床試験の申請は、試験が EAG／CHM 評価を条件としているかどうかを

示すものとする。その場合、申請は臨床試験許可申請の現状、および必要に応じ

て、専門家の助言に基づいてなされた研究計画に対するすべての変更点を示すこ

と。MHRA とのすべての関連する通信記録は、申請に添付されるものとする。 

 

13.14  試験が EAG／CHM 評価を条件としないこと、および REC にこれを問題とする理

由があることを申請者が示す場合、申請者は 13.10 項の手順に従い、臨床試験部門

に助言を求めることができる。 

 

13.15  臨床試験規則は、MHRA および倫理委員会に対して並行して申請を提出すること

を許容している。これは EAG／CHM 評価を条件とする試験に対しても、その他試

験と同様に適用される。申請が並行して行われるとき、それが適切（valid）であ

る限りにおいて、REC 申請は受理されるものとする。しかし例外的に以下の手順

が倫理審査に適用される。 

i. 委員会が暫定的判断を示すことを決定したとき、申請者に要求される詳細情報

には、MHRA 申請の結果に関する報告を含む可能性があり、この報告はその

時点でスポンサーは入手可能であると想定される。要求されたすべての情報が

受領されるまで審査日数への算入は開始されない。（注：要求への対応責務は、

倫理審査の申請者としての主任研究者にあるが、スポンサーは委員会が適切に

通知を受けることを確実にするための全般的な責務を担い、委員会に対して直

接回答するために主任研究者と取り決めを行うことができる） 

ii. 臨床試験許可がすでに確認されている場合、主任研究者あるいはスポンサーは

MHRA の書類の写しを、すべての関連する通信記録と併せて委員会に転送す

るものとする。 

iii. 不承認（non-acceptance）の根拠が示された場合、主任研究者あるいはスポン

サーは MHRA の書類の写しを委員会に転送するものとする。申請者は倫理申

請を撤回し、MHRA に要求された変更をくわえたものを再提出することがで

きる。あるいは、申請者が倫理申請を継続する場合、スポンサーは、委員会に

要求された詳細な情報に、MHRA によって提起された問題がどのように対処

されたかに関する概要を含めるものとする。 

iv. MHRA 申請の結果がまだ入手されていない場合、それが入手できるまでの期

間は審査日数に算入されない。委員会が、MHRA 申請の結果を含む、詳細な
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情報の要求に対して完全な回答を受領したら、審査日数への算入が開始される。

委員会はその審査を終結させ、出来るだけ迅速に最終判断を示すものとする。

必要に応じてこの時点で、特定の分野の懸念に関する詳細な説明が、MHRA

に求められることがある。 

 

    REC の判断の欧州臨床試験データベース（EudraCT）へのアップロードに関 

    する MHRA への通知 

13.16  臨床試験規則により、主 REC は MHRA に対して承認か却下かいずれかの最終判

断を通知することが求められる。最終判断は欧州臨床試験データベースに入力さ

れ、MHRA は研究倫理データベース（RED）にアクセスすることにより自動的に

通知を受ける。 

 

13.17   MHRA は、欧州委員会によって規定された標準項目（standard fields）のチェック

リストを用いて、却下の判断の理由を欧州臨床試験データベースに入力すること

も求められる（付属文書 E 参照）。チェックリストは研究倫理データベースにおい

ても入手可能である。コーディネーターは、却下の判断を示す文書の発行から 2

営業日以内に、暫定的にチェックリストをすべて記入するものとする。REC の運

営管理者は項目が適切に埋められているかを確認し、必要に応じてコーディネー

ターと議論した上で変更を行い、MHRA に通知するために、さらに 3 営業日以内

に研究倫理データベースに入力するものとする。さらなる実施ガイダンスは、英

国研究倫理サービス運営部長によって発行されている。 

 

13.18  このプロセスは、再審査請求後に示される却下の判断にも適用される。同一の申請

が却下の判断を 2 回以上示されるとき、MHRA は最新の判断に従って欧州臨床試

験データベースを更新する。再審査請求後に試験が承認の判断を示されるとき、

MHRA は欧州臨床試験データベースにおいて判断の状況を変更する。 

 

    臨床試験実施の法令遵守 

13.19  臨床試験規則は、国際的に認められた GCP ガイドラインとともに、試験薬の臨床

試験の実施基準を規定している。この基準の遵守により、臨床試験の対象者の権

利、安全性および健康が保護されていること（ヘルシンキ宣言を起源とする原則

と一致する）、および臨床試験データが信頼でき、正確であることが公的に保証さ

れる。MHRA の GCP 査察官は、製薬企業、開発業務受託機関（CRO）、非営利団

体（non-commercial organisations）、臨床試験の実施機関、臨床検査室、GCP 関連書

類保管庫（GCP archives）、および試験薬の臨床試験に携わるその他施設において

査察を実施することにより、規則および GCP 遵守の評価を行う。 
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13.20  GCP 査察は、一般の人々（被験者も将来の患者も）を保護するため、法的義務を満

たして適用法を執行するため、規則と GCP の遵守を保証するため、深刻な法令不

遵守（欺瞞および不正行為を含む）を発見し、それに対して措置を講じるため、

および臨床研究の質改善を援助するために実施される。これらすべての措置は、

許可の承認および更新を左右する規制評価プロセスを支援するものである。 

 

    GCP 査察に対する協力 

13.20  GCP 査察には、規則あるいは SOP を REC が遵守しているかどうかの評価は含まれ

ない。しかしGCP査察は、臨床試験が確実に認定RECから承認の判断を得た上で、

その判断の条件に従って実施されているかどうかを確認することができる。これ

には、主 REC によって保有されている申請書類および通信記録の検証が必要とさ

れることがある。文書の査察に関する査察当局によるすべての要求は、主 REC の

コーディネーターに対して文書で行われ、REC の運営管理者に対してその写しが

送付される。主 REC は通常、査察を促進するものとする。その場合、査察に関す

る REC 側の懸念はいずれも、REC の運営管理者に伝えられること。その問題が

GCP 査察当局と現場では解決できない場合、REC の運営管理者は英国研究倫理サ

ービスの上級運営管理に通知しなければならず、その者が MHRA の GCP 運営管理

者に連絡を取ることとする。 

 

    試験薬の臨床試験における法令遵守に関する MHRA への通知 

13.21  REC は、重大な違反の可能性を通知する手順に従い、試験薬の臨床試験における法

令遵守に関する深刻な懸念について、REC の運営管理者の注意を促すものとする

（9.107～9.118 項参照）。REC の運営管理者は、英国研究倫理サービスの上級運営

管理と相談の上、情報が MHRA の GCP 査察当局と共有されるべきか否かについて

決定する責任を担うこと。なお、必要に応じて、

GCP.SeriousBreaches@mhra.gsi.gov.uk への E メール送信により、査察者にも通知さ

れるものとする。 

 

13.22  以下のうち 1 つが疑われるとき、MHRA は常に通知を受けるものとする。 

・ 臨床試験許可あるいは承認の判断を伴わない試験の実施 

・ 実施機関あるいは研究責任者に対する承認の判断を伴わない実施機関におけ

る試験の実施 

・ 倫理上の判断の申請あるいは大幅な変更の通知に関して、主 REC に対する虚

偽または誤解を与える情報の提供 

・ 承認および／あるいは必要に応じて承認の判断を伴わない大幅な変更の実施 

・ 英国の試験において発生する予期しない重篤な有害反応疑いを緊急通知しな
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いこと、あるいは年次安全性報告書（ASR）を提供しないこと 

・ 緊急安全対策を通知しないこと 

・ 試験の早期終了あるいは終了を通知しないこと 

・ GCP あるいは研究計画書の重大な違反 

 

13.23  GCP あるいは研究計画書の軽微な違反を繰り返す場合、MHRA に通知することを

考慮するものとする。 

 

13.24  適切だと判断した場合には、認定 REC は不遵守の可能性について MHRA に直接通

知することができるが、REC は REC の運営管理者を介する通常の報告手順に従う

ことが推奨される。MHRA に直接文書を送付するとき、REC はその通知の写しを

運営管理者に送付するものとする。この場合、運営管理者は、英国研究倫理サー

ビス運営部長が確実に通知を受けるようにすること。 

 

13.25  MHRA によって受領されるすべての報告書は確認されるものとする。また、すべ

ての査察や調査の結果について、英国研究倫理サービスの上級運営管理はフィー

ドバックを受けるものとする。この場合、英国研究倫理サービスは関連する REC

および運営管理者もその通知を受けるよう手配すること。 

 

13.26  MHRA が試験薬の臨床試験の実施に関して規制あるいは施行の措置を講じるとき、

英国研究倫理サービスの上級運営管理は通知を受け、関連する査察報告書の写し

が提供されるものとする。この場合、英国研究倫理サービスは関連する REC およ

び運営管理者が通知を受け、査察報告書の写しを受領するよう手配すること。 

 

13.27  査察報告書の写しは、定期的に REC に開示されるものではない。しかし、 

・ 第Ⅰ相研究実施機関に関する報告書はいずれも、REC あるいはその研究実施

機関の施設固有事情の評価（SSA）の責務を割り当てられた REC に提供され

る。 

・ 規制あるいは執行の措置が講じられるときは、いずれも報告書は開示される。 

・ その他の査察による関連情報（あるいは必要に応じて報告書の写し）は、主

REC、REC の運営管理者あるいは英国研究倫理サービスの上級運営管理から

GCP 査察当局への要求に応じて、開示されることがある。 

 

    試験薬の臨床試験に関する判断の再検討 

13.28  臨床試験規則に基づき、臨床試験許可の一時停止あるいは撤回（ suspend or 

terminate）、およびそれに伴う試験の停止（halt）に関する決定は、唯一 MHRA が
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行うものである。倫理委員会は規則のもとでは臨床試験許可を一時停止あるいは

撤回するか、あるいは以前示された倫理上の判断を法的に撤回する権限はない。

しかし主 REC は、試験後に受領された新たな各情報に従って、新たな倫理的懸念

の観点からその判断を再検討することがある。主 REC はまた、もし最初の申請に

関する情報を受領した場合、試験に関する判断が実は承認ではなかった旨を

MHRA に通知することができる。このような通知はいずれも、定足数を満たした

本委員会において決められた決定に基づくものとする。ただし、予備的な検討は

小委員会において行うことができる。 

 

13.29  必要に応じて委員長は、委員会の懸念をすべて説明する E メールを臨床試験部門長

に送付するものとする。この場合、標準書式 16 を用いることができる。また、REC

は臨床試験許可の一時停止あるいは撤回について考慮されるよう推奨することが

できる。このような推奨はいずれも、以下のうち 1 つ以上の深刻な懸念に関連す

るものであることとする。 

    (a) 臨床試験の科学的妥当性 

    (b) 研究対象者の安全性、あるいは身体や精神の統合性（integrity） 

    (c) スポンサーあるいは研究者の能力や行為 

    (d) 臨床試験の実施可能性 

    (e) 実施機関や設備の適性 

     

    臨床試験ユニットは、臨床試験許可に関してどのような措置が講じられるべきか

を考慮し、それに基づいて主 REC に通知を行うものとする。講じられる措置は、

スポンサーに対する詳細な情報の要求、試験の変更要求、あるいは臨床試験許可

の一時停止あるいは撤回を含みうる。その懸念について詳細な情報あるいは説明

が主 REC に求められることがある。臨床試験部門は専門的助言者に別の助言を求

めることがある。 

 

13.30  MHRA は、臨床試験許可を一時停止あるいは撤回するとき（これにより試験は自

動的に停止する）、および停止後に臨床試験許可を回復するときも、直接主 REC

に通知する。主 REC は、一時停止あるいは撤回が研究対象者の福祉と安全性に何

らかの影響を持つかどうかを検討するものとする。また、スポンサーあるいは主

任研究者に対して、患者への情報提供や研究計画書外での治療継続の手配のため

に講じられる措置について詳細な情報提供を求めることができる。MHRA は主

REC によって講じられたすべての措置について通知を受けるものとする。 
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MHRA：医療機器の臨床試験 

 

    医療機器の規制要件 

13.31  市販されるすべての医療機器は、欧州共同体内における医療機器の安全性と販売を

対象とする一連の 3 つの医療機器指令によって規制される。この規制は、2002 年

医療機器規則によって国内法化されている。英国における医療機器の所轄官庁は、

MHRA である。 

 

13.32  指令に基づき、CE マークのない医療機器が（オーダーメイドの機器を例外として）

EU 市場に出されることはない。非常に簡単な機器を除くすべての機器において

CE マークを得るために、製造者は安全性と性能に関して、当該機器が関連する必

須条件を遵守していることを確認する適合性評価手順を踏まなければならない。

CE マークに対する責務は、各加盟国における認可された認証機関（accredited 

Notified Bodies）にある。 

 

    CE マークのない機器の臨床試験 

13.33  CE マークの要件を遵守しているか否かを判定するために、製造者に特別にデザイ

ンされた臨床試験からデータを取得するよう求めることができる。このような試

験の目的は以下のとおりである。 

・ 機器が、製造者によって主張されるようなその意図された目的を達成している

ことを判定すること。 

・ 通常の使用条件下における好ましくないすべての副作用を突き止めること。 

・ 機器が患者の臨床状況あるいは安全性を包含していないこと、あるいは機器使

用者に対するリスクを与えないことを判定すること。 

 

13.34  製造者はこのような臨床試験をすべて、試験が実施されている加盟国の所轄官庁に

届け出なければならない。英国においては、MHRA の医療機器部門に対して届出

（notification）が行われる。 

 

13.35  CE マークのない機器の試験は、大学や国民保健サービス（NHS）トラストのよう

な非営利団体によって主催されるが、製品化が目的とされるとき、臨床試験を

MHRA に通知する要件も適用される。MHRA への申請に対する責務は、その製品

の商業的な製造販売を計画する企業にある。機器が単一の法人組織内での使用向

けに開発されているとき、および製品化が目的とされていないとき、MHRA への

届出は不要である。より詳細なガイダンスは、

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Devices/index.htm あるいは医療機器研究の

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Devices/index.htm
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認可に関する英国研究倫理サービスのガイダンスを参照のこと。 

 

13.36  臨床試験が届け出られたとき、MHRA は 60 日以内にその申請の評価を行い、異議

のある場合には申請者に対してその根拠を通知する。こうした根拠は、公衆衛生

あるいは公共政策上の問題に基づかなければならない。このような理由がない場

合、異議なし通知（Notification of No objection）の書式で承認が与えられるものと

する。REC は、入手可能な場合には、倫理審査の過程中あるいは承認の判断の公

表後に異議なし通知の写しを提供されるものとする。 

 

13.37  医療機器規則に基づき、MHRA への通知を必要とする医療機器の臨床試験はすべ

て、REC から承認の判断を得なければならない。申請は、福祉 REC を除く英国保

健省研究倫理サービス内の各 REC に対して行うことができる。倫理上の判断は、

所轄官庁への通知と並行して得ることができる。 

 

    役割および責任 

13.38  MHRA の評価者は、提案された試験を支持する十分かつ適切なデータが入手可能

であること、および計画された安全性モニタリングと報告手順が適正であること

を確実にするために申請の審査を行う。これには、例えばデザイン上の特徴、物

質、滅菌、電気的試験、毒物学、動物実験を対象とする必要なすべての前臨床試

験が実施されること、および臨床使用に進むことが適切であるとその結果が判定

すること、ならびに研究者が機器の使用について適正に資格を有し訓練を受けて

いることを確実にすることなどが含まれる。 

 

13.39  一般的に、主 REC は試験の安全性および機器の技術仕様と性能に関する問題の評

価を MHRA に頼ることができる。主 REC は、安全性あるいは技術上の独自の詳細

な評価を施行することは求められない。しかし主 REC は、すべてのリスクは潜在

的な利益に見合うものであり、最小限に抑えられていること、リスクについて説

明文書に明記されていること、および特に研究対象者が機器の使用者であるとき、

機器の使用説明書が明快、正確かつ分かりやすいことを確保するものとする。 

 

13.40  主 REC は、研究対象者のリクルート、インフォームド・コンセント、守秘、補償、

インセンティブと支払い、試験終了後の治療、実施機関の適正性、あるいは結果

の公表のような、臨床試験によって発生するその他の倫理的問題の対処に責任を

負う。 
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    CE マークのある機器を対象とする研究 

13.41  CE マークの変更を支援するためのデータ作成を意図して、実質的に変更されたか

あるいは意図した目的以外で使用されている CE マークのある機器を用いて、製造

者が試験を実施する場合、CE マークのない機器の場合と同様に、医療機器規則の

もとで MHRA への臨床試験の届け出が必要である。この場合、13.33～13.37 項の

取り決めが適用される。 

 

13.42  試験が、意図された目的内で変更なく使用される CE マークのある機器を対象とす

るとき、MHRA への通知は不要である。その他の医療機器研究は、研究倫理委員

会ガバナンス協定のもとで必要とされるとき、REC の審査のために提出されるも

のとする。 

 

    MHRA との医療機器研究に関する連絡 

13.43  REC と MHRA の医療機器部門の間の連絡に関するガイダンスは、英国研究倫理サ

ービスと MHRA によって合意されており、ウェブサイトに公開されている。ガイ

ダンスには連絡窓口が含まれる。 

 

13.44  医療機器指令（93/42/EC）第 20 条に基づき、所轄官庁は、医療機器の臨床試験に

関連して製造者によって提供されるすべての情報を秘密裏に取り扱うことが必要

である。それゆえ MHRA は、製造者の合意がある場合のみ、REC に極秘情報を提

供することができる。MHRA は最初の申請を提出するとき、通常は製造者に依頼

して、患者あるいは使用者の安全性に関連するすべての情報が REC システムと共

有されることの合意を得る。このような合意が得られるという条件で、MHRA は

関連情報を REC と共有し、必要に応じて助言を行うものとする。合意が得られな

い場合、MHRA はすべての情報を秘密裏に取り扱わなければならない。しかし必

要に応じて、MHRA は製造者に対し、REC と情報を共有してさらに倫理上の判断

を求めるよう助言することができる。 

 

13.45  規制上の承認を必要とする臨床試験を審査するとき、適切な場合、主 REC は MHRA

の医療機器部門から助言を求めることができる。例えば説明文書におけるリスク

に関する記述のように、倫理審査に関連しうる機器の安全性あるいは性能に関す

る問題について明確化が必要な場合がある。情報の要求は、「大至急：REC より臨

床部長宛て通知」という件名で、 MHRA の医療機器部門の臨床部長

（susanne.ludgate@mhra.gsi.gov.uk）に送付され、写しは医療機器の規制業務管理者

（daniella.smolenska@mhra.gsi.gov.uk）に送付されるものとする。 
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13.46  MHRA の医療機器部門は、臨床試験に関する REC の判断について、研究倫理デー

タベースにアクセスすることにより電子的に通知を受ける。 

 

13.47  規制上の承認を必要としない CE マークのある機器の試験を審査するとき、MHRA

による助言は通常不要である。しかし、REC は提案された機器の使用について懸

念がある場合、例えばリスクがより高いクラスに分類され（例えば、植え込み機

器）、REC にその安全性と性能を確保させるための以前の臨床試験による支援デー

タが不足しているように思われるとき、例外的に助言を求めることができる。 

 

 

放射性物質投与諮問委員会（ARSAC） 

 

    規制要件 

13.50  英国における放射性物質の投与は、1968 年薬事法のもとで作成された 1978 年医薬

品（放射性物質の投与）規則（MARS）によって管理されている。MARS 第 2 規則

により、放射性医薬品を人に投与することを希望する医師あるいは歯科医はいず

れも、保健相によって発行された証明書を有するものとする。MARS はまた、証

明書の発行について保健相に助言を行うため、ARSAC を設置した。ARSAC は、

特に放射線安全性に付随する関連事項に関して助言も行う。ARSAC 事務局は、健

康保護局（Health Protection Agency）内の支援部門によって提供される。 

 

13.51  研究が、日常診療の一環として提供される物質にくわえて放射性物質の投与を対象

とするとき、投与が実施される各研究実施機関は ARSAC の研究証明書を有してい

なければならない。証明書は、研究実施機関、手順および所有者個別のものであ

る。証明書の発行（「ARSAC 研究証明書」）は、通常の臨床ケアの一環として証明

書の保有者によって実行される研究にくわえて、投与を対象とするすべての研究

に際して必要とされる。 

 

13.52  ARSAC と研究倫理サービス間の協調の取り決めは、英国研究倫理サービスと健康

保護局間の了解覚書において合意された。 

 

    役割および責務* 

13.53  ARSAC は、研究における提案された放射性物質の投与が適切であるかを評価する

主たる責務を担う。これには以下が考慮される。 

・ 国際ガイドラインおよび英国ガイドラインを考慮した上で、放射性物質の投与

が研究対象者にとって適切であるか否か。 
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・ 投与ごとおよび研究対象者ごとの有効線量あるいは標的組織線量 

・ 研究対象集団の年齢、診断およびその他特徴を考慮した上で、投与されるべき

その他電離放射線と組み合わせたこの投与による、研究対象者に対するリスク

と利益 

・ 特に妊娠の可能性がある女性に対するリスクを最小限に抑える手段 

・ 電離放射線への暴露が少量かあるいは全くない代替的な研究 

・ 各研究実施機関における放射性物質の投与に対する、医療従事者および施設の

適正 

・ 研究実施機関間における診療行為の潜在的な多様性 

 

13.54  投与の適切性およびリスクと利益のバランスを考慮するに当たり、REC および

ARSAC の両者は、研究の科学的妥当性、および疾病の知識および／あるいは患者

の治療あるいはケアのためのその潜在的利益を確保することを希望する。REC は、

研究計画書が関連する専門家によって適切な科学的批判を受けたか（「ピアレビュ

ー」）、およびその目的を満たすために適切にデザインされたかを審査する主たる

責務を担う。 

 

13.55  REC および ARSAC の両者は、放射線の暴露およびリスクについて十分で分かりや

すい情報が潜在的な研究対象者に提供されることが確保されるよう希望する。REC

は、この目的のために使用される全書類、情報シートと同意書式の内容を含む、

研究対象者への接触およびその同意を求める手順の審査、およびその他すべての

倫理的問題の審査について、主たる責務を担う。 

 

    ARSAC への申請 

13.56  ARSAC への申請は 2 段階のプロセスであり、以下から成る。 

・ スポンサーの代理人によって提出される、予備研究評価（PRA）書式 

・ 必要があれば、研究実施機関の証明書の保有者によって提出される、研究証明

書申請（RCA）書式 

 

13.57  PRA 書式は、REC 申請が予約・提出されたら直ちに、統合研究申請システムから

電子的に提出することができる。スポンサーは、研究全般の問題について ARSAC

からスポンサーに対して早めに助言が与えられること、および REC が必要に応じ

て倫理審査においてこれを考慮することを可能にすることと並行して、申請を提

出することが推奨される。 

 

13.58  研究証明書申請（RCA）書式は、REC 申請および PRA 書式が両方提出されたら直
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ちに、施設の証明書保有者によって提出することができる。書式は、研究実施機

関と証明書保有者のさらなる詳細を示し、必要な全署名を含む ARSAC 証明書申請

のその他要素と併せてオフラインで提出される。 

 

    ARSAC の審査プロセスおよび REC との連絡 

13.59  PRA 書式は通常、コメントを求めるために ARSAC の研究サブグループのメンバー

に対して送付される。コメントは支援部門によって整理され、回答はスポンサー

の代理人に対して E メールで送付される。この目的は、申請の受領後 21 日以内に

返答することである。回答とそれに続くすべての通信記録の写しは、参考として

REC 事務局に送付されるものとする。 

 

13.60  第 1 段階の評価の一環として、ARSAC はスポンサーから詳しい情報を求め、およ

び／あるいは研究計画書や説明文書の関連項目の変更を勧めることがあり、これ

は ARSAC が個別の研究実施機関に対する証明書を発行できる前に行われる必要

がある。 

 

13.61  ARSAC が第 1 段階の評価において提起されたすべての問題についてスポンサーの

代理人から納得のできる回答を得た場合、施設固有事情がさらに要求されていな

い限りは、通常は個別の証明書がREC書式の受領から2営業日以内に発行される。

通常、これは ARSAC メンバーとの協議を必要とせず、ARSAC の支援部門内にお

いて処理される。 

 

13.62  証明書の写しは REC 事務局に送付されない。研究開始前に証明書を有しているか

否かを確認することは、スポンサーおよび研究実施機関の研究開発事務局（R＆D 

Office）の責務である。 

 

    REC の審査プロセス 

13.63  放射性物質を対象とする申請の場合、コーディネーターは ARSAC の支援部門に対

して、REC の暫定的および最終判断に関する文書の写しを送付するものとする。 

 

13.64  詳細な情報の要求をまとめる際、REC は研究に対する ARSAC の第 1 段階の評価を

検討するものとする（入手できる場合）。REC 開催の時点で評価が入手できない場

合、REC による情報の要求は、第 1 段階の評価において ARSAC によって提起さ

れたすべての問題に完全に対処している証拠を、主任研究者が提供するという要

件を含むことができる。REC の最終判断の発行は、ARSAC が研究についてこれ以

上異議がないことの確認が得られるまで、見送られることができる。 
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13.65  REC は、特に以下の変更のような、研究に対する ARSAC の評価に影響を及ぼすこ

とがあるいかなる変更について要求する前に、ARSAC の支援部門による助言を求

める必要性を検討するものとする。 

・ 放射性物質の暴露 

・ 研究対象者の年齢層、特に 50 歳以下の研究対象者を含む年齢層の拡張 

・ 説明文書における放射線暴露およびリスクに関する情報 

 

13.66  暫定的判断を示した文書が ARSAC の評価に関連する問題を提起するとき、ARSAC

の支援部門は主任研究者の回答の提示を要求することができる。そうでなければ、

主任研究者の回答の写しが ARSAC に送付される必要はない。 

 

13.67  各機関は、助言を求めるため、あるいは審査において考慮された問題の詳細な説明、

および判断の根底にある理由と仮定を要求するため、どの時点でも他機関と連絡

を取ることができる。各機関は、詳細な情報あるいは他機関との議論の観点から、

その判断について審査を行うことができる。申請者とのさらなるすべての通信記

録および申請者の回答の写しは、他機関に送付されるものとする。 

 

 

英国情報ガバナンス委員会（NIGB） 

 

    法的要件 2 

13.68  2002 年医療サービス（患者情報管理）規則（「患者情報管理規則」）は、元々は 2001

年保健福祉法第 60 条に基づき作成され、2006 年国民保健サービス法第 251 条のよ

って有効に存続されたものである。患者情報管理規則は、イングランドおよびウ

ェールズでのみ適用される。 

 

13.69  規則 5 に従い、患者の秘密情報は、処理が保健大臣によって承認されたことを条件

として、特定の状況において医療目的のために利用する（process）ことができる。

医学研究の場合、利用（processing）は REC にも承認されなければならない。この

承認は「第 251 条に基づく承認」とされる。 

 

13.69  第 251 条に基づく承認が与えられるとき、規則 4 は、個人によって行われた情報の

利用に必要なことはすべて、その個人が負うべき守秘義務にかかわらず、合法的

であることを規定する。それゆえ承認は、治療過程において患者／医療サービス

消費者によって提供される情報について、医療福祉従事者が負う法的な守秘義務

を解除する効力を有する。 



251 

 

13.70  2010 年ヒトの受精および胚研究（研究目的での情報開示）規則（「HFE 規則」）は、

1990 年ヒトの受精および胚研究法第 33 条（改正後のヒトの受精および胚研究法

2008）のもとで作られている。HFE 規則は英国全体に適用される。 

 

13.71  HFE 規則に基づき、ヒトの受精および胚研究局（HFEA）の登録リストに保有され

ている特定の保護された情報は、HFEA と REC による承認を条件として、研究目

的のために利用することができる。 

 

   英国情報ガバナンス委員会の役割 

13.72  英国情報ガバナンス委員会は、2006年国民保健サービス法第250A条（改正後の2008

年保健福祉法第 157 条）に基づき設置されている。情報ガバナンス業務の改善を

支援するため、および NHS および成人福祉における情報ガバナンスの傾向をモニ

タリングするために設置されているのは、保健大臣の諮問機関である。英国情報

ガバナンス委員会はリーダーシップを発揮し、保健福祉における一貫性のある情

報ガバナンスの基準を促進する。 

 

13.73 英国情報ガバナンス委員会は、医療研究とその他医療目的の両方に関して、第 251

条に基づく承認の申請について所管の大臣に助言を行う法的責務を担う。英国情

報ガバナンス委員会はこの措置を倫理・守秘委員会（Ethics and Confidentially 

Committee, ECC）に委託する。 

 

13.74 英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会も HFEA に対して、HFE 規則のもと

での承認申請について助言を行う。 

 

    審査の責務 

13.75  申請が英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会および REC の両方に対して行

われるとき、統合研究申請システムの同一データセットに基づき、両者が審査す

べき共通の倫理的問題を提起する部分と、主にどちらか一方、あるいはその他機

関による審査が必要な部分とがある。 

 

    共通の倫理的問題 

13.76  倫理・守秘委員会と REC は、個人を特定可能な（identifiable）患者情報を研究のた

めに同意なく開示することは必要であるか、倫理的に容認されるか、および公共

の利益（public interest）にかなうものかを考慮することに等しく関心を持つ。 

 

13.77  開示の必要性を考慮するときに両機関が求めるのは、特に機密データの場合、デー
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タ項目が研究のために必要であると確証を得ることである。申請者は、同意を求

めること、あるいは個人を特定できない情報を用いて研究を実施することが、な

ぜ合理的に実現可能（reasonably practicable）ではないのかを示すこと、あるいは

同意なく研究を施行することが高い蓋然性をもって正当化される（overriding 

justification）ことを示すことが期待される。 

 

13.78  公共の利益を考慮するとき、倫理・守秘委員会と REC は共に、研究に科学的妥当

性が認められ、疾病に関する知識、および／あるいは患者・医療サービス消費者

の治療やケアに関する知識に関する潜在的利益があることを求める。 

 

13.79  両機関は、患者・医療サービス消費者が研究デザイン、実施および結果の普及の過

程に適切に参画（involvement）しているか否かを考慮する。これには、個人を特

定できる情報の開示について同意を得ずに研究を施行することが受け入れられる

かについて、患者・医療サービス消費者グループと協議する可能性も含まれる 

 

    英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会によって審査される論点 

13.80  倫理・守秘委員会は、患者情報の使用に関する適法性の論点、および情報ガバナン

スの基準について、所管の大臣と研究者に助言する主たる責務を担う。 

 

13.81  倫理・守秘委員会は、患者を特定できる情報を同意なくアクセス、使用、保管およ

び保存することの法的側面を審査する。これには、1998 年データ保護法、1998 年

人権法およびコモンロー上の守秘義務の遵守を考慮することも含まれる。 

 

13.82  倫理・守秘委員会は、データの安全性および機密性の問題に関する主たる責務を担

う。倫理・守秘委員会は、安全性の取り決めに関する独立評価を得ることによっ

て、患者を特定できるデータの安全性を確実にするために研究チームが適切な取

り決めを設けることの保証を求める。倫理・守秘委員会はまた、特定できるデー

タへのアクセスが研究チーム内の必要な人に限られること、および必要とされる

最低限の期間中はデータが特定できる形式で保存されることを確実にするための

メカニズムを検討する。 

 

13.83  倫理・守秘委員会は、特定のデータセットの使用に際して個人が特定できる可能性

のリスク、および必要に応じて、匿名化の手法および識別できるリスクを減らす

ためのその他アプローチに関して、専門家の助言を研究者に提供する。 
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    REC によって審査される論点 

13.84  両機関が研究の科学的妥当性を確保する必要があるとき、REC は研究計画書が関連

する専門家によって適切な科学的検討を受けたか（「ピアレビュー」）、およびその

目的を満たすために適切にデザインされたかを審査する主たる責務を担う。研究

計画書の統計的側面の審査を含む、このような検討を手配すること、および REC

にこの根拠を提供することは、スポンサーの責務である。 

 

13.85  個人を特定可能な情報の開示について同意が求められるべきか否か最終的に決定

されるとき、REC は、この目的のために使用される全書類、情報シートと同意文

書の内容を含む、研究対象者への接触およびその同意を求める手順の審査につい

て、主たる責務を担う。意思能力を有さない人を含むために 2005 年意思能力法に

基づく承認が必要とされるとき、REC は、第 32 条に基づき、介護者に相談するた

めの合理的な取り決めが設けられていることを含み、法の第 30～33 条に基づく基

準が満たされていることを確実にする責任を担う。 

 

    REC および英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会による二重審査： 

    標準手順 

13.86  REC 事務局は、REC の暫定的および最終判断に関する文書の写しを英国情報ガバ

ナンス委員会 倫理・守秘委員会事務局に対して E メールで送付するものとする。

申請者から REC への回答が倫理・守秘委員会の審査に関連する可能性があるとき、

倫理・守秘委員会事務局はその写しを要求することができる。 

 

13.87 英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会事務局は、申請者の回答と併せて、そ

の暫定的および最終結果書類の写しを REC 事務局に E メールで送付するものとす

る。 

 

13.88  REC が承認の判断を示すとき、研究開始されうる前に、その承認の条件として、英

国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会による承認の要件を含むものとする。

英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会はその承認と同様の条件を含むもの

とする。 

 

13.89  各機関は、審査において検討された問題およびその判断の根底にある根拠と仮定に

ついて詳細な説明を要求するために、他機関に直接 E メールで連絡することがで

きる。倫理・守秘委員会事務局との通信記録は、倫理・守秘委員会

applications@nhs.net に送付されるものとする。 
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    重要課題における相違の解消 

13.90  両機関がその意思決定に際して独立している一方で、共通の倫理的問題、特に個人

を特定できるデータを同意なく利用すること、およびコモンロー上の守秘義務を

免除することの必要性と公共の利益について、一貫性のある決定が下されること

が望ましい。いずれかの審査機関が他機関と異なる立場を取るか、あるいは取る

つもりであるとき、その相違の解決を図るために直接議論を行うことが強く推奨

される。このような議論は E メールあるいは電話で実施されることができる。REC

のコーディネーターは、必要に応じて委員長および担当委員を含め、倫理・守秘

委員会事務局との議論を調整するものとする。この場合、すべての電話による議

論の結果は記録されること。また、REC の運営管理者は通知を受けるものとする。 

 

13.91  各機関は、詳細な情報あるいは他機関との議論の観点から、その判断を再検討する

ことができる。申請者とのさらなる全通信記録の写しは、他機関に送付されるも

のとする。 

 

13.92  重要課題について合意に達しなかったとき、その課題は英国研究倫理サービス運営

部長に報告され、その者が解決を促すために今後講じる措置について検討するも

のとする。申請がウェールズの REC によって審査されているとき、および／ある

いは申請者がウェールズを本務地とするとき、英国研究倫理サービス運営部長は

ウェールズの REC 管理者と相談の上、実施すること。 

 

    倫理・守秘委員会による申請却下後の手順 

13.93  倫理・守秘委員会が第 251 条に基づく承認あるいは HFE 規則に基づく情報開示の

申請を却下する（あるいは以前に示された承認の条件を撤回するか大幅に変更す

る）とき、研究チームは、例えば個人を特定できないデータの使用に限定するか、

あるいはデータ対象者に同意を求めることにより、研究計画書の変更を必要とす

ることがある。研究プロジェクトが REC からすでに承認の判断を得ているとき、

「大幅な変更通知（Notice of Substantial Amendment）」が提出されるものとする。

倫理審査の最初の申請がまだ進行中であるとき、変更は書類によって REC に通知

されること。 

 

    REC のみに宛てた申請：英国情報ガバナンス委員会への申請提出も求められ 

    るか？ 

13.94  このシナリオでは、申請者は統合研究申請システムの研究分類システムにおいて、

研究は REC による倫理審査を必要とするが、英国情報ガバナンス委員会 倫理・守

秘委員会への申請は必要としないことを示す。 
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13.95  REC にとって、研究が英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会への申請を必

要とするように思えるとき、REC はその問題について倫理・守秘委員会事務局か

ら E メールで直接助言を求めるものとする。倫理・守秘委員会事務局は研究者に

対して直接助言を行い、結果を REC のコーディネーターに通知する。倫理・守秘

委員会への申請が必要であるとき、上記 13.86～13.93 項の標準手順が適用される。

REC は、英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会の承認が得られていること

を、承認の判断の条件にするものとする。 

 

    2005 年意思能力法 

13.96  2005 年意思能力法第 30～33 条に基づき、イングランドおよびウェールズにおいて

意思能力を有さない成人を対象とする「侵害を伴う研究（intrusive research）」を施

行するために、適切な機関による承認（「第 30 条に基づく承認」、本節では「意思

能力法に基づく承認」とする）が必要である（第 12 節参照）。 

 

13.97  侵害を伴う研究の定義（12.15 項参照）に従えば、（意思能力がある人に対しても）

同意が法的要件ではない場合には、意思能力を有さない人に関連して実施される

研究の中には、 意思能力法に基づく承認を必要としないものもあることを示して

いる。これには、第 251 条あるいは HFE 規則に基づき、REC と倫理・守秘委員会

による承認を受けた、個人を特定できるデータのみを使用する研究も含まれる。

それゆえ、REC による 意思能力法に基づく承認の必要性と倫理・守秘委員会の承

認の必要性の間には相互関係がある。イングランドおよびウェールズにおける研

究に、ケアチームの外部での、意思能力を有さない研究対象者から得られた個人

を特定できるデータ利用が含まれるとき、これらの承認のうち 1 つを必要とする

が、両方は不要である（その他の侵害を伴う処置も含まない限り）。これは、1 つ

あるいはその他の申請が不成功であるときに意味を持つ。 

 

    意思決定能力のない患者のデータに関する二重申請 

13.98  研究者が最初に REC と倫理・守秘委員会両方の承認を申請するとき、REC は最初、 

意思能力法に基づく承認を必要としないものとして申請を扱うものとする（個人

を特定できるデータの使用にくわえ、その他の侵害を伴う研究上の処置を対象と

しない限り）。 

 

13.99  コモンロー上の守秘義務を解除することが正当化されるか否かを検討するとき、倫

理・守秘委員会と REC は共に 意思能力法の原則、および第 251 条を用いる代わり

として 意思能力法を遵守する範囲を考慮するものとする。研究チームは以下を考

慮していることが期待される。 
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・ 人が特定の問題に関して意思能力を有さないこと、および人が自身の決定を下

すために可能な限り手助けを受けなければならないことが確証されない限り、

人は意思能力を有しているものと見なされるという根本原則 

・ 合意を示すことができる研究対象者のデータに制限される場合、研究が実現可

能か否か、およびこのような合意を求めることの実現可能性 

・ 個人を特定できないデータを用いて研究を施行することが実現可能か否か 

・ 意思能力を有さない研究対象者の特定できるデータを含むことが必須である

場合、第 251 条に基づく承認の代わりとして、 意思能力法第 32 条に基づき、

相談員から助言を求めることが実現可能か否か 

 

13.100 REC と倫理・守秘委員会間の連携に関する通常の手順は、このような場合に適用さ

れる（13.86～13.93 項参照）。 

 

13.101 第 251 条に基づく承認（あるいは HFE 規則に基づく承認）が示されるとき、 意思

能力法に基づく承認は不要である（研究がその他の侵害を伴う研究手順を対象と

しない限り）。 

 

    倫理・守秘委員会による申請却下後の手順* 

13.102 倫理・守秘委員会が申請を却下するとき、および匿名化されたデータの使用が実現

可能な代替手段ではないとき、研究者は 意思能力法に基づく承認を求めることが

必要なことがある。研究プロジェクトが REC からすでに承認の判断を得ている場

合、大幅な変更通知は適切な関連書類と併せて提出されるものとする（12.60 項参

照）。最初の申請がまだ進行中のとき、申請および関連書類の変更は REC に書類で

提出されること。 

 

13.103 REC は、 意思能力法に基づく承認申請に関するすべての通信記録の写しを倫理・

守秘委員会に送付するものとする。 

 

    REC による意思能力法申請却下後の手順 

13.104 研究者は、最初に第 251 条に基づく承認を申請することなく、意思能力を有さない

研究対象者から得られた個人を特定できるデータを利用するために、 意思能力法

に基づく承認を申請することができる。REC が 意思能力法に基づく承認を保留す

るとき、研究者は、例えば個人を特定できないデータを用いるか、あるいは意思

能力を有さない研究対象者への研究を制限するなど、合法的に研究を施行する他

の方法を模索する必要がある。しかし、研究者はコモンロー上の守秘義務を解除

するために、第 251 条に基づく承認を求めることができる。これには倫理・守秘
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委員会への申請および REC への大幅な変更通知が必要である。13.86～13.93 項の

ガイダンスは、これらの申請の二重処理に適用される。 

 

    承認された研究の変更 

 

    英国情報ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会の変更の通知 

13.105 研究が倫理・守秘委員会承認を受けて実施されているとき、申請者は最初の申請に

おいて提示された措置に対するすべての変更について、倫理・守秘委員会に通知

することが必要である。通知は、変更の時点で文書によって、あるいは英国情報

ガバナンス委員会 倫理・守秘委員会への年次審査報告書の提出期限が今後 1 か月

以内である場合、その年次審査報告書の一環として行うことができる。変更の規

模と種類は、研究プロジェクトが既存の承認下で継続されうるか、あるいは倫理・

守秘委員会によって再考される必要があるかを決定するものとする。 

 

    二重承認された研究の変更 

13.106 REC による大幅な変更の審査後、REC は倫理・守秘委員会事務局に対し、判断に

関する文書と併せて大幅な変更通知の写しを送付するものとする。要求されない

限り、その他の通信記録や関連書類の写しを提供する必要はない。 

 

13.107 倫理・守秘委員会事務局は REC 事務局に対し、すべてのさらなる通信記録と併せ

て、研究の変更を通知する申請者からの全書類の写しを送付するものとする。倫

理・守秘委員会が単に参考として変更を通知したとき、事務局はそれに基づいて

REC に通知を行うものとする。 

 

13.108 いずれかの審査機関が変更について他機関と異なる立場を取るか、あるいは取るつ

もりであるとき、13.90～13.93 項のガイダンスが適用される。 

 

    REC のみの判断を受けた研究の大幅な変更 

13.109 非常に例外的に、REC からのみ承認の判断を得た研究の大幅な変更は、患者データ

の利用について提案された変更のために、最初は第 251 条に基づく承認を求める

ことができる。 

 

13.110 申請者が大幅な変更通知と並行して、倫理・守秘委員会に対して第 251 条に基づく

承認申請を進行中であるとき、13.86～13.93 項のガイダンスが適用される。 

 

13.111 大幅な変更が第 251 条に基づく承認を必要とするが、申請者は倫理・守秘委員会へ
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の申請を計画していないと思われるとき、13.94～13.95 項のガイダンスが適用され

る。 
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第 14 節：書類の保管および保存 

 

法的要件 

14.1  臨床試験規則の付表 2（改正後）は、主たる研究倫理委員会（main REC）が以下の

場合に判断を示す試験薬の臨床試験（CTIMP）に関して、全書類を保存すること

を求めている。 

・ 試験が実施される場合、試験の終了あるいは早期終了から少なくとも 3 年間 

・ 試験が実施されない場合（例えば、却下の判断を示された、あるいは承認の判

断を示された後に開始しない場合）、判断を示された日から少なくとも 3 年間 

 

14.2  判断を示す前に撤回された申請に関する書類を保存する法的要件はない。 

 

14.3  規則は、指定された期限を超えて書類が保存されることを妨げない。 

 

14.4  規則上、書類が電子形式で保存され、必要に応じてアクセスされることが可能であ

るとき、書類は保存されているものと考慮される。元の紙媒体の写しを保存する

必要はない。 

 

 

基本方針 4 

14.5  英国研究倫理サービス（NRES）の方針により、臨床試験規則の規定は、REC によ

って審査されるすべての個々の研究（all specific research studies）に適用される。 

 

14.6  くわえて、書類はすべての無効の申請（invalid application）について無効とされた

日から少なくとも 1 年間は保存されるものとする。 

 

14.7  可能な限り、書類は申請者によって電子的に提出されなければならず19、REC によ

り紙ではなく電子的に保存されるものとする。紙で受領あるいは送付された書類

（例えば、インクで署名されたやり取り）は、PDF にスキャンされ、研究倫理デ

ータベース（RED）にアップロードされること。申請に関するすべての書類は、

可能な限り研究倫理データベースに保管されること。書類が電子的に保管される

とき、別書式で長期保管する必要はなく、追加的な紙の写しは破棄してよい。一

時的な紙ファイルは、現在進行中の申請あるいはその他業務のために REC 事務局

によって保有されることがあるが、必要なくなれば破棄されることとする（例え

ば、新規申請あるいは大幅な変更への判断が示されたか、あるいはその他やり取

                                                   
19  全申請に対する電子提出の導入後：1.39 項参照 
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りが終結した後）。 

 

14.8  REC の本委員会および小委員会の議事録の、署名を付された最終の写しは、制限を

設けずに保存されるものとする。電子版が利用可能であるとき、紙の写しは破棄

することができる。委員によって提出されたすべての書面によるコメントあるい

は審査中に記録された原稿と併せて、議事録の最終版が承認され署名を付された

ら、下書き版は破棄されるものとする。 

 

14.9  研究倫理データベースにスキャンされなかったか、あるいは CD やその他電子メデ

ィアに保管されなかった残りすべての過去の紙のファイルは、通常「保存日」後

に出来るだけ早く破棄されるものとする（14.11 項参照）。しかし、REC の運営管

理者は例外的に、例えばまだ苦情、調査、保険金請求、あるいは重大な公共の利

益あるいはメディアの関心の対象とされている研究の場合、REC 事務局に対して

必要に応じて書類の保存を継続するよう助言することがある。これが適用される

とき、さらなる保存の必要性は運営管理者によって少なくとも年に 1 回審査され

るものとする。 

 

14.10  紙の記録は、この方針に従って破棄されるとき、シュレッダーにかけられ、機密廃

棄物として廃棄されるものとする。 

 

14.11  過去の紙ファイルを CDあるいはその他電子メディアに保管することに関する運営

管理のガイダンスは、英国研究倫理サービス運営部長によって公表されている。 

 

14.12  研究の電子記録は、制限を設けずに保存されるものとする。 

 

 

紙の書類の保存期間の定義付け 

14.13  特定の研究の「保存日」とは、研究に関する残りすべての紙ファイルが通常破棄さ

れるまでの日である。保存日は下記の表のとおり定義される。 

 

シナリオ 保存日 

無効な申請 標準書式 3 の送付日から 12 か月（申請は無

効であると見なされる） 

最終判断前の主任研究者（CI）あ

るいはスポンサーによる申請の撤

回 

標準書式 26 の送付日から 3 年（撤回の通知

を確認） 
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暫定的判断に回答しないことによ

り、REC によって撤回されたと判

断される申請 

標準書式 13 の送付日から 3 年（申請は撤回

されたと判断される） 

開始前に放棄された試験 REC が通知を受けた日から 3 年（9.9 項参照） 

スポンサーにより早期終了された

研究 

早期終了された日から 3 年（スポンサーによ

り通知されたとおり） 

RECによる承認の判断の撤回後に

停止された研究（試験薬の臨床試

験以外の場合のみ） 

標準書式 43 の送付日から 3 年（判断の撤回） 

英国医薬品庁（MHRA）あるいは

その他関連機関による規制上の承

認の撤回後に停止された研究 

規制上の承認の撤回日から 3 年 

研究の終了 研究の終了日から 3 年（試験の申告書の最後

にスポンサーによって通知されたとおり） 

 

14.14  研究の終結に関するさらなる REC の運営管理ガイダンスは、英国研究倫理サービ

ス運営部長によって公表されている。 

 

 

主 REC によって保管される研究関連書類 

14.15  規定されたときを除き、以下のガイダンスは、今後実施される研究にくわえ、以前

審査された研究にも遡って適用される。 

 

14.16  以下の書類は、主 REC によって少なくとも保存日までは保存されなければならな

い。 

・ REC 申請書式およびすべての関連書類（最初の審査中に提供されたものの訂

正版を含む） 

・ 大幅な変更の通知およびすべての関連書類（倫理審査中に提供されたものの訂

正版を含む） 

・ 軽微な変更の通知 

・ 最新の年次安全性報告書（ASR）およびラインリストの以後に提出された英国

の予期しない重篤な有害反応疑い（SUSAR）の報告書（試験薬の臨床試験の

場合） 

・ 重篤な有害事象（SAE）の全報告書（試験薬の臨床試験以外の場合） 

・ 必要に応じて、試験薬概要書（Investigator’s Brochure, IB）の最新版（試験薬の

臨床試験の場合のみ） 



262 

 

・ 年次安全性報告書（試験薬の臨床試験の場合のみ） 

・ 年次実施状況報告書 

・ 実際のあるいは疑いのある重大な違反の報告書、および関連するすべての書類

あるいは通信記録 

・ スポンサーによって提出されたその他報告書、例えばデータモニタリング委員

会（DMC）による報告書 

・ 研究の終了あるいは早期終了の申告 

・ 最初の申請、再審査請求、大幅な変更、経過／安全性報告書あるいは試験の実

施や管理に関するその他問題に関する、スポンサー、主任研究者とのすべての

通信記録 

・ 研究対象者または研究対象者や患者や医療サービス消費者の立場を代表する

個人やグループとの、研究についてのすべての通信記録 

・ その他規制・管理機関との、研究についてのすべての通信記録 

・ 提供されたすべての報告書とコメントを含む、専門的助言者とのすべての通信

記録 

 

14.17  以下を保存する必要はない。 

・ 以前の標準業務手順書（SOP）のもとで提出された、試験薬の臨床試験に関す

る四半期あるいは半期安全性報告書 

・ 英国以外の予期しない重篤な有害反応疑いあるいは重篤な有害事象の報告書 

・ 最新の安全性報告書およびラインリストに先立つ、英国の予期しない重篤な有

害反応疑いの報告書 

・ 最初の申請と共に提出された版が保存されなければならない場合を除いて、最

新版に取って代わられる試験薬概要書の旧版 

・ 委員会前に REC 委員によって提供された書面によるコメント、あるいは議事

録の承認後の会議メモ（2.81 項参照） 

・  

 

 

施設固有事情の評価 REC（SSA REC）によって保存される研究関連書類 

14.18  国民保健サービス（NHS）以外の研究実施機関の施設固有事情の評価（SSA）を施

行する施設固有事情の評価 REC は、研究の保存日まで、施設固有事情の評価に関

する書類およびすべての通信記録と併せて、施設固有事情情報書式（SSI Form）を

保存するものとする。 

 

14.19  施設固有事情の評価 REC は、2009 年 4 月の NHS 研究開発事務局（R＆D Office）
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への責務の移管に先立って、試験薬の臨床試験を行う NHS 研究実施機関に対して

施行される施設固有事情の評価に関する書類も保存日まで保存するものとする。

これには、2004 年 3 月の SOP 第 1 版の発行に先立って、多施設共同研究倫理委員

会（MREC）が審査した試験薬の臨床試験についての地域研究倫理委員会（LREC）

による「施設評価（locality assessments）」が含まれる。 

 

14.20  2009 年 4 月以前の試験薬の臨床試験以外の NHS の研究実施機関について施行され

る施設固有事情の評価あるいは施設評価に関するすべての書類を保存する必要は

ない。 

 

14.21  最初の倫理審査が 2 つ以上の REC によって 2004 年 3 月以前に施行されたとき、そ

の研究に割り当てられた主REC以外のRECによって行われた倫理審査に関する書

類を保存する必要はない。 

 

 

研究用組織バンク（RTB）および研究データベース 

14.22  REC に承認された研究用組織バンクおよび研究データベースに関する書類は、制限

を設けずに保存されるものとする。資源が運用されなくなったとき、研究用組織

バンクあるいはデータベースの管理者は REC に対して、管理およびサンプル／デ

ータの監督を継続させるためにどのような体制がとられるかを通知するものとす

る。記録は、資源に対する責務を担う機関によるさらなる申請の場合に参照する

ため、あるいはその他資源と融合する場合に、その他 REC によって施行される審

査記録と結びつけるために、REC が保存すること。  
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付属文書 A：標準文書および書式のインデックス 

 

申請の事前審査 

標準文書 1    有効な申請の確認（施設固有事情の評価（SSA）を必要とする試験） 

標準文書 1A     国民保健サービス（NHS）以外の施設に対する施設固有事情の評価免除

の決定 

標準文書 2     有効な申請の確認（施設固有事情の評価を必要としない試験） 

標準文書 3     無効な申請 

標準文書 4     審査に先立つ専門的助言者による助言の要求 

 

RECの最初の審査における決定 

標準文書 5        承認の判断 

標準文書 6        却下の判断 

標準文書 7        詳細な情報の要求を伴う暫定的判断 

標準文書 8        専門的助言者と相談中の暫定的判断 

 

最終判断のさらなる検討と確定 

標準文書 9        審査後における専門的助言者による助言の要求 

標準文書 10       専門的助言者との相談後に求められる詳細な情報 

標準文書 11       受領されるが完全な回答ではない詳細な情報 

標準文書 12       詳細な情報の督促 

標準文書 13       詳細な情報が提供されない場合に、撤回されたと RECが判断した申請 

標準文書 14       詳細な情報を検討した上での承認の判断 

標準文書 15       詳細な情報を検討した上での却下の判断 

 

英国医薬品庁（MHRA）との連絡 

標準文書 16       MHRAとの連絡 

 

施設固有事情の評価 

標準文書 17       施設固有事情の評価の有効な申請 

標準文書 18       施設固有事情の評価の無効な申請 

標準文書 19       施設固有事情の評価：異議なしの通知 

              （施設固有事情の評価の結果を電子的に通知するために研究倫理データ

ベース（RED）が使えない場合に使用する） 

標準文書 20       施設固有事情の評価：異議あり通知 

標準文書 23       施設固有事情の評価者による異議の後の、実施施設に対する却下の判断 
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標準文書 23A     試験薬の臨床試験（CTIMP）に NHS以外の新たな実施施設あるいは主任研

究者（CI）をくわえる大幅な変更の確認 

標準文書 23B     試験薬の臨床試験における大幅な変更通知の後の、NHS の新たな実施機

関に対する承認の判断の確定 

標準文書 23C     施設固有事情の評価の後の NHS以外の実施機関への承認の判断の拡大 

 

RECの権限範囲外のプロジェクト 

標準文書 24       RECの審査を必要としないプロジェクトに対する申請前の助言 

標準文書 25       RECの審査を必要としない研究に対する倫理上の判断 

 

研究者による申請の撤回 

標準文書 26       研究者によって撤回される申請 

 

変更 

標準文書 27       有効な大幅な変更の通知の確認 

標準文書 28       無効な大幅な変更の通知 

標準文書 29       ただ参考として通知される試験薬の臨床試験の大幅な変更の確認 

標準文書 30       試験薬の臨床試験の軽微な変更の確認 

標準文書 31       試験薬の臨床試験以外の研究の軽微な変更の確認 

標準文書 32       大幅な変更の承認の判断 

標準文書 33       大幅な変更の却下の判断 

標準文書 34       再度の変更の承認の判断 

標準文書 35       再度の変更の却下の判断 

 

再審査請求 

標準文書 36       英国研究倫理サービス（NRES）本部による再審査請求の確定 

標準文書 36A      再審査請求の却下 

標準文書 36B      再審査請求の手配 

 

承認された研究のモニタリング 

標準文書 37       年次実施状況報告書の確認 

標準文書 38       年次実施状況報告書の督促 

標準文書 39       研究終了の申告の確認 

標準文書 40       最終研究報告書の確認 

標準文書 41       最終研究報告書の督促 

標準文書 42       承認の判断の一時停止あるいは撤回の意思の通知（試験薬の臨床試験以
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外の研究） 

標準文書 42A      倫理上の承認の判断の一時停止あるいは撤回（試験薬の臨床試験以外の

研究） 

標準文書 43       不正の可能性の通知 

標準文書 44       暫定的判断の判断のあとに提供された書類の確認 

 

公表 

標準文書 45       主任研究者への研究概要の公表の通知 

 

標準的な承認条件 

標準文書-AC3     承認の条件（研究用組織バンク） 

標準文書-AC4     承認の条件（研究データベース） 

（英国研究倫理サービスのウェブサイト 

http://www.nres.nhs.uk/news-and-publications/publications/standard-operating-pro

cedures/ で入手できる（現在は入手不可能）） 

 

倫理審査後：スポンサーおよび研究者向けガイダンス 

標準文書-AR1     試験薬の臨床試験 

標準文書-AR2     その他の特定の研究プロジェクト 

（英国研究倫理サービスのウェブサイト 

http://www.nres.nhs.uk/news-and-publications/publications/standard-operating-pro

cedures/ で入手できる（現在は入手不可能）） 

 

コーディネーターが使用する書式 

標準書式（SF）2        REC の審査でのオブザーバーの守秘義務 

 

申請者が使用する書式（試験薬の臨床試験） 

A. 変更の通知書式（欧州委員会用） 

B. 臨床試験の終了申告（欧州委員会用） 

C. 年次実施状況報告書書式（英国研究倫理サービス用） 

D. 安全性報告書書式（英国研究倫理サービス用） 

 

申請者が使用する書式（試験薬の臨床試験以外の研究） 

E. 大幅な変更通知（英国研究倫理サービス用） 

F. 研究の終了申告（英国研究倫理サービス用） 

G. 年次実施状況報告書書式（英国研究倫理サービス用） 
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H. 重篤な有害事象(SAE)報告書（英国研究倫理サービス用） 

書式の Aと Eは統合研究申請システム（IRAS）で入手可能である。 

 

書式の Bは、欧州委員会によって発行された ENTR/CT1の付属文書 3である。書式は、以下

の欧州倫理試験データベース（EudraCT）のウェブサイトからダウンロードできる。 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/index_en.htm（現在は入手不可

能） 

 

その他の書式はすべて英国研究倫理サービスによって発行され、以下の URL からダウンロ

ードできる。http://nres.nhs.uk/applications/after-ethical-review/ 

  



268 

 

付属文書 B：試験薬の臨床試験の定義 

 

臨床試験規則は試験薬の臨床試験にのみ適用される。 

 

「医薬品」とは、人の疾病を予防または治療する、または、診断や人の生理的機能を回復、

補正、修正することを目的として人に投与される、物質あるいは物質の組み合わせである。 

 

「臨床試験」とは、1 つ以上の医薬品の、臨床的、薬理学的、および／あるいは他の薬物動

態学的効果を発見もしくは変更することを意図して、または、1つ以上の医薬品の安全性お

よび／あるいは有効性を確認する目的のもとに、副作用を同定、および／あるいは吸収、

分布、代謝、排泄を研究することを意図して、人を対象として行われる研究である。この

定義は薬力学的研究を含む。 

 

サプリメント食品あるいは非薬物療法（外科的介入のような）のみを対象とする臨床試験

は、臨床試験規則の適用を受けない。 

 

医療機器の臨床試験は、一般的には、臨床試験規則の適用を受けないが、2002 年医療機器

規則に基づき、別の許可書式を必要とすることがある（13.34 項参照）。しかしながら、い

くつかの医療機器は医薬品であることもあり、この場合、両方の規則が適用されることが

あることに注意するものとする。これに関する詳しいガイダンスは、MHRA の臨床試験ユニ

ットから得ることができる。 

 

臨床試験規則は「非介入試験」には適用されない。非介入試験とは、以下の全条件が満た

される試験である。 

(a) 医薬品の許可の条件に従った通常の方法で処方される 

(b) 研究に組み入れられる患者への治療の割り付けが、臨床試験の研究計画書によ

って事前に決定されていない 

(c) 特定の医薬品を処方する決定が、患者をその試験に組み入れる決定から明確に

切り離されている 

(d) 当該治療の過程で通常適用される以外の診断あるいはモニタリングの手順が、

その研究に組み込まれた患者には適用されない 

(e) 研究から生じるデータの解析に疫学的方法が使われる 

 

臨床試験許可（CTA）の申請方法に関する詳細なガイドラインは、MHRAのウェブサイトにお

いて公開されている。リンク先は以下のとおりである。 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Clinicaltria
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ls/IsaclinicaltrialauthorisationCTArequired/index.htm  

 

ガイダンスには、試験が試験薬の臨床試験であるか否かに関するスポンサーおよび主任研

究者の判断を手助けするためのアルゴリズムと併せて、臨床試験許可がいつ必要とされる

かについての助言が含まれる。 
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付属文書 C：試験薬の臨床試験の大幅な変更の通知 

 

試験薬の臨床試験のスポンサーには、MHRA および／あるいは主たる研究倫理委員会（main 

REC）に対して大幅な変更を通知することが求められる。 

 

スポンサーは、欧州委員会の変更通知書式において、要求が以下のうちどれであるかを示

さなければならない。 

・ 所轄官庁による許可、または 

・ 倫理委員会による承認の判断、または 

・ 許可と倫理上の承認の判断との両方 

 

大幅な変更が１つの機関だけの審査を要する場合には、他の機関に参考として通知する必

要はない。 

 

変更が大幅な変更の基準を満たしているか否かの判断、そして、基準を満たしている場合

には、許可および／あるいは倫理上の判断を必要とするか否かの判断は、スポンサーの責

務である。しかし、スポンサーは、英国研究倫理サービスと MHRAとの間で合意された以下

の一般的ガイダンスについて考慮に入れてみるのもよい。 

 

通常は許可だけを必要とする変更 

・ 研究者に関係する毒物学あるいは薬理学の新たなデータ、あるいは毒物学ある

いは薬理学のデータの新たな解釈 

・ 年次安全性報告書（ASR）における安全性参照情報（RSI）の変更 

・ 試験薬（IMP）等の概要書の変更（詳しいガイダンスは、臨床試験における IMP

等の化学的・製剤学的品質文書の要件についての欧州医薬品庁人用医薬品委員

会（CHMP）ガイドライン第 8章に記載） 

・ スポンサーが計画していたレベルの試験のモニタリングの縮小 

 

通常は倫理上の承認の判断だけを必要とする変更 

・ 説明文書、同意書式、一般開業医（GP）あるいはその他の臨床医、近親者／介

護者への文書等の重大な変更 20（研究全体に関わる変更か、特定の実施機関に

固有の変更） 

・ 試験に意思能力を有さない成人を組み入れるなどの、リクルートおよび同意手

順の重大な変更 

                                                   
20 「重大な」とは、研究対象者の安全性、あるいは身体や精神の統合性、あるいは研究の

科学的価値、あるいはその他の重大な事項に重大な影響を及ぼす可能性があることである。 
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・ 研究対象者への放射線暴露の研究計画書からの著しい増加 

・ 試験の保険もしくは補償の取り決めの変更 

・ 研究参加により研究対象者あるいは研究者が受けるべき支払、利益あるいはイ

ンセンティブの変更、あるいは主任研究者／研究協力者の側で利益相反を起こ

しうる変更 

・ 主任研究者の変更 

・ 実施施設の研究責任者の変更 

・ もともとの許可申請および REC への申請において挙げられていない新規実施

施設の追加 

・ 研究実施施設の定義の変更 

・ 特定の実施施設における試験の実施あるいは管理についてのその他すべての

重大な変更 

・ 実施施設の早い段階での閉鎖あるいは撤退 

・ もともとの RECへの申請の語句のその他すべての重大な変更 

 

通常は許可および倫理上の承認の判断の両方を必要とする変更 

・ 試験の主たる目的の変更 

・ 試験の安全性あるいは科学的価値に重大な影響を及ぼす可能性がある主要評

価項目または副次的評価項目の変更 

・ 主要評価項目の新しい指標の使用 

・ リスク・ベネフィット評価に影響を及ぼす可能性がある毒物学あるいは薬理学

の新たなデータ、あるいは毒物学あるいは薬理学のデータの新たな解釈 

・ 試験群あるいはプラセボ群の追加 

・ 試験の安全性あるいは科学的価値に重大な影響を及ぼす可能性がある選択基

準または除外基準（例えば年齢層）の重大な変更 

・ 試験の安全性あるいは科学的価値に重大な影響を及ぼす可能性がある診断ま

たは医療モニタリング手順の変更 

・ 独立データモニタリング委員会（DMC）の解散 

・ 試験薬等（IMP等）の変更 

・ 試験薬等の用量の変更 

・ 試験薬等の投与方法の変更 

・ 主要な統計分析あるいは主な副次的統計分析、あるいはリスク・ベネフィット

評価に重大な影響を及ぼす可能性がある、試験デザインのその他すべての変更 

・ スポンサーあるいはスポンサーの法定代理人の変更 

・ 試験の一時中止あるいは実施施設の一時中止、および一時中止後の試験再開 

・ 試験終了の定義の変更 
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通常は大幅な変更としての通知を必要としない変更 

・ 試験の識別符号の変更（例えば、名称の変更）21 

・ 治療への暴露が増えず、試験終了の定義が変更されず、モニタリングの体制に

変更がないという場合の、試験期間の延長 

・ 試験の総研究対象者数に変更がないか、全体としてのサンプルサイズの増加／

減少が軽微である場合の、全体として英国または個々の実施施設において計画

されている研究対象者数の変更 

・ 研究データを記録するために研究チームが使用する書類の変更（例えば、症例

報告書あるいはデータ収集フォームの変更） 

・ 緊急安全性対策の一環ではないが予防的に行われる、追加的な安全性モニタリ

ングの実施 

・ 主任研究者あるいは研究責任者以外の研究チームの変更 

・ 連絡先の変更 22 

・ スポンサーまたは業務委託先の内部組織の変更 

・ 試料の移管または保管体制の変更 

・ 技術設備の変更 

・ 別の参加国あるいは第三国の参加あるいは脱退 

・ 研究計画書の軽微な明確化 

・ 研究対象者情報書類の軽微な明確化または更新 

・ 誤字の訂正 

 

IMP試験薬等の概要書あるいは IMP試験薬等の製品概要の更新版の発行は、大幅な変更の基

準を満たす変更を含まない限りは、それ自体では大幅な変更とは見なされない。MHRA ある

いは主 REC に対して、定期的にまたは許可や倫理上の判断を求めるために、試験薬等の概

要書あるいは製品概要の更新版を提供する必要はない。 

  

                                                   
21 スポンサーは、REC に対してこの変更をただ参考として通知する必要がある。 
22 スポンサーは、REC に対して、スポンサーの主たる連絡窓口、スポンサーの法定代理人

（該当する場合）あるいは主任研究者の連絡先の変更をただ参考として通知する必要があ

る。 
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付属文書 D：試験薬の臨床試験への法的に無効な倫理上の判断の是正手順 

 

1. 本付属文書は、倫理委員会によって下された判断が法的に有効ではないことから、 

試験薬の臨床試験が臨床試験規則に対応していないという問題が生じた場合に、

講じるべき是正措置を定めるものである。これには以下を含む多くの理由があり

うる。 

・ 試験が、英国倫理委員会機構（UKECA）に認定されていない委員会（「公認の委

員会」）によって審査された。 

・ 試験が試験薬の臨床試験以外の研究として提出され、判断が無効な申請に基づ

いていた。 

・ 試験が認定された委員会によって審査されたが、試験のタイプが適切に認定さ

れていなかった。 

・ 試験はタイプ 2に認定された委員会によって審査されたにもかかわらず、その

後タイプ 3の委員会による審査を受けることなく、別の領域に拡大した。 

・ 倫理審査プロセスが、意思能力を有さない未成年者や成人を対象とする試験に

対する専門家の助言に関する臨床試験規則 15項の要件に従っていなかった。 

・ 倫理審査プロセスが別表 2の定足数要件に違反した。例えば、審査への出席委

員が 7人未満だった、あるいは 3 人以上の追加委員の出席があった。 

 

2. 遵守されざる判断を、本付属文書では「無効な倫理上の判断」とする。通常、こ

のような不遵守は英国研究倫理サービスあるいは別の機関がする倫理委員会の監

査の結果として判明する。例外的には、スポンサー自身が監査を行ってスポンサ

ーが報告するか、あるいは MHRAの GCP査察によって確認されることもある。 

 

3. 無効の可能性がある倫理上の判断に関連するすべての情報は、さらなる調査のた

めに、まずは倫理委員会の REC 運営管理者に送るものとする。遵守されていなか

ったことが確認された場合には、運営管理者は以下の措置をできるだけ迅速に講

じるものとする。 

i. 必要に応じて、再審査を行い、試験が有効な倫理上の判断を得るように、

是正措置に着手する。 

ii. 遵守されていなかったことと、研究倫理サービスによってとられる是正措

置について、臨床試験ユニット（CTU）および GCP査察官に通知する。 

iii. スポンサーに通知し、講じるべき措置について助言を与える。 

 

4. RECの運営管理者は、是正措置に着手する前に、英国研究倫理サービスの運営部長

および／あるいは局長に通知し相談を行うものとする。 
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5. 倫理委員会のシステムおよびスポンサーによって講じられるべき是正措置は、ど

のような種類の不遵守だったのか、そして、もしあるとしたら研究対象者の安全

性および健康状態(well-being)に惹起されたリスクのレベルに応じたものになる。

原則として、以下の措置をとるのが適切である。何か疑義が生じたときには、運

営管理者は臨床試験ユニット長に助言を求めるものとする。 

 

試験薬の臨床試験として申請された試験に、認定されていない委員会によって承認の判断

が下された場合 

5.1 試験が試験薬の臨床試験として提出され、認定されていない委員会によって承認

の判断が下 

された場合、 

 

i. スポンサーは、試験を停止することが研究対象者の健康に害がある場合を

除き、試験のすべてをできるだけ迅速に停止するものとする。そして、適

切に認定された倫理委員会による審査のために新規申請を準備するもの

とする。 

ii. REC の運営管理者は、適切な委員会を確認し、早期の審査枠を確保し、提

出の手順についてスポンサーに通知するものとする。 

iii. スポンサーは、試験の自発的な停止と講じられる是正措置とについて大幅

な変更通知を MHRAに提出するものとする。 

iv. 新たに承認の判断が下された時には、スポンサーは試験再開の許可を求め

てさらに大幅な変更通知を MHRA に提出するものとする。研究対象者から

改めて同意を得ることを検討することとする。 

v. MHRA が自発的な停止の通知を受け取っていない場合には、MHRA は停止通

知の発行を検討するものとする。 

 

試験薬の臨床試験として申請された試験に、適切な種類の認定を受けていない委員会によ

って承認の判断が下された場合 

5.2 試験が試験薬の臨床試験として提出され、適切な種類の認定を受けていない委員

会によって 

承認の判断が下された場合、 

i. スポンサーは、試験を停止することが研究対象者の健康に害がある場合を

除き、試験のすべてをできるだけ迅速に停止するものとする。そして適切

に認定された倫理委員会による審査のために新規申請を準備するものと

する。 

ii. REC の運営管理者は、適切な委員会を確認し、早期の審査枠を確保し、提
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出の手順についてスポンサーに通知するものとする。 

iii. スポンサーは、試験の自発的な停止と講じられる是正措置とについて大幅

な変更通知を MHRAに提出するものとする。 

iv. 新たに承認の判断が下された時には、スポンサーは試験再開の許可を求め

てさらに大幅な変更通知を MHRA に提出するものとする。研究対象者から

改めて合意を得ることを検討することとする。 

v. MHRA が自発的な停止の通知を受け取っていない場合には、MHRA は停止通

知の発行を検討するものとする。 

 

試験薬の臨床試験以外の研究として申請されて倫理審査された試験が、あとになって MHRA

によって試験薬の臨床試験であると確認された場合 

5.3 試験薬の臨床試験以外の研究として申請されて倫理審査された試験が、あとにな

って MHRAによって試験薬の臨床試験であると確認された場合 

i. REC の運営管理者は、試験が臨床試験許可（CTA）を得ているか否かを確定

するために、MHRAに連絡するものとする。 

ii. 試験が臨床試験許可を得ていない場合には、スポンサーは、試験を停止す

ることが研究対象者の健康に害がある場合を除き、試験のすべてをできる

だけ迅速に停止するものとする。そして MHRA への申請を準備するものと

する。 

iii. すべての場合において、有効な倫理上の判断を確認するために、以下の措

置が講じられる。 

 

試験薬の臨床試験について適切な認定を有する RECによって試験が審査された場合 

iv. 臨床試験許可を受けているならば、有効な倫理上の判断を確認する間、試

験を継続できる。 

v. スポンサーは、研究を正しく試験薬の臨床試験として同定し、EudraCT 番

号と Part B 第 1 節を含む、更新した REC 申請書式を同封して、大幅な変

更通知を RECに提出するものとする。 

vi. 臨床試験許可の文書の写しは、大幅な変更通知（NOSA）に添付するか、あ

るいは入手したらすぐに送るものとする。 

vii. 大幅な変更通知と関係資料は、少なくとも委員長と薬剤師である委員を含

む小委員会によって審査されるものとする。 

viii. スポンサーは、あらゆる追加情報や説明を、35日の審査期間内に書面で求

めることができる。 

ix. 新たな最終判断文書が、EudraCT 番号を記載して発行され、研究の位置づ

けが研究倫理データベース（RED）で試験薬の臨床試験に変更されるもの
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とする。 

x. 倫理上の疑義がある場合には、例外的に、本委員会の審査でその問題を議

論するものとする。さらなる手順のガイダンスは英国研究倫理サービスと

MHRAの上級職員と相談の上で運営管理者から得るものとする。 

 

認定を受けていない委員会によって試験が審査された場合 

    xi.  5.1 項の手順が適用される。 

 

試験薬の臨床試験について適切な種類の認定を受けていない委員会によって試験が審査さ

れた場合 

    xii.  5.2 項の手順が適用される。 

 

タイプ 2 に認定された委員会から倫理上の判断を得ている試験が、タイプ 3 の委員会によ

る審査を受けることなく、別の領域に拡大した場合 

5.4 タイプ 2 に認定された委員会から倫理上の判断を得ている試験が、タイプ 3 の委

員会による審査を受けることなく、別の領域に拡大した場合、 

i. 英国研究倫理サービスの局長は、この試験のためだけに、当該倫理委員会

の認定条件をタイプ 3に変更するため、文書で英国倫理委員会機構による

早期の承認を求める。 

ii. 英国倫理委員会機構による承認が得られたら、運営管理者は、臨床試験ユ

ニットおよび GCP査察官に対し、遵守されていなかったことと講じられる

是正措置について通知する。 

iii. 一般的に、スポンサーへの通知や試験の一時停止は必要ない。英国倫理委

員会機構による承認が得られない場合には、例外的に、適切に認定された

委員会による判断を得ていない試験と同じ方法で、さらなる是正措置が講

じられるものとする。 

 

臨床試験規則 15項または別表 2の要件を遵守していない場合 

5.5   試験が臨床試験規則 15または別表 223の要件を遵守していない場合 、 

i. REC の運営管理者は、さらに調査を行い、不遵守の性質と程度を考慮に入

れた上で、研究対象者の安全性や健康状態について懸念する理由があるか

否かを検討するものとする。 

 

                                                   
23 これらの手順は不遵守が倫理上の判断が出されたあとに明らかになった場合を想定して

いる。倫理上の判断がまだなされていない場合には、運営管理者は判断が妥当であること

を確保するために、当該申請を処理する手順について委員会に助言を与えるものとする。 
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懸念が生じない場合 

ii. 運営管理者は、倫理委員会が申請を再検討し、定足数を満たした審査で可

能な限り早く判断を確認するよう手配を行う。 

iii. 判断を確認したら、運営管理者はスポンサーに対して、遵守されていなか

ったことと講じられる是正措置を通知し、改訂された書類が発行されるよ

う手配する。 

iv. 運営管理者は臨床試験ユニットに対し、是正措置が講じられたことを確認

する。 

 

例外的に、研究対象者の安全性あるいは健康状態に懸念が生じる場合 

v. 試験が研究対象者の健康に害を及ぼしそうである場合を除き、スポンサー

は直ちにすべての活動をできるだけ早く停止するよう通知され助言を受

けるものとする。そして、倫理審査の新規申請を準備するものとする。 

vi. スポンサーは、試験の自発的な停止と講じられる是正措置とについて大幅

な変更通知を MHRAに提出するものとする。 

vii. REC の運営管理者は、新規申請について再び同じ委員会で審査を受けるか、

異なる委員会で審査を受けるかを検討する。運営管理者は早期の審査枠を

確保し、提出の手順についてスポンサーに通知するものとする。 

viii. 新たに承認の判断が下された時には、スポンサーは試験再開の許可を求め

てさらに大幅な変更通知を MHRA に提出するものとする。研究対象者から

改めて同意を得ることを検討することとする。 

ix. MHRA が自発的な停止の通知を受け取っていない場合には、MHRA は停止通

知の発行を検討するものとする。 

  



278 

 

付属文書 E：MHRA への却下の判断の理由の通知 

 

1. 欧州臨床試験データベース（EudraCT）には、試験薬の臨床試験について倫理委員

会によって示された却下の判断の理由を登録するための所定の項目がある（下記

URLで欧州委員会の書類を参照 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2010_10_14_final.pdf ）。

この情報は、欧州臨床試験データベースの非公開の部分で、EU 加盟国の全所轄官

庁が利用可能である。www.ClinicalTrialsRegister.euにおいて、却下の判断の理

由が試験のその他の詳細と一緒に公開される小児の臨床試験を除いて、これは公

開されていない。 

 

2. 欧州臨床試験データベースの項目のチェックリストは以下のとおりである。 

・ 臨床試験の妥当性 

・ 予想される利益およびリスクの評価 

・ 研究者およびスタッフ 

・ 単施設研究での施設 

・ 多施設共同研究での全施設 

・ 選択基準と除外基準 

・ 対照群 

・ リクルートの手順 

・ 説明文書および同意書式および手順 

・ 痛み、不快感および恐怖を最低限に抑える方法 

・ 試験に起因する怪我あるいは死亡の場合の、保険および／あるいは補償（法的

責任のため）あるいは無過失補償 

・ 研究者への補償（すなわち、研究対象者への支払い／報酬） 

・ 研究対象者または研究者への補償に関する、スポンサーと実施機関との合意 

・ インフォームド・コンセントを与えることのできない人またはその他の社会的

弱者の組み入れ 

・ データ保護および守秘 

・ GCPの遵守 

・ 行政上の要件の充足 

・ その他 

 

3. このチェックリストは、 試験薬の臨床試験における却下の判断が下された時に、

REC のコーディネーターが研究倫理データベース（RED）に記入することで、MHRA

に電子的に利用可能になる（標準業務手順書（SOP）の 13.16～13.18 項を参照）。 
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付属文書 F：試験薬の臨床試験の年次安全性報告書（ASR）の書式と内容 

 

EU 臨床試験指令のもとで必要とされる年次安全性報告書の基準となる、開発時定期的安全

性最新報告（DSUR）に関する ICH E2F ガイドラインは、報告書が以下に定められた書式を

採用することを推奨している。該当する情報がある項目は、それを簡潔に提示するものと

する。該当する情報がない場合や、項目がその被験薬には適用されない場合には、その旨

を述べるものとする。 

 

目次 

表紙 

エグゼクティブサマリー 

1. 緒言 

2. 世界各国における販売承認状況 

3. 安全正常の理由で調査対象期間内に実施された措置について 

4. 安全性参照情報（RSI）の変更 

5. 調査対象期間内に継続または終了した臨床試験の状況 

6. 推定累積使用者数 

6.1   臨床開発計画中の累積使用研究対象者数 

6.2   市販後の使用経験に基づく使用患者数 

7. ラインリストとサマリーテーブルのデータ 

7.1   参照情報 

7.2   調査対象期間内の重篤な副作用のラインリスト 

7.3   重篤な有害事象の累積サマリーテーブル 

8. 調査対象期間内に臨床試験で見られた重大な知見 

8.1   終了した臨床試験 

8.2   継続中の臨床試験 

8.3   長期追跡結果 

8.4   試験薬の臨床試験以外での治療的使用 

8.5   複数成分が関わる治療法に関連する新たな安全性データ 

9. 非介入試験からの安全性知見 

10. 他の臨床試験からの安全性情報 

11. 市販後の使用経験に基づく安全性情報 

12. 非臨床データ 

13. 文献 

14. その他 DSUR 

15. 有効性の欠如 
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16. 特定の地域で必要となる情報 

17. データロックポイント後に入手した情報 

18. 安全性総合評価 

18.1   リスク評価 

18.2   ベネフィット‐リスクの検討 

19. 重要なリスクの要約 

20. 結論 

DSUR添付資料 

 

表紙 

DSURの表紙には以下の情報を記載する。 

・ 報告書の番号（報告書には連続番号をつける） 

・ 試験薬 

・ 調査対象期間 

・ 報告日 

・ スポンサーの名前および所在地 

・ DSUR内の情報の秘密保持についての記述 

・ DSUR中に盲検解除情報が含まれることに関する注意（該当する場合） 

 

エグゼクティブサマリー 

ここでは、「独立した」文書として倫理委員会による審査に適した、本報告書の重要な情報

を簡潔に要約する。 

 

エグゼクティブサマリーには以下の情報を含める。 

・ 緒言：報告書の番号と調査対象期間 

・ 試験薬：作用機序、薬効分類、適応症、用量、投与経路、剤形 

・ 推定される累積使用研究対象者数 

・ 販売承認の有無：既承認の場合は承認国の数 

・ 安全性総合評価の要約（DSURの第 18節に基づく） 

・ 試験薬概要書の重大な変更を含む、安全性上の理由で実施された措置 

・ 結論 

 

DSUR の各節のさらに詳細なガイダンスは、ICH E2F ガイドライン内で利用可能であり、

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/index_en.htm で入手できる。

[本付属文書の訳は、PMDAによる ICH E2Fの訳に多くを負っている] 
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付属文書 G：保険および補償 

 

法的要件 5 

1. 臨床試験規則により、RECは試験薬の臨床試験に起因する健康被害や死亡の場合の

補償および主任研究者とスポンサーの法的責任を対象とする保険や補償の提供を

検討することが求められる。規則の別表 3 は、補償の提供、保険や補償の詳細、

およびスポンサー（あるいは資金提供者）と実施施設の主任研究者間のすべての

金銭的な取り決めに関する概要など、試験に関わる金銭的な取り決めについて情

報を提供する責任を申請者に負わせている。 

 

2. RECが審査を行うあらゆる研究に関して、RECは保険と補償の取り決めについて改

めて確認し、研究への参加に起因する健康被害、障害あるいは死亡の場合の補償

や治療の提供がリスクと釣り合っているか検討するものとする。各研究（試験薬

の臨床試験と試験薬の臨床試験以外の研究の両方を含む）に対して承認の判断を

下す前に、主 REC はスポンサーおよび主任研究者が研究によって発生する潜在的

な法的責任を対象とする適切な保険や補償を有していることを、自ら改めて確認

するものとする。 

 

3. 申請者は、研究の管理、デザインおよび実施によって発生する潜在的な法的責任

を対象とする十分な保険や補償の取り決めがなされていることを示す情報を、主

RECに提供するものとする。特に、申請者は以下を示すものとする。 

・ 取り決めが当該の研究を対象としている。 

・ スポンサー、研究計画書立案者、主任研究者／研究協力者、および必要に応じ

て実施施設支援機関（SMO）はいずれも、保険あるいは補償の取り決めによっ

て保護される。 

・ 取り決めは、スポンサーが評価する潜在的な責任を満たす十分な範囲を補償し

ている。 

 

4. スポンサーは、あらゆる必要な保険あるいは補償の取り決めが研究開始前に設定

されていることを確認するために、申請書式の申告書に署名するものとする（1.45

項(d)参照）。 

 

5. RECは保険契約に対する詳細な専門的調査を実施することは期待されない。保障範

囲が十分であることを確保する責務は、スポンサー自身にある。委員会は、委員

会が合理的に頼ることのできる資金の取り決めに関する一貫性のある書面による

保証書が申請に含まれることを期待する。提供された情報について委員会が懸念
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する何らかの理由があるときには、保険契約や補償が正確には何を提供するのか、

保障範囲の程度が決定される根拠、および両当事者間での関連する取り決めを明

確にするために、スポンサーにさらなる説明を求めることが推奨される。 

 

6. RECは、試験薬の臨床試験の場合に、民間のスポンサーが自身の資金による潜在的

な法的責任に対する「自家保険」を引き受けることは認められない、ということ

に注意するものとする。保険もしくは補償は、別法人によって提供されなければ

ならない。別法人であるならば、保険者が同一の企業グループ内の別会社であっ

ても認められる。 

 

7. RECは、研究のスポンサーあるいは共同スポンサーとなっている NHSの機関、主任

研究者、研究責任者、および NHS の終身の雇用契約の条件の範囲内で研究のデザ

インあるいは実施に関与したその他のスタッフは、通常、NHSの補償制度を利用で

きることに留意するものとする。NHS の制度での補償の規定は、医療機関による研

究に対して管理上の最終許可(final management permission)が与えられている場

合に補償される。RECシステムは、この目的のために NHSの研究ガバナンスプロセ

スに頼ることができるので、申請者が主 REC への申請と一緒に NHS の補償の証拠

書類を提供する必要はない。しかし、申請は NHS の補償が研究に適用される範囲

を明らかにするものとする。例えば、NHSの研究実施施設と NHS 以外の研究実施施

設を組み合わせて民間のスポンサーが実施する試験において、NHSによって雇用さ

れた研究者は NHS の補償の対象であるが、医療費自己負担の患者を募集する独立

開業医を含み、NHS以外の研究実施施設において研究を実施するスポンサーと各研

究者に対しては、別の保険や補償が必要である（NHSの患者を募集する独立開業医

に関するガイダンスは、下記 12項を参照）。 

 

法的責任が発生しない損害に対する補償 

8. 民間のスポンサーが実施する試験薬の臨床試験あるいは医療機器試験の場合、法

的責任が発生しない場合の研究対象者への補償（「無過失補償」）は通常、英国製

薬産業協会（ABPI）あるいは英国医療機器産業協会（ABHI）の制度によって得ら

れる。これが適用されるとき、申請者は主 REC に対して、ABPI／ABHI のガイドラ

インに準拠することを確認する申請書式において当該試験における補償に関する

方針を明示し、使われる補償のひな型の写しを提供するものとする。 

 

9. 主 RECに、スポンサーと関連医療機関との間の臨床試験契約の一部として ABPIま

たは ABHIの制度に基づき作成された、署名のある補償書の写しを提供する必要は

ない。このプロセスは一般に、医療機関によって研究の管理上の最終許可が与え
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られる直前に完了するものである。 

 

10. 試験薬の臨床試験以外の研究および医療機器の臨床研究の場合には、無過失補償

が提供されるべきか否かについてガイドラインは存在しない。スポンサーおよび

RECが、研究対象者に対する潜在的なリスク、およびスポンサーが法律的および財

政的にこのような引き受けを行う立場にあるか否かを考慮に入れた上で、ケース

バイケースで検討することは倫理上の問題である。法的責任が発生しない場合に

は、研究対象者に対して損害に対する補償を前もって申し出ることは NHS の機関

の権限を超えているということを、RECは留意しなければならない。スポンサーが

適切な保険や補償の取り決めに裏付けされた正式な制度をもっていない限り、無

過失補償の可能性を情報シートに記載すべきではない。 

 

NHS 以外の研究実施施設における施設固有事情の評価 

11. 第Ⅰ相試験の場合を除いて、NHS以外の研究実施施設における施設固有事情の評価

の申請は、以下を範囲とする保険または補償を証明する書面を含むものとする。 

・ 実施施設における研究実施の責任を担う開発業務受託機関（CRO）あるいは SMO 

・ すべての一般開業医あるいは医療費自己負担の患者を募集する独立開業医を

含む、研究責任者（12項参照） 

 

独立開業医の位置付け 

12. 一般開業医は通常、プライマリケアの組織との契約のもとでサービスを提供する

独立開業医である（つまり、給与を受ける被雇用者ではない）。このため、一般開

業医は NHS の補償の対象とされておらず、自身独自の補償の取り決めを結ばなけ

ればならない。これが適用されるその他の独立開業者は、歯科医、検眼医、およ

び地域薬剤師などである。独立開業医は通常、専門職団体あるいは医療弁護組合

（Medical Defence Union）のような相互弁護組織によって、その臨床業務に対す

る補償の対象範囲を取り決める。対象範囲は通常、民間の診療にも NHS の診療に

も拡張する。独立開業医に雇用される NHSのスタッフ（例えば開業看護師）は NHS

の補償の対象ではないが、通常は開業医の専門職補償の取り決めの対象である。 

 

13. 一般開業医の中には、NHSの医療機関の給与を受ける被雇用者もいる。医療機関が

研究に対する管理上の許可を与える場合には、彼らは NHSの補償の対象となる。 

 

14. 独立開業医が NHSの患者を対象とする研究を実施するときには、NHSの医療機関は

管理上の許可を与える前に、独立開業医に対する適切な補償の取り決めがあるこ

とを確認するものとする。RECシステムは、これについては研究ガバナンスプロセ
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スに頼ることができる。それゆえ、主 RECあるいは施設固有事情の評価を行う REC

は、NHSの患者を対象とする研究に参加している独立開業医に対する保険や補償の

対象範囲を証明する別の書面を求める必要はない。 

 

15. 研究が医療費自己負担の患者を含む場合には（それゆえ NHS の研究ガバナンスの

対象とならない）、REC には適切な補償の取り決めがあることを確認する責任があ

る。RECが行う主 RECあるいは施設固有事情の評価は、民間の診療を受ける患者を

対象とする場合には、以下を要求するものとする。 

・ 主任研究者／研究責任者の補償証書の写し（可能であれば） 

・ 補償証書が研究を対象とすることについて、開業医から書面による言質、また

は、対象範囲が拡大されることについての保険者による確認書 

 

16. 専門職補償が、通常は開業医によって NHS の患者に提供される例えば以下のよう

なサービスに相当する研究手順を、十分に保障対象としているものとする。 

・ 定義された選択／除外基準に対する患者の評価 

・ 研究への患者の紹介およびリクルート 

・ 患者の検査(screening)およびインフォームド・コンセントの取得 

・ 通常の医療の一部である特定の検査(test and investigation)の開始あるいは

実施 

・ 研究上の介入が臨床で一般に認められている場合に、研究としてその臨床上の

介入を行うこと（例えば、意図された通常の目的内で使用される許可医薬品あ

るいは CEマークのある医療機器） 

 

17.   しかし、専門職補償は通常、以下の研究活動を対象とはしない。 

i. 主任研究者 

        主任研究者は、通常の臨床ケアを超えて、例えば研究のデザイン、倫理審 

査の申請、研究管理、データ分析、結果の記述など幅広い責務を担う。独立

開業医は、いずれの研究においても、研究責任者としての役割は、個人の専

門職補償の対象とならない。 

 

    ⅱ.  通常の医療以外の研究の手順 

        これには、開業医が行う臨床では一般に認められていない、すべての臨床 

        的介入、検査が含まれる。例えば、未許可医薬品、CEマークのない医療機 

        器、あるいは通常の使用条件以外で使われる許可医薬品あるいは CEマー 

        クのある機器が該当する。 
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18.   上記の状態であれば、開業医は自分の保険者に対象範囲の追加を申し込むことが

必要かもしれない。 
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付属文書 H：人体組織を対象とする研究に関する法律上の要件 

 

2004 年人体組織法 

1.      2004 年人体組織法（「HT 法」）は、特定の医療に関連する目的および展示のための、

生体の人体組織の保存と使用、そして死体からの組織と臓器の採取、保存と使用

を規制する枠組みである。 

 

2.      HT 法は、同意を得ることを特定の目的（法において「付表目的」と称される）の

ために、生体および死体からの身体の一部、組織および臓器を合法的に保存し使

用するための基本原則としている。同意は、このような試料を死体から採取する

場合にも必要とされる。このような試料を生体から採取することは対象としない−

これに関する同意は、コモンローに基づいて引き続き必要とされる。 

 

3.      HT 法に基づいた付表目的の 1 つは、「疾患あるいは人体の機能に関連する研究」で

ある。本付属文書および SOP 第 11 節における「研究」という言及は、この定義内

に含まれる研究を意味する。 

 

4.      HT 法は、HT 法に関する助言を与え、順守を監督（oversee）するために人体組織管

理庁（HTA）を設置する。この機関は実施規程の形式（form of Code of Practice）で

グッドプラクティスガイダンスを発行しており、これは議会に提出され、

http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice.cfm. において公表されて

いる。倫理審査の観点から、この中で最も重要なのは同意に関する実施規程であ

る。HTA は、研究のための人体組織の保管を含む幅広い業務への許可および調査

も行う。 

 

5.      HT 法の大部分は、法に基づき制定された規則により、2006 年 9 月 1 日に施行され

た。遺伝子／DNA 解析に関する規定（16～18 項参照）および移植への関連物質の

保管を例外として、法はイングランド、ウェールズおよび北アイルランドにのみ

及ぶ。 

 

    関連物質の定義 

6.      人体組織および細胞は、HT 法において「関連物質」と呼ばれる。これは通常、人

体組織に由来するすべての試料および細胞から構成されるか細胞を含むすべての

試料として、法において定義される。HTA は、細胞を「どのような形状の結合組

織からも結合されていない、単一の細胞あるいは細胞の集合体」として定義する。

この定義では細胞株を除く。法の定義におけるその他の例外（DNA 解析に関する

http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice.cfm
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ものは除く）は、生きている個人の毛髪と爪、体の外の胚、および生殖細胞であ

る。体外で作成された胚、および生殖細胞は、別の法律の対象とされる。 

 

7.      何が関連物質で、何が関連物質ではないかに関するより詳細なガイダンスは、HTA

のウェブサイトに示されている方針、および医学研究協議会（Medical Research 

Council）によって開発された研究と人体組織の関連法規の E ラーニングモジュー

ルにおいて入手可能である

（http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/RegulatorySupportCentre/Tr

aining/Distancelearning/index.htm を参照、現在は入手不可能）。 

 

8.      関連物質の法律上の定義は、国民保健サービス（NHS）研究ガバナンスシステムお

よび研究倫理委員会ガバナンス協定（GAfREC）に基づいて倫理審査が必要である

かを決定するために、NHS の患者における組織の定義と同様に適用されるものと

する。 

 

    組織の研究使用に関する同意 

 

    法律上の要件 

9.      HT 法に基づき、付表目的により人体組織を保管あるいは使用するために「適切な

同意」（下記 13 項参照）を得る基本要件が存在する。HT 法はこの規則に多くの例

外を規定している。研究に関連して、もっとも重要な例外は以下のとおりである。 

i. 既存試料 

HT 法第 9 条に基づき、法の施行前に研究目的のためにすでに保管されていた

人体組織（「既存試料」）を同意なく保存および使用することは適法である。こ

れは生体あるいは死体の組織に適用される。しかし、このような組織が、倫理

的考慮を顧みずに自由に使用されうることは意味しない（SOPの11.10項参照）。 

 

ii. 生体組織 

HT 法第 1 条（9）に基づき、この目的のために特定の同意を得ることなく、

たとえば通常の臨床ケアの経過において診断目的あるいは治療目的への同意

により採取された余剰 （あるいは‘残余’） 組織といった、その他の目的の

ために生体から合法的に採取された組織や、それらの処置により残った組織を

研究のために保管および使用することは適法である。研究が研究倫理委員会

（REC）あるいはその他研究倫理機関によって倫理的に承認されなければなら

ず、研究者が組織の提供者を特定できないようにすべきこと、または将来的に

も不可能でありえることが条件とされる。例外は、匿名化された方法で利用さ

http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/RegulatorySupportCentre/Training/Distancelearning/index.htm
http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/RegulatorySupportCentre/Training/Distancelearning/index.htm
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れるという条件で、臨床医によって、自身の患者の組織を用いて施行される研

究にも適用されることがある。 

 

iii. 輸入された試料 

輸入された人体組織を、研究のために同意なく保管および使用することは適法

であるが、輸入者は人体、身体の一部および組織の輸入および輸出に関する

HTA の実施規程において定められたベストプラクティスを遵守するものとす

る。 

 

iv. 100 年ルール 

2006 年 9 月 1 日以前に死亡し、その死亡から少なくとも 100 年が経過した人

体の組織を、研究のために同意なく保管および使用することは適法である。 

 

10.     コモンローに基づき、生きている個人のすべての人体物質を採取するためには、同

意は継続して必要とされる。場合によっては、研究目的のために組織を採取する

ために、同意が明確に求められることがある。また、診断目的もしくは治療目的

で組織を採取するために、同意が求められることがある。この場合には、余剰組

織は HT 法第 1 条（9）を条件として、目的と特定した同意なく合法的に研究に使

用されることがある（上記 9 の ii 参照）。 

 

11.     表 1 は、研究目的での組織の採取、保管または使用、あるいは人体物質の DNA 解

析の同意に関して、HT 法およびコモンローに基づいて法律上の要件をまとめたも

のである（DNA 解析に関連して、人体物質には生きている個人の毛髪と爪、およ

び生殖細胞が含まれる）。同意に関する法律上の要件が存在しない場合でも、研究

において使用する組織を保管するための、あるいは許可免除の対象としての倫理

上の承認を求める／得るための、HTA による許可を有する要件が依然として存在

することに注意するものとする（25～27 項参照）。 

 

表 1：研究目的での組織の採取、保管や使用、あるいは人体物質の DNA 解析への同意に関

する法律上の要件の概要 

 

概要 同意が法律上必要とされるか？ 

既存試料の保管あるいは使用 いいえ 

既存試料の DNA 解析 いいえ 

輸入された組織の保管あるいは使用 いいえ（しかし、輸入者が同意のエビデンス

を求めることはグッドプラクティスとされ
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る：HTA 実施規程を参照） 

100年以上前に死亡した人間の組織の保管あ

るいは使用 

いいえ 

生体組織の保管あるいは使用（研究者には個

人が特定されない） 

いいえ。研究に提供されることは倫理的に承

認される（研究プロジェクトごとの承認ある

いは組織を提供する研究用組織バンク

（RTB）の包括的（via generic）な承認のい

ずれかによる） 

生体組織の DNA 解析（研究者には個人が特

定されない） 

いいえ。研究に提供されることは倫理的に承

認される（研究プロジェクトごとの承認ある

いは組織を提供する RTB の包括的な承認の

いずれかによる） 

過去 100 年未満に死亡した人間から得られ

た組織の保管あるいは使用 

はい 

生体組織の保管あるいは使用（研究者に個人

が特定される） 

はい 

生体からの組織の採取 はい（コモンローに基づく） 

死体からの組織の採取 はい 

生体組織の DNA 解析（研究者に個人が特定

される） 

はい 

過去 100 年未満に死亡した人間から 2006 年

9 月 1 日以降に得られた組織の DNA 解析 

はい 

 

12.     同意の実践に際して、HTA は原則として最初に提供者から、研究における組織の使

用に関してインフォームド・コンセントあるいは包括的な同意を求めることを推

奨する。これにより、組織が各種研究プロジェクトにおいて不特定期間使用され

ることが可能になり、研究プロジェクト毎に毎回繰り返し同意を得る必要性が軽

減される。詳細なガイダンスは、HTA の同意に関する実施規程において入手可能

である。 

 

    適切な同意 

13.     HT 法は、研究目的で組織を合法的に保管あるいは使用するために必要とされる場

合、「適切な同意」を与えることができる人を特定する。表 2 は、法律に基づいて

適切な同意を示すことができる人をまとめたものである。 
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表 2：適切な同意 

対象（The person） 同意を示す人 

意思能力を有し、決定を行う意思がある成人

あるいは子供 24
 

本人の同意 

同意する意思能力を有さない子供 24、あるい

は意思能力はあるが決定を行う意思がない

子供 

親としての責任（Parental responsibility）を有

する人 

死亡した成人 （i） 生前の本人の同意 

（ii） 死亡した成人による同意があらかじめ

得られていない場合、指定された代理人の同

意 

（iii）死亡した人によって代理人が指名され

ていない場合、相応の関係を有する人 

死亡した子供 24
 （i） 子供の死亡の直前に親としての責任を

有していた人 

（ii）親としての責任を有していた人がいな

い場合、相応の関係を有する別の人 

意思能力を有さない成人 下記 15 項を参照 

 

14.     死体から採取した人体組織の保管あるいは使用のための同意が求められる場合に

は、相応の関係を有する人は以下の順でランク付けされる。 

(a) 配偶者あるいはパートナー（同性パートナー（civil partner）を含む） 

(b) 親あるいは子供 

(c) 兄弟あるいは姉妹 

(d) 祖父母あるいは孫 

(e) 兄弟あるいは姉妹の子供 

(f) 義父あるいは義母 

(g) 異父母兄弟あるいは異父母姉妹 

(h) 長年にわたる友人 

 

15.     序列の同ランクに 2 人以上がいる場合には、そのうちのだれかの同意が適切な同意

となる。 

 

    DNA 解析の同意（スコットランドにも適用） 

16.     HT 法は、例外的な目的がない限り、DNA を解析するかあるいは解析結果を使用す

                                                   
24 HT 法は、子供を 18 際未満の人と定義する。 
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る意図を持って、同意なく人体組織（この特定の文脈においては、生きている個

人の毛髪と爪および生殖細胞を含む）を有することを認めない。この規定は英国

全体に適用される。しかし例外的に、下のうちいずれかが適用される場合、研究

において同意なく DNA を解析することは認められる。 

・ 組織が既存試料であり（つまり、2006 年 9 月 1 日以前に採取された）、解析結

果は研究目的で使用される。 

・ 組織が 2006 年 9 月 1 日以降に生きている個人の体から得られ、研究者が提供

者を特定する見込みがなく、研究が倫理的に承認されている。 

・ 組織が体の外にある胚である。 

・ 組織が 2006 年 9 月 1 日以前に死亡した人の体から得たもので、その死亡から

少なくとも 100 年が経過している。 

 

17.     それゆえ同意は、以下のいずれの場合も研究目的で DNA を解析するため、あるい

は解析結果を使用するために必要である。 

・ 組織が 2006 年 9 月 1 日以降に英国の生きている個人から得られ、研究者が提

供者の身元を知っているか、あるいは知っている可能性がある。 

・ 組織が 2006 年 9 月 1 日以降に英国の生きている個人から得られ、研究が倫理

上の承認を受けていない。 

・ 2006 年 9 月 1 日以前に死亡した人から 2006 年 9 月 1 日以降に組織が得られ、

その死亡からは 100 年未満である。 

・ 組織が 2006 年 9 月 1 日以降に死亡した人から得られる。 

 

18.     同意が必要とされる場合には、組織についての「的確な同意（qualifying consent）」

の要件は「適切な同意（appropriate consent）」と同様である（13～14 項参照）。し

かし、死亡した人の組織の DNA 解析への同意は、相応の関係を有するいずれかの

人の同意で十分である。近親者のリストはこの場合ランク付けされていない。 

 

    意思能力を有さない成人 

19.     研究において生体の関連物質を保管あるいは使用するか、あるいは DNA を解析す

る場合に同意が必要とされるが、その人が同意する意思能力を有さない成人（16

歳以上）である場合には、2004 年人体組織法の 2006 年（同意および移植の意思能

力を有さない人）規則は、業務が以下の目的のために施行される場合には、成人

は同意を示したと「見なされる」ことを定めている。 

 

・ 試験薬の臨床試験：試験は、法定代理人による同意要件を含む、この規則の付

表1第5部に基づいて意思能力を有さない研究対象者に適用される条件と原則
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を考慮に入れた上で、臨床試験規則に基づいて承認され実施される。 

・ イングランドおよびウェールズにおけるその他の「侵害を伴う研究」：研究は、

必要に応じて相談員による助言を求める要件を考慮に入れた上で、2005 年意

思能力法の第 30 条あるいは第 34 条に基づいて「適切な機関」によって承認さ

れる。 

・ 北アイルランドにおけるその他すべての研究：研究は、以下の条件を考慮に入

れた上で REC から倫理上の承認を得る。 

ⅰ.   研究は人体における疾患あるいは機能に関連している。 

ⅱ.   研究は、意思能力を有する人に限定してしまうと、意思能力を有さない 

   人を対象とする研究と同等の有効性をもたらす研究は不可能である。 

ⅲ.  研究者に対して匿名化された組織を用いて研究した場合、用いない場合 

   と同様の結果をもたらす様な研究は不可能である。 

・ スコットランドにおけるDNA解析に対する同意を必要とするその他すべての

研究：研究は、後見人、福祉のための代理人（welfare attorney）あるいは成人

の最近親者（adult’s nearest relatives）からの同意に関する要件を考慮した上で、

2000 年意思能力を有さない成人に関するスコットランド法に基づいて承認さ

れる。 

 

20.     意思能力を有さない成人を対象とする研究の承認に関する詳細なガイダンスは、

SOP の第 12 節を参照。 

 

    同意に関する詳細なガイダンス 

21.     HTA のに関する実施規程は、HT 法に基づいての同意事項について詳細なガイダン

スを示すものである。これは法律上の要件を詳細に説明しているが、同意同意の

取得およびグッドプラクティスの促進に関する基準を設けることにも深く関わっ

ている。実施規程に法律上の拘束力はないが、その助言はベストプラクティスを

象徴し、研究用組織バンク管理者、研究者および倫理委員会を含むすべての関係

者によって慎重に検討されるものとする。HTA は許可の決定に際して、実施規程

の遵守を考慮することがある。 

 

22.     法における同意の規程の概要は、医療研究協議会によって開発された E ラーニング

モジュールにおいても入手可能である（7 項参照）。 

 

 

    許可（Licensing） 

23.     HT 法に基づき、HTA はイングランド、ウェールズおよび北アイルランドにおける
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人体組織に関わる様々な業務の許可、および法の順守、実施規程および許可条件

を保証するための調査の実施に関する権限を有する。HTA はスコットランドにお

ける許可の役割は担わない。 

 

24.     許可が必要とされる業務は以下のとおりである。 

・ 研究目的における、死亡した人の体からの関連物質の採取（その人が少なく

とも 100 年以上前に死亡していない限り） 

・ 研究目的で使用するための、生体あるいは死体からの関連物質の保管（25～

26 項で規定されている場合を除く） 

 

25.     例えば、ある機関から別機関への試料の移動に関連して行われるような、「運搬に

伴う保管（incidental to transportation）」の場合、該当資料の保管に関しては、許可

要件は免除される。人体組織機関によるガイダンスにより、残余関連物質がすべ

て廃棄され、このプロセスが数時間あるいは数日、あるいは最大でも 1 週間以内

に完了することを条件として、この免除は無細胞化（例えば、血漿、血清あるい

は DNA の抽出）の利用待ちの関連物質の一時保管にも適用される。例えば、大学

における研究プロジェクトで健常ボランティアの血液サンプルの採取を含むが、

その後研究のために血漿サンプルを抽出する処理を行い、かつ血液サンプルが保

管されない場合には、この業務は許可の権限に基づいて実施される（あるいは、

その代替として REC の承認を求める：26 項参照）必要はない。 

 

    倫理的に承認された研究の免除 

26.     HT 法によって定められた規則に基づき、組織の保管は以下の場合には許可要件を

免除される。 

・ 倫理的に承認された特定の研究プロジェクトの目的のため（HT 法の施行前に倫理

上の承認が示された場合を含む） 

・ 倫理上の承認待ちの特定の研究プロジェクトの目的のため（例えば、倫理審査申

請が提出されたが、最終判断がまだ示されていない） 

 

27.     この目的のための倫理上の承認は、英国保健省研究倫理サービス（UK Health 

Departments’Research Ethics Service）内のすべての REC、あるいは臨床試験

規則に基づいて認定されたその他の REC によって示されることがある（それゆえ、

防衛省（MoD）REC も含む）。 

 

28.     これらの規定により、研究用組織バンクが特定されていない研究プロジェクトのた

めに組織を保管する場合、施設（premises）に対して許可が必要とされなければな
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らないが、エンドユーザーである研究者が特定の倫理的に承認された研究プロジ

ェクトのために組織を保有している場合には、許可は必要とされない。 

 

    NHS の診断アーカイブ 

29.     単なる診断アーカイブは、HTA の許可施設において保管される必要はない。しかし、

診断アーカイブが試料の提供の申請を募り、および／あるいは何らかの形でアー

カイブを研究資源として宣伝する場合には、これは研究用組織バンクとして機能

し、許可が必要となる活動として考えられるべきである。 

 

30.     診断アーカイブは、SOP 第 11 条に基づき、研究用組織バンクとして倫理審査を任

意で申請することがある。 

 

31.     許可、倫理審査および診断アーカイブからの組織の譲渡に関する同意についての、

より詳細なガイダンスは、英国研究倫理サービスと HTA の共同声明（joint position 

statememt）において示され、

http://www.nres.nhs.uk/applications/guidance/research-guidance/#useofhumantissue （現

在閲覧不可）あるいは

http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice/policiesandpositionstatements

.cfm において入手可能である。 

 

    許可申請 

32.     HTA は、機関による自己評価の実施（法令遵守報告書の書式において）および関連

当局（the Authority）による審査後、研究目的での組織や細胞を保管する許可を発

行する。許可の権限は、「指定された者（Designated individual）」（その権限に基づ

いて、許可された業務を施行する人）、その他指定されたすべての人、および指定

された者あるいは指定された人の指示に基づきで業務を行うすべての人に与えら

れる。指定された者は、許可の対象とされる人と施設の適切性、およびすべての

条件が遵守されていることを保証する法律上の義務を有する。より詳細な情報は、

指定された者および許可所有者向けの HTA 許可ガイドにおいて入手可能である。 

 

33.     法令遵守報告書は、以下の分野について、施設がどのように HT 法の要件およびグ

ッドプラクティス基準を満たすかに関する情報を HTA に提供する。 

・ 同意 

・ ガバナンス（規制管理）および品質システム 

・ 施設、施設機関および設備 

・ 廃棄 

http://www.nres.nhs.uk/applications/guidance/research-guidance/#useofhumantissue
http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice/policiesandpositionstatements.cfm
http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice/policiesandpositionstatements.cfm
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34.     許可要件に関するより詳細なガイダンスは、HTA のウェブサイトにおいて入手可能

である（http://www.hta.gov.uk/licensingandinspections.cfm ）。概要は、

http://www.dt-toolkit.ac.uk/home.cfm で公開されている MRC データおよび組織ツー

ルキットにおいて入手可能である。 

 

2006 年人体組織（スコットランド）法 

35.     2006 年人体組織（スコットランド）法（本節では「法」と示す）は、死体の組織

および臓器を用いた研究に関連する特定の規定を含む。2004 年人体組織法とは異

なり、生体組織を用いた研究はまったく扱わない。 

 

36.     法に関する詳細なガイダンスは、スコットランド政府によって、HDL （2006） 46

において公開され、スコットランド NHS のウェブサイトにおいて入手可能である。 

http://www.sehd.scot.nhs.uk/mels/HDL2006_46.pdf  

以下の項は、研究に関する規定の概要を提供する。 

 

    人体組織の研究使用に関する許可 

37.     法の第 3 条に基づき、死亡した人間の身体の一部は、採取およびこの使用目的が「承

認」されている場合には、体から採取され、特定の目的（研究を含む）のために

使用されることがある。法の第 6～10 条は、このような承認の詳細な規定を定め

ている。 

・ 第 6 条は、成人の死後に自身の身体の一部の採取と使用に関する、その成人

本人による承認を規定する。 

・ 第 7 条は、死亡した成人に関する、最近親者による承認を規定する。 

・ 第 8 条は、死後の子供の身体の一部の採取と使用に関する、12 歳以上の子供

による承認を規定する。 

・ 第 9 条は、12 歳以上の死亡した子供に関して、親としての権利と責任を有す

る人による承認を規定する。 

・ 第 10 条は、12 歳未満の死亡した子供に関して、親権と保護者責任を有する人

による承認を規定する。 

 

38.     上記の規定は、死体の検死中に採取された組織試料および臓器に関しては適用され

ない。2006 年 9 月 1 日以前に死亡した人の体にも、その死亡から少なくとも 100

年が経過した人の体にも適用されない。 

 

39.     第 38 条に基づき、死亡した人の体から（あるいは体から採取された臓器から）死

http://www.hta.gov.uk/licensingandinspections.cfm
http://www.dt-toolkit.ac.uk/home.cfm
http://www.sehd.scot.nhs.uk/mels/HDL2006_46.pdf
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体の検死中に採取され、地方検察官（Procurtor Fiscal）によってこれ以上求められ

ない組織試料は、死亡した人の医療記録の一部となる。第 39 条により、このよう

な試料が特定の目的（研究を含む）のために使用されることは、その目的での使

用が承認されている場合には可能である。第 42～46 条は、第 6～10 条と同様の承

認規定を含む。 

 

40.     法の第 40 条に基づき、死亡した人の体から死体の検死中に採取され、地方検察官

によってそれ以上必要とされない臓器は、以下を条件として引き続き保存され、

特定の目的（研究を含む）のために使用されることがある。 

・ この目的ための臓器のその後の使用は、第 42～46 条に従って承認される、

および 

・ スコットランドの大臣が特定する人あるいはグループにより、研究は文

書で承認されている（下記 42 項参照）。 

 

41.     スコットランドの法において、子供は 16 歳未満の人と定義される。 

 

    倫理上の承認 

42.     法の第 40 条に基づき、研究において 2006 年 9 月 1 日以降に地方検察官の指示に基

づいて行われた死体の検死によって保管された臓器が使用される場合には、その

研究はスコットランドの大臣が特定した人あるいはグループにより、文書で承認

されなければならない。2006 年地方検察官の目的（人間の特定）のためにはもは

や必要とされない臓器の研究承認に関するスコットランド規則（the Approval of 

Research on Organs No Longer Required for Procurator Fiscal Purposes （Specification of 

Persons） Scotland Order 2006）に基づき、このような承認は REC によって与えら

れるべきである。この規則は、2006 年 9 月 1 日以前に実施された死体の検死から

保管された臓器に関する新たな研究に対しても、REC の承認を必要とする。この

規則において「REC」は以下のとおり定義される。 

・ 2004 年人に使用する医薬品（臨床試験）行政規則に基づいて設置あるいは認

定されたすべての倫理委員会。あるいは 

・ 人に対する研究の倫理について助言するために設置され、所管の大臣あるいは

スコットランドの大臣、またはその代理によって、その目的に対して認定され

たその他委員会。これはスコットランドおよびイングランドにおけるすべての

NHS REC を指す。 

43.     研究が検察官の指示に基づいて実施された死体の検死後に得られた組織ブロック

およびスライド、あるいは病院における死体の検死によって得られた組織および

臓器を対象とし、その研究使用について許可を得ている場合、2006 年人体組織（ス



297 

 

コットランド）法は REC の承認を必要としない（以下を参照）。しかし、スコット

ランドの法に関して発行されたガイダンスに基づき、研究プロジェクトの責任を

担う人は、REC の承認を得ることがを求められる。 

 

44.     第 48 条は、2006 年 9 月 1 日以前に地方検察官の指示で実施された死体の検死中に

死体から採取され、研究目的のために保持された臓器を使用する研究に対する移

行規定（transitional provision）を定めている。2006 年 9 月 1 日以前に REC によっ

て許可された研究のために保管されている臓器が提供される場合、この研究は法

の条件による承認あるいはさらなる許可を得る必要はなく、合法的に継続するこ

とがある。2006 年 9 月 1 日以降に REC によって承認された新規研究に対して用い

られることもある（42 項参照）。 
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付属文書 J：遺伝子治療諮問委員会（The Gene Therapy Advisory Committee, GTAC） 

 

遺伝子治療諮問委員会の権限 

1.      遺伝子治療諮問委員会は、英国の先進医療医薬品を対象とする研究の倫理審査のた

めの英国研究倫理委員会である。遺伝子治療諮問委員会は英国研究倫理サービス

の一部である。 

 

    先進医療医薬品（Advanced therapy medical products, ATMP） 

2.      先進医療医薬品は、様々な遺伝子導入により製造された生体分子、および／あるい

は、活性物質または活性物質の一部として生物学的に先進治療用に加工された細

胞に焦点が絞られた製造プロセスに基づいて製造されたものである。 

 

3.      先進医療医薬品への販売許可申請は、2001/83/EC 指令（改定後の 2009/120/EC 指令）

において定められた特別な要件を条件とされる。 

 

4.      先進医療医薬品は以下の製品タイプを含む。 

・ 遺伝子治療医薬品（Gene therapy medical product） 

・ 体細胞治療医薬品（Somatic cell therapy medical product） 

・ 組織加工製品（Tissue engineered product） 

 

5.      これらすべての製品を対象とする研究は、遺伝子治療諮問委員会による審査を受け

る。 

 

    遺伝子治療 

6.      臨床試験規則に基づき、遺伝子治療用試験薬のすべての臨床試験は、遺伝子治療諮

問委員会に提出されなければならない（その他 REC への申請の移管手続きについ

ては、26～38 項参照）。 

 

7.      遺伝子治療医薬品は、2003/63/EC 指令（2001/83/EC 指令の変更後）のパート IV に

おいて以下のとおり定義されている。 

    「……遺伝子治療医薬品とは、生体内あるいは生体外のいずれかで作用する、予

防、診断あるいは治療の遺伝子（例えば、核酸）を人／動物の細胞に導入するこ

と、およびその後の生体内での発現を目的とする一連の製造過程によって得られ

た製品を指す。遺伝子導入はベクターとして知られる導入システムに含まれる発

現系を伴い、これはウイルス性でも非ウイルス起源でもありうる。ベクターは人

間あるいは動物の細胞に含まれていることもありうる。」 
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8.      遺伝子治療医薬品の定義では、特に感染症に対するワクチンである製品は除外する。 

 

9.      試験薬の臨床試験にくわえて、試験薬の臨床試験以外の遺伝子治療研究を実施する

研究者は、この研究分野の包括的な監督を維持できるように遺伝子治療諮問委員

会にも申請することが推奨される。これは例えば、遺伝子治療を受ける患者が関

与する非介入のフォローアップ研究にも適用されることがある。 

 

    体細胞治療 

10.     体細胞治療医薬品は 2001/83/EC 指令の付属文書 1 パート IV において以下のとおり

定義されている。 

「体細胞治療医薬品は、自家（患者自身に由来）、同種異系（別の人間に由来）あ

るいは異種（動物に由来）体細胞のヒトでの使用を指し、代謝、薬理学的および

免疫学的手法によって治療、診断あるいは予防効果を得るための操作の結果とし

て、その生物学的特性は実質上変化している。この操作には生体外における自己

細胞集団（例えば、養子免疫療法（adoptive immune-therapy））の拡大あるいは活性

化、生体外あるいは生体内において使用される医療機器と関連する同種異系およ

び異種細胞の使用（例えば、マイクロカプセル、内因性マトリックス足場、生物

分解可能（biodegradable）か否か）が含まれる。」 

 

・ 体細胞治療医薬品には以下が含まれる。 

・ 質および量の側面から、その免疫学的、代謝あるいはその他機能的性質を変化

させるために操作された細胞 

・ 分類、選択および操作され、その後製造過程を経て、最終製品である医薬品と

なる細胞 

・ 操作され、非細胞成分（例えば、生物学的、不活性マトリックス、あるいは医

療機器）と結合され、最終製品において主たる意図とされた作用（principle 

intended action）を発現する細胞 

・ 特定の培養条件下で生体外において発現する自家細胞の派生物（derivatives 

expressed） 

・ 遺伝的に改変された細胞、あるいはそれ以前に予期されていない相同性あるい

は非相同性な機能的特性を発現するために遺伝子操作された細胞 

 

患者からの細胞の収集（自家細胞の場合）から患者への再注入（re-injection）に至

るまでのすべての製造過程は、１つの介入として検討されるものとする。 
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    組織加工製品 

11.     細胞加工製品とは以下の製品を指す。 

・ 加工細胞（engineered cells）もしくは組織を含む、あるいは構成される、およ

び 

・ 人体組織の再生、修復あるいは交換の性質（properties）を有するものとして示

されるか、あるいはその観点から人間に対して用いられるか投与される。 

12.     組織加工製品は、ヒトあるいは動物由来、あるいはその両方の細胞や組織を含むこ

とがある。細胞あるいは組織は、生存していることも死んでいることもある。細

胞生産物、生体分子、生体材料、化学物質、足場、あるいはマトリックスのよう

な追加物質を含むこともある。 

 

     組織加工製品は生きた細胞が含まれるものとするか？ 

含まれるものとする。ヒトあるいは動物の死んでいる細胞や組織を含むか、それ

から成る製品、および／あるいは生きている細胞や組織を含まない組織、および

主に薬理学的、免疫学的、あるいは代謝作用によって作用しない組織は、この定

義から除外される。 

 

    加工されていると考えられる細胞あるいは組織 

13.     細胞あるいは組織は、以下の条件のうち少なくとも 1 つを満たす場合には、「加工

されている」ものと見なされる。 

・ 細胞あるいは組織が、提供者における機能と同一の必要な機能もしくはレシ

ピエントにおける同様の機能のために使用されることを意図されていない、

あるいは 

・ 細胞あるいは組織が、意図された再生、修復あるいは置換に関連する生物学

的特性、生理的機能あるいは構造特性を得られるように、実質的加工

（substantial manipulation）を受けた。 

・ （実質的な操作には、切断、粉砕、成形、遠心分離、抗生物質溶液や抗菌性

溶液、殺菌、照射、細胞分離、濃縮や生成、濾過、凍結乾燥、凍結、低温保

存、あるいはガラス化は含まれない） 

 

    先進医療医薬品の併用 

14.     「併用先進医療医薬品（Combined advanced therapy medical product）」は、以下の条 

    件を満たす先進医療医薬品を指す。 

・ 製品に不可欠な要素として、93/42/EEC 指令の第 1 条 1（2）（a）の意図する範

疇の１つ以上の医療機器、あるいは 90/385/EEC 指令の第 1 条 1（2）（c）の意

図する範疇のひとつ以上の体内植え込み型機器を組み込まなければならない、
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および 

・ その細胞や組織部分が生存する細胞や組織を含まれるものとするべき、あるい

は死んでいる細胞や組織を含む細胞や組織部分が、機器の主作用として検討さ

れる作用によって、人体に対して作用すべきものである。 

 

    幹細胞治療 

15.     先進医療医薬品にくわえて、遺伝子治療諮問委員会は幹細胞株に由来する新規幹細

胞治療の研究に対しての国家特定分野 REC である。 

 

    遺伝子治療諮問委員会によって審査される幹細胞治療の種類 

16.     幹細胞株は、（i） 適切な栄養とスペースが与えられる場合には、長期にわたって

生体外で増殖可能、および （ii） 適切な化学的あるいは分子へのきっかけ（cues）

が与えられる場合には、培養物においてより特化した種類に分化されることが可

能である単一親細胞（a single parental cell） あるいは親細胞群（group of parental cells）

に由来する未分化の細胞の恒久的に株化された培養物として定義される。 

 

17.     遺伝子治療諮問委員会の権限は以下に由来する細胞治療を含む。 

・ 遺伝子を改変した細胞（genetically modified cells） 

・ 胚性幹細胞株（ES 細胞株） 

・ 多能性幹細胞株 

・ 間葉性幹細胞株 

・ 胎児幹細胞株、および 

・ 人工多能性幹（iPS）細胞株 

 

18.     遺伝子組み換え細胞あるいは遺伝子操作された細胞を含まない十分に確立された

自家幹細胞株治療を含むその他タイプの研究（例えば、骨髄移植）は、適切な REC

によって審査が継続される。 

 

    背景：幹細胞とは？ 

19.     研究者達は、特定のタイプの幹細胞を研究所において無限に増殖させることが可能

になってきた。幹細胞株と呼ばれるこの細胞は、2 つの非常に重要な性質を有して

いる。第 1 に、この細胞は、自己再生することができるか、それ自体の「まった

く同じもの」を形成することができる。第 2 に、人体において特定された細胞

（specialised cell）のいずれか別のタイプに分化あるいは変化（convert）できる。

体内において細胞のいずれかのタイプに分化できる幹細胞は、多能性であるとさ

れる。例えば、初期胚あるいは ES 細胞に由来する幹細胞株は多能性である。 
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20.     十分に成熟した組織の中には、成体幹細胞として知られる幹細胞を有しているもの

もある。この幹細胞は体内でいかなるタイプの細胞も形成できない、つまり多能

性でないので、胚性幹細胞とは異なるものである。しかし、成体幹細胞は元とな

る組織内の少数の細胞タイプと効果的に置換できる。 

 

21.     ごく最近の発見により、通常の成体の体細胞は、胚性幹細胞のすべての性質を示す

とされる幹細胞に「リプログラム」あるいはスイッチバックされうることが解明

された。これは、細胞が胚の初期発生段階に戻るように遺伝子改変を用いた、成

体の体細胞核の「リプログラム」によって行われる。 

 

    幹細胞治療とは？ 

22.     今まででおそらくもっとも成功した幹細胞の医療開発は、様々な血液および免疫系

の癌の治療法として骨髄移植を用いることであった。研究者は現在では、患者の

病変組織あるいは損傷組織を治療するために、成人幹細胞の他の形態を利用する

ことを希望している。 

 

23.     体内におけるすべての種類の細胞形成には際限がない可能性があるため、科学者は

最近では、医療ニーズが満たされていない様々な疾病用に置換細胞（replacement 

cells）を作り出すための、胚性幹細胞株使用の可能性について研究を開始した。胚

性幹細胞株は大量に増殖されうるので、患者の損傷組織あるいは病変組織と置換

するために十分な量の細胞を増殖することは可能である。この種の方法は、幹細

胞治療あるいは再生医療として知られている。iPS 細胞株は、胚性幹細胞と同じく、

新規医療および細胞療法の開発に貢献できる可能性がある。 

 

24.     英国の幹細胞ツールキットは、最終的に臨床申請に繋がるヒト幹細胞研究および製

造のプログラム開発を希望する人向けの参照ツールとして、英国の規制当局によ

って開発された（http://www.sc-toolkit.ac.uk/home.cfm 参照）。 

 

    詳細な助言 

25.     遺伝子治療諮問委員会による審査が適切である研究についての詳細な助言は、遺伝

子治療諮問委員会のコーディネーターにより求められることがある。 

 

他 REC に対する低リスク遺伝子治療申請の移管手順 

26.     臨床試験規則に基づき、遺伝子治療医薬品に関する臨床研究の倫理審査のためのす

べての申請は、遺伝子治療諮問委員会に対して行われなければならない。しかし、

規則は、遺伝子治療諮問委員会に対しては（UKEC が）申請において判断を下す

http://www.sc-toolkit.ac.uk/home.cfm
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必要がないことを UKECA に通知するよう規定を定め、UKECA に対しては申請が

別の認定委員会により検討されることを直接管理すべきであるということを規定

に定めている。このような移管に関連する UKECA の機能は、代理として英国研究

倫理サービスによって施行される。 

 

27.     英国研究倫理サービスは、遺伝子治療諮問委員会から移管された遺伝子治療の申請

を受領する、いくつかの認定 REC として認識される。 

 

28.     付属文書は、移管の取り決めに際して、遺伝子治療諮問委員会および特定分野 REC

が従うべき手順を定めている。 

 

    移管の推奨 

29.     遺伝子治療諮問委員会は、移管が検討される低リスクの遺伝子治療研究のタイプを

示すために、決定のための決定木（decision tree）を開発した（図 1 参照）。 

 

30.     移管の取り決めの推奨は、遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターからの助言に

基づいて、遺伝子治療諮問委員会の委員長（あるいは副委員長あるいは委員長代

理）によって行われる。 

 

    移管の整備 

31.     遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは、申請の移管を計画していることを申

請者に対して通知する。申請者は特定の特定分野 REC に対する要望（preference）

を示すことがある。この場合には遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは、

申請の移管を希望することの助言をするため、特定分野 REC に直接電話あるいは

E メールで連絡を取る。次回会議の審議枠が利用可能な場合、REC のコーディネ

ーターは移管を容認し、申請の予約を行い、REC の受付番号を割り当てる。次回

会議の審議が空いていない場合、遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターはそ

の他の特定分野 REC に連絡を取るよう助言を行う。適した審議枠の特定が困難で

ある場合、遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターはさらに助言を得るために

REC の運営管理者に連絡を取るための助言を得る。 

 

32.     予約が行われたら、遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは申請者に通知し、

研究倫理データベース（RED）内の関連する REC（「2 番目に担当する REC」）に

申請を移管するよう調整を行うものとする。 
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    申請の事前確認* 

33.     申請の事前確認に対する責務は、2 番目に担当する REC のコーディネーターが担う

ものである。しかし、遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターは申請の 1 次チ

ェックを施行し、本申請を提供することによる遅れを最小限にするために、申請

者と 2 番目に担当する REC のコーディネーターに対して、提出されていないすべ

ての必要な書類について通知するものとする。 

 

34.     事前確認日は、本申請が認定委員会によって受領された日である。2 番目に担当す

る REC のコーディネーターは、事前確認日を決定するために遺伝子治療諮問委員

会のコーディネーターと相談するものとする。これは通常、遺伝子治療諮問委員

会による受領日とされる。遺伝子治療諮問委員会への提出が不完全である場合、

事前確認日は、最後に要求された文書が 2 番目に担当する REC によって受領され

た日となる。 

 

    倫理審査* 

35.     通常の SOP は、以下の例外を除いて、移管される申請の審査に適用される。 

 

36.     規則に基づき、遺伝子治療の申請に対して判断を示す期限は、通常の 60 日ではな

く 90 日である。期限は、遺伝子治療諮問委員会によって審査されるその他の申請

と同様に、遺伝子治療諮問委員会から移管される申請に適用される。それゆえ、

の審査時間は、事前確認日から 90 日以内に REC が判断を示せるよう調節される。 

 

37.     2 番目に担当する REC は、必要に応じて、申請について遺伝子治療諮問委員会の助

言を求める裁量を有する。この場合、コーディネーターは、必要とされる助言お

よびそれを提供する選択肢について議論するために、遺伝子治療諮問委員会のコ

ーディネーターに電話あるいは E メールで連絡を取られるものとする。これには

以下が含まれる。 

・ 遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターあるいは専門的助言者を務める遺

伝子治療諮問委員会の委員による文書での助言 

・ 本委員会の審議あるいは小委員会の審議のいずれかに出席する遺伝子治療諮

問委員会の委員の選出 

 

38.     2 番目に担当する REC によって申請者に送付された全文書の写しは、情報のために

遺伝子治療諮問委員会のコーディネーターにも写しが送付されるものとする。承

認の判断の公表後、主任研究者あるいはスポンサー（例えば、安全性報告書の大

幅な変更について）とのさらなるすべての書面での連絡の写しは、遺伝子治療諮
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問委員会のコーディネーターにも送付されるものとする。遺伝子治療諮問委員会

の助言は、必要であれば研究実施中に求められることがある。 
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Figure 1: Decision tree to guide to researchers as to the types of trial that may be 
considered for transfer. 
 
 
 

 

 

 

Category 3 trial: GTAC is likely to 

recommend transfer unless the patient 

population is significantly different than 

with previous trials. 
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wish to review the trial (no 

transfer). 
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Category 3 trial: GTAC is likely to 

recommend transfer unless the plasmid 

codes for either: 
・a growth factor or 
・cell cycle regulating protein or 
・an anti-apoptotic or 
・coding for a protein that may result in 

production of auto-antibodies or 
・a gene product which, if expressed in 

non-target tissue, may have unintended 

effects (example: suicide gene).  

3. Is the study conducted in 
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4. Is the GT-IMP a plasmid 

(or series of plasmids) ?	    

5. Is the GT-IMP: unintended effects 

・an integrating virus (lenti or retrovirus) or 

・a partially integrating virus (such as AAV) or 

・a replicating virus or 

・a novel virus (e.g. rare human adenovirus serotype, pseudo type or animal virus) or 

・used for ex vivo transduction of cells (stem cells or T-cells) with the modified cells 

re-introduced into the patient or  
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wish to review the trial (no 
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付属文書 K：福祉研究における倫理委員会 

 

1.      福祉 REC は、成人の福祉研究および社会科学研究の申請について審査を行う（下

記 6 項を参照）。これは英国研究倫理サービスの一部であり、その構成員資格、専

門知識および手順は、福祉的な背景を反映させるために開発されてきた。任命権

者は福祉研究拠点研究所（SCIE）である。委員会の委員は公募によりリクルート

され、研究者、倫理学者、福祉の提供者と利用者が含まれる。 

 

2.      福祉 REC は、本来なら倫理審査にアクセスしないか、あるいは部門の壁を超える

ことになる福祉部門（例えば、地方自治体における民間および慈善組織の運営す

る組織（Voluntary care settings））を対象とする申請の審査を行う。福祉 REC は概

して、以下の研究タイプを審査することが見込まれる。 

 

2.1   保健省により資金援助された福祉研究 

・ 政策研究プログラムにより直接委託された研究 

・ 情報センター（Information centre, IC）研究（つまり、個別に追加審査を求め

る必要がない成人社会福祉責任協議会（Councils with Adult Social Service 

Responsibilities）による実施のために、情報センターによってデザインされた

研究） 

・ 国立健康研究所（National Institute for Health Research. NIHR）の福祉研究部門

により、あるいはそれを通じて実施される研究 

・ NIHR により（稀なケースとして）資金援助された福祉研究 

 

2.2   福祉研究は、イングランドおよびウェールズにおいて意思能力を有さない成人を

対象とし、2005 年意思能力法に基づいて承認を必要とする。福祉 REC は所管の

大臣およびウェールズの大臣により、この目的のための適切な機関として認定さ

れている。 

 

(a) イングランドおよびその他の英国内のカントリーにおける研究実施機関を対

象とする福祉研究。 

 

(b) 主任研究者および／あるいはスポンサーによって重大な倫理的問題があると

検討される場合、社会福祉に対する責務を担う協議会によって施行される「自

己資金による（Own account）」研究。 

 

(c) 研究者が他の審査システムにアクセスできない場合の研究。これには医療サ
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ービスユーザー主導の研究が含まれうる。 

 

(d) 研究がいかなる臨床的介入あるいは臨床ケアの変更も対象としないことを条

件として、データ収集の手段が社会科学的および質的手法を用いる場合、

NHS 機関において NHS の患者あるいはスタッフと共に実施される研究。体

系的なアンケートあるいは質的なインタビューによってケアおよび治療に対

する患者の意見を収集する研究は、この研究タイプの一例である。医療と福

祉が連携して提供されるような場面（例えば地域精神保健チームが活動する

ような場面）において実施される研究は、このカテゴリー内で審査されるこ

ともある。 

 

(e) 成人と子供の両方、あるいは家族が研究対象者である場合には、福祉におけ

る、世代にまたがる研究。 

 

3.       倫理審査を求めるための選択肢に確証がない研究者は、福祉 REC のコーディネー

ターによるガイダンスを求めることができる（下記 6 項参照）。 

 

4.      NHS 内で実施される研究について福祉 REC によって与えられる判断（上記 2.6 あ

るいは 2.7 項）は、英国保健省研究倫理サービス内のその他の REC の判断と同じ

地位を認められている。このような研究は、NHS 内に設置された REC による個別

審査は必要としない。 

 

5.      福祉 REC に対するすべての申請は、統合研究申請システム（IRAS）を用いて準備

されるものとする。 

 

6.      予約は福祉研究拠点研究所のコーディネーターに対して直接行われる。 

E メール：screc@scie.org.uk  アクセス先：http://www.screc.org.uk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:screc@scie.org.uk
http://www.screc.org.uk/


309 

 

索引 

 

EU 指令……………………………………………………………5,22,23,30,31,84,101,125,172 

委員長………………………7,24,25,28,47,53,57,61,63,64,66,67,69~77,79~82,84,87,88,90, 

            93~96,99,102,109,110,113,118,123,125,128,129,131~135,137, 

            143~152,154,155,159~161,164,165,167,170,171,179,180, 

            182~184,186~190,192,243,254,275,303,314~316 

意見陳述…………………………………………………………………………118,155~161,187 

意思能力法…………………40,49,50,81,103,112,128,220,222,224~226,229,230,233,234, 

            253,255,256,292,307 

遺伝子治療諮問委員会……22,30,33,40,43,45,46,48,60,74,147,148,152,156,159~162,237, 

            298,299,301~305,317 

医薬品安全性データベース………………………………………………………30,172,175,179 

医薬品規制調和国際会議…………………………………………………………………29,30,99 

医療機関……………………28,43,46,55,91,97,98,100,105,106,137~139,141,187,189,201, 

            212,282,283 

受付 REC………………………………………………………………………………33,35,58~60 

運営管理者…………………24,25,32,44,46,53,57,59,63,64,66~69,72~74,77,79~81,83,85, 

            92,95,99,108,114,117~121,129,151,152,154,155,163~165,168, 

            186,187,189,191,192,237,240~242,254,260,273~277,303 

英国医薬品庁（MHRA）…29,31,35,49,90,92,93,115,123~126,131,133,136,138,167,169, 

            171,172,174,175,177~181,183,188,189,237~247,261,264,268, 

            270,272~278 

英国研究倫理サービス……5,7,22~26,28,29,31,33,34,40,42,44,48~51,53,57,61~64,72,74, 

            79~81,83,86,95,97,100,108,119,123,126,129,131,144,151,152, 

            154~156,159,160,163~165,167~171,178,179,181,183,184, 

            189~191,194,200,201,204,214,215,221,224,229,230,237, 

            240~242,245~247,254,259~261,265~267,270,273,276,294, 

            298,303,307 

英国研究倫理サービス局長（NRES 局長）………………………………25,31,155,164,273,276 

英国研究倫理諮問委員会……………………………………………………………23,86,135,165 

英国倫理委員会機構………22,23,32,33,35,40,43,45~48,50,108,151,155,156,159,160,164, 

            273,276 

欧州臨床試験データベース……………………………………………30,54,92,93,133,240,278 

欧州臨床試験データベースの医薬品安全性データベース…………………………30,172,175 

大幅な変更…………………24,28,31,35,39,47,55,60~62,81,92,121,123~127,129,131~136, 



310 

 

            138~141,144,158,162,167,168,170,175,182~184,190,192,197, 

            200,209,212,214,227,229,234,235,237,241,254,256~237,259, 

            261,262,265,266,270,272,274,275,277,304 

開発時定期的安全性最新報告……………………………………………………29,167,176,279 

科学顧問……………………………………………………………………34,93,170,171,184,188 

管理上の許可…………………………………………………90,100,103,107,109,201,212,283 

規制上の承認……………………………………………………90,97,100,185,236,246,247,261 

却下の判断…………………27,31,34,55,61,70,82,84~86,88,89,91,92,95,98,118,119,123, 

            125,132~136,138,151~161,196,197,211,212,226~228,235,240, 

            259,264,265,278,317 

共通の倫理上の判断………………………………………………………………………………34 

緊急審査……………………………………………………………………………………163,164 

軽微な変更…………………………………31,93,123,124,130~132,140,182,201,215,261,265 

研究ガバナンスフレームワーク…………………………………………………63,107,193,201 

研究機関の個別評価者……………………………………………………………………………34 

研究計画書…………………27,32,39,42,54,55,64,66,71,91,104,106,107,109,113,122~124, 

            126,127,130,133,136,137,140,167,169,170,172,173,179,181, 

            182,184,188,196,207,209,227,229,234,239,242,243,248,249, 

            253,254,268,271,272,281 

研究実施機関………………28,31~33,35~38,40,44,47,101~113,115~119,141,171,172,183, 

            185~187,201,221,231~233,242,247~249,262,263,307 

研究者の所属機関………………………………………………………………………29,167,169 

研究責任者…………………30~32,36,38,78,101~106,108,110~115,117~122,124,130,133, 

            137~143,148,153,165,169,171,172,241,271,272,282~284 

研究対象者…………………32,47,50,54,63,76,91,101,106~109,111,112,115,116,121,123, 

            124,128~131,136,137,139,140,167,171~174,178~188,190,192, 

            193,195,196,204,208,209,211,220~223,226,228,229,231~233, 

            237,238,243,245,247,248,250,253,255,256,262,270~272, 

            274~280,282,283,291,308 

研究分類システム………………………………………………………………211,220,224,254 

研究用組織バンク…………………………44,45,63,191,195,207~217,263,266,289,292~294 

研究倫理委員会ガバナンス協定…………6,22~24,27,30,32,41,48~50,62~64,83,99,100,163, 

                  193,204~206,210,218,224,227~229,246,287 

研究倫理委員会本部………………………………………………………………………………29 

研究倫理データベース……33,40,52,53,56,59,61,62,68,59,85,90,92,93,114,117,119,120, 

            127,128,133,138,151,153,157,196,197,201,211,215,217,225, 



311 

 

            227,229,234,240,247,259,260,264,275,278,303 

構成員資格…………………………………………………………………………………44,68,307 

公認 REC………………………………………………………………………………………27,40 

最初に担当した REC……………………………………………………………34,151~159,235 

再審査請求…………………27,28,34,123,134,135,151,152,155~162,168,186,187,226~228, 

            240,262,265 

再度の変更………………………………………31,39,123,125,127,132~135,143,144,229,265 

暫定的判断……………………27,32,62,76,82,84~89,92,93,95,97,135,239,250,261,264,266 

試験薬概要書…………………………………………………30,38,39,71,173,176,261,262,280 

試験薬の臨床試験…………22,23,27,29,31~33,35,40,42,45,47~50,53,54,64,66,69,74,76, 

            84~86,92,97,99,101~104,108,111,112,123~126,128~133,136, 

            138~140,143,144,146,148,151,152,155,156,159,163,164, 

            167~169,171,172,176~179,181,183~185,187~190,207,208, 

            220~222,234,237~242,259,261~263,265,266,268~270, 

            273~276,278,279,281,282,291,299,315 

試験薬の臨床試験以外……29,31,35,40,41,45,48,49,54,86,97,102,112,121,123,125,128, 

            130,132,140,168,181,183~185,188,190,192,208,220,222,231, 

            232,234,235,261,263,265,266,273,275,279,281,283,299,315 

事後的な申請…………………………………………………………………………………41,64 

施設固有事情の評価………24,31,32,34,41,55,56,60,61,63,78,90,92,98,100~103,107~121, 

            124,127,130,137~144,151~153,158,165,169,171,172,185,187, 

            201,212,217,227,228,233,242,262~265,283,284,316 

施設固有情報書式………………………34,53,55,60,78,101,107,110~112,119,121,151,165 

施設の研究協力者…………………………………………………………………31,140,187,212 

事前確認（事前確認日）…33,35,41,51~60,64,70,97,101,109,110,127,128,138,139,153, 

            154,157,166,196,211,304 

重篤な有害事象……………………………33,38,144,167,175,181,182,261,262,267,279,317 

重篤な有害反応疑い…………………………………………………………………34,39,144,177 

主たる研究機関…………………………………………………………………30,60,104,109,110 

主任研究者…………………28~30,32,35,36,40,41,44,46,49,53,54,56,58~61,66,71,72,76,78, 

            79,81,85,88,89,91,95,97~99,102,104,108~110,112,115, 

            117~119,121,123,126~137,141,142,148,152,154~161, 

            163~165,167~172,178,180~182,185~188,192,197,199,212, 

            214,217,221,226,227,236,238,239,243,249,250,260,262,265, 

            266,269,271,272,281,282,284,304,307 

主 REC ……………………25,31,35,47,55,61,75,76,92,97,98,101~103,107~110,112~121, 



312 

 

            123,124,127,128,131~142,167~172,174,176~185,187~192, 

            200,214~216,221,227,229,232~235,238,240,241~243,245,246, 

            261,263,272,281,282,284 

承認条件………………………27,38,85,99,109,124,200,201,208,209,212~215,217,219,266 

承認の判断…………………24,25,27,35,39,41,47,50,54,61,64,69,82,84,85~92,95,97~103, 

            107,110,116~118,121,123~126,131~135,137~144,158,160, 

            162,165,167,168,170,171,177,184~187,189,198,201,209,217, 

            225~230,232,233,235,236,238,240,241,245,253~257,259,261, 

                        264~266,270,271,274,275,277,281,304,317 

情報シート…………………112,129,131,196,197,200,201,211,212,214,215,227,229,234, 

            248,253,283 

侵害を伴う研究………………………………………103,222~224,226~228,234,255,256,292 

審査日数………………………………………………………28,84~86,94~97,123,174,239,240 

申請の修正…………………………………………………………………………………………33 

迅速審査……………………24,40,51,53,56,57,66,67,84~90,93~97,143,144,146,148,149, 

            163,165 

迅速審査サービス……………………………………………………………………32,57,165,166 

人体組織管理庁………………………………………204,206,207,209~211,213,215,217,286 

スポンサー…………………32,34,36,38,39,41,47,49,50,53~56,61~64,66,71,79,82,85, 

            90~92,95,97~100,108~112,117,118,120,121,123~142,144,148, 

            160,161,163~165,167~183,185~189,192,199,236~239,243, 

            248,249,253,260~262,266,269~278,280~283,304,307 

先進医療医薬品…………………………………………………………27,43,45,48,298,300,301 

専門的助言者………………32,33,47,55,66,73,75~77,81,82,84,87,89,95,96,98,135,143,149, 

            160,180,225,237,238,243,262,264,304 

第 I 相試験……………………………32,38,40,42,43,50,102,108,111~116,120,220,237,283 

多施設共同研究倫理委員会………………………………………………………………228,263 

担当委員…………………………………………66,68,70,71,81,87,93,94,96,145,148,170,254 

地域研究倫理委員会…………………………………………………………60,101,107,124,263 

地域割当システム…………………………………28,30,40,42~44,46,51,52,56,59,62,96,153 

中央割当システム…………28,40,42~44,46,51,52,56,59,62,68,77,151,154~156,211,220, 

            225,227,231 

追加的な助言………………………………………………………………………………………95 

データモニタリング委員会………………………………………………29,69,175,179,262,271 

適格な医療専門職…………………………………………………………………………35,36,104 

電子署名………………………………………………………………………………………29,53 



313 

 

統合研究申請システム……24,30,40,42,52,53,57,61,62,107,110,123,127,128,141,165, 

            195~197,200,201,211,214,220,224,227,232,233,236,248,251, 

            254,267,308 

特定分野 REC ……………42~44,46~48,72,75,156,196,211,220,221,224~228,232~234, 

            301,303 

2004 年人用医薬品を用いた臨床試験規則…………………………………………………23,206 

2番目に担当するREC……………………34,58~60,135,151~154,157~159,227,228,303,304 

認定 REC…………………33,42,47,48,68,72,77,155,190,205,208,220,221,237,241,242,303 

任命権者…………………………………………22,23,25,27,28,74,79,80,83,152,168,237,307 

年次安全性報告…………………27,29,69,144,167,173,176~178,180,242,261,262,270,279 

被験者保護局…………………………………………………………………………………31,46 

標準業務手順書（SOP）…4~7,22~25,33,34,40,50,51,63,81,84~86,97,100,108,110,113,124, 

            127,144,149,156,162,164~166,196,197,210,212,218,220,222, 

            224,227,233,234,237,241,262,263,278,286,287,292,294,304, 

            314~318 

福祉研究拠点研究所………………………………………………………33,34,49,230,307,308 

福祉 REC………………………………………………33,34,40,43,49,50,224,225,245,307,308 

防衛省……………………………………………………………………23,31,40,50,74,224,293 

放射性物質投与諮問委員会………………………………………………………………24,27,247 

保健研究機構（HRA）………………………………………22,26,30,31,189,190,315,316,318 

保健福祉省………………………………………………………………………………29,31,44,72 

モニタリング………………24,38,39,92,102,107,113,114,120,121,127,141,143,144,158, 

            162,165,167~169,179,184,245,251,265,268,270~272,317 

有害反応…………………………………………………………………………27,36,39,172,173 

予期しない重篤な有害反応疑い……………………35,39,167,172~175,179,180,241,261,262 

領域……………………………………………………………………………6,29,47,84,273,276 

臨床試験規則………………22,23,28,32,35,39,40,47,48,53,66,68,72,76,84,85,99,101,102, 

            104,116,123,124,133,144,148,151,155,162,163,168,171,182, 

            183,190,205,206,220,221,237~240,242,259,268,273,276,281, 

            292,293,298,302 

臨床試験許可………………………29,39,124,177,181,190,237~239,241~243,268,269,275 

臨床試験実施計画書………………………………………………………………………………36 

倫理上の承認………………107,125,170,193,197~210,212~217,222,226,230,237,266,270, 

            271,288,291~293,296 

REC の受付番号（REC 受付番号）………32,40,51,56,59,62,151~153,157,192,202,216, 

                   232,233,303 



314 

 

あとがき「本標準業務手順書（SOP）を日本でどのように役立てる

ことができるか」 

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野  高嶋 佳代 

 

 まず、このように長大な SOP をお手に取っていただいたことに感謝したい。

訳者としては、本 SOP は、以下のような方々のお役に立つのではないかと自負

している。 

 実際に倫理審査委員会の運営や審査に関与している方（倫理審査委員会

の委員長、委員、委員会事務局担当者など） 

 すでに倫理審査委員会を運用している施設、もしくはこれから倫理審査

委員会や類似の委員会の設置を考えている施設の運営に携わる方 

 特別な研究領域の倫理審査委員会に関与する方（遺伝子治療審査委員会、

特定認定再生医療等委員会、精神疾患関係や社会福祉関係の研究など） 

 実際に研究倫理審査の申請を行う研究者の方 

 日本の臨床研究体制の整備・向上を担う行政職の方 

しかしながら、日本と英国では様々な仕組みの違いがあるため、どのように

参考にするかを念頭に置かないと、あまり活用することができないと考えられ

る。例えば、英国では、ひとつの委員会が日本でいうところの「治験」と「臨

床研究」の両方の審査を同時に行う場合がある。従って、「試験薬の臨床試験」

と、「試験薬の臨床試験以外の人を対象とする臨床研究」に関する倫理審査につ

いて、まとめて一冊に記載しているため、日本の一般的な医学系倫理審査委員
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会で想定される運用とは異なる部分が多い。 

 また、本 SOP は総頁数が約 300 頁の「手順書」であり、決して一頁一頁読み

解いてゆく種類のものではない。そのため、本 SOP が日本でも参考になりうる

点をいくつか提示したい。 

 

＜倫理審査委員会の委員長ならびに事務局担当者に関して＞ 

 本 SOP を読み進めていくと、委員長という言葉が 221 件、事務局担当者の役

割を担う REC コーディネーター（現在は REC マネージャーに名称が変更されて

いる）という言葉が 232 件登場しており、その役割の大きさ、関連内容の豊富

さを示している。倫理審査委員会の委員長や事務局を担当されている方には参

考になる記述が多いため、目次を見て、まずは興味のあるところから本 SOP に

触れて頂ければと思う。 

<参考> RECマネージャーについて 

 RECマネージャーは、倫理判断には関与しないが、判断を下す為の手順（本

SOP を遵守すること）に関する助言などを委員に対して行う。REC マネージャ

ーは各機関に所属するのではなく、保健研究機構（HRA）に雇用されており、

英国内 5か所にある REC事務局に所属して、2か所から 3か所の RECを担当し

ている。委員長と RECマネージャーは REC運用の要であり、HRA では委員長と

RECマネージャーがペアで参加する REC 運用のトレーニングもある。 

2014年秋に訪問調査をした際、3か所の RECに陪席することが許された。い

ずれの RECでも、RECマネージャーは委員長の隣に座っており、委員長とコミ

ュニケーションをとりながら進行に関わっていた。また、担当の RECは近辺の
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地域とは限らず、例えばマンチェスターの事務局に所属して、担当 RECがロン

ドンという場合も珍しくないとのことであった。 

 

＜多施設共同試験の対応について＞ 

 第 4 節「施設固有事情の評価」のなかに、多施設共同研究についての記載が

ある。中央で管理する体制の構築が可能な場合に限られるが、倫理審査申請に

関する書式などの共通書式が用意されているほか、判断の方法や運用を本 SOP

で統一しており、多施設共同試験における手続きの標準化という点においても

参考になる点が多い。 

 

＜再生医療や遺伝子治療などに関わる審査について＞ 

 「特定認定再生医療等委員会」では、外部機関からの審査依頼を受けること

が想定されている。そのような場合、審査を請け負った他の施設に関する判断

規定に関しては、「第 3節：倫理上の判断」が参考になるかもしれない。 

 また、英国では、再生医療や遺伝子治療については、公認の委員会が審査を

行っている。その内容については、本 SOP では「付属文書 H：人体組織を対象と

する研究に関する法律上の要件」や「付属文書 J：遺伝子治療諮問委員会」をご

参照頂きたい。 

 

 

<倫理上の判断に関するモニタリングについて＞ 

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」において、モニタリング施
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行が規定されたが、本 SOPでは研究者の実施するモニタリングではなく、REC側

が実施するモニタリングについて、第 9 節の「承認の判断を受けた研究のモニ

タリング」に記載されている。REC の実施するモニタリングは、「すべての研究

に対して示された承認という倫理上の判断について、研究の定期実施状況報告

書および重大な進展の観点から審査を続ける」と定義づけられており、実施状

況報告書（いわゆる年次報告書）の取り扱いや重篤な有害事象報告への対応な

どが記載されている。モニタリングにおいて問題が提起された場合の承認の判

断の再検討などの手順（9.87-9.102）等は、研究計画承認後のフォローアップ

に関するひとつの参考になるかもしれない。 

 

<却下の判断を下した場合の対応について＞ 

 興味深い内容のひとつに、第 7 節「却下の判断を受けた研究の詳細な審査」

における「却下の判断に対して“申し立て”を行うシステムについて」が挙げ

られる。この内容は、倫理的判断（つまり却下の判断など）に対する研究者か

らの問い合わせに対応する事務局の方などには、ご一読頂きたい。 

 

なお、2014 年秋の訪問調査時に、SOP に関する質問に快く対応して下さった

Charlotte Allen氏(Health Research Authority, Bristol HRA Centre, Deputy 

HRA Improvement & Liaison Manager)から、「SOP 改訂版が完成したらすぐにメ

ールで送る」とおっしゃっていただいていたが、そのお約束通り、2015 年 1 月

に SOP 6.1版が届いた。この改訂版は、現在、HRAの下記ホームページからダウ

ンロードできる。 
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http://www.hra.nhs.uk/resources/research-legislation-and-governance/st

andard-operating-procedures/  

今回の翻訳は改訂版が出るまでには間に合わなかったが、Allan 氏達の労に感

謝を表し、また日本語版の本 SOP が某かのお役にたつことがあることを心から

願いつつ、締めとしたい。 

 

 

 

  

http://www.hra.nhs.uk/resources/research-legislation-and-governance/standard-operating-procedures/
http://www.hra.nhs.uk/resources/research-legislation-and-governance/standard-operating-procedures/
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