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公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 

臨床試験審査委員会要綱（手順書） 新旧対照表 

 

改正前 改正後 

制定 平成 19年７月１日 

最近改訂 令和元年９月 25日 

 

治験の原則 略 

 

第１条～第３条 略 

 

（審査委員会の構成） 

第４条 審査委員会は、病院長が指名する者計

13名以上をもって構成する。なお、病院長は審

査委員会の委員が男女両性で構成されるよう指

名し、病院長は審査委員会の委員になることは

できないものとする。委員の指名に際して病院

長は、院内書式 11「臨床試験審査委員会委員指

名書」を交付する。 

(1) 委員長は、委員の中から病院長が 1名選出

し指名する。 

(2) 副委員長は、委員の互選により中から委員

長が２名を選出し、病院長が指名する。 

(3) 委員の構成は、次のとおりとする。 

ア 医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試

験に関する専門的知識を有する委員（以下「専

門委員」という。）：９名以上 

イ ア以外の委員（GCP省令第 28条第 1項第

3号の委員。以下「非専門委員」という。）：

２名以上 

ウ 非専門委員以外に当院と利害関係を有しな

い委員（GCP省令第 28条第 1項第 4号の委

員。以下「4号委員」という。）、並びに病院

長と利害関係を有しない委員（GCP省令第 28

条第 1項第 5号の委員。以下、「5号委員」と

いう。）：2名以上 

エ 専門委員の内、ファーマコゲノミクスに関

する知識を有する委員：2名以上 

２ 委員長、副委員長及び委員の任期は 1 年と

制定 平成 19年７月１日 

最近改訂 令和２年４月 10日 

 

治験の原則 略 

 

第１条～第３条 略 

 

（審査委員会の構成） 

第４条 審査委員会は、病院長が指名する者計

13名以上をもって構成する。なお、病院長は審

査委員会の委員が男女両性で構成されるよう指

名し、病院長は審査委員会の委員になることは

できないものとする。委員の指名に際して病院

長は、院内書式 11「臨床試験審査委員会委員指

名書」を交付する。 

(1) 委員長は、委員の中から病院長が 1名選出

し指名する。 

(2) 副委員長は、委員の互選により中から委員

長が２名を選出し、病院長が指名する。 

(3) 委員の構成は、次のとおりとする。 

ア 医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試

験に関する専門的知識を有する委員（以下「専

門委員」という。）：９名以上 

イ ア以外の委員（GCP省令第 28条第 1項第

3号の委員。以下「非専門委員」という。）：

２名以上 

ウ 非専門委員以外に当院と利害関係を有しな

い委員（GCP省令第 28条第 1項第 4号の委

員。以下「4号委員」という。）、並びに病院

長と利害関係を有しない委員（GCP省令第 28

条第 1項第 5号の委員。以下、「5号委員」と

いう。）：2名以上 

エ 専門委員の内、ファーマコゲノミクスに関

する知識を有する委員：2名以上 

２ 委員長、副委員長及び委員の任期は 1 年と
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するが、再任は妨げない原則として本人から辞

任の申し出があるまでの間は自動継続とする。

なお、継続となった場合には、任期が切れた後

の直近の委員会の際に改めて指名書を交付す

る。 

（追加） 

 

 

３ 病院長は、審査委員会に欠員が生じたとき

場合、必要に応じて病院長は指名により委員を

補充する。ただし、なお、委員の補充に際して

は、任期はを前任者の残任期間とし、本条第 1

項に準じて手続きを行うこととする。 

 

第５条 略 

  

第６条第１項～第 19項 略 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するが、再任は妨げない原則として本人から辞

任の申し出があるまでの間は自動継続とする。

なお、継続となった場合には、任期が切れた後

の直近の委員会の際に改めて指名書を交付す

る。 

３ 病院長は、任期途中であっても委員長、副

委員長及び委員を直ちに解任することが出来

る。 

４ 病院長は、審査委員会に欠員が生じたとき

場合、必要に応じて病院長は指名により委員を

補充する。ただし、なお、委員の補充に際して

は、任期はを前任者の残任期間とし、本条第 1

項に準じて手続きを行うこととする。 

 

第５条 略 

 

第６条第１項～第 19項 略 

 

20 審査委員会の開催について、以下の各号の

いずれかに該当する場合は、委員のテレビ会議

システム又はWeb会議システム（以下「テレビ

会議システム等」という。）による参加を認め

ることとする。ただし、テレビ会議システム等

により審査委員会に参加する委員については、

予め審査委員会事務局から配布された資料が手

元にあり、かつ会議参加時に適正な意思疎通が

可能であることが保証されていなければならな

い。また、テレビ会議システム等による審査委

員会参加の場合は、配布資料を病院外に持ち出

すことを許容するが、情報漏洩又は資料散逸等

が発生しないよう適正に取り扱わなければなら

ない。なお、テレビ会議システム等による参加

の可否については、審査委員会委員長が判断す

る。 

(1) 行政機関より企業活動の自粛が要請され、

委員が自宅での待機・退避・避難・勤務等が必

要となった場合 

(2) 大規模な交通機関の運行停止又は運行制限

が行われ、委員の病院への移動が極めて困難と
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第７条～第 10条 略 

 

附則 

本要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 19年 7月 1日から施行す

る。 

２ 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医

療センター治験審査委員会要綱（手順書）（平

成 17年 4月 1日 制定）、公立大学法人横浜

市立大学附属市民総合医療センター受託試験等

審査委員会要綱（平成 17年 4月 1日 制

定）、横浜市立大学附属市民総合医療センター

治験審査委員会要綱（手順書）（平成 19年 7

月 1日）、横浜市立大学附属市民総合医療セン

ター臨床試験審査委員会要綱（手順書）（平成

20年 5月 6日）及び横浜市立大学附属市民総合

医療センター臨床試験審査委員会要綱（手順

書）（平成 21年 3月 16日）は廃止する。ただ

し、本要綱の施行日前に病院長になされた申し

込み手続きその他の行為は、なお、廃止前の要

綱の例による 

 

附則 

本要綱は、平成 21年 3月 16日から施行する。

ただし、本要綱の施行日前に病院長になされた

申し込み手続きその他の行為は、なお、廃止前

の要綱の例による 

認められる場合 

(3) 審査委員会の設置者より会議の開催につい

て自粛が指示又は要請された場合 

(4) 行政機関又は審査委員会の設置者より、委

員に対して自宅等での待機・退避・避難を指示

又は要請され、かつ身体的・精神的に会議への

参加が可能な状態又は状況にある場合 

(5) その他、本項第 1号から第 4号に準じると判

断できる妥当性が認められる場合 

 

第７条～第 10条 略 

 

附則 

本要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 19年 7月 1日から施行す

る。 

２ 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医

療センター治験審査委員会要綱（手順書）（平

成 17年 4月 1日 制定）、公立大学法人横浜

市立大学附属市民総合医療センター受託試験等

審査委員会要綱（平成 17年 4月 1日 制

定）、横浜市立大学附属市民総合医療センター

治験審査委員会要綱（手順書）（平成 19年 7

月 1日）、横浜市立大学附属市民総合医療セン

ター臨床試験審査委員会要綱（手順書）（平成

20年 5月 6日）及び横浜市立大学附属市民総合

医療センター臨床試験審査委員会要綱（手順

書）（平成 21年 3月 16日）は廃止する。ただ

し、本要綱の施行日前に病院長になされた申し

込み手続きその他の行為は、なお、廃止前の要

綱の例による 

 

附則 

本要綱は、平成 21年 3月 16日から施行する。

ただし、本要綱の施行日前に病院長になされた

申し込み手続きその他の行為は、なお、廃止前

の要綱の例による 
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附則 

本要綱は、平成 27年 7月 1日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 28年 6月 1日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による。 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 27年 7月 1日 改定）は廃止する。 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 28年 9月 30日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 28年 6月 1日 改定）は廃止する 

 

附則 

この要綱は、平成 29年 12月 18日から施行す

る。 

 

附則 

１ 本要綱は、令和元年９月 25日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による。 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 29年 12月 18日改訂）は廃止する。 

 

 

 

附則 

本要綱は、平成 27年 7月 1日から施行する。

ただし、本要綱の施行日前に病院長になされた

申し込み手続きその他の行為は、なお、廃止前

の要綱の例による 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 28年 6月 1日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による。 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 27年 7月 1日 改定）は廃止する。 

 

附則 

１ 本要綱は、平成 28年 9月 30日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 28年 6月 1日 改定）は廃止する 

 

附則 

この要綱は、平成 29年 12月 18日から施行す

る。 

 

附則 

１ 本要綱は、令和元年９月 25日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による。 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（平成 29年 12月 18日改訂）は廃止する。 
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（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（書式の追加） 

附 則 

１ 本要綱は、令和２年４月 10日から施行す

る。ただし、本要綱の施行日前に病院長になさ

れた申し込み手続きその他の行為は、なお、廃

止前の要綱の例による。 

２ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医

療センター臨床試験審査委員会要綱（手順書）

（令和元年９月 25日改訂）は廃止する。 

 

院内書式 11 

「臨床試験審査委員会委員指名書」 

  年  月  日 

（診療科） 科 

（氏名）      様 

 

公立大学法人横浜市立大学附属 

市民総合医療センター 病院長（公印省略） 

 

令和 年度「公立大学法人横浜市立大学附属市

民総合医療センター 臨床試験審査委員会」委員

の就任について（通知） 

 

「公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療

センター 臨床試験審査委員会要綱（手順

書）」第 4条 第 1項に基づきあなたを臨床試

験審査委員会の委員に指名します。なお、任期

は原則として 1年間としますが、任期が切れる

までの間にあなたから辞任の申し出がなければ

自動更新とします。 

 

□ 併せて臨床試験審査委員会の委員長に指名

します。 

□ 併せて臨床試験審査委員会の副委員長に指

名します。 

 


