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（質問番号：2014-01） 

タイトル：チェックリスト 全般 

【質問】 

①テンプレートは変更可能でしょうか。 

例えば、作成日・医療機関の記載者署名・依頼者の確認者署名などがありませんので、ALCOAの観点

から追加をすべきかとも考えておりますが、可能でしょうか。 

 

②原本の保管はどのようにすべきでしょうか。 

上記のように署名&日付を追加した場合には、原本管理が必要となりますが、医療機関並びに依頼者

両者でそれぞれ原本を保管するという形でよろしいでしょうか。 

 

③協議した記録の取り扱い、判断をどのようにすべきでしょうか。 

「手順なし」などの場合には、協議した記録をチェックリストに残すことで運用可能ということです

が、依頼者が、医療機関内の運用やシステムを確認し適応の妥当性を判断することは非常に難しいの

ではと感じております。 

これについて、何かアドバイスやご意見がございましたら、ご享受いただけましたら幸いです。 

 

【製薬協見解】①テンプレートは変更可能でしょうか。 

本チェックリストは実施医療機関側で共通して作成されることも考慮しております

のでテンプレートには依頼者側の確認者欄を設けておりません。 

なお、依頼者の運用として、実施医療機関で作成されたチェックリストを基に依頼者

内で新たに作成し保管することを想定する場合、チェック内容の変更を伴わないので

あれば差支えはないと考えます。 

その場合、実施医療機関側の了承した記録も必要となりますが、依頼者ごとにその記

録を残す作業が医療機関に発生することもご配慮ください。 

 

②原本の保管はどのようにすべきでしょうか。 

署名が発生する文書という扱いで依頼者ごとの取り扱いをご検討ください。 

 

③協議した記録の取り扱い、判断をどのようにすべきでしょうか。 

必要な運用についてはチェックリスト項目に明記していますので、そちらについて

口頭で確認いただくことになります。一方、システムの妥当性については会社毎のポ

リシーがあり標準化が困難ですので、社内のシステム担当者と相談のうえ対応を決定

ください。なお、チェックリスト項目にシステム要件の調査項目を参考として示して

いますので、こちらもご参照のうえ判断ください。 
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（質問番号：2014-02） 

タイトル：その他 「事務連絡の補助資料」 

【質問】 

今回、治験関連文書を電磁化するためのSOP等の初版をリリースされる際に、「治験関連文書におけ

る電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」の補助としてまとめた資料などを、ご作成予定

でございますでしょうか。 

 

【製薬協見解】 新たに資料を作成・公開する予定はございません。 

第 1 回会合で使用した参考スライド（PRAISE-NET で公開）やシンポジウムで使用

したスライド（製薬協 HP で公開）をご参考ください。 
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（質問番号：2015-03） 

タイトル：医療機関用 SOP 4.4 項 

【質問】 

医療機関用 SOP 4.4 交付及び受領並びに保存時のフォルダ名およびファイル名 

質問１ 

【フォルダ、ファイルの命名方法】 

付与の仕方を正しく解釈できているのか分かりません。以下の通りでよろしいでしょうか。 

■届出回数 

例：10 月に新規申請、11 月に変更申請（IC 文書、実施計画書）、12 月に変更申請（概要書）、変

更申請（実施計画書）があった場合。 

 ・10 月：1_AAAstudy_01_20141006 

 ・11 月：2_AAAstudy_01_20141106 

 ・12 月：2_AAAstudy_02_20141206、2_AAAstudy_03_20141210 

例：IC 文書について、10 月に新規（1 度目の提出）、11 月に 1 度目の改訂（2 度目の提出）があっ

た場合。 

 ・10 月：Z04_ICF_001_001_20141006 

 ・11 月：Z04_ICF_002_001_20141106 

例：書式 16 について 11 月に一度目の提出があり、12 月に 2 件（2 度目、3 度目）の提出があった

場合 

 ・11 月：F16_001_001_20141106 

 ・12 月：F16_002_001_20141206、F16_003_001_20141210 

例：IC 文書について、10 月に新規（1 度目の提出）、11 月に 1 度目の改訂（2 度目の提出）があっ

た場合で、11 月の IC 文書に誤りがあって修正した場合。 

 ・10 月：Z04_ICF_001_001_20141006 

 ・11 月：Z04_ICF_002_001_20141106 

 ・11 月：Z04_ICF_002_002_20141106 

質問２ 

【資料固有記号が割り振られていない資料の取り扱い】 

・治験実施計画書別紙及びアセント文書などはどのようにファイル名を付与したらよろしいでしょうか。 

・例えば、治験実施計画書別紙であれば本体と統合させればよいのでしょうか。もしくは「その他資料」と

すればよいのでしょうか。 

・「その他資料」とする場合、当該資料が複数ある場合にはどのように命名をしたらよいのでしょうか。 

・あるいは複数の資料を一つのPDF にする場合には（本体+別紙 等）、作成年月日をどのようにすればよ

いのでしょうか。 

 

【製薬協見解】 質問１の 初の例示については,フォルダ名称についての質問として回答致します。

「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方」（平成 26 年 7 月

1 日一部改正）においても，フォルダ名称については「審議処理区分」_「実施治験名」

_「届出回数」_「実施医療機関名」のように付する事を推奨しておりますので，例示

の日付箇所を医療機関名に修正する事で事務連絡に基づいた名称の付し方になりま

す。 
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また，12 月の変更申請が同時に提出される場合には，一つのフォルダにまとめる事

が可能ですが，2 回に分かれて提出される場合には，「届け出回数」の番号で区別する

事になります。 

質問１の他の例示については，例示の付し方で問題無いと考えます。 

 

質問２ですが，「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方」（平

成 26 年 7 月 1 日一部改正）において， 治験実施計画書別紙の名称の付し方について

明記されておりませんが，治験実施計画書と別紙を統合しますと，別紙の改訂が頻繁

に行われる場合などは管理が煩雑になることも想定されますので，依頼者と協議の上

で下記のように名称を付す事は可能と考えます。その場合でも，医療機関の中で統一

した名称を設定する事が重要です。 

 

「その他資料」は「Z11_etc」とされておりますので，その規定に則った名称例 

例）「その他資料」に名称を付す場合（初回提出時） 

治験実施計画書別紙１：Z11_PRT01_001_001_YYYYMMDD.pdf 

アセント文書：Z11_ASC_001_001_YYYYMMDD.pdf 

 

 
（質問番号：2015-04） 

タイトル：解説書 No.45 

【質問】解説書 4.6 

「作成責任者」の定義について教えていただきたいです。例えば医療機関では ICF の作成責任者が責任医師

であるとか、依頼者では、治験実施計画書の作成責任者が治験実施計画書責任者という理解でよいでしょう

か。 

【製薬協見解】 GCP 又は各 SOP で作成者と規定されている者が「作成責任者」に該当致します。
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（質問番号：2015-05） 

タイトル：チェックリスト No.23 

【質問】チェックリスト 23 

「手順あり」の項目で、「作成責任者の指示などを記録」、「作成責任者をメールの宛先に加える」と

いうのはどういうことか詳しく教えていただけませんでしょうか。 

 

【製薬協見解】 質問いただいた内容は両者とも「作成責任者の責任下で資料が作成されている」こ

とを客観的にも検証できるようにしている例示となりますので，以下のような対応が

想定されると考えます。 

 

作成責任者の指示などを記録 

SAE に対する判断内容及び資料作成を担当医師がメールや文書等で実務担当者に

指示し，実務担当者がその判断内容を反映した書式 12（重篤な有害事象に関する報

告書）を作成する。その際，実務担当者は指示記録として担当医師のメール等を保存

する。 

 

作成責任者をメールの宛先に加える 

実務担当者が作成した書式 12 を治験依頼者にメールで交付する際，メールの宛先

（又は cc）に作成責任者のメールアドレスを含め，作成責任者の指示により作成し

ている事を明確にしておく。同時に，間違えて作成責任者の判断と異なる記載内容が

送付された場合には作成責任者より修正連絡が行われるようにしておく。その際，全

てのメールを保存する。 
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（質問番号：2015-06） 

タイトル：その他 「電磁化を導入する上で必要な事項」 

【質問】全般 

電磁化を導入する上で、必要なものを確認させていただけたらと存じます。 

電磁化を導入するうえで必要になるものは以下になりますでしょうか。 

◆医療機関 

ＳＯＰ 

医療機関チェックリスト 

 

◆依頼者 

ＳＯＰ（ではなく手順でもよい） 

医療機関チェックリストの確認 

 

【製薬協見解】 ご認識の通り，電磁化を導入する上では，電磁記録の信頼性を担保するために医療

機関，依頼者の双方が具体的な運用手順（SOP）を有していることが必須となりま

す。 

医療機関チェックリストについては，依頼者がチェックリストを用いて実施医療機

関等の電磁的記録管理体制を確認することは必要となりますが，医療機関側で SOP

等の文書が整備されている場合に医療機関にチェックリスト作成を求めるものでは

ございません。なお，医療機関側でチェックリストを作成し公開することは，依頼者

による管理体制確認を効率的に実施する観点では有用と考えます。 

 

 
（質問番号：2015-07） 

タイトル：解説書 No.32 

【質問】解説書 32 

解説書No.32 にて、「改変防止措置の例」として「画像PDF への変換」が挙げられているが、必ずしも画

像PDF である必要はなく、むしろテキストPDF でなければ実用的でない場面もあるように思われる。解説

書にて「画像PDF」と特定されると、PDF 利用時は業界として画像PDF が推奨されており、画像PDF に

する必要があるようにも受け取られるため、可能であれば記載を修正していただきたい。 

 

理由：画像PDF の場合はPDF 化作業の効率が悪く、落丁する可能性もあり、ファイルのサイズも大きくな

る。また、例えば治験計画書を画像PDF で送付すると、検索機能を利用できなくなり、利便性が損なわれ

る。eCTD でさえ画像PDF ではない。画像PDF であっても意図的な改変であれば防止することはできず、

不注意による改変防止策としてのPDF 化であれば、PDF のメリットを活かせるテキストPDF でも良いの

ではないか。 

【製薬協見解】 あくまでも例示であるため，記載はこのままとさせていただきます。 

ご指摘の通り各々の方策にはメリットやデメリットがあり，例示している 3 つの方

策以外にも対応可能な方法は考えられますので，取り扱う治験関連文書の重要度や当

該文書の管理方法等を鑑み，各社で適切な改変防止策及び情報漏えいの防止策を勘案

の上、方策をご判断ください。 
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（質問番号：2015-08） 

タイトル：依頼者用 SOP 4.4 項 

【質問】企業 SOP 4.4 

電磁的記録を交付した場合、「交付者、交付日付、交付内容を検証可能な方法で保存する」方法として、例えば

下記1)～3)の方法が考えられ、そのうち信頼性と効率の点で電磁化のメリットを活かせる確実な方法は3)である。

1）手書き or 手入力で交付記録を残し、交付記録（紙又は電子ファイル）を保存する 

2）送信メールの印刷物または電子メールそのものを保存する 

3）自動でログが保存されるようにする 

[質問 1] 3)を利用できない場合の方法として、1)あるいは 2)以外に「検証可能な方法」があれば教えていただき

たい。 

[質問 2] 3)のシステムとして、各社使用経験も含めて現時点で有用なシステムがあれば、具体的にご紹介いただ

きたい。 

[質問 3] 製薬協としてシステムを構築し、希望依頼者に配布するような予定があれば、教えていただきたい。 

補足：1)は手間がかかり誤記や記録もれが発生する余地がある。また、宛先の誤入力が原因で文書が届か

なかった場合は送信者本人が誤送信に気が付いていないため、実際とログの内容に不整合が生じ、結果と

して何のためのログなのか分からなくなる（ログ自体の信頼性が問われる）。 

2)は 1)と比較すると手間とエラーが軽減・減少するものの、やはり印刷漏れ、保存漏れの可能性がある。

また、適切に検証・管理された文書管理システムの利用が可能でない限り、通常の共有ファイルサーバー

では電子メールそのもの厳密な保存管理が難しく、印刷して保存するとなると紙資料の削減にはつながら

ない 

【製薬協見解】 質問１： 

実装検討会の中では，他の具体的な方法について検討しておりませんが，第 3 者に対し

ても適切に経緯について説明出来る方法であることが重要と考えます。 

なお，「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方」の一部改正に

ついて（平成 26 年 7 月 1 日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡）では，交付

時の事実経過を検証するための記録について，以下の通り具体例が示されております。ご

参考ください。 

ⅰ）メールによる交付の場合 

・送信メール及び受領返信メールを保存する。 

・送信簿を作成し、送信者、送信日時、送信内容を記録する。 

・電話等で、受領されていることを確認しモニタリング報告書等に記録する。 

ⅱ）ＤＶＤ－Ｒ等による交付の場合 

・交付資料に添付する鑑の複写及び送付した記録（送付伝票等）を保存する。 

・受領票等に受領者の署名等を受ける。又は、受領されていることを確認しモ 

ニタリング報告書等に記録する。 

・送付簿を作成し、送付者、送付日時、送付内容を記録する。 

 

[質問 2]，[質問 3] 

具体的なシステム名については，特定の業者のシステムを推奨する事に繋がりますので

回答を控えさせていただきます。また，製薬協としてシステムを構築し，希望依頼者に配布

するような予定はございません。 
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（質問番号：2015-09） 

タイトル：解説書 No.7 

【質問】解説書 7 

本手順書にしたがい使用するチェックリストには、 

「IRB審査時に電磁的記録を利用する場合の機密性確保のための対応」という項目があります。これ

は、審議資料として電磁的提供を求められた時の手順を含めて確認する旨のもの、すなわち「IRB審

議資料のみ電磁的記録として提供を求められた場合」にも使用するものだと考えますがいかがでしょ

うか。 

 

【製薬協見解】 ご認識の通り，「IRB 審議資料のみ電磁的記録として提供を求められた場合」にも

使用する項目となります。 

 

 
（質問番号：2015-10） 

タイトル：解説書 No.19 

【質問】解説書 19 

本回答ではチェックリストのみではなく、SOPが必要とのことですが、過渡期の現在でもSOPを必須

とし、SOPがなく電磁的授受を実施している現行の施設に対して規制を求めるものでしょうか。 

プロセスの保証のためには手順書という文書化がであることが正しい姿であることは理解しますが、

現行の施設においては、長の承諾を得たチェックリストを「SOPに準じた正式文書とする」という

チェックリストの解説文に従うことで、要件の担保は取れるのではないかと考えております。 

タスクでの検討中にPMDAより提示された長からの承認取得方法の選択肢にも、長から直接承諾を得

ることが選択肢として示されていたため、代替案として許容されるものであると考えています。特に

電子化している業務が少ない場合(メール添付での授受のみ等)には、リスクに応じた配慮ができると

望ましく考えております。がいかがでしょうか。 

【製薬協見解】 既に Q&A19 で回答させていただいておりますように，SOP が存在する事が大前提

となります。例外的な事象は各社で発生すると考えられるリスクを考慮し判断してく

ださい。 
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（質問番号：2015-11） 

タイトル：その他 「今後のメンテナンス/改訂予定」 

【質問】全般 

今後のメンテナンス/改定はどのように行われる予定でしょうか? 

背景：今後の世の中の変化等に伴い改定の必要が生じることがあると思いますが、施設への依頼事項

をそろえるために必要な個所(チェックリストや医療機関用SOPなど)は、各社での改定が好ましくな

いと感じました。 

 

【製薬協見解】 本年 10 月まではヘルプデスクを継続し，いただいた質問から必要に応じて SOP，

解説書及びチェックリストを改訂する予定としております。 

それ以降につきましては，一定の期間が経ち大きな修正は発生しないと考える事か

ら，現在のところ定期的なメンテナンス/改訂は予定しておりません。 

 

 
（質問番号：2015-12） 

タイトル：チェックリスト No.26 

【質問】チェックリスト 26 

「実施医療機関にて広く普及している電磁的記録利用システム以外」とありますが、「広く普及」に

ついて何か判断基準はありますでしょうか。また、広く普及している電磁的記録利用システムの具体

例がありましたら教えていただけますでしょうか。 

【製薬協見解】 「広く普及」とは普及が進んでいることで問題が起こりにくい，もしくは問題点が

認識されそのリスク対策がすでに打たれている状況にあることを指しています。ただ

し、広く普及していても、従来の目的とは異なる用途で利用する場合は保証（バリデー

ション）が必要なこともあります。 

 

 
（質問番号：2015-13） 

タイトル：解説書 No.6 

【質問】解説書 6 

この回答は、長の事前承諾を得ることなく、手続き関連文書以外の文書を施設に提供してはいけない

との意味でしょうか。 

GCPにて長の事前承諾を得るように求められているものは、第10条で定める文書に限られていると考

えております。 

本手順書の適応範囲外の他の文書、例えば検査手順書だけを施設に提供するようなケースに関して

は、本解説書の7番の回答のように、長の事前承諾まで取得せずとも、機密性やその資料の運用に足

るように手順を確認することで、問題ないのではないでしょうか。 

【製薬協見解】 本回答は治験手続きを行う上での文書の交付，受領を想定したものになります。ご

提示いただいたような治験手続き以外の治験関連文書については検討の対象外とし，

詳細な議論は行っておりません。ご認識の通り，取り扱う治験関連文書の重要度や当

該文書の管理方法等を鑑み，各社で対応を判断いただくことで問題ないと考えます。
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（質問番号：2015-14） 

タイトル：その他 「IRB 審議用資料のみに電磁的記録活用時の記録保存方法」 

【質問】 

IRB 審議用資料のみに電磁的記録を利用する（原本は紙資料）ケースにおいて、依頼者より提供頂い

た電磁的記録の保存は必要でしょうか。必要とされる場合には下記のどちらに基づく保存に当たるの

でしょうか。 

  1）GCP第34条 

  2）事務連絡（H26.7.1）別添4ページ「交付側及び受領側が授受された治験関連文書を保存して

いること。」 

1）であれば、治験119「2009-13」にもございますように、IRB設置者と病院長が同一の医療機関で

は、その保存を原本紙資料のみ（電磁的記録は保存しない）としても差し支えないものでしょうか。

 

【製薬協見解】 解説書 No.7 で，IRB 審議資料のみ電磁的記録として提供を求められた場合は依頼者

で電磁的記録の同一性を確保することを推奨しております。また，原本紙資料として

受領し，電磁的記録は IRB 審議を円滑に実施するために入手されているのであれば

GCP 等で定められている保存には該当しないと考えます。 

しかし，IRB 審議が適切な資料（保存した紙資料と同一な内容）に基づき行われて

いる事を説明出来る記録を保管されることは手続き・審議の透明性上の観点で重要に

なります。 
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（質問番号：2015-15） 

タイトル：医療機関用 SOP 5.12 項 

【質問】 

医療機関側のシステムを CRA が利用する場合に教育記録は必要になるのか？ 

（医療機関 SOP では責任者・担当者になる者の教育記録を残すフォームがあるが CRA については

ない。選定チェックリストについても CRA の教育については特に明記はない。） 

例えば下記のような対応を想定しているがどうか？ 

・医療機関側の教育記録に残してもらう 

・公表されている資料等を確認したことをモニタリング報告書に記載する 

・明記がないので特に必要なし 

 

SiteSOP5.12、及び別紙 1、チェックリスト 1 

【製薬協見解】 依頼者用 SOP 及び医療機関用 SOP では、電磁的記録利用システムを利用するため

に必要な教育訓練に関する事項を規定することとしております。その目的は当該シス

テムの適切な利用方法を教育することでシステム全体の信頼性を保証するためです。

そのため、医療機関側のシステムを依頼者側の CRA が利用する場合であっても、操作

や取扱いに関する教育の必要があると考えますが、システムの実態と、教育の有無が

システムの信頼性保証に及ぼす影響を各医療機関および各社ポリシー等に照らし、

CRA に対する教育の要否をご判断いただく事は可能と思われます。また、CRA が教

育を受講した場合であっても、システムの管理者である医療機関側は教育記録を保存

する必要があると考えますが、依頼者側でも医療機関側で規定された教育記録の写し

や受講証を入手する又は別途記録を作成するかモニタリング報告書へ記載するなど

し、教育記録として残すことを推奨します。なお、対応方法については選定チェック

リストに記載し、依頼者と医療機関間で了承を取ったことを残すことが望ましいと考

えます。 

 

 
（質問番号：2015-16） 

タイトル：IRB の長の権限委譲 

【質問】 

IRB の確認は，医療機関に準じて行うことになっています。外部 IRB において，実務担当者への業務

権限を委譲する場合，誰が誰に委譲し，誰が責任を負うのが妥当でしょうか。 

【製薬協見解】業務の権限移譲については，業務責任者（この場合であれば外部 IRB の設置者又は委

員長）から実務担当者（IRB 事務局等）に委譲し，その責任を負うことで問題ないと

考えます。 

実施医療機関の長に関しては，外部 IRB において権限委譲が適切になされていること

を踏まえたうえで GCP 第 10 条における承諾をし， 終責任を負うことになると考え

ます。 
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（質問番号：2015-17） 

タイトル：共同 IRB の標準業務手順書 

【質問】 

「治験関連文書を電磁化するための SOP 等（第 1 版）」を参考に現在、SOP を作成しておりますが、

当施設は、一般社団の共同 IRB です。「治験関連文書を電磁化するための SOP 等（第 1 版）」は、

医療機関用の SOP のひな形ですが、当施設（「治験事務局」≠「IRB 事務局」）の場合、本 SOP を

利用する上で、注意すべき点につきまして、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。（たとえ

ば、審議資料は、依頼者ではなく、医療機関から提供されます。） 

【製薬協見解】 電磁的記録の信頼性を確保するための要件や方策は，文書の交付者や受領者により

異なるものではありません。医療機関用 SOP をご参考いただき，適切に業務責任者（こ

の場合であれば外部 IRB の設置者又は委員長）から実務担当者（IRB 事務局等）に権

限を委譲し，手順に従い業務を実施し，記録を残していただくことが必要と考えます。

なお，治験依頼者が電磁的記録を用いて IRB 審議資料を交付することへの承諾は，

実施医療機関の長が，外部 IRB において適切な SOP に従い業務がなされていること

を踏まえたうえで行うものになりますので，ご留意ください。 

 

 

（質問番号：2015-18） 

タイトル：企業用 SOP 3.2 信頼性を確保するために手順に求められる要件 

【質問】 

「治験関連文書を作成、交付、受領、保存及び破棄する責任者を規定し」との記載がありますが、こ

の「責任者」とは、統一書式の治験依頼者側の「代表者」を指しておりますでしょうか。（一般的に

は代表取締役社長である場合が多いと思います） 

【製薬協見解】 各社により責任者は異なると考えますが、「治験関連文書を作成、交付、受領、保存

及び破棄」の SOP で規定されている責任者が該当します。 

なお，企業向け SOP の用語定義や 3.2 項本文にも記載しております通り、必ずしも

責任者が当該業務を実施する必要はなく、実務担当者（規定や文書等で責任者の行う

べき業務の権限を与えられ、代行する者）が業務を実施することで差支えないと考え

ます。 

 


