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「治験の実施状況の登録について（薬生審発 0326 第 3 号、平成 30 年 3 月 26 日）」の発

出により、各企業での臨床試験情報登録に対する疑義の解消を目的として、2018 年 9 月

21 日に「治験の実施状況等の登録について」に関する Q&A 第 1 版を作成しました。その

後、臨床試験情報登録に関するアンケートを日本製薬工業協会（製薬協）医薬品評価委員

会臨床評価部会加盟企業に対して実施し、アンケートの結果を踏まえた Q&A を 2020 年 2

月 28 日に第 2 版として作成しました。今回、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関す

る省令（改正省令）（令和 2 年厚生労働省令第 155 号）」により、医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）施行規則第 272 条の 2（情報の公

開）が新設され、治験の公表が義務化されたこと、及び「治験の実施状況等の登録につい

て（薬生薬審発 0831 第 9 号、令和 2 年 8 月 31 日）」が発出されたことに伴い、Q&A を第

3 版として作成しました。 

なお、第 3 版である本 Q&A で述べている国内の臨床試験情報登録センター（登録センタ

ー）への登録については、適宜 Japan Registry of Clinical Trials（jRCT）各種マニュアル

（https://jrct.niph.go.jp/）をご一読ください。登録センターへは、原則、世界保健機関（WHO）

の求めるデータセット 24 項目を登録することが規定されています。WHO データセット 24

項 目 は 、 WHO Trial Registration Data Set (https://www.who.int/clinical-trials-registry-

platform/network/who-data-set)で公開されています。また、各登録項目の目的及び意義等は、

WHO International Standards for Clinical Trial Registries

（https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-clinical-trial-registers）で公開

されています。 

また、第 3 版である本 Q&A での「本通知」は「治験の実施状況等の登録について（薬生

薬審発 0831 第 9 号、令和 2 年 8 月 31 日）」を、「旧課長通知」は「治験の実施状況の登録に

ついて（薬生薬審発 0326 第 3 号、平成 30 年 3 月 26 日）」を指し、ウェブサイトのリンクは

2022 年 1 月 20 日時点で確認したものです。  

https://jrct.niph.go.jp/
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set
https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-clinical-trial-registers
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1. 【登録する治験の範囲について】通知本文【Q&A 1】 

 

 

 

 

A1  

本通知発出日より前、かつ旧課長通知の発出日（平成 30 年 3 月 26 日）以降に日本で開始

した治験は、旧課長通知に準じて対応することとなります。既に jRCT 以外［日本医薬情報

センター臨床試験情報（JapicCTI）等］に登録している治験情報を、jRCT に再度登録し直す

必要はありません。また、この期間に開始した治験は、治験の終了・中止が本通知発出以降

であった場合でも、旧課長通知に準じて、既に登録した登録センターに治験結果の概要等を

登録することで構いません。 

なお、旧課長通知日より前に開始し、治験情報を登録している治験では、必須ではありま

せんが、国民の治験情報へのアクセス確保の観点から、旧課長通知及び本通知に準じて治験

結果の概要等を登録することをお勧めします。 

 

 

2. 【国内の登録センターについて】通知 1【Q&A 2】 

 

 

 

A2  

本通知発出日より前に jRCT 以外の登録センターに登録した治験は、新たに jRCT に登録

する必要はありません。登録センター上での情報更新が可能であれば、継続してその登録セ

ンターを利用可能です。今後、jRCT への情報統合が計画されていることから、情報統合に

関する情報が発出された場合には、そちらに従ってください。 

 

 

3. 【登録する治験の範囲について】通知 1. (1)【Q&A 3～5】 

3.1 治験薬等を用いた臨床試験以外の試験【Q&A 3】 

 

 

 

 

A3 

本通知で対象となる治験は、「令和 2 年 9 月 1 日以降に新たに治験計画届書の提出が行わ

Q1 本通知に「令和 2 年 9 月 1 日以降に新たに治験計画届書の提出が行われる治験」

との記載があるが、本通知発出日より前に治験計画届書を提出しており、本通知発出日

以降に終了・中止する治験はどのような取扱いになるか。 

Q2 本通知発出日より前に jRCT 以外の登録センターに登録した治験は、新たに

jRCT に登録し直す必要があるのか。 

 

Q3 本通知に「治験薬等を用いた臨床試験」とあるが、一般用医薬品の対照薬のな

いオープン臨床試験、製造販売後臨床試験、治験計画届を提出しない試験や研究等は対

象となるか。 
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れる治験」とされているため、ご質問のような臨床試験や研究等は登録の対象外となります。

ただし､試験情報登録推進の観点から、そのような臨床試験や研究等を登録することに問題

はありません。 

なお、旧課長通知で登録対象外であった「健常人を対象とした第 I 相試験（治験計画届の

提出が不要な生物学的同等性を確認する試験を除く）」は、本通知により登録対象になりま

したので、ご留意ください。 

また、他の法規制やガイドライン等（臨床研究法や人を対象とする生命科学・医学系研究

に関する倫理指針など）が適応される試験や研究は、該当する法規制やガイダンス等に従い

登録してください。 

 

 

3.2 共同開発【Q&A 4】 

 

 

 

A4 

治験情報を重複して登録する必要はないため、いずれかの会社が登録することで問題あ

りません。ただし､共同開発先の名称を含めて登録してください。 

 

 

3.3 被験者との臨床試験結果の共有【Q&A 5】 

 

 

 

 

 

 

A5 

「IFPMA の責任ある臨床試験（治験）データ公開に関する原則」では、「被験者との臨

床試験結果の共有」として Plain language summary を求めていますが、本通知では Plain 

language summary に関する言及はありません。ただし、本通知に従い「令和 2 年 9 月 1 日

以降に新たに治験計画届書の提出が行われる治験」は、jRCT への「治験情報」及び「治験

結果の概要」の登録が必須となります。 

 

 

Q4 国内共同開発で治験計画届を各社がそれぞれ提出する場合、治験情報の登録は

いずれかの会社が行うことでよいか。 

Q5 2018 年 1 月 15 日に国際製薬団体連合会（IFPMA）で採用された、「IFPMA の責

任 あ る 臨 床 試 験 （ 治 験 ） デ ー タ 公 開 に 関 す る 原 則 」

（https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/policy18.html）では、患者さんにもわかりやすい治験

結果公開を目的として、被験者との臨床試験結果の共有を進めている。本通知でも、患者

さんにとって分かりやすい結果が、治験結果の概要とは別に必須となるか。 

https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/policy18.html
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4. 【登録言語について】通知 1. (2)【Q&A 6～8】 

4.1 日本以外の国の登録センターとの連携【Q&A 6】 

 

 

 

A6 

本通知では、ClinicalTrials.gov 等の諸外国のレジストリ（登録機関）の登録センター名、

及びその登録番号の記載をもって、英語での登録とはみなしておりません。jRCT には、日

本語と英語での登録が必要です。 

ClinicalTrials.gov のような外国の登録センターにも登録している場合でも、同様の情報を、

jRCT の各項目の英語欄に記載してください。 

 

 

4.2 登録する情報の言語【Q&A 7】 

 

 

 

 

 

A7 

旧課長通知の対象となる治験で、治験情報を日本語で JapicCTIに、英語でClinicalTrials.gov

に登録し、治験結果は ClinicalTrials.gov に登録していない場合は、旧課長通知の要件を満た

すために、国内の治験情報の登録先である JapicCTI に、治験結果の概要を日本語及び英語

で掲載する必要があります。 

 

 

4.3 IRB情報の登録言語【Q&A 8】 

 

 

 

 

 

A8 

本通知では、IRB の情報「Ethics Review」について、jRCT に日本語及び英語で登録する

ことを求めているため､ClinicalTrials.gov 等の外国の登録センターに IRB の情報、及び IRB

Q8 WHO が国際臨床試験登録プラットホームで登録及び公表を求める項目に

「Ethics Review」がある。治験審査委員会（IRB）の情報、及び IRB の設置機関情報を外

国の登録センターに登録している場合でも、日本の登録センターに日本語及び英語で登

録することが必須か｡ 

Q6 本通知に「日本語及び英語で登録する」とあるが、英語での登録は

ClinicalTrials.gov 等の登録センター名とその登録番号の記載でもよいか。 

Q7 旧課長通知下で、日本語の情報を JapicCTI に、英語の情報を ClinicalTrials.gov に

登録している治験がある。治験結果までは ClinicalTrials.gov に登録していない場合、旧課

長通知の要件を満たすために、JapicCTI への治験結果の概要は日本語及び英語で登録す

る必要があるか。 



7 

の設置機関情報を登録している場合でも、jRCT への登録も必要となります。 

 

 

5. 【登録する情報について】通知 1. (3)【Q&A 9～24】 

5.1 IRB情報の登録に関する事前の承諾【Q&A 9～12】 

 

 

 

 

A9 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（改正省令）（令和 2 年 8 月 31 日、厚生

労働省令第 155 号）」で発出の薬機法施行規則「第 272 条の 2（情報の公開）」では、WHO

が登録及び公表を求める事項をあらかじめ公表しなければならないと定められています。

そのため、個別に情報公開の承諾を取得することは必須ではありませんが、IRB 又は医療機

関によっては、事前連絡を希望される場合（例えば、多施設共同試験で代表して当該 IRB の

情報のみを公開することの確認、等）もあるためご留意ください。 

なお、「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて（平成 19 年 7 月 27 日、厚

生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡」に示されているとおり、情報提供を

目的として jRCT に IRB 名や連絡先を登録及び公表することは、当該 IRB の設置者が治験

実施医療機関である場合であっても、被験者募集広告とはみなされません。 

 

 

 

 

 

 

 

A10 

IRB が決定していない場合は、jRCT 登録時に、「3. 試験等の実施状況の確認に関する事

項」の「(2) 試験等の進捗状況」の「進捗状況/ Recruitment status」で「募集前/Pending」を選

択、「6. IRB の名称等」の「当該試験等に対する審査結果」では「未承認」を選択、「6. IRB

の名称等」の各項目には、「承認後登録」、「-（ハイフン）」、「After approval」、又は「To be 

decided」等を入力の上登録してください。なお、後日 IRB が決定しましたら、速やかに情

Q9 WHO が国際臨床試験登録プラットホームで登録及び公表を求める項目に

「Ethics Review」がある。「Ethics Review」の公開について、IRB にあらかじめ情報公開の

承諾が必須となるか。 

Q10 初回の情報公開時期を遵守するために、IRB が決定していない状況で登録を実

施することがある。jRCT では「6. IRB の名称等」が入力必須となっており、該当する情

報が無く、対応に苦慮している。このような場合には、IRB 情報を後日に登録すること

は可能か。 
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報を更新してください。詳細は jRCT ヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

A11 

公表する IRB の選定条件を登録する場合は、「7. その他の事項」の「(5) 全体を通しての

補足事項等」に登録してください。なお、「6. IRB の名称等」の「IRB の名称」にも選定条

件を登録できますが、登録する場合は、IRB の名称の注釈であることがわかるように、括弧

書き等で示してください。 

また、可能な限り審査を実施した全 IRB 情報を掲載することが望ましいことから、2021

年 12 月に jRCT のシステムが改修され、「6. IRB の名称等」には複数の IRB 情報が登録でき

るようになっておりますが、現状としては少なくとも 1 つ以上の IRB 情報の登録が必須で

す。 

 

 

 

 

 

 

A12 

IRB の住所、電話番号、及び電子メールアドレスの登録が困難な場合は、jRCT ヘルプデ

スクにお問い合わせください。 

 

 

5.2 実施医療機関情報の登録【Q&A 13】 

 

 

 

 

 

A13 

薬機法施行規則「第 272 条の 2」では､「治験実施の透明性の確保及び国民の治験への参

加の選択に資する事項をあらかじめ公表しなければならない」と定められており、本通知で

は登録する情報として「実施医療機関」が定められているため、すべての実施医療機関名を

Q13 本通知には「治験の実施状況等を第三者に明らかにし、治験の透明性を確保し、

もって被験者の保護、医療関係者及び国民の治験情報へのアクセスの確保、治験の活性

化に資する」とあるが、実施医療機関名の公開は必須となるか。また、実施医療機関名

の公表について､事前に医療機関の了解を得る必要はあるか。 

Q11 IRB が複数存在する場合で、一部の IRB 情報のみを jRCTの「6. IRB の名称等」に公

開する場合、公表する IRBの選定条件を記載してもよいか。 

Q12 jRCT の「6. IRBの名称等」に、住所、電話番号、及び電子メールアドレスを登録する

が、IRBより連絡先を公開することのリスクを理由に、当該項目の公開を断られた場合には、ど

のように対応すればよいか。 
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jRCT へ登録し、公開することが必須となります。 

また、薬機法施行規則及び本通知で、実施医療機関名の公開が定められているため、事前

に医療機関の了承を得ることは必須ではありません。「日本医師会 治験促進センター」のホ

ームページ（http://www.jmacct.med.or.jp/plan/notification0831-9.html）でも、実施医療機関名の

公開が必須であることが説明されていますので、実施医療機関から説明を求められた際に

はご活用ください。 

なお､「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて（平成 19 年 7 月 27 日、厚生

労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡」に示されているとおり、情報提供を目的

として jRCT に実施医療機関名及びその連絡先を登録及び公開することは､被験者募集広告

とはみなされません。 

 

 

5.3 WHOのデータセット【Q&A 14～17】 

 

 

 

A14 

薬機法施行規則「第 272 条の 2」で、WHO が登録及び公表を求める事項をあらかじめ公

表しなければならないことが定められているため、必須となります。 

 

 

 

 

 

A15 

jRCT の各項目について、各項目に該当する WHO データセット 24 項目の番号及び JapicCTI の

登録項目を製薬協のホームページに公開しています。以下のURLより参照してください。 

⚫ jRCT/JapicCTI 登録項目比較表（初版 作成日：2020 年 9 月 2 日） 

https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/message/jrct_japicct.html 

なお、WHO データセット 24 項目には、項目毎に登録する内容が説明されています。以

下の URL より参照してください。 

⚫ WHOデータセット 24項目 

https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set 

 

 

Q14 本通知により、WHO が国際臨床試験登録プラットホームで登録及び公表を求

める項目（WHO データセット 24 項目）のすべての登録項目の入力が必須となるか。 

Q15 jRCTの各項目は、WHOデータセット24項目や JapicCTIのどの項目に該当している

か。 

http://www.jmacct.med.or.jp/plan/notification0831-9.html
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/message/jrct_japicct.html
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set
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A16 

薬機法施行規則「第 272 条の 2」で、WHO が登録及び公表を求める事項をあらかじめ公

表しなければならないことが定められているため適用できません。登録項目の中で公表に

支障がある項目は、知的財産権の喪失や競争上の利益侵害の可能性がない記載に変更する

等の措置を講じてください。なお、治験結果の概要の登録時期は、後述の「6.3 治験結果の

概要の登録時期」も参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

A17 

本通知では、原則として、WHO データセット 24 項目を jRCT の様式に応じて登録するこ

とになっているため、WHO データセット 24 項目はすべて必須の登録項目です。特にこれ

らの 7 項目は､常に最新の情報であることが望ましいため、変更等があった場合には、速やか

に更新されるべき項目として例示されたものです。 

 

 

5.4 IPD Sharing Statement の登録【Q&A 18～21】 

 

 

 

 

A18 

登録内容は、各社で定めた内容の記載、又は各社のホームページに記載の内容の引用に加

えて、WHO のホームページ及び医学雑誌編集者国際委員会（ICMJE）Recommendations を

参照して、登録センターの様式に応じて登録してください。 

- WHO（https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set） 

IPD sharing statement 

Statement regarding the intended sharing of deidentified individual clinical trial participant-

Q16 IFPMA の共同指針で、WHO データセット 24 項目のうち Delayed disclosure が

許容される項目について、IFPMA 共同指針に定められている遅延の考えを適用すること

は可能か。 

 

Q17 本通知に「・・・、治験を代表する医師、治験薬、対象疾患、主要な適格基準・

除外基準、治験の現状（治験実施中、終了等）､実施医療機関、治験に関する問い合わせ

先等については、適時登録・更新を行うこと。」とあるが、WHO データセット 24 項目のう

ち、これらの 7 項目のみを必須の登録項目とするという解釈でよいか。 

Q18 WHO データセット 24 項目が国際臨床試験登録プラットホームで登録及び公表

を求める項目に「IPD  sharing statement」がある。「IPD sharing statement」はどのように登

録すればよいか。（Individual clinical trial participant-level data：IPD） 

https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set
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level data (IPD). Should indicate whether or not IPD will be shared, what IPD will be shared, 

when, by what mechanism, with whom and for what types of analyses. It consists of: 

1. Plan to share IPD (Yes, No) 

2. Plan description 

- ICMJE Recommendations（http://www.icmje.org/recommendations/） 

 

 

 

 

 

 

A19 

IPD sharing statement は、治験開始時点から情報を登録し、変更があった場合には適宜更

新してください。 

なお、ICMJE Recommendations では、2019 年 1 月 1 日以降に被験者登録開始となる試験

の臨床試験情報登録に IPD sharing statement を含めることを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

A20 

IPD sharing について、社内体制の構築は､2018 年 1 月に発出の IFPMA 共同指針

（https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/shishin09.html）､ IFPMA 共同指針「研究者へのデータ公

開の強化」（https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/policy18.html）､及び以下の製薬協発信の成果物

を参考に､各社で対応してください。 

⚫ News Letter（2019 年 7 月号 No.192）「臨床試験の個別被験者データの共有にあたっ

て 最近の動向も交えて」 

https://www.jpma.or.jp/news_room/newsletter/192/pdf/pdf-index-07.pdf 

⚫ 製薬協 医薬品評価委員会 データサイエンス部会「CTDS（Clinical Trial Data 

Sharing）に関連する規制と対応の留意点」（2020 年 3 月） 

https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ctds_points_to_remember.

html 

 

Q20 jRCT の「7. その他の事項」、及び JapicCTI の「基本情報」で、「IPD 共有に関す

る計画」及び「計画の詳細」が入力必須項目となっている。IPD sharing については、Region

間で共有方針や SOP 等のコンセンサスを取るなど、社内体制の構築が必要であるがどの

ように進めればよいか｡ 

 

Q19 WHO データセット 24 項目に「IPD  sharing statement」がある。「IPD sharing 

statement」は試験のデータに関する事項であることから、治験結果の概要と同様に治験の

終了後 1 年以内に情報を登録すればよいか｡ 

http://www.icmje.org/recommendations/
https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/shishin09.html
https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/policy18.html
https://www.jpma.or.jp/news_room/newsletter/192/pdf/pdf-index-07.pdf
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ctds_points_to_remember.html
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ctds_points_to_remember.html
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A21 

「無」を選択し、「7. (4) 計画の説明/ Plan description」の項に、「7. (4) IPD データを共有す

る計画/Plan to share IPD において「無」としたが、現在、未対応である。」旨など現在の状況

を記載してください。 

 

 

5.5 治験結果の登録【Q&A 22～24】 

 

 

A22 

治験結果の概要は、jRCT の臨床研究実施計画の終了登録の画面において、「総括報告書概

要」として登録します。ClinicalTrials.gov に登録する Study Results等と同じレベルの内容を、

日本語及び英語でテキスト形式にて登録するとともに、日本語及び英語の内容に齟齬が生

じないことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

A23 

試験結果のファイルをアップロードするのみでは、WHO データセット「Summary Results」

の規定を満たしません。 

jRCT ではテキスト形式での結果登録が必須となっており、jRCT に登録された情報は､

WHO のポータルサイト International Clinical Trials Registry Platform（ICTRP）に登録されま

す。これは、jRCT が WHO の Primary Registry に認定されているためであり、Primary Registry

の認定条件として、「Summary Results」のテキスト入力が必須であるためです。図表を登録

したい場合は、添付ファイルとして公開することができます。 

なお、JapicCTI での結果の概要の登録も、以前はその内容を記載した Word 又は PDF ファ

イルを添付する仕様でしたが､2018 年 12 月にテキスト形式での登録に変更になりました。 

Q22 治験結果の概要は、ClinicalTrials.gov のStudy Resultsと同じ内容でよいか。 

Q23 WHO データセット 24 項目に、「Summary Results」がある。登録センターによっ

ては、試験結果をテキスト形式で登録せず、試験結果のファイルのアップロードにより

登録することがある。この場合でも、WHO の求めるデータセット 24 項目のうちの

「Summary Results」を満たすと言えるか。 

Q21 jRCTの「7. (4) IPDデータを共有する計画」は「有」か「無」しか選択できないが、企

業として IPD sharingが未対応、対応準備中の場合にどのように登録すればよいか。 
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A24 

発行元の URL、又は論文 Abstract の URL を記載してください。 

 

 

6. 【治験情報の登録時期及び更新について】通知 1. (4)ア及びイ【Q&A 25～31】 

6.1 治験情報の登録時期【Q&A 25, 26】 

 

 

 

 

A25 

第一症例の同意取得をもって治験参加とみなされるため、第一症例の同意取得日までに

登録してください。 

本通知の｢（日本国内の）医療関係者及び国民の治験情報へのアクセスの確保｣との記載を

鑑み､国際共同治験の場合の「最初の被験者の参加」は、日本国内での最初の被験者の参加

とし、日本国内の第一症例の同意取得日までに､治験情報を jRCT に登録してください。 

 

 

 

 

 

 

A26 

治験の終了は、WHO データセット 24 項目の「Completion date」では、全地域での観察が

終了し、治験全体が終了した時［「最後のデータが収集された日（最終観察日）」又は「最終

症例の最終観察日（LSLV）」］を起点とすること、と規定されています。そのため、国際共

同試験の治験の終了は、上記に準じた時点としてください。なお、治験を日本のみで実施し

た場合には、本通知では治験の終了に関する明確な定義がないため、治験終了届を届け出た

日等を治験の終了とすることもできます。 

治験の中止についても、本通知では中止に関する明確な定義がないため、社内で中止が決

定された日、中止後の最終症例の最終観察日、及び治験中止届日等、各試験の状況に応じた

適切な日を、治験終了として設定してください。 

 

Q25 本通知では、治験情報の登録期限が、「最初の被験者が参加する前」と記載され

ている。ここでの「参加」とは、第一症例の同意取得日、又は第一症例の治験薬投与開

始日のどちらを起点と考えるのか。 

 

Q26 本通知では、治験結果の登録期限が「治験の終了後 1 年以内」と記載されてい

るが、国際共同治験での「治験の終了」とは､治験全体又は日本国内のどちらを指したも

のになるか。 

Q24 試験結果をオープンアクセスではない論文で公表している場合、jRCT の「結果と

出版物に関する URL」にはどの URL を入力すべきか。 



14 

6.2 登録情報の更新【Q&A 27, 28】 

 

 

 

A27 

jRCT の登録の区分は､｢募集前/Pending、募集中/Recruiting、募集中断/Suspended、募集終了

/Not Recruiting、研究終了/Complete｣です。これらの状況が変化した場合は、速やかに更新し

てください。 

なお、JapicCTI の登録の区分は「募集前/preinitiation、参加募集中/recruiting、参加募集中断

（一時的）/suspended、参加募集中断（恒久的）/terminated、参加募集終了/completed、その

他/other」です。上記同様、状況が変化した場合は、速やかに更新してください。 

WHO のホームページも併せて参照してください。 

WHO（https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set） 

Item 18 Recruitment Status  

Recruitment status of this trial: 

Pending: participants are not yet being recruited or enrolled at any site 

Recruiting: participants are currently being recruited and enrolled 

Suspended: there is a temporary halt in recruitment and enrolment 

Complete: participants are no longer being recruited or enrolled 

Other 

 

 

 

 

 

A28 

本通知及び jRCT の入力ガイダンス等では､登録情報の更新のタイミングは触れられてい

ませんが、本通知の主旨である「治験実施状況等を第三者に明らかにし、治験の透明性を確

保し、もって被験者の保護、医療関係者及び国民の治験情報へのアクセスの確保」を鑑み、

可能な限り速やかに情報を更新してください。 

 

 

Q28 「適時登録・更新を行うこと」と記載されているが、情報の更新があった後、

どの程度のタイミングで更新しなければならないか。 

Q27 登録、更新に関して被験者の募集状況が変化した場合とは､どのような区分とな

るのか。

https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-data-set
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6.3 治験結果の概要の登録時期【Q&A 29, 30】 

 

 

 

 

A29 

IFPMA 共同指針（https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/shishin09.html）に従い、製薬協及び

IFPMA 加盟会社は、治験情報及び治験結果の登録を宣言しています。知的財産や契約上の

権利に影響がない範囲の項目は、本通知に従って登録してください。ただし、治験終了後

1 年以内に結果を登録することが困難な場合には、本通知に従い、いずれかの国で承認又

は販売されてから 1 年以内の時点までに結果を登録してください。なお、治験結果の開示

の遅延は事前に届け出る必要はありませんが、理由を説明できるように記録を残しておく

ことを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

A30 

企業の製品戦略的な理由による登録の遅延も含まれますが、その場合は、理由を説明でき

るように記録を残しておくことを推奨します。登録項目の中で公表に支障がある項目は、知

的財産権の喪失や競争上の利益侵害の可能性がない記載に変更する等の措置を講じてくだ

さい。ただし、治験結果の概要の登録は､本通知に記載のとおり､各国の法律や規制等に適合

する範囲で行うことが求められます。 

 

 

6.4 医学雑誌への投稿【Q&A 31】 

 

 

 

 

A31 

現在、日本国内で実施する治験の実施状況の登録を規制する海外規制は確認できません

が、各国の法律や規則に抵触する場合、及びピアレビュー医学雑誌への発表に支障を来す場

合等には、当該法律や規則、ピアレビュー医学雑誌への投稿規定等に適合する方法で登録し

Q29 治験結果の概要の登録について、「ただし、困難な場合においては、いずれかの

国で、承認又は販売されてから 1 年以内に登録すること。」とあるが、どのように解釈す

ればよいか。 

 

Q31 各国の法律や規則に抵触する場合及びピアレビュー医学雑誌への発表に支障を

きたす場合等は本通知に従うことなく、当該法律等を優先してよいか。また、事前に当

局に届け出る必要はあるか。 

 

Q30 本通知に「困難な場合においては」との記載があるが、企業の製品戦略的な理

由による登録の遅延は含まれるか。また、その原因が解消されるまでは登録を不要とし

てよいか。 

 

https://www.jpma.or.jp/basis/rinsyo/shishin09.html
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てください。また、事前に届け出る必要はありませんが、理由を説明できるように記録を残

しておくことを推奨します。 

 

 

7. jRCT及び JapicCTIの登録項目及びシステム【Q&A 32～42】 

 

 

 

 

A32 

jRCT に登録する項目の中で、本通知及び WHO データセット 24 項目以外で独自に設定さ

れた項目及び設定理由を表 1 に示します。また、JapicCTI に登録する項目の中で、WHO デ

ータセット 24 項目以外で独自に設定された項目及び設定理由を表 2 に示します。 

 

  

Q32 本通知で公開が求められている項目と、登録センターが入力必須と設定した項

目に違いがみられる。本通知で規定されている項目以外に、jRCT や JapicCTI が独自で

必須項目を設定した理由を教えてほしい。 
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＜表 1 jRCT で独自に設定された項目及び設定理由＞ 

項目 設定理由 

実施期間 治験の実施状況等を第三者に明らかにし、治験の透明性を確

保し、被験者の保護、医療関係者及び国民の治験情報へのアク

セスの確保、治験の活性化に資するため設定している。 

試験等に用いる医薬品等

の概要（医薬品医療機器

等法における未承認・適

応外・承認内の別、販売

名、承認番号） 

本通知で登録を求めている「治験薬」に該当する。治験薬を一

義的に特定するために必要な情報であるため設定している。 

全体を通しての補足事項

等、その他の添付資料 

jRCT の各入力欄には WHO が設定している文字数の制限があ

るため､文字数の制限を超える文章を記載する場合に本欄を

利用できるよう設定している｡ 
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＜表 2 JapicCTI で独自に設定された項目及び設定理由＞ 

項目 設定理由 

予定試験期間 時系列に矛盾がないことを確認するために設定している｡ 

試験地域（NIPH 用臨床研

究情報ポータルサイト） 

JapicCTI に登録されたデータは国立保健医療科学院（NIPH）

が提供している臨床研究情報ポータルサイト及び WHO のポ

ータルサイト（ICTRP）に連携しているが、データ連携上、試

験地域として 1 つの代表となる地域の選択が必要なために設

定している｡ 

試験実施施設 患者さんにとって有益な情報であるため設定している。 

治験計画届出（有無､届出

番号､備考） 

登録する試験が実在することを担保するために設定してい

る｡ 

IRB 情報（委員長名／役

職・委員名／役職） 

JapicCTIの FAQ「臨床試験情報 JapicCTI よくある質問｣のQ17

を参照してください。 

その他（項目全般） JapicCTI の各入力欄には WHO が設定している文字数の制限

があるため､文字数の制限を超える文章を記載する場合に本

欄を利用できるよう設定している｡ 

試験結果の開示（開示有

無､なしの理由､開示予定

日､備考､日本での開発状

況､世界で初となる承認

国､承認日） 

根拠があって結果を開示しない試験（本通知より前に開始し

た試験など）は､本欄に事前に入力することにより､JapicCTI か

らの問合せを少なくすることを目的として設定している｡ 
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A33 

jRCT の入力マニュアルでは、新規登録時に「実施期間（開始日）」及び「実施期間（終了

日）」の予定日を入力し、国内での治験開始後に適宜更新することで問題ないとあります。

詳細は、jRCT の入力マニュアルをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

A34 

jRCT では、文字数制限のために結果記載欄に記載できなかった情報は、終了報告申請の

画面（総括報告書概要）の「2-1 その他の添付資料 1」、及び「2-2 その他の添付資料 2」に添

付ファイルとして公開することができます。JapicCTI については、JapicCTI の FAQ「臨床試

験情報 JapicCTI よくある質問｣の別紙 1 を参照してください。 

なお、jRCT 及び JapicCTI の文字数の制限は､WHO データセットの項目の文字数の制限に

合わせて設定されているため、文字数の上限は変更することができません。 

 

 

 

 

 

 

A35 

本項目は、本通知で新たに登録項目として追加された「治験を代表する医師」に該当しま

す。本通知で「治験を代表する医師」とは WHO データセット 24 項目で登録・公表が求め

られている『「Contact for scientific queries（科学的な内容の問い合わせ先）」への問い合わせ

の回答に責任を持つ立場の者であり、当該治験計画において科学的な視点から主導的な立

場に立つ、国内外の治験責任医師、治験調整医師、治験依頼者に所属する者で医学的観点か

ら治験計画について責任を持つ者等』を想定しています。したがって、「氏名」「Name」欄

Q33 jRCT では､初回の臨床試験情報の登録が治験の開始前であっても､実施期間（開

始日）を日付まで入力する仕様になっており、治験開始前にどの日付を入れたらよいか

わからない。原則として、臨床試験情報登録は治験開始前に行うものであるため、初回

の臨床試験情報の登録時点では、実施期間の開始日及び終了日の予定しかわからない場

合には、どのように対応すればよいか。 

Q34 試験結果の登録に関して、現在､文字数の制限があり、ClinicalTrials.gov と同じ

情報量を入力することが困難な場合がある。文字数制限を超えて入力したい場合にはど

のように対応すればよいか。 

Q35 jRCTの「科学的な内容に関する問い合わせ先」の氏名や所属機関の住所・電話番号・

メールアドレスにはどのような情報を入力すべきか。会社の窓口の情報を記載することは可能

か。 
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には、問い合わせを受け付ける窓口の情報ではなく個人名を登録することが jRCT より求め

られています。なお、治験依頼者に所属する者で医学的観点から治験計画について責任を持

つ者という条件に該当する場合には、医師免許を保有していない者を登録することもでき

ます。詳細は、jRCT の企業治験入力ガイド（新規登録時）を参照してください。  

一方、「住所」「電話番号」「メールアドレス」等の詳細な連絡先については、科学的な

内容の問い合わせに迅速に対応できるならば、責任者の所属する医療機関以外の窓口の連

絡先の登録も可能であり、会社の窓口の情報を記載することもできます。 

製薬協のホームページに「治験の実施状況等の登録に関する説明会」の資料及び録音

（https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/message/briefing_materials_200818.html）

が公開されています。併せてご参照ください。 

 

 

 

 

 

A36 

初回登録日は、変更履歴の種別「新規登録」のバージョンに表示されている「登録日」が

該当します。初回登録後に jRCT から差し戻しがなかった場合は、初回登録日（ICMJE 

Recommendations が登録日として定めている「登録機関に最初に提出した日」に該当）が表

示されます。一方、初回登録後に jRCT から差し戻し等があった場合は、対応後に再登録し

た日付に更新されるため、実際の初回登録日は jRCT 画面上の「登録日」には表示されませ

ん。 

なお、WHO の ICTRP の登録日には、jRCT 画面上の「登録日」ではなく「初回公表日」

の日付がデータ連携されています。 

ICMJE Recommendations では、「登録機関に最初に提出した日」を登録日とする旨が定め

られていますが、上述の通り、当該日付は、初回登録後に差し戻し等が発生した場合には、

jRCT 画面上には表示されません。そのため、後日、「初回登録日」について問われた時に提

示できるように、「初回登録日」の記録を残しておくことを推奨します。 

 

 

 

 

 

A37 

海外のみで実施する企業治験は、システムの仕様の関係で jRCT に登録できません。 

理由は、jRCT に治験実施国を登録する際、実施国として日本以外を登録しますが、臨床

Q36 初回登録日（jRCTに情報・データを入力後、企業が初めて「登録」ボタンを押した日）

は、jRCT画面上に表示されるか。 

Q37 本通知の範囲外となる海外のみで実施する企業治験についても、jRCT に登録

することは可能か。 

https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/message/briefing_materials_200818.html
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研究情報ポータルサイトに連携される際に日本がデフォルトで追加され、実施国として表

示される仕様となっているためです。 

 

 

 

 

A38 

jRCT に結果を登録するには、治験終了後に終了報告申請の画面から結果を登録します。

jRCT のシステムの仕様で、一度結果を登録すると、登録者側からは治験情報及び結果の更

新ができませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

A39 

被験者への情報提供の観点から日本語も英語と同時に登録することが望ましいですが、

これにより登録が遅れることは、本来のあるべき姿ではありません。そのため、後日速やか

に日本語の結果概要を登録するならば、先に英語の結果概要のみを登録することは認めら

れます。事前に jRCT ヘルプデスクにお問合せください。 

 

 

 

 

 

A40 

jRCT のシステム上、終了報告申請の画面から結果を登録するため、一度終了申請（結果

の登録）をすると自動的に試験ステータスが「試験終了」となります。そのため、治験の実

施中に結果を公開したい場合には「3. (2) 試験等の進捗状況」の「主たる評価項目に係る研

究成果」欄の活用や添付資料の欄へのファイルのアップロード等の方法があります。 

また、jRCT のシステムの仕様で、一度結果を登録すると、登録者側からは治験情報及び

結果の更新ができない仕様になっていますので、治験結果公開後に登録済の治験情報や結

果概要の更新が必要となった場合は、jRCT ヘルプデスクにお問合せください。 

 

 

Q39 結果概要を登録する際、英語の結果概要が先に作成され、日本語（和訳）の作成にタ

イムラグが生じる場合は、英語の概要のみ先に登録し、日本語の概要については後日登録とす

ることは可能か。 

Q40 治験の実施中に中間解析の結果を公開したい場合、及び治験結果の公開後に登録済

の治験情報や結果概要の更新が必要となった場合はどのように対応すればよいか。 

Q38 jRCTでの結果公開の方法を教えてください。 
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A41 

知的財産権等の理由により予定効能を登録できない場合には、「健常人」として登録可能

であることを jRCT に確認済みです。「健常人」として登録を希望する場合には、jRCT ヘル

プデスクにお問合せください。 

 

 

 

 

 

A42 

以下の入力内容や方法を jRCT に確認済みです。なお、「入力ガイダンス（jRCT 企業治験

入力ガイド）」や「よくあるお問合せ」の最新版も合わせてご確認ください。 

 

 

項目 入力方法 

1. (4) 多施設共同試

験等における治験責

任医師等に関する事

項など「所属機関」 

Q42-1 jRCT で実施医療機関の情報を登録する場合、多施設共同試

験等の該当の有無で「無」を選択すると、医療機関の情報が入力で

きなくなる。単施設で実施している試験の場合には、どのように入

力すればよいか。 

A42-1 単施設で実施する試験の場合でも多施設共同試験等の該当

の有無で「有」を選択することで、 「1. (4) 多施設共同試験等にお

ける治験責任医師等に関する事項など」に、実施する 1 施設の情報

を入力できます。jRCT の企業治験入力ガイド（新規登録時）も参

照してください。 

Q42 jRCT の入力方法について、「入力ガイダンス」及び「よくあるお問合せ」に掲載され

ている内容以外にも確認されている事項があれば教えてほしい。 

Q41 jRCTに健常人を対象とした第Ⅰ相試験を登録する際、対象疾患名を「健常人/Healthy 

volunteer」として登録することは可能か。 
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項目 入力方法 

2. (1) 試験等の目的

及び内容「試験等の

目的」 

Q42-2 入力可能文字数が 400 字と少ないために入力欄が足りない

ことがあるが、この場合にどのように対応すればよいか。 

A42-2 入力欄が足りない場合には 「7. その他の事項」の「(5) 全

体を通しての補足事項等」を適宜利用して対応してください。jRCT

の企業治験入力ガイド（新規登録時）も参照してください。 

2. (1) 試験等の目的

及び内容「試験等の

デザイン」 

Q42-3 試験等のデザインの対照として「実薬対照」を選択すると、

プラセボの有無が自動的に「なし」となり変更することができない。

実薬対照試験でもプラセボを使用する場合は、どのように登録すれ

ばよいか。 

A42-3 適切なデザインが選択できるように、2021 年 12 月にシステ

ムが改修されました。 

システム改修前は、「試験等のデザイン」の項目及び「プラセボの

有無」「盲検の有無」「無作為化の有無」の登録のみで登録情報に不

足、又は齟齬が生じる場合は、「7. その他の事項」の「(5) 全体を

通しての補足事項等」に、説明の追記が可能としておりましたが、

システムが改修されましたので「2. 試験等の目的及び内容並びに

これに用いる医薬品等の概要」の「(1) 試験等の目的及び内容」の

試験等のデザイン、プラセボの有無、盲検の有無、無作為化の有無

の各項目にて、適切なデザインを選択してください。 

2. (1) 試験等の目的

及び内容「実施国」 

Q42-4 日本以外の実施国の登録欄に入力したデータが、30 カ国ま

でしか保存できない。31 カ国以上の場合、どのように入力すれば

よいか。 

A42-4 当該項目は 150 カ国まで登録できる仕様となっております。

30 カ国までしか登録できない場合は、不具合の可能性があること

を jRCT に確認しています。jRCT ヘルプデスクに、スクリーンキ

ャプチャと試験名と併せてお問合せください。 

なお、WHO データセット 24 項目では countries として設定してお

り、region は設定されていないため、jRCT では「実施国」を設定

しています。 

2. (1) 試験等の目的

及び内容「副次的な

評価項目」 

Q42-5 入力マニュアルでは、副次的評価項目は「任意項目」とされ

ているが、登録が必須となる場合はあるか。 

A42-5 副次的評価項目は「任意項目」ですが、副次的評価項目が設

定されている試験では、登録が必須になります。 
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項目 入力方法 

7. (5) 全体を通して

の補足事項等 

Q42-6 企業や施設で通常使用している「試験番号」を試験情報とし

て登録する際にはどのように対応すればよいか。 

A42-6 「7. その他の事項」の「(5) 全体を通しての補足事項等」に

入力してください。jRCT の企業治験入力ガイド（新規登録時）も

参照してください。 

管理的事項 Q42-7 拡大治験を登録する際に必要な対応があるか。 

A42-7 2021 年 12 月にシステムが改修され、治験の区分として主た

る治験や拡大治験を特定する新たな登録項目が追加されました。 

拡大治験を登録する際には、治験の区分「拡大治験」を選択してく

ださい。また、jRCT の企業治験入力ガイド（新規登録時）も参照

してください。 

 

 

8. その他【Q&A43, 44】 

 

 

 

 

A43 

現時点（2022 年 1 月現在）では､登録センター横断的な検索サイトとして､国立保健医療

科学院が提供している臨床研究情報ポータルサイト（https://rctportal.niph.go.jp/）がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

A44 

本通知により、2020 年 9 月 1 日以降、JapicCTI への新規登録は終了し、jRCT で新規登録、

更新を行うこととなっています。現時点（2022 年 1 月現在）では、各登録センターに登録

済の試験は引き続き各登録センターでデータを更新してください。 

 

 

Q43 現在、日本国内には jRCT、JapicCTI、大学病院医療情報ネットワークセンター

（UMIN）など、複数の登録センターが存在しているが、登録センター横断的に臨床試験

情報を検索できるサイトはないか。 

 

Q44 旧課長通知では､日本国内で実施する臨床試験情報を jRCT、JapicCTI、UMIN の

いずれかに登録することが求められたが、国内の臨床試験情報登録センターの使い分け

はどのように考えればよいか。 

 

https://rctportal.niph.go.jp/
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9. 改訂履歴 

版数 作成日 改訂理由 

第 1 版 2018 年 9 月 21 日 初版 

第 2 版 2020 年 2 月 28 日 臨床試験情報登録に関するアンケートの結果を反映した｡ 

第 3 版 2022 年 3 月 14 日 改正省令（令和 2 年厚生労働省令第 155 号）、及び課長通

知改訂（薬生薬審発 0831 第 9 号）を反映した｡ 
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10. 前版からの変更点の一覧 

｢治験の実施状況等の登録について｣の第 2 版から第 3 版の変更点を示す｡ 

 

第 3 版の Q&A の番号 第 2 版の Q&A の番号 特記事項 

1 1  

2 - 第 3 版で新設した｡ 

3 3  

4 4  

5 5  

6 6  

7 7  

8 8  

9 9  

10 32  

11 - 第 3 版で新設した｡ 

12 - 第 3 版で新設した｡ 

13 10、11 2 つの Q&A を統合した｡ 

14 12  

15 - 第 3 版で新設した｡ 

16 13  

17 14  

18 15  

19 16  

20 17  

21 - 第 3 版で新設した｡ 

22 18  

23 19、30 2 つの Q&A を統合した｡ 

24 - 第 3 版で新設した｡ 

25 20  

26 21  

27 22  

28 23  

29 24  
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第 3 版の Q&A の番号 第 2 版の Q&A の番号 特記事項 

30 26  

31 25  

32 27  

33 29  

34 31  

35 - 第 3 版で新設した｡ 

36 - 第 3 版で新設した｡ 

37 - 第 3 版で新設した｡ 

38 - 第 3 版で新設した｡ 

39 - 第 3 版で新設した｡ 

40 - 第 3 版で新設した｡ 

41 - 第 3 版で新設した｡ 

42 - 第 3 版で新設した｡ 

43 33  

44 34  

第 2 版の QA2 及び 28 は、本通知発出により登録センターが jRCT となったため、削除しま

した｡ 
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臨床評価部会 2021 年度特別プロジェクト 2 

「治験の実施状況等の登録について」(薬生薬審発 0831 第 9 号令和 2 年 8 月 31 日）

に関する Q&A（第 3 版） 

 

資料作成者 

井田 素子 アステラス製薬株式会社 リーダー 

秋山 忠雄 第一三共株式会社  

石畑 雅大 武田薬品工業株式会社  

井上 綾野 ノバルティス ファーマ株式会社  

上田 秀行 小野薬品工業株式会社 （2021.9 まで） 

岡本 郁子 サノフィ株式会社  

坂元 恵美 ヤンセンファーマ株式会社  

手島 毅 中外製薬株式会社  

富安 諒介 マルホ株式会社  

中村 亮 大鵬薬品工業株式会社  

福田 俊介 EA ファーマ株式会社  

宮内 陽子 MSD 株式会社  

八木 真理子 田辺三菱製薬株式会社  

山崎 紀世 大正製薬株式会社  

 

 

監修 

部会長 松澤 寛 アステラス製薬株式会社 

担当   

副部会長 宮田 雅代 ヤンセンファーマ株式会社 

政策委員 高杉 和弘 持田製薬株式会社 

推進委員 市原 伴子 中外製薬株式会社 

  

以上の資料作成にあたり、ご指導を賜りました厚生労働省医政局研究開発振興課、国立保

健医療科学院、及び一般財団法人日本医薬情報センター関係者の皆様に深謝するとともに、

医薬品評価委員会佐野副委員長、並びに本資料の査読を実施いただいた査読担当者の諸氏

に感謝いたします｡ 
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