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小児治験ネットワーク設置運営規程 

新旧対照表 

 

【改訂主旨】 

（1）日本小児総合医療施設協議会の法人化に伴う組織変更により改訂 

（2）治験関連通知の改訂、小児治験ネットワーク標準業務手順書（新規）施行について追記  

（3）その他記載整備 

 

（下線部変更） 

第6版（平成27（2015）年12月1日施行版） 第7版（令和元（2019）年12月1日施行版）  

（名称、定義及び構成） 

第１条 

（１）（略） 

（２）定義 

当会は、日本小児総合医療施設協議会

（ Japanese Association of Children's 

Hospitals and Related Institutions：

JACHRI）（以下、「協議会」という）が、小児

領域における治験（製造販売後臨床試験も含

む）・臨床研究（以下、総称して「治験等」と

いう）を推進し、より有効で安全な医薬品・

医療機器（以下、「医薬品等」という）を早期

に小児患者へ提供すること、並びに安全対策

を推進させるための情報（小児患者等に医薬

品等が投与された際の投与量、投与方法並び

に副作用（有害事象）の発現状況等について

の情報）を収集し、小児医療の向上を目的と

して、協議会加盟施設及びその他の施設から

登録された施設からなる「小児治験ネット

ワーク」（以下、「ネットワーク」という）を

設置するものである。 

 

 

 

（３）（略） 

（名称、定義及び構成） 

第１条 

（１）（略） 

（２）定義 

当会は、一般社団法人日本小児総合医療施

設 協 議 会 （ Japanese Association of 

Children's Hospitals and Related 

Institutions：JACHRI）（以下、「協議会」と

いう）が、小児領域における治験（製造販売

後臨床試験も含む）・臨床研究（以下、総称し

て「治験等」という）を推進し、より有効で

安全な医薬品・医療機器・再生医療等製品（以

下、「医薬品等」という）を早期に小児患者へ

提供すること、並びに安全対策を推進させる

ための情報（小児患者等に医薬品等が投与さ

れた際の投与量、投与方法並びに副作用（有

害事象）の発現状況等についての情報）を収

集・利活用していく活動などを通し、小児医

療の向上を目的として、協議会加盟施設及び

その他の施設から登録された施設からなる

「小児治験ネットワーク」（以下、「ネット

ワーク」という）を協議会細則等における委

員会及びネットワーク設置規定第2条に基づ

き設置するものである。 

（３）（略） 

 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い名称変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載整備 

 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（ネットワーク事務局） 

第４条 （略） 

３ 事務局は、当会の活動状況について、協

議会役員会並びに総会に報告することと

する。 

（ネットワーク事務局） 

第４条 （略） 

３ 事務局は、当会の活動状況について、協

議会年会に報告することとする。 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（ネットワーク事務局長） 

第５条 協議会会長は、ネットワーク事務局

長を「小児治験ネットワーク事務局長指名

書」（様式1）にて指名することとする。な

（ネットワーク事務局長） 

第５条 協議会理事長は、ネットワーク事務

局長を「小児治験ネットワーク事務局長指

名書」（様式1）にて指名することとする。

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 
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お、ネットワーク事務局長の任期は2年と

するが、再任は妨げない。 

２ ネットワーク事務局長は、次条第6項の

決定に基づいて、当会の活動方針（活動内

容及び実施時期など）を決定し登録医療機

関に報告することとする。 

 

３ 事務局は、第1項によりネットワーク事

務局長が指名された場合には、協議会役員

会並びに総会に報告することとする。 

なお、ネットワーク事務局長の任期は2年

とするが、再任は妨げない。 

２ ネットワーク事務局長は、次条第6項の

当会の運営方針の決定に基づいて、当会の

活動方針（活動内容及び実施時期など）を

決定し登録医療機関に報告することとす

る。 

３ 事務局は、第1項によりネットワーク事

務局長が指名された場合には、協議会年

会に報告することとする。 

 

 

 

記載整備 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（ネットワーク運営委員会） 

第６条 （略） 

２ 協議会会長は、登録医療機関の中から

「小児治験ネットワーク運営委員会委員

施設指名書」（様式2）にて運営委員会委員

施設を指名し、運営委員は、指名された施

設の施設長、治験等部門長及び実務担当者

から構成することとする。なお、運営委員

会の運営等については運営委員会におい

て定める。 

 

４ 協議会事務局は、第2項により運営委員

会委員施設が指名された場合には、協議会

役員会並びに総会に報告することとする。 

５ 運営委員会は、運営委員会での検討結果

について、協議会会長に報告することとす

る。 

 

６ 協議会会長は、前項での検討結果を勘案

し当会の運営方針を決定することとする。 

 

７ 協議会事務局は、前項の決定がされた際

には、その内容について協議会役員会並び

に総会に報告することとする。 

（略） 

（ネットワーク運営委員会） 

第６条 （略） 

２ 協議会理事長は、登録医療機関の中から

「小児治験ネットワーク運営委員会委員

施設指名書」（様式2）にて運営委員会委員

施設を指名し、運営委員は、原則として指

名された施設の施設長、治験等部門長及び

実務担当者から構成することとする。な

お、運営委員会の運営等については運営委

員会において定める。 

（略） 

４ 協議会事務局は、第2項により運営委員

会委員施設が指名された場合には、協議会

年会に報告することとする。 

５ 運営委員会は、運営委員会での検討結果

について、協議会におけるネットワーク担

当理事（以下、「ネットワーク担当理事」と

いう）に報告することとする。 

６ ネットワーク担当理事は、前項での検討

結果を勘案し当会の運営方針を決定する

こととする。 

７ 協議会事務局は、前項の決定がされた際

には、その内容について協議会年会に報告

することとする。 

（略） 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

 

記載整備 

 

 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（入会の基本要件） 

第８条 （略） 

（３）その他の要件 

①「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」

の一部改正について（通知）（平成26年7

月1日医政研発0701第1号・薬食審査発

0701第1号）」に基づく書式を使用してい

ること。 

②治験を実施する上で必要となる標準業

務手順書等が整備されていること。 

（入会の基本要件） 

第８条 （略） 

（３）その他の要件 

①「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」

の一部改正について（通知）（平成30年7

月10日医政研発0710第4号・薬生薬審発

0710第2号・薬生機審発0710第2号）」に基

づく書式を使用していること。 

②治験を実施する上で必要となる標準業

務手順書等が整備されていること。 

 

 

 

 

通知改正によ

る改訂 
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（会員、準会員及び協力施設） 

第９条 前条の要件を満たし、かつ以下の要

件を満たす医療機関を当会の会員とする。 

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下

の各種手順書、書式等の統一化及び手続

き等の一元化を遵守することが可能な

医療機関（なお、書式等の統一化のうち、

治験実施契約書の使用遵守については

本要件に含まないこととする） 

 

 

 

①＜小児治験ネットワーク＞治験等の

実施に係る標準業務手順書 

②＜小児治験ネットワーク＞中央治験

審査委員会に係る標準業務手順書 

③＜小児治験ネットワーク＞治験費用

算定に係る標準業務手順書 

 

 

（２）（略） 

２ 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を

満たす医療機関を当会の準会員とする。 

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下

の各種手順書、書式等の統一化及び手続

き等の一元化を遵守することが可能な

医療機関（なお、書式等の統一化のうち、

治験実施契約書の使用遵守については

本要件に含まないこととする） 

 

 

 

①＜小児治験ネットワーク＞治験等の

実施に係る標準業務手順書 

②＜小児治験ネットワーク＞中央治験

審査委員会に係る標準業務手順書 

 

 

（２）（略） 

３ （略） 

（会員、準会員及び協力施設） 

第９条 前条の要件を満たし、かつ以下の要

件を満たす医療機関を当会の会員とする。 

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下

の各種手順書、書式等の統一化及び手続

き等の一元化を遵守することが可能な

医療機関（なお、書式等の統一化のうち、

治験実施契約書の使用遵守については

本要件に含まないこととする） 

①＜小児治験ネットワーク＞手順書の

作成・承認・改訂・廃止に係る標準業

務手順書 

②＜小児治験ネットワーク＞治験等の

実施に係る標準業務手順書 

③＜小児治験ネットワーク＞中央治験

審査委員会に係る標準業務手順書 

④＜小児治験ネットワーク＞治験費用

算定に係る標準業務手順書 

⑤＜小児治験ネットワーク＞治験手続

きの電磁化に係る標準業務手順書 

（２）（略） 

２ 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を

満たす医療機関を当会の準会員とする。 

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下

の各種手順書、書式等の統一化及び手続

き等の一元化を遵守することが可能な

医療機関（なお、書式等の統一化のうち、

治験実施契約書の使用遵守については

本要件に含まないこととする） 

①＜小児治験ネットワーク＞手順書の

作成・承認・改訂・廃止に係る標準業

務手順書 

②＜小児治験ネットワーク＞治験等の

実施に係る標準業務手順書 

③＜小児治験ネットワーク＞中央治験

審査委員会に係る標準業務手順書 

④＜小児治験ネットワーク＞治験手続

きの電磁化に係る標準業務手順書 

（２）（略） 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記（平成28年

4月1日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

追記（平成28年

4月1日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記（平成28年

4月1日施行） 

 

 

 

 

 

追記（平成28年

4月1日施行） 

 

（登録） 

第10条 （略） 

２ 運営委員会は、事務局を通して前項に規

定する「小児治験ネットワーク登録申請

書」（様式3）並びに「施設要件調査票」（様

式4）を受理した際には、当該医療機関の登

（登録） 

第10条 （略） 

２ 運営委員会は、事務局を通して前項に規

定する「小児治験ネットワーク登録申請

書」（様式3）並びに「施設要件調査票」（様

式4）を受理した際には、当該医療機関の登
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録の可否を審議し、その可否を検討するこ

ととする。 

 

 

３ 協議会会長は、前項の検討結果を勘案し

登録の可否を決定し、「小児治験ネット

ワーク登録通知書」（様式5）にて当該医療

機関に通知することとする。 

４ 事務局は、前項の決定について、協議会

役員会並びに総会に報告することとする。 

５ （略） 

録の可否を審議することとする。なお、事

務局は、運営委員会の審議結果をネット

ワーク担当理事に報告し了承を得ること

とする。 

３ 協議会理事長は、前項の検討結果を勘案

し登録の可否を決定し、「小児治験ネット

ワーク登録通知書」（様式5）にて当該医療

機関に通知することとする。 

４ 事務局は、前項の決定について、協議会

年会に報告することとする。 

５ （略） 

記載整備 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

 

 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（退会） 

第11条 （略） 

２ 事務局は、前項の申請があった場合、運

営委員会に報告し退会手続きを履行する

ものとする。 

３ 事務局は、前項の措置について、協議会

役員会並びに総会に報告することとする。 

（退会） 

第11条 （略） 

２ 事務局は、前項の申請があった場合、運

営委員会及びネットワーク担当理事に報

告し退会手続きを履行するものとする。 

３ 事務局は、前項の措置について、協議会

年会に報告することとする。 

 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（登録の取消し） 

第12条 （略） 

２ 協議会会長は、前項の措置をしても改善

が認められないと判断した場合は、運営委

員会の意見も聴いたうえで当該医療機関

の登録を取り消すことができる。 

 

３ （略） 

４ 事務局は、第2項の決定について、協議会

役員会並びに総会に報告することとする。 

（登録の取消し） 

第12条 （略） 

２ 協議会理事長は、前項の措置をしても改

善が認められないと判断した場合は、運営

委員会及びネットワーク担当理事の意見

も聴いたうえで当該医療機関の登録を取

り消すことができる。 

３ （略） 

４ 事務局は、第2項の決定について、協議会

年会に報告することとする。 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（改廃） 

第18条 本規程の改廃は、運営委員会での審

議を経て協議会会長が決定することとす

る。なお、事務局は、本規程を改廃した場

合、協議会役員会並びに総会に報告するこ

ととする。 

（改廃） 

第18条 本規程の改廃は、運営委員会での審

議及びネットワーク担当理事の了承並び

に協議会理事会の承認を経て協議会理事

長が決定することとする。なお、事務局は、

本規程を改廃した場合、協議会年会に報告

することとする。 

 

 

JACHRI法人化

に伴い改訂 

（施行期日） 

第19条  

本規程は、平成22（2010）年11月12日から

施行する。 

本規程は、平成23（2011）年11月11日から

改訂施行する。 

本規程は、平成25（2013）年11月15日から

改訂施行する。 

本規程は、平成26（2014）年11月21日から

改訂施行する。 

本規程は、平成27（2015）年4月1日から改

（施行期日） 

第19条  

本規程は、平成22（2010）年11月12日から

施行する。 

本規程は、平成23（2011）年11月11日から

改訂施行する。 

本規程は、平成25（2013）年11月15日から

改訂施行する。 

本規程は、平成26（2014）年11月21日から

改訂施行する。 

本規程は、平成27（2015）年4月1日から改
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以上 

 

訂施行する。 

本規程は、平成27（2015）年12月1日から改

訂施行する。 

訂施行する。 

本規程は、平成27（2015）年12月1日から改

訂施行する。 

本規程は、令和元（2019）年12月1日から改

訂施行する。 

承認者：日本小児総合医療施設協議会 会長 承認者：一般社団法人日本小児総合医療施設

協議会理事長 

JACHRI法人化

に伴い改訂 


