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〈表〉推奨されるIDE経過報告と最終報告のフォー
マット
1. 基本要件
・IDE番号
・機器の名前，適応
・スポンサーの名前，住所，電話・ファックス番号
・担当者名
2. 試験の進齏状況
・進齏状況の要約
・研究者・研究施設の数
（研究者リストの添付）
・登録被験者数
・当該医療機器の出荷数
・試験結果の要約
・既知・未知の有害情報
・
（前回報告以降の）
プロトコル逸脱に関する記載
3. 危険性の分析
・
（前回報告以降の）非臨床試験，海外での臨床試
験の結果も踏まえた新しい有害情報の要約
・当該試験の結果が投稿・出版された場合の別刷
・試験実施中にわかった新たな事象で，危険性の
分析に必要と考えられるもの
4. その他の変更について
・機器製造工程や品質管理上の変更点のサマリー
・特別に増補申請を要しないプロトコル変更のサ
マリー
5. 今後の予定
・承認取得に関して，PMAや510
（K）
申請の日時
（予
定期日）
や当該試験とは異なる適応取得について
の予定
・当該医療機器を利用したその他の試験のIDE申請
予定や，機器の変更予定
・被験者数の追加，試験内容の変更，製造工程の
変更など研究計画の変更予定
※
青字で示した部分は経過報告のみに関する事項。
緑字は最終報告のみに関する事項

ポンサーがIRBの了解を得る必
要がある。危険性の高い機器の
場合は，さらにスポンサーが
IDEの増補申請を行い，FDAの
承認を得ることになる。
最終報告は，試験中止・終了
から 3 か月以内にスポンサー，
当該施設IRBへ提出する。研究
者に求められる経過・最終報告
書には決まった規制がないの
で，内容はスポンサーに委ねら
れている。しかしながら，資料
はスポンサーからIRBやFDAに
審査のために提出されるわけで
あり，表に記載されているもの
が必須であることは言うまでも
ない。

IDEに関するその他の事項
FDAも日本の規制当局同様，
GCP
（Good Clical Practice）
遵守
についての査察を行っている。
また昨今，研究者とスポンサー

〈参考〉IDEの記載必要事項（21 CFR 812. 20）
1. 申請者氏名・住所
2. 非臨床試験
（性能試験，動物実験など）
を含む，過去の関連研究・試験の結果
（21 CFR 812. 27）
・当該機器の安全性・有効性評価に関連した参考文献一覧
・既知の有害情報の写し
・別途IRBまたはFDAから要求された文献の写し
・未出版の有害・有益な情報のサマリー
・非臨床生化学試験データが含まれる場合，それらの試験がGood Laboratory Practice
（GLP, 21 CFR 58）
に準拠していたことの証明。GLP準拠でない場合はその理由
3. 研究計画（21 CFR 812. 25）
以下の項目を順序通りに網羅する
・目的
（機器の名前，適応，研究目的，研究機関）
・プロトコル
（方法論，解析法）
・危険性の分析
（被験者にもたらされる可能性のある危険性とその抑制法，研究実施の
正当性，被験者数，男女比，条件などを含む対象集団の説明）
・機器の説明（コンポーネント，材料，性能，原理，試験中に変更される可能性がある部分）
・モニタリング手順 ※とモニターの氏名・住所
・その他の記録・報告
4. 機器の製造から設置に至るまでの方法，設備，または使用した基準や規制
5. 研究に参加するすべての医師の名前と住所のリスト
6. 全研究者が契約書に署名したことと，今後新たに加わる研究者にも署名をもらうことの
保証
7. IRB委員長，委員の氏名・住所。可能なら当該研究に対するIRBの活動を証明するもの
8. 研究施設の名称と住所
9. 機器が有償提供の場合，商用でないことの説明
10. 環境アセスメントが要求されるか否か
（21 CFR 25. 40）
，あるいは21 CFR 25. 30 or 25. 34
（g）
に規定されている除外項目申請が不要であるかどうかについて
11. レーベル
（添付文書）
の写し
12. インフォームドコンセント用紙と被験者に提供される情報の写し
（21 CFR 50）
13. その他の必要事項

