
九州大学病院 

2021/4/1作成 

2021/4/1適用 

治験経費算出基準表 

1. 初回契約 

≪算出方法≫ 

費目 算出内訳 算出経費 

(1)

直

接

経

費 

a.旅費 当該治験の実施に必要とする旅費 九州大学旅費規定による 

b.臨床試験研究経費 

研究者が薬品・器具類・文具類などの消耗

品等の購入費、関連学会もしくは情報収

集の為の会合参加費（旅費を除く）、各種

文書の作成、モニタリングへの対応など

当該治験に必要となる費用 

ポイント①×8,000円×症例数×1.10 ※1 

c.備品費 
当該治験の遂行に必要な機械器具の購入

に要する費用 
当該機械器具の購入金額（税込） 

d.賃金 
CRC・治験事務局において、治験を実施す

る為に雇用する職員に係る人件費 
ポイント①×5,000円×症例数×1.10 

e.治験薬管理費 治験薬の保管や管理に要する費用 ポイント④×1,000円×症例数×1.10 

f.治験協力部署経費 

画像提供作製に要する費用 ポイント②×6,000円×症例数×1.10 

病理スライド標本作製に要する費用 ポイント③×6,000円×症例数×1.10 

治験薬の調整に要する費用 ポイント⑤×1,000円×症例数×1.10 

i.管理費 

治験の実施管理、各種書類の保管、モニタ

リング対応、治験電算システムの維持等

の為に必要となる費用、並びに消耗品や

備品の購入・修理、印刷費、通信運搬費、

光熱水料及び雑費の費用 

a.～f.の合計×20％ ※2 

(1)直接経費合計 a.～f.及び i.の合計 

(2)

直接

経費 

g.被験者負担軽減費 
被験者が治験に協力する為来院する際の

交通費等の負担を軽減する経費 
規定来院回数×10,000円×症例数×1.10 

i.管理費  g. ×20％ ※3 

(2)直接経費合計 g. + i. 

(3)

直接

経費 

d.賃金  100,000円×1.10（初回契約時のみ） 

f.治験協力部署経費 画像提供作製に要する費用 ポイント②’×6,000円×1.10（初回契約時のみ） 

h.審査費用 
当該治験の IRB 審査に諮るための準備、

外部委員謝金に必要となる人件費 

初回契約時：150,000円×1.10 

2年目以降：120,000円×1.10／年 

i.管理費  d. + f. + h. ×20％ ※4 

(3)直接経費合計 d. + f. + h. + i. 

(4)間接経費 
建物・器具類の維持管理など、治験を実施

する環境の整備に関する費用 
直接経費×30％ 

合       計 (1)＋(2)＋(3)＋(4) 

 
※1；製造販売後臨床試験の場合は「ポイント①×8,000円×0.8×症例数×1.10」 
※2；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「a.～f.の合計×10％」 
※3；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「g. ×10％」 
※4；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「d. + f. + h. ×10％」 

≪請求方法≫ 

・初期費用として、上記により算出された(1)直接経費及びそれにかかる(4)間接経費の合計のうち 30％に相当する額並びに、(3)直接経

費及びそれにかかる(4)間接経費の合計を初回契約時に請求する。 

・出来高費用として、上記により算出された(1)直接経費及びそれにかかる(4)間接経費の合計のうち 70％に相当する額並びに、(2)直接

経費及びそれにかかる(4)間接経費の合計を目標とする症例数で除した額を、1症例ごとの治験薬投与時または割付け時に請求する。 

・2年目以降審査費用は、1年経過する毎に請求する。 
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2. 観察期脱落症例 

≪算出方法≫ 

費目 算出内訳 算出経費 

(1)

直

接

経

費 

a.旅費 当該治験の実施に必要とする旅費 九州大学旅費規定による 

b.臨床試験研究経費 

 

研究者が薬品・器具類・文具類などの消耗

品等の購入費、関連学会もしくは情報収

集の為の会合参加費（旅費を除く）、各種

文書の作成、モニタリングへの対応など

当該治験に必要となる費用 

25,000円×症例数×1.10 

 

c.備品費 
当該治験の遂行に必要な機械器具の購入

に要する費用 
当該機械器具の購入金額（税込） 

d.賃金 
CRC・治験事務局において、治験を実施す

る為に雇用する職員に係る人件費 
25,000円×症例数×1.10 

e.治験薬管理費 治験薬の保管や管理に要する費用 ポイント④×1,000円×症例数×1.10 

f.治験協力部署経費 

画像提供作製に要する費用 ポイント②×6,000円×症例数×1.10 

病理スライド標本作製に要する費用 ポイント③×6,000円×症例数×1.10 

治験薬の調整に要する費用 ポイント⑤×1,000円×症例数×1.10 

i.管理費 

治験の実施管理、各種書類の保管、モニタ

リング対応、治験電算システムの維持等

の為に必要となる費用、並びに消耗品や

備品の購入・修理、印刷費、通信運搬費、

光熱水料及び雑費の費用 

b. +d. ×20％ ※1 

(1)直接経費合計 b. +d. +i. 

(2)

直接

経費 

g.被験者負担軽減費 
被験者が治験に協力する為来院する際の

交通費等の負担を軽減する経費 
来院回数×10,000円×症例数×1.10 

i.管理費  g. ×20％ ※2 

(2)直接経費合計 g. + i.  

(3)

直接

経費 

d.賃金  100,000円×1.10（初回契約時のみ） 

f.治験協力部署経費 画像提供作製に要する費用 ポイント②’×6,000円×1.10（初回契約時のみ） 

h.審査費用 
当該治験の IRB 審査に諮るための準備、

外部委員謝金に必要となる人件費 

初回契約時：150,000円×1.10 

2年目以降：120,000円×1.10／年 

i.管理費  d. + f. + h. ×20％  

(3)直接経費合計 d. + f. + h. + i. 

(4)間接経費 
建物・器具類の維持管理など、治験を実施

する環境の整備に関する費用 
直接経費×30％ 

合       計 (1)＋(2)＋(4) 

 
※1；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「b. +d. ×10％」 
※2；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「g. ×10％」 
※網掛けの費目は除外する。 
 

≪請求方法≫ 

出来高費用として、上記により算出された合計の額を 1症例ごとの観察期脱落時に請求する。  
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3. 症例数追加 

≪算出方法≫ 

費目 算出内訳 算出経費 

(1)

直

接

経

費 

a.旅費 当該治験の実施に必要とする旅費 九州大学旅費規定による 

b.臨床試験研究経費 

研究者が薬品・器具類・文具類などの消耗

品等の購入費、関連学会もしくは情報収

集の為の会合参加費（旅費を除く）、各種

文書の作成、モニタリングへの対応など

当該治験に必要となる費用 

ポイント①×8,000円×症例数×1.10 ※1 

c.備品費 
当該治験の遂行に必要な機械器具の購入

に要する費用 
当該機械器具の購入金額（税込） 

d.賃金 
CRC・治験事務局において、治験を実施す

る為に雇用する職員に係る人件費 
ポイント①×5,000円×症例数×1.10 

e.治験薬管理費 治験薬の保管や管理に要する費用 ポイント④×1,000円×症例数×1.10 

f.治験協力部署経費 

画像提供作製に要する費用 ポイント②×6,000円×症例数×1.10 

病理スライド標本作製に要する費用 ポイント③×6,000円×症例数×1.10 

治験薬の調整に要する費用 ポイント⑤×1,000円×症例数×1.10 

i.管理費 

治験の実施管理、各種書類の保管、モニタ

リング対応、治験電算システムの維持等

の為に必要となる費用、並びに消耗品や

備品の購入・修理、印刷費、通信運搬費、

光熱水料及び雑費の費用 

a. ～f.の合計×20％ ※2 

(1)直接経費合計 a. ～f.及び i.の合計 

(2)

直接

経費 

g.被験者負担軽減費 
被験者が治験に協力する為来院する際の

交通費等の負担を軽減する経費 
規定来院回数×10,000円×症例数×1.10 

i.管理費  g. ×20％ ※3 

(2)直接経費合計 g. + i. 

(3)

直接

経費 

d.賃金  100,000円×1.10（初回契約時のみ） 

f.治験協力部署経費 画像提供作製に要する費用 ポイント②’×6,000円×1.10（初回契約時のみ） 

h.審査費用 
当該治験の IRB 審査に諮るための準備、

外部委員謝金に必要となる人件費 

初回契約時：150,000円×1.10 

2年目以降：120,000円×1.10／年 

i.管理費  d. + f. + h. ×20％  

(3)直接経費合計 d. + f. + h. + i. 

(4)間接経費 
建物・器具類の維持管理など、治験を実施

する環境の整備に関する費用 
直接経費×30％ 

合       計 (1)＋(2)＋(4) 

 
※1；製造販売後臨床試験の場合は「ポイント①×8,000円×0.8×症例数×1.10」 
※2；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「a.～f.の合計×10％」 
※3；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「g. ×10％」 
※網掛けの費目は除外する。 
 

≪請求方法≫ 

出来高費用として、上記により算出された合計の額を 1症例ごとの治療薬投与時または割付け時に請求する。  
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4. 期間延長 

≪算出方法≫ 

費目 算出内訳 算出経費 

(1)

直

接

経

費 

a.旅費 当該治験の実施に必要とする旅費 九州大学旅費規定による 

b.臨床試験研究経費 

研究者が薬品・器具類・文具類などの消耗

品等の購入費、関連学会もしくは情報収

集の為の会合参加費（旅費を除く）、各種

文書の作成、モニタリングへの対応など

当該治験に必要となる費用 

ポイント①の追加分×8,000円×症例数×1.10 ※1 

c.備品費 
当該治験の遂行に必要な機械器具の購入

に要する費用 
当該機械器具の購入金額（税込） 

d.賃金 
CRC・治験事務局において、治験を実施す

る為に雇用する職員に係る人件費 
ポイント①の追加分×5,000円×症例数×1.10 

e.治験薬管理費 治験薬の保管や管理に要する費用 ポイント④の追加分×1,000円×症例数×1.10 

f.治験協力部署経費 

画像提供作製に要する費用 ポイント②×6,000円×症例数×1.10 

病理スライド標本作製に要する費用 ポイント③×6,000円×症例数×1.10 

治験薬の調整に要する費用 ポイント⑤の追加分×1,000円×症例数×1.10 

i.管理費 

治験の実施管理、各種書類の保管、モニタ

リング対応、治験電算システムの維持等

の為に必要となる費用、並びに消耗品や

備品の購入・修理、印刷費、通信運搬費、

光熱水料及び雑費の費用 

a. ～f.の合計×20％ ※2 

(1)直接経費合計 a. ～f.及び i.の合計 

(2)

直接

経費 

g.被験者負担軽減費 
被験者が治験に協力する為来院する際の

交通費等の負担を軽減する経費 
規定来院回数×10,000円×症例数×1.10 

i.管理費  g. ×20％ ※3 

(2)直接経費合計 g. + i. 

(3)

直接

経費 

d.賃金  100,000円×1.10（初回契約時のみ） 

f.治験協力部署経費 画像提供作製に要する費用 ポイント②’×6,000円×1.10（初回契約時のみ） 

h.審査費用 
当該治験の IRB 審査に諮るための準備、

外部委員謝金に必要となる人件費 

初回契約時：150,000円×1.10 

2年目以降：120,000円×1.10／年 

i.管理費  d. + f. + h. ×20％  

(3)直接経費合計 d. + f. + h. + i. 

(4)間接経費 
建物・器具類の維持管理など、治験を実施

する環境の整備に関する費用 
直接経費×30％ 

合       計 (1)＋(2)＋(4) 

 
※1；製造販売後臨床試験の場合は「ポイント①×8,000円×0.8×症例数×1.10」 
※2；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「a.～f.の合計×10％」 
※3；医療機器治験、製造販売後臨床試験、体外診断薬治験の場合は「g. ×10％」 
※網掛けの費目は除外する。 

 

≪請求方法≫ 

出来高費用として、上記により算出された合計の額を期間変更契約時に請求する。 


