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患者・家族に渡す自記式調査票を施設担当医に送付
するタイミングの改善による回収率の向上：小児B
前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同
第II相および第III相臨床試験（ALL-B12）の経験

○佐藤 伊織1, 2）、副島 尭史1, 2）、石田 也寸志3, 4）、
前田 美穂3, 5）、康 勝好6, 7）、加藤 元博6, 8）、
小阪 嘉之9）、湯坐 有希10）、濱 麻人11）、
田口 智章12）、後藤 裕明13）、岡本 康裕6, 14）、
上別府 圭子1, 2, 3）

1）東京大学　QOL研究センター
2）東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専
攻家族看護学分野

3）日本小児がん研究グループ（JCCG）長期フォローア
ップ委員会

4）愛媛県立中央病院　小児医療センター
5）日本医科大学　小児科
6）日本小児がん研究グループ（JCCG）ALL 委員会
7）埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科
8）国立成育医療研究センター
9）兵庫県立こども病院　血液腫瘍科
10）東京都立小児総合医療センター　血液腫瘍科
11）名古屋第一赤十字病院　小児医療センター　血液腫瘍科
12）九州大学大学院医学研究院　小児外科学分野
13）神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科
14）鹿児島大学　小児科

臨床試験において患者報告アウトカム（patient
reported outcome：PRO）を評価項目とする際、回収率
を高める努力が必要となる。我々はこれまで、症例登
録確認直後に各患者用の QOL 調査セットを施設担当
医宛に送付してきた。2016 年 7 月より、標記臨床試験
ALL-B12 で、初回 QOL 調査が治療開始 6 週後である
ため、その直前（5 週後）に送付するよう手順を変更し
た。担当医の手間や調査セットの紛失を減らし、担当
医から患者へより確実に調査票が手渡されることを
期待したものである。手順変更（介入）の効果を明ら
かにするため、調査セットを送付した 134 施設 1767
例を分析した。初回調査票の配布数と回収数は、2012
年 12 月〜2014 年 9 月（試験開始直後 22 か月）／2014
年 10 月〜2016 年 6 月（介入前 21 か月）／2016 年 7
月〜2018 年 1 月（介入後 19 か月）のそれぞれで、557
通中 381 通（回収率 68%）、676 通中 367 通（54%）、534
通中 297 通（56%）であった。初回調査票の回収を従
属変数、施設を変量効果、年齢と送付日を共変量とす
る一般化線形混合回帰では、介入により回収率が改善
していた（OR=1.62 [95%CI: 1.1―2.4]）。送付日が遅い
ほど回収率は低下していたが（年 OR=0.74）、回帰分断
デザインでは、介入後には回収率低下が緩やかになっ
た（年 OR=0.73→0.86）。ブートストラップ法により、介
入後に回収した 297 通のうち 64 通（95%CI: 16―111）
は介入による増分と推定された。手順変更の有効性が
明らかとなり、今後は他の試験でも同様の手順を導入
したい。臨床試験の成功には、細やかな手順上の配慮
の積み重ねが寄与している。

O1-2
臨床研究センターと看護部臨床研究委員会間
での臨床研究相談・支援体制の構築

○鵜山 美樹、鈴木 渉太、高島 隆造、
中村 やよい、笠間 周、笠原 正登
奈良県立医科大学附属病院　臨床研究センター

奈良県立医科大学附属病院 (当院) では、研究者的な
視点をもち看護実践能力を向上させるための継続教
育として、3－4 年目の看護師を対象にした院内看護
研究プログラムが実施されており、年度末の院内看
護研究発表会で成果を報告している。
昨年度まで、これらの研究支援は看護部内に設置さ
れた研究委員会が行っていたが、2019 年 4 月より臨
床研究センター (iCATs)に看護師が配属されたこと
から、その一部を担うこととなった。看護研究の相談
を受け、主に臨床研究を含めた支援体制づくりの
我々の取組みを報告する。
2019 年 4 月―10 月までに iCATs で相談を受け支援
を行った看護師の研究は、倫理審査を必要とする臨
床研究が 4 件で、実態調査等の研究が 9 件であった。
研究者とともに実施する臨床疑問に対する文献検
索、研究デザインの検討、必要に応じ信頼性・妥当性
が保証された質問紙の作成等の支援を実施した。ま
た臨床研究については、倫理審査委員会への申請等
のタイムスケジュール管理も担い、定期的に研究者
と面談してフォローを継続した。さらに新たに専門
看護師や学内の看護教員との連携の橋渡しも行い、
研究の質の向上を図った。ただし、iCATs のマンパワ
ーが不足しているため反省点も多いことによりどこ
まで関わるか相談・支援の流れを今後検討していく
必要がある。
研究の相談および支援体制が変わり、iCATs が一部
その役割を担うことで、院内で行われる看護師が行
う臨床研究の質向上に寄与できると考える。今後は、
論文投稿や学会発表等を目標に、より円滑な体制構
築の必要がある。また専門家との連携を強化し、看護
の質向上に寄与する看護研究を推進したい。
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O1-3
統計学的有意差が示されなかった非劣性試験
の報告及び解釈に関するシステマティックレ
ビュー

○伊藤 知洋 1）、上村 綱平 2）、大庭 幸治 2, 3）

1）東京大学大学院　学際情報学府
2）東京大学　学際情報学環
3）東京大学大学院　医学系研究科

【目的】
検証的試験において、主要評価項目で統計学的有意
差が示されなかった場合でも副次評価項目等の結果
に基づき有効性を主張することが問題となってい
る。この種の問題は spin と呼ばれ、これまで優越性
試験を対象として議論されてきた。非劣性試験では
非劣性マージンの設定等、解釈に影響する因子が優
越性試験よりも多いが、これまで spin に関する検討
はなされていない。本研究では、非劣性試験における
spin の現状を把握するためのシステマティックレビ
ューを実施した。

【対象と方法】
2010 年〜2018 年に公表されたがんの治療の有効性
を検証した非劣性試験のうち、主要評価項目にて統
計学的有意差を示せなかった論文を対象とした。
PubMed を用いて対象論文を検索し、試験計画およ
び結果の情報を抽出した。spin を「主要評価項目にお
いて統計的な有意差がないにも関わらず、試験治療
のメリットを強調する。又は、統計的でない結果から
読み手の注意を逸らす」報告と定義し、事前に作成し
た基準を用いて抄録および本文における spin の有
無、重大性を判定した。

【結果】
46 報の論文が対象となった。29 報(抄録中 24 報、本
文中 25 報; 63.0%, 95%信頼区間 48.6-75.5%)で spin
があり、11 報(23.9%)に重大な spin があった。非劣性
試験報告のガイドラインが出版された 2013 年以降
は以前と比べると spin の割合は減少傾向にあった
(2013 年以前 85.7% vs 以降 59.0%)。spin 有に関連す
る因子として、著者の中のデータマネージャー等の
不在(75.0% vs 44.4%)、試験治療に新規性がある場合
(72.2% vs 30.0%)が挙げられた。

【結論】
近年減少傾向にあるものの、がん領域において主要
評価項目で非劣性が示せなかった論文の半数近くで
spin が生じていた。

O1-4
分子ロボティクスを用いた分子人工膵島細胞
開発の現状と倫理的課題

○小長谷 明彦 1）、河原 直人 2）、野口 洋文 3）、
豊田 太郎 4）、池田 将 5）、湯川 博 6）、
川又 生吹 7）、柳澤 実穂 4）、梅田 民樹 8）、
小野 喜志雄 9）

1）東京工業大学
2）九州大学病院　ARO次世代医療センター
3）琉球大学医学（系）研究科（研究院）
4）東京大学大学院総合文化研究科
5）岐阜大学工学部
6）名古屋大学未来社会創造機構
7）東北大学工学研究科
8）神戸大学海事科学研究科
9）順天堂大学国際教養学部

糖尿病医療において、重度の 1 型糖尿病の患者は、生
活の質（QOL）向上の観点から、経口血糖降下薬や注
射薬ではない新たな血糖値制御法を必要としてい
る。1 型糖尿病の根本治療の一つである膵島移植医
療ではインスリンを放出する膵島細胞を抽出し、患
者の門脈に移植する。しかしながら、日本では膵島移
植は高価な治療法となるため、より簡便で安価な代
替治療法が求められている。
この問題を解決のために、科研費基盤(A)「分子ロボ
ティクスによる糖尿病モデルマウス血糖値制御法の
研究」では、分子ロボティクスを応用し、体内で血糖
値を制御する分子人工膵島細胞の開発を医師などと
進めている。分子ロボティクスは、DNA や脂質など
の生体分子を用いて、感覚と知能と運動の機能を持
つ人工物を創製する技術である。分子人工膵島細胞
では、人工脂質二重膜に感覚（グルコース検出）、知
能（グルコース検出から膜張力変化への変換）、運動

（ペプチドホルモン放出）の機能を付加することによ
り、糖尿病血糖値を制御する技術の確立を目指して
いる。
一方、分子ロボットの医療応用に関しては、従来医薬
品および医療機器とはコンセプトが大きく異なるた
め、様々な倫理的課題が生じ得る。このような倫理的
課題を事前に予測し、議論し、分子ロボットの研究開
発にフィードバックさせるために、JST からの支援
を受けて、分子ロボット倫理の研究を当該分野の分
子ロボットの研究と同時並行的に進めている。これ
までに、現場の研究者らの問題を積極的にくみ取り
ながら、関連諸分野の倫理的枠組みや規制に関する
議論を重ねてきた。本報では、これらの概要について
紹介するとともに、今後の展望と課題について述べ
る。
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製薬企業の資金(おかね)で実施する臨床研究
の倫理審査に関する対応について

○構木 泰信、竹内 淑恵、中嶋 良子、
橋阪 美弥、大﨑 理海、松田 明久、
水城 史貴、丸本 芳雄、杉野 法広
山口大学医学部附属病院　臨床研究センター

昨今倫理指針の改正や臨床研究法の施行に伴い、製
薬企業の資金を用いた契約型の臨床研究が増加して
いる。
契約型の臨床研究は実施される研究の実施主体が大
きく分けて 2 種類あり、製薬企業が医師等に資金提
供を行い、医師が主導的に行う研究と製薬企業自ら
が主導的に行う臨床研究に分けられる。
臨床研究への製薬企業の関わりが、資金提供のみで
研究の実務を行わないのであれば、「人を対象とする
医学系研究に関する指針(人医学指針)」上の「研究機
関」に該当しない可能性が高く、製薬企業としての倫
理審査は不要と解釈される。
一方、製薬企業が自ら実施する研究において製薬企
業は研究の実務を行うことが想定されるため、人医
学指針上の「研究機関」に該当し、製薬企業自身の倫
理審査が必要と解釈される。
そのため、当院が主幹施設の契約型の臨床研究に関
しては製薬企業の研究への関わり方により、必要に
応じて「研究機関」として製薬企業に倫理審査を受け
るように依頼を行っている。
しかし、他機関や製薬企業が自ら主幹施設となって
いる研究に関しては製薬企業の倫理審査に対する対
応がまちまちであり、当院で当該研究の倫理審査を
行う際に苦慮する点がある。
一方、臨床研究法においては「研究機関」という概念
はなく、「特定臨床研究」の倫理審査に関しては「実
施医療機関」のみに課せされており、人医学指針とは
状況が異なる。
今回は過去に当院で審査された(申請された)人医学
指針対象の臨床研究のうち他機関が主施設の臨床研
究で、主たる資金源が製薬企業の資金を用いて実施
する研究について調査を行い、製薬企業の倫理審査
に対する傾向・対応について報告する。

O1-6
臨床研究法下で実施する多施設共同研究におけ
るRPA（Robotic Process Automation）を用
いた研究代表医師業務の効率化の検討 〜日本臨
床腫瘍研究グループ（JCOG）の取り組み〜

○辻 典子 1）、江場 淳子 2）、阿部 純 1）、
中村 健一 2）、早川 真由美 1）、木村 綾 1）、
武田 晃司 3）、福田 治彦 2）

1）NPO法人　がん臨床研究機構　JCOGデータセンタ
ー／運営事務局

2）国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
JCOGデータセンター／運営事務局

3）NPO法人　西日本がん研究機構

【目的】
臨床研究法施行下で実施する臨床研究では、多数の
必要書類の作成や取りまとめに関する事務手続きが
多く問題となっている。特に多施設共同研究におい
て研究代表医師と多数の実施医療機関の間で膨大な
書類の作成とやりとりが発生する新規申請と変更申
請について、RPA（Robotic Process Automation）を
用いた自動処理による業務効率化の可能性を検討し
た。

【方法】
はじめに、新規申請と変更申請に必要な一連の業務
を細かく分解しワークフローを作成した。続いて、優
先的に RPA を導入すべき、業務効率化のインパクト
が大きく汎用性のある業務プロセスを選定するため
に、「業務負担の大きさ」、「RPA が得意とする単純作
業/同じ動作の繰り返し作業」、「RPA 導入の容易さ」
の 3 つの評価軸で優先順位付けを行った。検討の過
程では、汎用性を実現する目的で、9 つの多施設共同
研究グループで構成される JCTN（Japanese Cancer
Trial Network）加盟グループから意見収集を行った。

【結果】
効率化のために RPA を取り入れる業務プロセス候
補として、①ロジカルチェックによる書類間の整合
性確認、②実施医療機関からの複数書類の PDF への
一括変換及び統合、③不足書類の自動抽出と実施医
療機関への督促メール自動配信、④CRB 提出用書類
の新旧対照表の作成、が選定された。

【結論】
臨床研究法下で実施する多施設共同研究において発
生する膨大な事務作業について、RPA を用いた自動
化処理を実装すべき業務プロセスが同定できた。今
後、候補として挙げた業務プロセスについて RPA の
実装を進め、導入事例とその成果も報告する。
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O1-7
東北大学病院臨床試験データセンターでの個
別試験に対するQuality Management
System構築経験の分析

○嶋田 南 1）、高田 宗典 1, 2）、遠藤 千代 1）、
鈴木 貴世 1）、金津 さおり 1）、大塚 佑基 3）、
安部 文江 3）、芦野 可南美 3）、竹原 和宏 4）、
山口 拓洋 1, 2）、下川 宏明 3）

1）東北大学病院　臨床試験データセンター
2）東北大学大学院　医学統計分野
3）東北大学病院　臨床研究推進センター
4）四国がんセンター

【背景】
ICH-E6（ R2） に お い て 、 Quality Management
System(以下、QMS)の概念が追記され、治験・臨床研
究の実施においてその実装が求められている。我々
は、組織として ISO9001 規格認証を取得するととも
に、個々の治験・臨床研究において、文書体系・手順
を包含した QMS 構築を実践してきた。

【目的】
個々の治験・臨床研究においては Quality Management
Plan（以下、QMP）に則り、下位の文書体系の整備・
運用の経験を分析し、効率的かつ具体的な作業手順
を提言する。

【方法】
QMS 構築を対象とした特定臨床研究 1 件（研究期間
1 年）において、関連した職種・人員の集計、文書種
別および各改訂件数、QMS 関連活動の打ち合わせ頻
度等を算出した。文書改訂の目的分類は、4 分類（①
特定臨床研究特有の改訂、②研究に必要な改訂、③
QMS 活動に関連した改訂、④その他）とし、それぞ
れを是正措置と予防措置に分類した。

【結果】
QMS 構築に携わった職種と人員は 10 職種・14 人
であり、QMS 関連活動の打ち合わせは計 4 回・260
分であった。QMS 対象文書の改訂は、37 件行われ、
それぞれの内訳（是正措置/予防措置）は①3/3 件、②
2/2 件、③2/3 件、④4/0 件であった。

【考察】
Trial Master File にも活用できる文書管理方法の標
準化は重要であるが、その整備に時間を要した。ま
た、効果的な QMS 構築には、QMP 作成下のプロト
コルと手順書の事前の作りこみが重要であることが
示唆された。

【結論】
多職種の介入と文書管理方法の標準化を含む体系化
によって、QMS の構築はより効果的かつ効率的に実
施可能である。
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O2-1 100%�Source Data VerificationによるOn-site Monitoringと比較した
Remote Risk-based Monitoringの有用性の検討

                                山田　　修（東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野）

O2-2 Risk Based Monitoring実施に向けたセントラルモニタリング定期報告書
の活用可能性に関する報告

                                竹森　幸子（長崎大学病院　臨床研究センター）

O2-3 異分野融合型シーズの類型化
                                角　栄里子（京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　医療開発戦略部）

O2-4 米国国立がん研究所（National Cancer Institute,�NCI）監査ガイドライ
ンに基づいた監査指摘から考察する、日本におけるNCI主導臨床試験実施
の注意点と品質管理

                                梶本　裕介（神奈川県立産業技術総合研究所　グローバルヘルスリサーチコーディネーティングセンター／東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学）

O2-5 競合リスクが存在するランダム化臨床試験におけるサンプルサイズ設計
                                栗原　　望（京都大学大学院医学研究科　臨床統計家育成コース）

O2-6 医師主導治験に係るデータマネジメント、症例及びデータの取り扱いに関
する解説資料、手順書・計画書雛形の作成

                                小居　秀紀（国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター）

O2-7 PLS回帰による本邦AROのリソースと成果の関連分析
                                戸高　浩司（九州大学病院　ARO次世代医療センター）



O2-1

116 日本臨床試験学会�第11回学術集会総会

100% Source Data Verificationによる
On-site Monitoringと比較したRemote
Risk-based Monitoringの有用性の検討

○山田 修 1）、邱 士韡 1, 2）、高田 宗典 1, 2）、
阿部 倫明 3）、庄子 睦美 3）、京谷 恵里 2）、
遠藤 千代 2）、嶋田 南 2）、田村 祐子 4）、
吉田 真季 4）、山口 拓洋 1, 2）

1）東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野
2）東北大学病院　臨床試験データセンター
3）東北大学病院　総合地域医療教育支援部
4）株式会社ビーグル

【背景】
100% Source Data Verification に よ る On-site
Monitoring は高コストの割に、品質に与える影響は
限定的であった。近年、より効率化のために様々な
Monitoring 手法を組み合わせることが推奨されてい
るが、その効果に関する知見は乏しい。そこで我々
は、医療従事者が原資料の写真をクラウド環境にア
ッ プ ロ ー ド す る こ と で 遠 隔 閲 覧 を 可 能 と す る
Remote Monitoring System（beagle View®）と Risk-
based Monitoring を組み合わせた Remote Risk-based
Monitoring（R2BM）手法を考案し、その効果の検討
を行った。

【方法】
東北大学病院で実施された並行群間比較試験を選定
し、Critical Data、Process 及びそれらに関連する
Risk を特定した。その後、それらを 100%確認できる
ように R2BM Plan を作成し、無作為抽出した 11 例
の被験者に対し後ろ向きに R2BM を実施した。
R2BM 実施後、On-site Monitoring により全ての原資
料を確認し、R2BM の効果を評価した。

【結果】
Data Point 数 5,617 の 内 、 19.7% (n = 1,105)が
Critical Data と特定された。Critical Data の内、
R2BM と On-site Monitoring で確認できた Error の
割合は、共に 7.6% (n = 84)であった。また、On-site
Monitoring で確認された Critical Process Error は
14 件で、その内の 13 件は R2BM でも確認すること
ができた。医療従事者が R2BM の対応に費やした時
間は 1 症例 1Visit 当り 9.9 分であった。R2BM を前
向きに実施したと仮定した場合、41 回分の On-site
Monitoring が削減される結果となった。

【結論】
R2BM は On-site Monitoring と同様に Error の検出
が可能であり、On-site Monitoring 費用削減の可能性
が示されたことから、より効率的な Monitoring 手法
であることが示唆された。

O2-2
Risk Based Monitoring実施に向けたセン
トラルモニタリング定期報告書の活用可能性
に関する報告

○竹森 幸子、金丸 由美子、中尾 瑠美子、
萩森 奈央子、細萱 直希、福島 千鶴、
山本 弘史
長崎大学病院　臨床研究センター

【目的】
2018 年より長崎大学病院を主幹施設とする医師主導
治験が 2 試験開始となり医師主導治験のモニタリン
グ業務部門が設置された。各治験のモニタリング計画
書には「セントラルモニタリング定期報告書（以下、定
期報告書）」の作成を規定し運用を実施している。
2019 年 7 月に ICH-E6 Revision 2 の国内 GCP ガイ
ダンスが改訂され、モニタリング実施に関して「Risk
Based Monitoring（以下、RBM）」についての項目が明
記された。一般的にリソースが乏しい医師主導治験の
モニタリング業務では、RBM の概念に基づいた業務
計画を立てることは重要である。
今回、RBM の遂行に定期報告書が利用できる可能性
を見出したため、実施内容とその効果について考察し
報告する。

【方法】
定期報告書に設定したリスクに関する項目から把握
した情報をモニタリングの手法に活用し、その効果に
ついて考察する。

【結果】 
定期報告書に設定した「EDC 入力遅延、クエリ解決状
況」の確認により、EDC 入力状況の早期把握および入
力依頼を実施することが可能となった（全体で 32
件）。その結果、実施医療機関側の EDC 入力に対する
意識が向上しただけでなく、モニター側で EDC 入力
困難な点を把握することにより他施設へ入力方法を
事前案内することができた。
さらに、定期報告書に設定した「逸脱状況報告」の確
認により、本治験における逸脱リスクが明らかとなり
実施医療機関全体への注意喚起が可能となった。その
結果、他施設での同種の逸脱発生の予防活動を実施す
ることができた。

【結論】
以上の定期報告書による効果は、RBM の遂行に必要
な要素をカバーするものであり、治験のモニタリング
の効率および質の向上に寄与したことが示唆された。
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O2-3
異分野融合型シーズの類型化

○角 栄里子、中村 明生、服部 華代、大菊 鋼
京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　医
療開発戦略部

【背景と目的】
「橋渡し研究戦略的推進プログラム異分野融合型研
究開発推進支援事業」では、医療応用を目指した、数
多くの多様な技術を用いた異分野融合型シーズが収
集される。効率的な運営と支援のため、これらの応募
シーズを類型化することを目的とする。

【方法】
まず薬事上の申請種別にシーズを分類した。その後、
特定の疾患に対するシーズか、より広い応用が可能
な基盤技術かの区別を行った。医薬品では、医薬品、
DDS、造影剤に分類した。医療機器では、診断用機器、
治療用機器、ソフトウェア、スキャフォールドに分類
した。再生医療は、培養臓器、ウイルスベクター、製
造技術・試薬に分類した。

【結果】
医薬品 47％、医療機器 28%、体外診断用医薬品 12%、
再生 9%、そのほかと分類された。1 つの技術が 2 つ
以上のカテゴリで開発される可能性があるシーズが
あったが（体外診断用医薬品とそれに対応する医療
機器など）、これらは最初に開発が進むと想定される
もので判断した。また、基盤技術に関するシーズは
44％を占めた。シーズ A と同様な特定のターゲット
に対する創薬シーズも収集されたが、シーズ A との
相違点は、基盤技術のシーズが含まれていることで
あった。

【考察と結語】
従来の薬事申請上の種別に加え、基盤技術か否かで
区別することにより、支援方針を系統的に準備する
ことが可能となった。基盤技術のシーズは、マッチン
グ先の新たな開拓や、申請種別の検討、競合技術の評
価と差別化のポイント、市場性を含めた開発方針の
立案が課題になると考えられた。

O2-4
米国国立がん研究所（National Cancer
Institute, NCI）監査ガイドラインに基づい
た監査指摘から考察する、日本におけるNCI
主導臨床試験実施の注意点と品質管理

○梶本 裕介 1, 2）、沼上 奈美 1）、林 聖子 1）、
橋爪 智恵 1）、高野 忠夫 3）、藤原 恵一 4）

1）神奈川県立産業技術総合研究所　グローバルヘルス
リサーチコーディネーティングセンター

2）東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学
3）東北大学病院　臨床研究監理センター
4）埼玉医科大学国際医療センター　婦人科腫瘍科

【背景】
米国国立がん研究所（National Cancer Institute, NCI）
主導の臨床試験では、NCI の監査ガイドラインに基
づいた医療機関監査が継続的に実施される。監査項
目は Regulatory document、Patient、Pharmacy であ
り、監査で見つかった不備は Critical、Major、Lesser
の 3 段階、Pharmacy では Non-compliance に分類さ
れる。日本での監査経験から、NCI 主導試験の注意点
を考察した。

【方法】
2015 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日までの監査
レポートから、監査回数、監査症例指摘数の集計およ
び指摘内容のレビューを実施した。

【結果】
監査回数 22 件、監査指摘数 44 件（Critical：0 件、
Major：15 件、Lesser：27 件、Non-compliance：2 件）
であった。Regulatory document について、各種改訂
の IRB 承認遅延、継続審査遅延が指摘された。
Patient では、CRF への入力ミス、原資料の記録不備
が複数回指摘された。また、不適格症例の登録、最新
版ではない同意書の使用が Major の不備と判定され
た。Pharmacy について、使用期限切れ試験薬の投与、
治験薬管理表の記載ミスが Non-compliance と判定
された。

【考察】
NCI 基準では、プロトコル等の各種改訂の通知から
90 日以内の IRB 承認が求められており、90 日を超
えると Major 指摘となる。継続審査は前回承認日か
ら 1 年後の同日以前での IRB 承認が求められてい
る。これらの NCI 基準による指摘が多かったため、
医療機関と NCI 基準を共有すること、および期日以
内での承認に向けた手順の効率化が重要となる。
Patient と Pharmacy の指摘については、原資料の整
備、CRF への転記ミスの削減、治験責任医師および
治験協力者へのトレーニングの充実、タイムリーな
情報共有により品質向上が可能と考えられる。
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競合リスクが存在するランダム化臨床試験に
おけるサンプルサイズ設計

○栗原 望 1）、Guan Jia2）、今井 徹 2）、
大前 勝弘 2）、田中 司朗 2）

1）京都大学大学院医学研究科　臨床統計家育成コース
2）京都大学大学院医学研究科　臨床統計学

生存時間解析において、複数のイベントタイプがあ
る場合、競合リスクという問題が生じる。
競合リスクとは、あるイベントが発生すると別のイ
ベントが観測出来なくなることを指す。
例えばがんの臨床試験において、再発をメインイベ
ントとする場合、死亡してしまうと再発は観測出来
なくなり、死亡は競合イベントとなる。
上記のような競合リスクの問題はよく知られている
が、競合リスクが存在するにも関わらず、それを考慮
しない解析が多く実施されていることが現状であ
る。さらにサンプルサイズ設計では競合リスクは考
慮されないことが多い。
近年になって、競合リスクを考慮したサンプルサイ
ズ設計の公式が提案された（Tai, et al. Statistical
methods in medical research, 2018）。これは、生存時
間データのサンプルサイズの公式（Schoenfeld の公
式）の拡張となっており、メインイベントと競合イベ
ントのハザード比・累積発生割合、および登録期
間・追跡期間などを設定し、サンプルサイズを計算
する。
今回、この Tai らの提案した公式を、漿膜浸潤胃癌症
例を対象とした術後補助化学療法 Factorial Design
によるランダム化比較試験（Tsuburaya, et al. The
Lancet Oncology, 2014）に適用し、その有用性を示
す。

O2-6
医師主導治験に係るデータマネジメント、症
例及びデータの取り扱いに関する解説資料、
手順書・計画書雛形の作成

○小居 秀紀 1）、岩崎 幸司 2）、奥澤 淳司 3）、
菅波 秀規 4, 5, 6）、高田 宗典 5）、髙橋 史朗 7）、
波多野 賢二 1）、林 宏至 8）、宮路 天平 6）、
山口 拓洋 5, 6）、山原 有子 9）、山本 尚子 2）、
吉田 浩輔 10）、山本 学 11）

1）国立精神・神経医療研究センター　トランスレーシ
ョナル・メディカルセンター

2）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部
3）順天堂大学　革新的医療技術開発研究センター
4）興和株式会社　医薬事業部　臨床解析部
5）東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野
6）東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理
学講座

7）岩手医科大学教養教育センター　情報科学科
8）北海道大学病院　臨床研究開発センター
9）がん研究会有明病院　臨床研究開発センター
10）株式会社リニカル
11）日本医師会　治験促進センター

【背景・目的】
医師主導治験のスキームを活用した、アカデミアシー
ズ開発の進展は目覚ましい。今後も、医薬品、医療機
器、再生医療等製品の新規アカデミアシーズ開発はも
ちろん、既存シーズのリポジショニングや製造販売後
の医薬品等の適応拡大など、医師主導治験を実施する
機会は増加すると考える。日本医師会治験促進センタ
ーでは、これまでに、医師主導治験実施に必要となる
標準業務手順書や、臨床試験データの質の確保・向上
を効率的に実現するモニタリング手順書・計画書、
Quality by Design を意識したプロトコル等の雛形を
ウェブサイトに公開し、医師主導治験の進展に大きく
貢献してきた。一方、データマネジメント（DM）、症
例及びデータの取り扱いを対象に検討し、成果物を公
開した実績はない。

【方法】
令和元年度の委託事業として、データマネジャー、医
学統計家、プロジェクトマネジャーを中心に、ワーキ
ンググループを立ち上げた。プロトコルやモニタリン
グと並び、臨床試験データの質管理に重要なプロセス
である、DM、症例及びデータの取り扱いに関する解
説資料、手順書・計画書の検討を進めている。

【結果・考察】
メンバーの業務経験を踏まえ、DM 手順書・計画書雛
形の構成を決定した。また、ICH E9（R1）での議論
を踏まえ、目的に整合した estimand を構成すること
で症例及びデータの取り扱いの基本が定まるため、
estimand に対する理解を深めることの必要性を解説
する。なお、日本医師会治験促進センターから公開さ
れた成果物は、医師主導治験のみならず、研究者主導
臨床研究においても参考資料として活用されてきた。
本成果物は、臨床研究法下で実施する特定臨床研究に
も応用可能と思われる。
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O2-7
PLS回帰による本邦AROのリソースと成果
の関連分析

○戸高 浩司、城 円、岸本 淳司
九州大学病院　ARO次世代医療センター

【目的】
本邦では橋渡し・臨床研究中核病院等に ARO が整
備されて来たが、そのリソース配分、特異分野等には
特徴・偏りがある。また他の特定機能病院等にも特
徴的な ARO が存在する。これらの特性について体系
的分析はされたことがない。AMED ARO 機能評価
事業として ARO のリソースと実用化に至る成果の
関係性を調査・分析した。

【方法】
大学等が自ら基礎技術を実用化するためには知財、
薬事戦略、非臨床試験、医師主導治験計画および実施
支援等の ARO 諸機能が必要である。このうち重要な
項目を細分化して網羅した調査票を作成し、拠点の
みならず ARO を有する全国の主要な病院に対して
調査専業会社を通じて配布・調査した。
得られた機能に係るリソース指標（人員、予算、人材
育成教育等）、成果指標（獲得研究費、特許数、実用
化製品数等）、その他の特性（施設規模等）の多次元
指標に対して PLS（偏最小二乗）回帰を用いて次元
縮約と同時にリソースと成果の関連分析を行った。

【結果】
86 の特定機能病院（15 の橋渡し・臨床研究中核病院
を含む）と日本病院会会員のうち 400 床以上で「臨床
研究センター」等を有する合わせて 374 施設に調査
票を配布した。約 1 ヶ月の調査期間をもって 110 施
設から回答（29%）があった。
リソースと成果に正の相関関係（第一因子）が概観さ
れたがばらつきが大きかった。負荷量、第二因子等を
解析すると臨床リソースに比しその他リソースの割
合が大きい施設が成果も特に大きい傾向が認められ
た。

【結論】
ARO リソースの中で臨床試験関連以外の充実度が
成果に繋がりやすい可能性が示唆された。更に解析
を深めて本横断調査結果から ARO の在り方につい
て議論したい。



ポスター発表
2月14日(金)　13:05〜13:35　演題番号　奇数
2月15日(土)　11:40〜12:10　演題番号　偶数
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治験関連情報の一元管理を可能とする治験管
理システムの開発
〜被験者情報登録システムと治験業務データ
ベースのWEBアプリケーションの開発〜

○平島 学、佐藤 弥生、鈴木 啓介、伊藤 健吾
国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進セン
ター

【目的】
治験には契約・進捗・請求等の様々な情報があり、
それらを正確に管理し、担当者間でタイムリーに共
有する必要がある。市販の治験管理システムも有用
ではあるが、導入・維持にコストがかかり、実務で使
用しない機能も含まれるため、導入に踏み出せない
現状がある。そこで、我々は実務に即した低コストで
汎用性を考慮した治験管理システム開発の一環とし
て Microsoft Access を用いた治験情報のデータベー
ス（以下、DB）と Microsoft Excel 上で動作する
Visual Basic for Applications を用いた被験者情報登
録システムを構築してきたが、更なる汎用性の向上
のため同機能を持つ WEB アプリケーション（以下、
WEB アプリ）を開発した。

【方法】
治験基本情報と被験者情報の DB を構築し、被験者
情 報 登 録 シ ス テ ム の 開 発 言 語 を Hypertext
Preprocessor（PHP）とし、WEB ブラウザ上で操作
するシステムを構築した。WEB アプリのデザインは
Hyper Text Markup Language（HTML）に Cascading
Style Sheets（CSS）を用いて視認性、操作性を向上
させた。

【結果】
システムを WEB アプリ化することで、WEB ブラウ
ザがインストールされているパソコン、タブレット
であれば使用が可能であり、汎用性は飛躍的に向上
した。また、DB 上で被験者来院日の管理が可能とな
り、ブラウザ上で被験者負担軽減費に関する帳票出
力を可能とするシステムとした。

【考察】
本システムの導入によって担当者間のタイムリーな
情報共有が可能となり、請求業務の簡略化・請求漏
れのリスク軽減につながると考えられる。今後、
WEB アプリの機能面の向上に加え、安定性やセキュ
リティ面及び保守性の向上、使用感の改善に向けた
更なる開発を進めていく予定である。

P-02
治験総括報告書で報告が求められる重要な逸
脱の多施設共同調査

○叶 隆 1）、相澤 千恵 2）、内田 多恵子 2）、
三浦 俊英 2）、工藤 麻奈未 3）、亀岡 吉弘 3）、
藤山 信弘 3）、遠藤 朋子 4）、畑中 貞雄 4）、
水沼 周市 4）、大西 かおり 5）、及川 仁 5）、
稲野 彰洋 1）

1）福島県立医科大学附属病院
2）東北大学病院
3）秋田大学医学部附属病院
4）東北医科薬科大学病院
5）岩手医科大学附属病院

【目的】
治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライ
ン（平成 8 年 5 月 1 日薬審第 335 号）では、’重要な
逸脱’（①組入れ基準を満たしていない患者の組入れ/
②中止基準に該当するが中止されなかった/③治療方
法や用量が不適切/④禁止されている併用療法の実
施）の報告を求めているため、これらの逸脱は治験の
結果に影響を与える可能性がある。そこで‘重要な逸
脱’の記録からそのリスク及び対策を検討した。

【対象と方法】
2016 年度から 2018 年度に福島県立医科大学、秋田
大学、東北大学、東北医科薬科大学及び岩手医科大学
の附属病院で受託した企業治験において発生した逸
脱から‘重要な逸脱’を抽出し、その内容を調査した。

【結果】
‘重要な逸脱’の総数は 5 施設併せて 101 件で、内訳
は①で 6 件、②で 4 件、③で 64 件及び④で 27 件であ
った。①及び②は、全て医師又は臨床研究コーディネ
ーター（CRC）の誤りが要因で発生していた。③は、
被験者の誤りが要因で 30 件発生し、うち過量投与が
5 件確認された。④について、被験者の自己判断で使
用した例が 11 件あった。

【結論】
①及び②については、医師及び CRC は、組入れや中
止基準ついて事前に確認方法や役割分担を協議し、特
に CRC は基準が適応される起点日やその期間又は
計算など数値を扱う箇所については重点的に確認す
ること、③については、被験者のキャラクターを見極
めながら説明や確認を繰り返し行うこと、また④につ
いては、新たに薬を服用する前に必ず CRC に連絡す
ることを被験者に徹底してもらうことが必要だと考
える。今回の調査から得られた結果を CRC 等と共有
することで、試験毎に事前に対策を立てることが可能
となり、’重要な逸脱’の回避に繋がると考える。
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P-03
当院における治験の品質向上に向けた取り組
み

○永翁 尚美 1）、岩川 ひとみ 1）、土手 美佐子 1）、
荒木 志乃 1）、廣瀬 千賀子 1）、西村 友美 1）、
麻生嶋 和子 1）、佐藤 栄梨 1）、福石 和久 2）、
髙島 伸也 2）、岩﨑 浩己 3）

1）国立病院機構　九州医療センター　臨床試験支援セン
ター

2）国立病院機構　九州医療センター　薬剤部
3）国立病院機構　九州医療センター　臨床研究センター

【目的・問題点】
監査における指摘事項や治験実施計画書からの逸脱
が確認された場合、事例の発生経緯、具体的な解決
策、再発防止策など将来に向けての対応が重要視さ
れている。それらのアプローチのひとつとして、RCA

（原因分析）CAPA（是正措置、予防措置）の手法が
ある。現在、九州医療センターでは 2017 年から逸脱
時のフローチャートの作成と逸脱報告書式の統一を
行い、逸脱内容の詳細や被験者の安全性確保に対す
る対応を毎週の CRC ミーティングで情報共有して
いる。しかしながら現在の書式では細かく項目の設
定をしておらず原因など明瞭に文章化できていなか
ったため、逸脱の原因を分類別に分析し解決策・改
善策を導きだすことが難しかった。そのため、今回治
験の品質向上に向けた取り組みとして、RCA,CAPA
のアプローチを基に逸脱時のフローチャートとレポ
ートの改定を行ったので報告する。

【方法】
①逸脱原因を物的要因や人的要因別に分析
②逸脱時のフローチャートおよび逸脱レポートの内
容を検討

【結果・考察】
今回、逸脱時のフローチャートおよび逸脱レポート
の改定を行った。また、過去の逸脱レポートを分析す
ることにより逸脱原因の傾向の把握ができた。
改定したフローチャートおよびレポートにより、逸
脱時の原因や予防策を引き続き CRC ミーティング
で情報共有を行い治験の品質保持に努めていく。

P-04
患者申出療養制度の認知度について（第2
報）：臨床試験支援担当者における検討

○桒原 佳宏、川上 愛、上嶋 健治
京都大学医学部附属病院　相談支援センター

【背景】
患者申出療養制度は、2016 年 4 月に施行されたが、
現時点で承認された医療技術はのべ 8 技術であり、
活発に活用されているとは言えない。
我々は臨床試験に携わる研究者を対象に患者申出療
養の認知度等を調査し昨年の本学会で報告した。そ
の後、臨床試験支援担当者を対象に追加の調査を行
ったので、過去の調査内容と合わせて報告する。

【方法】
臨床試験支援部門担当者を対象として患者申出療養
に関する研修を行った際に、同制度に関するアンケ
ート調査を実施した。

【結果】
28 名の参加者からアンケートを回収した。研修前に
は、「制度名も内容も知らなかった」と回答した参加
者は 1 名（4%）のみであり、研究者を対象にした前
回調査での割合（63%）と比較し、臨床試験担当者に
おいては制度に対する認知度は高いことがうかがえ
た。一方で「制度名は知っていたが、内容はよく知ら
なかった」との回答は 15 名（53%）にのぼり、本制
度の内容までの認知はいまだ十分でないことが判明
した。また、本制度については「活用が難しい」とす
る回答が 23 名（82%）みられ、これは研究者の 63%
と比較しても高い割合であり、実際の臨床試験の実
務支援に携わるスタッフは実施が難しいと感じてい
た。

【結語】
患者申出療養の認知度は臨床試験支援部門のスタッ
フにおいては研究者よりも高いが、その内容に関す
る周知はやはり十分でない。また制度の活用を困難
とする割合は非常に高く、制度が十分活用されない
一因になっている可能性がある。
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中枢性神経障害性疼痛患者を対象としたミロ
ガバリン第3相試験における主要なestimand
と解析計画

○菊森 久仁佳、大和田 章一
第一三共株式会社　データサイエンス部�生物統計グル
ープ

2017 年 9 月公開の ICH E9 補遺 Step2 文書では、
試験目的に対して何を推定すべきかを明確にするた
めに estimand の概念が導入された。なかでも、治療
の中止、レスキュー薬の使用など無作為化後に生じ、
治療効果の解釈を複雑にする中間事象の適切な取り
扱いが強調されている。近年、estimand への関心は高
まっているが、臨床試験における具体的な事例報告
はまだ少ない。そこで、当社において estimand の概
念を実装した臨床試験の事例を示すこととした。

ミロガバリンについては、現在、中枢性神経障害性
疼痛（CNeP）患者を対象に日本を含むアジア第 3 相
試験が実施されている。CNeP のような慢性疾患で
は、長期にわたる有効性が求められるため、有害事象
などで投与を中止した患者は治療失敗とみなされる
べきである。そこで、当該試験では、投与中止を中間
事象とし、中止後は治験薬の投与なしに試験を継続
したと仮定し、ミロガバリン群の治療効果をプラセ
ボ群と比較することを計画した。

本発表では、CNeP の第 3 相試験で設定した
estimand、試験目的と整合した中間事象の取り扱い、
主要な欠測値の補完方法として適用したシフトパラ
メータ値を伴う pattern mixture model（missing not
at random の仮定）を用いた多重代入法について詳細
を報告する。さらに、感度分析、プロトコールへの記
載方法についても報告する。

P-06
ミロガバリン第3相試験における感度分析と補足的解析
の結果
－糖尿病性末梢神経障害性疼痛患者および帯状疱疹後神
経痛患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験－

○大和田 章一、菊森 久仁佳
第一三共株式会社　データサイエンス部�生物統計グル
ープ

慢性疼痛を有する患者を対象とした臨床試験では
試験中の投与中止割合が高いことが多く、中止後の
疼痛スコア（欠測値）の取り扱い方によって試験結果
が大きく異なることがある。そのため、感度分析や補
足的解析により結果の頑健性を確認することが重要
とされている（ICH-E9、ICH-E9 補遺 Step2）。

ミロガバリンは、糖尿病性末梢神経障害性疼痛
（J303 試験）及び帯状疱疹後神経痛（J304 試験）患者
を対象とした日本を含むアジア第 3 相試験の結果に
基づき、末梢性神経障害性疼痛の適応として日本で
承認された。当該試験では、投与中止後に疼痛が悪化
することを仮定した上で中止後の疼痛スコア（欠測
値）を補完し、投与 14 週時点の平均疼痛スコアの変
化量をミロガバリン各用量群とプラセボ群間で比較
した（各群の中止割合は 7.5%〜16.3%）。主要な補完
方法は、中止理由ごとに異なるシフトパラメータ値

（悪 化 の 度 合 い ）を 伴 う pattern mixture model
（missing not at random を仮定）を適用した多重代入
法とした。両試験ともに、ミロガバリン 15-mg1 日 2
回投与群では、プラセボに対して統計学的に有意な
差が認められた。

本発表では、J303 及び J304 試験で計画、実施した
感度分析（シフトパラメータ値の変更）及び補足的解
析（missing at random を仮定した方法、プラセボ多重
代入法、単一代入法など）について紹介し、主解析と
一貫した結果が得られ、頑健性が確認できたことを
報告する。
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P-07
医薬品開発における「承認取得品目データベ
ース」及び「国際共同治験を含む臨床データ
パッケージの詳細調査」の利活用

○中村 太樹、滝沢 雅之、三宅 裕司、
高島 式子、黒川 敬介、外山 恵三、
佐藤 貴之、高杉 和弘、近藤 充弘
日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会
継続課題対応チーム 10

【目的】
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会
は、臨床データパッケージの最適化による医薬品開
発期間の短縮を目指し、国内の承認取得品目データ
ベースと、日本を含む国際共同治験（以下、MRCT）
を実施した承認取得品目の臨床データパッケージの
調査結果を成果物として公表している。今回、これら
成果物の利用方法を提示したい。

【方法】
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（以下、
PMDA）が公開している審査報告書及び申請資料概
要（以下、CTD）を基に 2 つの成果物を定期的に作成
している。
1. 承認取得品目に関する情報を簡便に検索できるデ
ータベース（以下、承認品目 DB）
2. MRCT を含む臨床データパッケージの概要及び
PMDA の見解等を調査した年次報告書（以下、国際
共同 DP）

【結果・考察】
承認品目 DB は四半期ごとに更新し、1999 年 9 月か
ら 2019 年 10 月までの 20 年間に新規及び一変承認
された延べ 1820 品目の情報を集積した。承認品目
DB は汎用性の高い Microsoft Excel で作成すること
により、全承認品目間のソートや検索が簡便にでき
る仕様とし、審査報告書及び CTD へのリンクによ
り、詳細情報も容易にアクセス可能となっている。
国際共同 DP はこれまでに日本を含む MRCT を用
いて承認を取得した 132 品目（2018 年 6 月時点）の
調査を行った。臨床データパッケージの構成を図示
し、MRCT における PMDA と申請者との審査上の
特徴的なやりとりをまとめ、審査のポイントや
PMDA の見解を容易に把握できるようにしている。
これら成果物を効能・効果別の検索や臨床データパ
ッケージ構成、審査のポイントの確認として利活用
することにより、医薬品の開発戦略立案や試験計画
作成等をより効率的に進められると考える。

P-08
多重共線性を考慮した統計解析手法の食行動
データへの応用

○渡邊 広子 1）、廣瀬 将行 1）、遠山 岳詩 1）、
船越 公太 1）、横溝 久 2）、園田 紀之 2）、
岸本 淳司 1）、戸高 浩司 1）、馬場 英司 1）

1）九州大学病院　ARO次世代医療センター
2）九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科

我々は、日本人 2 型糖尿病患者を対象としダパグリ
フロジン（SGLT2 阻害薬）が投与された際の体重減
少時の体組成と食行動に及ぼす影響を検討する 2 年
間の臨床試験の探索的解析を行っている。ダパグリ
フロジンは腎臓に作用し、インスリン非依存性に血
糖降下作用を発現することから、インスリンの直接
作用に起因する副作用が発現し難いことに加えて、
グルコースを尿中に排泄することから体重減少が期
待されている。一方で、食事内容が体重や血糖に影響
することはよく知られているため、患者のベースラ
インの食行動によって SGLT2 阻害薬の効果（体脂
肪量減少や HbA1c 減少など）の程度が異なるのでは
ないかという仮説を立てた。
本研究の食行動データは、説明変数の数が症例数よ

り多く、かつ、説明変数間に高い相関があるという特
徴がある。そこで、主成分回帰（PCR：Principal
Components Regression）と目的変数を体脂肪量変化
量や HbA1c 変化量とした PLS 回帰（PLS：Partial
Least Squares Regression）の 2 つの手法を用いてそ
れぞれに抽出された主成分を食事パターンとしてま
とめ、食事パターンと効果との関連性を説明する回
帰モデルによりどのような食行動が効果に影響を及
ぼしているかを検討した。さらに両方の手法の比較
を行い、得られた結果の差異について考察を行った。
本発表において、その結果を報告する。
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社内のQuality Management System実装
ガイダンスに基づき実施した臨床試験の品質
結果と、今後の展望について

○長尾 典明、三井 寛法、山田 修、福野 智之、
見谷 駿治、内藤 佐保、磯野 仁一、
久恒 麻里衣、波多野 智咲、長嶋 愛、
國枝 哲明
日本たばこ産業株式会社　医薬事業部　臨床開発部

【背景・目的】
ICH-E6（ R2） に て QMS（ Quality Management
System）の概念が明確に記載されたことを受け、社内
においては 2017 年に QMS 実装ガイダンスの Final
Draft 版を、2019 年に第 1 版を発行した。今般、Final
Draft 版に基づき実施した臨床試験が完了したため、
実装した品質マネジメント体制及び治験の品質に与
えた影響について報告する。また、QMS の主軸とし
て取り組んだ RBM（Risk Based Monitoring）を実行
するにあたり見えてきた課題等を報告する。

【方法】
社内の QMS が治験の品質に与えた影響を評価する
にあたり、同一プロダクトにおける QMS 実装試験

（社内の QMS 実装ガイダンス Final Draft 版に基づ
き実施した臨床試験）及び QMS 非実装試験（従来の
品質管理手法にて実施した臨床試験）を対象とした。
QMS が治験の品質に与えた影響の評価には、「治験
の質（逸脱発生率等）」「スケジュール」「コスト」に
対する計画と実績の乖離を指標とし、QMS 実装試験
と QMS 非実装試験の結果を比較検討した。また、品
質マネジメント計画書・報告書等の QMS 関連文書
の取り扱いや、QMS の一環として取り組んでいる
RBM について複数のプロジェクトにおける事例、課
題点を報告する。

【結果・考察】
QMS 実装試験において、いずれの評価指標において
も、計画からの乖離が少ないもしくは計画を上回る
ポジティブな結果が認められたことから、QMS 実装
により効果的・効率的な臨床試験が実現できること
が示唆された。

P-10
公開データベースを利用した研究者主導国際
共同研究に関する調査

○屋宜 葉月、久保田 有香、大上 美穂、
住吉 尚子、中村 哲也
群馬大学医学部附属病院　臨床試験部

【目的】
臨床研究の国際化が課題とされるなか、国内の研究
者がどのように国際共同研究に関与しているかの調
査は少ない。公開データベース（jRCT、UMIN、
JMACCT）に登録されている研究から、国際的枠組み
で実施されている研究の実態を明らかにすることを
試みた。

【対象と方法】
次の手順で検索を進めた。①国立保健医療科学院の
臨床研究情報ポータルサイトにおいて、「国際共同」、

「アジア」をキーワードとして検索し、 ②試験名に
「国際共同」または「アジア(Asia)」が含まれている研
究のうち、企業治験を除く研究の試験名をクリック、
③「jRCT（または UMIN、JMACCT）で詳細を確認
する」のリンクから、各公開データベースへ移動し、
④各公開データベースの情報を参照し、⑤研究タイ
トル、対象疾患、研究代表者と試験問い合わせ窓口担
当者の氏名および所属、研究期間、jRCT、UMIN、
JMACCT 番号をリスト化した。
研究代表者および試験問い合わせ窓口担当者は、名
字のみの掲載が 20 件ほどあったため、所属に関する
情報を元に各医療機関、大学等のスタッフ紹介ペー
ジを検索し、該当する者の氏名を確定した。

【結果】
課題名に「国際共同」または「アジア」を含む研究は、
48 件であった。研究者の地域性について考察するた
め、研究代表者もしくは問い合わせ窓口担当者が関
東甲信越の大学に所属している研究について数えた
ところ、48 件中 4 件だった。

【結論】
増加する企業の国際共同治験に比べ、研究者主導国
際共同研究の件数は少ないことが明らかとなった。
今回の調査で上がった国際共同研究を実施している
研究者について、その経験や意識を調査し、臨床研究
の国際展開を進める上で必要な課題をさらに明らか
にしたい。
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P-11
コンパクトAROデータセンターにおけるパ
ッケージ型特定臨床研究支援の提供

○鍬塚 八千代 1）、木下 文恵 1）、林 直子 1）、
川影 美千代 1）、西村 千穂 1）、上島 裕子 1）、
森井 智一 1）、渡会 康子 1）、杉浦 富美子 1）、
中村 祥子 1）、小林 由美子 1）、中村 真由美 1）、
片山 朱美 1）、西脇 聡史 2）、安藤 雄一 3）、
安藤 昌彦 1）

1）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　デー
タセンター

2）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　先端
医療・臨床研究支援センター

3）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部

名古屋大学医学部附属病院では臨床研究中核病院と
して特定臨床研究実施を活性化させるために、2017
年 4 月より研究者主導型臨床試験に対して「先端医
療開発経費（要件③）」支援を行っている。その中で
データセンターは症例登録割付、EDC 構築および統
計解析支援を担当し、22 試験を支援してきたが、経
費に応募する研究者より、特定臨床研究を実施する
にあたり「どうしてよいか分からない」といった漠然
とした相談依頼がデータセンターに寄せられ、研究
デザイン相談をはじめとするトータルな支援のニー
ズに直面することとなった。当院のコンパクトなデ
ータセンターサイズから、医師主導治験やアカデミ
ア主導型臨床研究の支援と並行して全特定臨床研究
に対する全面的な支援実施は困難である。データセ
ンター業務の負担にならない形を模索し、昨年度よ
りパッケージ型の試験準備支援を開始したため報告
する。
支援にあたっては、研究デザイン相談、認定臨床研究
委員会申請書類作成助言、認定臨床研究審査委員会
指摘対応、支援スタートアップ、モニタリングプラン
作成助言、疾病等報告対応のオリエンテーション、
jRCT 登録確認を打ち合わせ形式およびメール上で
行った。試験事務局を担当する若手研究者等の中に
は、書類作成に困難を感じ、複数ステップで試験の準
備が滞る事例が散見される。書類作成の実作業はデ
ータセンタースタッフが担当せず、データセンター
の過負荷を避ける形で支援を実施したが、データセ
ンタースタッフの簡単なオリエンテーション、リマ
インドおよび介入により試験の準備速度を促進する
ことが期待される。

P-12
特定臨床研究の品質向上に向けた支援体制の
構築

○遠藤 佑輔、戸田 なぎ子、島田 美樹、武中 篤
鳥取大学医学部附属病院　新規医療研究推進センター

【目的】
臨床研究法では、研究責任医師は十分な科学的知見、
医療に関する経験と知識を有し、省令及び研究計画
書に基づき臨床研究を行い、当該臨床研究の最終の
責任を負うこととなった。しかしながら、すべての研
究者が十分な知識やスキルを有している訳ではな
い。また、当センターには個々の特定臨床研究に対し
て個別に支援を行うリソースが整備されていない。
そこで少ないリソースで効率的に品質向上できる支
援体制を検討した。

【対象と方法】
特定臨床研究の研究計画立案から研究期間を通して
最低限の品質を担保するため、以下の包括的支援体
制を構築した。
①研究コンセプト検討会議
②臨床研究審査委員会前事前レビュー
③スタートアップ会議（研究者、事務局、モニタリン
グ担当者など）
④トライアルマスターファイルの提供
⑤定期報告書（年 1 回）と自己点検報告書（年 2 回）
の確認

【結果】
これまでに倫理指針からの移行措置の 8 件を含む
11 件の支援を開始した。研究計画立案時から Quality
by Design の概念を導入し、品質確保に努めている。
スタートアップ会議では研究責任医師主導で関係者
への研究内容、安全性情報管理、モニタリング手順等
の説明並びに臨床研究法の周知を行っている。保管
すべき必須文書は、トライアルマスターファイルを
提供し、管理を行っている。また、定期報告、自己点
検では年計 3 回、研究の進捗状況報告書の提出を義
務化し、臨床研究審査委員会事務局が逸脱、モニタリ
ングの実施状況等を確認し、必要に応じて改善指示
を出している。

【結論】
今後は、本支援体制の課題を抽出し、より効率的に特
定臨床研究の品質を担保できる体制を構築する必要
がある。
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COI管理システム構築プロジェクトの活動
第一報

○柿木 優佳 1）、田尻 涼 1）、松尾 明彦 2）、
島ノ江 千里 1）、川口 淳 1, 3）、木村 晋也 1, 4）

1）佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）佐賀大学医学部総務課
3）佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター
4）佐賀大学医学部医学科　内科学講座

【背景・目的】
医学系研究に係る利益相反(以下、COI)の適切な管理
は、被検者保護や研究の公平性保持の観点から重要
視されている。今回、研究者らによる適切な COI 自己
申告及び開示の補助を目的とした COI 管理システム
構築プロジェクトを当院で立ち上げたため、活動内
容について報告する。

【方法】
臨床研究法の COI 記載様式と佐賀大学臨床研究利益
相反審査委員会の COI 自己申告書を確認し、日本専
門医機構が定める基本領域学会での発表や論文投稿
等の際に申告及び開示が求められる COI の項目に一
致する内容かを調査した。さらに、学内で関連する情
報提供が可能な部署を確認し、各部署が有するデー
タの統合可能性について探索した。

【結果】
臨床研究の審査時に申告が必要な COI の内容と、基
本領域学会での発表や論文投稿等の際に申告及び開
示が求められる COI の項目は、その大部分が一致し
ていた。これらのうち、学内の部署が有するデータを
利用して把握可能なものは、研究課題や所属部局に
係るものでは研究費、寄附金、寄附講座の受入であ
り、研究者個人に係るものでは寄附金、寄附講座への
所属、日当の一部、講演料の一部、知的所有権・知的
財産権・特許の一部であった。

【考察】
研究及び研究者個人に係る COI 関連項目の内容を、
学内データのみから抽出するには限界がある。した
がって、適切な COI 管理には、自己申告や開示が求め
られる COI 項目の研究者自身による把握が重要であ
り、COI 教育による啓蒙が必要と考えられる。一方、
学内で把握可能な情報については、COI 申告開示漏
れや金額等の齟齬を防ぐ意味では、個人情報に留意
した閲覧システムの構築に意義はあると思われる。

P-14
特定臨床研究における「疾病等に該当しない
重篤な有害事象」への対応について

○新開 淑子 1）、島ノ江 千里 1）、柿木 優佳 1）、
眞子 しのぶ 1）、中村 雅和 1）、家永 知里 1）、
末永 沙由里 1）、内川 悠加 1）、森園 久美 1）、
鈴鹿 綾子 1）、松尾 利枝 1）、細矢 和久 1）、
川口 淳 1, 2）、木村 晋也 1, 3）

1）佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター
3）佐賀大学医学部医学科　内科学講座

【背景・目的】
臨床研究法において、「重篤な有害事象（SAE）報告」
に関する問題が指摘されている。従来の「人を対象と
する医学系研究に関する倫理指針」（医学系指針）で
は研究との因果関係を問わず、全ての SAE について
報告が必要であったが、臨床研究法では、研究に起因
すると疑われる有害事象（疾病等）のみが認定臨床研
究審査委員会(CRB)等への報告対象となっている。リ
スクの高い未承認の医薬品等に関する研究で SAE
が発生しても、「関連なし」と判断された場合 CRB 等
への報告が必須ではない問題について、医療安全の
観点から検討と対策を行ったので報告する。

【方法】
他施設 CRB や研究機関における動向を踏まえ、当院
における対応を検討し、必要に応じて臨床研究実施
手順書の改訂および研究責任医師へ改正内容の周知
を図ることとした。

【結果】
当院では、医療安全の観点から従来の医学系指針と
同様に、「研究責任医師は、研究との因果関係を問わ
ず、全ての SAE を当院管理者と CRB へ報告する」
とした。臨床研究実施手順書を改訂し、当院 CRB の
承諾を得た。この方針を周知徹底するため、全職員に
対してメール及び文書にて改正内容を連絡した。さ
らに、未承認薬を対象とした研究や研究数の多い研
究責任医師に対しては、個々の研究計画に基づき個
別に説明し、今後の対応について周知を行った。

【考察】
臨床研究法制定により、研究責任医師等の負担は増
えている。従って、今回見直した特定臨床研究におけ
る SAE 報告について、当院での医療安全管理上の意
義を研究責任医師と共有する過程が重要であると考
える。今後も関係者間で情報共有を行い、よりよい運
用を探りながら当院の研究推進を図っていきたい。
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P-15
CRBを持たない医療機関における臨床研究
法に従った特定臨床研究の実施に係る院内手
続き等の整備と今後の課題

○西脇 真実子、梅田 真弓、濱田 かなえ、
塩足 亜紀、田所 由香、上杉 修一、蓮沼 智子
北里大学北里研究所　病院研究部

【背景・目的】
当院の基本方針は「臨床」、「教育」、「研究」、「危機管
理」であり、以前から基礎研究・臨床研究が推進され
てきた。臨床研究倫理指針が 2014 年 12 月に告示さ
れた際は、研究倫理委員会事務局を中心に速やかに
各種手順書類制定や事務局機能が整備され、その後
の倫理指針改正にも適時対応している。しかしなが
ら 2018 年 4 月に施行された臨床研究法への対応に
ついては当院に認定臨床研究審査委員会（CRB）がな
いこともあり医療機関長への申請／報告の手続きの
手順やその業務を担う体制等の整備が遅れた。当法
人における特定臨床研究に関する規程が 2018 年 10
月に制定されたことから、研究部内の治験・研究事
務局が中心となり、院内での手続き等の手順を新た
に整備したので報告する。

【方法】
特定臨床研究の医療機関の長への申請、報告に関す
る手順を定め、必要な様式を定める。研究者等への周
知方法を検討する。

【結果・考察】
特定臨床研究の実施に際して CRB 申請後から研究
終了までの間で、医療機関の長に申請／報告すべき
事項の手続きについて必要な院内様式を作成し、こ
れらの手順について定めた文書も作成した。また、院
内の研究者への周知方法として職員ホームページに
タブを作り、そこから各種様式をダウンロードして
メールで申請できるようにした。
必要な様式を定め、申請窓口を特定したことにより、
医療機関の長に申請／報告すべき事項の手続きが進
むようにはなったが、申請／報告の事務上の決裁手
続きが必要となり、承認までに時間を要している。ま
た、定めた様式についても事務手続き上の理由から
記載事項を増やす必要が生じた例もあり、当部署の
労力も増える結果となった。

P-16
臨床試験の環境変化に適応する医療機関の
“理想の姿”
〜治験依頼者が考える自律的な医療機関に必
要な16の要点と継続的な改善活動〜

○藤岡 慶壮、細川 明代、新井 創、亀倉 聡一郎、
坪井 公司、佐藤 貴之、高杉 和弘、近藤 充弘
日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会
2017年度タスクフォース 4

日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部
会では、現在の治験の問題点や治験を含む臨床試験
を取り巻く環境の変化を鑑み、医療機関が臨床試験
を自律的に実施していくための“理想の姿”と、そこ
に近づくために必要な対応を検討した。
臨床試験を自律的に実施する“理想の姿”の医療機関
となるためには、様々な面から検討する必要がある
と考えた。そこで、医療機関が実際に取り組んでいる
活動事例を「役割、人材配置、教育、体制、風土、成
果」という 6 つの視点から、GCP 教育、ALCOA の
実践、適切なリソース配分などの、自律的な医療機関
に必要な 16 の要点として整理した。また、“理想の
姿”に近づくには医療機関が自ら継続的に改善活動
を行っていくことも必要と考え、その支援ツールを
作成した。
本提案は治験の経験を基に検討したものであるが、
治験に限らず全ての臨床試験を 16 の要点を意識し
て実施し、継続的に改善していくことで、医療機関は

“理想の姿”に近づき、環境変化に適応して被験者の
保護と試験結果の信頼性を確保することに繋がって
いくと考える。また、医療機関が効果的・効率的に臨
床試験を実施することも可能となり、結果として、よ
り良い新薬や新規医療を 1 日も早く患者に届けるこ
とに繋がることを期待する。
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九州大学病院での特定臨床研究における疾病
等報告の実態と運用の課題

○戸高 浩司 1）、木村 真紀 1）、武冨 律子 1）、
城 円 1）、原 春香 2）、原田 公子 2）、
河原 直人 1）、馬場 英司 1）

1）九州大学病院　ARO次世代医療センター
2）九州大学病院　病院事務部　研究支援課　倫理審査係

【目的】
2018 年 4 月に臨床研究法が施行され、特定臨床研究
における疾病等報告が義務付けられた。今回九州大
学病院(以下、当院)での報告義務のある疾病等報告及
びそれ以外の報告(因果関係のない重篤な有害事象
{以下、SAE}と報告不要の疾病等報告)について、実態
を調査し、運用上の課題を検討したので報告する。

【方法】
調査期間は 2019 年 4 月から 9 月までで、当院 CRB
事務局に報告された疾病等報告及びそれ以外の報告
の件数と報告内容について調査し、因果関係の有
無・報告義務に従って分類した。

【結果】
調査期間中、当院で実施している特定臨床研究は未
承認・適応外 96 試験、適応内 61 試験、うち当院
CRB で審査をしている研究はそれぞれ 10 試験、13
試験であった。疾病等報告件数は 55 件、SAE 及び報
告不要の疾病等報告は 20 件であった。

当院の規定では、報告義務のある疾病等報告以外
に、SAE と報告不要の疾病等報告（未承認・適応外
の特定臨床研究におけるその他重篤既知）も CRB へ
の報告をすることとしているが、そのなかには因果
関係の疑われるものや死亡の転帰をたどった報告な
ど、重要な報告が含まれていた。

【結論】
疾病等報告の現状を調査してみると、SAE と報告不
要の疾病等報告に重要な報告が含まれていることが
確認できた。従って、当院の規定で実施している報告
は臨床試験に参加している他の被験者の安全性確保
および副作用情報の収集の観点からも必要なものと
考えられる。今後も疾病等報告のみならずそれ以外
の報告について、法に規定されないながら何らかの
統一運用が必要と考えられる。

P-18
医師主導臨床研究のCRCによる研究支援の
現状

○乙部 恵美子 1）、伊藤 翠 1）、市川 泰代 1）、
内田 章子 1）、末木 香澄 1）、田中 広子 1）、
鈴木 千恵子 1）、永田 絵子 1）、
小田切 圭一 1）、梅村 和夫 1, 2）

1）浜松医科大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）浜松医科大学　薬理学講座

【目的】
浜松医科大学(以下、本学)医学部附属病院臨床研究セ
ンター臨床研究部では、医師主導臨床研究の支援を
行っている。主に特定臨床研究を法に則り実施する
ため、現在 5 名の CRC と 1 名の CRC 補助者の支援
体制を構築した。現状を明らかにし、今後の検討事項
を報告する。

【方法】
2018 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 31 日まで CRC
が関与した、本学代表の特定臨床研究 10 件、他施設
代表の特定臨床研究 60 件、倫理指針対応の研究 7
件、モニター業務を行った研究 2 件、計 79 件の医師
主導臨床研究に対して行った業務を収集した。

【結果】
特定臨床研究では、適格性の確認、スケジュール管
理、有害事象・検査項目の確認、QOL 調査、EDC 入
力、書類作成の支援、モニタリングを行っていた。書
類作成の支援として、本学代表の研究では疾病等の
報告案の作成、変更申請・定期報告資料案の作成を、
他施設代表の研究では、本学の臨床研究審査委員会
へ変更申請・疾病等の報告などを行っていた。倫理
指針対応の研究では、モニタリング、ブラッシュアッ
プなどを行っていた。

【考察】
研究対象者保護と研究の質を確保するために、治験
とは異なる支援方法で、研究のリスクを勘案しなが
ら、適格性の確認、同意書の記載・保管確認、有害事
象の確認を行っていた。直接研究対象者に対応をし
た業務は QOL 調査のみで、研究対象者への対応より
も事務的な業務が中心であった。

CRC 業務の成果として、本学代表の研究で海外雑
誌の論文の共著者 1 件、他施設代表の研究で海外の
学会発表の共著者 1 件になることができた。

今後益々増加する医師主導の臨床研究支援に対し
て、CRC のスキルアップを目指し、効率的に支援で
きる体制を構築する必要があると考えられる。
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P-19
市中病院における臨床研究支援センターの取
り組み　〜臨床研究支援状況と今後の課題〜

○井上 武 1）、佐久間 幸枝 1）、鈴木 聡子 1）、
山本 友香 1）、小林 三枝子 1）、高橋 春生 1）、
サッキャ･ サンディープ 2）、塩尻 俊明 2）、
渡邉 三郎 1）

1）総合病院国保旭中央病院　臨床研究支援センター
2）総合病院国保旭中央病院　臨床教育センター

当院臨床研究支援センターでは、2013 年 4 月のセン
ター開設時より「院内臨床研究の促進と適正実施」に
主眼を置いて支援を行ってきたところである。支援
開始に伴い新規臨床研究の申請件数は年々増加傾向
であったが、2016 年度にプラトーに達して以降は、
年間 100 件前後で推移している。
これまでの支援業務は、臨床研究事務局業務、倫理審
査委員会事務局業務、CRC･DM 支援等に分類される
わけだが、特徴的な取り組みとして、当院初期研修プ
ログラムの特徴でもある初期研修医(2 年次)による
院内卒業研究への支援が挙げられる。当院は市民病
院であるとともに地域基幹病院でもあるため、24 時
間応需の救急医療や各種拠点病院としての医療の提
供が求められるわけだが、その一方で「教育研修病院
として医療従事者の育成を図る」ことも当院の大き
な役割の 1 つであり、当センターでは教育研修の観
点からも自主臨床研究支援に取り組んできたところ
である。
センター開設当初からの取り組みにより「臨床研究
の促進と適正実施」が院内に定着してきたことより、
今後は研究の質向上につながる支援を行うことが重
要だと思われる。人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針の施行（2015 年 4 月）、同改正（2017 年
2 月）、臨床研究法の施行（2018 年 4 月）など、臨床
研究の適正実施に求められる事項が目まぐるしく変
化する中での当センターのこれまでの取り組みと、
今後の課題について報告する。

P-20
先進医療B試験の臨床研究法移行への取り組
み

○宮腰 崇、林 宏至、佐藤 典宏
北海道大学病院　臨床研究開発センター

【背景・目的】
2018 年 4 月に臨床研究法（以下、法）が施行され、法
の対象となる試験は、2019 年 3 月までに法へ移行が
必要だった。我々が支援している先進医療 B 試験に
ついて、①期限内に法および先進医療通知（以下、通
知）に従って手続きを完了すること、②法移行前後の
対応の相違について検討した。

【方法】
①法・通知を理解するため、倫理指針と比較した。そ
の上で、作成・改訂する資料を特定した。スケジュー
ル化し、法・通知に対応したプロトコル等の資料を
作成した。
②法移行前後の対応について、比較検討した。

【結果、考察】
①期限内に法・通知に対応した資料を作成し、法移
行を完了できた。この要因として、法・通知に対応し
た資料作成が適切に作成できたこと、スケジュール
等を見える化し、関係者から遅滞なく資料が入手で
きたことが挙げられる。
②法移行で実施計画の届出や、利益相反管理等手続
きが煩雑になった反面、CRB の中央審査により審査
の質の担保や効率化に繋がった。また、通知改正によ
り安全性報告や総括報告書等、臨床研究法と重複す
る通知の手続きが簡略化され効率的になった。特に、
通知の安全性報告は、因果関係問わず未知の重篤な
有害事象（以下、SAE）が対象であったが、法で規定
されている報告を行うことで、別途報告が不要とな
った。法では因果関係のない SAE は安全性報告の対
象外であるが、今回検討したプロトコルでは、研究代
表者が SAE の因果関係の妥当性を確認するプロセ
スを追加した。法移行後の 2019 年 2 月の〜9 月まで
の SAE 発生件数は 5 件で、全て因果関係がない
SAE だった。先進医療 B 試験を実施するにあたり、
安全性情報の収集方法の妥当性については検討が必
要と考える。
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当院における特定臨床研究のサポート体制に
ついて

○筧 康正、山崎 純子、井上 吉美、落合 彩奈、
鈴木 れな、久米 学、永井 洋士
神戸大学医学部附属病院

臨床研究法が施行され、適切な臨床研究の実施体制
が求められる一方で、支援組織の人材は不足してい
る。そのため、神戸大学医学部附属病院臨床研究推進
センターでは、臨床研究法における特定臨床研究の
実施状況の確認ならびに実施体制の整備を目的とし
て、特定臨床研究サポートチーム（以後、法サポート
チームという）を 2019 年 5 月に設置した。法サポー
トチームはスタディーマネジャーや CRC を各研究
に配置するのではなく、特定臨床研究の実施状況を
横断的に管理することとした。
支援対象は、当院単独または代表の特定臨床研究 30
試験とした。活動内容として、①他科での処方変更や
入院があった際に、タイムリーに研究担当医師に連
絡される体制を整えるため、特定臨床研究安全管理
担当者と協力し、電子カルテ閲覧時に「研究対象者ア
ラート」が表示されるよう変更し、臨床研究アイコン
から「研究担当医の連絡先」等が確認できるようにし
た。研究対象者の電子カルテ登録は「脱落・中止・終
了」など症例の進捗状況により変更する必要がある
ため、各臨床研究のプロトコルに応じて、定期的に研
究担当医師に進捗状況を確認している。②試験の進
捗管理について、研究担当医師が同意を取得した際、
同意書（控え）を法サポートチームに速やかに提出す
る手順とし、同意関連の実施状況を確認することと
した。症例登録のある 24 試験中、版管理や記載漏れ
などの不適合が 4 試験(24 例)に認められた。そのた
め、同意説明文書の版管理について、診療録センター
と協力し、一元管理する体制を整えた。
マンパワーが限られている中で適切な臨床研究の実
施体制を築くために今後も法サポートチームの運用
等を検討していきたい。

P-22
特定臨床研究におけるCOI管理支援の紙ベ
ース運用とEDC運用の労力比較

○中島 真理子、永井 かおり、西岡 絵美子、
三和 郁子、佐藤 則子、生越 良枝、竹内 一美、
米島 麻三子、岡野 美江、長崎 智代香、
渡邉 莉紗、今井 優子、高村 圭、早瀬 環、
山田 紫布、縣 久美子、宇津野 美登里、
森下 明野、堀部 敬三、永井 宏和、齋藤 明子
国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

【背景・目的】 
臨床研究法において求められる利益相反（COI）はそ
の管理コストの高騰化が問題となっており、参加医
療機関側だけでなく研究代表者はじめ中央支援側の
負担も大きい。2018 年、当院にて試験に用いている
EDC の施設・ユーザー管理機能を拡張した COI 管
理システムを構築し、日本臨床試験学会第 10 回学術
集会総会にて報告した。
本システムは、当 EDC を使用した臨床試験において
のみ利用できるため、紙症例報告書(CRF)を用いた臨
床試験においては手作業での COI 管理が必要とな
る。EDC 搭載の COI 管理機能を使用した場合と手
作業管理による場合とで作業時間を比較することを
本研究の目的とした。

【方法】
紙 CRF を用いた臨床試験と EDC を用いた臨床試
験 14 試験を対象とし、2019 年 10 月 1 日から 11 月
15 日までの期間に要した業務時間を記録した。業務
開始時刻、業務終了時刻、業務分類[単一選択：COI
関連作業_紙運用、COI 関連作業_EDC 運用、COI 関
連問合せ対応_紙運用、COI 関連問合せ対応_EDC 運
用]を評価項目とした。紙及び EDC 使用別に、作業時
間を業務分類別に比較した。

【結果】
COI 関連作業時間は、紙 CRF による 1 試験について
16 時間 39 分、EDC による 13 試験について 8 時間 5
分（試験あたり約 37 分）であった。COI 関連の問合
せ対応時間は紙 CRF による試験では 1 試験に対し
8 時間 5 分、EDC による試験運用では 13 試験に対
し 16 時間 58 分（試験あたり約 1 時間 20 分）であっ
た。

【結論】
COI 管理機能を搭載した EDC の利用により、COI
関連の業務負担の増大が大幅に抑えられていること
が確認された。
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P-23
同意書ID付QRコードを利用したWebによ
る問診票データ収集

○高原 志津子 1）、黒川 哲司 2）、
丹羽 みどり 2）、今井 康人 1）

1）金沢大学附属病院　先端医療開発センター
2）福井大学医学部　産科婦人科学

【背景】
子宮頸がんは性交渉により感染する HPV が原因と
考えられており、問診には性交渉経験に関する内容
が欠かせない。しかし、若い女性に対するこのような
センシティブな内容の問診は、被験者にとっては回
答しにくく、安心して回答できる環境を整えないと
十分な回答が得られないと考えられた。

【対象と方法】
対象は被験者本人である。方法は以下に示す。(1)Web
での問診票データ収集画面を作成した。(2)同意説明
文書ならびに同意書にそれぞれ異なる ID 番号を印
刷し、その ID を被験者登録番号とした。(3)その ID
を含めた QR コードを差し込み印刷し、スマートフ
ォン等から QR コードを読み取れば自動的に Web
問診票画面に遷移し、ID が表示されるように設定し
た。

【結果】
QR コードを読み取るだけで被験者が自宅等でも簡
単に問診票に回答でき、ID の誤りを防ぐことができ
た。

【結論】
特にセンシティブな内容の問診は、被験者がダイレ
クトに回答できる環境を提供することにより回答し
やすいと考えられたが、ID の入力ミスや空欄等が懸
念され、せっかくの問診データが活用できないこと
が危惧された。差し込み印刷の QR コードを利用す
ることにより確実に正しい ID 入力が可能となり、よ
り回答しやすく確実な問診ができると考えられた。

P-24
多施設共同研究における認定臨床研究審査委
員会への医薬品疾病等報告支援体制の構築

○永井 かおり、齋藤 俊樹、山本 松雄、
西岡 絵美子、三和 郁子、佐藤 則子、
生越 良枝、竹内 一美、米島 麻三子、
岡野 美江、長崎 智代香、渡邉 莉紗、
今井 優子、高村 圭、早瀬 環、中島 真理子、
山田 紫布、縣 久美子、宇津野 美登里、
森下 明野、堀部 敬三、永井 宏和、齋藤 明子
国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

【背景・目的】
臨床研究法における疾病等報告（平成 29 年法律 16
号。第 13 条、施行規則第 54 条）を多施設共同研究に
おいて実施する場合、研究代表医師は、研究責任医師
より提出された重篤有害事象(SAE)報告内容を、定め
られた期間内に実施医療機関の管理者に報告した上
で、 認定臨床研究審査委員会や PMDA に報告する
必要がある。疾病等報告の正確で迅速な報告を支援
できる体制を構築することを本研究の目的とした。

【方法】
安全性情報迅速報告システム（日本臨床試験学会第
5 回学術集会総会にて報告）が搭載された EDC
(Ptosh)を用い、CDISC 標準データ形式の入出力に対
応するため、AE 及び CO ドメインを用いて SAE 報
告書を構築し、これと症例報告書及び EDC に登録さ
れた試験情報から、「医薬品疾病等報告書（統一書式
8）」を出力する機能を追加実装した。出力情報の網羅
性から本仕様の妥当性を確認した。

【結果】
AE 及び CO ドメインを用いた SAE 報告書を小児
及び成人の血液腫瘍性疾患の特定臨床研究 16 試験
に構築した。入力値から「医薬品疾病等報告書」の事
前印字・自動出力が可能となったのは、全体の
67.5%（SAE 報告書より導出：17.5％、症例報告書よ
り導出：15％、EDC 登録試験情報より導出及び統一
書式 8 への必要情報 35％）であった。事前印字不可
の情報（32.5%）は SAE 報告書のテキスト入力値を
添付することで代用出来た。

【考察・結論】
安全性情報迅速報告システム搭載 EDC において、標
準化されたデータ形式で構築したデータを、定めら
れた書式に合うような出力形式とする仕様追加によ
り、効率よく複数試験の疾病等報告管理を支援でき
ることがわかった。
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問合わせの内容分析とIT化による省力化の
効果

○西岡 絵美子、永井 かおり、三和 郁子、
佐藤 則子、生越 良枝、竹内 一美、
岡野 美江、長崎 智代香、渡邉 莉紗、
今井 優子、高村 圭、早瀬 環、中島 真理子、
山田 紫布、縣 久美子、宇津野 美登里、
森下 明野、濱野 康司、近藤 修平、
齋藤 俊樹、堀部 敬三、永井 宏和、
齋藤 明子
国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

【背景・目的】
臨床研究法において求められる利益相反（COI）管理
は、システム化が進行した欧米でも、管理コストの高
騰化が問題となっている。臨床研究数の減衰や、試験
規模の縮小化を避けることを目的に、当院では試験
に用いている EDC の施設・ユーザー管理機能を拡
張した COI 管理システムを構築し、日本臨床試験学
会第 10 回学術集会総会にて報告した。COI 管理シス
テム導入に際しては、説明や問合わせ対応時間も増
えるが、問合わせ数やその内容分析に基づく細かな
機能追加により、更なる省力化の効果が得られるか
確認することを本研究の目的とした。

【方法】
当院で取得している ISO9001/27001（品質・情報セ
キュリティマネジメントシステム）認証において定
めている手順に基づき、品質改善目的で実施してい
る問合わせ集計を用い、COI 関連の問合わせを抽出
した。月別の問合わせ件数と、COI 管理追加時期とを
比較し、問合わせ件数の推移を測定・分析した。

【結果】
COI 管理機能追加時期以前に COI 入力依頼を行っ
た組織団体では始めの 4 か月間は問合わせ件数がほ
ぼ一定であったのに対し、問合わせが多かった問題
点について機能を追加した後に COI 入力依頼を行
った組織団体では依頼後 2 か月目には約半数まで減
少した。

【結論】
問合わせ内容分析に基づく機能追加により、問合わ
せ件数減少の効果を得ることができたことから、参
加施設側の負担を軽減させ、利用しやすいシステム
に貢献した可能性がある。

P-26
抗がん剤審査における有効性判断基準の現状

○平井 岳大 1, 2）、根本 明日香 1）、松浦 正明 1）

1）帝京大学大学院　公衆衛生学研究科
2）第一三共 RDノバーレ株式会社　臨床開発部

米国では 1992 年に Accelerated Approval が制度化
され、サロゲートエンドポイントを用いた開発医薬
品の審査、承認が進み、承認された医薬品は市販後臨
床試験等で有効性が検証されるようになった。抗が
ん剤の開発では、安全性に重大な懸念がなければ、サ
ロゲートエンドポイントを用いることによって、有
効性判断までの期間が短縮され、新薬を早期に患者
へ届けることが期待できる。製薬企業側にも治験期
間の短縮と費用の削減というメリットがある。抗が
ん剤では有効性の主要評価項目として OS が用いら
れるが、2011 年から 2017 年までの間に米国で承認
された新規抗がん剤の適応症 69 種類のうち 76%

（54/71）で主要評価項目としてサロゲートエンドポ
イントが用いられていた（Zettler, 2019）。日本でも
2017 年に医薬品条件付早期承認制度に関する通知
が出され、改正薬機法で制度化の審議が進んでおり、
今後は米国と同様にサロゲートエンドポイントを用
いた開発医薬品の審査が増えてくるものと想定す
る。
令和元年以降に日本で新医薬品として承認された抗
悪性腫瘍薬の新規承認品目 5 薬剤の審査報告書によ
ると、ベネトクラクス（慢性リンパ性白血病）とアテ
ゾリズマブ（乳癌）は主要評価項目としてサロゲート
エンドポイントである PFS を用いて有効性が判断
され、エヌトレクチニブ（NTRK 融合遺伝子陽性の固
形癌）はサロゲートエンドポイントである奏功率を
用いて有効性が判断され、日本での製造販売承認が
得られていた。がん領域でのサロゲートエンドポイ
ントの日本の審査での位置づけについて、審査報告
書を対象として分析、考察した結果を発表する。
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P-27
医師が主体となって実施する臨床試験に対す
る製薬企業のあり方

○近藤 正樹、樽野 弘之、岩下 美喜雄、
本橋 知子
第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ企画部

今から 10 年前、いわゆる「臨床試験」と呼ばれてい
たものは、「企業治験」か「それ以外」か、だけであ
り、医師主導治験の実施は極めて少数であった。しか
しその後、臨床研究に関する一連の不祥事をきっか
けに臨床研究法が施行されてからは、その様子が
徐々に変化してきた。現在でも以前と同様に医薬品
の開発を目的とした企業治験は実施されているが、
いわゆる「それ以外」といわれていた臨床試験が臨床
研究法に則った試験として実施されているだけでな
く、医師主導治験も研究者にとっての選択肢として
挙がるようになってきた。これには様々な理由が考
えられるが、臨床研究法下における手続きの煩雑さ、
混合診療による費用増大、またそれだけの手間をか
けても結局は添付文書への反映材料とはならない、
なども理由の一部として挙げられている。
現在、多くの製薬企業では研究者主導臨床研究の対
応窓口としてメディカルアフェアーズ（MA）を設置
しメディカルサイエンスリエゾン（MSL）と呼ばれる
担当者が施設の研究者との First Contact を担って
いる。大部分の企業では MA は承認取得後の適用範
囲内での臨床試験への対応を主としてきたが、上述
の状況の中、臨床研究法に加え、医師主導治験への対
応も求められる時代となってきた。

P-28
日本臨床試験学会臨床研究法小委員会活動報
告

○樽野 弘之
第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東
京理科大学薬学部

日本臨床試験学会では、毎年ワーキンググループま
たはタスクフォースを設置し、「人を対象とする医学
系研究等に関する倫理指針」、「臨床研究法」、「研究者
主導臨床研究等」について検討し、「臨床研究推進ガ
イドライン」、「企業等が資金提供する研究者主導臨
床研究における留意点」、「臨床研究に関する課題」を
作成・普及し貢献してきた。その後 2017 年から
2018 年にかけて臨床研究法対応検討委員会を設置
し、臨床研究法施行規則（案）に関してパブコメ作成、
臨床研究法手引き作成、必須文書一覧作成及びアン
ケートを実施してきた。
また、2019 年 4 月より臨床研究法小委員会（臨床研
究法の影響・意義検討委員会、特定臨床研究の運用
に関する委員会及び企業委員会）を立ち上げ、特定臨
床研究の課題について検討してきた。
本委員会の目的は、臨床研究法の施行によって介入
研究が減少している現在の状況を少しずつ改善し、
質の高い臨床研究を増やすために、当局への要望・
提案及び医師への啓蒙資料を作成することである。

【対象と方法】
本委員会は主として以下の活動を実施している。
1．臨床研究法への各種提案資料の作成
2．アンケート実施（統合版の影響）
3．新しい手引き作成（終了、定期報告版）、従来の手
引きの改訂
4．企業発案型共同研究の検討と正しい普及
5．必須文書関連の資料作成
6．jRCT、利益相反管理基準及び透明性ガイドライン
対応
7．人を対象とする医学系研究に関する倫理指針改訂
対応

【結果】
成果について報告したい。
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倫理的な視点から製造販売後調査における受
託体制を考える

○伊東 孝子、王 册、本郷 文教、中村 文隆
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　教育研究センター

【背景】
製造販売後調査(以下、調査)は、GPSP 省令(以下、
GPSP)に基づいて実施される非介入の観察研究であ
る。GPSP には研究倫理に関する規定はなく、受託時
は同意取得や審査を行う判断に迷う部分があるのが
現状である。

【目的】
当院で契約した調査において倫理的な視点から実施
要綱を再度確認した。観察研究の規範となる「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針(以下、指針)」
に基づいて考察し、今後の受託体制を検討した。

【方法】
2015 年から 2019 年 10 月に契約した 103 調査の実
施要綱から患者への説明と同意、審査に関する項目
および侵襲・介入の有無を抽出した。

【結果】
患者への説明と同意に関する記載は 21 調査あった。
うち、説明と同意を実施する判断は医療機関の規定
に委ねるが 7 調査、文書同意を必須とするが 5 調査
あった。日常診療内のデータ収集のみとなる非介入
の調査は 67 調査、同意取得や日常診療内では行わな
いアンケートの実施などの対応を求める介入ありの
調査は 36 調査あった。

【考察】
調査対象となる患者への配慮からも調査の説明と同
意、または調査に関する情報を公開し拒否する機会を
設ける必要があると考えられた。大半は非介入の調査
であったが、介入を要する調査もあることから、受託
時は十分な内容確認が必要であり、指針を十分に理解
した者による審査体制が望ましいと考えられた。

【結語】
調査の同意取得や審査に関する規定がない現状で
は、指針に基づいて対応することが望ましいと考え
るが、指針では「法令の規定により実施される研究」
に該当し、指針の適応外となっている。患者の人権を
尊重し調査を行うためにも GPSP の改訂を期待し
たい。

P-30
京都大学医学部附属病院　治験・臨床研究等
相談窓口へ問い合わせ後の患者の動向追跡調
査

○川上 愛、桒原 佳宏、上嶋 健治
京都大学医学部附属病院　相談支援センター

【背景・目的】
京都大学医学部附属病院 相談支援センター（当セン
ター）では、保険診療範囲内の治療で改善が見込めな
いような状態の患者やその家族等といった相談者か
ら問い合わせを受け、治験や臨床研究等に関する情
報を提供している。しかし、相談者は匿名のケースが
多いことや、相談者の連絡先等の個人情報を患者へ
の情報提供以外の目的に活用することには倫理的な
問題が伴うことから、当センターから情報提供した
治験・臨床研究に患者が実際に参加したかどうかに
ついて確認することは困難である。そこで今回、倫理
委員会の承認を得て、情報提供を行った治験・臨床
研究等に参加したかどうか等の追跡調査を臨床研究
とし実施することとしたため報告する。

【方法】
当センターへの問い合わせ案件のうち、参加可能な
可能性のある治験・臨床研究に関する新規の情報提
供し、同意取得のできた患者を追跡調査の対象とし
た。情報提供後 1 ヶ月時点および必要に応じて情報
提供後 3 ヶ月時点で相談者に連絡を取り、患者の治
験・臨床研究の参加の有無について調査することと
し、目標登録数は 40 例とした。

【結果】
本研究は 2019 年 9 月より開始し、現時点で治験・臨
床研究に関する新規の情報提供したものは 6 件で、
そのうち研究への協力の同意を得られたものは 2 件
であった。

【考察】
一般の患者にとって、治験・臨床研究の情報を収集
することは容易ではなく、個々の患者の知識量や環
境によって治験等への参加の可能性は大きく異な
る。今回の研究により当センターが行っている情報
提供業務がどの程度患者の治療方針決定に実際に寄
与しているかを示すことで、治験・臨床研究相談窓
口の意義や課題が明らかになると考える。
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P-31
チャリティーライブによる、小児・AYAが
ん及び臨床試験の啓発活動の有用性 
〜Remember Girl’s Power参加前後の寄付
行動とテストステロン値の変化〜

○可知 健太 1, 2）、濱崎 晋輔 1, 2）、柳澤 昭浩 1, 3）、
鳥井 大吾 1）、麻美 ゆま 4）、松澤 由美 4）、
エルフ リーデ 4）、わー すた 4）、
夢みる アドレセンス 4）、
SUPER☆ GiRLS4）、PI LE4）、矢方 美紀 4）、
木山 裕策 4）、フィンク ジュリアス 5）、
陸 彦 5）、堀江 重郎 5）、山口 拓洋 6）

1）がん情報サイト「オンコロ」
2）3Hクリニカルトライアル株式会社
3）メディカル・モバイル・コミュニケーションズ合同会社
4）Remember Girl’s Power2019 出演アーティスト
5）順天堂大学大学院医学研究科　泌尿器外科学
6）東北大学大学院　医学系研究科・医学部　医学統計学分野

【背景】
第 3 期がん対策推進基本計画において「小児・AYA
世代がんの一般啓発」は分野別施策の 1 つとなる一
方、2012 年に作成された臨床研究・治験活性化 5 カ
年計画において「国民・患者への普及啓発」が組み込
まれたが、我が国におけるこれらの啓発は欧米と比
し、発展途上といえる。我々は 2016 年よりチャリテ
ィーライブ「Remember Girl’s Power」を毎年開催し、
啓発/寄付活動に努めてきた。昨年度も同学会にて活
動の有用性を発表したが、今年度は、テストステロン
値が高いと社会活動に積極的になるという先行研究
の結果などを踏まえ、ライブ参加前後の寄付行動と
テストステロンの変化について検討することとし
た。

【方法・結果】
ライブ参加者に対して参加前後にアンケート及びテ
ストステロン測定を実施した。ライブには約 450 名
の来場があり、ライブ参加前後両方のアンケート回
答者は 129 名、テストステロン測定者は 116 名であ
った。がん患者は 7%、チャリティーライブ初参加者
が 56%であった。参加後の満足度は 94%、寄付や募金
をすることに気持ちの変動を感じた方は 87%、参加
前に寄付や募金をしようと思っていた人は 52%であ
ったが、参加後に行った人は 89%であった。ライブ参
加後のテストステロン値は参加前に比して平均
18.7pg/ml 下がっていたが、ライブ参加前に寄付や募
金をすることに積極的でない人ほどライブ参加後の
テストステロン値が上昇していた（Spearman の相関
係数 0.24）。

【結論】
前年度の結果が再現され、エンターテイメントを活
用した継続的な啓発活動が有用な可能性が示唆され
た。テストステロン値の変化と寄付行動との関連性
の検討にはさらなるデータが必要と考えられた。

P-32
再生医療等製品治験における院内体制整備及
び治験の実際

○永翁 尚美 1）、土手 美佐子 1）、荒木 志乃 1）、
廣瀬 千賀子 1）、西村 友美 1）、
岩川 ひとみ 1）、麻生嶋 和子 1）、
佐藤 栄梨 1）、福石 和久 2）、髙島 伸也 2）、
岩﨑 浩己 3）

1）国立病院機構　九州医療センター　臨床試験支援セ
ンター

2）国立病院機構　九州医療センター　薬剤部
3）国立病院機構　九州医療センター　臨床研究センター

【はじめに】
再生医療等製品 GCP の施行により、国内における再
生医療等製品の治験環境が整備され、2018 年に初め
て当院においても再生医療等製品治験を受託した。
今回、その経験から、当院における再生医療等製品治
験実施に対する院内体制整備と治験の実際について
報告する。

【結果】
治験受託前は、再生医療等製品 GCP に則り、SOP、
統一書式、契約書、ICF の内容を見直した。
治験実施中は、クリティカルパスを活用することで、
治験製品の調剤時間を考慮した手順および盲検、非
盲検の役割を明確化することができ、治験を円滑に
実施できた。
また、CRC を対象としたアンケートでは、再生医療
等製品治験に関する知識、経験不足から漠然とした
不安を抱いていることがうかがえた。そのため、定期
的な勉強会、エントリーシュミレーションを実施し
ている。

【考察】
医薬品治験と比べ再生医療等製品治験の実施は、い
つか対応が必要となるものの、大きく異なる点は少
ない。そのため、医薬品治験の経験がある実施医療機
関、CRC であれば、その実施は特段問題はないと思
われる。
また、クリティカルパスの活用、勉強会、エントリー
シュミレーションしたことは、再生医療等製品治験
への知識、経験不足から生じる CRC の不安を軽減
し、円滑な治験実施に効果的であったと考える。
当院では再生医療等製品の治験環境が整い、今後も
36 診療科全ての科において、再生医療等製品治験の
実施を推進していきたい。
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再生医療等製品治験における実施体制の構築
から実施まで

○平瀬 佳苗 1）、田尻 睦子 1）、松村 なるみ 1）、
山本 晴子 1）、猪原 匡史 2）

1）国立循環器病研究センター　臨床研究推進センター
臨床研究管理部

2）国立循環器病研究センター　脳神経内科

【目的】
近年、再生医療等製品の開発は急速に進んでおり、国
立循環器病研究センターでも 2019 年に初めての再
生医療等製品治験を実施することとなった。新しい
分野の治験に対する院内関係各部署が戸惑いを示す
中、実施体制の整備を行い、治験の実施につなげるこ
とができたので準備から実施までの過程を振り返り
報告する。

【方法】
急性期循環器疾患に対して幹細胞（他家細胞）を投与
する治験において、以下の対応を行った。1）標準業
務手順書改訂やポイント表作成などを行い、文書関
連の受け入れ態勢を整えた。2）治験製品の管理、調
製、投与などの各業務について、院内各部署の調整を
行い役割の明確化と手順の構築を行った。3）治験実
施後に発生した問題点について、関連部署とともに
随時対策を検討するようにした。

【結果考察】
治験受諾時点では、初めての業務を担当することに
ついて戸惑う部署もあったが、複数回の打合せを通
して少しずつ受け入れ態勢を整えることができた。
新しい分野の治験に取り組むためには、知識や経験
だけでなく、院内のさまざまな固定観念を取り払う
意識改革が重要であったと考える。特に治験製品の
保管管理から調製作業において、未経験の分野の製
剤に対する不安や疑問も多くみられたが、説明会を
繰り返すことにより、手順の確立と技術の習得を図
ることができた。治験実施後も、時間の経過ととも
に、環境の変化により想定外の問題も発生したが、そ
のつど手順の見直しを図り、その上で決定した手順
や役割分担をフローや書式に反映させた。それによ
り同意から投与までの一連の流れが明確になり、急
性期の短い時間内でも適切で安全な治験の実施につ
ながったと考える。

P-34
再生医療法施行規則の改正に伴う問題点と当
院の対応

○樽井 弥穂、岡本 千明、山本 奈緒美、
江副 幸子、名井 陽
大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

【背景】
臨床研究法が 2018 年 4 月に施行され、1 年後の
2019 年 4 月に、臨床研究法との整合性を図るため、
再生医療等の安全性の確保等に関する法律（再生医
療法）施行規則の一部を改正する省令が施行された。
本改正に伴う変更手続きを行う中で明らかになった
問題点を報告する。

【結果】
1.省令等の変更に伴う問題点
1) 不適合(省令 20 条)：軽微逸脱も速やかに報告とな
った。
2) jRCT 公表(省令 8 条)：知財等に係る項目が公表
となった。
3) 多施設共同研究の代表者(省令 8 条関係)：臨床研
究は研究代表者、再生医療法は代表管理者である。
4) 説明文書への管理者等の氏名記載(省令 13 条関
係)：実施体制が追記となり、説明文書の変更は再同
意にも関るため、大学病院は特に管理と更新に苦慮
する。
5) 総括報告書(法 8 条)：認定委員会での審査が求め
られた。
2.様式の変更に伴う問題点
1) 利益相反(省令 8 条) 
2) 様式 1.2.3.
3) 定期報告
本法は、管理者(病院長)が責任者であることで、臨床
研究法(研究者が責任者)と違いがあるため、同じ対応
を求められることで仕組みが複雑となり、実態と合
わない点があった。
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P-35
九州大学AROの創薬開発を促進させる新た
なオープンイノベーション戦略
ーバーチャルファインディングによる創薬共
同研究公募事業ー

○杉山 大介 1, 2）、大脇 敏之 1, 2）、
武内 真奈美 1）、川島 敏男 1）、井上 修孝 1）、
重藤 潤 2）、馬場 英司 2）

1）九州大学　先端融合医療創成センター　ARO橋渡研
究推進部門

2）九州大学病院　ARO次世代医療センター

九州大学 ARO（九大 ARO）では、製薬関連会社と
連携して、企業との創薬共同研究を目的とした新た
な研究グラントの公募事業を立ち上げた。本事業で
は、各参画企業が提供可能な共同研究予算額を提示
し、その総額をバーチャルな資金として研究予算と
することがユニークな特徴である。九大 ARO はこの
資金額を取り纏めて、九大 ARO の持つアカデミアネ
ットワーク（WAT-NeW）を通じて幅広くアカデミア
研究者に公募をかける。その後、九大 ARO は研究者
から応募された研究提案をシーズ情報として開示可
能な資料へ加工の後、参画企業に提供する。参画企業
はそれらを書面、対面方式により審査の後、最終的に
共同研究の成約に至るスキームである。このマッチ
ングは共同研究に至って初めて実際の研究予算が動
く、つまり共同研究に至らない場合は、その予算を他
の事業にも転用できることから、開発投資側にとっ
てはそのリスクを低減できる。

オープンイノベーションの一環としてのこの新し
い試みは、有望なシーズの掘り起し、産学共同研究数
の増加、そしてアカデミア研究者の臨床開発マイン
ドの涵養にこれまでにはない効果を発揮するものと
期待している。

P-36
広島大学トランスレーショナルリサーチセン
ターの開設と活動

○繁本 憲文 1）、杉山 大介 1, 2）、峰 裕一 1）、
木阪 智彦 1）、黒崎 達也 1）、松浦 康之 1）、
迫 浩史 1）、高橋 仁 1）、市川 哲也 1）、
田中 久美子 1）、天ヶ瀬 晴信 1）、
木原 康樹 3）、栗栖 薫 1）

1）広島大学　トランスレーショナルリサーチセンター
2）九州大学病院　ARO次世代医療センター
3）広島大学　医療系トランスレーショナルリサーチ推
進機構

広島大学では，2018 年 4 月に「トランスレーショ
ナルリサーチセンター」を立ち上げ、プロジェクト推
進部門、知的財産・調査 IR 部門、バイオデザイン部
門を開設した。シーズの探索、育成、知的財産管理、
研究クラスターの形成、デザイン思考に基づく研究
者教育に取り組んでいる。バイオデザイン部門にお
ける人材教育は、中国・四国・九州地域では初めて
となる実践的な人財育成プログラムであり、医療現
場において積極的なニーズ収集を行うとともに、海
外展開を視野に入れた活動を行うことを特色として
いる。治験や臨床研究を進める総合医療研究推進セ
ンター、産学官連携を進める社会・産学連携センタ
ーがすでに設置されており、これらの他部門や関連
機関と協力し、広島大学の研究成果が広く社会で生
かせるような役割を果たすとともに、中四国地方の
中核的センターとなるべく活動を継続している。現
在、専任教員を 1 名九州大学 ARO に派遣することで
拠点機関との連携強化を図っている。開設から約 1
年半現在の具体的な取り組みと成果について報告す
る。
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ランダム化比較試験における割付管理のため
の方法に関する発案

○藤野 善久 1）、丹澤 和雅 2）、村松 圭司 3）、
大谷 誠 4）、久保 達彦 5）

1）産業医科大学　産業生態科学研究所　環境疫学研究室
2）イーピーエス株式会社
3）産業医科大学医学部　公衆衛生学教室
4）産業医科大学　産業保健データサイエンスセンター
5）広島大学大学院医系科学研究科　公衆衛生学研究室

【目的】
比較的小規模な臨床研究で実施される RCT におい
ては、予算上の都合から、封筒法・番号付き容器法が
多く採用されている。これらの方法は、検証可能性が
なく適切なプラクティスが担保されない。そこで小
規模な臨床研究において実施可能な RCT の割付を
管理する新しい方法として割付管理帳票(特許)を考
案した。考案した方法の利点と限界について考察を
行う。

【対象と方法】
割付票は、割付の結果を表示する表示部が、署名シー
ルで覆われた状態にて構成される。割付の結果を隠
すように覆っている署名シールは、一度剥がしたシ
ール上に署名を行う行為を防ぐため、剥がすと容易
に破損される性質を有する。割付管理帳票は、これら
の割付票が複数枚綴られた冊子媒体として構成され
る。

【結果】
不適切なプラクティスの例として、割付のやり直し、
割付順番の予測、恣意的な順番飛ばしなどが考えら
れる。これらの不適切なプラクティスが行われた場
合、割付管理票においては、未署名のシール剥がし、
ページ破損、ページ飛ばしといった形で痕跡が残る
ことが確認された。

【結論】
無作為化割付のプロセスが適切に実施されるための
必要な手続きには､①ランダム化の順番の作成､②割
付の隠蔵､③割付の実施がある｡割付管理帳票による
管理は､臨床現場で主流である封筒法・番号付き容
器法と比べて､割付の隠蔵の違反が発生した場合に､
痕跡が残るような仕組みを採用していることで検証
可能性があり､抑止力として違反の発生を防止する
ことが可能と考えられた｡

P-38
特定臨床研究において一定の品質を担保する
ためのモニタリング体制の構築

○田中 誠也 1）、鈴木 啓介 1）、川影 美千代 2）、
馬田 美和 1）、柏田 舞波 1）、本田 愛 1）、
前田 真弓 1, 3）、佐藤 弥生 1）、伊藤 健吾 1）、
鷲見 幸彦 4）

1）国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進セ
ンター

2）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部
3）株式会社マイクロン　施設支援事業部
4）国立長寿医療研究センター

【目的】
研究の信頼性を確保するために、臨床研究倫理指針
では侵襲を伴う介入研究に対して、臨床研究法では
特定臨床研究に対して、モニタリングの実施が義務
づけられ、限られたリソースで実施可能なモニタリ
ング体制を整備することは喫緊の課題である。

【対象と方法】
本発表では、医師主導臨床研究（多施設共同二重盲検
比較試験、特定臨床研究に該当）において構築を進め
ている一定の品質を担保しうる実用的なモニタリン
グ体制について報告する。

【結果】
実際のモニタリング業務は、可能な限り各施設で指
名したローカルモニター（LM）が行う。しかし、モ
ニタリング経験の乏しいモニターが含まれており、
施設毎の品質を均てん化するため、モニタリング業
務を補助するツールを作成すると共に各施設の実状
に合わせてセントラルモニター（CM）が各施設を支
援した。CM の具体的な支援内容としては、各種倫理
審査の手続きなど臨床研究の実施に必要な書類のオ
フサイトでの確認、作成したツールを用いた Web 会
議や施設訪問によるモニタリング作業の内容説明、
LM を指名できない施設におけるオンサイトモニタ
リングの実施、LM に対する On-the-job Training 等
があげられる。

【結論】
オンサイトモニタリングとオフサイトモニタリン
グ、LM と CM を各施設の実状に合わせて組み合わ
せることで、限られたリソースでも品質の担保が可
能になると考える。現在、モニタリングの構築対象と
している医師主導臨床研究の臨床研究法移行に伴
い、モニタリング体制および業務補助ツールも法規
制に合わせて整備を進めている。今後はモニタリン
グの進捗状況や各施設からの意見を参考に本体制の
改善を図りたい。
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P-39
医師主導臨床試験における症例報告書有害事
象データ収集期間について

○堀川 尚嗣、船坂 龍善、杉本 修治
金沢大学附属病院　先端医療開発センター　モニタリ
ング・監査部門

【目的】
医師主導臨床試験を実施する上で安全性情報は重要
なデータ収集項目であるが､症例報告書に記録すべ
き期間はあまり議論されていない｡そこで､医学系メ
ジャー雑誌に掲載された論文における有害事象

（AE）および重篤な有害事象（SAE）の収集期間につ
いて調査を行った｡

【対象と方法】
2017 年に NEJM､Lancet 及び JAMA に掲載された
医薬品評価臨床試験論文の中で詳細な試験計画書が
添付された 118 報を対象に､試験薬投与前及び投与
終了後の AE と SAE の症例報告書データ収集期間
を解析した｡また､これらの収集期間に関する医師主
導臨床試験の計画書（AP）と企業主導臨床試験の計
画書（IP）間の傾向の違いについて検討した｡

【結果】
解析対象となった試験計画書は､AP が 45 本､IP が
73 本であった｡AE に関し､AP では 24.4%が､IP で
は 49.3%が試験薬投与開始前より収集を開始してい
た｡また､AP では 22.2％が､IP では 38.4%が同意取
得以降全ての AE を収集していた｡AP の 20.0%は
AE 収集開始時期が特定できなかった｡SAE に関し､
AP では 31.1%が､IP では 86.3%が試験薬投与開始前
より収集を開始していた｡また､AP では 28.9%が､IP
では 60.9%が同意取得以降全ての SAE を収集して
いた｡試験薬投与終了後の AE 及び SAE の収集期間
は AP と IP 共に 1 ヵ月程収集する場合が一番多か
った一方､IP と比較して AP では投与終了時で収集
を終了する例が多かった｡

【結論】
AP と IP では AE 収集開始時期に関して異なる傾向
が認められ､また AP の改善点の一つとして AE 収
集期間の特定が考えられた｡

P-40
佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センター
における研究品質管理への取り組み
〜さくっと学ぼうモニタリングセミナー〜

○森園 久美 1）、鈴鹿 綾子 1）、新開 淑子 1）、
島ノ江 千里 1）、川口 淳 1, 2）、木村 晋也 1, 3）

1）佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター
3）佐賀大学医学部医学科　内科学講座

【背景】
「臨床研究法」施行に伴い、特定臨床研究の研究責任医
師は「モニタリングに関する手順書」を作成し、モニタ
リング責任者による計画のもと「適切な教育を受けた
モニター」にモニタリングを実施させることが義務付
けられている。その為、臨床研究センターモニタリング
部では医師等に向け、効率的な臨床研究の品質管理を
可能とする定期的なセミナーを開始した。

【目的】
本セミナーにより、臨床研究に関与する医師等がモニ
タリングの意義と具体的なモニタリング手法を理解
し、効率的なモニタリングを自身の研究チームで実施
する。さらに、各研究チームが適切にモニタリングを実
施することで、当院全体での研究の品質管理を高める。

【方法】
佐賀大学医学部附属病院および医学部所属医師に向
け、セミナー開催の案内を連絡した。さらに臨床研究を
実施中の関連スタッフや特定臨床研究の研究責任医師
に対しては、個別にセミナーの案内を行った。研究責任
医師や分担医師等が自らモニタリングできるように、
モニタリングチェックリスト（雛形）の資料を作成し、
具体的なモニタリング方法の説明を行った。

【結果】
今年度のセミナーでは、モニターの要件や文書の保管
方法等、実際にモニタリングを実施することを想定し
た具体的な質問や意見が出た。

【考察】
モニタリングチェックリスト（雛形）を使用することで
具体的なモニタリングをイメージしやすく、短時間で
モニタリングを学ぶことができると考える。さらに、研
究責任者等にモニタリングの必要性を意識づける事が
できた。今後、相互モニタリングの現状を把握し、当院
全体での品質管理体制の整備を検討する必要がある。
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組織としての臨床研究品質マネジメントシス
テムの整備と課題

○玉浦 明美 1, 5）、小居 秀紀 1, 2）、
飯塚 維千子 1, 2）、小牧 宏文 3, 4）

1）国立精神・神経医療研究センター病院　臨床研究推
進部　研究管理・調整室

2）国立精神・神経医療研究センター　トランスレーシ
ョナル・メディカルセンター　情報管理・解析部

3）国立精神・神経医療研究センター　トランスレーシ
ョナル・メディカルセンター

4）国立精神・神経医療研究センター病院　臨床研究推
進部

5）国立精神・神経医療研究センター　トランスレーシ
ョナル・メディカルセンター　臨床研究支援部

【背景・目的】
当センター病院は、臨床研究法施行規則で定められ
ている実施医療機関の管理者（以下、「管理者」）の責
務とされる臨床研究の適正に実施することを目的と
して、病院臨床研究マネジメント委員会（以下、「委
員会」）を設置し、組織横断的な研究管理及び各種報
告等の確認・検討を行う業務を開始した。今年度、組
織としての臨床研究の全体的な品質の確保・保持を
目指し、病院で実施される臨床研究法で定める特定
臨床研究の品質マネジメントシステム（QMS）のあ
り方及び CAPA（是正処置・予防処置）管理につい
て、検討を行うと共に、QMS に関する手順書等を作
成し、運営体制の整備を行った。

【方法】
管理者による特定臨床研究の QMS は、組織として
適正に実施されていることの調査・確認を「内部調
査」と定義し、委員会にその結果を報告・確認する仕
組みを導入した。内部調査の種類は、定期調査と臨時
調査とし、定期調査は CRB での定期報告の審査のタ
イミングに合わせ、定期報告時の提出資料を対象に、
臨床研究法を遵守した研究実施のプロセス確認を目
的としたチェックリストを作成し、臨床研究法で規
定された手続きや、疾病等報告や不具合報告の適切
性等を確認する事とした。また、管理者及び委員会
は、内部調査担当者から提出された報告書及びチェ
ックリストを確認し、管理者は組織としての CAPA
管理等の対応が必要な場合は、委員会の意見を聴い
た上で関連部門に指示あるいは協力を要請できる体
制とした。

【結果・考察】
2019 年 12 月までに CRB への定期報告の審査が終
了した特定臨床研究 2 課題に対して、パイロット運
用を行った。今回その結果及び本格運用に向けた今
後の課題整理や考察について報告する。

P-42
臨床研究ネットワーク事務局で支援するデー
タマネジメント業務の実際

○鈴木 智恵子 1）、太幡 真紀 1）、
重盛 美貴子 1）、石田 マユミ 1）、
長島 悟子 1）、小居 秀紀 1）、中村 治雅 1）、
竹下 絵里 1）、尾方 克久 2）、中村 昭則 3）、
小牧 宏文 1）

1）国立精神・神経医療研究センター
2）国立病院機構　東埼玉病院
3）国立病院機構　まつもと医療センター

【背景】
神経筋疾患先端医療推進協議会の一つの機能である
筋ジストロフィー臨床試験ネットワーク（以下、
MDCTN）が主体となって実施する後ろ向きコホー
ト研究において、MDCTN 事務局は、研究事務局業務
とデータマネジメント（以下、DM）業務を支援した。

【目的・方法】
実施した DM 業務の体制や内容を振り返り、課題に
ついて今後の対策を検討する。

【結果・考察】
本研究の DM 担当者は、当業務に係る勤務日数は少
なく勤務日も異なったため、情報共有が課題であっ
た。これに対しクラウドの共有フォルダのデータベ
ースを用い、さらに週 1 回のミーティングで情報共
有を徹底した。DM 担当者内は、データレビュー、ク
エリ対応、データベースへの入力等の役割を分担し、
業務の効率化と円滑化を図ったが、DM 担当者間の
作業量が偏る時期が生じた。今後はボトルネックが
生じないようクリティカルパスを特定し、業務を調
整することが必要と考える。症例報告書は、紙媒体の
アンケート調査形式であったため、記載漏れや誤記
が多かった。また、求める品質水準をより高く設定

（前向き介入研究の水準）したため、クエリ発行の基
準は厳格化した運用となり、クエリ発行やその対応
や確認の業務量が多くなった。今後は研究開始前の
早い段階から症例報告書作成に関わることで、記載
漏れや誤記、クエリを発生し難いものとすることや、
使用するデータベースの改善、業務分担の見直しに
よって DM 業務の効率化できる。研究毎に求める品
質水準を事前に設定し、それに基づく研究開始前に
適切なクエリ発行基準を決定することで、研究のリ
スクや求める品質水準に応じた臨床研究データの質
管理が実現できると考える。
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P-43
研究者自身がデータマネジメントを実施する
ための支援体制整備・ツール構築

○岡田 真実 1）、清家 美和子 1）、下村 直子 1）、
ヨンズィ 瑞穂 1）、野田 真梨子 1）、
植月 葉子 1）、小林 徹 1）、佐古 まゆみ 2）、
明神 翔太 3）、宮入 烈 3）、斉藤 和幸 2）

1）国立成育医療研究センター　臨床研究センター　デ
ータ管理部　データ管理室

2）国立成育医療研究センター　臨床研究センター
3）国立成育医療研究センター　感染症科

【目的】
国立成育医療研究センター 臨床研究センター デー
タ管理部 データ管理室（データ管理室）では、医師主
導治験といったデータマネジメント（DM）業務のフ
ルサポートが必要となる研究を主に受託してきた。
昨今、成育医療においては、よりよい予防方法や治療
法に結び付けるための基礎データを収集するコホー
ト研究や疾患レジストリ研究の推進が重要な課題と
されており、データ管理室でも疾患レジストリ研究
等の支援依頼が急増している。これらは DM 業務の
フルサポートを必要としないため、リソース等の問
題で受託が不可能な場合は研究者自身に DM 業務を
実施することを勧めることになる。しかし、研究者は
DM についての知識・経験が十分でないことがあり、
実際はデータ管理室が多くのリソースを割いて支援
することになるケースが多い。
そのため、今回、データ管理室の業務負担を軽減で
き、かつ研究者自身がある程度質の高い DM 業務が
実施できるために支援体制整備とツール構築を目指
すことにした。

【方法】
実際に支援を依頼してきた研究者に協力頂き、DM 業
務に必要となる研究者用ツールを作成することにし
た。まず、研究者に DM 業務の概要を説明し、その後、
研究実施計画書より DM 業務範囲を決め、必要なツ
ール作りと支援体制整備に取り組んだ。

【結果・考察】
今回作成したツールは小児・周産期分野の臨床研究
に広く利用いただけるよう、今後も利活用を重ねな
がら改善を続けていきたい。現在、REDCap の導入を
進めており、今後は特に REDCap を用いた疾患レジ
ストリ研究が増えてくると想定されるので、データ
ベース構築を含めた DM 業務を研究者自身で実施可
能となるよう、さらに支援体制整備を進める予定で
ある。

P-44
金沢大学附属病院における臨床研究法下のモ
ニタリング業務に関するアンケート調査

○船坂 龍善、堀川 尚嗣、杉本 修治
金沢大学附属病院　先端医療開発センター

【目的】
2018 年 4 月に施行された臨床研究法に伴い、金沢大
学附属病院で実施されている臨床研究のうち 18 試
験が経過措置対応の特定臨床研究として金沢大学が
設置した厚生労働大臣認定臨床研究審査委員会（金
沢大学 CRB）で承認された。これらの試験は臨床研
究法下でのモニタリングが義務付けられているが、
金沢大学附属病院先端医療開発センターのモニタリ
ング専門部員がモニタリング担当者ではないため、
各試験のモニタリング担当者としては実務として何
をすべきか不明であり、具体的な対応方法の説明を
必要とする要望が多く聞かれる。

【対象と方法】
本研究では、2019 年 7 月までに金沢大学 CRB で承
認された特定臨床研究のモニタリング担当者にアン
ケートを実施し、モニタリング業務に対する意識調
査と具体的な活動方法に対する考え方を収集した。

【結果】
回答対象者は 10 名（全て医師）で、7 名から回答を
得た。7 名は少なくとも医師経験が 10 年以上で、臨
床研究の経験であった。しかし、過去の臨床試験にお
いてモニタリングの経験があるものはいなかった。
またすべての回答者がモニタリング相談、勉強会、立
ち合いなどの何らかの支援を要望していることが明
らかとなった。

【結論】
臨床研究法が施行されて 1 年以上経っていても、モ
ニタリング担当者が十分なレベルにはなく業務の遂
行に不安が残ることが明らかとなり、専門的知識を
有するものの介入・支援が必要であると考えられ
る。金沢大学としても支援する体制は存在するが周
知が徹底していない可能性もあり、今後は支援体制
のより積極的な関与が重要であると考えられる。
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eSource（DDC）システム利用下でのデー
タマネジメント経験の報告

○森 泰治 1）、佐藤 詩織 2）、野口 直美 1）、
木皿 弘恵 1）、田村 祐子 2）

1）株式会社メドファーマ
2）株式会社ビーグル

【目的】
近年、原資料を電子化し、eSource として収集・報告
する取り組みが注目されている。電子化により、監査
証跡が自動記録されることでのデータの信頼性向上、
リアルタイムかつリモートによるモニタリングの促
進、コストの削減効果等が期待されている。今回、医
師主導治験において eSource(DDC)システム(以下、シ
ステム)を利用した経験に基づき、CRO の立場からデ
ータマネジメントとモニタリングを行う上でのポイ
ントと工夫及び実態を報告する。

【方法/結果】
①CRF 設計の工夫：CDISC 準拠で試験特有のユニ
ーク変数を最低限とし、かつ収集データの 9 割を選
択式(Yes/No)で設計することで、効率的なデータの収
集〜レビューを実現できた。
②システム導入にあたっての実施医療機関側との調
整：医療機関への導入前に関係者に対する eSource
の概念解説を行い、理解を深めることで、利用中のト
ラブルを軽減することができた。
③データマネジメントプラン(DMP)の概略と実作
業：DMP に沿って計画的に試験を運営していくに
あたっては、医療機関との事前協議で原データの作成
プロセスを明確にすることが最も重要と考える。

【考察】
今回のシステム利用経験からみた考察としては、オン
サイトでの SDV 回数は削減されるものの、一方で原
データの作成プロセスが鍵となり、モニタリングの実
施頻度は状況によって増減することが示された。ま
た、データレビューにおいては、ALCOA-C における
Accurate と Completeness の 2 点に重点をおいたレビ
ューとなり得ることから、システムの特徴を理解した
上で各所のプロセスを構築することにより、データマ
ネジメント担当者の業務効率化が実現されると同時
に、データの品質も担保できると考える。

P-46
REDCapと連携するOptical Character
Recognition (OCR) 症例報告書読み取りシ
ステムを利用した疾患登録の事例報告

○山本 景一、吉川 隆範、中山 宜昭、
北山 恵、下川 敏雄、伊東 秀文
和歌山県立医科大学

【背景・目的】
REDCap は契約により無償でソフトウエアが提供さ
れるが、サーバ構築とソフトウエア導入を自施設で
行わなければならず、セキュリティを含むサーバ管
理負荷のため運用に多くのコストが必要である。紙
の症例報告書を OCR で読み取り REDCap でデータ
マネジメントを行うことで非常に低コストで実施し
た疾患登録の事例を報告する。

【方法】
「紀伊 ALS の臨床的特徴の同定を目的とした多施設
共同レジストリー研究（AWARD 研究）」を対象にシ
ステムを構築する。本研究は目標症例数 50 例 10 施
設の多施設共同研究である。症例登録後半年ごとに
検査結果を紙ベースで記録し中央データセンターに
集め統計解析を行う。まず REDCap を学内ネットワ
ークのみに接続する PC に導入し、電子症例報告書
(eCRF)を作成する。REDCap から eCRF の定義情報
であるデータディクショナリをダウンロードし、
OCR システムに取り込み、各 OCR 対象項目の名
称・文字形式・桁数の設定を行う。各施設で登録時
の背景情報や臨床検査結果を紙の症例報告書に記
入、併せて画像データを CD-R へ出力し、本学データ
センターに郵送する。同様に半年に 1 度臨床検査値
と画像データを本学に郵送する。郵送された症例報
告書を OCR システムで読み取り REDCap でデータ
マネジメントを行う。

【結果・考察】
2018 年 10 月より開発を開始し 2019 年 3 月に登録
を開始した。12 症例が登録された時点で OCR の読
取エラー率は 0.88%であった。ダブルエントリは不
要で簡単な目視チェックのみで運用が可能であっ
た。症例数が少なく低コストの研究において本方式
が有用であることが示唆された。
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P-47
EDCの利用申請業務に係る進捗管理の改善
について

○佐藤 研介 1, 2）、柳澤 尚武 1, 2）、清水 桂子 1）、
高橋 真由美 1）、西﨑 祐史 1, 2）、
奥澤 淳司 1, 2）、田村 直人 1）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験
センター

2）順天堂大学　革新的医療技術開発研究センター

【目的】
順天堂大学医学部附属順天堂医院では電子的データ
収集システム（EDC）の 1 つとして、REDCap

（Research Electronic Data Capture）を導入している
が、使用者の増加に伴い、利用申請に対する対応の遅
れや見逃しが発生した。そこで、申請の進捗状況を容
易に確認できるような取り組みを検討した。

【対象と方法】
新規登録、及び継続利用者の管理をするため、データ
ベース登録、研究参加者 ID 管理票登録プロジェクト
を REDCap で作成した。また、研究者側の進捗の遅
れにより申請手続きが停滞している研究について
は、REDCap 上でヘルプデスクが記録を残し、理由を
容易に把握できるようにした。更に、ヘルプデスク側
で対応の遅れや見逃した申請をわかりやすく把握す
るため、リマインドメールを送るようにした。

【結果】
申請用プロジェクトごとに進捗のステータスを設定
すること、及びリマインドメールを送信する設定を
行うことによって、進捗の遅れた申請を見逃すこと
がなくなった。また、進捗状況の把握が容易となった
ため、定例ミーティングにおけるタスク管理が効率
よく行えるようになった。

【結論】
ヘルプデスク業務は多岐にわたるため、EDC システ
ムの利用申請等の管理は簡便化を図る必要があり、
上記の方法は有用である。また、リマインドメールの
機能は、臨床研究における被験者の次回来院日のア
ナウンスに用いる等、進捗管理に役立てることが可
能と考えられる。

P-48
事例報告：研究者側とARO側の品質管理業
務上のトラブルから得られた反省点・改善点

○大森 大貴 1）、石澤 正博 1）、白井 久美子 1）、
岸 英里沙 1）、橋本 淳史 1）、佐藤 隆 3）、
田中 崇裕 1）、北村 信隆 1）、丸山 精一 2）、
西野 良 2）、中田 光 2）

1）新潟大学医歯学総合病院　臨床研究推進センター
品質管理部門

2）新潟大学医歯学総合病院　臨床研究推進センター
3）新潟大学研究企画推進部　研究推進課

【序論】
新潟大学病院では 2015 年にプロトコールデータセ
ンターを設置（2017 年に臨床研究推進センターに改
組）して以来、ARO として学内外の研究者への臨床
研究支援業務を行っている。研究者たちにとって、当
センターの業務内容あるいは業務の進め方、あるい
は研究の進め方に関する品質管理の考え方になじみ
が無いことが多く、研究者とセンターとの間でしば
しば摩擦が生じる。

【事例】
例えば、以下のようなインシデントを経験した。
①両者のスケジュール感が一致せず、締め切りに間
に合わない、研究開始が遅くなる等の問題が発生す
る。
②センターが雛形を提供する計画書や手順書等を研
究者が吟味せず流用し、モニタリング等のやり直し
や文書の変更を余儀なくされる。
③逸脱を逸脱として認識できずに研究者側のみで対
処しようとし、対応困難となった結果トラブルにな
る。
④臨床と研究の区別が付いていない、収集項目が特
定されていない、解析や結果公表のことを見据えて
いない等、研究計画が未熟であり、研究計画書の固定
に遅延が生じた結果、支援開始までに時間を要する。

【考察】
セミナーなどで随時 ARO 業務の周知や臨床研究教
育を行っているが、本当に教育が必要な研究者には
必ずしも届いておらず、トラブルの主因になってい
る。研究者と ARO が対等な立場で良好な関係を築
き、相互理解のもとで研究を遂行していくための方
策を立てることが急務である。例えば全国の ARO で
経験されるインシデントを集積・分析することは、
その一助となろう。
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診療科訪問形式による「品質管理講習会」開
催の試みについて

○森田 ひとみ、柳田 俊彦、板井 孝壱郎、
岩江 荘介、竹島 秀雄
宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター

【目的】
2018 年 4 月の臨床研究法施行により、臨床研究に対
する「信頼性の確保」が強く求められることとなり、
研究者は「品質管理」について更なる理解と対応が必
要となった。臨床研究を適正に実施するために必要
かつ重要な情報を研究者へ周知するためには、「訪問
形式」による講習会が必要であると考え、モニタリン
グが必要な研究を実施している診療科に対し 2019
年 7 月から訪問形式による品質管理講習会を開催し
ている。今回の試みにおける効果の確認や今後の改
善点について検討することを目的に、これまでの実
施状況やアンケート結果について集計した。

【方法】
2019 年 7 月〜9 月末までに行った品質管理講習会に
ついて、開催概要及びアンケート結果について集計
した。

【結果】
第 1 部「研究を適正に実施するために」、第 2 部「臨
床研究における品質管理」の 2 部構成で 9 診療科に
計 14 回訪問し、延べ 139 名が受講した。アンケート
の結果、第 1 部、第 2 部全体を通して 9 割以上の受講
者は「理解できた」及び「役に立つ」と回答した。回
答者の半数以上が「役に立つ」と答えた項目は、第 1
部では「同意書の確認ポイント、同意取得不備の例、
有害事象用語の整理、指針と法における研究開始日
の違い」、第 2 部では「モニタリングとは？監査と
は？、モニタリングの流れ、モニタリングの目的、介
入研究の整理と対応する規制要件・モニタリング対
象」であった。難易度については、約 7 割が「難しい」
と回答した。

【考察】
開催内容について、高い理解度と有用性が確認され
た。また、研究者の率直な意見や疑問、問題点を直接
聞くことができることも「訪問形式」による講習会の
利点であることから、今後も継続的な開催を予定し
ている。

P-50
Shinyに基づくデータのロジカルチェックな
らびにマニュアルチェックを実施できるデー
タマネジメントシステムの開発

○平石 麻友、谷岡 健資、下川 敏雄
和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター

【背景・目的】
紙のチェックリストに基づくデータチェックにおい
て、特に症例数の多い臨床試験では労力を要する。現
在、試験データのチェックリストは、試験毎にチェッ
ク項目を策定し、excel ファイルを用いて作成するた
め時間がかかる。ロジカルチェックにおいては R に
よって自動化しているが、その都度プログラムを一
から組むため、作成までの作業負担がある。また、管
理面でも、マニュアルチェックとロジカルチェック
を別ファイルで実施しているためチェック結果を一
元管理することが煩雑となり、チェック結果の漏れ
が発生する可能性がある点や、チェックリストの保
管場所の確保問題が今後生じうる。そこで、チェック
リスト作成を簡便化し、データチェックの労力を少
しでも減らすため、ロジックを汎用的に実行可能な
ように関数化し、マニュアルチェックも一元化して
管理できるようなシステムを開発した。

【方法】
ロジカルチェックデータチェックで用いられるロジ
ックのパターンを特定し、ロジック作成に必要なデ
ータならびにデータの項目を決定するとチェック結
果を出力するような関数のリストを作成する。シス
テム作成には R 言語を用いてプログラムを作成す
る。マニュアルチェックも html 上で同時に実施でき
るよう、R のライブラリである shiny を用いてチェッ
クリストに項目を盛り込み、web アプリケーション
化する。これと共に関数の目録から試験毎にその都
度チェックリストが作成可能なマニュアルを作成す
る。

【結果・考察】
チェックリスト作成を簡便化できるとともに、デー
タチェック実施の負担を軽減できることが期待され
る。
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P-51
大阪大学医学部附属病院DDWorks21/ASP
システムを導入したモニタリング業務の実際
と課題

○樽井 弥穂、銘苅 絵理、川合 祥子、
原田 秀明、山本 洋一
大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

【背景・目的】
大阪大学医学部附属病院未来医療開発部臨床研究セ
ンターモニタリンググループでは、多岐にわたる臨
床研究のモニタリング業務を現在 3 名の専任モニタ
ーで実施している。一人のモニターで複数試験を担
当するため、モニタリング業務の効率化と品質管理
の標準化が求められることから、2019 年 4 月に大阪
大学医学部附属病院 DDWorks21/ASP システム（以
下、本システム）を導入した。今回、本システムを利
用したモニタリング業務の実際と課題を報告する。

【方法】
現在、モニタリンググループでは、医師主導治験、特
定臨床研究、臨床研究、先進医療 B、再生医療、患者
申出療養など様々な法規制に対応したモニタリング
業務を受託し、本システムを利用して各研究の品質
管理やモニタリング報告書の作成を行っている。モ
ニタリング業務の標準化、効率化、品質向上につい
て、本システムの導入前後で比較した。

【結果・考察】
モニターが実施すべきモニタリング項目が標準化さ
れているため、GCP 対応のモニタリングが確認漏れ
なく実施可能であり、モニタリング報告書の作成時
間短縮にもつながったといえる。また、作成されたモ
ニタリング報告書を様々な角度から検索でき、様々
な条件毎にモニタリング報告書の一覧や帳票を作成
できるため、モニタリング結果の QC チェック、分析
が容易となった。一方、治験以外の臨床研究において
は文言の読み替えやそれぞれの法規制に準拠したモ
ニタリング項目の追加が必要となる等、今後の課題
も明らかとなった。今後、本システムの改善点につい
て見直し対応することで、モニタリング業務の更な
る効率化・品質向上が見込まれる。

P-52
臨床研究におけるQuery Effectiveness
Ratioを用いた研究結果に直結するクエリ発
行の評価について

○井添 由香子 1）、日野 聡 1）、鈴木 貴世 1）、
嶋田 南 1）、池田 鈴香 1）、邱 士韡 1, 4）、
髙田 宗典 1, 4）、金津 さおり 1）、泉 正之 1）、
木村 淳也 1）、髙橋 直人 2）、山口 拓洋 1, 4）、
下川 宏明 3）

1）東北大学病院　臨床試験データセンター
2）秋田大学大学院医学研究科　血液・腎臓・膠原病内
科学講座

3）東北大学病院　臨床研究推進センター
4）東北大学大学院　医学統計分野

【背景】
クエリ管理は臨床研究におけるデータマネジメント
の標準的プロセスである。データの修正につながる
有効なクエリは研究の質を向上させることに役立つ
一方、結果に影響しない無効なクエリはデータ入力
者のクエリ回答とその内容確認に多くのリソースを
費やす。近年は、Electronic Data Capture(以下、EDC)
の監査証跡機能を用いて、クエリ発行の効率（Query
Effective ratio：以下、QER）を評価し、EDC 入力マ
ニュアルや、入力フォームなどのプロセス改善につ
なげる報告もされている。

【目的】
QER を用いて研究に影響する各変数へのクエリの
頻度とその有効性を評価する。

【方法】
血液腫瘍疾患を対象とする多施設共同観察研究にお
いて、被験者の登録開始から 7 か月間に EDC に入力
された 5 施設 5 症例を対象とした。クエリは、予め設
定したロジカルチェック 193 項目とマニュアルチェ
ック 31 項目に対し発行され、QER は、「データ修正
につながったクエリの数/発行されたクエリ数
*100(%)」として算出した。

【結果】
発出された 108 のうち、92 クエリに回答を得た。全
体の QER は 70．7％であった。QER はマニュアルチ
ェックで 93.9％（46/49）、ロジカルチェックで 44.2％

（19/43）であった。そのうち研究結果に直結する主要
評価項目においては、それぞれ 94.1％（16/17）、75%

（6/8）であった。
【結論】
研究結果に直結する評価項目への QER について高
い水準が保たれていることを確認した。また、クエリ
の発行自体を減らすようなプロセス改善についても
検討が必要であることが判明した。
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REDCap試験環境設定のための補助ツール
開発

○高柳 直美、垣内 嘉、高柳 智史、赤峯 陽子、
小形 友恵、村松 節夫、内田 浩美、
岩田 博志、船越 公太、戸高 浩司、馬場 英司
九州大学病院　ARO次世代医療センター

【背景】
当データセンターでは、米国ヴァンダービルト大学
にて開発された Research Electronic Data Capture
(以下、REDCap)を導入し運用している。我々がデー
タマネジメント業務を受託した際、実施計画書に規
定されたデータ収集項目の詳細設定を REDCap の
試験環境に行うが、委託者が全ての項目に対してデ
ータ型、数値桁数、単位表示等を記した要求仕様書を
作成することは難しい。よって、我々は、「検査項目
入力仕様書」を立ち上げ、REDCap の試験環境設定の
効率化を試みた。

【目的】
委託者の要求仕様を網羅した REDCap の試験環境
設定を行うためのツール開発を行う。

【方法】
実施計画書からデータ収集項目を抽出したリストと
して、REDCap に設定可能なデータ型、数値桁数、単
位表示等の詳細設定を網羅した「検査項目入力仕様
書」を作成する。「検査項目入力仕様書」に基き、
REDCap の開発環境に設定を行い、委託者等に公開
し動作確認を依頼する。委託者等からフィードバッ
クを得るアプローチで設定を進める。

【結果】
「検査項目入力仕様書」は、委託者の要求を網羅した
REDCap の試験環境設定を行うためのツールとなっ
た。更に、委託者の確認を得た資料として試験環境の
バリデーション仕様書としても活用することもでき
た。また、委託者の REDCap 機能理解の入り口とな
り、試験環境の設定を効率的に行うことができた。

【考察】
「検査項目入力仕様書」は、データマネージャーが委
託者の要求仕様を網羅して設定するためのツールと
してだけではなく、研究者自らが試験環境を設定す
る場合にも実施計画書と REDCap をつなぐツール
として活用できると考える。

P-54
REDCapによるデータクリーニング作業の
一元化による管理削減の取組み

○垣内 嘉、高柳 直美、高柳 智史、赤峯 陽子、
小形 友恵、村松 節夫、内田 浩美、
岩田 博志、坂梨 健二、船越 公太、
戸高 浩司、馬場 英司
九州大学病院　ARO 次世代医療センター

【背景】
当データセンターでは、 米国ヴァンダービルト大学
にて開発された REDCap（Research Electronic Data
Capture）を導入し、2018 年より医師主導臨床試験等
において運用している。 導入前までに実施したデー
タクリーニングにおいては、マニュアル及びロジカ
ルチェックによるデータエラーの検出結果、及びク
エリ発行の履歴が独立して存在していた。また、手動
でその進捗管理も行われており、作業量は症例数が
多い試験ほど膨れ上がっていた。

【目的】
データクリーニングに関する作業を REDCap 上の
クリーニングプロジェクト（CP）に集約することで、
その進捗管理作業の削減を試みる。

【方法】
REDCap 上で本稼働しているプロジェクトのデータ
収集フォームと同じ構成で、別途、CP を構築した。
CP にデータチェック条件を追加設定し、データエラ
ー検出結果も保存できるようにした。本稼働してい
るプロジェクトのデータを CP にインポートし、各
データ項目に設定されたチェック条件に従い、フォ
ーム単位でチェックを行う。エラー検出無のフォー
ムはステータスを完了、エラー検出有のフォームは
未完了で保存し、REDCap 上でクエリを発行する。こ
の作業工程と発生する成果物についてフロー図で
我々の従来法との比較を行った。

【結果・考察】
誰がいつどのデータを各条件に従いチェックした
か、発行されたクエリは完結したか、という情報が
CP の監査証跡に集約され、従来手動で行っていた進
捗管理作業がゼロになった。 CP の運用で、作業工程
を一元管理でき、進捗管理作業もゼロになるため業
務の大幅な効率化につながった。
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P-55
臨床研究における研究支援員の貢献度の検討

○小島 実侑、長谷部 美代子、松田 幸恵、
笠間 周、笠原 正登
奈良県立医科大学附属病院　臨床研究センター　デー
タ検証部門

【背景】
臨床研究法の制定に伴い、研究の質を担保すること
は益々重要となる。特に多施設共同研究を支援する
場合、適時データの回収率向上や信頼性の確保は極
めて重要である。
医師が多忙な日常業務の中で、EDC（Electronic Data
Capture 臨床データ収集システム）にデータ入力を
する場合、遅延や、記入漏れ、誤記等の問題の解決に、
研究支援員が貢献できると考えられるが、データ入
力の遅延や誤入力の防止にどの程度貢献しているか
は検討されていない。

【目的】
今回我々は臨床研究データマネジメントの質の向上
に向けた取り組みとして、症例登録状況やデータ登
録状況、クエリ発行件数およびクエリ回収に要した
時間等について、研究支援員の有無による施設間に
違いがあるかどうかを検証する。

【方法】
終了した多施設共同研究において EDC から、症例登
録状況、クエリ発行数、クエリ回収時間等について後
方視的に集計し、研究支援員がいる施設と医師が単
独で入力している施設との間の比較検討を行った。

【結果】
研究支援要員の有無で症例登録割合、症例数、クエリ
発行数、クエリ回収時間を検討したところ、それぞれ
100vs.58.3％、9.1vs.4.3 人/施設毎、1.3vs.9.8 件/症例、
11.6vs.71.6 日/症例であり、研究支援員が配置されて
いる施設では、症例登録数は約 2 倍、クエリ発行数は
1/7 以下、クエリ回収時間は 1/6 以下であった。

【結論】
研究支援員が配置されている施設では、配置されて
いない施設に比べて症例登録は促進され、クエリ発
行数やクエリ回収時間は少ない結果であった。限ら
れた時間の中で成果を求められる臨床研究では研究
支援員を配置することで短時間に質の高いデータ回
収が可能であると考えられた。

P-56
有害事象grade収集形式の標準化による集
計時間の省力化に関する検討

○米島 麻三子、永井 かおり、西岡 絵美子、
三和 郁子、佐藤 則子、生越 良枝、
竹内 一美、岡野 美江、長崎 智代香、
渡邉 莉紗、今井 優子、高村 圭、早瀬 環、
中島 真理子、山田 紫布、縣 久美子、
宇津野 美登里、森下 明野、堀部 敬三、
永井 宏和、齋藤 明子
国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

【背景・目的】
がん臨床試験の安全性情報は治療コース毎の有害事
象（AE）の最悪 grade に基づく集計解析を行うこと
が多い。CDISC 形式の出力データを用いた R プログ
ラム集計により効率的な AE 集計に繋がるか検討す
ることを研究目的とした。

【方法】
28 治療コースから成る治療法の安全性を評価する
ため、AE15 項目について、治療コース毎の最悪
grade を集計する計画とした。
症例報告書は Visit 型とし、各項目は CDISC SDTM
形式の FA（Findings About）ドメインに格納する仕
様とし、Visit 毎の csv ファイル（Visit 出力形式）と
ドメイン毎の csv ファイル（CDISC 形式）の 2 様式
での出力設定とした。AE の grade 集計は、Visit 出力
形式によるエクセル上での集計（従来法）、CDISC 形
式のエクセル上での集計（CDISC-エクセル法）、
CDISC 形式のエクセルを R プログラムにて集計

（CDISC-R 法）する 3 法で行い作業時間を比較した。
【結果】
出力ファイル数は Visit 出力形式で 28 ファイル、
CDISC 形式で 1 ファイルであった。
作業時間は従来法で約 14 時間、CDISC-エクセル法
で約 3 時間、CDISC-R 法でプログラム作成に約 3 時
間、実行に約 2 分要した。

【考察・結論】
複数の Visit に跨がる AE 情報が、FA ドメインに格
納されることで変数名やデータ型が標準化された 1
つのデータセットの形で管理出来、集計プログラム
も汎用性をもたせた使用が可能となる。実際、
CDISC-R 法では作業時間が従来法の約 5 分の 1 に
縮小され、複数試験への適用を考えても業務全体の
省力化に繋がることが確認された。
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リアルワールドデータ（RWD）を用いた観
察研究アプローチの可能性と限界

○若林 由美
高知大学医学部附属病院　次世代医療創造センター

臨床研究には、そのプロジェクト管理や臨床データ
管理を目的として、多くの IT システム（以降、臨床
関連システム）が使われている。こうした臨床関連シ
ステムのバリデーション（以降、CSV）は GCP 要件
である。一方、2016 年 11 月に改正された ICH
GCP(R2)は、被験者保護を維持した上での試験の効
率的な実践の促進を意図しており、品質マネジメン
トやリスクベースモニタリングなどが要素となって
いる。日本でもこの改正を受けて、GCP のガイダン
スの改正が 2019 年 7 月行われた。すなわち、臨床研
究や治験の実施に際して、リスクベースの品質マネ
ジメントが必須となった。臨床関連システムの管理
も例外ではなく、リスクに基づいた取り組み、リスク
に基づいた CSV 実施が必要である。
一方、介入による前向きの臨床研究が、規制対応上も
研究オペレーション上も、人的・金銭的資源を多く
必要とすることから、臨床研究はリアルワールドデ
ータ（RWD; 既存の医療情報など）を用いた観察研究
的アプローチにとって替わられようとしている。こ
こでは、RWD を用いた研究の可能性と限界を、とく
に CSV に焦点をあて、データ品質管理の観点から論
じる。

P-58
R markdownを用いた疾患レジストリに関
する研究報告書自動生成プログラムの構築と
データ可視化ツール開発の検討

○北山 恵、谷岡 健資、下川 敏雄
和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター

疾患レジストリ研究におけるデータマネジメント業
務では、毎年集積された症例に関する報告書の作成
が必要となる。本データセンターにおいて支援中の
研究の報告書は、疾患に関する詳細なデータが含ま
れている。そこでは、全症例に対する報告だけでな
く、ICD-O コードの分類別における個別集積結果の
報告も必要である。そのため、全ての集計結果を掲載
した報告書は約 150 ページになる。報告書に掲載す
る全ての表は統計解析環境 R を用いて作成している
ものの、出力された表は報告書の定型フォーマット
に沿うように手作業で調整しなければならない。報
告書に貼付した表は合計 193 個になるため、手作業
で行った場合には非常に時間を要するだけでなく、
ヒューマンエラーの原因となる。そこで、業務の効率
化及びヒューマンエラー減少を目的とし、大規模疾
患レジストデータから R 及び R markdown を用いた
汎用的な報告書自動生成プログラムを開発した。

しかし、そのような報告書は一般的に PDF 形式で
公開されている。そのため、研究者が膨大な集計表か
ら目的に沿った情報を容易に特定し、把握すること
が困難である。このことが、大規模疾患レジストリデ
ータの研究促進に対する律速因子となっている。ま
た、表形式では視覚的なイメージに乏しく全体像を
把握しにくいことが欠点である。そこで、研究者が報
告書の集計結果をより容易に把握するためのデータ
を可視化できる動的レポートに基づくシステムにつ
いても開発した。
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P-59
新たなQualityに関する用語で困っていませ
んか？ ISO 9000 QMS概念の理解とISO
9001 要求事項を基本とした臨床試験におけ
る用語の整理と教育への応用

○井上 和紀 1）、山本 直行 1）、吉澤 美穂 1）、
川本 尚子 1）、竹村 昭一 1）、長尾 典明 2）、
波多野 智咲 2）

1）エイツーヘルスケア株式会社　臨床品質マネジメン
ト部　QM チーム

2）日本たばこ産業株式会社　医薬事業部　臨床開発部
CQM チーム

【背景】
近年、TransCelerateBiopharma(TCB) QMS コンセプ
トの提言、ICH E6(R2)における QMS 概念の導入が
明確にされ、また本年 5 月に公開された ICH E8(R1)
案では、Quality by Design が記載され QMS の検討
が重要視されている。QMS 概念の国際規格である
ISO9001QMS 概念を参考にプロジェクトマネジメ
ント等の手法が開発されている。しかしながら、それ
ぞれが違う取組みのように捉えられ正しい理解が進
んでいないのも現状である。そこで、これら考えの基
本となる ISO9001 QMS 要求事項に基づき考え方の
整理を行い、QMS 概念の教育ツールの一つとして活
用したい。

【方法】
ICH E6(R2)、ICH E8(R1)案、PMBOK、TCB QMS コ
ンセプトの品質に関わる内容について ISO 9001
QMS 要求事項に基づき各種の要求事項を整理した。
また QMS 概念の教育資料について検討した。

【結果・考察】
ICH E6(R2)、ICH E8(R1)案、PMBOK(A Guide to
the Project Management Body Of Knowledge)、TCB
QMS コンセプトにおける品質に関わる内容につい
て、一つの考え方として QMS 要求事項として整理
を行い、教育資料を作成した。QMS を理解する上で
重要な要求事項として整理することで QMS を実施
する事が特別な事ではない事がわかる。これまで、品
質に関わる多くの提言等があったが体系的に整理さ
れたものは少ない。本年 GCP ガイダンスも出され
QMS の履行が要求事項となる。これまでのやり方を
QMS 概念の要求事項に整理し理解することで、その
本質的な理解が深まるものと考えられる。QMS 概念
の理解を進めることで新たな考えに振り回されるこ
とのない人材育成が重要である。

P-60
頭頸部悪性腫瘍登録データを利用した臨床研
究における症例登録とデータマネジメントに
関する検討

○土井 麻理子 1）、岡田 昌史 2）、中溝 宗永 3）、
吉本 世一 4）、谷岡 健資 5）、北山 恵 5）、
丹生 健一 6）、家根 旦有 7）、林 隆一 8）

1）国立保健医療科学院　政策技術評価研究部
2）東京大学医学部附属病院　UMINセン�ター
3）東京女子医科大学　耳鼻咽喉科
4）国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科
5）和歌山県立医科大学　臨床研究センター
6）神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科
7）近畿大学奈良病院　耳鼻咽喉科
8）国立がん研究センター東病院　頭頸部外科

【背景】
頭頸部悪性腫瘍登録（CIN レコード No.340）は 2012
年に UMIN-INDICE を用いた web 登録を再開して
いる。今回、頭頚部悪性腫瘍登録に登録された症例を
対象に新たな臨床研究（付随研究）を実施することと
なった。

【目的】
本研究では頭頸部悪性腫瘍登録データを用いた臨床
研究を実施するに必要な手続き・問題点を検討する
ことを目的とした。

【方法】
頭頸部悪性腫瘍登録からデータ収集項目、データ規
模、倫理指針、費用などを考慮・検討し、データマネ
ジメントに係る基本計画を策定の上、実際のデータ
マネジメントを実施した。

【結果】
本研究のデータ収集は、頭頸部悪性腫瘍登録に倣い、
UMIN のインターネット医学研究データセンター

（INDICE）への入力によって行った。本研究への参加
施設 42 病院における対象者の抽出は、INDICE 上で
の抽出と R を用いたデータ抽出の併用で行なった。
データの確認は、INDICE へ実装したロジカルチェ
ックと統計解析ソフトウェア R を用いたプログラム
チェックで実施することで円滑なデータレビューが
可能であることを確認した。特に入力状況の進捗管
理には悪性腫瘍登録と同様に、R 関連のソフトウェ
アである R studio のレポート作成機能を活用するこ
とで業務の効率化を図った。頭頸部悪性腫瘍登録と
異なる、付随研究に関するデータの入力や手順の相
違について、データ入力者へのマニュアル作成や注
意喚起、エラー防止の対応が重要であることが明ら
かになった。

【結論】
本研究から、今後、悪性腫瘍登録に付随する臨床研究
を実施時のデータマネジメントに係る手法や問題に
関する有益な情報が得られた。
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AMED橋渡し研究戦略的推進プログラム拠点
間ネットワーク モニタリングに係る取組にお
ける、グローバルな観点を踏まえたアカデミ
ア所属モニターのコンピテンシーの再検討

○近藤 直美1, 2）、松嶋 由紀子2, 3）、
田村 奈津子2, 4）、濵﨑 奈々子2, 5）、
矢野 岬2, 6, 13）、平瀬 佳苗2, 7）、稲田 実枝子2, 8）、
嶋田 南2, 9）、川合 祥子2, 10）、田中 佑美2, 11）、
田井 麻美2, 12）、岡元 洋子2, 9）、三浦 俊英2, 9）、
山口 拓洋2, 9）

1）岡山大学病院
2）橋渡し研究戦略的推進プログラム拠点間ネットワーク
モニタリングに係る取組　教育検討グループ

3）慶應義塾大学病院
4）広島大学病院
5）筑波大学附属病院
6）聖路加国際大学大学院　公衆衛生学研究科
7）国立循環器病研究センター
8）九州大学病院
9）東北大学病院
10）大阪大学医学部附属病院
11）東京大学医学部附属病院
12）高知大学医学部附属病院
13）EPS ホールディングス株式会社

【背景】
我々は、2015 年にアカデミア所属モニター（以下、ARO モ
ニター）が習得すべきコンピテンシーを特定し研修を行っ
てきた。一方で、海外においては、Joint Task Force for
Clinical Trial Competency が、臨床研究専門職に必要な Core
Compentencies を公表し、それを受け、Association of Clinical
Research Professionals (ACRP)が、ACRP Core Competency
Framework for Clinical Study Monitoring (以下、ACRP
Competency)を発表している。また、日本においても臨床研
究法の施行等の臨床研究実施環境の変化により ARO モニ
ターに求められるコンピテンシーは変化している。

【目的】
グローバルなモニターのコンピテンシーや昨今の日本の臨
床研究の実施環境を踏まえ、ARO モニターに必要なコンピ
テンシーの再検討を行う。

【方法】
①ACRP Competency と 2015 年に作成した ARO モニター
コンピテンシー票（以下コンピテンシー票）を比較した。
②比較結果と、日本の規制や ARO モニターの実施業務を踏
まえ、ACRP Competency を追加・削除し、ARO モニターの
コンピテンシー案を作成した。

【結果】
ACRP Competency にありコンピテンシー票にないものは、
モニターも含めた臨床研究関与メンバーへの教育、リソー
ス管理、コミュニケーション、リーダーシップ等に関する事
項であった。一方で、コンピテンシー票にあり ACRP Core
Competency にないコンピテンシーは、プロトコル・ICF レ
ビュー、SOP 作成状況の確認、補償と賠償、データの取り扱
い、COI 関連等であった。

【考察】
グローバルな観点をともに日本の臨床研究の実施環境を踏
まえたコンピテンシー案を作成することができた。今後、そ
の妥当性について検討する。

P-62
観察研究利用のためのEDCシステムの構築

○藤本 匡志 1）、佐藤 菊枝 2）、今泉 貴広 1）、
鍬塚 八千代 1）、西村 千穂 1）、山下 暁士 2）、
小林 真幸 2）、白鳥 義宗 2）、安藤 昌彦 1）

1）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　デー
タセンター

2）名古屋大学医学部附属病院　メディカル IT センター

名古屋大学医学部附属病院では、臨床試験のデータ
収集と品質管理においてデータセンター主体による
運用がされているが、データマネージャーが関与し
ない観察研究等においてもデータ管理を適切に行
い、履歴管理を伴った信頼性確保に努めなければな
らない状況に鑑み、従来の運用に加え、学内研究者が
自力構築可能な EDC システム‘REDCap®’を利用し
た環境を構築した。観察研究において、データ管理に
多用されていたエクセル等を用いるのを止め、監査
証跡･電子署名機能の備わった EDC システムを使用
することにより、データの信頼性向上が期待できる。
観察研究コースの運用においては、廉価な料金設定
とすることにより利用促進を図った。また、近年、大
規模なリアルワールドデータを利用した観察研究へ
の注目が高まりつつある中で、患者レジストリデー
タや電子カルテデータを対象にした EDC システム
構築整備も行った。データ構築においては、REDCap
の自力構築であるが、支援が必要な研究者に対しマ
ニュアルの提供及びアドバイスを行える体制も図っ
ている。
システム概要は、①観察研究用、②調査用、③電子カ
ルテ連携用と 3 つの REDCap サーバを構築。すでに
クラウドサーバに構築し CSV を実施した上で臨床
試験用として運用している REDCap を①として観
察研究コースにも開放した。煩雑な REDCap のアカ
ウント管理として LDAP 認証サーバを構築し、電子
カルテアカウントをインポートすることで②、③へ
のログインを円滑にしている。②は臨床研究以外の
様々な調査、アンケート用に構築。③は電子カルテと
同じネットワークに構築することで、セキュアで高
密な連携を実現している。
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P-63
日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical
Oncology Group：JCOG）におけるプロ
トコール作成迅速化の取り組み

○江場 淳子 1）、中村 健一 1）、水澤 純基 1）、
木村 綾 2）、片山 宏 1）、片岡 智子 1）、
寺田 参省 1）、佐々木 啓太 1）、下山 遼 1）、
小川 岳人 1）、町田 龍之介 1）、加幡 晴美 1）、
甲木 博美 2）、相原 千賀子 2）、風戸 知子 2）、
大道 舞 2）、長谷川 京鼓 2）、福田 治彦 1）

1）国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
JCOG データセンター／運営事務局

2）NPO法人　がん臨床研究機構　JCOGデータセンタ
ー／運営事務局

【目的】
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）は主に標準治療

の確立を目的とした研究者主導臨床試験グループで
ある。標準治療の確立には計画立案から結果公表ま
での迅速性が重要だが、JCOG ではプロトコール作
成の遅さが長年にわたり問題となってきた。2019 年
3 月より開始したプロトコール作成迅速化プロジェ
クトの取り組みと成果の途中経過を報告する。

【方法】
プロトコール作成期間短縮のために取り組むべき

こととして、①研究者側、②中央支援機構、③両者の
3 つの観点から必要事項を検討した。それぞれ、①研
究者側の迅速なコンセンサス形成のためにコアメン
バーによる少人数の web 会議等の導入、②中央支援
機構における部門横断的な支援担当チーム（医学、統
計、データマネジメント、プロジェクト管理）による
スタートアップミーティングでの役割の明確化とタ
イムライン設定、③作成開始時点でのプロセス分解
と完了目標の設定およびガントチャートによる進捗
状況の見える化、を行った。プロジェクト開始前の過
去 5 年間に作成開始した 34 試験とプロジェクト開
始後に作成開始した 3 試験について、作成開始から
プロトコール審査提出までの期間を比較した。

【結果】
プロジェクト開始前の 34 試験の中央値（四分位範

囲）は 10.5 か月（8.0 - 13.5）であったのに対し、プ
ロジェクト開始後の 3 試験は 3.9 か月（3.2 - 4.1）で
あり、明らかな改善を示した。

【結論】
プロジェクトは順調に成果を上げている。今後

PDCA サイクルを回して継続的に課題の特定と解決
に取り組み、さらに、他のプロジェクト（先進医療 B
試験や論文作成迅速化の支援など）への応用を検討
している。

P-64
国際婦人科腫瘍研究コンソーシアム
Gynecologic Cancer InterGroup（GCIG）
における国際共同試験の問題解決を目的とし
たハーモナイゼーション活動：2004-2017

○梶本 裕介 1, 2, 3）、Monica Bacon4）、
Bette Stonebraker5）、Benedicte Votan6）、
Julie Martyn7）、Jane Bryce8）、
Laura Farrelly9）、Karen Carty10）、
Anastasia Negrouk11）、Gabriele Elser12）、
Eriko Aotani3）

1）東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学
2）神奈川県立産業技術総合研究所　グローバルヘルス
リサーチコーディネーティングセンター

3）GOTIC,�Japan
4）GCIG,�Canada
5）GOG Foundation,�USA
6）GINECO,�France
7）ANZGOC,�Australia
8）MITO,�Italy
9）NCRI,�UK
10）SGCTG,�UK
11）EORTC GCG,�Belgium
12）AGO,�Germany

【背景】
Gynecologic Cancer InterGroup（GCIG）は、婦人科腫瘍の
臨床試験における共同研究を促進するために 1993 年に発
足し、1997 年に組織化された、各国の婦人科腫瘍研究グル
ープによって構成される国際コンソーシアムである。
GCIG は、国際共同試験の実施時に直面する多くの困難を
解決するために、ハーモナイゼーション委員会を 2003 年
に設置した。本調査では、ハーモナイゼーション委員会の発
展と現在までの活動を紹介する。

【方法】
2004 年から 2017 年までの GCIG 議事録をレビューし、参
加グループの集計および活動内容の要約をした。

【結果】
平均参加グループ数は、2004-2008 年の 10.8 グループか
ら、2009-2013 年は 17.0、2014-2017 年では 19.1 と増加し、
ヨーロッパ、北米、南米、オセアニア、アジアのグループか
ら構成されていた。ミーティングのトピックは 69 件あり、
予算、臨床研究保険、品質管理の最低限の基準、グループ間
のコミュニケーションなどの多国間の環境や文化の違いに
起因するものが主だった。問題解決のために、様々な共通テ
ンプレート、各国が許容可能な最低限の品質基準が作成さ
れた。さらに希少がん、トランスレーショナルリサーチ、
QoL/PRO ツール開発、教育にも取り組んでいる。

【結論】
国際共同試験におけるハーモナイゼーション活動の重要性
の認識が高まるにつれ、委員会への参加グループおよびメ
ンバーは増加した。ハーモナイゼーション委員会は、患者ア
ウトカムの向上のために問題解決に取り組んでおり、国際
共同試験実施の成功に不可欠な要素の一つである。ハーモ
ナイゼーション委員会は、婦人科腫瘍の品質の良い臨床試
験の促進し、活動を続けている。
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新たな治験受託方式の導入と学内費用配分へ
の影響‐受託研究から請負業務へ‐

○岡田 美和子 1, 2）、米富 さつき 1）、
武藤 美和子 1）、長村 文孝 1）

1）東京大学医科学研究所附属病院　TR・治験センター
2）東京大学大学院教育学研究科　博士課程

【背景・目的】
法人化前の国立大学附属病院における治験は、文科
省通知によって受託研究として受け入れられていた
が、近年は、競争的資金による医師主導治験等におい
て、各大学が設定した症例単価表を用いる契約管理
方式も導入されるようになった。これは受託研究と
しての準委任契約ではなく業務請負契約である。
2018 年 2 月には東京大学医科学研究所附属病院に
おいても治験支援業務に係る規則を制定し、他施設
から受託する医師主導治験及び企業からの依頼によ
る治験に新たな契約方式を適用することとした。こ
の新たな規則にもとづく取扱いによって、治験費用
の学内配分等にどのような変化が生じたのかを検討
する。

【方法】
旧来の取扱いに基づく費用と新たな規則及び料金表
に基づく費用について、当院の事例をもとにしたモ
デルケースを設定し、算定結果及び大学内の配分結
果を比較検討した。

【結果】
受託研究として受け入れた場合、責任医師等には受
託収入が研究費として配分されるが、治験支援業務
に係る費用については明文のルールがなかった。さ
らに、間接経費として受託研究費の 3 割が大学本部
等に徴収され、治験関連部署への配分はなかった。
請負業務とした場合には、間接経費の徴収はなく、規
則及び料金表に治験支援業務に係る金額及び支援部
門への配分を明記したことにより、収入の全額を治
験関連部署へ配分できることとなった。さらに、原資
が国の委託費等であっても、納入された経費は使途
が限定されない大学運営費として管理することとさ
れた。

【まとめ】
治験を受託研究ではなく請負業務として受け入れる
ことにより、従来の枠組みにとらわれない学内配分
及び柔軟な経費執行が可能となった。

P-66
リハビリテーション領域における多施設共同
臨床試験（特定臨床研究）においてアカデミ
アの臨床研究支援組織が果たした役割の検討

○小野瀬 恵里子、酒井 雅宏、伊藤 由希子、
橋本 幸一
筑波大学　つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）
中央管理ユニット

リハビリテーション領域の多施設共同臨床試験にお
いて調整事務局などの支援を実施した。支援した業
務内容を検討するために、支援内容を振り返り、また
研究担当者を対象に事後アンケート調査を行った。

研究参加施設は、全国 24 施設だった。支援内容は
キックオフミーティングにおいて倫理審査、研究計
画などの説明、並びに介入・評価方法のトレーニン
グを実施した。契約締結後には施設訪問し、研究資
材・症例ファイルの使用方法、中央評価に利用する
画像撮影方法などを説明した。研究開始後は、症例登
録促進支援について広く有効性を認められている施
設訪問と研究会開催の頻度を上げることが困難だっ
たが、ニュースレター・メール・架電による情報の
授受で進捗を管理し、目標症例数の登録を達成し完
遂することができた。また、臨床研究法の施行に伴
い、特定臨床研究への移行準備・手続きについて説
明・支援した。
研究終了後、研究支援組織の役割を果たせたかを確
認し、今後の臨床研究に関わる支援方法の課題と解
決策などを検討するために、各施設で本研究を中心
になって実施された作業療法士に対して事後アンケ
ートを実施した。本研究に参加した理由を 57％が介
入療法や医療機器に興味があるとしていたが、78％
が「今後、医療チームメンバーや後輩に臨床研究への
参加を是非勧める、勧める」と回答し、臨床研究に参
加するメリットを見出し次へつなげる意欲を引き出
すことにも貢献できたことが示唆された。また、研究
担当者は「時間の余裕」と「上長の理解・環境の整備」
が臨床研究を進めるために重要な要素と考えている
ことが分かり、リハビリテーション領域の研究支援
時の課題の一つであることが示唆された。
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P-67
臨床試験におけるoutcome adaptive
designsの有用性・適用状況に関する系統的
レビュー

○中井 智子、田中 司朗
京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻　臨
床統計家育成コース

【目的】
ランダム化臨床試験では、科学性と倫理性の相克が
常に問題になる。その解決手段の一つとして注目さ
れる outcome adaptive designs（OAD）は、それまで
に登録された被験者のアウトカムデータに基づい
て、各群への割付確率を変更するデザインである。
OAD が採用されている臨床試験について系統的レ
ビューを行い、その有用性・適用状況について検討
を試みた。

【方法】
検索対象は Pubmed、Clinical.Trials.gov.の臨床試験
登録データベースとした。書籍や論文などで確認さ
れたものはレビュー対象に含めた。検索用語は
response-adaptive、outcome-adaptive、play and the
winner、bandit、Bayesian とした。検索条件は Clinical
Trial、humans とし、実際に試験が行われていない論
文（モデル構築やシミュレーションなど）や用量探索
試験は除外した。

【結果】
この検索方法で該当した試験は 7 試験だった。対象
疾患は、白血病、神経障害性疼痛、早産、アルツハイ
マー型認知症、新生児呼吸不全、乳がんであった。致
死性疾患は 4 試験、治療のない難治性疾患はなく、適
切な短期アウトカムが利用できたのは 6 試験であっ
た。対象者数は 12〜1200 人と幅広かった。

【結論】
OAD を適用するために工夫が必要となり、逆に無理
を生じる場合も示唆された。OAD は、後にエントリ
ーする程、より有効な治療群に割り付けられる可能
性が高くなるため、逆に不公平感を感じさせ倫理性
の疑問を生じさせる可能性もあると考える。事前に
予想していたより OAD の臨床試験の経験はまだ少
なく、現時点では一般的な OAD のメリットを生かせ
る試験に適用されているとは言い難い状況だった。

P-68
順天堂大学での統計コンサルテーションの現
状と展望

○野尻 宗子 1, 2）、柳澤 尚武 1, 2）、西﨑 祐史 1, 2）、
小嶋 麻矢 1）、朴 炳健 2）、深瀧 恭子 2）、
奥澤 淳司 1, 2, 3）、田村 直人 2, 4）、服部 信孝 1, 5）

1）順天堂大学　革新的医療技術開発研究センター
2）順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験
センター

3）順天堂大学医学部・大学院医学研究科　消化器外科
学講座

4）順天堂大学医学部・大学院医学研究科　膠原病内科
学講座

5）順天堂大学医学部・大学院医学研究科　脳神経内科
学講座

【目的】
臨床研究を実施する上で、立案段階からの統計解析
部門の役割は重要である。近年、臨床研究法の施行な
ど ARO（Academic Research Organization）の重要性
が増している。そこで、当センターにおける相談数や
内容などの経時的データのトレンドを分析し、今後
の統計解析コンサルテーションの充実を図ることを
目的とする。

【方法】
2017 年度から 2019 年度の月別での統計解析コンサ
ルテーション数、診療科内訳、相談内容等の集計を行
い、そのトレンドを分析した。

【結果】
2018 年度以前と比較し (10 件/月)、2018〜2019 年度
では 2017 年度以前に比べて相談数が 4 倍以上に増
加した(2018 年度 19 件/月、2019 年度 54 件/月)。診
療科の内訳については、2018 年度以前は内科系が中
心であったが、最近では幅広い診療科からの相談を
受けるようになった。本学では、大型レジストリーの
実施やリアルワールドデータを使った観察研究が多
かったが、介入研究の立案 や実施も増加している。
さらには、関連病院からの統計相談が 5 倍以上に急
増した。

【考察】
学内での医療統計分野の研修会を増やし、メールで
の研修会の案内を徹底し、ニーズに対応したきめ細
かい支援を実施していった結果と考える 。今後の課
題としては、解析ソフトの使用方法や若手医師への
基礎的な統計解析指導が求められており、その強化
が重要と考える。

【結論】
研修会の実施など、日頃より多くの医療関係者に医
療統計に関心を持ってもらう取り組みをし、研究立
案からの参加、多様な研究デザイン設定の提案をし、
データ管理も含め、臨床医と統計家との連携が重要
である。
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日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical
Oncology Group：JCOG）における先進
医療B試験の現状と課題分析

○早川 真由美 1）、梅田 晴香 1）、辻 典子 1）、
木村 綾 1）、江場 淳子 2）、中村 健一 2）、
柴田 大朗 2）、片山 宏 2）、片岡 智子 2）、
寺田 参省 2）、佐々木 啓太 2）、下山 遼 2）、
福田 治彦 2）

1）NPO法人　がん臨床研究機構　JCOGデータセンタ
ー／運営事務局

2）国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
JCOGデータセンター／運営事務局

【目的】
日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG）では先進医療 B
制度下で 7 試験を実施しており、現在 1 試験を準備
中である。昨今増加している適応外薬・保険適用の
ない医薬品/医療機器を用いた研究者主導試験の新
規提案ニーズを受けて、先進医療として実施し迅速
な保険適用を実現するため、現状と課題の分析結果
を報告する。

【方法】
実施中 7 試験について、協力医療機関選定規準や先
進試験手順を JCOG 内で整備中であった前半 4 試験
と、整備後（選定規準：登録見込、機関内での先進医
療の支援体制、手順：作業の並列化等）の後半 3 試験
の 2 群に分けた。各群の先進承認から患者登録開始
までの期間、登録開始から 20 協力医療機関の追加完
了までの期間、計画時と比較した 3 年後の実登録ペ
ース、登録がなかった医療機関の割合を算出し比較
を行った。

【結果】
各中央値（四分位範囲）は前半/後半で①先進承認か
ら登録開始まで 4.6 か月（3.9-5.3）/3.7 か月（2.5-3.8）、
②20 協力医療機関追加期間 16.4 か月（13.4-19.8）
/11.9 か月（10.0-14.2）、③計画時と比較した 3 年後の
実登録ペース 23.5%（19.7-28.2）/16.5%（14.7-19.0）、
④登録数がなかった医療機関の割合 35.5%（17.5-
54.0）/28.5%（13.2-42.0）であった。まとめると、①、
②各期間が長い、③登録ペースが計画時より遅い、④
登録なしの医療機関が多いという課題が抽出された
ものの全体としては改善が見られた。

【結論】
中央支援機構の整備により作業効率に一定の改善を
得た。今回制度上の制約や施設個別事情等の外的要
因は分析に含めていない。しかしまだ改善の余地が
あり、計画から結果報告までの進捗管理、手順の整備
と見える化等を候補として支援強化に取り組む必要
がある。

P-70
INDICE Cloud －UMINが提供する無料、
簡便、安心なクラウド型臨床・疫学研究症例
登録・割付システム

○木内 貴弘 1）、大谷 夏樹 2）、石井 雅人 2）、
里村 浩樹 1）、清田 知花 1）、横山 克彦 1）

1）東京大学医学部附属病院　UMINセンター
2）株式会社日立製作所

臨床・疫学研究においては、症例登録・割付を第三
者機関が実施し、その経過を記録に残すことが、研究
の質を担保するために非常に重要であるが、第三者
機関に症例登録・割付を依頼するには一定の経費が
必要となる。UMIN では、研究費の乏しい研究グルー
プが無料かつ簡便に使うことができ、セキュリティ
保護の面でも安心なクラウド型症例登録・割付シス
テ ム （ INDICE Cloud） の 提 供 を 行 っ て い る

（https://www.umin.ac.jp/indice/cloud.html）。本シス
テムの利用には、研究プロジェクト管理者とデータ
入力を行う研究者、データマネージャーのすべてが
UMIN ID とその医学研究用パスワード（一般用パス
ワードよりセキュリティ管理が厳しい）を取得して
いることが必要である。研究プロジェクト管理者は、
Web 画面から必要なパラメータを入力することによ
って、該当の研究の症例登録・割付システムを直ち
に自動的に構築できる。また各医療機関等の研究者、
データマネージャーは、構築された症例登録・割付
システムで直ちに症例登録・割付が可能である。本
システムは、デザインの簡易な研究のみを想定して
おり、無作為割付機能は動的割付に対応しているも
のの、群数は最大 2 群、割付回数は最大 1 回までしか
対応していないが、この機能の範囲でも実施可能な
臨床・疫学研究（特に小規模な研究）はかなりの割合
で存在すると思われる。本システムは、資金に乏しい
小規模な研究グループの小規模な臨床・疫学研究に
とって、非常に有用であり、今後の幅広い活用に向け
て、UMIN で広報活動を開始している。
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P-71
Y-NEXTの医師主導治験・特定臨床研究への
取り組み

○三杉 恵美、渡邉 織恵、中島 佐依子、
鈴木 義弘、堀越 由佳子、瀬貫 孝太郎、
菊田 貞雄、山中 竹春、寺内 康夫
横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター（Y-
NEXT）

【背景】
横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター

（以下、Y-NEXT）は、2015 年の 4 月に設立され、研
究開発支援室、臨床試験データ管理室、統計解析室、
教育研修室、臨床試験管理室及び事務室の 6 部門で
構成されている。これまでに業務受託体制が整備さ
れ、臨床試験の準備段階からまとめまで（試験立案か
ら出口戦略まで）、臨床試験のプロジェクトに係わる
様々な側面からの支援を実施している。

【目的】
Y-NEXT の組織の中でも研究開発支援室は、プロジ
ェクトマネージャー（以下、PM）を抱え、薬事相談、
メディカルライティング業務、プロジェクトマネジ
メント等を実施している。Y-NEXT での設立以来の
PM の業務支援内容の変遷及について調査を実施
し、本年度の活動を考察した。

【結果】
当部門では、設立当初、10 試験の支援を実施してい
たが、2019 年度の支援数は 40 試験であり、医師主導
治験（院内、学外）や再生医療研究の支援数が増加し
た。
支援内容は、PM 業務を中心に、薬事相談（戦略相談、
対面助言）、メディカルライティング業務、調整事務
局業務等、幅広く行う試験が多かった。
課題としていた試験運営の効率化、当部門メンバー
の知識の習得について、本年度は CRO の利用方法の
工夫、業務量及び数の管理、治験及び臨床研究法等の
規制、PM 業務をテーマとした部門勉強会を定期的
に開催した。

【考察】
支援数の増加により、今後、試験領域や業務毎（モニ
タリング・EDC システム構築等）に特色を生かした
委託先選定の工夫、支援の優先順位等について各責
任医師との調整が必要と考える。

P-72
臨床研究の立ち上げにむけての取り組み
―神奈川横浜大腸癌研究グループ（KYCC）
活動報告―

○佐藤 真帆 1）、塩澤 学 1）、沼田 正勝 2）、
菅野 伸洋 1）、佐藤 純人 1）

1）神奈川県立がんセンター　消化器外科
2）横浜市立大学　外科治療学

【背景】
臨床研究法の施行により、臨床試験を立ち上げ実施
することは、非常に困難を極めている。研究遂行に
は、研究計画段階からの相談、プロトコール等の作成
支援、データマネジメントや統計解析、モニタリング
などの臨床研究支援のほか、書類管理や煩雑な手続
きが求められ、研究費の確保も必須である。

【目的】
我々は、臨床研究推進を目的とした医師主体の臨床
研究グループ（神奈川横浜大腸癌研究会、以下
KYCC）を設立した。ARO 支援がないなかで、臨床
研究の運営や企画が未経験な医師が研究立案からプ
ロトコール作成、研究開始するまでの取り組みや、医
師の教育について報告する。

【方法】
プロトコール作成及び研究開始に向けて、次の方法
を行うこととした。(1)年に 3〜4 回の会議で医師らの
CQ や研究コンセプトを段階的に発表し討議する。
(2)指導医と CRC が介入し、メールや対面での個別
の打ち合わせを繰り返し、研究のブラッシュアップ
を図る。(3)CRC による医師向けの臨床研究に関する
教育機会を設ける。(4)医師と CRC で役割分担し、必
要な資料や体制を整える。

【結果】
研究代表者や研究事務局を未経験の医師が大半のな
かで、KYCC 設立から 1 年半が経過した現在、指導医
と CRC による早期介入で、2 つの多施設共同観察研
究が開始できた。そのほかに 4 つの研究を起案中で
ある。

【考察】
情報共有と検討会を行うことで、未経験医師も、研究
立ち上げについてイメージができ、臨床研究を身近
に感じるようになった。CRC は、診療科特有の問題
や動向を踏まえることで、同じ目線で議論すること
が可能であると考える。
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試験の質確保を指向する臨床研究実施計画書
作成を目標としたプロジェクト憲章及び計画
書概要テンプレートツールとプロジェクトの
一例

○松山 琴音 1, 2）、大塚 佑基 2）、長尾 典明 2）、
林 宏至 2）、高田 宗典 2）、平川 晃弘 2）、
笠井 宏委 2）、真田 昌爾 2）、須崎 友紀 2）、
小澤 郷司 2）、吉田 浩輔 2）、岩崎 幸司 2）、
山本 学 3）、上村 尚人 2）

1）日本医科大学　医療管理学
2）臨床研究の品質向上ツール作成ワーキング
3）日本医師会

【背景】
現在検討中の ICH renovation により出口志向のデザ
インアプローチである Quality by Design（以下、
QbD）による試験管理の必要性が高まっている。この
ため、研究者自らが主導する研究の企画・実施の際
に、研究者や支援者が QbD を十分に理解した上で試
験実施を行うことは重要である。我々は、一昨年度、
QbD アプローチで研究実施計画書が作成・固定され
るまでの工程及びプロセスチャートを、昨年度はよ
り簡便で、実用的な実施計画書策定支援ツール（以
下、支援ツール）の開発を行い、今秋公表したところ
である。またプロジェクトへの適用について検討を
行った。

【方法】
日本医師会の委託業務として、臨床開発に携わる産
学の計 14 名が参集し、臨床研究法対応の実例、ガイ
ダンス等を参照に協議し、支援ツールの内容を検討
した。また別途ワーキンググループにて具体的なプ
ロジェクトへの適用を検討した。

【結果】
支援ツールとして、品質管理基準やリスクベネフィ
ットの判断基準を包含するプロジェクト憲章と、臨
床研究法に対応した実施計画書概要テンプレートを
作成し、プロジェクトに適用した。またプロジェクト
に適用する中でフィージビリティも合わせて検討し
た。

【考察】
本支援ツールを、研究に求められる品質に対する羅
針盤とすることで、個々の臨床研究において真の品
質が確保された研究計画の作成が可能となり、本邦
の研究者主導臨床研究の品質向上につながると考え
る。

P-74
横浜市立大学における医師主導治験への取り
組み

○中島 佐依子、三杉 恵美、渡邉 織恵、
堀越 由佳子、鈴木 義弘、瀬貫 孝太郎、
菊田 貞雄、山中 竹春、寺内 康夫
横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター

【背景】
横浜市立大学附属病院次世代臨床研究センター（以
下、Y-NEXT）は、2015 年の 4 月に設立された。設
立以降、医師主導治験の実施に積極的に取り組み、
2017 年の 2 月に最初の医師主導治験を開始した。現
在までの実績は、終了した医師主導治験（1 件）、稼
働中（3 件）、準備中（3 件）である。医師主導治験の
経験を重ねることで、院内の協力体制の変化等も見
られてきている。

【目的】
これまで実施した医師主導治験の経験をもとに、実
際に現場で担当しているプロジェクトマネージャー

（以下、PM）が直接感じる変化をまとめ、その結果を
報告する。

【結果】
開始当初、医師主導治験を実施する経験もなく、何を
するにも手探り状態で開始するとともに、院内の各
部門間が何を協力するべきか不明なため、医師や
PM が各部門を回り説明することで、実施してきた。
医師主導治験の経験をするにつれ、院内での認知度
が向上するとともに、院内の各部門間（薬剤部、放射
線部、臨床検査部、医事課等）が何を実施するべきか
が明確になり、治験準備段階から協力が得られるよ
うになった。

【考察】
PM が医師主導治験を経験が増えることで、何をい
つの時点ですべきかが明確になり、院内の各部門間
との協力が得られるようになった。まだ、医師主導治
験を行う上で、PMDA 相談実施の有無、治験調整医
師の違い（学内あるいは学外）等による課題は異なる
ものの、設立当初より外注先を積極的に利用し、試験
運営の効率化を図ることによりスムーズに医師主導
治験を実施できる体制が整いつつあると考えてい
る。
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P-75
外部委託を活用した医師主導治験運営の現状
と課題

○渡邉 織恵、三杉 恵美、中島 佐依子、
鈴木 義弘、堀越 由佳子、瀬貫 孝太郎、
菊田 貞雄、山中 竹春、寺内 康夫
横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター（Y-
NEXT）

【背景】
次世代臨床研究センター（Y-NEXT）は、2015 年 4 月
に設立され臨床研究の専門家集団で組織されてい
る。プロジェクトマネージャー（以下、PM）が所属
する研究開発支援室を中心に、学外・学内問わず多
岐にわたる臨床研究を支援している。
近年増えている医師主導治験を支援していく中で、
PM のみならず各部門のリソース不足から、業務の一
部を外部委託（CRO 等）せざるを得ない現状がある。

【課題】
外部委託において大きな問題となるのが、公立系大
学における煩雑な契約手続き・研究資金の確保であ
る。特に、研究資金が限られている試験は委託範囲を
予算に合わせて縮小しなければならず、試験運営へ
影響するなど、弊害が生じている。さらに、委託先各
社の見積幅が大きいこともあり、選定・委託範囲の
決定に苦慮している。
短期間での選定、委託範囲の決定及び契約締結する
ことが、試験準備において重要な課題となっている。

【結果】
各社の見積幅の差異は、その会社の強みであり特色
でもあることから、選定する上でのポイントとなる。
中でも、費用の乖離が大きいモニタリング業務は、
EDC システムの併用で訪問頻度が低くなり費用削
減へ繋がる。一見、EDC 導入は構築・維持費用の高
さが際立つが品質管理しやすいといった利点があ
る。

【考察】
委託先の選定、その委託範囲を見積条件として具現
化することが重要である。また、自らの業務を効率
化・分業化することで、限られた研究資金での試験
運営は可能となる。研究資金の確保という課題は常
にあるが、最小限の資源でも実施できる取り組みを
今後も継続していきたい。

P-76
Microsoft Teamsを利用した多施設共同試
験の効率的な運用検討

○木島 真一 1）、平田 早季 2）、吉田 尚生 2）、
坂梨 健二 2）、船越 公太 2）、戸高 浩司 2）、
馬場 英司 2）

1）九州大学大学院医学研究院　循環器内科学
2）九州大学病院　ARO次世代医療センター

【背景・目的】
多施設共同研究では、情報共有が研究の成功の鍵と
なる。従来はメールがその手段であった。しかし文書
の共同作成時のバージョン割れが発生したり、WEB
会議の日程調整のメールのやりとりが何度も行われ
たり、重要なメールが埋もれてしまうといった問題
がしばしば生じる。そのため、直接 Office ファイルを
開いて共同編集が可能な Microsoft TeamsR(以下
Teams)の効率的な運用を検討した。

【方法】
関係施設 6 施設で 2019 年 11 月から Teams を導入
した。主に使用したのは下記の機能。
・チームでのグループトーク(情報共有)
・Wiki(情報蓄積)
・OneNote(議事録、マニュアル類)
・SharePoint(ドキュメント共有)
・Polly(意見集約、日程調整)

【結果】
参加メンバーが容易にドキュメントの共有・共同編
集、情報共有、打ち合わせの日程調整が出来た。下記
が削減できるため、40%程度の工数削減を見込んで
いる。
・宛先選び
・ファイルのダウンロード、再アップロード作業
・「了解しました」のコメントメール
・日程調整メールの返信

【考察】
Slack と比較して(1) Office ファイルが直接開けるこ
と、(2)ファイル管理機能が充実していること、(3)
WEB 会議をすぐに始められることが Teams のメリ
ットとして大きかった。
他社では、Teams 導入によって会議時間が 55%削減
された、残業時間が 30%削減されたという事例もあ
る。当部門では導入間もないが、発表時には導入前後
でどの程度業務時間が削減されたかを報告する。
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順天堂大学臨床研究情報検索システムにおけ
る医学部/医学研究科の課題へのアクセス向
上の取り組み

○栗原 房江 1, 4）、宮本 望 1）、眞野 訓 1）、
小和瀬 美帆 2, 4）、柳 浩平 3, 4）、
井ノ口 みなみ 1）、永井 有紀 1）、白鳥 敦子 1）、
岩﨑 幸雄 1）、杉村 雅文 2）、奥澤 淳司 1）、
堀 賢 3, 4）、田村 直人 1）、髙橋 和久 5）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験
センター

2）学校法人順天堂　情報センター本部　本郷地区情報
センター

3）順天堂大学医学部附属順天堂医院　病院機能管理室
4）順天堂大学医学部附属順天堂医院　広報管理運営委
員会

5）順天堂大学医学部附属順天堂医院

【目的】
本学では各附属病院の診療科に加え、医学部/医学研
究科（以下、研究科）においても患者を対象とした臨
床研究が精力的に実施されている。2017 年 9 月より
開始した臨床研究情報検索システム（以下、システ
ム）では、2018 年 3 月以降、当院の各診療科ホーム
ページ（以下、HP）トップから診療科毎の課題一覧
の表示が可能となっていた。しかしながら、診療科と
研究科の課題一覧を同時に表示することは適わず、
後者の閲覧には別途の再検索を要していた。そこで、
2018 年のシステム改修時、研究科の課題へのアクセ
ス向上を目的として、診療科と研究科の課題を同時
に絞込み表示する URL 生成機能を実装した。2019
年 8 月には、生成された URL を当院の各診療科 HP
トップとリンクし、1 クリックで診療科と研究科の
課題を一挙に表示また閲覧可能な環境を構築した。

【対象と方法】
2019 年 8 月に行ったリンクの効果を検証するべく、
システムに研究科として掲載中の課題を対象とし、
Google Analytics を用いて基準日（各診療科 HP トッ
プとのリンク日：2019 年 8 月 16 日）の前後 30 日及
び 180 日で 1 回以上閲覧された課題数について分析
した。

【結果】
基準日の前後 30 日の間に掲載されていた研究科の
全課題（前 282、後 288）のうち、1 回以上閲覧され
た課題（全課題に占める割合：%）は、前 52（18.44%）
→後 283（98.26%）であった。基準日の前後 180 日の
データについては収集中である。

【結論】
今回の取り組みにより、研究科の課題閲覧数は短期
間で大きく増加し、課題の検索はより簡便になった
ものと推察された。今後、前後 180 日間での検証結果
も含め、更に利便性の高い情報提供の実現を目指し、
システムの運営管理に関する方策を検討したい。

P-78
EDC搭載のePRO機能を食品のヒト試験で
使用した事例報告
－今後のePRO活用に向けて－

○平井 亜優美 1）、有村 保次 1）、長野 文子 1）、
渡邉 睦美 1）、武安 智樹 3）、竹島 秀雄 1）、
片岡 寛章 2）

1）宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター
食品臨床試験・臨床研究開発部門

2）宮崎大学医学部長
3）九州臨床研究支援センター　統計・データセンター

【目的】
昨今、臨床試験において、ePRO(Electronic Patient
Reported Outcomes)を使用する機会が増えてきてい
る 。今 回 我 々 は 、食 品 の ヒ ト 試 験 に お い て 、
EDC(Electronic Data Capture)の ePRO 機能を被験
者の携帯端末で運用した結果から、ePRO 活用に向
けた課題を検討する。

【方法】
当院で実施した食品のヒト試験において、食品摂食
状況や体調等のデータ収集に ePRO を利用した。食
事記録があることと携帯端末の不具合も想定し、紙
日誌も併用し日々のデータ収集を行った。本検討で
は、試験実施中の ePRO 活用状況と、試験終了時に試
験参加者に実施した ePRO 使用に関するアンケート
の結果を集計し、考察を行った。

【結果】
全試験参加者 64 名中 ePRO を利用したのは 59 名

（92%）で、うち試験実施中に ePRO 利用を断念した
のは 7 名（12％）であった。アンケート結果では、次
回試験に参加する際には ePRO 利用を希望すると 8
割程度が回答し、操作方法についても簡単であると
多くの回答が得られた。一方で、データの入力ミスが
21 名（37％）あったと回答した。

【考察】
携帯端末の普及もあり、ePRO 使用への抵抗感がな
く、利便性の面でも ePRO の支持率が高くなってい
ると推測された。今回の試験では、食事記録などの煩
雑な記載以外の単純な入力項目のみを採用したが、
使用断念や入力ミスもあり、入力のタイミングや制
限規定などが課題であった。また、抵抗感が少ないこ
とから、記述式項目でも、適切な選択式に変換するこ
と等の工夫で、必要な情報を得ることが可能ではな
いかとも考えられた。
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P-79
電子カルテへの文書登録の仕組みを利用した
臨床研究同意書管理一元化の実施可能性評価
〜継続可能な仕組みを目指して〜

○笹山 洋子 1）、高塚 絵里子 1）、吉川 隆範 1）、
下川 敏雄 1）、吉川 徳茂 2）、山上 裕機 3）

1）和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター
臨床研究管理部門

2）和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター
3）和歌山県立医科大学附属病院

【背景】
通常診療で多くの同意書を問題なく扱う医師が、な
ぜ臨床研究の同意書管理に梃子摺るのだろうか。臨
床研究と通常診療では何が異なるのか。この疑問を
発端に、臨床研究の説明文書・同意書を電子カルテ
に文書登録し通常診療に近い手順で管理すれば、同
意書管理の不備を未然に防ぐことができるのではな
いかと考え一元化に取り組んだ。

【目的】
通常診療の運用に臨床研究特有の手順を組み込んだ
計 13 のプロセスからなる同意書管理手順（以下、本
手順）により、臨床研究の同意書を適切に管理できる
か評価する。

【方法】
①2019 年 8~10 月に 3 件の臨床研究に本手順を適用
し、研究者、各担当者が実施可能か調査した。②本手
順に基づく同意書の一元管理に必要なリソースを検
討した。

【結果】
①期間中にトラブルなく実施可能であった。②通常
診療の運用範囲のプロセスは既存人員で運用可能、
臨床研究特有のプロセスには新たに医療職 0.5 人、
事務局 0.5 人程度のエフォートが必要と考えられ
た。システム改修等にかかる費用は発生しなかった。

【考察】
病院長による研究実施体制整備の一環として同意書
管理の一元化に取り組んだ。同意書は適切なインフ
ォームド・コンセントの手続きが行われたことを証
明する文書であり、厳格な管理が求められるが、CRC
等の支援が受けられる研究は限られる。通常診療の
流れに乗せて同意書を管理ことで、現実的なリソー
スで、研究者の負担を軽減し、複数の目によるチェッ
クが機能する運用が可能と考える。

【結論】
本手順は当院で実施可能であった。2019 年 11 月現
在、全ての新規特定臨床研究に本手順を適用してい
る。2020 年度中に、全ての臨床研究への適用拡大を
予定している。

P-80
臨床試験において、外部の関係者によるカル
テ閲覧やデータ入力支援を受け入れるために
関連部署間で整備した事項に関する報告

○小出 絹代 1, 2）、盛 啓太 2）、本間 明日香 1）、
高橋 利明 1）、山﨑 健太郎 3）、松永 清和 4）、
後藤 克規 5）、坂本 純 6）、安井 博史 7）、
小野 裕之 7）

1）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
研究品質管理室

2）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
研究推進室

3）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
治験管理室

4）静岡県立静岡がんセンター　情報システム課　情報
システム班

5）静岡県立静岡がんセンター　総務課　研究・研修班
6）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
7）静岡県立静岡がんセンター

【背景】
静岡がんセンターでは、職員以外の電子カルテ閲覧
は基本的に禁止されている。一方、多施設の医師主導
臨床試験について、モニタリングやマンパワーを補
うためのデータ入力支援の増加が予想され、職員以
外の外部の関係者による、電子カルテ閲覧への対策
が急務となった。既存の企業治験のシステムの利用
を考えたが、現状、企業治験の患者でしか使用できな
い仕組みであり、システムの改修が必要であった。こ
のため、研究者からの発案により、新たな電子カルテ
閲覧システムを検討することとなった。

【目的】
医師主導臨床試験についても外部の関係者によるデ
ータ入力支援や Source Data Verification（以下
SDV）を実施できるようにすること。

【実施内容】
研究者、関連部署（SDV、情報システム、事務）の管
理者および担当者が集まり検討した。
1）電子カルテ閲覧システムの構築
企業治験のシステムを基に、情報システム課で、入力
画面、試験への患者・モニター紐づけを可能とした。
2）閲覧手続き
閲覧事由の発生から外部の関係者への電子カルテ操
作権限発行までのフロー図を作成し、全作業と必要
書類を記載した。研究者が申請していた手続きは、研
究品質管理室が代行し、担当部署へ提出することと
した。操作権限取得者への情報セキュリティ研修の
実施を必須とした。

【結果】
電子カルテ閲覧システムの整備により、医師主導臨
床試験における、SDV、外部の関係者のデータ入力支
援が可能となった。手続きを代行実施することで、研
究者の負担を減らせたのではないかと考える。今回
の検討には実務担当だけでなく、管理者も参加して
おり、課題によってはその場で承認が得られ、目的の
達成まで順調に進められた。
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「HIV感染症患者における抗レトロウイルス
療法に関する意思決定とアドヒアランスに関
する研究（DEARS-J）」におけるePROの
実施方法と欠測状況に関する検討

○川口 崇 1）、関根 祐介 2）、國本 雄介 3）、
増田 純一 4）、矢倉 裕輝 5）、平野 淳 6）、
日笠 真一 7）、築地 茉莉子 8）、石原 正志 9）、
沼田 理子 1）、宮路 天平 10）、山口 拓洋 11）、
天野 景裕 12）

1）東京薬科大学　医療実務薬学教室
2）東京医科大学病院　薬剤部
3）札幌医科大学附属病院　薬剤部
4）国立国際医療研究センター病院　薬剤部
5）国立病院機構　大阪医療センター　薬剤部
6）国立病院機構　名古屋医療センター　薬剤部
7）兵庫医科大学病院　薬剤部
8）千葉大学医学部附属病院　薬剤部
9）岐阜大学医学部附属病院　薬剤部
10）東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学
11）東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野
12）東京医科大学　臨床検査医学分野

【背景と目的】
電子的に患者報告アウトカム(PRO)を収集する ePRO に
は、来院時に施設で用意したデバイスを使用する（PD）、被
験者自身のデバイスを使用する（BYOD）といった実施方法
がある。各実施方法における尺度の回答は同等であると示
されているが、欠測については明らかになっていない。そこ
で本報告は、実施中の観察研究における ePRO の実施方法
と欠測状況を調査・検討することを目的とした。

【方法】
HIV 感染症患者の抗レトロウイルス療法に関する観察研
究である DEARS-J Study(UMIN000030146) では、初回登
録時・1 か月・6 か月・12 か月後の時点における PRO を
評価項目としている。DEARS-J では PD および/または
BYOD を施設の状況に応じて使用しており、フォローアッ
プが終了した 6 ヶ月時点までの ePRO 実施方法と欠測を
集計した。

【結果】
216 名 が 登 録 さ れ 、ePRO の 使 用 方 法 は PD 116 例

（53.7%）、BYOD 96 例（44.4%）、両方 1 例（1.9%）であっ
た。試験中止となった対象を除いた 1 ヶ月時点では 214
名、6 ヶ月時点では 202 名を解析対象とした。ePRO の欠測
について、登録時では 8 例（3.7%、PD 6 例、BYOD 1 例、
両方 1 例）、1 ヶ月時点では 4 例（1.9%、PD 2 例、BYOD
1 例、両方 1 例）、6 ヶ月時点では 6 例（3.0%、PD 4 例、
BYOD 2 例、両方 0 例）であった。

【考察】
本報告では、ePRO の使用方法および欠測の状況を明らか
にした。ePRO の使用方法は施設の状況に依存しており、
PD と BYOD の欠測割合は直接比較はできないが、使用方
法が試験実施の障壁にならないことが示唆された。ePRO
を活用する研究では今後、本研究では必須としていないリ
マインダーの活用や、ePRO の管理機能強化などにより、欠
測を減らすことが期待される。

P-82
eConsent導入までの経緯と対策

○川口 崇 1）、宮路 天平 2）、湊川 紘子 3）、
横溝 綾子 3）、下村 一景 4）、飯原 大稔 5）、
稲田 佑亮 6）、森田 一 7）、縄田 修一 8）、
沼田 理子 1）、伊澤 直樹 9）、中島 貴子 9）、
山口 拓洋 10）

1）東京薬科大学　医療実務薬学教室
2）東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学
3）聖マリアンナ医科大学病院　薬剤部
4）愛知県がんセンター病院　薬剤部
5）岐阜大学医学部付属病院　薬剤部
6）横浜労災病院　薬剤部
7）聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院
8）昭和大学横浜市北部病院　薬剤部・病院薬剤学講座
9）聖マリアンナ医科大学　臨床腫瘍学講座
10）東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野

【背景と目的】
eConsent とは、電子的な説明同意取得の手法およびそ
の技術を指す用語で、マルチメディアを用いた研究概要
の説明、電子署名技術を用いた研究への同意取得などが
含まれる。海外では普及が進む一方で、本邦では規制当
局から明確な指針等はなく、普及していない。そこで
我々は、実施中の臨床試験に eConsent の導入を試みた。
本報告では、eConsent 導入において障壁となりうる問
題を明らかにすることを目的とし、実際の eConsent 導
入の際に生じた問題点や、懸念される点を検討した。

【方法】
実施・支援中の多施設臨床試験（UMIN000032269）の
研究者に対して eConsent の導入について相談・依頼し
た。eConsent には Medrio 社のシステムを用いた。倫理
委員会への申請、承認から実際の使用までの経緯、生じ
た問題への対策をまとめた。

【結果】
導入にあたり懸念された事項として、①eConsent で得
られた同意書の Certified Copy の保存について、各施設
の運用によって手順が複雑になること、②手書き署名の
取り扱い、の 2 点が挙げられたものの、従来の紙媒体で
の運用も実施可能として、試験参加 8 施設中 6 施設で
導入することとなった。主たる研究実施施設では、プロ
トコール改訂時に eConsent の説明を詳細に追加し、安
価に作成することができた説明同意用の動画とともに、
倫理委員会からの承認が得られた。

【考察】
同意書の保存や手書き署名の取り扱いなど、いくつかの
障壁となりうる問題があることが確認された。しかし、
eConsent は研究者にとっても同意プロセスの効率化に
加え、被験者の研究の理解向上にも寄与できることが期
待できるため、今後は実施後の問題点とその対策を明ら
かにしていく必要がある。
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P-83
認定臨床研究審査委員会における電子申請シ
ステム導入と今後の課題

○米田 花織 1）、梅染 紘美 2）、浅野 健人 2）、
波多野 恒男 1）、山本 洋一 2）

1）大阪大学医学部附属病院　教育研究支援課
2）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

大阪大学は、平成 30 年 3 月 30 日に厚生労働大臣か
ら臨床研究法で規定される認定臨床研究審査委員会
の認定を受け、医学部附属病院でその運営を担って
いる。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）
の平成 30 年度「中央治験審査委員会・中央倫理審査
委員会基盤整備事業」（以下、「本事業」という）に当
院の提案が採択され、統一書式及び利益相反管理様
式の見直し、電子申請システムの仕様書作成につい
て検討し、その成果は平成 30 年度末には公開され
た。従来、倫理審査委員会の電子申請システムの運用
においては、施設独自に新たにシステムを導入した
り、既存システムを改修する場合には、費用が高額に
なり、導入・改修に労力を要し、また、他施設の取り
組みがわかりづらいことが懸念事項であった。そこ
で、本事業では、電子申請システムのパッケージ化を
目指すことで、従来より費用を安く抑えることがで
き、導入・改修の労力を下げ、施設間での情報共有も
容易になり、より多くの施設が扱いやすくなるので
はないかと考えた。しかしながら、パッケージ化の問
題点として、各施設固有のカスタマイズをすること
ができないため、各委員会の運用を把握した上で、必
要最低限の機能を持たせる検討が必要であった。

今回、本事業の仕様書をもとに作成された認定臨
床研究審査委員会申請システムが販売され、当院で
導入することになったことに伴い、その取り組みの
状況と、明らかになってきた今後の課題・展望につ
いて報告する。

P-84
IRB事務局とCOI委員会事務局との連携強化
について　活動報告

○柿木 優佳 1）、末永 沙由里 1）、内川 悠加 1）、
細矢 和久 1）、松尾 明彦 2）、新開 淑子 1）、
島ノ江 千里 1）、川口 淳 1, 3）、木村 晋也 1, 4）

1）佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）佐賀大学医学部総務課
3）佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター
4）佐賀大学医学部医学科　内科学講座

【背景・目的】
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(以下、
人指針)を基に設置された倫理審査委員会(以下、IRB)
においては、研究に関連する利益相反(以下、COI)を
踏まえた倫理審査を行う必要がある。また、IRB―
COI 委員会間の連携の重要性についても人指針ガイ
ダンスで言及されている。従来、当院の IRB では、
COI を有する研究において COI 委員会から発行さ
れた審査結果通知書とともに倫理審査を行っていた
が、今回 COI 管理強化の一環として、当院 IRB 事務
局と COI 委員会事務局の現状の体制における問題点
を抽出し、審査までの手順を改正したため報告する。

【問題点】
1)当院 IRB 事務局では研究内容により審査区分の振
り分けを行っており、COI 有の研究は迅速審査では
なく通常審査が行われる。IRB 事務局に新規審査依
頼された研究のうち、COI の存在が不明瞭なものに
ついては審査区分振り分けに難渋していた。
2)IRB 事務局と研究者、COI 委員会事務局と研究者
それぞれの間で書類のやりとりが発生していた。
3)従来の方法では、各研究の IRB 審査のタイミング
が COI 委員会事務局で把握できていなかった。

【改正点】
新規申請された研究のうち COI の存在が懸念され
るものについては、COI 委員会の審査を受けるよう
IRB 事務局から研究者に連絡をし、必要書類等につ
いても説明を行った。また、IRB 事務局から COI 委
員会事務局に対し各研究の IRB 審査予定日を知ら
せるとともに、IRB 審査区分を研究者に通知する段
階までに、COI の状況について COI 委員会事務局か
ら IRB 事務局に連絡を受ける流れとした。改正の結
果、IRB・COI 委員会両事務局と研究者とのやりと
りが円滑化し、COI 有無に基づく適切な IRB 審査の
実施が可能となった。
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臨床研究法研究における変更審査種別の適切
な振分けの検討〜NCCの事例報告〜

○大藤 弥生 1）、榎本 法恵 1）、西川 千晶 1）、
原田 裕紀 2）、尾崎 雅彦 2）、山下 紀子 1）

1）国立がん研究センター中央病院　倫理審査事務室
2）国立がん研究センター東病院　倫理審査事務室

【目的】
臨床研究法では認定臨床研究審査委員会(以下 CRB)
の審査は合議が基本とされているが、施行規則にて
定める簡便な審査に加えて、Q&A にて、事務局確認
のみにて処理できる「事前確認不要事項(以下、不要
事項)」が示され、いずれも CRB の業務規程に具体的
事例を示すことで運用可能とされている。昨年度の
AMED 事業で策定された「CRB 業務規定モデル(以
下、規定モデル)」では 10 つの不要事項が示された。
しかしながら、各 CRB 運用にばらつきがあり、研究
者がどの CRB を利用するかで受ける審査が異なる
状況がうかがえる。
全国の CRB の公開業務規程を調査し、CRB 間で共
有可能な変更審査方法の振分け基準の策定を試み
る。一事例として当 CRB の運用を紹介する。

【対象と方法】
jRCT に公開されている 95CRB の業務規程につい
て不要事項・簡便な審査を調査し、共通項、差異を分
類。また、AMED CIRB 促進事業アンケート・意見交
換会から情報収集を行った。

【結果】
不要事項・簡便な審査の定めのある CRB は 95CRB
中 93 であった(2019 年 11 月 1 日時点)。法律・規定
モデル通りの簡便な審査の運用 CRB は 74、詳細が
記載されている CRB は 19 であった。また、不要事項
を定めている CRB は 24、規程モデルの 10 つの不要
事項以外を定めている CRB は 10 であった。
当 CRB の不要事項は、原則として実施計画の変更の
みと定めている。2018 年 4 月〜2019 年 10 月の実績
は、変更申請 73 件中、不要事項 13 件であり、簡便な
審査の 29 件も含めると、全体の半数以上が合議審査
以外の方法であった。

【考察】
公開業務規程に不要事項の定めがない CRB が全体
の 2/3 を占めることより、審査の効率化・迅速化が
進んでいないことがうかがえた。CRB 間の共通項、
差異の詳細は学会当日に発表する。

P-86
医学系指針適用外の倫理申請の運用について
―本学での取り組みについて

○前川 由美 1）、長野 郁子 1）、矢野 郁 1）、
樋野村 亜希子 1）、田原 育恵 1）、森 広美 1）、
倉田 真由美 1, 2）

1）滋賀医科大学研究活動統括本部　倫理審査室
2）滋賀医科大学医学部附属病院　臨床研究開発センター

2015 年「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針（平成 26 年 12 月 22 日）文部科学省・厚生労働
省」（以下、指針）が交付され、人の試料・情報を研
究目的で用いる際は前述の指針を遵守することが義
務付けられた。

同指針では「医学系研究には、例えば、医科学、薬
学、看護学で（中略）個人の健康に関する情報を用い
た疫学的手法による研究及び質的研究が含まれる」
と幅広い学問領域が指針対象と定義されるととも
に、従前は付議不要と整理されていた枠組みが撤廃
された。

他方、細則を収録した「ガイダンス（平成 29 年 5
月 29 日一部改訂）」では、第 2「用語の定義」の中で、
事業報告や業務改善、症例報告など研究目的でない
医療の一環とみなすことができる場合は指針に該当
しないことが明記され、実施の“目的”によっては指
針適用外と整理される案件が生じるようになった。

また、看護学や保健学などの調査においては、
clinical question を明確化し endpoint を設定しなけ
ればならない指針に準拠した研究計画書を作成する
こと自体が難しく、申請にかかる資料整備がままな
らないのが現状である。これらの案件について、どの
ように取り扱うべきか、問題の解決が必要である。

そこで本学においては、倫理審査委員会の下部組
織として「倫理審査委員会医学・看護学小委員会」を
設置し、それらについて対応を行うこととした。今回
は「倫理審査委員会医学・看護学小委員会」の中で対
応してきたこれまでの本学での取り組みについて報
告する。
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P-87
臨床研究の推進と規制の狭間に揺れ動く倫理
申請事務局業務の役割

○伊藤 聖美、浅香 ミフア、王 册、南木 由美、
中濱 真一、中村 文隆
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　教育研究センター

【背景】
研究倫理申請事務局業務は、臨床研究の推進と被験
者保護のために倫理的側面で規制するという相矛盾
する視点により時にジレンマを生む。臨床研究に関
わる法規制の背景もあり、当施設では臨床研究推進
と被験者保護の観点をデザインに反映して研究倫理
申請書の改訂を行った。新書式評価、および研究倫理
申請事務局に求められる役割を考察したため、ここ
に報告する。

【方法】
研究倫理申請書改訂における研究倫理申請事務局の
活動を下記に示す。①研究申請者が研究性質に合わ
せた対応を知るために臨床研究の種別を明示した

「臨床研究カテゴリー分類」を作成した。②必要な視
点が網羅できるように研究計画書の雛形を作成し
た。③研究意義と価値を意識できることをねらいに
研究のあらすじをまとめる「研究の概要」を作成し
た。④複数の構成員で査読グループを立ち上げ、倫理
的側面での課題を抽出して、個別研究の課題解決に
向けた相談に対応した。⑤研究倫理委員会が継続的
に研究の進捗状況を把握できるために「研究実施状
況（年度）報告書」の提出の管理体制を整備した。

【結果・考察】
研究倫理申請書は、指針や法改正により複雑になり、
研究者の負担になっていることは明らかである。し
かし、その書式の作成によって、研究者が自ら行う研
究を自己点検できるメリットを感じることができれ
ば、書類作成自体に意義を持つ。その時点において書
類作成を課するという「規制」が研究を「促進」とい
う位置づけに変化するものであると考える。研究倫
理申請事務局は、研究者が内発的動機付けに働きか
ける“縁の下の力持ち”のような役割が求められると
考える。

P-88
メディカル翻訳における機械翻訳の現状と今
後の動向予測

○小泉 志保 1）、西村 多寿子 2）

1）日本翻訳者協会
2）プレミアム医学英語教育事務所

【背景】
現在、機械翻訳（MT）関連の様々な論議がなされて
いるものの、メディカル翻訳に絞った MT の現状を
把握できる機会は少なく、MT 導入による翻訳関連
マーケットの動向を予測することも困難である。

【対象と方法】
2019 年 7 月 1 日〜9 月 5 日の期間に、大手製薬会社
団体である R＆D Head Club と CRO に質問紙調査
の協力を依頼し、翻訳を行う文書や MT の使用状況
を中心に計 29 問を質問した。その後、質問紙調査か
ら得られた回答を元に、出てきた疑問点をさらに検
討するため、製薬会社役員、海外事業部社員、開発系
社員、社内翻訳者を対象とした面接調査を実施した。

【結果】
R＆D Head Club の 20 社中 12 社の合計 21 名（部
署）、CRO からは 2 社の合計 3 名（部署）から質問紙
調査の回答を得た。「よく MT を使用する文書」とし
て最も多かったのは「メールを含む社内文書」であり
全体の 29%であった。次に多かったのは「承認申請関
連文書」の 25%であった。「あなたの考える MT が得
意とする文書はなにか」（複数回答）については、「承
認申請関連文書」が 13/21 名と最も多く、次いで、「安
全性情報関連文書」10/21 名、「機器操作マニュアル」
9/21 名であった。これは、「主に翻訳を行う文書の種
類はなにか」の回答と類似していた。面接調査で最も
目立った回答は「現在は申請関連文書に使用せず社
内文書の翻訳に使用しているが、今後 MT の導入を
推進していく」であった。

【結論】
現在、MT は社内文書に最も多く使用されているも
のの、MT エンジンを開発している会社の各種コー
パスが拡大して MT の精度が向上することが見込ま
れるため、将来的には、承認申請関連文書等、特定の
文書での使用が増えることが予想される。
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臨床研究支援としての英語論文支援経費の実
績報告

○長友 美樹 1）、有村 保次 1）、三浦 由佳里 2）、
岩江 荘介 1）、竹島 秀雄 1）、片岡 寛章 3）

1）宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター
2）宮崎大学医学部附属病院　臨床倫理部
3）宮崎大学医学部長

【目的】
2014 年度の医療法改正に伴い特定機能病院の要件
として英語論文発表 70 件以上の実績が必要となっ
た。この要件を充足すべく、当院では論文を国際誌に
投稿する際の費用支援を目的とする英語論文支援経
費を創出し、臨床研究支援センターにおいて運営・
管理を行っている。今回、さらなる臨床研究支援の一
助とするため、これまでの実績について検討した。

【対象と方法】
制度開始の 2014 年 9 月から 2019 年 9 月末までに
英語論文支援経費を行った実績について集計した。
具体的には、経費内容及び支援額、論文の種類（基礎
研究、臨床研究、症例報告等）、申請者の職種及び役
職、申請者の所属する診療科、申請者別について年度
毎及び全期間について集計を行った。

【結果】
全期間の支援総数は 391 件、支援総額は約 3100 万
円、年平均支援件数は約 78 件であり、2017 年度が支
援数のピークであった。論文の種別として、臨床研究
が 175 件（44.8％）、症例報告 136 件（34.8％）基礎
研究 62 件（15.9％）であった。申請者は計 146 名で
あったが、申請数の多い上位約 10 位までの申請者だ
けで支援総数の約 3 割を占め、申請数の多い 8 診療
科で支援総数の約半数を占めていた。申請者の役職
別では、講師以上の割合が高く、助教や医員の占める
割合は講師以上の割合よりも低かった。

【結論と考察】
論文発表は、研究を担う特定機能病院である大学病
院としては重要な責務であるが、英語論文支援の状
況からは一定の研究者や診療科に偏りがあり、また
助教以下の若手研究者への支援割合が低く、支援経
費のさらなる周知を測ることと、若手研究者への経
費以外での研究支援が必要であることが予測でき
た。

P-90
臨床評価研究会によるデータマネジメントワ
ークショップの訪問開催〜ローカルデータマ
ネジャー向け講義・実習の内容紹介と業務上
の悩みの共有〜

○石坂 文子 1, 2）、中川 智美 2）、池田 礼子 2）、
國村 理紗子 2）、村松 直樹 2）、南雲 幸寛 2）、
藤倉 剛志 2）、市田 成好 2）

1）ロート製薬株式会社　再生医療研究企画部
2）臨床評価研究会　データマネジメント分科会

【目的】
臨床評価研究会は、製薬会社と CRO が参加して製薬
業界や臨床試験のトレンドや諸問題を議論して解決
策を生み出している業界団体です。当研究会データ
マネジメント（以下、DM）分科会の DM 紹介・教育
グループは大学病院、SMO 等で臨床試験や臨床研究
に携わる方々に DM 業務を広く知ってもらいたいと
思い、DM 業務紹介の講義・実習を複数回実施して
まいりました。これまでに実施した講義・実習の概
略とお悩み相談の内容の詳細について発表します。

【対象と方法】
大学病院の医師、CRC、ローカルデータマネジャー、
事務局担当者に対して DM 業務紹介の講義・実習を
実施しました。

【結果と結論】
講義内容は、実習（CRF、チェックリスト、DB 設計
書、DM 計画書等の作成）を中心に参加者が DM 業務
を実感できる実践的なものとしました。また、日々の
業務のお悩み相談も講義中に行いました。
今回は、これまでに大学病院臨床研究センター向け
に実施した講義・実習の概略とお悩み相談の内容の
詳細についてポスターにて発表します。実際の講義
資材を提示しますので、ご依頼をいただければ今回
の内容について各施設に伺い無料で講義を行いたい
と考えています。
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P-91
佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
における臨床研究推進への取り組み
〜“じっくり勉強すれば身に付く”臨床研究
勉強会〜

○細矢 和久 1）、柿木 優佳 1）、新開 淑子 1）、
島ノ江 千里 1）、川口 淳 1, 2）、木村 晋也 1, 3）

1）佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター
2）佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター
3）佐賀大学医学部医学科　内科学講座

【背景・目的】
2018 年 4 月から臨床研究法が施行され、研究管理や
費用の負担が増加し、臨床研究の停滞や萎縮を招く
ことが懸念されている。当院でも、2018 年 7 月〜
2019 年 7 月の期間に臨床研究の実施数は 12.2％減
少した。そこで、研究推進を目的とした「臨床研究勉
強会」を実施したことから、その活動内容について報
告する。

【方法】
当院の若手医師および臨床研究の経験が少ない医師
等を対象に、少人数制の臨床研究勉強会を開催した。
内容は、臨床研究で必要とされるリテラシーとスキ
ルを強化するために、臨床疫学の基礎的な講義の後、
実施可能性の高い研究計画を実際に立案し、適切な
研究管理や成果発表の手法を学べるものとした。開
催頻度は毎月 1 回、期間は半年間程度とし、募集人員
は 10〜15 名程度とした。

【結果】
募集開始後 5 日間で 20 名の応募があり、参加者全員
の研究計画をワークショップ形式で検討するため
に、各 10 名程度の 2 つの班に分けた。半年間で各 6
回（計 12 回）の勉強会を開催し、同時進行で、個別
のコンサルトを実施することにより、研究計画書の
作成を支援した。20 名の参加者のうち 12 名（60％）
が新たに研究計画書（14 件）を作成し研究を開始し
た。

【考察】
勉強会への参加募集後、短期間で定員が充足したこ
とから、研究計画書作成時の支援について、潜在的な
ニーズが高いことが推察される。3 ヶ月以内に参加
者の 60％が新たに研究を開始したことから、臨床研
究勉強会は臨床研究を推進する活動として有用であ
ると思われる。今後、成果発表までの継続した支援を
行うが、さらに、研究の質の向上に寄与する内容に検
討していく必要がある。

P-92
研究計画書レビューの指摘事項における計量
テキスト分析

○砂田 寛司、遠藤 佑輔、島田 美樹、武中 篤
鳥取大学医学部附属病院　新規医療研究推進センター

当院では倫理審査委員会への申請前に当支援部門と
各研究科担当者によりピアレビューを行い、倫理性、
科学性、指針、法規制・コンプライアンスなどの観点
から研究計画書とその他関連文書を確認している。
レビューの指摘事項に出現する語の頻度や関連を分
析し、研究者が文書作成時に障害と感じる点を明ら
かにする。

2018 年に申請された観察研究 (計 129 件)に寄せ
られた研究計画書の計 2150 件の指摘事項を対象に
KH Corder による計量テキスト 分析（出現する単語
の頻度や似通った語を抽出する階層的クラスター分
析）を行った。文中の異なる語同士の関係性を見る共
起ネットワークを用いて可視化した図から、特徴と
なる語の原文を確認し、図の意味の解釈を行った。

出現頻度上位の代表的な語は、「追記」、「章」、「記
載」であった。階層的クラスター分析により上位頻出
語と同じクラスターに分類された特徴的な語は、“追
記”では「方法」、“章”では「整合」であった。“記
載”には「具体的」「評価」「データ」等、多くの特徴
的な語が同一クラスターで見られた。また、共起ネッ
トワークでは「追記」「章」「同意」「評価項目」「基準」
といった頻出語を中心に、それぞれのネットワーク
を形成した。

結果の特徴から計画書作成に寄せられるコメント
は、主に注意不足と情報不足に由来する。前者は章や
項目の不足といった体裁や内容の不整合に特徴づけ
られ、後者は研究データの管理方法、研究デザイン、
統計解析方法についての記載が不十分であることに
特徴づけられる。今後はより質の高い研究計画書の
作成のため、本稿の結果を反映した研究者教育や計
画書ひな形の作成を検討していく。
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教育コンテンツ視聴の学習効果に関する調査
（阪大病院EラーニングCROCO）

○浅井 亮一 1）、大仲 有佳 2, 3）、北田 直子 2, 3）、
山本 洋一 3）、五十嵐 昭 4）

1）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　運営管
理室

2）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　被験者
保護室

3）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研
究センター

4）株式会社ビッグバン

【目的】
大阪大学（以下、阪大）では臨床試験に従事する研究
者に対して、阪大病院長が定める研究実施要件が設
けられており、初めて研究に従事する研究者は、臨床
研究の E ラーニングシステム「CROCO」の基礎編コ
ースに合格する必要がある。基礎編コースには臨床
試験の適切な実施に必要な基本知識を身につけるた
めの教育コンテンツが用意されており、2017 年のサ
ービス開始以降、多くの受講データが蓄積している。
今回は教育コンテンツの改善に活かすことを目的
に、合格率に着目し教育コンテンツの学習効果に関
する調査を行った。

【方法】
2017 年度から 2019 年度（10 月時点）における阪大
に所属する受講者における基礎編コースに含まれる
講義を対象とし、コンテンツ受講前テスト不合格者
におけるコンテンツ視聴後の合格率を算出した。い
ずれかの年度で受講前テスト実施者数が 50 名に満
たない講義は除外した。

【結果】
受講前テスト不合格者のコンテンツ視聴後の年度別
平均合格率は、2017 年度 74.2%、2018 年度 62.6%、
2019 年度 61.5%であった。倫理指針、再生医療等安
全性確保法、医薬品・医療機器開発の合格率が相対
的に低かった（45%〜55%）。データマネジメントは受
講前テストの合格率が高く（81%）不合格でも受講後
テストの合格率が高かった（76%）。統計は受講前テ
ストの合格率が低かったが（20%）不合格者の受講後
合格率は高かった（68%）。

【考察】
コンテンツを受講した後の合格率は、講義ごとに特
徴的な傾向が見られた。CROCO で提供している講
義・コンテンツ・問題の難易度に差があることが考
えられるので、今後の教育コンテンツの改善が必要
である。

P-94
看護師を対象とした臨床研究についての意識
とニーズ調査

○加根 千賀子 1, 2）、武智 研志 1）、中馬 真幸 1）、
高開 登茂子 2）、楊河 宏章 1）

1）徳島大学病院　臨床試験管理センター
2）徳島大学病院　看護部

【目的】
近年、2015 年の「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」の施行、また 2018 年の「臨床研究法」の
施行により臨床研究の環境は大きく変化し、より質
の高い研究を実施することが必要となった。看護師
にとっても治験や臨床研究の被験者に看護の面から
関わる機会が増加すると考えられ、治験や臨床研究
の被験者の特殊性の理解のもとにそのケアに精通
し、より上級の看護レベルを担う人材が必要となる。
そこで、看護研究に関する研修に参加した看護師対
象に臨床研究についての意識とニーズを調査し
Clinical research nurse に相当する人材育成を行う
ための系統的な研修の検討を行う基礎資料とするこ
とを目的とした。

【対象と方法】
徳島大学病院の看護部が企画した看護研究コース研
修に参加した看護師 23 人を対象に臨床研究に関す
る知識や経験およびニーズについてアンケート調査
を行った。本研究は、徳島大学病院医学系研究倫理審
査委員会の承認を受けて実施した。

【結果】
治験、臨床研究という言葉は約 70％が知っていた。
しかし、CRC、GCP、倫理指針、倫理審査委員会を
知っている者はいずれも 50％未満であった。治験や
臨床研究に参加している患者の担当経験は 13％、患
者を対象とした調査や研究の実施経験は 17％であ
った。治験や臨床研究に関して患者から質問を受け
た経験は 13％、被検者の看護に対して興味がある
26％、治験、臨床研究の特徴を理解し、看護上の諸問
題を看護研究として進めることへの興味がある者は
約 40％であった。

【結論】
被検者の看護と看護上の諸問題を看護研究として進
めることに対して一定の回答者が興味を有してお
り、大学病院として教育カリキュラムの整備が必要
と考える。
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P-95
医師臨床研修制度見直しから見た医学生や研
修医に対するTR教育

○鶴田 敏久 1）、天野 学 1）、中井 康博 1）、
藤田 一司 1）、五十部 穣 1）、植田 康平 1）、
清水 忍 1）、鍬塚 八千代 2）、木下 文恵 2）、
安藤 昌彦 2）、水野 正明 1）、安藤 雄一 1, 2）

1）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　先端
医療・臨床研究支援センター

2）名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　デー
タセンター

臨床研究の発展のためには臨床研究に係わる若い研
究担当者への教育が重要であるが、その中でも研究
責任医師として将来の臨床研究を担う医学生や臨床
研修医へのトランスレーショナルリサーチ（TR）教
育は重要である。特に臨床研究法施行の例に問われ
るように医師への臨床研究に係わる法令や社会シス
テムの教育は重要と考えられる。私達は第 10 回日本
臨床試験学会にて医学部学生、臨床研修医に対する
臨床研究教育の重要性と問題点に関して報告した。
その中で医学生や研修医への教育の基準とされてい
る、医学教育モデル・コア・カリキュラム、医師国家
試験出題基準、医師臨床研修の到達目標などに含ま
れる TR 教育に関係する項目を抜粋し、医学生教育
基準や医師国家試験出題基準には臨床研究に該当す
る内容が含まれているのに対し、医師臨床研修の評
価項目には該当する項目がないことを示した。しか
しながら、今回、医師臨床研修制度の二回目の大きな
見直しが行われ、令和 2 年度より医学生教育との連
続性が重要視され、研修医の到達目標に TR に関係
する項目が多く含まれるようになった。これにより
初期臨床研修の 2 年間に臨床研究に関する教育を行
うことや評価が必要となる。その評価方法はこれま
でと異なり、医師臨床研修時に学ぶべき内容のみで
なく、医師国家試験前に医学生として学ぶべき内容
も含まれている。これらの変更点をご紹介し、医学生
や研修医の TR 教育に対して今後行うべきことを特
に ARO の立場から検討したので報告する。

P-96
AROに所属する臨床研究業務支援者の業務評
価指標とコンピテンシー確立に向けた研究者・
支援者意識調査〜キャリア形成への試み〜

○真田 昌爾1, 2）、浅野 健人1）、大塚 佑基3）、
松山 琴音4）、西崎 祐史5, 6）、柳澤 尚武6）、
植田 莉英子5, 6）、大塚 俊昭7）、高田 宗典8）、
松嶋 由紀子9）、宮路 天平10）、稲田 実枝子11）、
林 行和12）、平瀬 佳苗13）、松野 康子1）、
中神 啓徳14）、山口 拓洋8）、上村 尚人15）

1）大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部
2）大阪市立大学医学部附属病院　臨床研究・イノベー
ション推進センター

3）東北大学病院　臨床研究推進センター
4）日本医科大学　医療管理学
5）順天堂大学医学部附属順天堂医院　循環器内科
6）順天堂大学　革新的医療技術開発研究センター
7）日本医科大学付属病院　臨床研究総合センター
8）東北大学病院　臨床試験データセンター
9）慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター
10）東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学
11）九州大学病院　ARO 次世代医療センター
12）エイツーヘルスケア株式会社　データサイエンス本部
13）国立循環器病研究センター　臨床研究推進センター
14）大阪大学大学院医学系研究科　健康発達医学
15）大分大学医学部　臨床薬理学

【目的】
ARO では従来から学術論文の著者要件を満たしにく
い臨床研究支援業務者の適切な評価指標がなく、人材
定着やキャリア形成に課題を抱えている。一方、臨床
研究法によって jRCT 公開データベースに 6 つの支
援業務担当者が登録され、我々は jRCT の登録情報か
ら最終的に支援業務者の業務評価指標及びその基本
要因となるコンピテンシーの確立に向け、従事者及び
研究者の意識と支援の現状につき分析を試みた。

【方法】
jRCT 登録データ及び ARO 団体等を通じ、jRCT に
登録された研究者・ARO 在籍の臨床研究支援業務
者を対象に、WEB 上で無記名自由回答方式にて、
AMED 令和元年度 ARO 機能評価事業委託研究によ
りアンケート調査を実施した。

【結果】
完全回答を得た研究者、支援者のデータを集計した。
集計数から臨床研究中核病院とそれ以外の層別解析
が可能で、また一部職種は参考程度の解析となった。
本発表ではその具体的データを紹介する。

【結論】
本調査から ARO の業務支援の現状、従来から指摘さ
れていた課題や人材育成・確保上の問題が定量的に
浮彫りとなり、評価指標及びコンピテンシー作成の
重要な参考となる有意義なデータが得られた。
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臨床研究支援センター見える化の一環として
行った統計院内レクチャーの報告

○盛 啓太 1）、野津 昭文 1）、川端 孝典 1）、
野津 美香子 1）、小出 絹代 1）、坂本 純 2）、
小野 裕之 3）

1）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
研究推進室

2）静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター
3）静岡県立静岡がんセンター

【背景】
臨床研究支援部門に関する職員認知度は低い現状が
あり、支援機能の見える化を促進することは、施設の
臨床研究を推進する上で、重要なポイントの一つで
ある。見える化の方法は①現在の支援機能の標準
化・可視化②支援センター主導の院内レクチャーの
開始③支援機能の拡充などが考えられるが、特に統
計院内レクチャーについて報告する。

【目的】
統計院内レクチャーの内容や実際の参加人数をまと
め、次年度で改善すべき点を同定する。

【方法】
院内レクチャーはフルタイムで勤務する統計担当 3
人で分担した。広報は院内職員宛にメールを送信し、
直前に電子カルテの情報画面に開催案内を掲載し
た。

【結果】
2019 年 11 月時点で 8 回実施した。参加人数の中央
値（最小-最大）は 43 人（17-84）でのべ 374 人参加
した。また看護師の参加はのべ 27 人（7.2%）であっ
た。診療科秘書を含む事務担当の参加ものべ 9 名

（2.4％）あった。事務担当参加者 9 名中 7 名がデータ
ベースの整理についての回に参加していた。

【考察】
今年度は、医師の参加が大多数であった。特に最大の
参加人数だったのは最新の手法のレクチャー回であ
った。人数が最小となった統計ソフトのワークショ
ップは参加者が少なかった。一方、看護師やその他メ
ディカルスタッフの参加者が少なかった。周知は医
師と同様に行っているので、潜在的な需要の発掘が
必要と考えられた。データベース整理の回に診療科
秘書の参加があったので、こちらのニーズにも対応
することも検討する。

【結論】
院内レクチャーを行い、各職種の参加状況が違うこ
とが確認できた。医師以外への支援を広げるために
それぞれの職種の部門に確認し、支援ニーズを掘り
起こす必要がある。


