
1 

治験依頼者の立場で考える 
望ましい治験実施医療機関 
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本日の内容 

1. 望ましい医療機関とは 
2. 医療機関選定調査の進め方 
3. 望ましい医療機関とは 
 症例集積性 
 治験手続き 
 治験費用 
 実施体制 

4. まとめ 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
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主体的な品質管理 
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一般的な医療機関選定調査の進め方 

医療機関選定調査時の調査項目 

一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 

http://01.gatag.net/tag/%E5%8B%B2%E7%AB%A0/
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一般的な医療機関選定調査の進め方 

(1) 
医療機関 
情報の収集 

(2) 
事前調査 

(3) 
本調査 

 公開情報に基づいた
調査 

 調査票を用いた調査
（メール，マスキング
対応が可能な場合） 

 訪問での調査 
 事前調査で確認できな
かった項目の調査 

治験 
実施 

 治験ネットワーク
/SMO 

 KOLからの紹介 
 治験依頼者情報 
 医療機関情報 等 

候補とする医療機関の絞り込み 
優先順位付け 
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一般的な医療機関選定調査の進め方 

(1) 
医療機関 
情報の収集 

(2) 
事前調査 

(3) 
本調査 

 公開情報に基づいた
調査 

 調査票を用いた調査
（メール，マスキング
対応が可能な場合） 

 訪問での調査 
 事前調査で確認できな
かった項目の調査 

治験 
実施 

 治験ネットワーク
/SMO 

 KOLからの紹介 
 治験依頼者情報 
 医療機関情報 等 

候補とする医療機関の絞り込み 
優先順位付け 

実施体制/品質管理体制 
治験手続き 
治験費用 

実施可能症例数 
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（参考）Feasibility調査の例示 

治験実施計画書骨子 
【第●相：XXX試験】 
 ・目的 
 ・試験デザイン 
 ・用法・用量 
 ・選択・除外基準 
 ・エンドポイント 
 （評価項目・基準） 

治験実施計画書 
【第●相：XXX試験】 
 ・目的 
 ・試験デザイン 
 ・用法・用量 
 ・選択・除外基準 
 ・エンドポイント 
 （評価項目・基準） 
 ・来院スケジュール 
 ・実施手順 

時 間 軸 

試験毎の目的を達成す
るための「科学的妥当
性」等を規定 

試験毎の具体的な来院
スケジュール，実施手順
等を規定 

実施計画書作成のための調査 

医療機関選定のための調査 

実施国選定のための調査 

日本が主導する場合 

海外が主導する場合 医療機関選定のための調査 

開発計画 
【第●相：XXX試験】 
 ・目的 
 ・試験デザイン 
 
【第▲相：YYY試験】 
 
【第■相：ZZZ試験】 

承認申請に必要な治験
と各治験の概要（目的，
デザイン等）を規定 

治験依頼者と医療機関で調査の目的を共有しておくことが重要 

本日お話する内容 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 

望ましい医療機関とは 
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症例集積性に望むこと 

登録患者数 

同意取得数 

基準に合致する 
患者数 

対象疾患の患者数 

☺医師見解と根拠をもとに実施可能症例数を予測する 
☺実施可能症例数の達成を治験依頼者とコミットする 

【疾患・薬剤・患者背景情報】 
 DPCデータ 
 レセプトデータ 
 検査データ 
 電子カルテの入力データ 

【疾患・薬剤・患者背景情報】 
 DPCデータ 
 レセプトデータ 
 検査データ 
 電子カルテの入力データ 

【その他の情報】 
 治験への興味/参加希望 
 過去の同意取得率 
 過去の治験参加数 

【その他の情報】 
 治験への興味/参加希望 
 過去の同意取得率 
 過去の治験参加数 

候補医師の見解 

レセプトデータの活用 
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症例集積性に望むこと 

メリット • 院内データベースに残る全患者から検索可能 
• 入院/外来のすべてのデータを同様に扱える 
• 全診療報酬に関わる内容がある（特定疾患療養管理料を含む） 
• データ入力形式（標準病名マスター）の整備が進んでおり, 統一化が進められている（現在
は未コード化傷病名も一部含まれている） 

• ソフトウェアを使用することで対象患者を絞り込むことが可能 
デメリット 
  

• 傷病名で「疑い」を区別せずコード化されるシステムの場合, 検索結果に保険病名も含まれる 
• 何年も前の転帰で治癒した傷病名も, 登録しなければ未転帰として検索される 
• 医療機関によっては, 未コード化傷病名が含まれる 
• 検査・画像検査のオーダーの有無は分かるが, 検査測定値は分からない 
• 入力忘れや保険請求対象外の療養は検索から漏れる可能性がある 
• 現在も通院中なのか否かが分からない 
• ソフトウェアの種類が多く, ソフトウェアごとにできること, できないことがある（複数条件での検索
など） 

• 誰もが扱える状況でない（主に医療事務部門が扱う） 
• 権限に制限が設けられることが多い（個人情報保護法への対応を含む） 

レセプトデータの活用 
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症例集積性に望むこと 
レセプトデータの活用 

☺ 一定の精度で候補患者の絞り込みが可能 
 

☹ 他の医療情報と比較すると精度は低い 
☹ レセプトデータを取扱う部門との連携が必要 
☹ 個人情報取り扱い上の注意が必要 

 活用できる医療機関内情報システムの把握 
 複数条件での検索，他のシステム・デーウェアハウスの活用，医師への聴取 

 治験業務としての取り扱い 
 院内での実施可能例数調査依頼書等 

 治験依頼者との事前協議 
 治験依頼者から提供可能な情報等 
 調査方法（期待される精度）, 調査期間 
 提供可能な情報（抽出・集計方法，結果） 

ベンダーへの問合せも有用 
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症例集積性に望むこと 

登録患者数 

同意取得数 

基準に合致する 
患者数 

対象疾患の患者数 

☺治験の対象となる患者数を拡大する 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

①， ②‐2‐1 ：治験の啓発 
②‐1, ②‐2‐2：治験を知る 
③：治験参加意思の連絡 
④：適格性, 連絡先等の確認 
⑤：患者を紹介 
⑥：適格性確認, 来院調整 
⑦：結果を連絡 
⑧：患者の受け入れ準備 
⑨：同意説明，適格性確認 
⑩：情報交換, 患者フォロー 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

ポイント1：啓発 
 患者および周辺医療機関の関係者等に治験の存在
を適切に知ってもらう 
 実施中の個々の治験，疾患や治験そのものについて
適切な啓発を実施する 

 主治医からの紹介 
 院内の電子掲示板（デジタルサイネージ） 
 院外でのポスター掲示・リーフレット設置 
 インターネットを用いた電子広告 
 市民公開講座 
 SNS等のWEBコミュニティ 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

ポイント2：事前の適格性確認 
 エントリー基準を明らかに逸脱した患者は紹介しない 
 紹介前に可能な範囲で適格性を確認した上で患者を
実施医療機関に紹介することで，患者・実施医療機
関双方の負担を軽減する 

 治験NW 事務局による確認 
 簡易的に適格性確認ができる仕組み（WEBサイトにアンケート形

式の適格性確認システムを組み込む等） 
 実施医療機関の管理責任の下で外部機関へ紹介前の適格性確

認業務を委託 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

ポイント3：医療機関の紹介患者受け入れ体制構築 
 患者が不本意な扱いをされないような体制を整える 
 患者移動モデルの運用に関して医師を含む医療機関
関係者に説明を行い，理解を得る 

 来院時の受付方法 
 治験スタッフへの連絡方法 
 初診時の費用負担や負担軽減費の取り扱い（特に初診時に当該

治験の説明を実施しない場合） 
 紹介患者の来院候補曜日や時間帯（土曜日の来院枠の確保を

含む）の柔軟な調整方法 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

ポイント4：患者移動後のフォロー 
 治験NW 全体として患者をフォローできる体制を構築
する 

 患者紹介および情報の交換方法をあらかじめ手順として定
めておく 
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症例集積性に望むこと 
治験参加のための自発的な患者移動モデル 

ポイント4：患者移動後のフォロー 
   【治験参加時】  

 実施医療機関から患者が通院していた医療機関へ治験参加の旨を連
絡し当該患者の情報を入手する。 

 治験終了後に実施医療機関で通常診療を継続することの可否について，
患者に事前に説明しておく。 

【治験実施中】 
 実施医療機関と患者が通院していた医療機関間で定期的に患者の状

態を情報交換し，協力して患者のフォローを行う。 
【治験終了時】 

 実施医療機関から患者が通院していた医療機関へ治験の終了を連絡
する。 

 治験終了後の通院先は患者の自由意思で決定できる体制とする。 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 
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治験手続きに望むこと 
☺治験手続きを効率的に実施できる 
 中央IRBの活用 
 窓口機能の集約 
 統一書式の活用 
 治験実施体制の公開と更新 
 治験手続きの電磁化 
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治験手続きに望むこと 
治験実施体制の公開と更新 

項目 設問 
実施可能症例数 疾患別の治験実績（実施診療科、目標（契約）例数、実施例数、

実施率（％）、対象病名など） 
実施体制 治験に関する手順書（様式類を含む）の記載内容確認の可否 

原資料と治験関連記録の保管期間について、治験依頼者の求める保
管期間への対応の可否 
治験依頼者が求める治験責任医師、治験分担医師、CRCの教育研
修（GCP、プロトコル、EDCトレーニング等）の受講可否 
緊急時の対応の可否及び対応方法（院内対応又は緊急搬送先
有）の有無 
治験専用の検査器具（心電図計など）を受け入れの可否 
医療機関内で実施可能な検査一覧・基準値リストの提供の可否 

CRC・SMO 医療機関内CRCの有無（無の場合、外部CRCの受入可能か） 
SMOの社名 

治験依頼者が事前調査時に重要と考える項目（1/2） 

SOP等の内容が公開され， 
現地に行かなくても確認 
できることが重要 
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治験手続きに望むこと 
治験実施体制の公開と更新 

項目 設問 
検体処理・保管 治験用臨床検体保管のための冷蔵庫・冷蔵庫の有無 

臨床検査検体保管用冷蔵庫が規定幅内の温湿度に保持可能か、ま
た停電などの異常に対する対応の有無 
遠心分離、分注、遮光条件下で検体の処理実施の可否 
外注検査受入の可否 

治験手続き 契約書（覚書を含む）の内容確認の有無 
IRB IRBに関する手順書の内容、委員名簿及び会議議事録の概要確認

の可否 
IRB設置の有無（有の場合：IRB名称、設置者） 
外部設置IRBとの契約状況の有無 

治験薬管理 冷凍保管の可否 

特殊治験のみ 
実施体制 小児の臨床検査基準値一覧の提供の可否 
治験薬管理 麻薬の保管庫の有無 

治験依頼者が事前調査時に重要と考える項目（2/2） 

スピードや審査の受け入れ
体制が重要 
スピードや審査の受け入れ
体制が重要 



25 

治験手続きに望むこと 
治験手続きの電磁化 

電磁化実装状況 –治験依頼者‐ 



26 

治験手続きに望むこと 
治験手続きの電磁化 

電磁化実装状況 –実施医療機関‐ 
当日配布のみ 
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治験手続きに望むこと 
治験手続きの電磁化 

電磁化実装状況 –実施医療機関‐ 
当日配布のみ 
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治験手続きに望むこと 
治験手続きの電磁化 

モニターの訪問回数 
低減にも繋がる 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 

望ましい医療機関とは 
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治験費用に望むこと 

適正な算定 適正な 
支払 公開 

適正 
業務 
対価 

適性 
市場 
価格 

実績に 
基づいた 
支払い 

透 
明 
性 

合 
意 

Fair market value Milestone payment 
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治験費用に望むこと 
適正な治験費用の算定 

【FMVとは】 
治験実施計画書を十分理解した上で算定され、実施医療機関及び治験依頼者の
双方に納得感があり、かつ、第三者から見ても妥当である費用 

 治験実施に必要な工数及び単価 

 適正市場価格（FMV）に基づいた費用設定 

適正費用
（Fair） 

 合理的であること（Valid） 1 

 透明性が高いこと（Transparent） 2 

国際的な算定方法に整合すること（Global standard） 3 
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治験費用に望むこと 
適正な治験費用の算定 

適正な治験費用の算定 

過去の類似治験
経験や他の医療
機関の治験費用
から，1例分の費
用は△△円くらい
でお願いしたい！ 

治験実施に必要
な各部署の工数
や人件費を考慮し
て，1例分の費用
（○○万円）を
支払ってほしい！ 

医療機関 依頼者 

協議・合意 
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治験費用に望むこと 
適正な治験費用の支払 

 海外の治験費用は、実績に基づいた支払い方式が主流となっている 
 日本では、治験費用の適正化の観点で実績に基づいた支払い方式が求められている 
海外と比較して日本の治験費用は「適正でない」と判断され、日本や日本の医療機関が
実施国、実施医療機関に選定されなくなる可能性がある 

治験費用の支払いを取り巻く現状 

* Milestone paymentとは？ 
Milestone（Visit単位あるいは複数Visit単位）に応じた変動費*の配分を設定し、 
Milestone到達ごとに支払い額を確定する方法。 
（Visit単位でMilestoneを設定する場合は「Visit payment」と定義。） 

当日配布のみ 
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治験費用に望むこと 
適正な治験費用の支払 

実績に基づいた治験費用の支払い方法を 
我が国に定着させるために 

～Milestone paymentの導入に向けて～ 

製薬協はMilestone payment / Visit paymentの 
導入・普及を目指しています。 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 

望ましい医療機関とは 
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実施体制に望むこと 

☺ 実施医療機関全体で必要な役割・体制を理解し、実施体制を整備している 
☺ 治験責任医師が、治験を主体的に実施し、治験実施体制を改善している 
☺ 実施医療機関のスタッフ全員が自らの役割を遂行し、協働している 

 実施医療機関の長を中心として，自律的に体制整備・業務改善を行い，
治験の品質（被験者保護・データの信頼性）を担保できる 

望ましい実施医療機関のあり方 
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実施体制に望むこと 

主体的に「教育」，「役割」，「人材配置」，「体制」，「風土」及び「成果」の向上に取り組み、
強固な基盤及び体制を構築する。 

：実施医療機関の長 

：責任医師 

責任医師は整備された基盤・体制を把握・理解し個々の治験で稼働させる。 

具体的な実現例を確認するためのツールとして 
「実施体制確認シート」を作成 

個々の治験での実行状況を確認するためのツールとして 
「稼働チェックシート」を作成 



38 

実施体制に望むこと 
  医療機関が整備する具体的な項目 責任医師が稼働のために実施する項目 

教 
育 

1 医療機関で医療機関スタッフに対して主体的かつ定期的にGCP教育を実施している 
治験開始前に試験に関わるスタッフがGCP教育を
受講し、理解していることを確認する 

2 医療機関スタッフが試験特有のトレーニングを受講し、記録を作成している 
治験開始前に試験に関わるスタッフが試験固有の
トレーニングを受講していることを確認する 

3 
治験に関わる全ての医療機関スタッフがSAE
発生時の院内や治験依頼者への報告手順
を理解している 

治験開始前にSAEが発生した場合の対応を事前
にシミュレーションし、だれがいつ何を行うかを取り決
める。また、治験実施中は適宜遅滞なく対応でき
ていることを確認する 

4 治験業務の向上に役立つ知識・経験を組織として共有及び蓄積する仕組みがある 

治験開始前に院内で蓄積された治験業務に役立
つ知識や経験を把握し、担当する試験での活用
方法を検討する。治験実施中は、必要に応じて
試験担当者に情報共有する。治験終了後は担
当試験で得られた知識や経験を他試験の担当者
に共有する 
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実施体制に望むこと 
  医療機関が整備する具体的な項目 責任医師が稼働のために実施する項目 

役 
割 

5 
同意取得から治験終了までの試験共通の院
内プロセスの詳細が、SOPとは別途、文書化
されており、定期的に見直されている 

院内で既に構築されている治験プロセスを理解し、
そのプロセスを各治験に当てはめたときの役割（ど
のスタッフがどの業務をどのように行うか）を取り決
める。また、適宜、各スタッフが役割を十分に果たし
ているか確認する 

6 治験に関わる全ての医療機関スタッフがALCOAを実践している 
原資料の作成プロセスを取り決め、ALCOAを遵
守して原資料が作成されていることを確認する 

7 CRFを滞りなくかつ正確に作成するための仕
組みがあり、実践できている 

CRF作成要件（求められるデータ、CRF作成期
限等）の遵守状況を定期的に確認し、要件を満
たしていない場合、再発防止策を検討し実施する。
また、特にAE/SAEや主要評価項目に関連する
項目について、CRFの内容の正確性を留意する 

8 被験者に治験薬を適切に投与するための仕組みがある 
治験薬のオーダー、被験者への払い出し、被験者
からの回収の具体的な流れを把握する 
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実施体制に望むこと 

  医療機関が整備する具体的な項目 責任医師が稼働のために実施する項目 

人
材
配
置 

9 

治験の特性（治験スケジュールや疾患領域、
難易度等）やリスク、医療機関スタッフの適
性・業務量を横断的に評価し、個別の治験
に応じた適切なリソース配分をするための仕
組みがある 

治験の特性を考慮し、治験の実施に必要なスタッ
フを確保するとともに、各スタッフに委任した業務を
正確に把握する。治験業務の量的/質的負荷を
分散させ、業務範囲を超えた運用となっていないこ
とを注視する 

体 
制 

10 治験で利用する設備・機器の精度管理を自主的に実施し、その記録を保管している 
自らの試験で使用する設備・機器が精度管理さ
れていることを定期的に確認する 

11 

治験実施計画書からの逸脱や院内手順違
反発生後に医療機関スタッフがCAPAを検討
し、情報を共有する仕組みがある 
※CAPA：是正措置、予防措置 

治験実施計画書からの逸脱や院内手順違反発
生時の院内プロセスについて理解し、スタッフへ周
知している。また、CAPA検討のための組織、会議
にて率先して情報共有を行っている 
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実施体制に望むこと 
  医療機関が整備する具体的な項目 責任医師が稼働のために実施する項目 

風 
土 

12 医療機関として不正を防ぐ仕組みがある 不正を正当化しない意識づけを徹底する 

13 治験への貢献度に応じて医療機関スタッフが評価される仕組みがある スタッフの治験への貢献に着目し、評価する 

成 
果 

14 治験受託前に明確な根拠のある実施可能症例数を提示する仕組みがある 

治験受託前に院内で作成した患者リストを基に、
治験実施の可否を判断すると共に、確度の高い
実施可能症例数を治験依頼者に提示する 

15 院内の患者を漏れなくスクリーニングできる仕組みがある 

他科の医師との協力体制を事前に構築する。定
期的に候補患者リストを最新の情報に更新し、ま
た、スクリーニング方法の妥当性を見直す 

16 
治験開始前に症例登録の計画を立て、症例
登録が伸び悩んだ時は症例登録促進策を
実施している 

治験開始前に分担医師及びCRCと相談の上、試
験ごとに適切な症例登録プランを設定すると共に、
候補症例の連絡体制の整備等、症例登録が円
滑に進むように調整する。また、登録が遅延してい
る場合は、スタッフ、他科及び院外の協力のもと、
適切な登録促進策を講じる 
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実施体制に望むこと 
医療機関が改善策を検討する際に参考となる 

具体的方策をスライド形式で紹介 
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実施体制に望むこと 

そういえば体系だって
見たことないね。 
やってみよう！ 

治験体制の現状を、 
一度見直してみませんか？ 

病院の仕組みを
利用して実施す
るから、まかせとい
て！ 

この治験では、 
教育はどのように 
実施されますか？ 

スライドを参考に
現場から提案 
しますね！ 

組織や仕組み
作りをサポートし
ますよ！ 
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本日の内容 

1. 望ましい医療機関とは 
2. 医療機関選定調査の進め方 
3. 望ましい医療機関とは 
 症例集積性 
 治験手続き 
 治験費用 
 実施体制 

4. まとめ 
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一般的な実施体制 

高い 
症例集積性 

適正な
費用 

効率的
な手続 

主体的な品質管理 

望ましい医療機関とは 

☺精度の高い実施可能症例数調査
＆コミットメント 

☺治験を希望する患者の受け入れ 

☺情報公開＆更新 
☺電磁化 

☺ FMV 
☺ Milestone payment 

☺医療機関の長を中心とした実施体制の構築 
☺治験責任医師による個々の治験の稼働 

☺実施体制・稼働状況を踏まえた
定期的な改善活動 
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最後に 

より良い医薬品を 
より早く患者さんのもとに 
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本日の参考資料 
効率的なFeasibility調査方法の検討に関する報告書 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/feasibility.html 
治験ネットワークの現状分析と将来的発展に向けた検討結果報告書 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/report2.html 
治験ネットワークの現状分析と将来的発展に向けた検討結果報告 

－治験参加のための自発的な患者移動モデルの提案－（Clinical Research Professionals No.64） 

－医療機関内情報（レセプトデータ）の活用－ （Clinical Research Professionals No.65） 

製薬企業に対する治験の現状アンケート調査結果 
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/chikenenquete.html 

実績に基づいた治験費用の支払い方法を我が国に定着させるために 
  ～Milestone paymentの導入に向けて～ 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/milestone_payment.html 
臨床試験の環境変化を見据えた医療機関のあり方 
  ～治験依頼者が考える１６の要点～ 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/16key‐points.html 
 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/feasibility.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/report2.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/chikenenquete.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/milestone_payment.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/16key-points.html
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