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本日の内容

1．長崎大学 治験・臨床研究組織体制

２．治験業務効率化の取り組み

３．SMOとの協働体制



長崎大学 治験・臨床研究組織体制

Nagasaki University  Medical Innovation Center ( NU-MIC )

2012年（平成24年1月17日） 設立

組織横断的な創薬開発支援・ARO（Academic Research Organization）機能

長崎大学 先端創薬イノベーションセンター

1997年（平成9年） ICH-GCPに準じた新GCP（J-GCP）が制定（日本）

薬剤部内に治験事務局を設置

2000年（平成12年） 「治験支援センター」開設（院内措置）

CRC業務開始 （薬剤師2名、看護師1名）

2002年（平成14年） 「治験管理センター」へ改称（文科省承認）

2011年（平成23年） 「臨床研究センター」へ改組

長崎大学病院 臨床研究センター 沿革



治験審査委員会臨床研究倫理委員会

臨床研究センター運営委員会

臨床研究・治験主任（各診療科の代表）
各診療科（医科、歯科）
薬剤部、検査部、放射線部、

医師 5名
薬剤師 4名
看護師 3名
臨床検査技師 1名
生物統計家 2名
ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞｬｰ 3名

事務局長
（薬剤師1名）

臨床研究

薬剤師 1名

事務 3名

契約/経理
治験審査委員会

院内CRC 15名
・看護師 11名
・薬剤師 2名
・臨床検査技師 1名

SMO 3社
CRC  13名登録

（他施設兼任⇒実質4名の業務量）

支援部門 事務部門

事務 6名

契約/保険
臨床研究

倫理委員会

CRC部門

病院長

副病院長（総務担当）
病院長補佐（研究）

治験ユニット
（ユニット長 薬剤師1名）

臨床研究ユニット
（ユニット長 医師1名）

長崎大学病院 臨床研究センター組織図

臨床研究センター
（センター長 薬剤師） 45名

薬剤部
（薬品情報室）

薬剤師 5名
事務員 1名

・治験薬管理
・臨床研究用薬管理
・モニタリング
・監査等の対応
等

治験薬/

臨床研究用薬
管理

総務（研究国際）

治験

21名24名



長崎大学

熱帯医学研究所

創薬等支援技術基盤
プラットフォーム

(文科省事業)

長崎大学病院

病 院 長（長崎大学理事）

大学病院 臨床研究センター

研究担当副病院長

基礎創薬部門 臨床創薬部門 臨床試験部門

産学官
連携戦略本部
知的財産部門

研究戦略室
URA

・臨床研究倫理委員会
・臨床研究利益相反委員会

先端創薬イノベーションセンター

医学部

治験ユニット臨床研究ユニット

医歯薬学
総合研究科等

研究国際部
産学連携課

・薬剤部
・検査部
・放射線部
・看護部
・病理部

・企業治験の支援
・医師主導治験の支援・臨床研究支援・橋渡し研究・シーズ創出

創薬支援室

センター長

・橋渡し支援
・規制局対応

研究担当理事

製薬企業
感染症研究者
全国ネットワーク

全国の感染症
研究施設

ベンチャー企業
ながさき

治験医療ネットワーク
疾患別グループ

国立感染症研究所

診療科等

長崎大学先端創薬イノベーションセンター組織図



本日の内容

２．治験業務効率化の取り組み

①施設調査の効率化

②効率化に向けた体制整備



効率化とは？

効率 ： 使った労力に対する得られた成果の割合

効率化： 労力を少なく、高い成果を得るための「仕組みの工夫」

合理化 : 能率を上げるためにむだを省くこと

能率 : 一定時間内にできる仕事の割合 ＝ 仕事量/時間

ちなみに・・・

★専門家に任せる（CRCはｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄに徹する）⇒ 関連部門の調整・依頼

★繰り返される質問は「Q&A化」

★繰り返される手順は「パターン化・マニュアル化」

know howを再利用し、次回の事前準備とする
（「考える」という労力を減らす）

＝ 成果/労力



・ 現在SMO 3社と秘密保持契約（H19年、H22年、H28年2社）

・ 当院で実施可能な治験に対する施設選定調査に協力・回答
（当院の被験者数や治験実施体制等の情報を提供）

・ SMO紹介治験が選定された場合は、原則SMO CRCが支援

SMO紹介治験の施設選定調査 （平成19年～）➢

・日本医師会治験促進センターの大規模治験ネットワークへ
参加登録し、企業治験の施設選定調査に協力・回答

日本医師会治験促進センターの施設選定調査
（平成２２年～）

➢

選定の機会増加 ⇒ 治験件数増加に直結

治験件数増加に向けた取り組み

ながさき治験医療ネットワークの施設選定調査
（平成２1年～）

➢



➢ 臨床検査の精度管理に関する資料

・施設調査の効率化
・依頼者へのアピールにより治験依頼数の増加を期待

施設調査情報の公開（HP）

日本医師会治験促進センター治験実施医療機関情報
データベース登録

➢

依頼者が必要とする施設調査項目に対するQ&A➢

治験実施可能疾患
各診療科の診療実績（疾患名・患者数）

➢

➢ 治験実績（疾患名）
各診療科の「募集中」「実施中」「過去」の治験実施疾患名



施設調査情報の公開（HP）



臨床検査 精度管理に関する資料



臨床検査 精度管理に関する資料



日本医師会治験促進センター
治験実施医療機関情報 データベース登録

クリック





日本医師会治験促進センター
治験実施医療機関情報 データベース登録

検索した医療機関
の情報をExcelで
ダウンロード可能

平成24年～



施設調査項目に対するQ&A

51 項目

54 項目

81 項目

44 項目

50 項目

24 項目

61 項目

8 項目

29 項目

32 項目

8 項目

2 項目

9 項目

10 製品

全 463項目

平成24年～



日本製薬工業協会HP
医療機関からの治験体制等の情報発信に関する検討



分類 情報

症例登録

・疾患別の治験実績（契約件数や実施症例数など）
・候補患者数の把握の可否
・被験者募集の取り組み
・患者紹介システムや被験者データベース

実施体制

・治験に関する手順書
・治験薬管理
・CRCの配置状況（人数，外部CRCの受け入れ可否など）
・CRCの業務内容
・院内スタッフの治験に関する研修の実施など

治験手続き

・治験事務局の連絡先
・打診から依頼，契約締結までに要する期間と手順
・様式類（手続き書類，契約書など）
・治験開始前の準備業務に関する情報

治験審査委員会

・治験審査委員会に関する手順書
・治験審査委員会の委員名簿
・年間の治験審査委員会開催情報
・治験審査委員会の会議の記録の概要の公開方法

費用
・研究費，管理費，間接経費，人件費などの算定基準
・費用の納入方法（時期，前払い，出来高払い，返金などの情報）

EDC ・EDC環境

4項目

56項目（11＋45）

17項目（7＋10）

13項目（4＋9）

8項目（4＋4）

8項目（2＋6）

情報一覧（1）（2）
計106項目

治験依頼者にとって有益な発信情報



情報一覧（1）
No. 項目 情報 選択肢

1 症例登録
疾患別の治験実績（契約件数や実施症例数など）を公
開していますか？

□1. ウェブサイトにて公開
□2. 事務局にて公開
□3. 非公開

2 症例登録
治験受託が可能または治験受託を希望している診療科
名を公開していますか？

□1. ウェブサイトにて公開
□2. 治験事務局にて公開

3 症例登録
治験依頼までに，選択基準に合致したおおよその候補
被験者数を提示できますか？

□1. 可
□2. 対象疾患による（可能な疾患：＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
□3. 不可

4 症例登録
被験者募集のためにどのような取り組みをしています
か？

□1. 院内ポスター
□2. ウェブサイトでの案内・募集
□3. 近隣医療機関からの紹介
□4. 医療機関ネットワーク
□5. 健康診断
□6. 講演会
□7. 新聞/折り込みチラシ
□8. リビング紙など
□9. その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

5 実施体制 治験に関する手順書を公開していますか？
□1. ウェブサイトにて公開
□2. 治験事務局にて公開または提供

6 実施体制 実施医療機関独自の補償方針がありますか？
□1. 有
□2. 無

7 実施体制
原資料と治験関連記録の保存期間は決まっています
か？

□1. はい
□1-1. GCPの規定に基づく期間
□1-2. 院内規定に基づく期間（＿＿＿年間）
□1-3. 治験依頼者との協議により保管期間の延長が可能
□2. いいえ

8 実施体制 治験薬保管庫の温度記録ができますか？

□1. はい
□1-1. 冷凍
□1-2. 冷蔵
□1-3. 室温
□2. いいえ

9 実施体制 第三者による治験薬交付が受け入れ可能ですか？
□1. 可
□2. 不可

10 実施体制 院内CRCはいますか？
□1. 有 （_________名）
→CRC1人あたりの担当試験数：約＿＿＿＿試験
□2. 無



当院HP掲載 施設調査項目 Q&A
「追加・修正日」欄を入れ
て新しい調査項目がある

度に、頻繁に更新
（更新履歴を残す）

項目をまとめて
見やすく

質問はさらに
詳細化

製薬協「医療機関からの
治験体制等の情報発信に

関する検討」の「情報一覧
（1）」「情報一覧（2）」の項目を
たたき台にして作成。

↓

今まで受けた施設調査項目
の回答を、全てQ&Aにして
追加。

各関連部門（薬剤部・検査部・
放射線部・医療情報部・診療
科等） の担当者に、年に1度
確認依頼し最新の情報とする。



大項目 小項目 Q&A数

１．実施体制 実施体制、症例登録、直接閲覧、電話・FAX回線、IT環境、EDC 51

２．治験手続き・
費用・IRB

実施手続き、複数診療科での手続き、費用、IRB 54

３．カルテ関連
施設情報、電子カルテシステム情報、保管、閲覧、操作マニュアル・教育、
バリデーション、運用管理規定、非常事態対策、防犯対策、バックアップ

81

４．治験薬管理 管理体制、非常時体制、温度管理（校正記録）、調製、麻薬 44

５．臨床検査
精度管理、臨床検査（各項目）、血液ガス測定、尿検査、検体保管用冷蔵庫・
冷凍庫、回収、処理、遠心分離機、基準値一覧

50

６．生理機能検査
身長計、体重計、血圧計、ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ、心電計、呼吸機能検査、超音波、
心エコー、フィブロスキャン

24

７．画像検査
画像、ｶﾗｰ写真撮影、X線、CT、MRI、PET、内視鏡、膀胱鏡、心臓ｶﾃｰﾃﾙ、
ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ、ﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検、透視装置、血液造影、骨塩定量、
放射性治療

61

８. 病理検査 ホルマリン固定パラフィン包埋ブロック、無染スライド 8

９．微生物検査 体制、グラム染色、培地、菌固定、感受性試験、真菌性抗原検査、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 29

10．眼科検査
検査機器、視力、視野、色覚、眼圧、眼底撮影、OCT、FAG、FAF、ERG、FA/FP、
ICGA、画像転送、ﾚｰｻﾞｰ

32

11. 輸液ポンプ等 輸液ポンプ、シリンジポンプ、PCAポンプ 8

12. 人工呼吸器 人工呼吸器の種類、メンテナンス 2

13. ICU使用機器 人工呼吸器、ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝﾓﾆﾀｰ、心電計 9

14. 各種製品規格
中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ、輸液セット、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ、ﾌｨﾙﾀｰ、三方活栓、
留置針、翼状針、注射針（院内採用の種類）、シリンジ、蓄尿バッグ

10

「ＥＤＣのアクセスの基準」を
満たしているかの確認が必須

↓
ASA（Auto Site Assessment）など

特別なサイトへの入力で
確認を依頼されることも

「導入時及び機能変更時の
バリデーション記録は文書で
保管されていますか？」

↓
（検証・確認する記録）
電子カルテの仕様書

校正とは？
↓

計測器の現状（精度・機能・動作）を確認すること。
（現時点でどのくらい差があるかを調べる）

『修理』や『メンテナンス』ではない。
将来の計測器の状態を保証するものでもない。

事業継続計画（Business continuity 
planning、BCP）はありますか？

↓

災害などの緊急事態が発生したときに
企業が損害を最小限に抑え、事業の
継続や復旧を図るための計画



本試験で使用する大腸内視鏡検査設備の精度管理状況についてご教示ください。

□機器メンテナンス実施者（院内スタッフ、業者 等）
□機器のメンテナンス実施頻度
□メンテナンス結果の記録保管状況

●スタッフメンテナンス ： 6ヶ月に1回スタッフ点検を行っています。
（毎日の点検は行っていません）
記録は危機管理システムで保管しています。
光学医療診療部、ME機器センターで閲覧可能です。

●業者メンテナンス ：不具合が発生した場合のみ、業者にメンテナンスを依頼しています。
記録は危機管理システムで保管しています。
光学医療診療部、ME機器センターで閲覧可能です。

「●●の精度管理を教えてください」？？

依頼者が求めている「精度管理」の内容を確認する

＜具体的でわかりやすい例＞

＜当院HPのQ&Aの定型文言＞

実施者別に記載実施者別に記載

頻度

記録保管状況

閲覧の可否

他にもこんな質問も聞かれることがある
・機器が保証期間内かどうか
・測定・保守点検に関する手順書（機器の添付文書・取扱い説明書でも可）があるか



「治験関連文書を電磁的記録として扱う際に
確認すべきチェックリスト」 （製薬協）

電磁化トレーニングの記録も求められることも

番
号
必
須
授
受
保
存

確認内容 チェック項目 メモ欄（協議事項を記載する） 備考

主な確認資料及びその版数/制定日
1．
２．
３．
４．
５．

・同じ確認資料を複数回利用する場合は本メモ欄に記載し、各項目には番
号の記載ののみでよい

1 ○ ○ ○
実施医療機関の長等

の承諾

・電磁的記録として扱う治験関連文書（範囲）の承諾
∟□ SOP等、施設の正式文書の記載
∟□実施医療機関の長からの確認
∟□実務担当者からの確認

（確認資料： ）
（版番号 ： ）

・治験関連文書（範囲）および手段の承諾は、いずれの方法でも可
・外部IRBを利用する場合、IRB-SOP等の記載と契約有無で判断
・電磁的記録の範囲、授受手段の詳細はNo.2、No.3に記録・ 電磁的記録の交付・受領手段の承諾

∟□ SOP等、施設の正式文書の記載
∟□実施医療機関の長からの確認
∟□実務担当者からの確認

2○ ○ ○
電磁的記録として扱う
治験関連文書

【統一書式】
□ 書式01、□ 書式02、□ 書式03、□ 書式04
□書式05、□ 書式06、□ 書式08、□ 書式09
□書式10、□ 書式11、□ 書式12、□ 書式13
□書式14、□ 書式15、□ 書式16、□ 書式17
□書式18、□ 参考書式 1、□ 参考書式 2

【統一書式添付資料】
□ 実施計画書
□治験薬概要書
□症例報告書見本
□同意・説明文書
□健康被害の補償に関する資料
□ 被験者への支払いに関する資料
□ 治験参加募集手順の資料
□安全性等に関する資料
□ その他（ ）

（確認資料： ）
（版番号 ： ）

・その他は「その他の審議資料」を指す
・統一書式及び添付資料以外の資料については手順対象外
・IRBでの対応の詳細は、IRB-SOPで確認
・参考書式2については利用を推奨するものではない

3○ ○
電磁的記録の交付・
受領手段

○ SOP等、施設の正式文書に手順あり
∟□ e-メール
∟□ クラウド等システム
∟□ DVD-R等の記録媒体
∟□ その他（ ）
○手順なし （協議結果はメモ欄）

（確認資料： ）
（版番号 ： ）

・資料により授受の手段が異なる場合はメモ欄に記載
・用いる予定のある交付・受領手段は全てチェックする
・どの手段を利用してもよいが、それぞれで運用方法が異なる点を注意
・クラウド等システムを利用する場合はNo.26の調査で確認

一度作成すれば
別の依頼者にも利用可能

当院では
●情報セキュリティポリシー
●「安全」を引き寄せる情報セキュリティ対策
を受講した記録(名簿）を作成



治験関連文書を電磁化するためのSOP等
（製薬協ＨＰ）

・IRBの電子化
・治験関連文書の電磁的取扱い

に関するSOP案/チェックリスト



治験の効率的実施に向けた
品質管理プロセスに関する提言 （製薬協HP）

治験データの記録プロセス確認リスト

当院 準備中



「治験データの記録プロセス確認リスト」
（製薬協）

治験データの記録プロセス確認リスト［参考例］

№ 治験データt項目 治験データ 原資料 備考

分類 項目 入手者 記録手順 記録者 資料名 保管場所 （注意事項等）
■治験開始前より原資料に存在する項目

1被験者背景 同意取得日 治験責任（分担）医師 被験者が記録した同意書を入手する 被験者 同意書

CRC

2 生年月日 － 被験者の保険証情報より記録される － 診療録

看護師 被験者より聞き取りで入手し、記録する 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

3 性別 － 被験者の保険証情報より記録される － 診療録

看護師 被験者より聞き取りで入手し、記録する 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

4 身長 医師 被験者より聴き取りで入手し、記録する
測定し、記録する

医師 診療録 原資料の複数箇所にデータが記録され
ている場合、原則として最新の測定結
果、問診結果を治験データとする

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

5 体重 医師 被験者より聴き取りで入手し、記録する
測定し、記録する

医師 診療録 原資料の複数箇所にデータが記録され
ている場合、原則として最新の測定結
果、問診結果を治験データとする

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

6治験参加前の
併用薬剤

薬剤名
医師

治験参加前の診療録、看護記録より入手
する
被験者より聞き取りで入手し、記録する

医師
診療録、他科診療
録

治験データの記録が漏れる可能性が
ある場合は、カルテシール等で補う

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

7 投与量
医師

治験参加前の診療録、看護記録より入手
する
被験者より聞き取りで入手し、記録する

医師
診療録、他科診療
録

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

8 投与開始日
医師

治験参加前の診療録、看護記録より入手
する
被験者より聞き取りで入手し、記録する

医師
診療録、他科診療
録

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ

9 投与終了日
医師

治験参加前の診療録、看護記録より入手
する
被験者より聞き取りで入手し、記録する

医師
診療録、他科診療
録

看護師 看護師 看護記録

CRC CRC CRCメモ



最近やっと、依頼者から、
「施設調査項目はほとんどHPから確認できました。
確認できなかった事項だけ調査させてください。」
と言われるようになり、効率化を実感できるようになった。

でも、これほどQ&Aを準備していても、毎回、新たな
施設調査の質問を受ける。

くじけずに、新しい質問があったら、その都度、
「調査の機会」ととらえ、Q&Aに追加してHPを更新していく！

くじけずに・・・調査したら追加・更新



治験実績（募集中・実施中・過去の治験実施疾患名）

過去の治験実施疾患名
↓

「治験実施可能疾患名」
とも言える



治験実績（治験実施可能疾患名）

各診療科の
「過去に実施した」

治験実施疾患名を公開



各診療科の
年間患者実数

各診療科の診療実績（疾患名・患者数）



・各診療科に1名、臨床研究・治験主任を選任・配置。

臨床研究・治験に関する窓口として、
診療科内への臨床研究・治験関連情報の周知や、
選定調査などへの協力体制を構築。

臨床研究・治験主任の配置 （平成19年～）➢

施設調査効率化への体制整備

施設選定調査の効率化

事務職員でもメールで
対応可能となった



本日の内容

２．治験業務効率化の取り組み

①施設調査の効率化

②効率化に向けた体制整備



治験研究費（診療科配分）の使徒の制限緩和
（平成22年～）

➢

・各科の診療科長と臨床研究・治験主任にメールで報告。
（治験毎の契約症例数、実施症例数、実施率等）

治験実施状況報告（毎月）➢

・当該研究に直接必要であればパソコン、プリンター等も購入可能。
・同一診療科で受託した複数の治験経費をまとめて使用可能とした。

治験実施体制の改善①

治験に対する医師へのインセンティブ➢

・治験責任（分担）医師の実績を賞与へ反映。

複数診療科にて実施する治験の研究費配分➢

・治験責任医師と相談し、実績に応じた診療科への配分金額
を決める。



治験協力に対するインセンティブとして経費配分➢

・各関連部門へ治験協力に対する対価を配分。

薬剤部

看護部

検査部

放射線部

病理部

外来化学療法室

治験薬管理費用 （抗がん剤や非盲検薬剤師による調製なども協力）

管理費から配分 （土日・時間外・PK等の外注検査分離にも協力）

管理費から配分 （治験特有の撮像への協力、精度管理協力）

管理費から配分 （病理組織スライド作成1検体あたりの金額を配分）

管理費から配分 各種協力依頼。治験開始前にスタッフ説明会実施
看護師向け「治験専門コース」の教育も実施

管理費から配分 抗がん剤治験薬の投与時に使用
1回使用あたりの金額を配分

治験実施体制の改善②



本日の内容

３．SMOとの協働体制



・ どんな業務があるか？ それを誰が担当するか？
・ 院内CRC、SMO CRC、事務局員、医師、院内関連部門スタッフ

全治験業務項目について役割分担を見直し
（業務分担リスト作成）

➢

院内での運営委員会等にて承認➢

・ 治験増加取り組みの一環として開始⇒ CRC不足解消も期待
・ 院内CRCと SMO CRCの担当治験を分ける体制とした。
・ 基本は、選定されたSMO紹介治験は、紹介したSMOが支援。
・ 治験事務局・治験審査委員会事務局は院内職員が実施。

SMOの導入 準備

導入当初はSMO CRC担当者と何度も話合い

➢ SMO CRCが常駐できる部屋を準備
・SMO毎に使用できる机・PC・棚・ロッカー・院内PHSを準備
・プリンターは共有使用



院内スタッフへの周知・紹介➢

SMO CRCへ院内体制・システムの周知・教育➢

・新規SMOが入る場合は、SMO CRCへ院内の構造・部署・体制・
システム・取り決め・電子カルテ操作等、院内CRCが教育

・最初は、医師、看護師、薬剤部、検査部、放射線部など、
SMO CRCが支援すること（院内CRCではなく）の周知が必要

★新しい診療科に初めてSMO CRCが入る場合（特に医師へ）
★入院治験の場合の病棟スタッフ（特に看護師長への紹介）
★関連部門の治験担当者への紹介 など

SMO CRCとの協働 （院内CRCの協力体制①）

SMO CRC用マニュアル作成➢

・院内CRC・事務局との役割分担、関連部門との細かい取り決め
などのマニュアルを作成



電子カルテの権限制限にも院内CRCが協力➢

新規治験のヒアリングは院内CRCと合同で➢

・院内の体制を良く知る院内CRCと合同でヒアリングを行う
ことで、問題点の把握（関連部門との調整の必要性等）が
可能になる。
・SMO CRCが院内体制を周知できる場にもなる。

・SMO CRCの権限は、閲覧のみ。
・電子カルテの「付箋」、「患者基本の事務事項」の入力は可能。
⇒ 「付箋」によって、SMO CRCの連絡先、併用禁止薬等

の治験情報を周知する。
・「画像データのCD-R複写オーダー」、「検査オーダーセット化」
など、SMO CRCに権限のないものは院内CRCが協力する。

SMO CRCとの協働 （院内CRCの協力体制②）



毎月月末に「治験契約・患者一覧（被験者情報）」
「業務実績表」を報告（メール）

➢

毎日のSMO業務予定をカレンダー共有（3社）
被験者情報をできるだけ早く報告（メール・口頭）

➢

・SMO CRCは常駐していないため医師・院内スタッフからの
連絡は院内CRCが受け取ることが多い。
⇒ SMOの「本日の業務予定」や、「同意説明を行った（取得できなくても）」、

「治験開始になる」、「SAE発生」、「入院予定」などの報告が事前にあれば
院内CRCが次のアクションを起こしやすい。

・治験実施状況の把握、出来高制の請求に必要。
・SMO CRCの業務量の把握。

院内CRC と SMO CRC ＝ 相互の協力が重要

SMO CRCとの協働 （報告・連絡・相談）



最後に

・CRC業務には効率化できない業務もある
（特に被験者の倫理性・安全性確保等）

・できるところから少しずつ効率化

・他施設の情報を知る・情報交換も重要

・「know howの再利用」＝「効率化」

・「効率化」の影にある「リスク管理」も忘れずに


