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事業概要
全国治験活性化

2003年

2004年

［新規採択］
・3研究課題

大規模治験ネットワークの
構築開始

治験啓発ポスター作成・配布

「治験推進のための産官学
合同フォーラム」開催

カ年計画︵延長︶

2006年

日本医療研究開発機構（AMED）の委託事業として「臨床研究・治験推進研究事業」を実施しています。
〈URL〉http://www.jmacct.med.or.jp/about/

安全性情報システム稼働
地域治験ネットワーク支援開始
（〜2006年）

3
2005年

日本医師会は

データマネジメント開始
（〜2007年度）
［新規採択］
・5研究課題

医療の未来のためにわが国の治験環境の整備に貢献します

［新規採択］
・4研究課題

治験啓発 DVD・ビデオ作成・
配布

「治験活性化シンポジウム」開催

「治験活性化シンポジウム」開催

臨床試験の登録・結果の公表
ウェブサイト公開（CTR)
小児疾患臨床研究
（2007年度：臨床試験推進研
究、2008〜2009年度：臨床
研究・予防・治療技術開発研究）
推進事業開始
（〜2009年度）

治験に関連する環境を整備し、質の高い治験を速やかに実施可能な体制を作り上げるための研究
事業を実施することにより、わが国の治験の推進を行うとともに、医療上必要な医薬品および医
療機器の開発を支援し、国民の保健や医療の向上に貢献すること

臨床試験の ABC（日本医師会
雑誌臨時増刊号）発行

2007年
新たな治験活性化５カ年計画

2008年

2009年

［承認取得］
・フェンタニルクエン酸塩
・沈降不活化インフルエンザ
ワクチン
（成人）

治験啓発 ( 一般向け）
パンフレッ
ト作成・配布
ちけん君誕生

「治験ネットワークフォーラム・
製薬企業合同フォーラム」開催

［新規採択］
・4研究課題

ちけん君等治験啓発ツール貸
し出し開始

「国際共同治験推進会議
in Hamamatsu」開催

治験啓発漫画作成・配布

「国際共同治験の推進
-Investigator, CRC, Sponsor
の視点から-」開催

［承認取得］
・フェノバルビタールナトリウム
・アルガトロバン水和物
・ベプリジル塩酸塩水和物
［新規採択］
・1研究課題

［新規採択］
・1研究課題

治験啓発 ( 子供用）
パンフレット
作成・配布

「治験推進地域連絡会議」開催

「治験推進地域連絡会議」開催

統一書式入力支援システム公開
（スタンドアローン方式）
（廃止）
大規模治験ネットワークへの
企業治験紹介本格化
臨床試験のための
eTrainingCenter 構築
（クラウドシステム）

「臨床研究・治験活性化5か年計画2012アクションプラン」を受けて、治験促進センターでは日
本の臨床研究・治験の基盤整備に貢献するため様々な活動を行っています。

CTR：WHOより Primary
Registry の一つとして認定

「治験ネットワークフォーラム」開催
「臨床研究に向けて」開催

治験啓発漫画感想文コンクー
ル実施

「治験ネットワークフォーラム」開催

治験啓発パネル貸し出し開始

「臨床研究シンポジウム」開催

「治験推進地域連絡会議」開催

カット・
ドゥ・スクエア
（治験業務支援システム）公開
（クラウドシステム）

「グローバル試験実務者研修会」開催

2010年

［新規採択］
・5研究課題

2011年

［新規採択］
・6研究課題

2012年

［新規採択］
・6研究課題

「東京国際共同治験セミナー」開催
「治験推進地域連絡会議」開催

臨床研究・治験活性化
か年計画２０１２

2013年
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2014年

2015年

2016年

2017年

治験啓発ポスター作成・配布

「治験ネットワークフォーラム」開催
「治験推進地域連絡会議」開催
「治験ネットワークフォーラム」開催
「治験推進地域連絡会議」開催

［承認取得］
・イリノテカン塩酸塩水和物
・滅菌調整タルク
滅菌調整タルク
・脳動脈ステント
・PDＴ半導体レーザ /
タラポルフィンナトリウム
・タクロリムス水和物

「治験ネットワークフォーラム」開催
「治験推進地域連絡会議」開催

治験実施医療機関情報データ
ベース公開
（大規模治験ネットワーク管
理システム新機能）

治験計画届作成システム公開
（クラウドシステム）

［企業へ導出］
・5アミノレブリン酸
（膀胱がん）
［新規採択］
・5研究課題
［承認取得］
・リツキシマブ
（小児ネフローゼ）
［新規採択］
・7研究課題
［承認取得］
・小児用補助人工心臓
［新規採択］
・9研究課題
［承認取得］
・自家培養表皮
［新規採択］
・7研究課題
［承認取得］
・リュープロレリン酢酸塩
・リツキシマブ
（Ｉ
ＴＰ）
・5アミノレブリン酸
（膀胱がん）
・モノエタノールアミンオレイ
ン酸
［新規採択］
・6研究課題

治験啓発四コマ漫画作成・配布

ちけん君2号機貸し出し開始

医師主導治験の実施支援に関する研究
医師主導治験の計画立案及び実施を通じ、
医療現場で必要とされる医薬品等の医薬品
医療機器等法における承認取得を目指すモ
デル研究を行います。
●研究（医師主導治験）事業
・企画立案
・課題の募集・採択
・マネージメント・進捗管理
・報告書のとりまとめ など

「治験ネットワークフォーラム」開催

治験推進に関する研究
我が国の治験を推進するために必要な関連
業務を行います。
●大規模治験ネットワーク等、治験実施体制の
整備
●治験関係者の人材育成、教育機会の提供
●治験業務の効率化
・カット・
ドゥ・スクエア
・治験計画届作成システム 等
●臨床試験の登録と結果の公表支援
●治験等の啓発および普及活動

「治験推進地域連絡会議」開催

「治験ネットワークフォーラム」開催
「治験推進地域連絡会議」開催

治験促進センターは、臨床研究・治験推進研究事業において、医療機関や業界等、外部の委員か
ちけん君ぬりえ＆クイズブック
作成・配布

「治験ネットワークフォーラム」開催

らなる外部委員会を設けています。

「治験推進地域連絡会議」開催

外部委員会のうち治験推進評価委員会では、研究課題について、多方面から厳正なる審査を行う
ことによって、研究事業の質の向上や透明性・公正性の確保を図っています。
＜URL＞http://www.jmacct.med.or.jp/clinical-trial/ﬁles/outside.pdf

「治験ネットワークフォーラム」開催
「治験推進地域連絡会議」開催

各種システム用ポータルサイト
公開

「電磁化推進シンポジウム」開催
事業概要
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医師主導治験《医師主導治験の支援》
間の調整や規制当局への対応を行いながら治験を統括し総

医師主導治験とは

括報告書の作成を目指します。

2003年に薬事法が改正され、製薬企業等と同様に医師自ら治
験を企画・立案し、治験計画届を提出して治験を実施できるよう

●治験の実施に関する研究（C 研究）

になりました。外国で承認されていながら国内未承認、あるいは
適応外使用が一般的となっている医薬品や医療機器について医師

・承認取得
得：21品目（医薬品16、医療機器5）

決定します。

治験促進センターは、医療上の必要性は高いが希少疾病に対する
療法である等の理由により企業による開発の見込みが薄いものに

・フィルグラ
ルグラスチム
ルグラ
スチム
・5-アミノ
・55 アミノレブリ
レブリン酸
ン酸（腹膜播種）
（

企業導出（4課題）
・オラパリブ
ブ

・ブレンツキ
・ブレ
ンツキシマブ
シマブベ
ベトチン
トチン

・PEG-ADA
A

・多孔化カバ
・多孔
化カバー
ードステン
ドステント＊
ト＊

・ブリリアン
ントブルー G

・WT1ペプ
・WT
1ペプチ
ペプチドワクチン

・グルカルピ
ピダーゼ

・PLD＊
・レンバチニブ
（胸腺がん）
・ペランパネル

・肺動脈ステ
テント＊

たいと考えています。そのような医師主導治験の実施を支援する

・シクロスポ
ポリン

ため3つの研究区分を定め研究者を公募しています。

●治験の計画に関する研究（A 研究）

計画中（4課題）

・耳管ピン＊

・魚油由来静脈注射用脂

・血管形成術用カテーテル＊

・ヒト iPS 細胞由来心筋

薬（機器）概要書および説明文書・同意文書など）の作成

シート

や治験実施体制の構築など治験の準備をします。

・AdSOCS3

●治験の調整・管理に関する研究（B 研究）

・ザルトプロフェン

・脱細胞化ヒト肺動脈弁＊
肪製剤

医師主導治験の実施に必要な資料（治験実施計画書や治験

・サリドマイド
・レンバチニブ
（大腸がん
大腸がん
がん）
）

・ラジオ波焼
焼灼システム＊

承認申請準備中（2課題）

ついて、医師主導治験を実施し早期に薬機法上の承認に結び付け

実施中（18課題）
・エプレレノン

承認申請済（1課題）

否は治験促進センターが設置している外部委員会の評価をもとに

研究の募集について

・フェンタニルクエン酸塩
フェンタニルクエン酸塩
ン
ンタ

・研究採択
択：69課題

究区分です。B 研究の研究進捗に合わせ募集が行われます。

A 研究および B 研究の参加申請には、日本医学会分科会から治験

（2018年6月7日現在）
承認取得済（21品目）

2004年1月の研究開始以降、
・治験計画
画届：61件（薬物51、機器10）

候補薬（機器）として推薦されていることが前提です。また、採

なります。

これまでに採択された研究課題とその実績

治験実施医療機関として医師主導治験に参加するための研

主導治験を実施することにより、その医薬品や医療機器の薬事承
認を取得し、臨床の現場で適切に使えるようにすることが可能と

患者さんに早く薬を届けるために

・ヘリウム酸素混合ガス＊
・人免疫グロブリン
・ファスジル塩酸塩水和物注射液
・トシリズマブ

・インフルエンザワクチン
フルエン
ルエ
（H5N1
N1：成人）
（2
2件）
・アルガ
・アル
ガトロバン水
トロバン水和物
和物
・フェノバル
・フェ
ノバルビター
ビタール
ル Na
・ベプリジル
・ベプ
リジル塩酸塩水和物
水和物
・タクロリム
・タク
ロリムス水和
ス水 物
・PDT 半導体
半導体レーザ
レーザ
ーザ＊/
タラポルフィ
ルフィリンNa
リ
リン
・滅菌調整タルク
整タ
タル （悪性胸水）
）
・脳血管拡張ステン
拡張
ト＊
・イリノテカン塩酸塩水和物
・リツキシマブ
（小児ネフロー
ーゼ）
・小児補助人工心臓＊
・自家培養表皮＊
・リツキシマブ
（ITP）
・モノエタノールアミンオレイ
イン酸
・リュープロレリン酢酸塩
・5-アミノレブリン酸（膀胱が
がん）
・液体塞栓システム＊
・A 型ボツリヌス毒素

研究終了（20課題）
・イマチニブメシル酸塩・イマチニブメシル酸塩、ヒドロキシカルバミド・テガフール、ギメラシル、オテラシル K 配合剤・ラパチニブ、トラスツマブ・イン
フルエンザワクチン（H5N1：小児）・アンブロキソール・メルファラン・CH14.18・テムシロリムス（小児肝芽腫）・テムシロリムス（卵巣明細胞がん）・
フェニル酪酸 Na・迅速がん診断支援装置＊・L- アルギニン製剤・シロリムス・アルベカシン硫酸塩・ch14.18/CHO・5- アミノレブリン酸＋ Fe（ミトコン
ドリア病）・インドシアニングリーン＊・滅菌調整タルク（気胸）＊・ベザフィブラート徐放錠・ルキソリチニブ
＊機器機械等

治験調整医師と治験調整事務局が協力し治験実施医療機関

＜URL＞ http://www.jmacct.med.or.jp/clinical-trial/
採択となった研究課題の最新情報はホームページで公開しています。 ＜ URL ＞ http://www.jmacct.med.or.jp/clinical-trial/results.html

治

験

の

計

画 〜 治

験

実

施

準

備

治験推進評価委員会での審議、研究採択
治験推進評価委員会での審議、研究採択
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治験計画届作成システム

臨床試験の登録と結果の公表

届出書の品質向上のために

臨床試験の透明性を高めるのために

医師主導治験の届出代表者および企業治験の治験依頼者が治験計画届書
や治験計画変更届書を迅速に作成できるよう支援しています。2013年

治験・臨床研究については、原則として事前に当該情報を適切に公開することで、その透明性を確保し、被験者保護と

10月より治験計画届を厚生労働省へ届け出る際に必要となる治験計画届

治験・臨床研究の質が担保されるよう世界保健機関（WHO）が主導して世界的に取り組んでいるところです。

書とその XML ファイルをクラウド上で作成できる治験計画届作成システ

本内容を踏まえ治験促進センターでは、臨床試験の透明性を高めることを目的とした臨床試験の登録と結果の公表を

ムを提供しています。

「システム」という。）を公開しています。
支援するためのウェブサイト「臨床試験登録システム」（以下、

システムの特徴

本システムは、日本における治験・臨床研究登録機関である Japan Primary Registries Network（以下「JPRN」と

CSV対応

CSV
（コンピュータ化システムバリデーション）
対応済み。

Web申請

Web画面から研究者単位で利用申請。

データ出力

いう。）の1つであり、WHO より WHO Primary Registry として認められています。
研究者は、治験・臨床研究結果の論文を投稿する際には、原則として WHO の認める WHO Primary Registry 等に、1
例目登録前までに試験情報を適切に登録する必要がありますので、論文投稿の際には、投稿予定の雑誌の投稿規定等

作成したデータはXML形式で出力が可能。

医療機器対応予定

もご確認ください。

現在は医薬品のみ対応。将来的には医療機器にも対応を予定。

利用環境

インンターネット上で利用可能。

治験の登録・公開の流れ

災害対策

バックアップサイトを完備。

右図の流れに沿って臨床試験情報の登

過去に作成した治験届XMLデータの取込が可能※。※日立情報制御ソリューションズ治験届作成ツールに対応。

録・公開を行います。

旧データの移行

登録者自身が本システムの利用申請フォ

利用のイメージ

ームを用いて必要事項を入力し利用

利用者

①

どなたでもご利用いただけます。

作成

ID を取得します。発行された利用 ID を

治験計画届作成システム

用いて本システムにログインし、試験情

メリット1 利用無料

報の登録を行い、登録者および治験促

メリット2 自組織でのシステム構築・購入不要

進センターで内容に問題が無い事を確

メリット3 容易な入力操作で負担を軽減
医療関係者

認の上、公開することができます。公開
独立行政法人

企業関係者

された情報は常に最新の状態を保つ必

医薬品医療機器総合機構

要があります。

②
届出
メリット1

届出情報の質の向上

メリット2

全て電子データで授受が可能

CTR 原稿 ̲ 登録内容について
本システムでは ICTRP および TRDS で求めら
れている項目について登録・公開できるように
用意しております。

主な機能
①組織単位管理
利用者の申請により、組織単位での届出情報管理が可能です。

届出
データ

②治験届出情報の新旧データ比較機能
前回提出した届出と編集中の届出の内容を自動比較し、不用意な変

届出
データ

更等を防止します。
③ XML ファイル出力時と治験届出情報ロック解除時の電子署名

今後は世界的にも、登録された試験の「結果に

所属ID

届出
データ

関する公開」が求められます。

編集
検索
出力
読込

システムの特徴
所属組織

編集
検索
出力
読込

品・医療機器治験）を始めとして、広く臨床研
究等の登録を受け付けていますので是非とも
ご活用ください。

届出情報のXMLファイル出力時とロック解除（再編集）時に署名（ユー
ザID・パスワード）の入力を行うことで、改変の防止が可能です。
④ Excel 取込機能
Excelを使用して実施医療機関の柔軟な登録・変更・削除が可能です。

届出
データ

本システムにおいては、医師主導治験（医薬

なお本システムの登録データは CDISC に準拠

編集
検索
出力
読込

した XML 形式でのダウンロードが可能です。
その他詳しい情報等は、以下の URL からご確
認ください。
＜ URL ＞ https://dbcentre3.jmacct.med.or.jp/jmactr/

＜URL＞ https://ctp.jmacct.med.or.jp/

メーカー

175件

医療機関

130件

総利用組織数

305件

（2018年6月現在）
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治験計画届作成システム

＜お問い合わせ＞ CTR@jmacct.med.or.jp

※国内における治験・臨床研究の登録情報の一括検索は国立
保健医療科学院ポータルサイトから行えます。（閲覧用）

登録実績359件
（2018年6月現在）

臨床試験の登録と結果の公表
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大規模治験ネットワーク

治験基盤整備と治験の効率化のために

大規模治験ネットワーク医療機関データベースの医療機関情報
①医療機関情報

②治験実施体制情報

③治験プロセス情報

治験の実施体制に

治験のプロセスに関する
効率化の実施状況の情報※

実施医療機関の基本情報

関する情報

※

医 療 機 関 名、住 所、院 長 名、

病 床 数、医 師 数、支 援 体 制、

IRB資料の統一化と電子化、

WebサイトURL、治験事務

PC環 境、IRB情 報、治 験 薬

治験実施体制の整備と役割

局担当者情報、標榜・治験実

管理、手続き情報、臨床検査、

分担、事前ヒアリング等の

施 可 能 診 療 科、IRB情 報、

電子カルテ、アピールポイ

必要性、モニタリング業務

SDV情報等

ント等

の効率化の取り組み状況

大規模治験ネットワークとは
わが国において質の高い治験が実施できる体制整備を目的に構築しているネットワークで、全国の約1,700（2018年5月）
の医療機関が登録しています。このネットワークには、現在治験を実施している、もしくは今後治験を実施しようと考えてい
る、治験促進センターからのアンケートに協力できる医療機関であれば登録可能です。
＜URL＞ http://www.jmacct.med.or.jp/network/index.html

大規模治験ネットワーク
治験実施医療機関情報データベース

施設選定のための
事前調査

●医療機関は、Web上の大規模治験ネットワーク管理システムで情報入力等を行うことができ、容易な
管理とタイムリーな情報の公開が可能
●治験依頼者等は、治験促進センター Webサイト上で最新の医療機関情報を容易に閲覧、検索が可能
※「治験等の効率化に関する報告書」で検討された内容に基づく
＜URL＞ http://www.jmacct.med.or.jp/network/institutions.html

●医療機関情報の登録
●医療機関情報の更新

●登録医療機関に対して企業治験の紹介
●調査結果（医療機関の回答）および

治験関連情報の提供

大規模治験ネットワーク登録医療機関
に提供している治験関連情報

データベースの医療機関情報により医療機関選定

調査を希望する企業
（治験依頼者）

●企業治験の紹介

治験促進センター

実施医療機関（登録済み）

製薬等の業界や企業と協力し、治験実施の機会をより多
く提供することを目的として企業治験をご紹介します。

調査対象医療機関の絞込み

●治験関係会合の案内

調査のための資料提供

治験に関連する研修会、
セミナー、
ワークショップ等に関

治験の概要、
スケジュール表、
参考資料
（評
価スコア等）
、
調査したい内容
（調査票案）

する情報をお知らせします。
●治験関連法令、通知などの情報
GCPなどの法令や通知の改訂等の情報を行政から入手
し、その情報をタイムリーにお知らせします。

企業治験の紹介・企業調査の協力
大規模治験ネットワーク登録医療機関に対して

迅速な実施医療機関選定の支援を目的に企業か

治験促進センターや協力団体の活動に関する情報をお知

ら実施医療機関に対する調査方法の相談や調査

らせします。

の実施を無料で協力しています。

＜URL＞
http://www.jmacct.med.or.jp/research/

大規模治験ネットワーク

調査票最終案確認

最新情報の更新
調査の受付
内容の確認
実績の更新

企業治験紹介
システム
調査票イージー
オーダー

調査票公開

確認・修正

調査対象医療機関
設定

施設選定検討

調査対象医療機関は
調査内容を確認
参加希望治験に回答

回答確認（窓口情報を除く）
回答データ
検討結果データ

こ れ ま で（2007年2月〜2018年5月）
に40社、
178件の調査を実施した実績があります。
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調査の作成

治験実施の機会提供を、企業に対して効率的かつ

●治験促進センターおよび協力団体からの治験に関するお知らせ

●医師主導治験へ参加する医療機関の募集

医療機関
データベース

連絡先の確認
選定先への連絡（二次調査含む）

選定結果を確認（選定外は理由含む）
窓口情報の開示許可
治験の詳細確認・実施のための相談

治験依頼、治験契約へ

大規模治験ネットワーク
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治験業務支援システム（カット・
ドゥ・スクエア）

治験業務の更なる効率化のために

ASP・SaaS 部門
社会・業界特化系分野グランプリ
（2014年、2015年、2016年、
2017年連続受賞）

カット・ドゥ・スクエアは、統一書式に基づく文書（その他文書を含む）の作成および電子
的保管（電磁的記録として担保）を効率的に行うことができるよう治験促進センターが2010
年3月に公開したクラウドコンピューティングシステムです。

ASP・SaaS
安全・信頼性に係る
情報開示認定取得
第0193-1510号

カット・ドゥ・スクエアは、我が国全体の治験に係る負担軽減と治験の効率化をゴールとし
て、必ずしも必要のない業務（Do）の軽減（Cut）のために関係者が集まり、活用する場
（Square）となることを目指すシステムで無料にて提供しています。
公開から8年の間に治験関係者から多く
の要望を参考にシステム開発を進め、“ 治
験業務支援システム ” として1700を越

【統一書式作成機能】
入力支援／文書管理
版管理／添付資料管理
一括作成（確定）

える組織にご利用いただいております。

【IRB 情報管理機能】
IRB 開催情報・資料管理
書式5一括作成（確定）
IRB 議事録作成・管理

カット・ドゥ・スクエアは
Web サイトも充実
各種資料は無料でダウンロードが

安心・安全な
カット・ドゥ・スクエア

【その他文書作成機能】
その他文書作成／管理

● 堅牢なデータセンタにて運転中
● 脆弱性診断を定期的に実施
● バックアップサイト完備

（災害対策用に遠隔地保存）
● CSV 対応済み
● ER/ES、Part11、Annex11に対応
● 運用管理規定に基づきスタッフを教育

5つの権 限設定
治験手続 き文書の
作成から 保管まで

【治験情報管理機能】
治験情報管理
組織／担当者管理

できます

【安全性情報管理機能】
安全性情報報告／管理
治験依頼者 ／ 治験調整
事務局から一斉配信
責任医師の見解収集

● 各種マニュアル
★ 管理者・差分管理者編
★ 担当者書式マスター編
★ 担当者電子原本管理編
★ IRB 完全マスター編
★ 安全性情報管理変
★ 簡易マニュアル
● 便利資料
★ 電磁化対応チェックシート

【ポータル機能】
治験内ファイル共有
組織内ファイル共有
ワークフロー管理

（回等案入力済み）
★ SOP 改訂案・手引き
★ 議事概要・議事録生成ツール
★ 安全性情報管理

リハーサルチェックシート
● 利用を検討中の方へ
★ システムの概要

お問合せ
日本医師会 治験促進センター
カット・ドゥ・スクエア
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共通基盤
アクセス制御機能
マスター管理機能
ユーザ管理機能

★ 利用規約・利用契約書・利用

電子原本管理
電子署名付与（承認）
文書管理
監査機能

申請の流れ

ヘルプデスク

月〜金 9：30〜17：30

カット・ドゥ・スクエア

電話：03-5319-3797

監査に関するご質問も個別に受け付けております。CSV 監査をする場合には、別途秘密保持契約を

Email：ctdos2@jmacct.med.or.jp

必要とする場合がございます。あらかじめご了承ください。

Web サイト：http://www.jmacct.med.or.jp/cds/index.html

ご不明点・お悩み事は、お気軽にカット・ドゥ・スクエア

治験業務支援システム
（カット・
ドゥ・スクエア）

ヘルプデスクでは、操作に関するご質問だけではなく、セキュリティや

ヘルプデスクまでご連絡ください。
治験業務支援システム
（カット・
ドゥ・スクエア）
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「治験を知ってもらうこと。
」
その２．治験啓発ツールの貸出
治験促進センターは、一

その一環として、一般の方々に近い存在で

病院の待合室やパブリックスペース等で、
手軽に治験啓発に関する催し物が行える一般向け啓発ツール。

人でも多くの人に治験を

ある医療機関や教育機関での普及啓発活

多くの参加者と触れ合い、
地域に根差した啓発活動に取り組むことができます。

知ってもらうために主に

動に役立つ啓発グッズ・イラストを制作し、

３つの活動をしています。

無償で提供・貸出をしています。

ちけん君着ぐるみ

本ページのお問合せ：keihatsu@jmacct.med.or.jp
WEB申込：http://www.jmacct.med.or.jp/information/education.html

その1．治験啓発資料の提供
多くの人に
「治験」
という言葉に目を留め、関心をもっても
らうためのポスターや、治験をわかりやすく説明したパン

コーナーサイン

クイズ用紙・解答集

フレット、
マンガ、
DVD等。
ポスターを医療機関で提示したり、治験啓発に関する催し
や医療機関でパンフレット等を配布することができます。
ちけん君１号

ポスター

パネルスクリーン

DVD

その３．治験啓発イラスト素材、同意・説明文書ひな形（子供用）の提供
子供から大人まで幅広い世代に親しまれやすく治験啓発活動に利用できるちけん君イラスト、同意・説明文書の挿絵を
はじめとする治験の様々なシーンで使用できるイラスト
（一般向け・子供向け）、子供用同意・説明文書（アセントフォー
ム）のひな形。
医療機関オリジナルの啓発資料等を作成することができます。
URL： http://www.jmacct.med.or.jp/information/download.html
（Webサイトからダウンロードください）

医療機関で実施
する治 験 啓 発イ
ベントの 参 加 賞
として、
ちけん君
シールを作成

院内における治験等に関する
研修等の資料

同意・説明文書

治験等に関する学会における
発表資料

院内における治験等に関する
研修等の資料

一般的な治験等のポスター・パ
ンフレット・配布物

治験等に関する学会における
発表資料

治験等に関するホームページ

一般的な治験等のポスター・パ
ンフレット・配布物

治験等啓発グッズ

治験について説明した
パンフレットを作成

特定の治験に関するポスター

ちけん君２号

●ちけん君になるための条件
【適格基準】
身長155 〜 165cmくらいまで
【除外基準】
体力のない方、
暑さに弱い方、
医師が不適切と判断された方
（体力を消耗するため）
●活動限界
20分を目安とする

※利用にあたっては、
必ず各ダウンロード素材の利用規約をご
確認ください。
（企業の利用範囲等も別途定められています）
http://www.jmacct.med.or.jp/jma/keihatsutools/re
ntal/tool̲kiyaku.html
また、利用範囲について、判断に迷われた場合は、治験促進
センターまでお問い合わせください。
ちけん君イラストの利用手順
製作物の案を作成

※ちけん君イラスト使用時に
は、ちけん君は日本医師会
治験促進センターのキャラ
クターである旨の表示が必
要です。

治験等に関するホームページ

≪イラスト利用時の注意点≫

治験等啓発グッズ

●イラスト付近に以下のような記載を表示すること

治験に関連しないもの

治験に関連しないもの

例：・ちけん君（JMACCTキャラクター）
・ちけん君は日本医師会 治験促進センターのキャラクターです

●グッズ、資料等を製作した組織名を表示すること

ちけん君等イラスト

ちけん君
（JMACCTキャラクター）

同意・説明文書用イラスト・アセント文書のひな型
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治験の普及啓発

注：利用規約参照
「ちけん君（日本医師会 治験促進セン
ターキャラクター）」又は
「ちけん君（JMACCTキャラクター）」
上記のような記載および当センター
へデザイン案の確認をお願いいたし
ます。
利用方法（例）

製作物の案を治験促進センターに提出
同意説明文書

治験促進センターによる利用の許可後、製作物を作成

特定の治験に関するポスター

製作物一式を治験促進センターに送付
医療機関における利用範囲

利用開始

治験の普及啓発
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臨床試験のための eTraining Center

優れた人材を育成するために

臨床試験のための eTraining Center はユーザ登録いただければ、全て無料でご利用いただけます。

臨床試験のための
eTraining Center

学習お助け機能
・利用者のプロフィールや学習傾向によって日々オス

文部科学省・厚生労働省が示した「新たな治験活性化

スメ設問を表示します。何を学習したらよいかお悩

５カ年計画」の重点的取組事項のひとつとして挙げら

みの方や、新規参画の方など、ぜひご活用くださ

れた「治験・臨床研究を実施する人材の育成と確保」

い。

を受け、臨床試験に携わる方の継続的な教育を目的と

−設問数は5問、10問、20問の設定が可能

したインターネットを利用した学習システム「臨床試
験のための eTraining Center」を構築し、外部委員

−本日のオススメ、高正解率設問、低正解率設問、
個人ポータル画面

今月のオススメ、カテゴリ別オススメの5種類か

の評価を経て2008年2月から公開しています。これ

ら選択

までに約28,000人 * の方がユーザ登録され、各自の

−システムからオススメ設問がメールで届く、「お

ニーズに合わせて利用されています。

知らせ通知」採用

アンケート画面

・臨床試験の問題解決の場として「臨床試験の知恵

臨床試験のための
eTraining Center の特徴

袋」により疑問点や回答が投稿できます。

統一テスト開催機能
（一斉開催、最大2000人）

・個人のユーザ登録で利用が可能
・無料で利用可能
・いつでも、どこでも学習できる（スマートフォンに

医療機関、企業、団体など、組織内で一斉開催試験の

学習メニュー

場をご提供いたします。団体と連携した認定試験の

も対応）

統一テストイメージ

イーラーニング化や協会や組織が実施している「認定

・厚生労働省倫理指針にて推奨（医政発第0731001

試験」をイートレーニングセンターで開催できます。

号）

自宅や全国各地で、場面に合わせて受験が可能です。

・運営委員会を構築し全ての設問を審議後公開
・臨床試験（治験）に係る全ての人が対象

学習機能

臨床研究グループや組織でも
ご活用ください（グループ機能）

学習機能では、以下のことが可能です。

eTraining Center 内に特定のユーザのみで利用でき

●カテゴリやキーワードで分類された約1,800問 * の

るグループを作ることができます。登録したグループ

設問から、ユーザの目的やレベルに合わせたドリル

メンバーに限り利用や閲覧できるスペースで、グル―

形式の学習

プメンバーに必要な知識を学ぶための特別学習（テス

設問画面

●日医生涯学習教育制度の単位、カリキュラムコード

ト）や資料の共有、掲示板機能を利用しグループ管理

取得（日本医師会会員 ID 登録されている医師に限る）

者によるグループメンバーの学習履歴の管理などを行

●セルフアセスメント、特別学習プログラムといった

グループ機能ログイン画面

う事ができます。

テスト形式のコンテンツによる学習

グループ機能の利用を希望される方は、治験促進セン

●動画による学習（動画ライブラリーで治験促進セン

ターにご連絡ください。
特別学習プログラム

ター主催のシンポジウムなどを随時公開）

各種認定書発行

＊2018年5月末 現在

各種トレーニングの認定書を全て無料で発行すること

学習履歴・成績証明書（成績管理）

ができます。組織、試験単位でのトレーニングなどに

トレーニング履歴、セルフアセスメントおよび特別学

お役立てください。

各種認定証

習プログラムの成績は、ユーザ自身で学習履歴・成績
証明書として無料で発行することが出来ます。組織単

治験促進センターのウェブサイトまたは以下の URL よりアクセスください。

位での教育などにお役立てください。

＜URL＞ https://etrain.jmacct.med.or.jp/
＜お問い合わせ＞ e-learning@jmacct.med.or.jp
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