治験ネットワーク 自己評価シート
治験ネットワーク名称

：

種類

：

労災病院治験ネットワーク
同一経営母体で運営しているNW

登録医療機関数

：

34施設

ホームページ

：

http://www.johas.go.jp/shinryo/rosaichiken/tabid/393/Default.aspx

評価時期

：

2017年12月31日

分類

治験ネットワーク
（NW）事務局

中央IRB

体 SOP・様式・手続
制 き

症例
集積性

効率化

品質

評価項目

重要度

解説

備考欄
（結果を補足するために活用ください）

結果

✓

治験NW登録医療機関の窓口として、治験NWによる治験依頼
1
者との協議・対応の一元化をしていますか

治験NW事務局が、治験NWに登録されたすべての医療機関の
代表窓口となり、治験依頼者との連絡、情報・資料の授受を一
5. 運用を通じて実効性が評価さ
元的に行っていることを評価する。治験NW事務局が、治験依
＋＋＋
れ、十分に機能することが確認さ
頼者へ医療機関の紹介だけを行っているような場合やNWで一
れた
元的でない各医療機関（各SMO）が行っている場合は該当しな
い。

✓

✓

治験手続き書類（統一書式）の作成は治験NW事務局もしくは
2
医療機関が確実に行っていますか

治験手続き書類（統一書式）の作成を治験NW事務局もしくは医
療機関が確実に行っていることを評価する。統一書式のみを利 5. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋＋ 用しており、通知に従った運用であることを評価する。医療機関 れ、十分に機能することが確認さ
独自様式は必要最低限とし、医療機関が作成する書類を治験 れた
依頼者が作成している場合は5.は選択しない。

✓

✓

3

治験手続き書類（統一書式）の保管は治験NW事務局にて治験
期間中一括保管していますか

＋＋

✓

✓

4

治験NWが治験NWの中央IRB事務局業務（運営、書類作成・保
管）を実施していますか

治験NWが、中央IRB事務局の業務を兼ね、運営、書類の作
3. 具体的な実行計画が定まり、運
＋＋ 成、治験期間中ならびに終了後も保管を行っていることを評価
現在、中央IRBの実績はない。
用を通じて実効性を評価中
する。

✓

✓

5

治験NWで受託した治験について、各医療機関のIRBで審議を
治験NWで受託した治験について、登録医療機関の審議を１つ
するのではなく、1つのIRBで審議していることを評価する。医療 3. 具体的な実行計画が定まり、運
現在、中央IRBの実績はない。
＋＋＋
のIRB（中央IRB）で実施していますか
機関が複数施設の場合に中央IRBを積極的に利用し、単独医 用を通じて実効性を評価中
療機関の場合は臨機応変に対応する。

✓

6

中央IRBでは特殊な内容を含む治験（Pharmacogenomics（PG
ｘ）など）に対しても1つのIRBで審議していますか

✓

中央IRBにおいて審議事項が集中した場合、IRBの開催頻度を
7 調整して治験の進捗に影響を与えない適切な審議をしていま
すか

＋＋

中央IRBでは、多くの審議が集中することも想定される。その場
2. 人員・組織体制整備の方向性が
合でもIRB開催頻度の調整や外部IRBと提携するなどで、治験
定まり、具体的な実行計画を検討
の進捗に影響を及ぼさない対応をとっていることを評価する。
中
安易に翌月のIRB審議にまわすような場合は該当しない。

8

治験ＮＷ登録医療機関における標準業務手順書（SOP）を統一
していますか

＋＋

2. 人員・組織体制整備の方向性が
治験NWのすべての登録医療機関のSOPを統一し、運用してい
現在、労災病院における手順書案に従い、
定まり、具体的な実行計画を検討
ることを評価する。
各施設の実情に合わせて運用している。
中

✓

9

治験NW登録医療機関における治験に係わる費用の算定方法
（変動費設定と進捗度に応じた支払い）を統一していますか

＋＋

治験NWの登録医療機関内で研究費の算定方法が統一してお
り、なおかつ研究費は実施症例に依る変動費設定があり、進 4. 運用を通じて実効性が評価さ
捗度に応じた支払いであることを評価する。ただし、研究費以 れ、問題点を抽出中
外に設定された費用（間接経費等）は研究費から除く。

✓

10

治験NW登録医療機関における治験契約書の様式を統一して
いますか

＋

✓

✓

✓

✓

治験手続き書類（統一書式）の保管を治験期間中は治験事務
局にて一括保管をしていることを評価する。

3. 具体的な実行計画が定まり、運
現在、中央IRBの実績はない。
用を通じて実効性を評価中

小児治験やPGｘを含む治験では、IRBの他に倫理委員会等で
1. 人員・組織体制整備の方向性を 倫理委員会のあり方については、中央IRB
＋＋ の審議が必要となる場合があるが、治験NWの中央IRBの1つで
検討中
設置を踏まえて検討中。
審議が完結することを評価する。

治験NWで統一した契約書の雛形があり、その様式で契約を締
3. 具体的な実行計画が定まり、運 中央IRBの審議案件について、治験契約書
結していることを評価する。登録医療機関ごとで契約書様式が
用を通じて実効性を評価中
の統一している。
異なる場合は5.は選択しない。

医療機関が行うべき業務を登録医療機関が確実に行っている
適正な業務分担（医療機関の長及び治験責任医師が作成すべ
2. 人員・組織体制整備の方向性が
ことを治験NW事務局が確認し、必要に応じて改善指導をしてい
定まり、具体的な実行計画を検討
11 き文書の作成、医療機関仕様のカスタマイズ等）で実施してい ＋＋＋
ることを評価する。責任の所在を明確にし、対応忘れ防止の観
ますか
中
点とする。

1 ページ

【労災病院治験ネットワーク】20171231.xlsx

分類

症例
集積性

効率化

教育

選定調査方法

医
療
機
関
選
定

品質

評価項目

重要度

解説

備考欄
（結果を補足するために活用ください）

結果

✓

12

治験NW内の治験関係者に対する教育手順が定めていることを
治験NW全体で登録医療機関の治験関係者に対する教育手順
1. 人員・組織体制整備の方向性を
＋＋＋ 評価する。他医療機関の研修会に参加を促すことも教育手順
が定められていますか
検討中
として評価する。

✓

13

治験NW内の治験に係る医師に対する1年に1回以上の教育を
実施し、受講履歴を記録していますか

＋

治験に関連する医師に対して教育が1年に1回以上、定期的に
実施し、受講履歴を記録していることを評価する。ここでの教育 0. 実施する予定なし
とはNWが主体的に行うものに限定せず外部受講も可とする。

✓

14

中央IRBのIRB委員に対する1年に1回以上の教育を実施し、受
講履歴を記録していますか

＋

IRB委員に対する教育が1年に1回以上、定期的に実施し、受講
1. 人員・組織体制整備の方向性を
履歴を記録していることを評価する。ここでの教育とはNWが主
検討中
体的に行うものに限定せず外部受講も可とする。

✓

15

治験NW内のCRCに対する1年に1回以上の教育を実施し、受
講履歴を記録していますか

＋

CRCに対する教育が1年に1回以上、定期的に実施し、受講履 5. 運用を通じて実効性が評価さ
歴を記録していることを評価する。ここでの教育とはNWが主体 れ、十分に機能することが確認さ
的に行うものに限定せず外部受講も可とする。
れた

✓

治験NW内の治験事務局員（治験NW事務局、医療機関の治験
16 事務局、IRB事務局）に対する1年に1回以上の教育を実施し、
受講履歴を記録していますか

＋

治験事務局員への教育が1年に1回以上、定期的に実施し、受 2. 人員・組織体制整備の方向性が
講履歴を記録していることを評価する。ここでの教育とはNWが 定まり、具体的な実行計画を検討
主体的に行うものに限定せず外部受講も可とする。
中

✓

✓

治験NW登録医療機関のデータ（疾患ごとの患者数、専門医師
5. 運用を通じて実効性が評価さ
治験依頼者より依頼を受けて、直ちに治験NW登録医療機関の
17 情報、治験実績等）の集約と定期的なデータ更新を行っていま ＋＋＋
れ、十分に機能することが確認さ
必要なデータを提示できることを評価する。
すか
れた

✓

✓

治験NW事務局を経由して、治験NW登録医療機関に対する治
治験NW事務局が、登録医療機関の治験事務局と協力して、プ 5. 運用を通じて実効性が評価さ
18 験参加の意向調査（プロトコール内容より各医療機関の実施可 ＋＋＋ ロトコール内容などの情報を提供したうえでの登録医療機関に れ、十分に機能することが確認さ
能例数等の調査）を実施していますか
対する治験参加の意向調査を実施していることを評価する。
れた

✓

✓

19

治験NW登録医療機関への治験参加意向調査において、治験
依頼者名、治験薬名を非開示にしていますか

治験NW事務局が、登録医療機関の治験事務局と協力して、治 5. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋ 験依頼者名および治験薬名を開示しない状態で調査している れ、十分に機能することが確認さ
ことを評価する。
れた

✓

20

明確な根拠（カルテやレセプト情報等）に基づいた実施可能例
数を提示していますか

治験NW事務局が、登録医療機関の治験事務局と協力して、カ 5. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋＋ ルテなどの根拠に基づいた実施可能例数を調査していることを れ、十分に機能することが確認さ
れた
評価する。

✓

21

治験責任医師候補が実施可能例数を確認した上で提示してい
ますか

治験NW事務局が、登録医療機関の治験事務局と協力して、治 5. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋ 験責任医師候補から、明確な根拠を基に正確な実施可能性の れ、十分に機能することが確認さ
れた
調査を行っていることを評価する。

2 ページ

国立病院機構との共同事業の中で、毎年、
国立病院機構主催研修会へ参加している。

医師への口頭確認も含む。

【労災病院治験ネットワーク】20171231.xlsx

分類

症例
集積性

効率化

データ品質管理

症例登録管理

症例集積体制

登
録
医
療
機
関
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

✓

✓

品質

評価項目

解説

備考欄
（結果を補足するために活用ください）

結果

✓

原資料およびCRFの品質を確保するため、登録医療機関が
登録医療機関でのデータ品質手順（ALCOA周知、原資料の点
ALCOAを周知し、CRFおよび原資料の作成・点検手順を定め 1. 人員・組織体制整備の方向性を
22 検、CRF作成等）に準じた実施の確認と改善策を提案していま ＋＋＋
実施していることを治験NW事務局が確認し、必要に応じて改善 検討中
すか
指導していることを評価する。

✓

23

治験NW事務局が重大な逸脱やGCP違反の発生情報を把握
し、再発防止に向けた対策を講じていますか

治験NW事務局が、登録医療機関内で発生した重大な逸脱およ
1. 人員・組織体制整備の方向性を
＋＋ びGCP不遵守情報を把握し、治験NW内における再発防止策を
検討中
講じていることを評価する。

✓

24

品質管理が機能している医療機関のBest Practiceを治験NW
内で共有していますか

＋＋

25 治験NW事務局が症例登録の進捗状況を把握していますか

治験NW事務局が、品質管理が機能している登録医療機関の
BestPracticeの共有を行っていることを評価する。

1. 人員・組織体制整備の方向性を
検討中

治験NW事務局が、各医療機関の治験事務局と連携を図り，各
4. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋ 治験における医療機関の症例登録の進捗状況を把握している
れ、問題点を抽出中
ことを評価する。

✓

26

治験NW事務局が治験NW内医療機関の症例集積状況より、医
療機関ごとの症例登録推進策を策定し共有していますか

治験NW事務局が、医療機関ごとの症例集積状況を把握し、必
1. 人員・組織体制整備の方向性を
＋＋ 要に応じて症例登録推進策を策定し、治験NW内でのBest
検討中
Practiceを共有していることを評価する。

✓

27

被験者紹介体制が構築（登録医療機関外からの紹介も含む）
出来ていますか

＋＋

✓

医療機関への候補患者紹介を実施した場合の紹介元へのイン
28 センティブ**(紹介に伴うインセンティブ**，紹介患者のフォロー
等を含む）を設定していますか

✓

29

✓

30

症例登録に対する治験責任・分担医師・CRC等の治験関係者
へのインセンティブ**を設定していますか

治験参加患者への配慮（待ち時間を減らす工夫などの優遇措
置）をしていますか

NW登録
医療機関
の取り組
み
✓

31

治験参加意思を有する患者（治験希望者）リストの構築が出来
ていますか

治験NW事務局が治験NW登録医療機関や周辺の医療機関と
連携を図り、候補患者を紹介できることを評価する。

NWを介した治験に関する進捗状況を把
握。

治験NW登録病院の立地上、NW内での紹
介は難しい。

0. 実施する予定なし

＋

治験NW事務局が治験NW登録医療機関や周辺の医療機関と
連携を図り、治験実施医療機関以外から候補患者の紹介を受
0. 実施する予定なし
けた場合に紹介元にインセンティブ**を設定し、実施しているこ
とを評価する。

＋

治験NW事務局が、医療機関の治験事務局と連携を図り、治験
の実施状況を踏まえて治験責任医師、治験分担医師、CRC等 2. 人員・組織体制整備の方向性が
定まり、具体的な実行計画を検討 登録医療機関の裁量に委ねている。
の治験関係者に対するなんらかのインセンティブ**を設定し、実 中
施していることを評価する。

＋

それぞれの登録医療機関において、治験参加患者に配慮し、
優遇する施策（待ち時間を減らす工夫など）を講じていることを
評価する。
5. 治験NW登録医療機関の80%
*評価方法：治験NW登録医療機関の80%：5、50%：4、数施設：
3、1施設：2、全くなしだが実施する予定あり：1、実施する予定
なし：0

登録医療機関の裁量に委ねている。

それぞれの登録医療機関において、新たな治験を考慮して、治
験参加希望意思のある患者（過去に治験参加した患者も含む）
を一覧にしておき直ぐに声をかけられる体制が構築できている
＋＋ ことを評価する。
0. 実施する予定なし
*評価方法：治験NW登録医療機関の80%：5、50%：4、数施設：
3、1施設：2、全くなしだが実施する予定あり：1、実施する予定
なし：0

32

他の診療科との連携（他科にかかっている患者を治験参加さ
せることが出来る体制）が出来ていますか

＋

それぞれの登録医療機関において、他科から治験実施してい
る診療科へ即座に患者紹介できる流れが構築できていることを
評価する。
1. 全くなしだが実施する予定あり
*評価方法：治験NW登録医療機関の80%：5、50%：4、数施設：
3、1施設：2、全くなしだが実施する予定あり：1、実施する予定
なし：0

✓

33

治験NW事務局が治験責任医師、治験分担医師の人事情報を
適時把握していますか

＋

治験NW事務局は、登録医療機関の治験事務局と連携を図り、
治験責任医師、治験分担医師の人事情報を治験計画（変更）
0. 実施する予定なし
届出または治験進行に影響を与えない時期に把握できている
ことを評価する。

✓

関連通知（GCP改正等）を治験NW登録医療機関の間で共有
34 （治験説明会、定例会議の開催、メール、ホームページ等）して
いますか

＋

関連通知（GCP改正，ガイダンスの改訂など）の情報に対して、
4. 運用を通じて実効性が評価さ
説明会，定例会議，メール，ホームページ等を活用して共有化
れ、問題点を抽出中
を図っていることを評価する。

✓

情報管理

重要度

3 ページ
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分類

症例
集積性

効率化

情報公開方法

✓

情
報
公
開

品質

評価項目
35 治験NWのWebサイトで治験NW情報を公開していますか

重要度

解説

＋＋

治験NWのWebサイトで、治験NW情報の公開を行っていることを
①～⑤のそれぞれで評価する。

備考欄
（結果を補足するために活用ください）

結果

✓

①

治験NW全体での治験実績［疾患・医療機関別の治験実施
状況（実施例数等）］を公開していますか

5. 運用を通じて実効性が評価さ
れ、十分に機能することが確認さ
れた

✓

②

治験費用に係る情報（費用発生のタイミング、費用の設定
根拠等）を公開していますか

1. 人員・組織体制整備の方向性を 現在、労災病院における手順書案に従い、
検討中
各施設の実情に合わせて作成している。

✓

③

選定調査から依頼までの手順（実施項目、期日、窓口担当
者）を公開していますか

5. 運用を通じて実効性が評価さ
れ、十分に機能することが確認さ
れた

✓

④

登録医療機関情報（病床数、診療科、治験実施可能な診
療科毎/疾患毎の患者数）を公開していますか

5. 運用を通じて実効性が評価さ
れ、十分に機能することが確認さ
れた

✓

⑤

治験NWの体制（CRC数、中央IRBの名称・設置者等）を公
開していますか

3. 具体的な実行計画が定まり、運
用を通じて実効性を評価中

治験NWの影響範囲内での一般市民(患者）への治験啓発活動
36 実施による一般市民が治験に参加しやすい環境づくりを行って
いますか

✓

✓

37

治験NWの公開情報を定期的に更新（少なくとも3ヶ月に1回程
度）していますか

＋

治験NWで一般市民（患者）への治験啓発活動（HPでの情報公 1. 人員・組織体制整備の方向性を
開，市民公開講座の開催等）を実施していることを評価する。 検討中

公開情報において、更新すべき情報がない場合もあるが、定期
4. 運用を通じて実効性が評価さ
＋＋ 的（少なくとも1回/3ヶ月程度）に見直し、更新を行い、常に最新
れ、問題点を抽出中
情報が公開されていることを評価する。

更新すべき情報があれば、随時対応。治験
NW登録病院の受託基本情報の更新は、1
回／1年。

* 表記中の「医療機関」には、治験施設支援機関（SMO）が支援している場合も含む
** （注意） インセンティブとは、礼状・表彰制度・奨励金等の貢献した方へ配慮する行為全般を含めたものである
【治験ネットワーク用コメント欄】
整形外科系、アスベスト関連疾患、内分泌系、循環器系、神経系、悪性腫瘍領域等の治験を実施しています。
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