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1 はじめに
1.1 eClinical Forum について
eClinical Forum は、グローバルに活動する、非営利・非商業的な、特定の技術に依存しない団
体であり、医薬、バイオテクノロジー、及び関連する業界のメンバーから構成されています。
eClinical Forum の使命は、治験データの電子的な収集、処理、申請に係るシステム、プロセ
ス、役割に関する分野で業界に貢献することです。詳細については、ウェブサイト
http://www.eclinicalforum.org をご参照ください。

1.2 免責事項、著作権、ライセンス
本文書に含まれる情報は、電子的な治験に関する状況についての理解を助けることを目的とし
て提供されるもので、eClinical Forum の持つ情報と理解に基づいて作成しています。
この成果物は eClinical Forum の所有物であり、非商業目的の Creative Commons license のもとで
提供されます。詳細は、第 4 章をご覧ください。

2 概要
2.1 なぜ治験の規制に照らして治験実施施設のシステムを評価するの
か？
治験で必要とされる多くのデータが Electronic Health Records (EHRs)から得られるようになって
きました。すなわち EHRs が治験の “eSource”(電子原データ) となっています。たとえ治験で
これらのデータを電子データとして利用せず、EHRs を印刷して、EDC システムに再入力したと
しても、データ元となる EHRs が規制で定められる基準及び関連するガイダンス文書に適合し

ていることを確認しておく必要があります。
eSource Readiness Assessment (eSRA) には、FDA、EMA、PMDA、ICH の規制、及び規制当局のガ
イドラインに基づいた、治験のデータ発生元に対する質問が含まれます。2018 年 7 月に FDA
から発行された Guidance for Industry: Use of Electronic Health Record Data in Clinical Investigations
では「治験依頼者と治験責任医師は、治験実施施設で EHRs を利用するための方針とプロセス
を設けるとともに、治験データの機密性と完全性を保護するために適切なセキュリティ対策が
講じられていることを確実にすること」と記載されています。本ガイダンスでは、eSRA のよう
なアセスメントの必要性を述べ、アセスメントすべき主要な領域を挙げています。
質問の根拠となる規制・ガイダンスが更新されたとき、及び (又は) 上記の規制当局から新たな
関連文書が発行されたときに、eClinical Forum は必要に応じて eSRA の質問を更新します。eSRA
の改訂版は、毎年第一四半期に発行する予定です。
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2.2 ソフトウェアベンダーが認証を受けている場合でも、eSRA を実
施する必要がありますか？
EHR システム認証 (US ONCHIT 認証又は EUROREC 認証等)によりベンダーから供給される EHR シ
ステムがデータを適切に管理できるであろうことを示すことができますが、EHR の要件に適合
した環境を維持するためには、さらに、eSRA を実施し、治験実施施設が必要とされる運用管
理の下で、ベンダーから供給されたシステムおよび関連する手順を適切に設定していることを
証明する必要があります。治験実施施設の環境 (システム、プロセス両方とも) において治験に
利用されるデータを適切に収集し管理できるようにすることは治験依頼者の責任です。治験依
頼者がこの責任を果たせるように、治験実施施設は eSRA 質問票に答え、提供する必要があり
ます。
上述の FDA ガイダンスでは、治験実施施設が EHR システムについて入手した (米国及び他国の)
認証を治験依頼者に提出することを薦めています。eSRA には、治験実施施設がそういった情
報を記入するための欄が用意されています。
システムが 21 CFR Part 11 又は日本の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
（厚生労働省）に対して評価済みである場合の eSRA 記入方法については、第 3.4 章をご覧く
ださい。

2.3 治験実施施設のどのシステムをアセスメントするべきか？
規制下で実施される治験で利用されることになる、被験者に関する原データを管理するシステ
ムは、誰が所有者か、又は治験実施施設がどの程度データにアクセスできるかによらず、その
適切さを評価すべきで、治験依頼者が当該システムからの原データを治験に利用して問題ない
か判断することができます。評価対象は、データの発生元から治験依頼者に至るまでの経路全
体が含まれます。例えば、臨床検査データが臨床検査システムで生成され、治験実施施設の治
験ウェアハウスに転送され、その後治験依頼者に渡されるような場合、データを管理する各シ
ステム (臨床検査システム、EHR システム、治験実施依頼者のウェアハウス) それぞれに対して
別々に eSRA を実施する必要があります。または、治験実施計画書で特定されるようなすべて
のシステムについて、eSRA を実施する必要があるかもしれません。

注) 電子システムの治験に用いられる記録の入力、格納、管理他の処理を行う機能/モジュール
のみが評価対象です。例えば、EHR システムの機能のうち、保険金の請求や支払いに関するも
のは評価する必要はありません。
以下は、すべてを網羅したものではありませんが、規制下の治験に用いられるデータを提供又
は管理するシステムの例です。
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EHR システム又は EMR システム
検査/診断システム
画像システム (X 線、CT スキャン等)
薬剤システム (被験者への薬剤投与記録が含まれる場合)
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放射線システム

eSRA 利用方法

eSRA 質問票は本文書の第 5 章にあります。質問票に回答する前に、以下の注意事項をお読み
ください。

3.1 eSRA の記入に関する一般的な注意事項
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本文書の末尾にある質問票を切り離したものを用意し、治験実施施設にある、治験の被
験者記録の原データとなるシステム毎に記入してください。
治験実施施設の皆様におかれましては、質問の答えが“No”であっても、治験への参加が
拒否されるわけではなく、むしろ治験依頼者が一緒に潜在的なリスクの低減に協力する
であろうことをご理解ください。
いくつかの質問では、No の脇に星印*がついていますが (No*)、これは、その項目への適
合が強く推奨されることを示しています。治験実施施設がこれらの質問に適合していな
い場合、質問への回答が“Yes”になるまでは、その治験実施施設のシステムを治験デー
タ元として利用することは薦められません。
治験実施施設において、システムの導入、バリデーション、保守に関する責任は、施設
の IT 部門及び (又は) ベンダーにあるかもしれません。そのような場合であっても、これ
らの者が治験に用いられるデータを提供するすべてのシステムにおいて担当部分の責任
を果たすことを確実にする責任は治験実施施設にあります。
システムやプロセスが改善されたときに、再アセスメントできるよう、記入済みのすべ
てのアセスメント結果を保管するようにしてください。記入済み eSRA は、システムの保
守に責任を持つ部門において集中的に保管することを強く推奨します。そうすることに
より、将来、他の組織が当該システムについての eSRA を要求されたときに、この記入済
み eSRA を再利用することができます。治験依頼者から eSRA の記入を依頼されたとき
は、まずシステム保守部門に、同じバージョンのシステムについて記入済み eSRA がある
か問い合わせ、もしあれば、eSRA 質問票のうち、(Site Coordinator ^のように)
“Suggested Responder” 脇に ^ のついている、プロセスに関する質問のみに答えるだけ
で済みます。
また、eSRA に記入するだけでなく、原データを収集・管理するためのプロセスを文書に
しておくことを推奨します。
記入済み eSRA を準備しておくことで、異なる治験依頼者からシステム及びプロセスの規
制対応状況に関する情報提供を何度も依頼されるような状況を避けることができます。
ぜひ治験依頼者に、独自の質問票でなく、eClinical Forum eSRA 質問票を使うようご提案
ください。eSRA のウェブサイトでは、治験依頼者にとって非常に有用な「Implementing
eSRA：Sponsor’s Perspective」が提供されています。
治験責任医師の皆様は、本文書や質問票についてのフィードバックを eClinical Forum に
お寄せください。eSRA@eclinicalforum.org からお願いします。
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3.2 記入済みの eSRA 質問票を本文書から切り離して保存する方法
eSRA の記入が終了したら、変更不可のコピーを作ります。最も簡単な方法は、出力先を PDF
にしてファイルを印刷することです。これにより通常の方法では変更できない .pdf ファイルを
作ることができます。
治験実施施設1にとって最も簡単な方法を以下に示します。
1)

ファイル全体（本文書及び質問票）をダウンロード/保存する。

2)

このファイルの中の質問票に記入する。

3)

通常の方法では変更できない .pdf ファイルで保存する。



印刷設定で「保存」ではなく「Print to PDF」を選択することで、通常の方法では変更でき
ないコピーが作成されます。



治験実施施設は、完成した eSRA のページのみを PDF に変換することを選択できます。
eSRA 記入後は本文書を保持する必要はありません。

3.3 eSRA 記入要領
項目
Official Institution Name,
Official Site Name
Centre Number,
Sponsor Organization Name,
Study Numbers
Institution Address
User Contact Details

Developer/Vendor Company
Name

説明
契約書に記載される治験実施施設の正式名称をご記入くださ
い。
記入は任意です。治験実施施設が特定の治験依頼者向けにこ
のアセスメントを実施する場合、治験依頼者から入手した識
別情報を記入します。複数の治験依頼者を対象にしてこのア
セスメントを実施する場合、空白のままにしてください。
契約書に記載される治験実施施設の住所をご記入ください。
このアセスメントを管理する主担当者の連絡先をご記入くだ
さい。また、主担当者不在時に備え、副担当者もご記入くだ
さい。
契約書に記載されるシステムベンダーの正式名称をご記入く
ださい。

治験依頼者は、治験実施施設が eSRA を完成させるために必要な情報を参照できるように、治験実
施施設にハンドブックと質問票を切り離さずに提供する必要があります。 治験実施施設のみがハン
ドブックから質問票を切り離すことができます。
1
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項目
System Name

Modules applicable to this
Assessment

Description of System

If this system is certified by
ONC or other authorizing
certification body, list the
certification body name,
certification name and version,
date of certification.
eSRA Criteria Questions
Suggested Responder

Notes
Investigator Site Response
“No”

No*

Additional Information/ Plans
to correct deficiencies as
identified in this assessment /
Information on system
certifications
Signature Blocks

6

説明
システムの正式名称をご記入ください。治験データ元となる
システムが複数ある場合、システム毎にアセスメントを実施
してください。
注）治験依頼者から供給されたシステムは、治験実施施設で
アセスメントを実施する必要はありません。
治験の原データとして利用される可能性のあるデータを収
集、管理、格納するモジュールのみアセスメントの対象とな
ります。例えば、健康保険に関連するモジュールは eSRA ア
セスメント対象にはなりません。
何をするシステムなのか、簡単な説明を記入します。
EMR/EHR システムであれば、単に EMR か EHR と記入するの
みで結構です。
ONC では、Medicare を受ける組織に対して、ONC 認証され
た EHR システムを利用することを義務付けています。他の
国でも同様に認証を要求しているかもしれません。

システムの認証が取り消されたときは、必ずその理由をすべ
ての治験依頼者に知らせなければなりません。また、この
eSRA も更新してください。
質問を読んで回答してください。質問はすべて回答してくだ
さい。
eClinical Forum の eSRA チームの考える適切な回答者です。ア
セスメントを完成させるうえで、質問に対して、組織の中の
どういった人に回答してもらうのがよいか、を提案していま
す。
必要に応じて、質問の意図を明確にするための追加的情報を
Note として記載しています。
システムが eSRA の基準を満たさない場合、この質問の答え
は“No”となります。答えが“No”であっても手順により
対応できる場合、Comment 欄で説明してください。
場合によっては、ベンダーに将来のリリースで対応するよう
要求することもご検討ください。
強く推奨する項目です。“No”の後に星印 * がついている
質問に対して、治験実施施設の回答が“No”である場合、
回答が “Yes”になるまではそのシステムを治験のデータ元
として使用することを控えたほうがよいでしょう。
アセスメントの回答の補足やシステムについてのコメント
等、治験実施施設から治験依頼者にお伝えしたいことをご記
入ください。システムベンダーが (21 CFR Part 11 等の) 規制
要件へ準拠を示す宣言書や証明書を提供している場合、その
旨を明記し、システムベンダーからの宣言書/証明書を添付
するようにしてください。
治験依頼者が署名の要否を決定します。国によっては治験責
任医師の署名が必要となります。
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3.4 治験実施施設がシステムに関する他の質問票を持っている場合
以下の質問票は eSRA の最新バージョンにマッピングされており、治験実施施設においていず
れかの質問票を既に完成している場合は、eSRA を記入する際に利用できます。

3.4.1 FDA 21 CFR Part 11
治験実施施設が、システムの FDA 21 CFR Part 11 適合を示す宣言書/証明書をシステムベンダ
ーから入手している場合、治験実施施設は一部の eSRA の質問への回答を省略することがで
きます。その場合は、ベンダーからの宣言書/証明書を eSRA に添付し、記入済み eSRA と一
緒に保管するようにしてください。 治験実施施設は、eSRA (の末尾にあるコメント欄) にお
いて、関連資料が添付されている旨、及びその資料の説明を記入しなければなりません。
治験依頼者は治験実施施設から入手した記入済み eSRA とともにその宣言書/証明書を保管
する必要があります。ベンダーから提供される 21 CFR Part 11 宣言書/証明書は、ベンダーの
提供するシステムが 21 CFR Part 11 の基準を満たすことを示すだけであり、他の eSRA 質問
についての回答が必要です。
ベンダーからの 21 CFR Part 11 宣言書/証明書がある場合、eSRA V2021 及び V2022 の質問 3,
5, 6, 7, 8, 14, 15, 30 の回答を省略できます。

3.4.2 日本厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
日本では、医療機関は、医療情報システムの電子記録の真正性、見読性、及び保存性を確
保するための要件と推奨事項をリスト化した「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」（MHLW SMG）に従うことが期待されており、それらの多くは、eSRA の質問と
重複しています。下表に、eSRA の質問と MHLW SMG 要件の対応を示します。表中の「評
価」は以下を意味します。
A-1: eSRA の質問は、対応する MHLW SMG 要件に完全に記載されています。
A-2: eSRA の質問は、対応する MHLW SMG 要件に部分的に記載されています。
B: eSRA の質問は、MHLW SMG では記載されていません。
eSRA
V2022
Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7

評価
A-1
A-2
A-1
B
A-1
A-2
A-1
A-1
A-1
A-2
B
B
A-1
A-1

MHLW SMG
7.2-C.1, 7.2-C.3
8.1.2-B.2, 8.1.2-B.3
7.1-B, 7.1-C
5.2
7.1-B, 7.1-C, 7.2-C.3
7.1-B.1(1)
6.8-B., 6.8- C.
6.5-C.9, 7.1-B.2(3), 7.1-C.2
6.5-C.6, 6.5-C.13, 7.1-B.2(1), 7.1-C.1, Attached Table 1
6.5-B(1), Attached Table 1

6.5-D.4, 6.9-D.4
6.5-B(3), 6.5-B(5)
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eSRA
V2022
Question
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

評価
A-1
A-1
A-2
A-2
A-1
A-2
A-1
A-1
A-1
A-1
B
B
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1

MHLW SMG
6.5-C.13(4)
6.5-B(1), 6.5-C.4, 6.5-D.2
6.5-C.6
7.2
6.10, 7.2-B, 7.3-B(2), 7.3-C.2, 7.3-D.1
6.10, 7.2-B, 7.3-B(2), 7.3-C.2, 7.3-D.1
7.3
6.10, 7.2-C.4, 7.2-D.2
6.10, 7.2-C.4, 7.2-D.2
Attached Table 1
4.1, 6.2.3
6.8
6.5-B(4)
6.11
4.2.1, 6.11
6.12
4.1(2), 6.10-C.5

3.5 用語の定義
監査証跡/監査ログ
Audit trail / Audit log
認証
Certification
証明付き複写
Certified Copy

治験
Clinical trial

開発業務受託機関
CRO
データ侵害
Data Breach
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セキュアで、コンピュータにより生成された、タイムスタン
プ付きの電子記録であり、電子記録の作成、変更、削除に関
する一連の事象の再現を可能にするものである。
独立した、公平な専門家及び信頼できる組織により提供され
る品質の格付けプロセスであり、システムがある一連の基準
を満たすことを示す。(eSRAは認証ではありません。)
使用媒体によらず、元の記録からの複写物で、元の記録の背
景、内容及び構成を説明するデータを含め、同一の情報を有
することが保証された (すなわち日付入り署名又はバリデート
された過程により作成された) ものをいう。
人を対象とする研究で、治験薬の臨床的、薬理学的及び (又は)
その他の薬力学的効果の評価や確認、治験薬の副作用の確
認、 治験薬の吸収、分布、代謝及び排泄の調査等、治験薬の
有効性や安全性を検証することを目的とするもの。clinical trial
とclinical studyは、同じ意味として用いる。
治験依頼者の治験に係わる業務の一部又は、それ以上の遂行
を治験依頼者から受託した個人又は (商業的、学術的、その他
の) 組織。
GDPRより。個人データの侵害は、転送、格納又は処理等の行
われる個人データが偶発的又は故意に破壊、逸失、変更、許
可のない開示、又はアクセスにつながるようなセキュリティ
侵害を意味する。
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電子健康記録
EHR

電子医療記録
EMR
電子原データ/原データ
eSource / Source Data

治験責任医師
Investigator

IT、治験実施施設のIT
IT, Site IT
メタデータ
Metadata

ONC
すぐに提示可能
Readily Available

監査者や査察官に、妥当な及び (又は) 合意できる時間内で提
出できる能力。

研究プロトコル
Research Protocol

(治験実施計画書とも言います)
治験の目的、設計、方法、統計的考察、組織を示す文書。治
験実施計画書は多くの場合、治験の実施背景・理由も記載す
るが、そのような情報を含む他の文書を参照してもよい。本
文書では治験実施計画書及びその改訂版を意味する。
Standard Operating Procedure
標準業務手順書

SOP
治験依頼者
Sponsor
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EHRは電子的な被験者個人の健康記録を持つ電子的なプラット
フォームであり、医療機関や医療施設により維持管理され
る。EHRの典型的な例としては、被験者の治療歴、診断、治療
計画、予防接種、アレルギー、放射線画像、薬局記録、検査
試験結果等がある。EHRシステムは、医療機器、及び医療情報
と被験者の医療に係わる医療提供者からリアルタイムに得ら
れる電子的な情報を統合する目的で用いることもある。
医療機関によっては、システムをEMRと呼ぶ場合がある。EMR
は一般的にはEHRよりも定義される範囲は狭いが、本アセスメ
ントでは、EHRとEMRを同義のものとして用いる。
原データ：(治験における) 臨床所見、観察、その他の活動に関
する元の記録又はその保証付き複写に記録されているあらゆ
る情報で、治験の再現と評価に必要なもの。
電子原データ：電子的な原データ (電子原データ) は最初に電
子的に記録されたデータである。
治験実施施設において治験の実施に関して責任を有する者。
治験実施施設において、治験が複数の者から成るチームによ
り実施される場合には、治験責任医師は当該チームの責任者
たるリーダーであり、首席治験医師 (principal investigator) と呼
ばれることがある。
Information Technology。治験実施施設のITには、特にシステム
のセットアップ及び保守におけるData Privacy/Protection Officer
及び記録保管担当者の関与が考えられる。
メタデータとは、あるデータの属性を説明し、そのデータの
コンテキストや意味を示すものである。一般的に、これらは
データの構成、データ要素、データの相互関係等の特性を示
すデータである。一例を挙げれば監査証跡である。メタデー
タにより、データを個人 (又は自動的に生成された場合、オリ
ジナルのデータ発生元) に帰属させることもできる。
例：
Trial subject A123, sample ref X789 taken 30/06/14 at 1456hrs.
3.5mg. Analyst: J Smith 01/Jul/14
Office of the National Coordinator for Health Information
Technology (U.S.) ：Health IT の認証プログラムを提供する組織

治験を依頼する者 (例：バイオ医薬品会社)
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ログイン失敗 と
不正なアクセスの試み
Unsuccessful vs
Unauthorized access
attempt
バリデーション
Validation

質問13、14に関連する。「失敗」は正規のユーザーがアクセ
スするための情報 (ユーザーID、パスワード等) を忘れた場合
を意味する。「不正な」アクセスは、ユーザーでない者が (ハ
ッキング等により) アクセスしようとすることを意味する。
ICH E6 (R2): 1.65 コンピュータ化システムのバリデーション:
コンピュータ化システムが要求される仕様について、システ
ムの設計から廃棄まで又は新システムへの移行まで常に満た
すことを検証し、文書化（記録化）する過程をいう。バリデ
ーションの取り組みは、システムの用途や被験者保護及び治
験結果の信頼性への影響を与える可能性を考慮したリスク評
価に基づくこと。

3.6 参考資料


以下の文書が www.eclinicalforum.org/eSRA から入手できます。
o Implementing eSRA, Sponsor Perspective
o eSRA V2022 – What has been updated?
o Regulatory documents used as a basis for the eClinical Forum eSource Readiness
Assessment (eSRA) Version 2022
o This Handbook, translated into Japanese
o Industry publication articles in English and Japanese

4 eCLINICAL Forum 資料のフェア・ユースに関する免責事項

及びライセンス
本著作物は、eClinical Forum の所有物であり、Creative Commons ライセンスの下で非営利目的
のために公開されています。このライセンスの条件に従い、以下を自由に行うことができま
す。



共有: 本著作物を eCF メンバー会社内で複製、配布、及び送信する。
編集: 本著作物を翻案する。

ただし、その際には以下の条件に従っていただきます。
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帰属先を表示すること: eClinical Forum に本著作物が帰属することを表示してくださ
い（eClinical Forum があなたを推薦している旨又はあなたによる本著作物の使用を支
持している旨を示唆するような形で表示することは認められません）。
営利を目的としないこと: 本著作物を営利目的で使用することはできません。
オリジナルの利用条件を継承すること: 本著作物の内容、形式等を変更したか、本著
作物をもとにして成果物を作成した場合には、本著作物と同一又は類似のライセン
スの下でのみ、その成果物を配布することができます。
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下記事項を了解していただきます。


適用免除: 上記のいずれの条件についても適用を免れることができます。ただし、その際
には eClinical Forum の許可を得てください。
 パブリック・ドメイン: 本著作物又はその一部が適用法の下でパブリック・ドメインに属
している場合、その状態はライセンスによる影響を受けません。
 その他の権利: 下記のいずれの権利もライセンスによる影響を受けません。
o フェア・ディーリング若しくはフェア・ユースの権利又はその他の該当する著作
権の例外及び制限
o 著作者人格権
o 本著作物自体又は本著作物の使用方法に対して他者が有することがある権利（パ
ブリシティー権、プライバシー権など）
 注意事項: いかなる再利用又は配布についても、本著作物のライセンス条件を他者に明示
する必要があります。

5 eSRA 質問票
治験実施施設は、このアセスメントを完成させ、コピーを各治験依頼者に提供してください。
また、将来の更新に備えてコピーを（治験実施施設の IT 部門等の中心的な場所に）保管してく
ださい。

治験依頼者は、治験実施施設に送付する際に、本文書に記載されている指示やライセンス条項
を正しく伝えるために、eSRA Questionnaire (次ページ以降) を本文書から切り離さないように
してください。
【訳注】以下、eSRA の設問の理解を深めるために、設問を翻訳しています。設問の回答は、
英語の eSRA 質問票にご記入をお願いします。
原文ではこのページの後に質問票が添付されていますが、和訳版では、＜質問票訳＞の後に添
付されています。
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＜質問票訳＞
Records for Clinical Research
治験の記録
No 設問
1 Can all patient records captured in the EHR
system be retrieved and reviewed in a way
that is attributable to one trial subject?

2

Note. ALL patient records do not need to be
stored in this system, however all records in the
system must be able to be attributed to a
particular patient. This is NOT about linking to
a clinical patient ID, but rather about being
sure that all records are attributable to an
individual.

注）患者記録がすべて当該システムに格納され
ている必要はありませんが、システム内の記録
はすべて特定の患者に関連するものでなければ
なりません。この設問は患者 ID と紐づけると
いうことではなく、すべての記録が個々の患者
に関連づけられていることを確認するもので
す。

Are all records given to the sponsor via
electronic or manual means de-identified, such
that they do not contain any patient-identifiers
that are prohibited by the country in which the
study is taking place?

治験依頼者に電子的又は手動による手段によっ
て提供される記録はすべて匿名化されています
か。つまり、治験が実施されている国で禁じら
れている患者識別情報を含んでいませんか。
注）治験依頼者／CRO が治験実施施設の電子シ

Note: If access to an electronic site system by a
sponsor/CRO results in files being
automatically downloaded to their laptop, the
answer to this question would be “no”. It is
not permissible for personal health information
to be downloaded (even inadvertently) to a
sponsor/CRO personal computer.

Audit Trail
監査証跡
No 設問
3 Does the system have an audit trail recording
date, time, and originator of any patient data
creation, change, or deletion?
Note. Site must ensure that audit trail (audit
log) functionality has been installed and is
working correctly. If an appropriate audit trail
is not available additional process controls
such as a signed and dated print out, will have
to be introduced to maintain the information
4
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設問訳
お使いの EHR システム（以下「システム」）に
保存された患者記録はすべて、1 人の被験者に
関連づけられる方法で検索し、レビューするこ
とができますか。

Does the audit trail include the reason for
changes / deletions?

ステムにアクセスした結果、ファイルが治験依
頼者／CRO のラップトップに自動的にダウンロ
ードされる場合、この質問に対する答えは
“No”になります。個人の健康情報を（知らな
いうちにせよ）治験依頼者／CRO のパーソナ
ル・コンピュータにダウンロードすることは許
可されていません。

設問訳
お使いのシステムは、患者データの作成、変
更、又は削除の日付／時刻／実行者を記録する
監査証跡機能を備えていますか。

注）治験実施施設は監査証跡（監査ログ）機能
を実装し、正常に機能するようにしておかなけ
ればなりません。適切な監査証跡を用意できな
い場合、情報を維持するために、印刷して日付
と署名を記入するなど、追加のプロセス管理策
を講じる必要があります。
監査証跡には変更／削除の理由が含まれていま
すか。
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No 設問
5 Is audit trail information readable and readily
available such that actions are traceable with a
reasonable effort?
Note. If an appropriate audit trail is not
available additional process controls such as a
signed and dated print out, will have to be
introduced to maintain the information.
6

Does the system prevent new audit trail
information from over-writing previous
information such that previous data can be
accessed if data are changed or deleted?

System Date/Time as recorded in Audit Trail
監査証跡に記録されるシステム日付/時刻
No 設問
7 Do controls exist to ensure users cannot
change and/or turn off the system settings
(e.g., change the system time and date)
including the audit trail?
Note. This may be handled via the site
operating system and associated procedures or
via a hosting vendor. The site should ensure
the method employed is working.

8

13

Does the system and/or processes adequately
provide for identifying the local time of patient
events?
Note: Where the system use may span time
zones or the system may be located in a
different time zone than where the study is
being conducted, the time zone of the
investigative office (e.g., local time to the
patient) should be used in the audit trail , or
there must be a clearly documented consistent
way to derive the local time from the
timestamp on the audit trail

設問訳
監査証跡情報は、見読性が確保され、容易に入
手でき、合理的な努力により行為が追跡可能で
すか。

注）適切な監査証跡を用意できない場合、情報
を維持するために、印刷して日付と署名を記入
するなど、追加のプロセス管理策を講じる必要
があります。
お使いのシステムは、過去の情報が新しい監査
証跡情報により上書きされないようになってお
り、変更又は削除された過去のデータにアクセ
スできるようになっていますか。

設問訳
ユーザーが監査証跡を含むシステム設定（シス
テムの日時の変更など）を変更したりオフにし
たりできないようにするための管理策はありま
すか。

注）これは治験実施施設の基幹システム及びそ
の関連する手順、又はシステムをホストするベ
ンダーで対応されているかもしれません。治験
実施施設は講じられた方策が実施されているこ
とを確認する必要があります。
お使いのシステム／プロセスは、患者の事象の
ローカル時刻を示すことができますか。

注）システムが複数のタイム・ゾーンにまたが
っている、又は治験実施場所とは異なるタイ
ム・ゾーンに設置されている場合、監査証跡に
おいて治験実施施設のタイム・ゾーン（例え
ば、患者のローカル時刻）を用いるか、監査証
跡のタイムスタンプからローカル時刻を導き出
す一貫した方法が明確に文書化されている必要
があります。
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Access Control
アクセス管理
No 設問
9 Are users, who create/modify/delete records,
provided a unique access method (i.e.,
usernames and passwords, access keys, or
biometric access) that is provided to only one
person, and restricts access permissions and
capabilities to only those system, functions
and data that are appropriate to their job?
Note. Sites must ensure that accounts are
configured so that users have access to only
those features that they should have access to
(often referred to as roles). Also, there should
be an administrator to grant accounts to users
upon justification of their need for an account.
A process should be in place to ensure that
access is removed when an employee no longer
has justification for using the system (such as
getting assigned to a different area or leaving
the organization). If you are using a hosted
system, be sure that the vendor will provide the
user administration and that you understand
and employ the process for obtaining and
removing accounts.

設問訳
記録を作成／変更／削除するユーザーには、特
定の個人ごとに固有のアクセス方法（つまり、
ユーザー名とパスワード、アクセス・キー、又
は生体認証）が与えられ、アクセス許可及びア
クセス能力をそれぞれの職務に適切なシステム
機能及びデータのみに制限されていますか。

注）治験実施施設は、ユーザーのアクセス（役
割とも呼ばれています）をアクセス許可された
機能に限定するようにアカウント設定が行われ
ることを確実にしなければなりません。また、
アカウント申請によりユーザーにアカウントを
付与するアドミニストレータを設ける必要があ
ります。異動や退職等により職員がシステムを
利用する理由がなくなったときにアクセス権を
無効にするプロセスを設けておく必要がありま
す。ホスティングされたシステムを利用してい
る場合、ベンダーがユーザー管理を提供するこ
とを確認するとともに、アカウントを取得・削
除するプロセスを確実に理解し、実施するよう
にしてください。

10 Is there policy/procedure/training that
instructs users, who create/modify/delete
records, not to share their unique access
method or not to leave their account open for
others to use?

記録を作成／変更／削除するユーザーに対し
て、固有のアクセス方法を共有したり、自分の
アカウントを他者が使用できる状態に放置した
りしないように指導する方針／手順／研修はあ
りますか。

11 Are monitors, auditors, or inspectors provided
with a means to review electronic health
records of patients who have consented to the
clinical trial (via system or documented
process)?
Note. The investigator (or appropriate
delegate) should be available to browse the
patient's record on demand in case of audit,
inspection or for monitoring purpose. It is
recommended this requirement be part of the
contract between the sponsor and the
investigator (or the study center).

モニター、監査者、又は査察官に対し、治験参
加に同意した患者の電子健康記録を（システム
を介して、又は文書によるプロセスを経て）レ
ビューする手段を提供していますか。

14

注）監査、査察、モニタリングで要求されたと
き、患者の記録を見せられるよう、治験責任医
師（又はその代理者）は待機する必要がありま
す。この要件は、治験依頼者と治験責任医師
（又は治験実施機関）との間で交わす契約に含
めておくことをお勧めします。
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No 設問
12 Is there a documented site procedure in place
to ensure study staff are not unintentionally
unblinded in studies where this is a
requirement?
Note. If your site does now or may in the future
handle blinded studies, this question must be
answered. For example, information on
pharmacy distribution should not be available
for study staff to see.
13 Does the system limit the number of
unsuccessful log-in attempts? If "yes", please
indicate in the comment block the number of
unsuccessful attempts allowed.
Note. An example of an unsuccessful log‐in
attempt is a forgotten password. This may be
handled via the site operating system and
associated procedures or via the EHR system.
Site must ensure that this feature is installed
and turned on.
14 Does the system keep a log of unauthorized
access attempts?
Note. An example of an unauthorized access
attempt is a hacking attempt. This may be
handled via the site operating system and
associated procedures or via the EHR system.
Site must ensure that this feature is installed
and turned on.
15 Does the system require users to change their
password at established intervals; or, is there a
documented manual process to ensure
periodic change of passwords? If "yes", please
indicate in the comment block the established
interval or explain the documented manual
process.
Note. This requirement is not relevant when a
biometric component is used to control user
access (e.g. fingerprint, palm print, retina,
etc.). Site must ensure that this feature is
installed and turned on. The site is responsible
for establishing reasonable intervals. If
managing this via process, the site must
provide and enforce a documented site process
requiring password change.

15

設問訳
貴施設には、盲検化を要件とする治験において
治験に係る職員が誤って非盲検化することがな
いようにするための手順書がありますか。

注）現在又は将来に盲検化された治験を実施す
る場合、この設問は必ず回答してください。例
えば、薬剤の割り付けに係る情報は治験に係る
職員の目に触れてはいけません。
お使いのシステムではログイン失敗回数が制限
されていますか。“Yes”の場合、許容される
ログイン失敗回数をコメント欄にご記入くださ
い。

注）ログイン失敗の例として、パスワード忘れ
があります。これは治験実施施設の運用システ
ム及び関連手順、又は EHR システムにより対応
されているかもしれません。治験実施施設で
は、この機能がインストールされ、有効になっ
ていることを確実にしなければなりません。
お使いのシステムは、不正なアクセスの試みを
記録していますか。

注）不正なアクセスの試みの例として、ハッキ
ングがあります。これは治験実施施設の運用シ
ステム及び関連手順、又は EHR システムにより
対応されているかもしれません。治験実施施設
では、この機能がインストールされ、有効にな
っていることを確実にしなければなりません。
お使いのシステムはユーザーに一定期間でのパ
スワード変更を義務づけていますか。あるい
は、定期的なパスワード変更を確実にするため
のプロセスが文書化されていますか。“Yes”
の場合、変更間隔をコメント欄にご記入くださ
い。あるいは文書化された手動のプロセスを説
明してください。

注）この要件は、ユーザー・アクセスの制御に
生体認証要素（指紋、掌紋、網膜など）を用い
ている場合は該当しません。治験実施施設で
は、この機能がインストールされ、有効になっ
ていることを確実にしなければなりません。治
験実施施設は妥当な変更間隔を設定する責任が
あります。これをプロセスによって管理する場
合、治験実施施設はパスワード変更を要求する
文書化されたプロセスを提供し、実施しなけれ
ばなりません。
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No 設問
16 Is there an automatic log-off or other access
lock (e.g., password protected screen saver)
after a period of inactivity? If "yes", please
indicate in the comment block the period of
inactivity before the automatic logoff.
Note. Site must ensure that this automatic
feature is installed and turned on. If using
password‐enabled screen‐saver function from
your laptop or desktop system to satisfy this
requirement, users should not have the ability
to turn off the password‐protected screen
saver functionality.
17 Can a list be produced, if requested, of all
users, including past users, their access
level/rights and the start and end date of these
access rights?
Note. The site personnel log should also include
other non‐site persons who may have access to
the clinical research electronic source data.
This report does not have to be kept by the
investigator, but should be available upon
request from the IT dept or vendor which
maintains the system.

Data Review
データレビュー
No 設問
18 Can patient records be copied in a validated
process, including the audit trail and coded
data, to satisfy a regulatory requirement (e.g.
inspector review or monitor review)?
Note. If your system does not provide this, a
documented site process should address how a
certified copy could be produced.
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設問訳
操作がない状態で一定時間が経過した場合に起
動する自動ログオフ又はその他のアクセス・ロ
ック機能（パスワード保護されたスクリーン・
セーバーなど）はありますか。“Yes”の場
合、自動ログオフまでの無操作状態の経過時間
をコメント欄にご記入ください。

注）治験実施施設では、この自動機能がインス
トールされ、有効になっていることを確実にし
なければなりません。この要件に対応するため
にラップトップやデスクトップのパスワード保
護付きスクリーン・セーバー機能を利用する場
合、ユーザーにスクリーン・セーバー機能を無
効にする権限を与えてはいけません。
要求された場合、過去のユーザーを含むすべて
のユーザー、それらのアクセス・レベル／権
限、及びこれらのアクセス権の開始日と終了日
のリストを作成できますか。

注）治験実施施設関係者ログには、治験電子原
データにアクセスすることができる外部の人も
含める必要があります。治験責任医師がこの報
告書を保管する必要はありませんが、要求があ
ったときに、システムを管理する IT 部門又はベ
ンダーが提示できるようにしておく必要があり
ます。

設問訳
規制要件（査察官のレビューやモニターのレビ
ュー等）を満たすために、監査証跡やコード化
されたデータを含む患者記録を、バリデートさ
れたプロセスによりコピーすることができます
か。

注）システムにこの機能がなければ、治験実施
施設としての文書化されたプロセスに、保証付
き複写を作成する方法を記載しておく必要があ
ります。
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Data Backup, Retention and Recovery
データバックアップ、保管、復旧
No 設問
19 Is the system backed up at appropriate and
regular time intervals? If "yes", please
indicate in the comment block the backup
interval.
Note. This may be handled via the site
operating system and associated procedures or
via the EHR system.

設問訳
お使いのシステムは、適切かつ定期的な間隔で
バックアップされていますか。“Yes”の場
合、バックアップ間隔をコメント欄にご記入く
ださい。

注）これは治験実施施設の運用システム及び関
連手順、又は EHR システムにより対応されてい
るかもしれません。

20 Has the backup process been verified (tested)
by either the system supplier or the site such
that the integrity of the backup can be
assured, and verification documentation is
readily available?

バックアップ・プロセスは、システム・サプラ
イヤー又は貴施設により、バックアップの完全
性を保証し、検証資料を直ちに提示できるよう
な形で検証（テスト）されていますか。

21 Are there process or system controls in place
to ensure that data and metadata (including
audit trail) are enduring, continue to be
available, human-readable and
understandable and are retained in an archive
for the legal period?
Note. Sites are responsible for knowing the
legal retention period for clinical research
source records and for ensuring that methods
employed to meet this requirement are
working.

治験原データとして用いられるデータ及び関連
メタデータ（監査証跡を含む）を必要な期間に
わたって確実に保管するために実施されている
プロセス又はシステムによる管理策はあります
か。

22 Is there a documented process for continuing
operations if the system is not accessible?
Note. There should be a documented site
process/plan describing how to handle an
emergency or unexpected shutdown. You
should have access to these documents. The
site should check with their QA support and
request immediate remediation if there is
nothing already in place and/or if the process
has not been tested.
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注）治験実施施設には、規制で求められる治験
の原記録の保管期間を知り、その要件を満たす
ための方策が実施されていることを確実にする
責任があります。
お使いのシステムにアクセスできなくなった場
合に業務を継続するための文書化されたプロセ
スがありますか。

注）緊急又は計画外のシャットダウンに対処す
る方法を記載した治験実施施設としての文書化
されたプロセス／計画を設ける必要がありま
す。これらの文書にアクセスできるようにして
おく必要があります。QA サポート部門に確認
し、文書が作成されていない場合、又はプロセ
スがテストされていない場合には、即座に是正
を求める必要があります。
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No 設問
23 Is there a documented and tested process for
recovery from an emergency or unexpected
shutdown?
Note. The group responsible for backups,
recovery plans for the system
software/hardware (whether it is your IT
department or a vendor) should have a
documented site process describing how
recovery from an emergency or unexpected
shutdown will be handled and proof that this
process was tested. You should have access to
these documents. The site should check with
their IT and QA support and request immediate
remediation if there is nothing already in place
and/or if the process has not been tested.

System Development & Maintenance
システム開発・保守
No 設問

設問訳
緊急又は計画外のシャットダウンから復旧する
ための文書化された、テスト済みのプロセスが
ありますか。

注）バックアップ及びシステム・ソフトウェア
／ハードウェアに関する復旧計画に責任を持つ
者は（IT 部門かベンダーにかかわらず）治験実
施施設としての文書化されたプロセスを設け、
緊急又は計画外のシャットダウンからの復旧方
法を記載しておく必要があります。また、この
プロセスがテストされた証拠を提示できるよう
にしておく必要があります。さらに、これらの
文書にアクセスできるようにしておく必要があ
ります。IT 部門や QA サポート部門に確認し、
文書が作成されていない場合、又はプロセスが
テストされていない場合には、即座に是正を求
める必要があります。

設問訳

24 Are there documented records showing that
those maintaining or using the system have
the training necessary to be able to perform
their assigned tasks?

システムの管理者又は利用者がそれぞれ割り当
てられた職務を遂行できるようにするために必
要な研修を受けたことを示す記録文書がありま
すか。

25 Does the site have a process to demonstrate
that the development, hosting and
deployment of the computerized system
follows good software lifecycle practices such
that it is sufficiently validated?

貴施設には、コンピュータ化システムの開発、
ホスティング及び導入が、ソフトウェアライフ
サイクルのグッドプラクティスに従っており、
十分にバリデートされていることを実証するプ
ロセスがありますか。

18
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No 設問

設問訳

26 Does the site maintain a record of system
version and dates, and documented and
auditable validation of system changes made
during clinical trial conduct?

貴施設では、システムのバージョンと日付、及
び治験実施中のシステム変更に関する監査可能
なバリデーション文書を保管していますか。

Note. When purchasing or upgrading software,
it is typical to have a list of requirements for
what it should do and then test to see that it
does perform those functions. Validation is a
formalization of this process and good business
practice. Validation is only required for the
parts of the system (modules) necessary to
comply with clinical research requirements. All
validation/testing activities should be
documented such that they can be audited by
the sponsor or inspected by a regulatory
agency. If the system is upgraded to a new
version the changes might require validation,
depending on the extent and the scope of the
changes. The site must keep track of what
version of the system was in place on what
date.

27 Is there antivirus software installed and
updated regularly on all computers used to
access or maintain data used for clinical trials?
Note. This may be handled via the site
operating system and associated procedures.
The site should ensure the method employed is
working and documented. The site should
check with their IT and QA and Service Provider
to ascertain that there is antivirus software
installed and updated regularly; and if this is
not the case, it should be corrected
immediately.

28 If electronic data is received from other
systems (internal or external), are there
appropriate technical or procedural controls to
assure confidentiality and integrity of data
received from these systems?
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注）一般的に、ソフトウェアを購入又はアップ
グレードする際は、システムが何をするかの要
件をリスト化し、それらの機能を果たすかどう
かをテストします。バリデーションはこのプロ
セスを正式に行うものであり、グッド・ビジネ
ス・プラクティスです。バリデーションは、シ
ステムのうち、治験の要件に適合する必要のあ
る部分（モジュール）に対してのみ必要です。
治験依頼者による監査や規制当局による査察に
対応するために、すべてのバリデーション／テ
スト活動を記録に残す必要があります。システ
ムを新しいバージョンにアップグレードすると
きは、変更の程度・範囲によってバリデーショ
ンが必要になる可能性があります。治験実施施
設はシステムのバージョンと変更日付の履歴を
記録しておかなければなりません。

治験に用いられるデータへのアクセス又は管理
に使用されるすべてのコンピュータにウィルス
対策ソフトウェアがインストールされ、定期的
にアップデートされていますか。

注）これは治験実施施設の運用システム及び関
連手順により対応されているかもしれません。
治験実施施設は、採用された方策が実施され、
記録されていることを確実にする必要がありま
す。治験実施施設は、ウィルス対策ソフトウェ
アがインストールされ、定期的に更新されてい
ることを、IT 部門、QA、サービス・プロバイダ
ーに確認し、実施されていない場合には、即座
に是正する必要があります。
他のシステム（内部又は外部）から電子データ
を受信する場合、それらのシステムから受信す
るデータの機密性及び完全性を保証するための
適切な技術的又は手続き的管理策があります
か。
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No 設問

設問訳

29 If this computerized system is provided by a
third party (e.g., suppliers, service providers),
are there formal agreements in place to clearly
define responsibilities of each party (site and
third party)?

当該コンピュータ化システムがサード・パーテ
ィー（サプライヤー、サービス・プロバイダー
など）によって提供される場合、各当事者（治
験実施施設及びサード・パーティー）の責任を
明確に定めた正式な契約書はありますか。
注）担当部門は、契約書の別紙、SLA（サービ
ス内容合意書）、又はベンダーの Web サイト
からダウンロードできる"業務範囲記述書"等に

Note: The department responsible can achieve
this by an appendix to the contract, an SLA
(Service Level Agreement), or in a "statement
of work" that can be downloaded from the
vendor website.
30 If electronic signatures are used in your system
to fulfill clinical research requirements, are all
of the following true: 1) it is permanently
linked to its respective record, 2) it includes
the name of the signer, 3) it includes the time
and date of e-signature execution, 4) the
meaning associated with the e-signature is
indicated (e.g., creation, confirmation,
approval).
Note. There is no requirement that electronic
signatures are used, unless expressly indicated
in the protocol. The electronic signature can
take various forms, including digital signature,
as long as they are legally valid within the
jurisdiction where the research is to be
conducted.
31 Is there a process that in case of data breach,
the Sponsor and/or relevant Data Protection
supervisory authority are notified?
Note. In absence of a federal supervisory
authority, the site process should indicate to
report any data breach to the sponsor.

より、当該情報を入手することができます。

お使いのシステムで治験要件を満たすために電
子署名を利用している場合、以下の条件にすべ
て当てはまりますか。1) それぞれの記録に永続
的にリンクされている、2) 署名者名が含まれて
いる、3) 電子署名が実施された日付及び時刻が
含まれている、4) 電子署名に付随する意味が示
されている（作成、確認、承認など）。

注）治験実施計画書で明確に要求されていない
限り、電子署名を利用する必要はありません。
電子署名は、治験が実施される国及び地域で法
的に有効である限り、デジタル署名を含むさま
ざまな形式をとることができます。

情報漏洩が発生した場合に治験依頼者／Data
Protection 監督当局に通知するプロセスはあり
ますか。

注）国の監督当局が無くても、治験実施施設に
おけるデータ漏洩はすべて治験依頼者に報告す
る必要があります。

Additional Comments from Site
貴施設からの追加コメント
No 設問

設問訳

32 What level of risk (low, medium, high) does the
site consider their system, based on the
deficiencies identified in this assessment?

この評価で特定された不備に基づいて、貴施設
ではシステムのリスクがどのレベル（low、
medium、high）にあると考えますか。
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