小児治験ネットワーク設置運営規程
新旧対照表
【改訂主旨】
（1）活動内容について追記
・臨床研究推進のための支援活動
・安全対策推進のための情報収集活動
（2）ネットワーク事務局長の責務、小児治験ネットワーク運営方針の決定者の明確化
（3）その他記載整備および様式整備（規程、標準業務手順書等の区分整理による変更）
（下線部変更）
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（表紙、ヘッダー）

（表紙、ヘッダー）

小児治験ネットワーク設置運営規程

小児治験ネットワーク設置運営規程

＜小児治験ネットワーク規程第１号＞
（名称、定義及び構成）

（名称、定義及び構成）

第１条

第１条

（１）名称

（１）名称

（略）

（略）

（２）定義

（２）定義

当会は、日本小児総合医療施設協議会

当会は、日本小児総合医療施設協議会

（ Japanese Association of Children's

（ Japanese Association of Children's

Hospitals and Related Institutions ：

Hospitals and Related Institutions ：

JACHRI）
（以下、
「協議会」という）加盟各施

JACHRI）
（以下、
「協議会」という）が、小児

設が、小児医療を向上させるための治験（臨

領域における治験（製造販売後臨床試験も含

床研究も含む）
（以下、
「治験等」という）を

む）
・臨床研究（以下、総称して「治験等」

推進し、より有効で安全な医薬品・医療機器

という）を推進し、より有効で安全な医薬

（以下、
「医薬品等」という）を早期に小児

品・医療機器（以下、
「医薬品等」という）

患者へ提供するため、協議会加盟施設及びそ

を早期に小児患者へ提供すること、並びに安

の他の施設から登録された施設からなる「小

全対策を推進させるための情報（小児患者等

児治験ネットワーク」
（以下、
「ネットワーク」

に医薬品等が投与された際の投与量、投与方

という）を設置するものである。

法並びに副作用（有害事象）の発現状況等に
ついての情報）を収集し、小児医療の向上を
目的として、協議会加盟施設及びその他の施
設から登録された施設からなる「小児治験
ネットワーク」
（以下、
「ネットワーク」とい
う）を設置するものである。
（３）構成

（３）構成
当会は、第7条の要件を満たし、かつ第8条

当会は、第8条の要件を満たし、かつ第9条

に規定する会員、準会員及び協力施設（以下、

に規定する会員、準会員及び協力施設（以下、

総称して「登録医療機関」という）から構成

総称して「登録医療機関」という）から構成

されることとする。

されることとする。

（目的）

（目的）
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第２条 当会の目的は以下のとおりである。

第２条 当会の目的は以下のとおりである。

（１）小児領域での治験等を推進させるなど、小 （１）小児領域での治験等を推進（治験等の質及
児に使用できる医薬品等（薬事承認を取得）

びスピードを向上）させるなど、小児に使用

の拡大・充実を図り、小児医療の向上に寄与

できる医薬品等の拡大・充実を図り、小児医

する。

薬品等の早期開発に向けた受け皿として機能
していく。

（２）医療機関をネットワーク化することにより、 （２）小児領域での安全対策を推進させるための
小児領域における治験等の質及びスピードを

情報収集活動を通して、より安心・安全な医

向上し、小児医薬品等の早期開発に向けた受

療の提供に寄与していく。

け皿としての機能を発揮させる。
（活動）

（活動）

第３条 当会は、前条の目的を達成するために、 第３条 当会は、前条の目的を達成するために、
以下の各号の活動を行う。

以下の各号の活動を行う。

（１）治験等の実施環境の整備

（１）治験の実施環境の整備及び治験推進のため
の活動

① 当会を介した治験（以下、
「ネットワー

① 当会を介した治験（以下、
「ネットワー

ク治験」という）の実施に必要な各種規

ク治験」という）の事務局支援（ネット

程、手順書、書式等の統一化及び手続き

ワーク治験の実施に必要な各種規程、手

等の一元化並びに必要な環境（インフ

順書、書式等の統一化及び手続き等の一

ラ）整備

元化並びに必要な環境（インフラ）整備
の支援）

② （略）

② （略）

③ 第15条に規定する小児治験ネットワー

③ 第16条に規定する小児治験ネットワー

ク中央治験審査委員会（以下、「中央治

ク中央治験審査委員会（以下、「中央治

験審査委員会」という）の機能整備

験審査委員会」という）の機能整備
④ 症例集積性向上のための活動

④ その他、小児治験等を推進するための活

⑤ その他、治験を推進するための活動

動
（２）臨床研究推進のための支援活動
① 臨床研究を実施する研究者及び研究を
支援する者への教育支援
② 臨床研究を実施する際の事務局支援
③ 臨床研究における信頼性確保のための
モニタリング・監査の実施支援
④ その他、臨床研究を推進するための活動
（３）安全対策を推進させるための情報収集活動
① 医薬品等が投与された際の投与量、投与
方法並びに副作用（有害事象）の発現状
況等の情報を電子的に収集し、解析可能
とするのに必要な環境（インフラ）整備
② 厚生労働省及び独立行政法人医薬品医
療機器総合機構（以下、
「厚生労働省等」
という）からの要請（若しくは厚生労働

2

第5版（平成27（2015）年4月1日施行版）

第6版（平成27（2015）年12月1日施行版）
省等を通した製薬企業からの要請）に応
じた情報収集活動
③ その他、安全対策を推進するための活動

（２）小児用剤形を考慮した小児医薬品開発の促 （４）小児用剤形を考慮した小児医薬品開発推進
進

のための活動

① （略）

① （略）

② その他、小児の服用に適した医薬品（製

② その他、実態調査に基づいた開発の提言

剤）の開発を提言するための調査・研究
並びに開発支援
（３）その他、前条の目的を達成するために必要 （５）その他、前条の目的を達成するために必要
な活動

な活動

２ （略）

２ （略）

（ネットワーク事務局）

（ネットワーク事務局）

第４条 協議会は、当会の円滑な運営を図るため、 第４条 協議会は、当会の円滑な運営を図るため、
国立研究開発法人国立成育医療研究センター内

国立研究開発法人国立成育医療研究センター内

にネットワーク事務局（以下、
「事務局」という）

にネットワーク事務局（以下、
「事務局」という）

を設置する。なお、協議会会長がネットワーク

を設置する。

事務局長を指名することとする。
２ 事務局は、次に揚げる業務を行う。

２ 事務局は、次に揚げる業務を行う。

（１）
（略）

（１）
（略）

（２）第9条に規定する登録業務、第10条に規定す （２）第10条に規定する登録業務、第11条に規定
る退会手続き等

する退会手続き等

（３）第14条第3項に規定する秘密保持に係る文書 （３）第15条第3項に規定する秘密保持に係る文書
の作成・保管

の作成・保管

（４）
（略）

（４）
（略）

３ （略）

３ （略）

（記載なし）

（ネットワーク事務局長）
第５条 協議会会長は、ネットワーク事務局長を
「小児治験ネットワーク事務局長指名書」
（様式
1）にて指名することとする。なお、ネットワー
ク事務局長の任期は2年とするが、再任は妨げな
い。
２ ネットワーク事務局長は、次条第6項の決定に
基づいて、当会の活動方針（活動内容及び実施
時期など）を決定し登録医療機関に報告するこ
ととする。
３ 事務局は、第1項によりネットワーク事務局長
が指名された場合には、協議会役員会並びに総
会に報告することとする。
（ネットワーク運営委員会）

（ネットワーク運営委員会）

第５条 協議会は、当会の運営、活動方針を決定 第６条 協議会は、当会の運営方針を検討するた
するため、ネットワーク運営委員会（以下、
「運

め、ネットワーク運営委員会（以下、
「運営委員

営委員会という」
）を設置する。

会という」
）を設置する。
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２ 運営委員会は、登録医療機関の施設長、治験 ２ 協議会会長は、登録医療機関の中から「小児
等部門長及び実務担当者で構成することとし、

治験ネットワーク運営委員会委員施設指名書」

協議会会長が「運営委員会委員施設指名書」
（様

（様式2）にて運営委員会委員施設を指名し、運

式1）にて指名し、協議会役員会で了承を得て協

営委員は、指名された施設の施設長、治験等部

議会総会に報告することとする。なお、運営委

門長及び実務担当者から構成することとする。

員会の運営等については運営委員会において定

なお、運営委員会の運営等については運営委員

める。

会において定める。

３ 前項の委員施設の任期は2年とするが、再任は ３ 前項の運営委員会委員施設の任期は2年とす
るが、再任は妨げない。

妨げない。

４ 協議会事務局は、第2項により運営委員会委員
施設が指名された場合には、協議会役員会並び
に総会に報告することとする。
４ 運営委員会は、運営委員会での決定事項につ ５ 運営委員会は、運営委員会での検討結果につ
いて、登録医療機関に報告するとともに協議会

いて、協議会会長に報告することとする。

役員会並びに総会に報告することとする。
６ 協議会会長は、前項での検討結果を勘案し当
会の運営方針を決定することとする。
７ 協議会事務局は、前項の決定がされた際には、
その内容について協議会役員会並びに総会に報
告することとする。
５ 運営委員会の庶務は、協議会事務局が務め、 ８ 運営委員会の庶務は、協議会事務局が務め、
事務局が協力することとする。

事務局が協力することとする。
（実務者会議）

（実務者会議）

第６条 当会は、当会の活動に必要な情報共有並 第７条 当会は、当会の活動に必要な情報共有並
びに検討を行うため、登録医療機関の実務者等

びに検討を行うため、登録医療機関の実務者等

から構成される実務者会議を設置する。なお、

から構成される実務者会議を設置する。なお、

実務者会議の庶務は事務局が務めることとす

実務者会議の庶務は事務局が務めることとす

る。また、実務者会議の運営等については、実

る。また、実務者会議の運営等については、ネッ

務者会議で定める。

トワーク事務局長が定める。

２・３ （略）

２・３ （略）

（入会の基本要件）

（入会の基本要件）

第７条 当会に入会する医療機関は、原則として 第８条 当会に入会する医療機関は、原則として
以下の要件を満たさなければならない。

以下の要件を満たさなければならない。

（１）治験実績

（１）治験実績

① （略）

① （略）

② ①を満たさない場合であっても、今後、

② ①を満たさない場合であっても、今後、

治験の実施を推進する医療機関である

治験等の実施を推進する医療機関であ

こと。

ること。

（２）
・
（３）
（略）

（２）
・
（３）
（略）

（会員、準会員及び協力施設）

（会員、準会員及び協力施設）

第８条 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を 第９条 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を
満たす医療機関を当会の会員とする。

満たす医療機関を当会の会員とする。

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下の各 （１）ネットワーク治験の実施に必要な以下の各
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種規程及び手順書、書式等の統一化並びに手

種手順書、書式等の統一化及び手続き等の一

続き等の一元化を遵守することが可能な医療

元化を遵守することが可能な医療機関（なお、

機関（なお、書式等の統一化のうち、治験実

書式等の統一化のうち、治験実施契約書の使

施契約書の使用遵守については本要件に含ま

用遵守については本要件に含まないこととす

ないこととする）

る）

① 小児治験ネットワーク治験等の実施に

① ＜小児治験ネットワーク＞治験等の実
施に係る標準業務手順書

係る業務規程＜小児治験ネットワーク
規程第2号＞
② 小児治験ネットワーク中央治験審査委

② ＜小児治験ネットワーク＞中央治験審
査委員会に係る標準業務手順書

員会規程＜小児治験ネットワーク規程
第3号＞
③ 小児治験ネットワーク治験費用算定要

③ ＜小児治験ネットワーク＞治験費用算
定に係る標準業務手順書

領
（２）
（略）

（２）
（略）

２ 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を満た ２ 前条の要件を満たし、かつ以下の要件を満た
す医療機関を当会の準会員とする。

す医療機関を当会の準会員とする。

（１）ネットワーク治験の実施に必要な以下の各 （１）ネットワーク治験の実施に必要な以下の各
種規程及び手順書、書式等の統一化並びに手

種手順書、書式等の統一化及び手続き等の一

続き等の一元化を遵守することが可能な医療

元化を遵守することが可能な医療機関（なお、

機関（なお、書式等の統一化のうち、治験実

書式等の統一化のうち、治験実施契約書の使

施契約書の使用遵守については本要件に含ま

用遵守については本要件に含まないこととす

ないこととする）

る）

① 小児治験ネットワーク治験等の実施に

① ＜小児治験ネットワーク＞治験等の実
施に係る標準業務手順書

係る業務規程＜小児治験ネットワーク
規程第2号＞
② 小児治験ネットワーク中央治験審査委

② ＜小児治験ネットワーク＞中央治験審
査委員会に係る標準業務手順書

員会規程＜小児治験ネットワーク規程
第3号＞
（２）
（略）

（２）
（略）

３ 前条の要件は満たすが、何らかの事由等によ ３ 前条の要件は満たすが、何らかの事由等によ
りネットワーク治験の実施に必要な各種規程等

りネットワーク治験の実施に必要な各種手順書

の遵守ができない医療機関を当会の協力施設と

等の遵守ができない医療機関を当会の協力施設

する。

とする。
（登録）

（登録）

「小児 第10条 当会に登録を希望する医療機関は、
「小児
第９条 当会に登録を希望する医療機関は、
治験ネットワーク登録申請書」
（様式2）並びに

治験ネットワーク登録申請書」
（様式3）並びに

「施設要件調査票」
（様式3）を事務局に提出す

「施設要件調査票」
（様式4）を事務局に提出す

る。また、医療機関は「小児治験ネットワーク

る。また、医療機関は「小児治験ネットワーク

登録申請書」
（様式2）の記載事項に変更が生じ

登録申請書」
（様式3）の記載事項に変更が生じ

たときは、速やかに事務局に連絡することとす

たときは、速やかに事務局に連絡することとす

る。なお、
「施設要件調査票」
（様式3）の記載事

る。

項については、小児治験ネットワークポータル
サイトで公開することとする。
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２ 運営委員会は、事務局を通して前項に規定す ２ 運営委員会は、事務局を通して前項に規定す
る「小児治験ネットワーク登録申請書」
（様式2）

る「小児治験ネットワーク登録申請書」
（様式3）

並びに「施設要件調査票」
（様式3）を受理した

並びに「施設要件調査票」
（様式4）を受理した

際には、当該医療機関の登録の可否を審議し、

際には、当該医療機関の登録の可否を審議し、

その可否を決定することとする。

その可否を検討することとする。

３ 運営委員会は、前項の決定について、第5条第 ３ 協議会会長は、前項の検討結果を勘案し登録
4項に則り報告することとする。

の可否を決定し、
「小児治験ネットワーク登録通
知書」
（様式5）にて当該医療機関に通知するこ
ととする。

４ 事務局は、第2項の決定に基づき、登録の可否 ４ 事務局は、前項の決定について、協議会役員
を当該医療機関に通知することとする。

会並びに総会に報告することとする。

５ （略）

５ （略）

（退会）

（退会）

第１０条 登録医療機関は、当会からの退会を希 第11条 登録医療機関は、当会からの退会を希望
望する場合、その旨を事務局に届け出るものと

する場合、
「小児治験ネットワーク退会申請書」

する。

（様式6）を事務局に提出することとする。

２ 事務局は、前項の届け出があった場合、運営 ２ 事務局は、前項の申請があった場合、運営委
委員会に報告し退会手続きを履行するものとす

員会に報告し退会手続きを履行するものとす

る。

る。

３ 事務局は、前項の措置について、第4条第3項 ３ 事務局は、前項の措置について、協議会役員
に則り報告することとする。

会並びに総会に報告することとする。
（登録の取消し）

（登録の取消し）

第１１条 運営委員会は、登録医療機関が本規程 第12条 ネットワーク事務局長は、登録医療機関
に従わなかったと認めたときは、運営委員会で

が本規程に従わなかったと認めたときは、当該

の審議を経て当該医療機関の登録を取り消すこ

医療機関に対して改善を要求することができ

とができる。

る。
２ 協議会会長は、前項の措置をしても改善が認
められないと判断した場合は、運営委員会の意
見も聴いたうえで当該医療機関の登録を取り消
すことができる。

２ 当該医療機関は、前項の決定に異議がある場 ３ 当該医療機関は、前項の決定に異議がある場
合には、理由書を添えて異議申し立てをするこ

合には、理由書を添えて異議申し立てをするこ

とができる。

とができる。

３ 運営委員会は、第1項の決定について、第5条 ４ 事務局は、第2項の決定について、協議会役員
第4項に則り報告することとする。

会並びに総会に報告することとする。
（登録医療機関の権利）

（登録医療機関の権利）

第１２条 登録医療機関は、当会が敷設したネッ 第13条 登録医療機関は、事務局が準備したネッ
ト ワ ー ク サ ー ビ ス （ web 会 議 シ ス テ ム 、

トワークサービス（小児治験ネットワーク情報

e-learningシステム、その他設置したネット

共有管理システム、web会議システム、その他設

ワークシステム等）を利用することができる。

置したネットワークシステム等）を利用するこ

なお、ネットワークサービスの設置方法、設
置費用並びに使用については、事務局と協議す
ることとする。
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（遵守事項）

（遵守事項）

第１３条 登録医療機関は、次に揚げる事項を遵 第14条 登録医療機関は、次に揚げる事項を遵守
守しなければならない。

しなければならない。

（１）
（略）

（１）
（略）
（２）
「小児治験ネットワーク施設情報登録票」
（様
式7）の提出（変更があった場合も含む）

（２）第6条に規定する実務者会議への出席

（３）第7条に規定する実務者会議への出席

（３）次条第1項に規定する秘密保持の厳守

（４）次条第1項に規定する秘密保持の厳守

（４）登録医療機関間における相互連携及び協力 （５）登録医療機関間における相互連携及び協力
（５）その他、当会の円滑な運営に必要な調査協 （６）その他、当会の円滑な運営に必要な調査協
力及び資料の提供

力及び資料の提供
（秘密保持）

（秘密保持）

第１４条 登録医療機関の職員は、治験の受託調 第15条 登録医療機関の職員は、治験の受託調整
整の際に知り得た治験に係る機密情報、他施設

の際に知り得た治験に係る機密情報、他施設の

の機密情報等を漏洩してはならない。また、こ

機密情報等を漏洩してはならない。また、これ

れらの職にあった者も同様とする。

らの職にあった者も同様とする。

２・３ （略）

２・３ （略）

（中央治験審査委員会）

（中央治験審査委員会）

第１５条 登録医療機関（第8条第3項に規定する 第16条 登録医療機関（第9条第1項に規定する会
協力施設は除く）の長は、ネットワーク治験を

員及び同条第2項に規定する準会員）の長は、

行うことの適否その他の治験等に関する調査審

ネットワーク治験を行うことの適否その他の治

議を行わせるために、
共同で治験審査委員会（中

験に関する調査審議を行わせるために、共同で

央治験審査委員会）を設置することとする。

治験審査委員会（小児治験ネットワーク中央治
験審査委員会）を設置することとする。
２・３ （略）

２・３ （略）

４ 中央治験審査委員会の構成、事務局の設置並 ４ 中央治験審査委員会の構成、事務局の設置並
びに運営等については、小児治験ネットワーク

びに運営等については、＜小児治験ネットワー

治験等の実施に係る業務規程＜小児治験ネット

ク＞治験等の実施に係る標準業務手順書並びに

ワーク規程第2号＞並びに小児治験ネットワー

＜小児治験ネットワーク＞中央治験審査委員会

ク中央治験審査委員会規程＜小児治験ネット

に係る標準業務手順書に定める。

ワーク規程第3号＞に定める。
（その他）

（その他）

第１６条 この規程に定めるもののほか、当会の 第17条 本規程に定めるもののほか、当会の運営
運営に関し必要な事項は、別途定めることがで

に関し必要な事項は、別途定めることができる

きることとする。

こととする。
（改廃）

（改廃）

第１７条 本規程の改廃は、運営委員会での審議 第18条 本規程の改廃は、運営委員会での審議を
を経て協議会役員会で決定することとする。な

経て協議会会長が決定することとする。なお、

お、運営委員会は、本規程を改廃した場合、協

事務局は、本規程を改廃した場合、協議会役員

議会総会に報告し了承を得ることとする。

会並びに総会に報告することとする。

（施行期日）

（施行期日）

第１８条 本規程は、平成22（2010）年11月12日 第19条 本規程は、平成22（2010）年11月12日か
から施行する。

ら施行する。
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本規程は、平成23（2011）年11月11日

本規程は、平成23（2011）年11月11日か

から改訂施行する。

ら改訂施行する。

本規程は、平成25（2013）年11月15日

本規程は、平成25（2013）年11月15日か

から改訂施行する。

ら改訂施行する。

本規程は、平成26（2014）年11月21日

本規程は、平成26（2014）年11月21日か

から改訂施行する。

ら改訂施行する。

本規程は、平成27（2015）年4月1日か

本規程は、平成27（2015）年4月1日から

ら改訂施行する。

改訂施行する。
本規程は、平成27（2015）年12月1日か
ら改訂施行する。

以上
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