
 

 

2022 年 11 月 3 日（木・祝日） 

13：00～17：30 

日 時 

時 間 

形 式 
ハイブリッド開催 
（会場と Zoom による Web ミーティング） 

参加費 

ご不明な点がありましたら、モニタリング 2.0 検討会企画班 

「event_support●moni2.org」 までご連絡ください。  
※セキュリティ対策のため＠を●で表示していいます。●を＠に置き換えてご使用ください。 

ご参加いただくには、Web サイトからの 
事前申込と参加費の決済が必要です。 
 
お申込の詳細は URL もしくは QR コードよりご確認ください。 
（http://www.moni2.org/moni2/20221103-online_symposium.html） 

テーマ：治験の未来予想図 

500 円 

未来の治験環境がどのように変化していくのかを想像し、 
それに向けて今から出来ることや取り組みたいことを 
関係者全員でディスカッションしませんか。 

※モニタリング 2.0 検討会の会員以外の方も参加可能です。 

 是非、ご友人や同僚をお誘いください。 

みんなでHappyに！ 

QR 
コード 

会 場 
北里大学白金キャンパス 

プラチナタワー12 階 3125 会議室 
東京都港区白金 5-9-1 

（会場受付開始 12：30、Zoom 入室開始 12：50） 



モニタリング 2.0 エリアミーティング in 北里＆Zoom 

~治験の未来予想図～ 

 

  日  時 :2022 年 11 月 3 日（木 ・祝 日）13 時 00 分～17 時 30 分  

  受  付 :12 時 30 分～ 13 時 00 分（Zoom の受 付:12 時 50 分 ～13 時 00 分）  

  場  所 :北 里大 学白 金 キャ ンパ スプ ラチ ナタ ワ ー12 階 3125 会議 室  

     お よび Zoom による Web ミー ティ ング  

★ア クセ ス★  

  交通のご案内（白金キャンパスまでのアクセス） 

  https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/campus-guide/sirokane.html 

  会場地図（キャンパスマップ） 

 北 里大 学プ ラチ ナタ ワ ー①  

 

  参加 対象 :CRA ま たは CRC とし て現 在実 務を 担当 され てい る方 ※ 1 

  定  員 :50 名（ 会場 参 加:40 名 を上 限、Zoom 参加 :会 場参 加人 数と 調 整） ※ 2 

  参 加 費:500 円  

＊参 加費 は当 日の 運営 費 用と して いた だき ます が 、残 金が 出た 場合 はモ ニ タリ ング

2.0 検討 会の 運営 費と さ せて いた だき ます 。  

  認  定 :  

エリ アミ ーテ ィン グは 、 以下 の認 定を 受け てい ま す。  

    ・ 日本 臨床 薬理 学 会認定 CRC 制度 が認 める 研修 会 5 点（ 出席 者全 員 ）（ 予定 ）  

    ・ 日本 SMO 協 会 公認 ＣＲ Ｃ・ 公認 SMA の 更新 1 ポ イン ト（ 公認 CRC・公 認  

SMA のみ ）（ 予定 ）  

 

※1:モ ニタ リン グ 2.0 検 討会 の会 員以 外も 参加 可 能で す。 是非 、ご 友人 や 同僚 をお 誘い

くだ さい 。  

※2:定 員に なり 次第 締め 切ら せて いた だき ます 。  

  

【開催の趣旨】 

昨今 、臨 床試 験が 複雑 化 ・多 様化 して いま す。 更 に COVID-19 感 染拡 大が もた ら

した 生活 や環 境の 変化 に より 、治 験関 連業 務も 目 の前 の業 務遂 行に 追わ れ がち で

す。  

今回 のエ リア ミー ティ ン グで は、 モニ タリ ング 2.0 検討会 の目 的で ある 「 モニ タ

リン グ業 務に 携わ るモ ニ ターや CRC・事 務局 等の 作業 効率を 2 倍に 上げ る 」を 原

点に 、こ れま での モニ タ リング 2.0 検討 会活 動を 振り 返り 、未 来の 治験 環 境が ど

のよ うに 変化 して いく の かを 想像 し、 それ に向 け て今 から 出来 るこ と、 取 り組 みた

いこ とを 関係 者全 員で デ ィス カッ ショ ンし たい と 考え てい ます 。  



プログラム 

時 間  内 容  

12:30-13:00 
受付  

Zoom 参加の 場合 は 12 時 50 分～13 時 00 

13:00-13:15 開会 の挨 拶・ 趣旨 説明  

13:15-13:35 
これ まで のモ ニタ リング 2.0 検討 会の 活動 を振 り 返る  

演者 :福 永修 司（ モニ タ リング 2.0 検討 会）  

13:35-13:55 
患者 視点 の臨 床開 発と こ れか らの CRA 

演者 :小 村悠 （国 立が ん 研究 セン ター 東病 院）  

13:55-14:15 
治験 依頼 者が 考え る治 験 の未 来予 想図  

演者 :⾧ 尾典 明（ モニ タ リング 2.0 検討 会）  

14:15-14:35 
CRC が 考え る治 験の 未来 予想 図と 現在 地  

演者 :老 本名 津子 （京 都 大学 医学 部附 属病 院）  

14:35-14:50 休憩  

14:50-16:20 グル ープ ディ スカ ッシ ョ ン  

16:20-16:30 休憩  

16:30-17:20 全体 共有 ・ま とめ  

17:20-17:30 閉会 の挨 拶  

 

ディスカッションテーマ 

当日 は数 名の スモ ール グ ルー プに 分か れて ディ ス カッ ショ ンし てい ただ き ます 。  
ディ スカ ッシ ョン テー マ 案  

1. 治験 依頼 者が 開発 した い 領域 ／医 療機 関が 開発 し てほ しい 領域 

2. 治験 費用 （ベ ンチ マー ク 型コ スト 算定 、マ イル ス トー ン払 い等 ）  

3. Decentral ized Clinical Trial（DCT）（ 訪問 看護 ・ 在宅 医と のコ ミュ ニケ ー ショ

ン、 訪問 看護 での 緊急 時 の安 全確 保、 制度 など ）  

4. リモ ート モニ タリ ング  

5. 医薬 品開 発の Why（ 何の ため に医 薬品 開発 を行 う のか ）: 患者 さん と一 緒 に進 め

る医 薬品 開発 、み んなが Happy!!と なる 医薬 品開 発・ 制度 

6. CRC/CRA の ある べき 姿  



7. 治験 関連 文書 の電 子化 、 シス テム の活 用  

8. 海外 に負 けな い施 設に な るた めに （例 :症 例集 積 性の 向上 、海 外査 察へ の 対応 ）  

 

協議 した いと 考え るテ ー マ（第 2 希望 まで ）を 事 前に 選択 し、 登録 いた だ きま す。  

人数 の都 合に より 希望 す るテ ーマ のデ ィス カッ シ ョン に参 加で きな い可 能 性も あり ます

ので 予め ご了 承く ださ い 。  

エリ アミ ーテ ィン グ後 に 、デ ィス カッ ショ ン結 果 をま とめ て、 モニ タリ ン グ 2.0 検討 会

のＨ Ｐに て公 表さ せて い ただ く場 合が あり ます 。  

 

申し込み方法 

※事 前登 録制 とさ せて い ただ きま す。 下記の URL または QR コー ドか らお 申し 込み くだ さ

い。 （登 録期 限:10 月 28 日）  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9hfVCWNdojI4ubn7NEQA1E781GDeqyPa1ZZbx09m

9Ysf5Q/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
※登 録後 、メ ール が届 き ます ので 、仮 登録 の内 容 をご 確認 くだ さい 。  
※Google Form を 使用 し てい ます 。ブ ラウ ザの 仕 様に よっ ては 開か ない 事 があ るか もし れ

ませ ん。 その 際は 、携 帯 等別 の端 末か らも アク セ スを して みて くだ さい 。 もし 対応 でき な

い場 合は 、以 下お 問い 合 わせ メー ルア ドレ スに て ご連 絡を お願 いい たし ま す。  

※参 加費 は参 加登 録後 に お知 らせ する 口座 へ期 日 まで にお 振込みく ださ い 。参 加費 の入 金

確認 後、 参加 用の URL（ Zoom）を登 録い ただ いた メー ルア ドレ スに 送信 さ せて いた だき

ます 。現 地で ご参 加の 場 合は 、当 日印 刷物 若し く は携 帯電 話等 でメ ール を ご提 示く ださ

い。 なお 、参 加を キャ ン セル する 場合 、参 加方 法 （会 場→ オン ライ ン， オ ンラ イン →会

場） を変 更さ れる 場合 は 事前 に企 画班 まで ご連 絡 くだ さい 。  

 

定員 にな り次 第、 締め 切 らせ てい ただ きま す。 事 前登 録が ない 場合 は、 ご 参加 いた だく こ

とが でき ませ んの で、 あ らか じめ ご了 承下 さい 。 

 

お問い合わせ先 

モニ タリ ング 2.0 検 討会  運 営委 員会  企 画班  

ご不明な点がありましたら企画班「event_support●moni2.org」 までご連絡ください。  

※セキュリティ対策のため＠を●で表示していいます。●を＠に置き換えてご使用ください。 

QR 
コード 
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