
精神科レジストリ  
（Registry of Mental Condition：RoMCo）

について 

国立精神・神経医療研究センター病院 
吉村直記、永井秀明、小居秀紀、住吉太幹、

中込和幸 



  

精神科第Ⅱ相治験ネットワーク 

  

  
  

  

      
  

  

海外との連携 製薬企業 

医療機関の連携 

日本神経精神薬理学会 TMSC（Translational Medical Science Committee） 
開発戦略検討部会、評価系・規制問題検討部会 アカデミア 

治験依頼、プロトコル検討、評価系の検討 

国際共同治験への積極的・主体的参加 
日本の立場からのプロトコル作成への関与 

北海道大学、国立国際医療
研究センター国府台病院、
東京女子医科大学、藤田保
健衛生大学、奈良県立医科
大学、関西医科大学、徳島
大学、国立病院機構肥前精
神医療センター、産業医科
大学、大分大学、昭和大学、
千葉大学、福岡大学、NCNP 

治験依頼、施設情報提供 

シーズの創薬開発 
に関する相談 

① 精神疾患の治療開発にわが国が積極的に参画し効率的に実施するため、精神疾患の第2相治
験を受託し遂行できる医療拠点を整備する。 

② 専門医および参加施設が標準治療および最新の治験・臨床研究等の国内外の情報・データの共
有を行い、効率的かつ迅速に治験が実施できる連携体制の構築を行うことで、患者へ最新の医
療を提供することを目指す。 

精神科第Ⅱ相治験ネットワーク事務局（NCNP内） 
① ネットワーク運営に関する経理 
② 事務手続き 
③ 契約・管理 
④ 広報 
⑤ 施設調査 

信頼性 

実績 コスト 



 

精神科レジストリ(RoMCo)Registry of Mental Conditionの位置づけ 

管理者 

Registryの管理・
運営 集計データの閲覧 登録内容審査 

クエリ発出 

患者情報・臨床情報 
閲覧・更新 

患者情報・臨床情報
登録 

サイトオーナー 医師・メディカル
スタッフ 

日立製作所 
クラウドセンター 
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臨床情報参照 
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医療機関の連携 

精神科第Ⅱ相治験ネットワーク 

治験依頼、施設情報提供、実施可能性調査 

精神科第Ⅱ相治験ネットワー
ク事務局 
①ネットワーク運営に関する経理 
②事務手続き 
③契約・管理 
④広報 
⑤施設調査 

RoMCo 

北海道大学、国立国際医療研究セ
ンター国府台病院、東京女子医科
大学、藤田保健衛生大学、奈良県
立医科大学、関西医科大学、徳島
大学、国立病院機構肥前精神医療
センター、産業医科大学、大分大
学、昭和大学、千葉大学、福岡大
学（計14施設） 

NCNP 

Internet:SSL通信（暗号化） 

製薬企業 

情報登録者 
(各サイト/ NCNP） 



精神科レジストリ（RoMCo) 
【レジストリ名】 

Registry of Mental Condition(RoMCo:ロムコ） 

【対象疾患】 

精神疾患全般 

【レジストリの主な目的】 

治験、臨床研究などに有用なデータの提供。特に第Ⅱ相治験ネットワーク内での活用を想定し、プロトコル作成、施設選

定、対象患者等の調査、リクルートなど迅速な治験の遂行に有用なデータを提供する 

【登録情報の収集方法】 

患者からの同意を得て、医師ならびにメディカルスタッフ（医師、看護師、ＣＲＣ等）がオンライン上のクラウドデータ

ベースに入力 

【登録情報一覧】 

○ユーザ情報 

 氏名、電子メールアドレス、職種、臨床経験年数、治験責任医師経験数、経験した治験症例数、経験した治験対象疾患

（チェックボックス） 

○患者情報 

 カルテ番号、生年月日、性別、人種 

○臨床情報（すべてチェックボックス） 

 主診断、副診断（4つまで）、アレルギー歴、既往歴、身体合併症、発症年齢、現在の喫煙、問題飲酒歴、物質使用歴、

自殺企図歴、Caregiverの有無、現在の処方（向精神薬の種類ごとに、薬剤の種類数を選択）、ＥＣＴ歴、薬物療法以外

の治療、治験、臨床研究の参加状況、転帰 

【登録情報の外部研究者、製薬企業の利活用方法】 

代表者、サイトオーナーが情報の利活用を判断することを想定しているが、どのような形で、データを提供するかは今後

の課題 

【登録事務局】 

ＮＣＮＰ内に設置する予定 



RoMCoの特徴 
• 希少疾患を対象とした従来のレジストリとは異なり、統合失調症や

うつ病、躁うつ病などのCommon diseaseを含めた精神科疾患全般
を対象とする 

• 医療機関において医療者が患者から同意を得て、患者情報、疾
患情報を入力し、セキュアなクラウド上のデータベースに集積する 

• 登録医師データや、疾患登録情報を条件検索することにより、施
設選定に関する情報の確認、候補被験者の明確化が可能となり、
より正確な治験実施可能性調査に役立つ 

• 患者から同意を取ることにより、治験に対する意向確認も兼ね、サ
イト内での治験被験者の候補者データベースともなり、単なるカル
テスクリーニングよりも、治験開始後の迅速なリクルートが可能と
なる 

• RoMCoの第Ⅱ相治験ネットワーク内での普及により、治験の
Feasibility調査から、患者リクルート、治験の実施までの過程がよ
り迅速に行える 

• 極力テキストデータを排し、データの集計が容易な設計 



RoMCoの特徴 

• レジストリが関与する治験の４つの段階 
– 治験デザイン 〇 
– 対象者リクルート 〇 
– 自然歴  

• 精神科領域では必要？（すでにRCTが可能である） 

– PMS 
• 現時点では実装していないが、レジストリに機能を追加できれば可能性
あり 

• MID-NET（MIHARI Project） 



 

資料3. 患者情報登録システムについて 
 

1. システム概要（主にセキュリティについて） 

 インターネットを活用し、容易に様々な疾患情報を収集・管理できる。 
 

 セキュリティを重視し、疾患情報等の管理に堅牢な環境をもって運用ができる。 
患者情報 

登録システム 

情報登録者 
(NCNP/各サイト）      中央（NCNP） 日立製作所 

クラウドセンター 

InterNet InterNet 

FW等 
患者情報登録システム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FW等 

システム登録申請 
(ユーザ情報登録) 

ID/PWD/鍵授受 
患者情報登録 

ユーザ情報授受 

管理者
および
データ
マネー
ジャー 

SSL通信 
（暗号化） 

ID･PWD・鍵付与/送信 

臨床情報管理DB 

疾患情報参照 

患者情報登録 
登録内容審査 

ユーザ情報登録 
個人特定情報管理DB 

SSL通信 
（暗号化） 

検索可能暗号化 
(個人・機微情報保護) 

１ 

疾患情報登録 

医師など 

臨床情報登録 
臨床情報参照 

登録内容審査 
内容確定 

医師など 

医師など 
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精神科レジストリシステムのセキュリティについて 

精神疾患の 
患者情報と臨床情報を 

登録、活用 

WEBサーバ 

匿名化情報管理 
サービス 

検索可能暗号化情報管理
サービス 

患者（個人）情報 

国籍、人種、性別等 

臨床情報 

主診断、副診断等 

臨床情報 

主診断、副診断等 

患者（個人）情報 

XX、XX、XXX 

患者情報と切り離し格納 検索可能暗号化し格納 

利用者 インターネット 
システム運用者 
（日立） 

鍵情報がないため、
患者情報は 
特定できない 

患者情報は 
クライアントに設定した 

鍵情報を元に 
暗号化・復号化を行う 

 
鍵情報は日立では 

管理せず、NCNPで管理 

・精神科レジストリシステムの概要 
 - 患者（個人）情報は検索可能暗号化し登録、活用 
 - 利用者はIPアドレスでアクセスを制限 IPアドレスで 

アクセスを制限 

精神科レジストリシステム 



© Hitachi, Ltd. 2016. All rights reserved. 9 

特定の個人を 
識別できる情報 

特定の個人を 
識別できる情報 

検索可能暗号技術 従来の技術 
匿名バンク 

匿名化された 
臨床研究情報 

ネットワーク 

クライアント 

データセンタ 

メモリ等 メモリ上で復号しないと 
検索ができない 

データセンタで分かってしまう 

鍵はクライアントで持つ 
データセンタは持たない 
データセンタで復号不可能 
データセンタで分からない 

結合
可能 

暗号化 
された 
データ 

暗号化 暗号化 

検索可能暗号化技術について 

暗号化されて 
いないデータ 

暗号化 
された 
データ 

・従来のデータベースの暗号化は、検索等の処理の際、データセンタ内で復号処理が必要。 
・日立技術は、データセンタ内で復号化することなく、検索処理を実現。 
・特定の個人を識別できる情報と匿名化された臨床研究情報を一つのデータセンタ内で管理しても、互いの情報が結びつくこ
とがないため、匿名化状態を維持できる。 

メモリ等 



レジストリの概要 

• レジストリの登録情報 
– ユーザ情報 

– 患者情報 

– 臨床情報 

• 「権限」を設定することによる情報のアクセス権
のコントロール 
– 中央（代表者、管理者、データマネージャー） 

• 「権限」の兼任は可能（例えば、代表者とサイトオーナーとメディカルス
タッフなど） 

– サイト（サイトオーナー、医師・メディカルスタッフ） 

 

 



権限の種類と特徴 

• 代表者（中央に1名） 
– 中央施設以外の個々のデータは見ることができない。集計情報を見ることが

できる 
• 管理者（中央に1名） 

– 個々のデータを見ることはできるが、変更することはできない。集計情報を見
ることができる。 

• データマネージャー（中央に数名） 
– 個々のデータを見ることはできるが、変更することはできない。クエリを出すこ

とができる。集計情報を見ることはできない。 
• サイトオーナー（各医療機関[サイト]に1名） 

– 自施設のデータをすべて見ることができる。他施設の個々のデータを見るこ
とはできないが、自施設と他施設の集計情報は見ることができる。 

• 医師、メディカルスタッフ（看護師、心理士、薬剤師、事務担当者など） 
– 自分で入力した情報のみ変更することができる。自施設のデータを見ること

はできるが、他施設のデータと集計情報を見ることはできない。 



 

精神科レジストリシステム 
 

システムのユーザと役割（全体図） 

中央（NCNP) 

患者情報 

臨床情報 
利用者ユーザ情報（医師・ 
メディカルスタッフ） 

利用者ユーザ情報 
（サイトオーナー） 

申請 承認 申請 登録・閲覧・修正 

サイトオーナー 医師・メディカルスタッフ 

管理者 代表者 DataManager 

自サイトおよび他サイト 
の集計結果 

各サイト 

 中央は各サイトの利用者を承認し、各サイトのサイトオーナーは自サイトの医師・メディカルスタッフを承認する。 
 各施設は自サイトのデータ＋全サイトの集計結果にアクセス可能とし、 
 中央は各サイトのデータを閲覧・出力可能とする（修正不可） 

承認経路と 
アクセス権限 

閲覧・修正 

全施設の集計結果 

閲覧・出力のみ可能 
（修正不可） 集計結果の出力 

集計結果の出力 

サイトオーナーの承認 

承認･閲覧 

集計結果の出力 

閲覧・出力のみ可能 
（修正不可） 

依頼・承認 



 

精神科レジストリシステム 
 
 

システムのユーザと役割（集計結果） 

中央（NCNP) 

サイトオーナー 医師・メディカルスタッフ 

管理者 代表者 DataManager 

自サイトおよび他サイト 
の集計結果 

各サイト 

 中央は各サイトの利用者を承認し、各サイトのサイトオーナーは自サイトの医師・メディカルスタッフを承認する。 
 各施設は自サイトのデータ＋全サイトの集計結果にアクセス可能とし、 
 中央は各サイトのデータを閲覧・出力可能とする（修正不可） 

承認経路と 
アクセス権限 

全施設の集計結果 

集計結果の出力 

集計結果の出力 

集計結果の出力 



 

精神科レジストリシステム 
 
 

システムのユーザと役割（患者情報、臨床情報） 

中央（NCNP) 

患者情報 

臨床情報 

登録・閲覧・修正 

サイトオーナー 医師・メディカルスタッフ 

管理者 代表者 DataManager 

各サイト 

 中央は各サイトの利用者を承認し、各サイトのサイトオーナーは自サイトの医師・メディカルスタッフを承認する。 
 各施設は自サイトのデータ＋全サイトの集計結果にアクセス可能とし、 
 中央は各サイトのデータを閲覧・出力可能とする（修正不可） 

承認経路と 
アクセス権限 

閲覧・修正 

閲覧・出力のみ可能 
（修正不可） 

自身が登録した 
データのみ修正可能 

 
自サイトの全データを 

閲覧可能 

自サイトの 
全データを 

閲覧・修正可能 

閲覧・出力のみ可能 
（修正不可） 

依頼・承認 



レジストリの内容 

















































製薬企業からの要望、評価、意見、情報提供（協力企業:11社 2015.11～2015.12） 

【レジストリデータについての要望】（○レジストリへ反映、△可能であるが十分でない、もしくは今後の

検討事項、×今回は見送り） 

□ユーザ情報 

 ○臨床心理士の数、経験した治験の対象疾患 

 ×施設としての治験経験数、専門医数、国際共同治験経験の有無、医師のICH、JGCPトレーニングの有無 

□患者情報 

 ○国籍（人種に変更） 

 ×サイト間同一患者の除外（名前を暗号化してデータベース内での名寄せ）、生活保護の受給状況、患者 

単位の過去の治験経験数、患者氏名 

□臨床情報 

 ○身体状況（→既往歴、合併症）、既往歴（特に水中毒、悪性症候群、イレウスなど）、アレルギー歴、

デイサービス等の参加状況、施設入所、caregiverの同居の有無 

 ×処方薬の名称、量、ECTの施行数、漢方薬の種類、認知機能、症状の重症度、初回登録前の使用薬剤歴、

認知症と軽度認知機能障害を分けて入力、血液検査データ、妊娠希望、主剤の明確化、てんかんの諸データ、

精神発達遅滞の重症度、来院スケジュールの許容範囲の情報、画像データ 



製薬企業からの要望、評価、意見、情報提供 

【使用方法、その他に関する要望】 

 △タブレットでの使用（可能であるが、タブレット用の仕様ではないため、見にくい可能性が

ある） 

 ×診断に関する共通コード（DSM‐5では、疾患と1対１でないため、不可）、児童精神科に関

するデータ、実施中の治験の進行状況 

【運営に関する要望】 

 △中央IRBでの一括審査、SCRUMのようなコンソーシアム形成 

【データの利活用への要望】 

 △コンソーシアム参加費用の治験契約時の経費への計上、サイトオーナーによるデータ提供、

自然歴・対象群としてのデータ利用（すでに精神科領域ではRCTが可能） 



製薬企業からの要望、評価、意見、情報提供 

【＋評価】 

・中央で情報を一括して得られることは有用 

・治験に関するデータの信頼性、評価者間での一致率を上げるため、施設単位の症例数を増やしたい。

（現状は多施設ごと少数契約のため）それには有用 

・各施設でリクルート可能な対象患者数を把握できるのは有用 

・施設選定に有用 

・グローバル試験では、feasibility調査に3wしかかけられないため、短期間での調査に有用 

・患者の治験参加意思が把握できるのがよい 

・NHOでのfeasibility調査は、アンケートに近く、データの信頼性は高くないことを考えると、レジス

トリのデータはより有用かもしれない 

・feasibility調査では多めに見積もられることが多く、実際の施行数と乖離していることが多い。その

ため、より客観的なデータが得られるのであれば、有用 

・このレジストリが活用されて、日本の治験がより推進され、国際的な評価が上がるとよい 



製薬企業からの要望、評価、意見、情報提供 

【評価、意見（課題）】 

・クリニックからの患者登録は有用。ビジネスとして捉えていることが多く、ネットワークへの参加が治

験参加の一条件となれば、症例集積性が向上する。 

・精神科関連の治験が常にあるわけではなく、コンソーシアムに関わる経費を支出することが難しい。治

験契約時の経費に上乗せする形だと支出しやすい。 

・このレジストリの利用のタイミングは、プロトコル作成時のfeasibility調査と、施設ごとの症例数見積も

り時。後者は、年1回の更新では、データが古い。入力の頻度を上げるべき。 

・コンソーシアム可、orコンソーシアムではなく情報ごとの対価 

・feasibilityについては、ネットワークが窓口となり、各医師の意見を集約してほしい。 

・各サイトの医師のデータ登録へのモチベーションが鍵。臨床研究に用いられるようにするなど研究費だ

けではない、他のモチベーションを高める方法が必要。 

・希少疾患対象ではないため、その特徴を生かすことが有用（NCGMのDMレジストリなどを参考に） 

・各サイト（病院）の得意分野がわかるとよい。 

・アメリカでは、EDCの入力が電子カルテから自動的に行える。そのようなシステムを組んでほしい 

・なにより継続性が大事である。 

・レジストリで登録された患者がどの程度治験に参加したかを集計し、レジストリの有用性を評価する必

要がある。 

 

 



製薬企業からの要望、評価、意見、情報提供 

【情報提供】 

（ネットワークついて） 

・製薬協は地域ごとの治験ネットワークづくりに参加している。 

・良いネットワークの一例について（e.g.日本医師会治験促進センター） 

・ネットワーク同士の連携が困難 

（feasibility調査について） 

・feasibility調査を依頼されるが、治験自体は依頼されない、と、ある病院からクレームがあった。 

・feasibility調査にインセンティブがないことがデータの信頼性の乏しい一つの理由かもしれない。 

・製薬協で治験のfeasibility調査の効率化を検討するタスクフォースがある。 



RoMCoの今後 
• 予定 

– 本年4月以降、NCNP内での運用を開始し、その後、精神科第Ⅱ相治験ネット
ワーク内で、データを蓄積 

– 下記課題への対応 
• 課題 

– データの提供方法 
• 提供を受ける側）コンソーシアム形式か、案件単位か 

– インフラは公的資金で、運営は受益者負担で。 
• 提供する側）各サイトオーナーと代表者のデータアクセス権限は同等？ 
• 第Ⅱ相治験ネットワークの運営委員会、利活用委員会 

– レジストリ、治験ネットワーク事務局の運営 
• スタッフ、運営費 

– 十分な症例集積 
• データ入力に対するインセンティブ 
• 電子カルテからの（半）自動的なデータの抽出とレジストリへのデータの移行（DPC、レセ

プトデータ等） 
– SSMIX2 
– PECO （Psychiatric Electronic Clinical Observation）精神科医療の見えるかの応用 
– よりタイムリーで正確かつ詳細なデータの獲得 
– 電子カルテスクリーニングアプリ？ 

– レジストリの有効性の確認 
• 治験実施可能性調査時の情報と、実際の契約数、治験登録数との関連 
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