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プロジェクト管理 資材作製 検体回収・搬送 検体管理・検査 
受託プロジェクト毎に 
担当者を指名 

検体採取用資材セットの 
作製・配布業務 

施設要望に応じたカスタマイズ化 
各治験施設からの 
検体回収・搬送業務 

検体受付・検査実施 
他施設への発送 

結果報告 電子データサービス 検体廃棄・保存 資料保存 
WEB/PDF/紙/FAXに

よる結果報告 
電子データによる

結果報告
検査後検体廃棄 
検体の長期保存 
管理業務 

データ・記録・文書等の 
保存業務 

1) CLS業務の実施体制

 プロジェクト管理

受託業務ごとにプロジェクトマネジャー（PM）が指名され、PM は受託業務の準備から

終了までの すべての段階で指示・調整・管理を行う。

• 当社の窓口として、社内外との調整実施

• 受託した業務内容に基づき業務仕様書を作成

• 各部署へ必要な業務を依頼

• PM 、運用担当者および設計担当者により業務を運営

セントラルラボサービス（CLS）の提供

当社では、全国の治験実施医療機関で実施される治験の検体を、中央総合ラボラトリーで一括して検査します。これ
により、施設間の差がなくなり、検査方法や基準値も統一され、結果の解析が容易になります。 国際共同治験では、各
国の外部委託先ラボと協力して国内と同様のサービスを提供します。お客様に代わって当社が外部委託先ラボとの連絡
窓口になり、治験の準備から終了まで円滑なサービスを提供します。 
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2) CLS業務フロー

 準備段階

業 務 仕 様 書 受託業務の内容に基づいた資材セット・検査依頼書・検査報告書の仕様取り決め 
業務仕様書、設計情報、各種手順書の作成 

システム設定 設計情報、各種手順書に基づいた各システムのデータベース設定 
（被験者属性、検査項目、Visit、治験実施医療機関、資材セット構成等） 

資材作製 資材セット仕様より作製部門向け資材見本を作製 
治験実施施設向け資材作製依頼 
治験実施施設向け資材の作製及び発送 
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 運用段階

【検査に関わる確認工程】 
臨床検査実施部門では、志村エリア検査部門各種照合方針に従い照合作業を行う。 

分注 

検査 

データチェック 

結果送信 

自動分注 バーコード照合 
用手分注 二者読み合わせ照合 

機器管理、試薬管理、精度管理 
再検査確認︓オンラインまたは用手 
バーコード照合または二者読み合わせ照合 

結果確認 ロジックチェック 
作業記録確認（検査担当者、精度管理担当者および上長） 

オンライン
手入力 ベリファイ入力または二者読み合わせ

検体回収 治験実施施設からの集材依頼に基づいた集材手配 
治験実施施設からの検体回収、中央ラボへの搬入 
集材情報の管理 

検体管理 検体及び依頼書の受領、受付、仕分け、依頼・属性入力、検査部門への引渡し 
他施設への発送検体の一時保存とその発送 
入出庫・温度管理を行い、委託者指示に基づき検体発送リストを作成、指定の測定機関に発送 

検査 臨床検査部門において実施 
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 終了段階

3) 国際共同治験の実施体制

 ONE-STOPサービスを提供

 お客様との密接なコミュニケーション
 すべての海外ラボとの連絡窓口
 海外ラボのサービス品質の確保

結果報告 検査結果報告書の作成と各種媒体での提供（PDF／FAX／郵送）
インターネット(WEB)を利用した検査結果および試験固有の情報の提供

DM 支援 検査結果の電子データを csv ファイル形式等にて提供 事前に取り決めたスケジュール
に従い自動アップロード ハッシュ値確認等を実施、検査結果報告書との一致性確認 

検体廃棄・保存 受託業務の終了時点で、保存対象の検体（業務仕様書に記載)は廃棄、継続保存 もしくは
返却を確認、指示内容に基づき対処指示 

資料保存 業務終了後は外部資料保存施設に移管・保存 
保存期間は最低 10 年間（具体的には契約により定める） 
資料保存期間満了後の取り扱い（廃棄、保管延長、返却）は委託者と協議 
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 アジア地域を中心に米国、欧州もカバー

 プロジェクト管理の全工程で海外ラボと調整・協議・確認・管理を実施

● お問い合わせ／資料請求はこちらまで
創薬支援 治験営業
［東京］〒174-0053 東京都板橋区清水町36番1号

tel. 03-5943-9270 
［大阪］〒530-6016 大阪市北区天満橋一丁目8番30号 

tel. 06-6136-1003 
https://www.medience.co.jp/medichem/trial/contact/ 

外部委託先ラボ 
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