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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　臨床試験データを送信する送信端末と、分散型ネットワークにより接続された複数のノ
ード装置とを備え、
　上記複数のノード装置の各々は、
　上記臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生成するための処理用プログラムを
記憶するプログラム記憶部と、
　上記送信端末より送信された上記臨床試験データに対し、上記プログラム記憶部に記憶
された上記処理用プログラムによる処理を行うことによって上記成果物を生成するプログ
ラム実行部と、
　上記プログラム実行部により生成された上記成果物を記憶するデータ記憶部と、
　上記複数のノード装置の全体で、上記成果物を共有するための合意形成処理を行うコン
センサス処理部と、
　上記コンセンサス処理部により合意形成された場合にのみ上記成果物を上記データ記憶
部に記憶させるように制御する記憶制御部とを備え、
　上記複数のノード装置において、合意形成された上記成果物を分散して保存するように
したことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項２】
　上記データ記憶部は、上記成果物に加え、上記送信端末より送信された上記臨床試験デ
ータを記憶し、
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　上記コンセンサス処理部は、上記複数のノード装置の全体で、上記臨床試験データを共
有するための合意形成処理と、上記成果物を共有するための合意形成処理とをそれぞれ行
い、
　上記記憶制御部は、上記コンセンサス処理部により合意形成された場合にのみ、上記臨
床試験データおよび上記成果物を上記データ記憶部に記憶させるように制御し、
　上記複数のノード装置において、合意形成された上記臨床試験データおよび上記成果物
を分散して保存するようにしたことを特徴とする請求項１に記載のセキュリティシステム
。
【請求項３】
　上記プログラム実行部は、上記コンセンサス処理部による上記合意形成処理により正当
であることが検証された臨床試験データに対し、上記プログラム記憶部に記憶された上記
処理用プログラムによる処理を行うことを特徴とする請求項２に記載のセキュリティシス
テム。
【請求項４】
　上記コンセンサス処理部は、上記複数のノード装置の全体で、上記処理用プログラムを
共有するための合意形成処理を更に行い、
　上記記憶制御部は、上記コンセンサス処理部により合意形成された場合にのみ、上記処
理用プログラムを上記プログラム記憶部に記憶させるように制御することを特徴とする請
求項１～３の何れか１項に記載のセキュリティシステム。
【請求項５】
　分散型ネットワークにより接続されたノード装置であって、
　臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生成するための処理用プログラムを記憶
するプログラム記憶部と、
　送信端末より送信された上記臨床試験データに対し、上記プログラム記憶部に記憶され
た上記処理用プログラムによる処理を行うことによって上記成果物を生成するプログラム
実行部と、
　上記プログラム実行部により生成された上記成果物を記憶するデータ記憶部と、
　上記分散型ネットワークに接続されている複数のノード装置の全体で、上記成果物を共
有するための合意形成処理を行うコンセンサス処理部と、
　上記コンセンサス処理部により合意形成された場合にのみ上記成果物を上記データ記憶
部に記憶させるように制御する記憶制御部とを備えたことを特徴とするノード装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セキュリティシステムおよびこれに用いるノード装置に関し、特に、臨床試
験に関するデータの改ざんを抑止するためのセキュリティシステムに用いて好適なもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、薬剤や医療器具、治療方法等の安全性、有効性などを確認するために、臨床試
験が行われる。臨床試験では通常、患者に関する各種の臨床試験データを医師が測定また
は問診等により取得した後、その臨床試験データの内容を分析して症例報告書を作成し、
規制当局に送って審査を受けるという形で運営が行われている。
【０００３】
　ここで、作成される症例報告書の改ざんを防ぐため、現行の仕組みでは第三者機関（Ｃ
ＲＯ：Contract Research Organization）が運営に入り、人間が臨床試験データの正当性
を目視によりチェックしている。また、症例報告書の正当性を担保するために、臨床試験
データを取得した者以外の第三者が症例報告書の作成を行うこともある。
【０００４】
　しかしながら、第三者機関または第三者（以下、まとめて単に「第三者」という）が運
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営に介在するしくみは非効率である。そのため、第三者を介在させずに症例報告書の改ざ
んを防ぐセキュアな臨床試験システムの開発が望まれていた。
【０００５】
　なお、特許文献１，２には、患者の医療データが入力されたカルテデータの改ざんの防
止を目的としたシステムに関する発明が開示されている。
【０００６】
　特許文献１に記載のセキュリティ確保方法では、医療機関は、電子カルテの新規作成・
カルテ内容の追加・変更・削除事項が発生すると、それを信頼機関に通信する。信頼機関
は、通信してきた医療機関に対して日付のタイムスタンプを与える。その後、医療機関は
、電子カルテのデータの新規作成・変更・追加・削除事項と、信頼機関から与えられたタ
イムスタンプとを含む電子カルテのデータを信頼機関へ送る。信頼機関は、当該タイムス
タンプとデータとを蓄積した媒体に対して定期的に公証人から確定日付をもらい、封印し
て保管する。
【０００７】
　特許文献２に記載の電子カルテ記録システムは、信頼性が不確かであるタイムスタンプ
を利用することなく、電子カルテの改ざんを抑止することを目的として成されたものであ
る。この特許文献２に記載の電子カルテ記録システムは、ユーザ端末から送信されて電子
カルテ受信メモリに記録された電子カルテが、保存用電子カルテデータベースに記録され
ている電子カルテの内容を含んでいるか否かを判定し、全てを含んでいると判定した場合
のみ保存用電子カルテデータベースの電子カルテを上書きする。
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－３２０４９１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０３０５５号公報
【発明の開示】
【０００９】
　上記特許文献１に記載の方法では、信頼機関という第三者を介在させる必要があり、第
三者を介在させずに症例報告書の改ざんを防ぎたいとの要望は満たせない。一方、特許文
献２に記載のシステムによれば、第三者を介在させずに電子カルテの改ざんを防止するこ
とが可能である。しかしながら、特許文献２に記載のシステムでは、電子カルテの改ざん
を防止することはできても、電子カルテに入力されている医療データから作成される症例
報告書の改ざんを防ぐことはできない。
【００１０】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、第三者を介在させず
に、臨床試験データから作成される成果物の改ざんを抑止できるようにすることを目的と
する。
【００１１】
　上記した課題を解決するために、本発明では、臨床試験データを送信する送信端末と、
分散型ネットワークにより接続された複数のノード装置とを備えたセキュリティシステム
において、複数のノード装置の各々が、臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生
成するための処理用プログラムを記憶しており、送信端末より送信された臨床試験データ
に対して処理用プログラムによる処理を行うことによって成果物を生成し、その成果物を
データ記憶部に記憶する。このとき、複数のノード装置の全体で、成果物を共有するため
の合意形成処理を行い、合意形成された場合にのみ、成果物をデータ記憶部に記憶させる
ようにしている。
【００１２】
　上記のように構成した本発明によれば、臨床試験データからの成果物の作成が、ノード
装置に記憶されている処理用プログラムの実行によって行われるので、第三者によるチェ
ック等が入らなくても、臨床試験データから成果物を作成する過程で改ざんが行われるこ
とを防ぐことができる。また、処理用プログラムの実行によって作成される成果物そのも
のは、複数のノード装置間での合意形成処理により正当であることが検証された場合にの
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み、各ノード装置に分散して記憶されるので、例えば、ノード装置に悪質なプログラムが
仕掛けられることにより、成果物自体の改ざんが行われることも防ぐことができる。この
ように、本発明によれば、第三者を介在させずに、臨床試験データから作成される成果物
の改ざんを抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１および第２の実施形態によるセキュリティシステムの全体構成例を示す図で
ある。
【図２】第１の実施形態によるノード装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態によるノード装置の動作例を示すフローチャートである。
【図４】第２の実施形態によるノード装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図５】第２の実施形態によるノード装置の動作例を示すフローチャートである。
【図６】第３の実施形態によるセキュリティシステムの全体構成例を示す図である。
【図７】第３の実施形態によるノード装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図８】第３の実施形態によるノード装置の動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、第１の実施形態による
セキュリティシステムの全体構成例を示す図である。図１に示すように、第１の実施形態
によるセキュリティシステムは、臨床試験データを送信する送信端末１００と、分散型ネ
ットワークにより接続された複数のノード装置２００-1～２００-3（以下、まとめてノー
ド装置２００と記すこともある）とを備えて構成されている。
【００１５】
　送信端末１００は、医師が医療機関で使用する端末であってもよいし、臨床試験を受け
る患者が使用する端末であってもよい。送信端末１００とノード装置２００との間は、イ
ンターネット等の通信ネットワークにより接続可能に構成されている。図１では、送信端
末１００がノード装置２００-2に接続された状態を示しているが、送信端末１００は分散
型ネットワーク内にあるノード装置２００-1～２００-3の何れかと任意に接続することが
可能である。
【００１６】
　送信端末１００から送信される臨床試験データには、医療機器を用いて測定される測定
データと、問診による回答によって得られる問診データとがある。送信端末１００として
患者の端末を用いる場合、問診データは、患者の端末から直接送信することが可能である
。すなわち、患者の端末において問診に対する回答を行い、その結果得られる問診データ
を患者の端末から送信することが可能である。測定データについては、医療機関で測定を
行った後、患者がその測定データを患者の端末に入力して、患者の端末から測定データを
送信するようにする。
【００１７】
　分散型ネットワークにより接続された複数のノード装置２００-1～２００-3には、ブロ
ックチェーン技術が導入されている。すなわち、後述するように、ブロックチェーン技術
によって、データが複数のノード装置２００-1～２００-3において共有されている。なお
、図示の簡略ため、図１では３つのノード装置２００-1～２００-3のみ示しているが、こ
れ以上であってもよい。
【００１８】
　図２は、第１の実施形態によるノード装置２００の機能構成例を示すブロック図である
。なお、ここではノード装置２００-1の機能構成を示しているが、他のノード装置２００

-2～２００-3も同様に構成されている。
【００１９】
　図２に示すように、第１の実施形態によるノード装置２００は、その機能構成として、
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データ取得部２１、プログラム実行部２２、コンセンサス処理部２３、記憶制御部２４お
よびデータ提供部２５を備えている。また、ノード装置２００は、記憶媒体として、プロ
グラム記憶部２０１およびデータ記憶部２０２を備えている。
【００２０】
　上記各機能ブロック２１～２５は、ハードウェア、ＤＳＰ（Digital Signal Processor
）、ソフトウェアの何れによっても構成することが可能である。例えばソフトウェアによ
って構成する場合、上記各機能ブロック２１～２５は、実際にはコンピュータのＣＰＵ、
ＲＡＭ、ＲＯＭなどを備えて構成され、ＲＡＭやＲＯＭ、ハードディスクまたは半導体メ
モリ等の記録媒体に記憶されたプログラムが動作することによって実現される。
【００２１】
　プログラム記憶部２０１は、臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生成するた
めの処理用プログラムを記憶する。処理用プログラムが臨床試験データに対して行う処理
の内容は、任意に定めることが可能である。例えば、臨床試験データの内容を分析して、
規制当局に提出するための症例報告書を作成する処理を実行するプログラムとすることが
可能である。この場合、処理用プログラムの実行により得られる処理結果の成果物は、症
例報告書のデータということになる。
【００２２】
　データ取得部２１は、送信端末１００より送信された臨床試験データを取得する。プロ
グラム実行部２２は、データ取得部２１により取得された臨床試験データに対し、プログ
ラム記憶部２０１に記憶された処理用プログラムによる処理を行うことによって、上述の
成果物（例えば、症例報告書データ）を生成する。
【００２３】
　コンセンサス処理部２３は、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で、処理用プ
ログラムの実行による成果物である症例報告書データを共有するための合意形成処理を行
う。すなわち、ノード装置２００-1のコンセンサス処理部２３は、プログラム実行部２２
により生成された症例報告書データを他のノード装置２００-2～２００-3に送信し、所定
の合意形成処理を行う。
【００２４】
　コンセンサス処理部２３が行う合意形成処理として、ブロックチェーン技術で公知のコ
ンセンサスアルゴリズムを用いることが可能である。例えば、コンセンサス処理部２３は
、ＰＢＦＴ（Practical Byzantine Fault Tolerance）のコンセンサスアルゴリズムを用
いて合意形成処理を行うことにより、プログラム実行部２２により生成された症例報告書
データの正当性を検証する。
【００２５】
　記憶制御部２４は、コンセンサス処理部２３により合意形成された場合にのみ、成果物
である症例報告書データをデータ記憶部２０２に記憶させる。これにより、複数のノード
装置２００-1～２００-3において、合意形成された症例報告書データが分散して保存され
る。
【００２６】
　データ提供部２５は、データ記憶部２０２に記憶された症例報告書データを、図示しな
い外部端末に提供する。例えば、外部端末として、症例報告書に基づいて臨床試験内容の
審査を行う規制当局の端末を用いることにより、症例報告書データを規制当局の端末に提
供するようにすることが可能である。ここで、送信中のデータ改ざんを防ぐために、ノー
ド装置２００と規制当局の端末との間を専用線により接続したり、ＶＰＮ（Virtual Priv
ate Network）を構築したりするのが好ましい。
【００２７】
　図３は、上記のように構成した第１の実施形態によるノード装置２００の動作例を示す
フローチャートである。
【００２８】
　まず、データ取得部２１は、送信端末１００から送信された臨床試験データを取得する
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（ステップＳ１）。データ取得部２１が臨床試験データを取得すると、プログラム実行部
２２は、その臨床試験データに対し、プログラム記憶部２０１に記憶された処理用プログ
ラムによる処理を行うことによって、症例報告書データを生成する（ステップＳ２）。
【００２９】
　次いで、コンセンサス処理部２３は、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で症
例報告書データを共有するための合意形成処理を行い、症例報告書データの正当性を検証
する（ステップＳ３）。
【００３０】
　ここで、記憶制御部２４は、コンセンサス処理部２３により症例報告書データの合意形
成がなされたか否かを判定する（ステップＳ４）。症例報告書データについて合意形成が
成功した場合、記憶制御部２４は、当該症例報告書データをデータ記憶部２０２に記憶さ
せる（ステップＳ５）。一方、合意形成ができなかった場合、ステップＳ５の処理は行わ
ず、ノード装置２００の処理が終了する。
【００３１】
　以上詳しく説明したように、第１の実施形態では、複数のノード装置２００-1～２００

-3の各々に、臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生成するための処理用プログ
ラムを記憶しておく。そして、送信端末１００から一のノード装置２００-1に送信された
臨床試験データに対し、処理用プログラムによる処理を行うことによって成果物である症
例報告書データを生成し、その症例報告書データをデータ記憶部２０２に記憶する。この
とき、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で、生成された症例報告書データを共
有するための合意形成処理を行い、合意形成された場合にのみ、症例報告書データをデー
タ記憶部２０２に記憶させるようにしている。
【００３２】
　このように構成した第１の実施形態によれば、臨床試験データからの症例報告書データ
の作成が、臨床試験データの取得者自身で行われることがなく、ノード装置２００に記憶
されている処理用プログラムの実行によって行われる。このため、第三者によるチェック
等が入らなくても、臨床試験データから症例報告書データを作成する過程で改ざんが行わ
れることを防ぐことができる。
【００３３】
　また、処理用プログラムの実行によって作成される症例報告書データそのものは、複数
のノード装置２００-1～２００-3の間での合意形成処理により正当であることが検証され
た場合にのみ、各ノード装置２００-1～２００-3に分散して記憶される。このため、例え
ば、ノード装置２００に悪質なプログラムが仕掛けられることにより、症例報告書データ
自体の改ざんが行われることも防ぐことができる。このように、第１の実施形態によれば
、第三者を介在させずに、臨床試験データから作成される成果物の改ざんを抑止すること
ができる。
【００３４】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を図面に基づいて説明する。第２の実施形態によるセキ
ュリティシステムの全体構成例は、図１と同様である。図４は、第２の実施形態によるノ
ード装置２００の機能構成例を示すブロック図である。なお、この図４において、図２に
示した符号と同一の符号を付したものは同一の機能を有するものであるので、ここでは重
複する説明を省略する。
【００３５】
　図４に示すように、第２の実施形態によるノード装置２００は、プログラム実行部２２
、コンセンサス処理部２３、記憶制御部２４およびデータ記憶部２０２に代えて、プログ
ラム実行部２２Ａ、コンセンサス処理部２３Ａ、記憶制御部２４Ａおよびデータ記憶部２
０２Ａを備えている。
【００３６】
　データ記憶部２０２Ａは、処理用プログラムの実行により得られる成果物（症例報告書
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データ）に加え、データ取得部２１により取得された臨床試験データを記憶する。ただし
、データ記憶部２０２Ａに臨床試験データが記憶されるのは、後述するように、複数のノ
ード装置２００-1～２００-3間における臨床試験データに関する合意形成が成功した場合
のみである。
【００３７】
　コンセンサス処理部２３Ａは、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で、データ
取得部２１により取得された臨床試験データを共有するための合意形成処理と、プログラ
ム実行部２２Ａにより生成された症例報告書データを共有するための合意形成処理とをそ
れぞれ行う。
【００３８】
　ここで、プログラム実行部２２Ａは、合意形成処理により正当であることが検証された
臨床試験データ、つまり、データ記憶部２０２Ａに記憶された臨床試験データに対して合
意形成処理を行うことにより、成果物である症例報告書データを生成する。
【００３９】
　記憶制御部２４Ａは、コンセンサス処理部２３Ａにより合意形成された場合にのみ、臨
床試験データおよび症例報告書データをデータ記憶部２０２に記憶させるように制御する
。これにより、複数のノード装置２００-1～２００-3において、合意形成された臨床試験
データおよび症例報告書データが分散して保存される。
【００４０】
　図５は、第２の実施形態によるノード装置２００の動作例を示すフローチャートである
。
【００４１】
　まず、データ取得部２１は、送信端末１００から送信された臨床試験データを取得する
（ステップＳ１１）。データ取得部２１が臨床試験データを取得すると、コンセンサス処
理部２３Ａは、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で臨床試験データを共有する
ための合意形成処理を行い、臨床試験データの正当性を検証する（ステップＳ１２）。
【００４２】
　ここで、記憶制御部２４Ａは、コンセンサス処理部２３Ａにより臨床試験データの合意
形成がなされたか否かを判定する（ステップＳ１３）。臨床試験データについて合意形成
が成功した場合、記憶制御部２４Ａは、当該臨床試験データをデータ記憶部２０２Ａに記
憶させる（ステップＳ１４）。一方、合意形成ができなかった場合は、ノード装置２００
の処理が終了する。
【００４３】
　臨床試験データの合意形成が成功して、臨床試験データがデータ記憶部２０２Ａに記憶
された場合、プログラム実行部２２Ａは、データ記憶部２０２に記憶された臨床試験デー
タに対し、プログラム記憶部２０１に記憶された処理用プログラムによる処理を行うこと
によって、症例報告書データを生成する（ステップＳ１５）。
【００４４】
　次いで、コンセンサス処理部２３Ａは、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で
症例報告書データを共有するための合意形成処理を行い、症例報告書データの正当性を検
証する（ステップＳ１６）。
【００４５】
　ここで、記憶制御部２４Ａは、コンセンサス処理部２３Ａにより症例報告書データの合
意形成がなされたか否かを判定する（ステップＳ１７）。症例報告書データについて合意
形成が成功した場合、記憶制御部２４Ａは、当該症例報告書データをデータ記憶部２０２
Ａに記憶させる（ステップＳ１８）。一方、合意形成ができなかった場合、ステップＳ１
８の処理は行わず、ノード装置２００の処理が終了する。
【００４６】
　以上のように構成した第２の実施形態によれば、処理用プログラムの実行による成果物
である症例報告書データに加え、当該処理用プログラムの実行に使用する臨床試験データ
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についても、合意形成処理により正当であることが検証された場合にのみデータ記憶部２
０２Ａに記憶される。これにより、症例報告書データだけでなく、臨床試験データも規制
当局に提出する必要がある場合に、その臨床試験データの改ざんも抑止することができる
。
【００４７】
　また、第２の実施形態では、合意形成処理により正当であることが検証された臨床試験
データを用いて処理用プログラムの処理を実行するようにしている。そして、生成された
症例報告書データについても合意形成処理を行うようにしている。これにより、成果物で
ある症例報告書データの正当性がより担保される。よって、第２の実施形態によれば、第
三者を介在させずに、臨床試験データから作成される成果物の改ざんを、より強固に抑止
することができる。
【００４８】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を図面に基づいて説明する。図６は、第３の実施形態に
よるセキュリティシステムの全体構成例を示す図である。図６に示すように、第３の実施
形態によるセキュリティシステムは、管理端末３００を更に備えている。
【００４９】
　管理端末３００は、セキュリティシステムを構築および運営する事業者等が使用する端
末である。この管理端末３００も送信端末１００と同様、分散型ネットワーク内にあるノ
ード装置２００-1～２００-3の何れかと任意に接続することが可能である。管理端末３０
０は、接続したノード装置２００に対し、臨床試験データに対して所定の処理を行うため
の処理用プログラムを送信する。
【００５０】
　図７は、第３の実施形態によるノード装置２００の機能構成例を示すブロック図である
。なお、この図７において、図４に示した符号と同一の符号を付したものは同一の機能を
有するものであるので、ここでは重複する説明を省略する。
【００５１】
　図７に示すように、第３の実施形態によるノード装置２００は、プログラム取得部２６
を更に備えている。また、第３の実施形態によるノード装置２００は、コンセンサス処理
部２３Ａおよび記憶制御部２４Ａに代えて、コンセンサス処理部２３Ｂおよび記憶制御部
２４Ｂを備えている。
【００５２】
　プログラム取得部２６は、臨床試験データを処理して処理結果の成果物を生成するため
の処理用プログラムを管理端末３００から受信する。
【００５３】
　コンセンサス処理部２３Ｂは、第２の実施形態で説明したコンセンサス処理部２３Ａと
同様の処理を行う。すなわち、コンセンサス処理部２３Ｂは、複数のノード装置２００-1

～２００-3の全体で、データ取得部２１により取得された臨床試験データを共有するため
の合意形成処理と、プログラム実行部２２Ａにより生成された症例報告書データを共有す
るための合意形成処理とをそれぞれ行う。
【００５４】
　これに加え、コンセンサス処理部２３Ｂは、複数のノード装置２００-1～２００-3の全
体で、プログラム取得部２６により取得された処理用プログラムを共有するための合意形
成処理を行う。すなわち、コンセンサス処理部２３Ｂは、例えばノード装置２００-1のプ
ログラム取得部２６により取得された処理用プログラムを他のノード装置２００-2～２０
０-3に送信し、所定の合意形成処理を行うことにより、プログラム取得部２６により取得
された処理用プログラムの正当性を検証する。
【００５５】
　記憶制御部２４Ｂは、第２の実施形態で説明した記憶制御部２４Ａと同様の処理を行う
。すなわち、記憶制御部２４Ｂは、コンセンサス処理部２３Ｂにより合意形成された場合
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にのみ、臨床試験データおよび症例報告書データをデータ記憶部２０２Ａに記憶させるよ
うに制御する。
【００５６】
　これに加え、記憶制御部２４Ｂは、コンセンサス処理部Ｂにより合意形成された場合に
のみ、処理用プログラムをプログラム記憶部２０１に記憶させるように制御する。これに
より、複数のノード装置２００-1～２００-3において、合意形成された処理用プログラム
が分散して保存される。
【００５７】
　図８は、上記のように構成した第３の実施形態によるノード装置２００の動作例を示す
フローチャートである。なお、この図８に示すフローチャートは、処理用プログラムを各
ノード装置２００に登録する際の処理を示すものである。登録された処理用プログラムを
用いて症例報告書データを生成する際の処理は、図５と同様である。
【００５８】
　まず、プログラム取得部２６は、管理端末３００から送信された処理用プログラムを取
得する（ステップＳ２１）。プログラム取得部２６が処理用プログラムを取得すると、コ
ンセンサス処理部２３Ｂは、複数のノード装置２００-1～２００-3の全体で処理用プログ
ラムを共有するための合意形成処理を行い、処理用プログラムの正当性を検証する（ステ
ップＳ２２）。
【００５９】
　ここで、記憶制御部２４Ｂは、コンセンサス処理部２３Ｂにより処理用プログラムの合
意形成がなされたか否かを判定する（ステップＳ２３）。処理用プログラムについて合意
形成が成功した場合、記憶制御部２４Ｂは、当該処理用プログラムをプログラム記憶部２
０１に記憶させる（ステップＳ２４）。一方、合意形成ができなかった場合、ステップＳ
２４の処理は行わず、ノード装置２００の処理が終了する。
【００６０】
　以上のように構成した第３の実施形態によれば、臨床試験データおよび症例報告書デー
タに加え、当該臨床試験データから症例報告書を生成するための処理用プログラムについ
ても、合意形成処理により正当であることが検証された場合にのみプログラム記憶部２０
１に記憶される。これにより、正当であることが検証された処理用プログラムを用いて処
理が実行されるので、成果物の正当性がより担保される。よって、第３の実施形態によれ
ば、第三者を介在させずに、臨床試験データから作成される成果物の改ざんを、より強固
に抑止することができる。
【００６１】
　なお、上記第１～第３の実施形態では、処理用プログラムの一例として、臨床試験デー
タの内容を分析して症例報告書を作成する処理を実行するプログラムとする例について説
明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、臨床試験データの内容を分析して、今
後の臨床試験の実施計画を記述した臨床試験実施計画書を作成するための処理用プログラ
ムとしてもよい。または、臨床試験データの内容を分析して、患者の治療方針を記述した
治療方針説明書を作成するための処理用プログラムとしてもよい。
【００６２】
　また、上記第１～第３の実施形態では、コンセンサスアルゴリズムの一例としてＰＢＦ
Ｔを用いる例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、Proof of Wor
k、Proof of Stake、Paxos、Raft、Sieveなどの他のコンセンサスアルゴリズムを用いて
もよい。
【００６３】
　その他、上記第１～第３の実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の
一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されては
ならないものである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱する
ことなく、様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
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【００６４】
　２１　データ取得部
　２２，２２Ａ　プログラム実行部
　２３，２３Ａ，２３Ｂ　コンセンサス処理部
　２４，２４Ａ，２４Ｂ　記憶制御部
　２５　データ提供部
　２６　プログラム取得部
　１００　送信端末
　２００　ノード装置
　２０１　プログラム記憶部
　２０２，２０２Ａ　データ記憶部
【要約】
　分散型ネットワークにより接続された複数のノード装置２００の各々が、臨床試験デー
タを処理して症例報告書データを生成するための処理用プログラムを記憶するプログラム
記憶部２０１と、臨床試験データから症例報告書データを生成するプログラム実行部２２
と、複数のノード装置２００の全体で、症例報告書データを共有するための合意形成処理
を行い、合意形成された場合にのみ、症例報告書データをデータ記憶部２０２に記憶させ
る記憶制御部２４とを備え、症例報告書データの作成を処理用プログラムの実行によって
行うことにより、第三者によるチェック等が入らなくても、症例報告書を作成する過程で
改ざんが行われることを防ぐとともに、合意形成処理により正当であることが検証された
場合にのみ症例報告書データを各ノード装置２００に分散して記憶することにより、症例
報告書自体に改ざんが行われることも防ぐことができるようにする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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