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この省令（医療機器ＧＣＰ省令）において

 「治験機器」とは、被験機器及び対照機器（治験に係るものに
限る。）をいう。

 「有害事象」とは、治験機器又は製造販売後臨床試験機器が
使用された被験者に生じたすべての疾病若しくは障害又はこ
れらの徴候をいう。



PMDAが行う適合性書面調査及びGCP実地調査

治験依頼者が
保存する記録

（症例報告書
等）

承認申請資料

治験実施体制

（開発業務受託
機関含む）

治験依頼者

承認申請資料の信頼性を保証
（ GCP、薬事法施行規則第43条信頼性の基準）
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実地調査の必要性について検討

GCP実地調査

適合性書面調査

治験実施医療機関
治験依頼者



適合性書面調査の対象となる根拠資料の例
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治験計画届
治験総括報告書

業務手順書

治験実施計画書及びその
作成、変更に関する資料

治験機器概要書作成に関
する資料等

①試験の計画

②試験の実施

③試験の報告

QC/QA

モニタリングに関する資料
不具合・副作用等の報告に関する資料
症例報告書

集計・解析に関する資料（データマネジメ
ント関連資料含む）
治験成績に関する資料

治験機器の管理に関する資料（治験機器
の製造記録含む）
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治験依頼先選定に関する資料
治験の依頼・契約に関する資料（IRB関連
資料含む）
補償に関する資料
EDCに関する資料



臨床試験に係るGCP実地調査の視点

 医療機器GCP第2条に規定される原資料から、治験実施計画書を

遵守し、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、

治験の科学的な質及び成績の信頼性が確保された治験が実施さ

れたかを、GCP省令及び関係通知に基づいて調査します

 調査結果から、被験者の人権への配慮はもとより、主要評価

項目、副次評価項目等の有効性及び安全性に関わる項目・

評価（死亡例または重篤な有害事象等）に影響を及ぼす問題か否

かを判断して試験の信頼性を保証します
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形式的な照合や間違い探しではありません
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治験を実施する上での留意事項
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• 治験実施計画書では、追跡調査として○○ヵ月まで観察することが規定されてい

たが、追跡調査が終了する前に、治験終了報告が提出されていた。

• 原資料（診療録）と症例報告書とに不整合が認められた

• 治験依頼者から通知された安全性情報について、治験審査委員会は迅速審査で

審議していた

• 緊急危険回避のために医療上やむを得ず行った治験実施計画書からの逸脱につ

いて、治験依頼者及び実施医療機関の長に文書を提出していなかった

• 治験責任医師が異動時、治験責任医師変更の手続き等を行っていなかっ

た。このため、異動後に発生した、治験分担医師によるCRF修正の確認・点

検・署名、実施医療機関の長への治験終了報告がされていなかった

＜適合性書面調査及びGCP実地調査で確認された事例＞

こういう事例が起こらないよう、実施医療機関及び治験依頼者は

適切な治験実施をお願いします



治験実施計画書及び症例報告書を作成する際には、事前に

きちんと定義して、これらの情報を適切に収集できるようにしてください

安全性情報・不具合情報の収集に関する留意事項

「有害事象」

 治験機器が使用された被験者に生じたすべての疾病若しくは障害又はこれらの徴候をいう＊１

 治験機器の使用時に生じたすべての好ましくない又は意図しない疾病又は障害並びにその徴

候（臨床検査値の異常を含む）をいい、当該治験機器との因果関係の有無は問わない＊２

「不具合」

 治験機器（対照機器として用いられている市販機器を除く）については、治験機器の具合がよ

くないこと＊２
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＊１ 「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成21年3月31日改正 厚生労働省令第68号）
＊２ 「医療機器の臨床試験の実施の基準の運用について」

（平成24年1月24日付薬食機発0124第4号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知）
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世界の動きの中で

EU North America
USA

Canada
Japan

Korea

China

Ａｕｓｔｒａｌｉａ

Asia

GHTF (Global Harmonization Task Force)

HBD (Harmonization By Doing)

国際調和活動と国際共同治験



What is GHTF?

 Purpose
To encourage convergence in regulatory practices related to 
ensuring the safety, effectiveness / performance and quality of 
medical devices, promoting technological innovation and 
facilitating international trade.

• How
Publication and dissemination of harmonized documents on basic 
regulatory practices.
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http://www.ghtf.org/�


Structure of GHTF

 Study Group 1 - Premarket Evaluation 
 Study Group 2 - Post-Market Surveillance/Vigilance 
 Study Group 3 - Quality Systems 
 Study Group 4 - Auditing 
 Study Group 5 - Clinical Safety/Performance 

Steering Committee; SC

Study Group 1

Study Group 2

Study Group 3

Study Group 4

Study Group 5

IVD
Subgroup

UDI
Global Model

etc.

Ad hoc groupRegional Members
-Asian Harmonization 
Working Party(AHWP)
Liaison Bodies
-ISO
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All serious adverse events affecting the patient, user or a third party, including 
serious health threats, regardless of cause or; 
Device deficiencies that might have lead to (a) serious adverse event(s) if:

suitable action had not been taken;
intervention had not been made; or
if circumstances had been less fortunate.

In cases where the need to report may be in doubt, the sponsor should make 
reasonable efforts to obtain additional information.  However as a general 
principle, there should be a pre-disposition to report rather than not to report.  
In the case where opinions on whether an incident represents a serious adverse 
event, or the causes of an adverse event, differ between the Investigator and the 
Sponsor, both opinions should be reported.

Note: In assessing whether events represent a serious health threat, discussion 
should be undertaken with the NCA and consideration should be given to the 
risk analysis described in the Clinical Investigation Plan.  



GHTF/SG5/N5報告先

 All reportable adverse events must be reported to all the 
NCAs＊ responsible for the jurisdictions where the clinical 
investigation is conducted, according to applicable 
requirements in each jurisdiction.  NCAs should provide a 
contact point to sponsors for reporting.

 Note: Reporting to Ethics Committees and all Principal 
Investigators is also necessary (see ISO 14155 Section 8.2.5).  

＊National Competent Authorities
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予測性 重篤性 GHTF/SG5/N5：2012 現行規制（規則275条）

予測できない

（未知）

有害事象

被験者の生命・健康に
著しく重大な被害

48時間以内 (Serious health threat to the study population)

7日以内

死亡・死亡につながるお
それ

10日以内 (Unanticipated Serious Adverse Device Effects)

その他重篤 15日以内

予測できる

（既知）

有害事象

死亡・死亡につながるお
それ

10日以内 (Death, a life-threatening illness or injury) 15日以内

障害、胎児死亡・胎児
仮死、後世代における
先天性疾病・異常

10日以内 (A permanent impairment of a body structure or a body function, 
fetal distress, fetal death or a congenital abnormality or birth defect)

なし

その他重篤 30日以内 (Serious adverse events resulting in a serious deterioration)

不具合

（既知・未知）

重篤な有害事象につな
がるおそれ

30日以内 (Any device deficiency that might have led to a serious adverse 
event)

なし
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GHTF/SG5/N5報告期限



Device lag

US : Registered in 2005 (510(k))
JAPAN : Approved in 2009

da Vinci surgical system

デバイスラグをなんとか縮めたい

4 years delay!!
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国際共同治験の実施
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What is HBD? 

Activity between Japan and USA to develop global clinical trials and 
address regulatory barriers that may be impediments to timely device 
approvals.
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日本の臨床試験は時間がかかるし・・・。
医療機関が医療機器の治験になれていない・・・。
被験者のエントリーに時間がかかるのでは？
同じプロトコルで試験できるのだろうか？

2003年当時は、国際共同治験どころか、日本におい
て臨床試験を行なうことに汲々としている状況
DEVICEラグが顕在化

HBDが何故必要か
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日本CRO協会第2回医療機器シンポジウム

2006年11月16日
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WG3活動：治験インフラ
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日本の治験に関する固定観念–

遅い、質が不十分、コスト高

- その証拠は?
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“Comparing GCP Requirements for 
Medical Device Clinical Trials in the 
US and Japan” in RAPS 
Regulatory Focus in April, 2010

日本医療機器の臨床試験における
GCP要求事項の比較 （邦訳） in 
JFMDA News in July 2010.

医機連ウェブサイトに掲載: 
http://www.jfmda.gr.jp/hbd/pdf/GCP_en.pdf
http://www.jfmda.gr.jp/hbd/pdf/GCP_ja.pdf
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国際共同治験のバリア? 



 4種のGCPの比較研究において、一方のGCPが適合する場合、他のGCPが不
適合となる場合は存在しなかった。

 可能な歩み寄りの方法がないような、本質的な相違は存在しなかった。

４項の判断基準に照らして、4種のGCPは本質的に同等である

すなわち、いずれのGCPに基づいた臨床試験においても、可能な
歩み寄りの方法がない程に致命的に相違することなく、有効な科
学的情報が保証し得る
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国際共同治験のバリア



ICH E6 International Conference on Harmonization 
(ICH), E6 (R1): Good Clinical Practice

ISO 14155 International Organization for Standardization: 
Clinical investigation of medical devices for 
human subjects – Good clinical practices (ISO 
14155:2011)

日本 医療機器
GCP

H21年厚生労働省令第６８号

薬食機発1224第4号、など

米国 医療機器
GCP

U.S. Code of Federal Regulations and 
guidance (as of 2011)

比較研究後に改訂されたGCP規制
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国際共同治験のバリア
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日本の治験に関する評価

早い、高品質、コスト？
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日本が国際共同治験の中核になるためには



Thank you for your attention!

Atsushi TAMURA, Ph.D.
International Coordination Officer for Medical Devices
Pharmaceuticals & Medical Devices Agency
JAPAN
(独)医薬品医療機器総合機構 国際業務調整役（医療機器担当）

田村 敦史
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2
TEL 03(3506)9456 FAX 03(3506)9572

E-Mail: tamura-atsushi@pmda.go.jp
URL: http://www.pmda.go.jp/
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