
医療機関のQMに望むこと

ー規制当局の立場からー

（独） 医薬品医療機器総合機構 信頼性保証部

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency（PMDA）
大澤 智子



Disclaimer

• 以降のスライドは、個人的見解を含む
ものであり、（独）医薬品医療機器総合
機構の公式見解ではありません。
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本日の内容

１．はじめに

２．関連法規等と信頼性保証

３．治験におけるデータの流れ

４．医療機関における事例

５．留意点～QMの観点から～
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医薬品・医療機器の評価（有効性・安全性）と信頼性

薬事法では、申請資料に基づき、有効性・安全性の
リスクベネフィットバランスを評価し、

効能・効果・性能、用法・用量、使用上の注意の妥
当性が審査されます。

リスク

ベネフィット
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もし信頼性のないデータだったら・・・

6

もし有害事象や副作用が
適切に収集されていな
かったら・・・

もし正しいデータが
収集されていなかっ
たら・・・・・



ヒトでの有効性及び安全性が評価できない！

『より有効で』『より安全な』薬を『より早く』臨床の場へ届けること
ができない
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医薬品・医療機器の評価（有効性・安全性）と信頼性

薬事法では、信頼性が裏付けられた申請資料に基
づき、有効性・安全性のリスクベネフィットバランスを
評価し、効能・効果・性能、用法・用量、使用上の注
意の妥当性が審査されます。

リスク

ベネフィット
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• GLP：Good Laboratory Practice

非臨床試験の実施の基準

• GCP：Good Clinical Practice

臨床試験の実施の基準

• GPSP：Good Post-marketing Study Practice

医薬品の製造販売後の調査及び試験の基準

• GPMSP：Good Post-marketing Surveillance Practice

医薬品の市販後調査の基準

データの信頼性のためのGXP
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• 正確性

試験結果に基づき正確に作成されていること

• 完全性、網羅性

有効性・安全性等を疑わせる結果についても、

検討され、記載されていること

• 保存性

根拠となった資料が保存されていること

申請資料の信頼性の基準

11



医薬品の製品ライフサイクル

品質試験 臨床試験

承認

ＧＣＰ

ＧLＰ

ＧPMSP/GPSP

製造販売後調査
等

調査相談

非臨床試験

再審査申請

調査

新薬
承認申請

GLP : Good Laboratory Practice
GCP : Good Clinical Practice
GPMSP : Good Post‐marketing Surveillance Practice
GPSP : Good Post‐marketing Study Practice 

医薬品安全性監視

再審査結果

承認審査
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GXP、適合性調査導入の経緯

GLP GCP GPMSP/GPSP 信頼性の基準 備考

1983年
医薬品GLP通知施
行

1997年
医薬品GLP省令施
行

2002年
医療用具GLP通知
施行

2005年
医療機器GLP省令
施行

1990年
医薬品GCP通知施行

1993年
医療用具GCP通知施
行
1996年 ICH‐GCP合意

1997年
医薬品GCP省令（ICH‐
GCP準拠）施行

2005年
医療機器GCP施行

1993年
医薬品GPMSP通
知施行

1997年
医薬品GPMSP省
令施行

2005年
医薬品GPSP省令
施行
医療機器GPSP省
令施行

1997年
信頼性の基準
施行

1979年米国GLP施行
1982年企業による臨床
試験データ捏造問題

（薬事法に基づく業務
停止）
1993年ソリブジンによ
る副作用問題
1996年HIV訴訟和解
1996年薬事法改正

1997年改正薬事法施
行
1997年旧機構信頼性
調査部発足

2002年薬事法・血液法
改正、機構法制定
2004年PMDA発足
2005年改正薬事法施
行

2009年企業によるデー

タ改ざん問題（薬事法
に基づく業務停止）
2011年企業によるデー

タ改ざん（薬事法に基
づく業務停止）
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薬事法第１４条第３項
第1項の承認を受けようとする者は、厚生労

働省令で定めるところにより、申請書に臨床試
験の試験成績に関する資料その他の資料を添
付して申請しなければならない。

この場合において、当該申請に係る医薬品
又は医療機器が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器であるときは、当該資料は厚生
労働大臣の定める基準に従って収集され、か
つ、作成されたものでなければならない。

関連法規にはどう規定されているのか？①
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（申請資料の信頼性の基準）
薬事法施行規則第４３条

申請資料は、ＧＬＰ（医薬品/医療機器の非
臨床試験の実施の基準に関する省令）、ＧＣＰ
（医薬品/医療機器の臨床試験の実施の基準
に関する省令）のほか、次に掲げるところによ
り、収集され、かつ、作成されたものでなけれ
ばならない。

関連法規にはどう規定されているのか②

15



（申請資料の信頼性の基準）
薬事法施行規則第４３条（続き）

・当該資料は、これを作成することを目的として行われた
調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作
成されたものであること。(正確性）
・品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結
果、試験成績等が得られた場合には、検討及び評価が行
われ、その結果は当該資料に記載されていること。(完全
性、網羅性）
・根拠となった資料は、承認を与える(又は与えない）日ま
で保存されていること。(保存）

関連法規にはどう規定されているのか？③
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薬事法第１４条第５項
承認申請書に添付された資料が信頼性の基

準に適合するかどうかについての書面による調
査又は実地の調査を行うものとする。

薬事法第１４条の２第５項
厚生労働大臣は機構に第１４条第５項の調査

を行わせることができる。

関連法規にはどう規定されているのか④

信頼性保証部
の業務
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・治験総括報告書＝臨床試験（治験）の成果物

CRF

GCPを遵守した治験の実施

総括
報告書

データ解析

治験薬の有効性・安全性を評価する内容が
中心となるが、その前提となるGCPの遵守状
況についても記載される。

CRF
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・治験総括報告書

＝申請資料（CTD；Common Technical Document）の構成要素

・ 複数の臨床試験を実施した場合にはそれぞれの

治験総括報告書が作成され、申請パッケージを構成する

－事例－ （ある糖尿病治療薬の承認申請資料のCTD第5部）

5.3.5.1.1
Z‐123の糖尿病患者を対象としたプラセボを対照とする二重盲検群間比較試験

5.3.5.1.2
糖尿病患者を対象としたZ‐123のABCを対照とする二重盲検群間比較試験

5.3.5.2.1
糖尿病患者を対象としたZ‐123の長期投与試験
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治験データの流れの例

・カルテ

・看護記録

・検査伝票

・症状日記

症例報告書

データベース

SDV
入力・点検

データ修正

データ固定

記録

CRF

DB総括
報告書

解析
報告書
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22

原資料

カルテ、看護記録、検査伝票、検査画像

症例報告書（CRF）

データベース

解析報告書

治験総括報告書

GCP実地調査

適合性書面調査

GCPを遵守した治験の実施

治験の実施から治験総括報告書の作成まで
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実施医療機関における改善すべき事項の項目別推移①

（新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

事例件数

＊各年度に結果通知を発出した、実施医療機関に対する改善すべき事項の件数
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個別症例

治験実施体制

実施医療機関における改善すべき事項の項目別推移②

（新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）
事例件数
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実施医療機関への改善すべき事項の内訳（治験実施体制）①

（平成24年度 新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

＊ H24年4月～H25年3月に結果通知を発出した92品目を対象

（全14件）

治験審査
委員会
2件

治験薬の
管理
6件

業務の委託
5件

その他 1件
治験審査委員会

・継続審査の不備（第31条第2項）
・記録の保存(第34条）

治験薬の管理
・治験薬管理の不備（第39条）

業務の委託
・業務受託者との契約不備（第39条の2）

その他
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実施医療機関への改善すべき事項の内訳（治験実施体制）②

（平成20～24年度 新医薬品に係る海外調査、新GCP適用治験のみ）

＊ H20年4月～H25年3月に結果通知を発出した28品目を対象

治験薬の
管理
4件

治験分担医師等
の指名
4件

治験の契約
1件

業務の委託
1件

治験の契約
・契約書の記載事項不備（第13条）

治験薬の管理
・治験薬管理の不備（第39条）

業務の委託
・業務受託者との契約不備（第39条の2）

治験分担医師等の指名
・治験分担医師等の指名不備（第43条）

（全10件）
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実施医療機関への改善すべき事項の内訳（治験実施体制）③

（平成18～24年度 医療用後発医薬品に係る国内調査）

治験審査
委員会
3件

業務の委託
1件

治験の契約
2件

治験審査委員会
・治験審査委員会の構成等（第28条第1項）
・治験審査委員会の審査（第30条第1項）
・治験審査委員会の責務（第32条第1項）

業務の委託
・業務受託者との契約不備（第39条の2）

治験の契約
・契約書の記載事項不備（第13条第1項）

＊ H18年度上半期～H24年度下半期に結果通知を発出した67品目を対象

（全6件）
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 誤った薬剤が被験者に交付/投与されていた。

・盲検期に非盲検期の薬剤を投与。

・指示された薬剤番号と異なる番号の治験薬を投与。

・治験薬は医療機関に交付されていたにもかかわらず、同一成分
の市販薬を投与。

・他の治験用の治験薬を投与。

・温度規定を逸脱して管理された治験薬を治験依頼者への確認
等を 行わず投与。

・回収した使用済みの治験薬（バイアル）を再度投与。

・被験薬を交付すべきところ対照薬を交付。

 割り付けられた割付番号の治験薬が被験者に投与されたこ
とを示す記録を作成していなかった。

治験薬の管理に関する事例
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業務の委託に関する事例

 治験施設支援機関（SMO）との業務委受託契約書にGCP第39条
の2第2号から第6号に係る事項の記載がなかった。

 治験の実施に係る業務の一部（○○検査）を他の医療機関に委託
していたが、適切な業務委受託契約が結ばれていなかった。
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 治験期間が1年を超える場合の治験継続の適否の審査（年1回以
上）について、IRBは審査していなかった、あるいは迅速審査により審
査していた。

 治験実施計画書の変更や安全性情報に関する情報を受けて説明
文書が改訂されたが、これについてIRBは迅速審査により審査してい
た。

 治験依頼者から通知された安全性情報について、IRBは治験を継
続して行うことの適否について審査していなかった、あるいは迅速審
査で審査していた。

 治験協力者がIRB委員として審議・採決に参加しており、当該委員
を除くと出席員数がIRBの成立要件を満たしていなかった。

 IRBの会議の記録が審議結果のみの記載であり、議事要旨が記載
されていなかった。

 治験の継続について審査していたが、当該医療機関の長に対し、
当該審査に係る意見を文書により述べていなかった。

治験審査委員会（IRB）に関する事例
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（平成24年度 新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

実施医療機関への改善すべき事項の内訳（個別症例）①

＊ H24年4月～H25年3月に結果通知を発出した92品目を対象

治験実施計画書
からの逸脱

34件

症例報告書
7件

被験者の同意
12件

記録の保存
4件 被験者の選定

4件
記録の保存（第41条第2項）

・保存不備（診療録、検査報告書等）

被験者の選定（第44条）
・選択･除外基準不遵守等

治験実施計画書からの逸脱（第46条第1項）
・投与規定不遵守、併用禁止薬使用
・治験実施計画書規定項目の未実施等

症例報告書（第47条第1項）
・症例報告書への記載不備

（検査結果・有害事象・併用薬）

被験者の同意（第50条～54条）
・同意取得の不備（第50条）
・継続参加確認不備（第54条）等

（全61件）
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（平成20～24年度 新医薬品に係る海外調査、新GCP適用治験のみ）

実施医療機関への改善すべき事項の内訳（個別症例）②

＊ H20年4月～H25年3月に結果通知を発出した28品目を対象

治験実施計画書
からの逸脱

28件

症例報告書
15件

被験者
の同意
5件

記録の保存
4件 被験者

の選定
3件

記録の保存（第41条第2項）
・保存不備（診療録、検査報告書等）

被験者の選定（第44条）
・選択･除外基準不遵守等

治験実施計画書からの逸脱（第46条第1項）
・投与規定不遵守、併用禁止薬使用
・治験実施計画書規定項目の未実施等

症例報告書（第47条第1項）
・症例報告書への記載不備

（検査結果・有害事象・併用薬）

被験者の同意（第50条～54条）
・同意取得の不備（第50条）
・継続参加確認不備（第54条）等

（全55件）
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（平成18～24年度、医療用後発医薬品に係る国内調査）

実施医療機関への改善すべき事項の内訳（個別症例）③

（全12件）

治験実施
計画書からの

逸脱
3件

症例報告書
6件

被験者の同意
3件

治験実施計画書からの逸脱（第46条第1項）
・投与規定不遵守
・併用禁止薬使用
・治験実施計画書規定項目の未実施等

症例報告書（第47条第1項）
・症例報告書への記載不備

（検査結果・有害事象・併用薬）

被験者の同意（第50条～54条）
・同意文書等への署名等（第52条第1項）
・再同意の未取得（第54条）等

＊ H18年度上半期～H24年度下半期に結果通知を発出した67品目を対象
34



 被験者背景がIVRS/IWRSに誤って入力され、当該情報に基づき割
付が実施されていた。

 治験実施計画書で定められた検査が実施されていなかった。

 臨床所見スコアが中止基準に達しているにもかかわらず、試験が
継続されていた。

 検査結果を確認する前に治験薬が投与されていた。

 検査結果により治験薬の投与量の増減が規定されているにもかか
わらず、遵守されていなかった。

 盲検性維持のため、治験薬投与期間中は検査項目○○は院内検
査で測定しないことが規定されていたが、院内で測定していた。

 主要評価を実施するためのＣＴ撮影が規定された撮影条件（スライ
ス厚等）で実施されていなかった。

 臨床検査検体の中央測定機関への提出が遅れ欠測となった。

治験実施計画書からの逸脱に関する事例
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症例報告書に関する事例

 症例報告書に記載された検査値が、原資料（検査報告書）と異
なっていた。

 有害事象○○が発現し、△△が投与されていたが、症例報告
書に有害事象及び併用薬として記載されていなかった。

 有害事象治療のための予定外来院による診察を受けていたが、
症例報告書に当該有害事象が記載されていなかった。

 治験薬の投与状況について、原資料と症例報告書の不整合が
認められた。
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被験者の同意に関する事例

 治験実施計画書に規定された投与前検査を同意取得に先立っ
て実施した。

 前治療薬のＷａｓｈ-ｏｕｔを同意取得に先立って実施した。

 同意文書の被験者日付欄を被験者本人が未記載であった。

 治験協力者が補足的な説明を行っていたにもかかわらず、同意
文書に署名していなかった。

 説明文書を改訂したが、治験参加中の被験者に対して、文書に
よる再同意を得ていなかった。また、新たな被験者の登録に際し、
改訂前の説明文書が使用されていた。

 説明文書に記載のない再検査を行うことに関し、被験者へ情報
提供し、同意を得た旨を文書に記録していなかった。
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記録の保存に関する事例

 『診療録』が保存されていなかった。

 『同意文書』が保存されていなかった。

 『患者日誌』が保存されておらず、有効性評価、安全性評価項
目の根拠が確認できなかった。

 『○○スコアシート』が保存されておらず有効性の副次評価項目
の根拠が確認できなかった。

 『治験薬の投与時刻、採血時刻』及び検体処理が治験実施計
画書に従って実施されたことを示す記録が確認できず、得られた
動態解析結果の信頼性が担保できなかった。

• 治験終了後（特に直接閲覧終了後）にあまり注意が払われず、紛失して
しまうケースが見られる（画像フィルム、検査結果など）。

• 医師法等では、診療録は5年間、その他の記録は3年間の保存義務が規
定されているが、最終来院から5年間受診がなかった被験者の治験に係る
記録が含まれている診療録等を廃棄しているケースが見られる。
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被験者の選定に関する事例

 スクリーニング検査の結果が選択基準を満たしていなかった。

 除外基準に規定された併用禁止薬の投与及びＷａｓｈ-ｏｕｔ期間
が遵守されていなかった。

 既往歴・合併症が除外基準に抵触していた。

 臨床検査値が除外基準に抵触していた。

 治験薬投与前に変更が禁止されていた前治療薬の用量が変更
されていた。

• 通常診療ではあまり実施しない検査項目や、同意前の過去の履歴に関
する規定を見落としてしまうケースが多い。

• 担当医師が、選択・除外基準を独自に解釈してしまうケース、通常の診療
の経験から問題ないと判断し、組み入れてしまうケースも見られる。
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医師主導治験特有の事例

 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、監査計画書を実
施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければなら
ないが、提出していなかった。 （GCP第15条の7）

 治験審査委員会は、監査計画書が提出されていないまま、治
験の実施について審査し、問題ない旨の意見を述べていた。

（GCP第32条第1項）

 実施医療機関の長は、モニタリング報告書又は監査報告書を
受け取っていたが、治験が適切に行われているかどうか又は適
切に行われていたかどうかについて、治験審査委員会の意見を
聴いていなかった。 （GCP第31条第4項）

医師主導治験に関する事例
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本日の内容

１．はじめに

２．関連法規等と信頼性保証

３．治験におけるデータの流れ

４．医療機関における事例

５．留意点～QMの観点から～



重要なのは・・・

• 被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向
上に配慮されているか

• 臨床試験の科学的な質及び成績の信頼性が確保
されているか

～「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて第1条 1より～
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臨床試験の質に影響する
大きな二つの要因

• プロトコル

• 治験実施体制
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プロトコルの正しい理解⇒適切な実施体制

• 実施可能性の吟味（適切な契約の締結）
• 収集するデータの内容（検査項目、求められる
精度等）

• 適切な業務分担
• 被験者組み入れの適切性
• 想定しうる状況への対応策（併用療法、併用薬、
併用禁止薬等の管理等）

• 想定外の事態発生時の対応

・・・
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あたりまえですが・・・

プロトコルに従った治験の実施

が大切です。

治験 ≠ 医療行為 であることにご留意ください。
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FAS解析とPPS解析

FAS＝Full Analysis Set

PPS＝Per Protocol Set

Intention‐to‐treat の原則*に可能な限り近づけた被験者集団。最大の解析対象

集団は、ランダム化が行われた全被験者から、除くべき理由のある最低限の被験
者を除外した集団である。

データの集合であり、そのデータは基礎となる科学的モデルに従い試験治療の効
果をよく示すと十分考えられる程度に治験実施計画書を遵守した部分集団から得
られる。遵守には、試験治療への曝露、測定値の利用可能性及び大きな治験実
施計画書違反がないことが含まれる。

「臨床試験のための統計的原則」について
（平成10年11月30日医薬審第1047号）より

＊Intention‐To‐Treat の原則 Intention‐To‐Treat Principle
治療に用いる治療方針により得られる効果は、実際に受けた試験治療ではなく、被験者を治療しようと

する意図（予定した試験治療規定）に基づくことにより最もよく評価できる、ということを主張する原則。こ
の原則から、一つの試験治療グループに割付けられた被験者は、予定した試験治療のコースを遵守した
かどうかにかかわらず、割付けられたグループのまま追跡され、評価され、解析されるべきであることが
導かれる。
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一般に、二つの解析集団が著しく乖離するのは、治験実施
計画書が遵守されていない場合、治験実施計画書に不備が
ある場合などが考えられる。どちらも試験の信頼性を損なうも
のであることから、試験の計画、実施に当たっては二つの解
析集団ができるだけ一致するよう努力すべきである。このため
には、すべての被験者を可能な限り追跡することも重要であ
る。また、何らかの原因により二つの解析対象集団に乖離が
生じた場合には、乖離の原因を明らかにしてそれが結果の偏
りをもたらす可能性を吟味し、さらに二つの集団で解析結果が
どのように異なるかを検討する必要がある。

FAS解析とPPS解析

「臨床試験のための統計的原則」について
（平成10年11月30日医薬審第1047号）より
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監査の目的

治験の品質保証のために、治験が本基準、治験実施計画書及び手
順書を遵守して行われているか否かを通常のモニタリング及び治験
の品質管理業務とは独立・分離して評価することにある。

品質保証業務

参考：モニタリングと監査の違い

モニタリングの目的

被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上が図られている
こと、治験が最新の治験実施計画書及び本基準を遵守して実施さ
れていること、治験責任医師又は治験分担医師から報告された治
験データ等が正確かつ完全で原資料等の治験関連記録に照らして
検証できることを確認する。

品質管理業務

48



4 治験依頼者は、治験に係る検体等の検査機関（実施医療機関の検査室等を含む
。）において、検査が適切に実施されて治験に係るデータが信頼できることを保証
するため、当該検査機関における精度管理等を保証する記録等を確認すること。

なお、確認すべき検査の範囲や具体的な確認方法は、各検査データの当該治験
における位置づけ（主要評価項目であるかどうか等）を考慮し、治験依頼者と実施
医療機関との間で取り決めること。

薬食審査発１２２８第７号
平成24年12月28日

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」

（GCP第4条第1項）
治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施医療機関及び治験
責任医師の選定、治験薬の管理、副作用情報等の収集、記録の保存その他の治
験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

◆精度管理上、確認すべき範囲

「治験における臨床検査等の精度管理に関する基本的考え方について」

事務連絡 平成２５年７月１日

治験関係通知の改正等に関する留意事項①
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◆リスクに基づくモニタリングの実施

「リスクに基づくモニタリングに関する基本的考え方」

事務連絡 平成25年7月1日

（GCP第21条第1項）
治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタ

リングを実施しなければならない。
（GCP第26条の７第１項）

自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、（中略）、当該手
順書に従って、モニタリングを実施させなければならない。

５．（略）臨床研究中核病院等が当該実施医療機関及びその他の施設において治験
の実施（データの信頼性保証を含む。）を適切に管理することができる場合におい
ては、必ずしも全ての治験データ等について原資料との照合等の実施を求めるも
のではないこと。

薬食審査発１２２８第７号
平成24年12月28日

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」

治験関係通知の改正等に関する留意事項②

実施医療機関においても、リスクに基づくモニタリング及びSDV手法の目的及び手続
きについて十分に理解していることが必要である。 50



治験の円滑な実施には・・・

治験責任医師 IRB/EC

依頼者（製薬企業等）

治験事務局

治験分担医師・
治験協力者

被験者

関係者の自覚と相互協力が欠かせません。 51



ご清聴ありがとうございました

osawa‐tomoko@pmda.go.jp

We try to help improve public health by watching the pre‐approval and 
post‐marketing stages also from inspectors’ point of view.

引き続き、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます
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