
被験者保護の現状
ｰ 適合性調査を実施する立場から ｰ
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信頼性保証部 近藤恵美子
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第32回日本臨床薬学会年会 パネルディスカッション
治験における被験者保護の現状と今後のあり方

既に本学会利益相反委員会に申告しましたように、本演題発表に
関連して、開示すべきCOI関係にある企業等はありません



治験と臨床研究

治験
（ＧＣＰを遵守）

臨床研究
（臨床研究に関する倫理

指針を遵守）

臨床試験

医薬品等の承認
申請のために提
出する資料のう
ち、臨床試験の
試験成績に関す
る資料の収集を
目的とする試験
(薬事法で規定）
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治験に関する薬事法上の規制
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治験の依頼

治験の届出

治験の実施

承認申請

・GCPの遵守義務

・治験の届出義務、30日経過後に開始
・PMDAは厚生労働大臣の委託を受け、
保健衛生上の危害発生を防止するため
の調査（いわゆる「30日調査」）を実施

・GCPの遵守義務
・厚生労働大臣は必要と認めるときは立
ち入り検査を実施

・PMDAは厚生労働大臣の委託を受け、
承認申請資料のGCP等への適合状況を
書面調査/GCP実地調査において確認



1985年 旧GCP（案）公表

1990年 旧GCP（厚生省薬務局長通知）施行

1996年 薬事法改正
・治験届出の制度化
・GCPの法制化、GCP調査の法制化 等

1997年 新GCP施行
・治験総括医師制度廃止
・IRBの機能強化（外部委員、審査事項の増加 等）
・被験者の同意などの人権保護の充実
・モニタリング・監査の強化 等

2003年 GCP省令改定（医師主導治験導入）

2005年 医療機器GCP施行

2006年 GCP省令改定（IRB関連）

2008年 GCP省令改定（IRB関連、安全性情報の取扱い）

GCPと治験関連規制の経緯（主なもの）
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承認審査のプロセス
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申請者

PMDA
○チーム審査
○適合性調査
( 書面調査、GCP実地調査 etc. )

外部専門委員

専門協議

薬事・食品衛生審議会大臣

厚生労働省
諮問

答申

承認
承認申請

審査報告書
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適合性書面調査、GCP実地調査の位置づけ

医療機関が保存
する記録

（診療録等）

治験依頼者が保
存する記録

（症例報告書等）

承認申請資料

GCP実地調査 適合性書面調査

治験実施体制
（IRB、治験施設
支援機関含む）

治験実施体制
（開発業務受託

機関含む）

医療機関 治験依頼者

原資料から承認申請資料までの信頼性を保証
（ GCP、薬事法施行規則第43条信頼性の基準）
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臨床試験成績の適合性調査の視点（１）

ニュルンベルグ綱領
被験者が、理解し納得した上で自由な選択をできる状況下での自発的な同
意が絶対に必要であり、意思決定をする前には危険性等の全ての情報が与
えられなければならない。

ヘルシンキ宣言
人間を対象とする医学研究においては、個々の研究被験者の福祉が他の

すべての利益よりも優先されなければならない。

ベルモント・レポート
『人格の尊重』『善行』『正義』から構成される３つの基本原則。

 被験者の人権、安全性、福祉の保護
 試験の科学的な質の確保
 得られた結果の信頼性の保証

Good
Clinical

Practice
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原資料から、被験者の人権、安全性及び
福祉の保護のもとに、被験者の様々な非定
型な情報をプロトコルというルールに従い、
科学的な質と成績の信頼性が確保された治
験が実施されたか、を検証

主要評価項目等の有効性評価や死亡例等
重篤な有害事象の発生など安全性評価に係
わる項目に影響を及ぼす事例かどうかを判
断して、試験の信頼性を保証

臨床試験成績の適合性調査の視点（2）



同意

再同意

被験者の選定

プロトコールの逸脱（被験者への影響を重視）

副作用等発生時の対応

被験者に対する補償措置

その他、被験者への影響を考慮

2011.12.1 第32回日本臨床薬理学会年会
9

被験者保護の視点からの調査ポイント



同意取得に関する事例（審査報告書から抜粋）

Ⅲ. 機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査
結果及び機構の判断
２．GCP実地調査結果に対する機構の判断

薬事法に基づき、・・・・・その結果、・・・が実施された一部の
治験実施医療機関において、治験実施計画書で認めていない
代諾者による同意取得が行われており、その詳細も不明で
あったことから、該当する２症例についてGCP不適合とするこ
ととした。
・・・・・・・・。
以上の結果から、GCP不適合とした２症例について承認申

請資料から削除した上で、審査を行うことについては、支障の
ないものと判断した。
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再同意に関する事例（審査報告書から抜粋）

Ⅲ. 機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査
結果及び機構の判断
２．GCP実地調査結果に対する機構の判断
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・・・・・、その結果、一部の治験実施医療機関において、・・・・
治験責任医師は治験開始後に治験依頼者より伝達された安
全性に関する情報に基づき説明文書を改訂していたが、被験
者に対し当該情報を提供しておらず参加継続の意思確認を行
なっていなかった事例が認められた。・・・・・・・・・・・

・・・、認められたが、提出された承認申請資料に基づき審査を
行うことについては、支障のないものと機構は判断した。



被験者となるべき者の選定
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選択基準：
試験の結果、試験治療の有効性が示された場合にそ
の治療を 適用できる対象集団

除外基準：
選択基準で示される対象集団に属するが、試験に組み
入れることが倫理的でないか、試験で必要な有効性・
安全性の影響を及ぼすと判断される集団

ＧＣＰの精神から、被験者の選定基準/除外
基準と中止基準の不遵守は、特に重要



除外基準等の逸脱の事例

スクリーニング検査の結果の未確認

スクリーニング検査が選択基準を満たしていない

併用禁止薬の投与及びWash-out期間の不遵守

除外されるべき既往歴、合併症の未確認

当該治験と他の医薬品候補物質を投与する臨床研
究が同時に実施されている

被験者の登録時までに実施することと定められて
いる染色体異常試験が実施されていない

治験責任医師等が被験者となっている
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除外基準に関する事例（審査報告書から抜粋）

Ⅲ. 機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査
結果及び機構の判断
２．GCP実地調査結果に対する機構の判断
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提出された資料（・・・・・・）に対してGCP実地調査が実施され、その結果、一部の

治験実施医療機関において、治験実施計画書に規定された除外基準に抵触する

被験者が組み入れられた事例をGCP不適合と判断した。

また、一部の治験実施医療機関において、治験依頼者より通知された予測で

きない副作用等に係る治験継続の可否について治験審査委員会の調査審議が

手順書に従っていなかった事例、治験実施計画書からの逸脱（併用禁止薬の投

与）が認められた。治験依頼者において・・・・・・・・・・・・。

以上の結果から、GCP不適合とした１症例について承認申請資料から削除等の

措置を講じた上で、審査を行うことについては、支障のないものと機構は判断した。



被験者の倫理性、安全性に係わるプロトコルからの逸脱の例
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スクリーニング検査を被験者の同意に先立って実施

中止基準の判定のために定期的に定められた心電図検査が一部の時

期に実施されていない

 継続投与の条件と定められている、白血球数の維持範囲が遵守されて

いない

 ヘモグロビン値により投与量の増減が規定されているにも関わらず遵
守されていない。

 休薬期から再投与に移行するための条件を満たしていない

 減量基準が遵守されていない

 主要評価項目である観察項目が一部の時期に実施されていない

 対照薬を投与すべき期間に被験薬を投与 等



安全性情報の伝達に関する事例（審査報告書から抜粋）

Ⅲ. 機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査
結果及び機構の判断
２．GCP実地調査結果に対する機構の判断
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薬事法の規定に基づき承認申請書に添付すべき資料
（・・・・・・）に対してGCP実地調査が実施した。その結果、治験

依頼者において、重篤で予測できない副作用等の情報入手か
ら治験責任医師及び治験実施医療機関の長への通知が直ち
に実施されていない事例が認められた。

以上の改善すべき事項は認められたものの、全体として
GCPに従って行われたと判断されたことから、提出された承認

申請資料に基づいて審査を行うことについて支障はないものと
機構は判断した。



治験中の副作用等の発生時の対応
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治験依頼者には、重大な責務（治験薬の安全性を継
続的に評価する責任）が課せられている

治験責任医師は、治験薬との因果関係を問わずすべての重篤な有害事象
を実施医療機関の長に文書により直ちに報告する必要があり、また治験依頼
者にも通知しなければならない

治験依頼者は、治験薬概要書から予測性（未知or既知）を判断し、

☛ 薬事法施行規則第273条に基づく報告を厚生労働大臣に

☛ ＧＣＰ第20条に基づく通知を実施医療機関の長、治験責任医師に

それぞれ定められた時間内に行わなければならない。

（GCP第20条、施行規則第273条）



治験責任医師に関する事例（審査報告書から抜粋）

Ⅲ. 機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査
結果及び機構の判断
２．GCP実地調査結果に対する機構の判断
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・・・・・、その結果、一部・・・・・・・・治験実施期間中に治験責任
医師が不在となったにも関わらず治験を継続していた件に関し、
当該医療機関の長及び治験責任医師は適切な措置を講じてい
なかった。このことに関して治験依頼者は、当該医療機関が
GCP及び治験実施計画書の不遵守ならびに治験の契約に違反

することを認めていたにも関わらず、当該実施医療機関と治験
の契約の解除及び中止等の適切な措置を講じていなかった。以
上から、当該実施医療機関で実施された２症例をGCP不適合と
した。



治験依頼者への改善すべき事項の項目別推移1)
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副作用情報の伝達関連

モニタリング関連

1)治験依頼者に対する改善すべき事項の件数（海外調査を除く）
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• 治験実施計画書の不十分な記載に起因する逸脱の
発生（GCP第7条第1項）

• モニタリング不備（GCP第21条、第22条）

– 原資料と症例報告書との不整合、治験実施計画書からの逸脱、IRB
審査不備、
同意取得に関する不備等について、

• 把握していない

• 把握していたが、了承をしている

• モニタリング報告書等に適切な記録を残していない

• 未知重篤な副作用情報の実施医療機関への伝達遅
延（GCP第20条第3項）

治験依頼者への改善すべき事項の事例

20
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実施医療機関に対するGCP実地調査件数の推移
（新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

医療機関数 ％
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調査実施医療機関数

うち、改善すべき事項を

通知した医療機関数

改善すべき事項を通知

した医療機関数の割合

＊各年度に結果通知を発出した実施医療機関数（延べ数） 21
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調査実施医療機関における改善すべき事項の項目別推移

22

（新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）
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＊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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実施医療機関への改善すべき事項の内訳（治験実施体制）
（平成22年度 新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

治験薬の

管理

5件（19%）

業務の委託

9件（33%）

（全27件）

治験審査
委員会

13件（48%）

治験審査委員会
・手順書に従った審議の不備（第28条第2項）：7件
・継続審査の不備（第31条第2項）：1件
・審議方法の不備（第32条第2項（第3項））：5件

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）

＊ H22年4月～H23年3月に結果通知を発出した品目を対象 23
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（平成22年度 新医薬品に係る国内調査、新GCP適用治験のみ）

記録の保存

9件（8%）

被験者の

選定

11件（10%）

治験実施計画

書からの逸脱

43件（40%）

症例報告書

22件（21%）

被験者の

同意

20件（19%）

その他

2件（2%）

（全107件）

実施医療機関への改善すべき事項の内訳（個別症例）

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）、
・再同意の未取得（第54条）等

その他

＊ H22年4月～H23年3月に結果通知を発出した品目を対象 24
2011.12.1 第32回日本臨床薬理学会年会



• 厚生労働科学研究/治験に係る健康被害発生時の
被害保護に関する研究の実施（2011年4月報告書）

• GCP運用通知改正（2011年10月）

• 治験等の効率化に関する報告書発出（2011年5月）

• 臨床研究治験活性化に関する検討会の開催

（2011年8月～）

• 厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会におい
て医薬品等の制度改正について検討（2011年3月～）
※薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の

あり方検討委員会の最終提言（2010年4月）を踏まえた検

討の実施

薬事行政に関する最近の話題

2011.12.1 第32回日本臨床薬理学会年会
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