
GCP省令改正とその他の話題
‐信頼性保証の観点から‐

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

信頼性保証部 大澤 智子



本日の内容
１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今度の課題～
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１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今後の課題～
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政府全体としての戦略と
これからの臨床研究・治験活性化への取り組み
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日本再生戦略

臨床研究・治験活性化

５か年計画2012

医療イノベーション５か年戦略

【ライフ成長戦略】 【2015 年度の中間目標】

○治験届出数 800件（うち国際共同治験数150件、医師主導治験数

20 件）

○新医療機器承認数 30件



日本再生戦略（平成24年7月31日閣議決定）

【2015 年度の中間目標】
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2011年度 2015年度

創薬支援ネットワークによる支援対象の検討シーズ
数

０ 累計１００

治験届出数 ６２８ ８００

国際共同治験数 １２１ １５０

医師主導治験数 ６ ２０

新医療機器承認数 ２５．２
（機器については過去
5年間の平均値を示

す）

３０

ヒト幹細胞を用いた研究の臨床研究又は治験への
移行

約１０（※）

※文部科学省「再生医療の実現化ハイウェイ」、「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」において、
臨床研究に移行するものの数



医療イノベーション５か年戦略
（平成24年6月6日医療イノベーション会議策定）

1. 研究資金の集中投入
2. 中小・ベンチャー企業の育成
3. 医薬品・医療機器開発支援体制の整備
4. 臨床研究・治験環境の整備

⇒「臨床研究・治験活性化５か年計画2012」に
基づき環境整備、体制構築

5．審査の迅速化・質の向上
6．イノベーションの適切な評価
7．アジアとの連携・グローバル市場の獲得
8．希少疾病や難病などへの対応

6



95

71
54 52

63

43
60 60

56

96
105 107 109

119 121
132

722

500

406

391

463 424 438

361

414

497 504
530

495

553

616 628

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

これまでの治験活性化計画と治験届出数の推移（医薬品）これまでの治験活性化計画と治験届出数の推移（医薬品）

初回届出数

初回治験届出数

治験届出数

新GCP公布 全国治験
活性化

３カ年計画
（１年延長）

2012  2013  2014  2015  2016

新たな
治験活性化
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臨床研究・
治験活性化
５か年計画

2012
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臨床研究・治験活性化5カ年計画2012

日本の医療水準の向上

日本発のイノベーションを世界に発信
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文部科学省・厚生労働省 平成24年3月30日策定

 日本の国民に医療上必要な医薬品、医療機器を
迅速に届ける

 日本発のシーズによるイノベーションの進展、
実用化につなげる

 市販後の医薬品等の組み合わせにより、最適な
治療法等を見出すためのエビデンスの構築を進める



注） 主なものを抜粋。
本計画では、今後２～３年以内に達成すべき事項を「短期的に目指すこと」、

今後５年以内に達成、又は検討に着手すべき事項を「中・長期的に目指すこと」と整理

文部科学省・厚生労働省 平成24年3月30日策定

臨床研究・治験活性化5カ年計画2012の概要

９年間の活性化計画を踏まえた更なる飛躍と自立
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・治験ネットワークの促進 （共同IRBの活用・ネットワーク事務局の機能強化 等）

（１）症例集積性の向上

（２）治験手続きの効率化

（３）医師等の人材育成及び確保

（４）国民・患者への普及啓発

（５）コストの適正化

（６）IT技術の更なる活用等

・臨床研究・治験の意義に関する普及啓発

・CRC、IRB委員等を対象とした継続的な研修
・臨床研究・治験に精通する医師やその他の医療関係職種の育成

・「治験等の効率化に関する報告書」に記載された方策の徹底

・出来高払い制度の徹底と治験のコストの適正化についての検討

・IRB等の業務のIT化



文部科学省・厚生労働省 平成24年3月30日策定

臨床研究・治験活性化5カ年計画2012の概要

日本発の革新的な医薬品、医療機器等創出に向けた取組（イノベーション）
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（橋渡し研究支援拠点、早期・探索的臨床試験拠点、臨床研究中核病院、日本主導型グローバル臨床研究拠点）

（１）臨床研究・治験の実施体制の整備

・質の高い臨床研究等を実施する拠点の整備

（２）臨床研究における倫理性及び質の向上

・「臨床研究に関する倫理指針」とその他の指針との関係整理

・被験者保護に加え、臨床研究の質に関する規定についても検討

・倫理審査委員会の審査の質の向上推進（倫理審査委員会の認定制度の導入等）

（４）大規模災害が発生した際の迅速な対応

・災害発生時の被験者の安全やデータの信頼性の確保

（３）開発が進みにくい分野への取組の強化等

・小児疾患、希少・難治性疾患、医療機器、先端医療への取組等
・質の高い臨床研究に対する研究費等の優先的配分
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「臨床研究・治験活性化５か年計画2012 アクションプラン」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/chiken/dl/121025_3.pdf



治験／ＧＣＰをめぐる最近の動き

 統一書式通知の改正 （平成24年3月）

 臨床研究・治験活性化５カ年計画2012及びアクションプランの
策定（平成24年3月及び10月）

 ＧＣＰ省令の改正案について意見募集 （平成24年4月～5月）

 医療イノベーション５カ年戦略の策定 （平成24年6月）

 適合性書面調査及びGCP実地調査の実施手続通知の改正
（平成24年10月）

 医師主導治験推進のための各種通知の改正

 ＧＣＰ省令改正、運用通知廃止、運用ガイダンス新規発出
（平成24年12月）
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１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今後の課題～
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※1 ○医師主導治験の規定の整備
○業務委託の範囲の明確化 etc

GCP省令の一部改正

（医師主導治験及び治験に関する業務委託について規定）※12003年

「医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP）」制定の主な経緯

1989年 「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」を局長通知として公表・運用開始

1996年 改正薬事法の公布（GCPに関する根拠規定の創設）

1997年 薬事法に基づく「医薬品の臨床試験の実施に関する省令（GCP省令）」を公布・施行

「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について（運用通知）」の発出

2002年 改正薬事法の公布（医師主導治験に関する根拠規定を創設）

※2 ○治験薬概要書の翻訳等の負担軽減
○治験調整医師による副作用等報告書の一元化 etc

※3 ○実施医療機関での専門家確保が難しい場合、外部IRBを活用可能
○一定の要件を満たすNPO法人もIRB設置者になることが可能 etc

※4 ○IRB議事概要の公開の義務化 etc

GCP省令の一部改正

（IRBに関する規定の改正）※３

2006年

2008年 GCP省令の一部改正

（IRBに関する規定の改正）※4

2011年 GCP運用通知の一部改正

（精度管理・治験契約等に関する
規定の改正）※5

※5 ○治験依頼者は検査機関における精度管理を確認
○治験契約や計画書において必要性が低い項目を削除 etc

GCP運用通知の一部改正

（医師主導治験の運用改善）※2

2005年 「治験のあり方に関する検討会」を設置

1996年 ICH‐GCP最終合意

1990年 ICHの創設

GCP省令一部改正・GCP運用通知廃止・GCPガイダンス発出2012年



必ずしも必要でない過剰な手続きを省略し、

治験の効率化を図る

医師主導治験活性化のための運用改善

ICH‐GCPとの整合性を図り、医薬品治験手続きの
効率化を目指す

医薬品の治験手続きの効率化とともに、医療機
器GCP省令についても同様に検討する

 運用通知はガイダンスであり、ガイダンスに示
した運用以外も可能であることを明確化する

15

薬事法施行規則・GCP省令改正、運用通知廃止及び
運用ガイダンス新規発出の背景



平成23年10月24日付 GCP運用通知改訂
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• 主な改訂内容

① 精度管理＊

② 症例報告書の見本

③ 治験の契約＊

④ 治験分担医師及び治験協力者のリスト ＊

⑤ 保存すべき文書又は記録

⑥ 症例報告書の作成等

＊「精度管理」「治験の契約」「治験分担医師及び治験協力者のリスト」については後述
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（GCP第１０条第１項 解説１（３））

症例報告書の見本（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が
十分に読み取れる場合は、当該治験実施計画書をもって症例報告書の見本に関
する事項を含むものと解してよい。）

症例報告書の見本

*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所
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 治験実施計画書について、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れるよ
うな場合にあっては、当該治験実施計画書が症例報告書の見本に関する事項を
含むものとして、症例報告書の見本に係る運用の記載を整備した。

 治験の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者が実施医療機
関の長に提出することとされている症例報告書の見本については、当該治験実
施計画書等を提出することでよいこととした。



（GCP第12条 解説）

6 受託者たる開発業務受託機関は、業務終了後も開発業務受託機関で継続して
保存すべき文書又は記録（データを含む）及びその期間を治験依頼者との契約
書に定めること。なお、保存すべき期間については、第26 条を参照のこと。

7 受託者たる開発業務受託機関は、法第14 条第５項後段及び法第80 条の2 
第7 項の規定による調査等の対象となる。治験依頼者は、規制当局による調査
時に開発業務受託機関が保存すべき文書又は記録（データを含む）の全ての記
録を直接閲覧に供することを、開発業務受託機関との治験の契約書に明記する
こと。

8 受託者たる開発業務受託機関は、治験依頼者が行う監査及び規制当局による
調査を受け入れること。受託者は、治験依頼者の監査担当者及び規制当局の求
めに応じて、保存すべき文書又は記録（データを含む）の全ての治験関連記録
を直接閲覧に供すること。

 開発業務委託機関が受託した業務に関し、作成した保存すべき文書又は記録
（データを含む。）については保管しなければならないこと及び監査等の調査
において直接閲覧に供さなければならないことを明確化した。
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保存すべき文書又は記録



（GCP第41条第1項）

２ 治験責任医師は、治験の実施に係る文書又は記録を実施医療機関の長の指
示に従って保存すること。なお、これら保存の対象となる記録には、治験の
実施に関する重要な事項について行われた治験依頼者との書簡、会合、電話
連絡等に関するものを含む。

 ICH-GCP においても求められていることを明確化した。

 モニタリング報告書を実施医療機関に提供することを求めるものではない。

 治験実施計画書からの逸脱、適格性の確認、治験実施計画書の解釈、報告書提
出前の重篤な有害事象の電話連絡（第一報）、被験者の安全性に関わる事項等
について、実施医療機関側が治験依頼者と電話、メール等で連絡した場合、そ
の連絡記録を残すことを意味する。

20

保存すべき文書又は記録



（GCP第47条第3項）

１ 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書について、
その内容を点検し、問題がないことを確認したときに、記名押印又
は署名すること。治験分担医師が行った症例報告書の変更又は修正
について、治験責任医師が点検し、問題がないことを確認したとき
を含む。

症例報告書の作成等

*運用通知文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所
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治験分担医師が作成した症例報告書について、治験責任医師が点検し、記名押
印または署名する時期について、症例報告書に記載した内容に問題がないこと
を確認したときとした。
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平成24年12月28日付
GCP省令等改正及びガイダンス発出



• 主な改正内容

① 自ら治験を実施しようとする者及び実施する者の
定義（省令）

② 治験の依頼及び管理に係る業務の委託の範囲

（施行規則、省令及びガイダンス）

③ 治験の契約（省令及びガイダンス）

④ 治験薬管理の手順書の交付方法（省令）

⑤ 副作用等報告（施行規則、省令及びガイダンス）

⑥ その他
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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】

GCP省令第2条第22項、第23項関係

自ら治験を実施しようとする者及び自ら治験を実施する者として
治験責任医師だけでなく、多施設共同治験において代表して
治験の届け出をする（した）治験調整医師も含めることとした。

ただし、説明文書の作成（第15条の6）、実施医療機関の長への
文書の事前提出等（第15条の7）、委嘱文書の作成（第26条の4）に
ついては、治験責任医師に限ることとした。

※自ら治験を実施する者のうち、治験責任医師と治験調整医師で分担して

治験業務を行う場合は、手順書等で業務の分担を明確にしておく。

自ら治験を実施しようとする者及び実施する者の定義

24



治験調整医師および治験調整委員会に関する定義

（GCP第2条）

15. （略）

16.この省令において「治験調整医師」とは、一の治験実施計画書に基づき複数
の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者（第18項に規定す

る「治験依頼者」をいう。次項において同じ。）又は自ら治験を実施する者に
より当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験
の細目について調整する業務（以下この条において「調整業務」という。）の
委嘱を受け、当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう。

17.この省令において「治験調整委員会」とは、一の治験実施計画書に基づき複

数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者又は自ら治験を
実施する者により調整業務の委嘱を受けて当該調整業務を行う複数の医師
又は歯科医師で構成される委員会をいう。

18. （略）

25

*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所



薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】

薬事法施行規則第269条第1項第16号関係
GCP省令第7条第1項第2号等関係

治験の依頼（実施の準備）及び管理に係る業務の委託が
できる範囲を「全部又は一部」とした。

※なお、治験の実施に係る業務の委託ができる範囲は

「一部」のままで変更はない。

治験の依頼及び管理に係る業務の委託の範囲

26



薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】

GCP省令第13条第1項関係

治験の契約に当たって文書に記載する必要がある事項のうち、
以下のものを記載しなくて良いこととした。

① 治験分担医師（氏名・職名）【第6号】

② 治験責任医師の職名【第6号】

③ 目標とする被験者数【第8号】

治験の契約にあたって文書に記載する項目

27



治験の契約

・契約書への署名（23年改正）

→治験責任医師は、契約書の内容を確認

するが、必ずしも署名等は必要としない
。

・契約者（24年改正）

→実施医療機関の契約者は実施医療機

関の長又は実施医療機関長が選任した
者でも差し支えない。ただし、責任は実
施医療機関の長が負う。

28

改正前 実施医療
機関

開発業務
受託機関

治験
依頼者

三者契約

23年改正
実施医療

機関

開発業務
受託機関

治験
依頼者

二者契約

二者契約

開発業務受託
機関の業務範
囲を明確にす
ることが必要

24年改正
実施医療

機関

開発業務
受託機関

治験
依頼者

二者契約

業務が円滑に
実施できれば

可能



薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】
GCP省令第13条第2項関係

治験の文書による契約について、電磁的方法により締結する場合、
今までは実施医療機関の長の承諾を得なければならなかったが、
実施医療機関の承諾が得られれば良いこととした。

GCP省令第16条第6項、第26条の2第6項関係

治験薬の管理に関する手順書については、実施医療機関の長に
交付しなければならなかったが、実施医療機関に交付すれば良い
こととした。

電磁的方法による治験の契約

治験薬管理の手順書の交付方法

29



GCP省令・運用ガイダンスの改正

【製造販売後臨床試験手続きの効率化】

GCP省令第56条関係

製造販売後臨床試験の際、重篤ではない副作用等報告
（薬事法施行規則第253条第1項第3号に規定するもの）は
厚生労働大臣への報告のみで良いこととし、製造販売後
臨床試験責任医師と実施医療機関への通知は不要とする。

副作用等報告
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GCP省令・運用ガイダンスの改正

【ICHとの整合性】

薬事法施行規則第273条第3項関係

治験の依頼をした者は、被験薬の副作用によるものと疑われる
疾病等の副作用等症例について、ICHの合意を踏まえ、初めて
治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の
満了後2月以内に厚生労働大臣に届け出ることとする。

また、自ら治験を実施した者についても、未承認薬について初めて
治験を行う場合については同様に届け出ることとする。

副作用等報告
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GCP省令・運用ガイダンスの改正

【ICHとの整合性】

GCP省令第20条第2項関係

治験の依頼をした者は、被験薬の副作用によるものと疑われる
疾病等の副作用等症例について、ICHの合意等を踏まえ、初めて
治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の
満了後3月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に届け出る
こととする。

副作用等報告
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治験に係る副作用等症例の実施医療機関への通知
（定期報告について）

33

予測性 重篤性

国内及び外国症例

（外国症例：外国臨床試験、外国市販後自発報告等）

改正前 改正後

予測できない

（未知）

死亡・死亡
につながる
恐れ

個別（直ちに）

定期（半年ごと）

個別（直ちに）

定期（1年ごと）

その他重篤
個別（直ちに）

定期（半年ごと）

個別（直ちに）

定期（1年ごと）

予測できる

（既知）

死亡・死亡
につながる
恐れ

なし

定期（半年ごと）

なし

定期（1年ごと）

その他重篤
なし

定期（半年ごと）

なし

定期（1年ごと）

治験責任医師及び

実施医療機関の長への通知
期間満了後2ヶ月以内 期間満了後3ヶ月以内

改正前の内容は平成21年4月1日から施行
改正後については平成26年7月1日より施行



直ちに

7日以内：予測できない副作用による「死亡」、
「死亡につながる恐れのある症例」

15日以内：上記以外の予測できない重篤な副作用
予測できる「死亡」、

「死亡につながる恐れのある症例」

1年ごと：調査単位期間の満了日から2ヶ月（医療機関へは3ヶ月）以内
全ての重篤な副作用症例

治験責任医師/分担医師

治験依頼者

当局報告

当局報告

治験依頼者に課せられた重篤な副作用報告のタイムクロック
【薬事法施行規則第273条】
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平成24年12月28日付GCP省令改正内容（定期報告）は平成26年7月1日より施行。



治験に係る副作用等症例の実施医療機関への通知

35

（GCP第20条）
2.治験依頼者は、被験薬について法第80条の2第6項に規定する事項※を

知ったときには、その発言症例一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬
について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、そ
の期間の満了後3ヶ月以内に治験責任医師及び実地医療機関の長に通知
しなければならない。

３ 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書
から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師
及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

※（薬事法施行規則第273条に掲げる）副作用等の情報
*下線部は、改正時に追記・変更した箇所

4. あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が
得られている場合においては、第20条第２項及び第３項に関する通知に限り、
治験依頼者は、治験責任医師及び実施医療機関の長に加えて治験審査委員会等
にも同時に通知することができる。また、この場合においては、第40条第１
項の規定に基づき実施医療機関の長が治験審査委員会等に文書により通知した
ものとみなす。



治験審査委員会の責務

（GCP第32条第2項）

治験審査委員会及び専門治験審査委員会は、前条第１項又は第２項の規定により実

施医療機関の長から意見を聴かれたときは、治験審査委員会にあっては当該実施
医療機関において当該治験が適切に行われているかどうかを調査した上、当該実施
医療機関において治験を継続して行うことの適否を審査し、文書により意見を、専門
治験審査委員会にあっては意見を聴かれた特定の専門的事項について調査をした
上、当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる専門的事項を審査し、
文書により意見を、それぞれ意見を聴かれた事項に係る事態の緊急性に応じて速や
かに述べなければならない。
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4. 治験依頼者による治験においては、あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実
施医療機関の長の合意が得られている場合には、第20条第２項及び第３項に関する治験
を継続して行うことの適否についての意見に限り、治験審査委員会等は、実施医療機関
の長に加えて治験責任医師及び治験依頼者にも同時に文書により意見を述べることがで
きる。この場合、本条第６項の規定に基づき、治験審査委員会等の意見を実施医療機関
の長が治験依頼者及び治験責任医師に文書により通知したものとみなす。

*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所



• 改正前
（例示）

37

• 改正後
（例示）

治験審査委員会

実施医療機関の長 治験責任医師

実施医療機関の長

治験責任医師

治験依頼者

治験依頼者

安全性情報の通知

意見を聞く

意見を述べる

通知

治験審査委員会

実施医療機関の長 治験責任医師

実施医療機関の長

治験責任医師

治験依頼者

治験依頼者

安全性情報の通知

意見を述べる

治験審査委員会の責務

• あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が
得られている場合。

• GCP第20条第2項及び第3項の内容に関する通知に限る。

• 事実経過が検証できることが必要。



（GCP第36条）

２ 実施医療機関の長は、治験責任医師が治験関連の重要な業務の一部を治験分
担医師又は治験協力者に分担させる場合には、治験責任医師が作成した治験分
担医師及び治験協力者のリストを了承すること（第43 条第１項参照）。

実施医療機関の長は、了承した治験分担医師及び治験協力者のリストを治験
責任医師に提出するとともに、その写しを保存すること。

また、実施医療機関の長又は治験責任医師は、治験依頼者による治験におい
ては治験依頼者に治験分担医師及び治験協力者のリストの写しを提出すること。

治験分担医師及び治験協力者のリスト

*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所
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 実施医療機関の長は、治験責任医師から提出された治験分担医師及び治験協力
者のリストについて指名から了承に変更した。

 治験依頼者による治験において、実施医療機関の長又は治験責任医師が治験分
担医師及び協力者のリストの写しを治験依頼者に提出することとし、実施医療
機関の長は、了承したリストの写しを保存しなくてもよいこととした。



継続審査等

（GCP第31条第2項）

実施医療機関の長は、第20条第２項及び第３項、第26条の６第２項並びに第48条第２
項及び第３項の規定により通知を受けたとき、第54条第３項の規定により報告を受け

たときその他実施医療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関に
おいて治験を継続して行うことの適否について前条第１項の規定により意見を聴い
た治験審査委員会の意見を、当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提とな
る特定の専門的事項について前条第４項の規定により意見を聴いた専門治験審査
委員会がある場合にあっては当該専門治験審査委員会の意見を聴かなければなら
ない。
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1.実施医療機関の長は、副作用情報等の報告等を受けたときは、当該実施医療機関において
治験を継続して行うことの適否について第30条第１項の規定により意見を聴いた治験審査
委員会の意見を聴くほか、当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の
専門的事項について第30条第４項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場
合には、当該専門治験審査委員会の意見を聴くこと。
なお、実施医療機関の長は、治験安全性最新報告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状
況一覧において副作用等症例の発現がなかった場合は、治験審査委員会の意見を聴かなく
てもよいこと。

*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所



治験事務局

（GCP第38条 解説1）
実施医療機関の長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う者を指定し、その

組織（以下「治験事務局」という。）を設けること。 なお、臨床研究中核病院等
が他の実施医療機関とネットワークを形成する場合においては、複数の実施医療
機関の長が共同で治験事務局を設置して差し支えないが、その責任は各実施医療
機関の長が負うこと。
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（GCP第13条 解説3）
（略） また、実施医療機関と治験の依頼をしようとする者との契約を支援する

業務に関しては、臨床研究中核病院等のネットワークの事務局等、当該実施医
療機関以外の者が行っても差し支えない。

 臨床研究中核病院等が他の実施医療機関とネットワークを形成した場合、共同
で事務局を設置し、治験の契約を行うことができることとした。



精度管理

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。
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*文中の下線部は、改正時に追記・変更した箇所

（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。



通知名の変更
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＜改正前＞
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の運用について

・・・GCP省令の施行等に伴い、GCP省令の運用を別添の通り定めましたので、
貴管下関係業者、医療機関等に対し周知いただきますよう御配慮願います。

＜改正後＞
「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

・・・改正後のGCP省令が円滑に施行されるよう、その運用の参考となるガイダ

ンスを別添の通り作成しましたので、貴管下関係業者、医療機関等に対し周
知いただきますよう御配慮願います。

なお、GCP省令の規定に合致し、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、治験の科学的な質及び試験の成績の信頼性が確保され
るのであれば、本ガイダンス以外の適切な運用により治験を実施することが
できます。



通知名の変更

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、治験の科
学的な質及び試験の成績の信頼性が確保されるのであれば通知以外の
適切な運用も可能との考え方は、これまでと同じ。

PMDA の調査方法は、通知名変更前後で特に変わりありません。
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＜改正の背景＞

規制・制度改革に係る方針（平成24年7月10日閣議決定）

「GCP省令の運用通知がガイダンスである旨の周知徹底を行う」



１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今後の課題～
44



適合性書面調査における調査結果（H23年度）1)

全100件2)

割合（%）は小数点以下四捨五入

1) H23年4月～H24年3月に終了通知を発出した新医薬品 ＜申請区分：医療用(1)～(9) ＞を対象
2) 終了通知発出数（申請者単位）

• 通知事項あり

– 結果の信頼性に影響を及ぼす事
項又は改善すべき事項とされた場
合

• 照会あり/修正あり

– 照会事項が発出され、回答にて
承認申請資料が一部修正された
場合

• 照会あり/修正なし

– 照会事項が発出されたが、承認
申請資料の修正は発生していな
い場合

• 照会なし

– 照会事項が発出されていない場
合

通
知
事
項
な
し

「照会なし」の場合でも承認申請資料
の修正が発生する事例があります。
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照会なし

71件（71%）

照会あり/
修正なし

14件（14%）

照会あり/
修正あり

9件（9%）

通知事項

あり

6件（6%）

新医薬品の
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8件

（15%）

7件（13%）

3件（6%）

2件（4%）

1件（2%）

24件（46%）

7件

（13%）

データマネジメント/統計解析 電子データの取扱い

不整合等 逸脱症例等に対する対応

症例報告書の署名 外部委託機関における記録の保存

その他

3件

（12%）

9件

（36%）

5件

（20%）

4件

（16%）

2件（8%）

2件（8%）
H22年度1） H23年度2）

新医薬品の適合性書面調査の照会事項

全52件4）
全25件3）

1) H22年4月～H23年3月に終了通知を発出した新医薬品 ＜申請区分：医療用(1)～(9) ＞を対象
2) H23年4月～H24年3月に終了通知を発出した新医薬品 ＜申請区分：医療用(1)～(9) ＞を対象
3) 照会事項件数（延べ数）、 16品目（申請者単位）に発出
4) 照会事項件数（延べ数）、 28品目（申請者単位）に発出



• 不整合等・・・総括報告書と症例報告書、検査伝票、患者日誌等との不整合

が生じた経緯と承認申請資料の信頼性に及ぼす影響

• 逸脱症例等に対する対応・・・重大なプロトコル違反が発見された症例に対

する治験依頼者の対応

• データマネジメント、統計解析・・・有効性の解析対象集団における症例取り

扱いの適切性と解析結果への影響

• 電子データの取り扱い・・・監査証跡の保存の適切性

• 症例報告書の署名・・・治験責任医師の署名時期の適切性

• 外部委託機関における記録の保存・・・外部委託機関との記録の保存に係

る取り決めの十分性 →現在は、原則口頭伝達により対応

• その他・・・品質・非臨床試験の最終報告書における記載内容の適切性

適合性書面調査における照会事項の事例

47

新医薬品の



適合

（改善すべき

事項なし）

61件（74%）

適合

（改善すべき

事項あり）

20件（24%）

条件付き適合

2件（2%）

新医薬品のGCP実地調査の評価結果（H23年度）1)

全83件2）

割合（%）は小数点以下四捨五入

1) H23年4月～H24年3月に結果通知を発出した品目を対象
2) 結果通知発出数（申請者単位）

不適合はなし

• 適合

– 全体として治験がGCPに従って実施されたと判
断される場合

・改善すべき事項あり：治験依頼者に対し改善
すべき事項がある場合

・改善すべき事項なし：治験依頼者に対し改善
すべき事項がない場合

• 条件付き適合

– 部分的なGCP不遵守が認められ、承認申請資
料中からGCP不遵守の症例データを削除する

等の措置を講ずることを条件として、適合と判
断される場合

• 不適合

– 治験がGCPに従って実施されていないと判断さ

れ、承認申請資料の全部又は一部を承認審査
の対象から除外する場合
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その他

副作用情報の伝達関連

モニタリング関連

治験依頼者への改善すべき事項の項目別推移1)

49
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）

新医薬品の



モニタリング

関連

24件（65%）

副作用情報の

伝達関連

10件（27%）

その他

3件（8%）

治験依頼者への改善すべき事項の内訳（H23年度）1)

全37件2）

割合（%）は小数点以下四捨五入

1) H23年4月～H24年3月に結果通知を発出した品目を対象
2) 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）、 19品目（申請者単位）に発出 50

モニタリング不備の内訳（全24件）

IRB審査

不備等

11件（46%）

治験実施計

画書からの

逸脱

8件（33%）

原資料と症

例報告書の

不整合

4件（17%）

その他

1件（4%）

新医薬品の



• 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

治験の質確保の観点から、被験者の人権保護、安全性及び治験成績の
信頼性に影響を及ぼす事項には、十分ご留意ください

51



52

 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



IRBの成立要件

 過半数、少なくとも5名以上の委員

 非専門委員

 外部委員

（実施医療機関と利害関係を有しない）

（IRB設置者と利害関係を有しない）

 医学的・薬学的観点から審議・評価できること

IRBの会議

 治験依頼者の関係者・実施医療機関の長・治験責任医師等・治験
協力者は、審議・採決に参加できない。

会議の記録

 審議の結論（承認、不承認等）だけでなく、審議及び採決に参加し
た委員名簿及び議事要旨が記載されていること。 53

治験審査委員会（IRB）（GCP第28～32条）に関する留意事項①



継続審査について

 治験の期間が1年を超える場合

 安全性情報について治験依頼者から通知を受けた場合

 重篤な有害事象について治験責任医師から通知を受けた場合

 被験者の同意の意思に影響を与える情報により、説明文書を改訂
した場合 等

→ 治験の継続について審議しなければならない。

迅速審査について

 軽微な変更に関して、迅速審査で審査を行う場合の条件を手順書
に明確に規定しておくこと。

 迅速審査では行えない事例

• 治験を行うことの適否

• 説明文書の改訂

• 安全性情報（治験依頼者からの報告、自施設で発現した重篤な
有害事象）報告による治験継続の適否 54

治験審査委員会（IRB）（GCP第28～32条）に関する留意事項②



55

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。

 除外基準に規定された既往歴、合併症の有無が未確認であっ
た。

 除外基準に規定された臨床検査の規定範囲を超えていた。

 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。



 倫理的観点、科学的観点、人権保護の観点から、治験に参加を求
めることの適否について慎重に検討すること。

• 健康状態、症状、年齢、性別
• 同意能力
• 治験責任医師等との依存関係
• 他の治験への参加の有無
• 社会的に弱い立場にある者

治験責任医師等が被験者を選定するにあたっての考え方を示している。

被験者となるべき者の選定（GCP第44条）に関する留意事項

56

被験者保護の観点から、選択・除外基準の遵守は極めて重要です。
治験実施計画書の規定だけでなく、その設定根拠にも十分ご配慮ください。

選択・除外基準は、対象となる疾患や、被験者の安全性を考慮して規定
されており、治験への参加の適否は慎重に検討しなければならない。



 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。

 ○○の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。

 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にもかか
わらず、再投与に移行されていた。

 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かっ
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。

 検査結果を確認する前に治験薬が投与されていた。

 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。

57

治験実施計画書からの逸脱に関する事例



逸脱が発生した時の対応
• 被験者の安全性を確保すること。（治験の中止、追跡調査等、必要な措置を確

認する。）
• 他の症例において、同様の逸脱はないかを確認する。

• 逸脱の原因を確認し、当該治験及び今後の治験実施における再発防止に取
り組む。

治験実施計画書からの逸脱（GCP第46条）に関する留意事項

 治験依頼者との事前の文書による合意及びIRBの事前の承認を得ることなく、
治験実施計画書からの逸脱又は変更を行ってはならない。

 緊急の危険回避による逸脱の場合、内容及び理由を記載した文書を作成し、直
ちに治験依頼者及び実施医療機関の長に提出しなければならない。

 治験実施計画書からの逸脱について、理由のいかんによらず全て記録しなけれ
ばならない。

• 生物学的同等性試験等では、一時に複数の被験者に対し試験が実施される
ため、採血・採尿等に係る実施計画書からの逸脱は、多くの被験者（試験全
体）に影響を与える可能性がある点に十分留意すること。

58
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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。

 説明文書にない再採血を行う事に関し、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。



 被験者となるべき者が治験に参加する前に、説明文書を用いて十

分に説明し、自由意志による同意を文書により得ること。

• 生物学的同等性試験等では、複数の候補者に対し同意説明を一斉に行うこと

が多いため、不適切な同意取得があった場合、多くの被験者（試験全体）に影

響を与える可能性がある点に十分留意すること。

 代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代

諾者と被験者との関係についての記録が必要。

 適切な説明文書を作成すること。

• 無作為割付が行われる場合は各処置に割り付けられる確率

• 他の治療方法の有無及び予測される重要な利益及び危険性

• IRBに関する事項（手順書等を確認できること、ホームページのアドレス、・・・）

• 同意書の版又は作成日

被験者の同意（GCP第50～54条）に関する留意事項①
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被験者の同意（GCP第50～54条）の留意事項②

61

 治験協力者が補足的な説明を行った場合には、当該治験協力者も
記名押印又は署名し、日付を記入すること。

 治験への継続参加に影響を与える情報を入手した場合には、直ち
に当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録する。
（説明文書の改訂の必要性とは、必ずしも一致しない。）

治験は、被験者の同意なくしては成り立たないことに、十分ご留意ください。



１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今後の課題～
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実施手続通知の改正①

目的

 書面調査・実地調査の同時調査が定着した現状
を踏まえ、通知を一本化するとともに手続を標準化

医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及び
GCP実地調査の実施手続きについて

（平成24年10月12日付け薬機発第1012063号機構理事長通知）



64

実施手続通知の改正②

主な改正点

申請時資料は原則として承認申請日に提出

調査直前提出資料は原則として返却しない

訪問型調査時は立会者一覧を省略

現在行っている手続を明示（GCP実地調査にお

ける照会、海外調査時の手続、後発医薬品の
GCP実地調査の手続等）

実施通知、結果通知の発出者をPMDA理事長に
統一

提出資料の簡略化（GCP適用治験報告票、GLP適

用試験施設票、資料詳細目録記載例、治験実施
医療機関の概要に関する資料等）



• 2012年10月12日の実施手続き通知により調査直前提出資料の一部に。

65

事前準備

事前準備
+

eCRF事前調査

調査直前提出資料

調査直前提出資料 + eCRF（写）

CSR、非臨床等 CRF調査

・調査当日の人的負担
（調査側・申請者側）減少

↓
調査の効率化

依頼者調査当日訪問調査前準備期間

従来

CRF調査（CRF原本と
CSRの一致性確認、
監査証跡の確認等）に
かかる時間的・人的負担大

現在

一致性の確認等
・事前提出eCRFと依頼者保管eCRF原本の一致性確認
・事前調査で生じた疑問点に関する聴取 等

ｅＣＲＦ（写）の事前提出

65

実施手続通知の改正③



ＥＤＣ調査手法の見直し ① これまでの歩み～

時期 イベント

2009年10月 EDC調査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（案）公開・治験依頼者用・医療機関用

2010年12月 EDC調査に関するｱﾝｹｰﾄ調査実施（現状調査）

2012年1月～3月 EDCｼｽﾃﾑｼｰﾄ（治験依頼者用）（案）と新EDC調査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（治験依頼者
個別試験用）（案）を用いたﾌﾟﾚﾊﾟｲﾛｯﾄ調査実施

2012年4月～
2013年3月

上記ｼｰﾄとﾘｽﾄをﾘﾊﾞｲｽし、EDCシステムシートによるﾊﾟｲﾛｯﾄ調査実施

2013年3月 ・EDC管理ｼｰﾄを用いた新調査方法について機構審査センター長通知
・EDC管理ｼｰﾄを公表

2013年10月 EDC管理ｼｰﾄを用いた新調査方法 正式に開始

調査経験等を踏まえた調査手法の見直し。
 リスクに基づく確認により調査の効率化を目指す。

リスクの低い項目、リスクの低い使用者に対
する調査は簡略化する方向。

※市販後調査の調査票作成システムを用いたEDCも同様な視点で確認。
66



ＥＤＣ調査手法の見直し②
～変更の無いことを繰返し聴取しない仕組みづくり～

シ ス テ ム

運用手順

記録の保存

EDC管理シート（治験依頼者／製造販売業者用）

運用手順
シート

使用実績
使用実績

シート

※症例報告書・患者日誌・製造販
売後調査の調査票等を対象。

確
認
ポ
イ
ン
ト

手順の実施

EDC調査チェックリスト（医療機関用）

EDC調査チェックリスト（案）・医療機関用

EDC調査チェックリスト（案）・治験依頼者用

【従前の方法】

【新しい方法】

シ ス テ ム

運用手順

記録の保存

手順の実施

運用手順

記録の保存

手順の実施



 EDC管理シートは、運用手順シートと使用実績シートから構成されています。

調査ツールとして導入。 治験依頼者等が、実施中の治験情報を自己管理する
ためのツールとして継続して更新・管理し、その後の調査にも活用。

 EDC管理シートを用いた調査を初めて受ける時から記載開始することで構いません。
2回目以降は、変更があった箇所のみ追記してください。

 調査直前提出資料の一部として提出してください。初回提出時には記載方法等の相談
可。その他、ご不明な点があれば、調査担当者までご遠慮なくお問合わせください。

 EDC管理シートを活用し、実施状況を確認します。

① 運用手順
シート

② 使用実績
シート

EDC管理シートの概要
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ＥＤＣを利用した治験、製造販売後臨床試験及び使用成績調査に係る
適合性調査等の実施手続きについて

（平成２５年３月２７日付け薬機審長発第0327001号機構審査センター長通知）

EDC管理シートを用いた調査方法について



１．治験及びGCPをめぐる最近の動向について

２．GCP省令等改正について

３．治験実施上の留意点について

～信頼性調査における事例から～

４．信頼性保証部の最近の取組みについて

５．治験のさらなる活性化のために

～治験の質確保に向けた今後の課題～
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モニタリング

 治験の実施状況を即時に把握する絶好の
機会

データマネジメント

 信頼性の基準に基づく申請資料

治験の品質管理
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 質の高い治験とは・・・

掲げた命題に対し、明確な結論を導き出すための
結果が得られる治験



国際共同治験の増加への対応

 海外規制当局との情報共有による調査の
効率化、調査手法の調和

治験環境等の変化に対応した調査手法の検討

 依頼者、医療機関以外の治験関連施設に
対する調査（共同IRB、CRO、検査機関等）

 更なるIT化に対応した調査

 後発医薬品のGCP実地調査

・・・

信頼性調査における課題
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• 治験に関わる全ての人が、それぞれの立場
の責務を果たす

• チームワーク

各業務単位 ⇒ オール・ジャパン
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治験のさらなる活性化のために


