
＜臨床＞

６．問題事例とその対応について
（ケーススタディ）



・初めに
ー適合性調査（臨床）に向けて
ー調査の最も重要なポイント（2点）

・ケーススタディ １～7
ー事例概要説明
ー対応策考察（2分程度）
ー対応例
ー事例
ーふりかえり

課題

対応例

事例
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・初めに
ー適合性調査（臨床）に向けて
ー調査の最も重要なポイント（2点）

・ケーススタディ １～7
ー事例概要説明
ー対応策考察（2分程度）
ー対応例
ー事例
ーふりかえり
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適合性調査（臨床）に向けて

 臨床試験の信頼性に関するチェックリスト

 医療機器GCP適合性調査チェックリスト

 EDC管理シート

まず、これらを確認して下さい。

基本的にこれらに沿って調査していきます。
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１ 被験者の人権、安全性が確保されていること
⇒ 同意が適切に取得されているか

モニタリングに関する資料

など

２ データの信頼性が確保されていること
⇒ 正確性、網羅性、保存性

症例報告書（CRF）

モニタリングに関する資料

データマネージメント・統計解析関連書類

など

調査の最も重要なポイント（２点）

必ず確認して
ください！！
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・初めに
ー適合性調査（臨床）に向けて
ー調査の最も重要なポイント（2点）

・ケーススタディ １～7
ー事例概要説明
ー対応策考察（2分程度）
ー対応例
ー事例
ーふりかえり

課題

対応例

事例
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事例１：適切な同意取得が確認できない

モニタリングレポート例

□ＹＥＳ ☑ＮＯ □ＮＲ

Subject
#

Inclusion 
date

PIC signed correctly New PD 
occurred ?

Did any 
new SAE
occur?

Status Comments

●〇 △□/●× □ＹＥＳ ☑ＮＯ □ＮＲ ☑ＹＥＳ □ＮＯ ☑ＹＥＳ □ＮＯ ☑ ongoing
□ completed
□ completed
□ Lost to FU

ー

・・ ・・ ・・

Monitoring Visit Report
Date : 〇〇/△△/□□
Protocol : ××××

PIC signed correctly

PIC : Patient’s Informed Consent 
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C. Discussion

Comments:

-------------------------------------------------------------------

New inclusions to new problems with 
patients ICF signature process. There are 3 
new patients implanted, and 2 of the ICF 
were not found on site. An email was sent to 
the site and the matter escalated to Sponsor. 

-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------

事例１：適切な同意取得が確認できない

提出されたモニタリングレポート

どのような対応が必要でしょうか？課題

ICF : Informed Consent Form 
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事例１：適切な同意取得が確認できない

1. 事実を把握する
ープロトコールの記載：同意のタイミング
ー前後のモニタリング報告書記載事項：アクションアイテム

２. 症例として採用することの是非
ーＧＣＰ遵守して治験が実施された症例であるのか

３. 総括報告書変更の要否
ーGCPと信頼性の基準が遵守された資料と言えるのか

対応例
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事例１：適切な同意取得が確認できない

10

再確認すると・・・

 同意文書の日付が治験機器使用後の日付である症例 ７例

 同意文書がない症例 １例

 同意文書に被験者の日付がない症例 １例

 同意文書に被験者の日付が治験機器移植後の日付である症例 １例

当該10症例を除外し、再解析

事例



事例１：適切な同意取得が確認できない

11

「ふりかえり」

プロトコールの精査：
同意と検査のタイミングの規定

モニタリング報告書記載事項の把握と対応の検討：
実施医療機関での経緯、依頼者としての対応状況



DB

データ入力

データベース作成

DB固定

DCF

（質問票）

データベース固定

実施医療機関

治験依頼者
（モニター）

（データマネージメント、統計解析）

データ確認

DCFの回答

事例2：データの信頼性が確認できない

白：治験依頼者, 変更無し

黄：治験依頼者, 変更有り

ピンク：医療機関, 変更無し

CRF三枚複写

CRF
CRF

CRF

作業用

依頼者保存

CRF

作業用

DCFの内容
を追記

CRFCRF

医療機関保存
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事例2：データの信頼性が確認できない

この場合、最終的にデータベースに入力したデータを確認
するための、CRF提出パターンは２パターン

oｒ

白CRF

CRF

作業用

CRF
DCF

（質問票）
依頼者保存

ＣＲＦ

DCF

ＤＣＦ

・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・

・・・・・・・ ・ ・・・

・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・

ＣＲＦ
黄CRF
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 2 種類のCRFが混在
⇒ 白、黄色の違いは？

しかし、実際は・・・

 CRFの取扱いは手順書がない
⇒ CRFの運用方法は？（作成、修正、承認など）

 DCFがない
⇒ 黄色のCRFに何かDCFの番号らしきものがあるけど・・・

 治験責任医師（PI）のサイン後に修正されている
⇒ PIが承認した最終的なデータなのか？

何が最終的に固定されたデータなのか？

症例Aは白CRF 症例Bは黄CRF

事例2：データの信頼性が確認できない

課題
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1. 事実を把握する
ーＳＯＰ、手順書の記載：ＣＲＦ、ＤＣＦの取り扱い

２. ＣＲＦの記載内容、記載経緯の確認する
ー記載（誰が、いつ、何を）の不整合はないか

３. 書類の保管状況を確認する
ー全てのCRF, DCFが手元にあるのか

事例2：データの信頼性が確認できない

対応例
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資料保管庫に行ってみると・・・

 手元にある書類はごく一部

 その他にも段ボール100箱程度の書類が保管されていた

 再度、データの突合を行い、信頼性の確認を実施

資料を追加し、第2回目の書面調査を受けることになった

事例2：データの信頼性が確認できない

事例



17

「ふりかえり」

必要な書類は網羅されていたか：
全てのCRF, DCFが揃っているのか確認

CSRとCRF,DCFの突合：
各症例について、CRFとDCFの整合性に問題はないか確認
CSR記載事項とCRF, DCFの内容が一致しているのか確認

事例2：データの信頼性が確認できない



DB

データ入力

データベース作成

DB固定

DCF

（質問票）

データベース固定

実施医療機関

治験依頼者
（モニター）

（データマネージメント、統計解析）

データ確認

DCFの回答

事例3：記録の保存が確認できない
（EDCでない場合）

白：治験依頼者, 変更無し

黄：治験依頼者, 変更有り

ピンク：医療機関, 変更無し

CRF三枚複写

CRF
CRF

CRF

作業用

依頼者保存

CRF

作業用

DCFの内容
を追記

CRFCRF

医療機関保存
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DB

データ入力

データベース作成

DB固定

DCF

（質問票）

データベース固定

実施医療機関

治験依頼者
（モニター）

（データマネージメント、統計解析）

データ確認

DCFの回答

白：治験依頼者, 変更無し

黄：治験依頼者, 変更有り

ピンク：医療機関, 変更無し

CRF三枚複写

CRF

作業用

依頼者保存

作業用

DCFの内容
を追記

CRFCRF

医療機関保存
CRF

CRF

CRF

資料が保存されていない？課題

事例3：記録の保存が確認できない
（EDCでない場合）
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1. 事実を把握する
ーＳＯＰ、手順書の記載：ＣＲＦ、ＤＣＦの取り扱い
ー契約書での記載：保管期間の記載

2. 書類の保管状況を確認する
ーCRF, DCFは外部保管倉庫などにないのか

対応例

事例3：記録の保存が確認できない
（EDCでない場合）
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21

資料保管庫にて再確認すると・・・

 社内保管庫には紙資料なし

 病院に問い合わせをしたが、紙資料は保管されていない（契約書記載の保管期限切れ）

 社内DMが作成したＤＢのみ保存

残念ながら、信頼性基準に適合せず

事例

事例3：記録の保存が確認できない
（EDCでない場合）
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「ふりかえり」

根拠資料の保存状態：
電子データだけでなく紙資料の保存状態を確認
実施医療機関および依頼者での資料の保存状態を確認

原資料の特定：
紙のみ？ 紙および電子両方？？

事例3：記録の保存が確認できない
（EDCでない場合）



説明・同意 手術

経過観察
期間

適格性
確認検査

事例４：実施計画の不遵守

経過観察
期間

終

了

治験の流れ：プロトコール記載 実施医療機関

問診

追加
処置
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説明・同意 手術

経過観察
期間

適格性
確認検査

事例４：実施計画の不遵守

事例

実施医療機関 他院
（クリニック）

他院にて治験を実施？

C. Discussion

Comments:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

症例番号●×について、予定されていた追加処置が、
他院で実施され、治験実施計画書から逸脱
していることを確認した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

提出されたモニタリングレポート

経過観察
期間

終

了

問診

追加
処置

課題 24



1. 事実を把握する
ープロトコールの記載→追加処置に関する記載
ー前後のモニタリング報告書記載事項：対応必要事項
ー他院との契約締結状況
ー被験者の安全性上の問題点

２. 症例として採用することの是非
ーＧＣＰ遵守して治験が実施された症例であるのか

３. 総括報告書変更の要否
ーGCPと信頼性の基準が遵守された資料と言えるのか

事例４：実施計画の不遵守

対応例

「いつ」「だれが」「どこで」
追加処置をするのか

・病院の原資料には何が記載されていたか
・モニターが対応を求めることは発生したのか

→対応は済んでいるのか
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26

再度確認すると・・・

 追加処置を他院にて実施

 被験者に安全性上の問題は起こっていなかった

症例検討会での検討を経て、当該症例を除外した
データでＣＳＲ作成

事例４：実施計画の不遵守

事例
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「ふりかえり」

プロトコールの周知：
実施医療機関での説明は十分だったのか

事例４：実施計画の不遵守

実施医療機関としての適格性確認：
施設選定が十分だったのか
責任医師だけでなく、治験協力者とのコミュニケーション
が取れていたのか



調査員Ａ：

モニタリング報告書では、
「同意の取得前に」
治験のための検査されたことが
記載されてますが、どうされましたか？

申請者Ｂ(モニター):

病院に行ったことがないので、
詳細は知りませんが、
同意前に検査したのでしょうね。

適合性書面調査時

ＰＭＤＡ

依頼者

事例５：モニタリングの実施が確認出来ない

何が問題でしょうか？課題 28



調査員Ａ：

モニタリング報告書では、
「同意の取得前に」
治験のための検査されたことが
記載されてますが、どうされましたか？

申請者Ｂ(モニター):

病院に行ったことがないので、
詳細は知りませんが、
同意前に検査したのでしょうね。

適合性書面調査時

ＰＭＤＡ

依頼者

事例５：モニタリングの実施が確認出来ない

何が問題でしょうか？課題 29



1. 事実を把握する
ーモニタリング手順書でどのような規定か
ーモニタリング報告書の整合性

２. 再モニタリングを実施する
ー実施医療機関では、ＧＣＰ及びプロトコールを遵守して

治験が実施されたか
ー実施医療機関では、どのようにモニターを受け入れたか

対応例

事例５：モニタリングの実施が確認出来ない
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「ふりかえり」

治験依頼者の確認：
モニタリング報告書は確認がなされたのか
監査にて指摘はなかったのか

モニターとしての適格性確認：
プロトコールの理解は十分だったのか
責任医師だけでなく、治験協力者とのコミュニケーション
が取れていたのか

事例５：モニタリングの実施が確認出来ない



適合性書面調査の後、、、

原資料とCRFの記載 不整合多数
ー有効性
ー安全性

CRF

依頼者

？

実施医療機関

モニタリング！ 原資料（カルテ等）

事例６：データの信頼性が確認出来ない

どのように対応するべきか？課題 32



1. 事実を把握する
ー前後のモニタリング報告書記載事項：対応必要事項
ーモニタリングの結果

２. ＣＲＦの記載内容、記載経緯の確認する
ー記載（誰が、いつ、何を）の不整合はないか

事例６：データの信頼性が確認出来ない

対応例
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（結果）
・ＧＣＰは遵守されていた
・原資料とCRFの記載不整合あり

データ再解析
総括報告書再作成

主要評価項目の解析結果を
大幅修正

依頼者

事例６：データの信頼性が確認出来ない

再度確認すると・・・

新CSR

事例
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「ふりかえり」

第三者の確認：
モニタリング報告書は確認を受けていたのか
記載内容の整合性は問題なかったのか

モニタリングの適切性：
モニターは適格であったのか
試験開始前に適切な研修等を受講していたのか

事例６：データの信頼性が確認出来ない



データ解析
総括報告書作成

依頼者

事例７：責任医師の署名が確認出来ない

DB DB固定

実施医療機関

入 力

治験依頼者
（モニター）

（データマネージメント）

確 認
疑 義

・・・・・・・・

・・・・・・・・

DB固定

データ解析
総括報告書作成

依頼者

ＰＭＤＡ

署 名

最 終
確 認

PIの署名
が必要

中間解析時のデータに、
ＰＩの署名が確認出来ない？

課題

最終
報告書

中間解析
報告書

PIの署名が
ない？？



1. 事実を把握する
ープロトコールの記載：中間解析に関する記載
ー前後のモニタリング報告書記載事項：対応必要事項
ー再モニタリング

２. ＣＲＦの記載内容、記載経緯の確認する
ー記載（誰が、いつ、何を）の不整合はないか

事例７：責任医師の署名が確認出来ない

対応例

「いつ」「どの段階のデータ」
「どのように確認・固定」するのか

・病院の原資料とCRF記載内容に齟齬がないか
・モニターが対応を求めることは発生したのか

→対応は済んでいるのか

37



38

書面調査の後・・・

 プロトコールの精査

 ＣＲＦの再確認(データ固定時 ⇔ 治験終了時）

 実施医療機関への再SDV

責任医師の確認及びモニターの確認で中間解析の
正確性を担保

事例７：責任医師の署名が確認出来ない

事例
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「ふりかえり」

【モニター】

中間解析前に該当アクションアイテムを解消させる
【DM】

該当するデータへのクエリを解消させる

想定外の中間解析への対応：
●実施医療機関

データの信頼性を担保する

●治験依頼者

事例７：責任医師の署名が確認出来ない



最後に・・・

•承認申請時には、信頼性調査に対応できるよう根拠資料等の

「事前の準備、確認」をお願いします。

•懸念点や疑問があれば「全般相談」、「調査事前面談」 を

利用し、医療機器調査・基準部にご相談ください。

•「臨床試験の信頼性に関するチェックリスト」、

「医療機器GCP適合性調査チェックリスト」

で早めに事前確認してください。
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