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はじめに 

 
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会では、これまでに治験環境の整備にかかわる効率化を検討

してきており、2010 年度は、引き続き、開発期間の短縮や開発段階での見極め精度の向上等、開

発効率化に向けた新たな方策をさまざまな角度から調査・研究することを重点目標とした。 
治験データの品質管理の 適化およびデータ作成の効率化は、医療機関・治験依頼者の枠を超

えた治験全体の効率的な実施を考える上で重要な課題であり、これまでに臨床評価部会および統

計・DM 部会では、治験依頼者における治験データの品質管理の検討を重ねてきた。特に、モニ

タリングにおいて多大な労力を要し、かつデータの品質管理に重要な SDV の効率化に関しては、

臨床評価部会の 2007～2008 年度の活動で検討しており、現状の SDV の問題点について検討を行

うとともに、欧米で導入されつつあるサンプリング SDV の導入に向けた提言を行った。その中で、

適切な品質を確保し、治験全体の効率化を進めるためには、データの受け取り側である治験依頼

者の効率化に加え、データの受け渡し側に位置する医療機関でのデータ品質管理およびデータ作

成プロセスの効率化も重要である。特にサンプリング SDV の導入にあたっては、医療機関におけ

るデータ作成プロセスの管理が重要な位置を占めることに言及した。 
このように、医療機関でのデータ品質管理を適切に行うことで、品質を確保しながら、医療機

関でのデータ収集の効率化を推進することが可能となり、治験全体での効率化に繋がるものと考

えられた。しかし、これまで日本製薬工業協会では、データの源泉である医療機関内でのデータ

品質管理に関しては検討対象とはしていなかったことから、臨床評価部会での 2010 年度の活動

の一環としてタスクフォース 1 を立ち上げ、医療機関におけるデータ品質管理に関する検討を行

うことした。 
本タスクフォースでは、医療機関を対象としたアンケート調査およびインタビュー調査を実施

することにより、医療機関でのデータ品質管理に関する現状を調査した。その際、文部科学省・

厚生労働省の掲げる「新たな治験活性化 5 カ年計画」で、その必要性について言及されている、

医療機関でのデータ品質管理を担う責任者であるローカルデータマネージャーの実態に関しても

調査・検討することとした。 
これらの調査に基づき、データの品質を確保しつつ、医療機関ならびに治験依頼者の治験業務

の効率化を図る具体的手法について検討し、今後の適正かつ効率的な治験実施のために、医療機

関ならびに治験依頼者が実施すべき医療機関におけるデータの品質管理のあり方について提言し

た。本内容が医療機関におけるデータの品質管理の取り組みの参考になれば幸いである。 
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1. 問題意識と現状の課題 
1.1. 治験におけるデータの流れ 
一般的に医薬品では、有効性や安全性などの蓄積された情報は重要であり、特に医薬品使用の

基本情報となる添付文書では、治験から得られたデータは重要な位置を占める（図 1.1-1）。した

がって、患者に使用された場合のベネフィット/リスクを適切に判断するためにも、治験データは

正確である必要があり、そのためには、データの起源である個々の被験者からのデータ収集段階

から、データの品質管理を適切に行うことが重要となる。 
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図 1.1-1 治験におけるデータの流れ 
 
1) 被験者の症状・所見・検査データ等を原資料へ記録するプロセス 

治験におけるデータの起源は、被験者の自覚症状、他覚所見および各種検査値などである。

これらは、主に治験責任医師または治験分担医師によって診療録などに随時記録される（場

合によっては、看護師や臨床検査技師などの医療機関スタッフや、治験コーディネーター

（CRC）によってこれらの症状・所見等が記録されることもある）。 
なお、本報告書では、治験データとして記録されたデータを「原データ（Source Data）」、

原データが記録された診療録等の医療記録を「原資料（Source Document）」と定義する。

これらに関しては、「4.1 医療機関におけるデータ品質管理体制の確立」にて詳細に解説す

る。 
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2) 原資料から症例報告書（CRF）へ記載するプロセス 

治験では、上記の経緯で記録された診療録などの原資料に基づいて、治験実施計画書に予め

定められているデータ収集項目を治験責任医師、治験分担医師および CRC が症例報告書

（CRF）に記載する。近年は EDC を導入し、Visit ごとのデータを収集する製薬企業が増

えており、Visit 直後に CRF が作成される方向にある。 
 
3) Source Data Verification（SDV） 

治験依頼者または開発業務受託機関（CRO）のモニターは、原資料と CRF が一致している

ことを、SDV によって確認する。SDV では、CRF の記載内容をベースとして、CRF が原

資料に基づき正確に記載されているかを確認するプロセスと、原資料の記載内容をベースと

して、原資料に記録された内容（例えば有害事象の情報など）が漏れなく CRF に反映され

ているかを確認するプロセスがある。 
SDV において、CRF に原資料との相違が認められた場合、両者の整合性に関する事実確認

を行った後、必要に応じて CRF は修正される。 
 
4) CRF からデータベースへ入力するプロセス 

SDV において、適切かつ正確に CRF が作成されていることが確認された後、そのデータは

治験依頼者のデータベースに入力される。なお、EDC の場合、医療機関にてデータが直接

データベースに入力されることになる。 
 
5) データベースのデータを加工しアウトプットするプロセス 

治験依頼者は、収集された各々の被験者のデータを集団データとしてまとめて、統計解析等

を実施、治験総括報告書（CSR）を作成する。そして、治験総括報告書は申請資料（CTD）

の Module 5 として、承認申請時の根拠資料となり、添付文書が作成されることになる。 
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1.2. SDV の効率化と現状のデータ収集における課題 
原資料と CRF の照合作業である SDV は、治験依頼者、医療機関双方にとって大きな負担とな

っている。 
2006 年 7 月から 8 月に日本製薬工業協会加盟会社 77 社および日本 CRO 協会加盟会社 20 社を

対象に実施された、SDV に関するアンケート調査 1)では、SDV に要する時間が 1 症例あたり 1
時間以上である割合は全体の 81%となっている。SDV に時間がかかる理由として、治験依頼者側

の問題（治験実施計画書の不備や CRF の設計の問題）も指摘されているが、医療機関で作成され

る原資料の中で不整合があるケースや記載が不十分なケースなども挙げられている。 
このような背景から、日本製薬工業協会では、SDV の効率化について、2007 年度～2008 年度

の活動で検討した 2)。この検討の中で、欧米で導入が進みつつあるサンプリング SDV の日本にお

ける現状を調査した結果、多くの製薬企業ではサンプリング SDV の導入に躊躇していることが明

らかとなった。その理由として、「医療機関での品質管理における不安」があるとの回答が大多数

を占めており、原資料の記載不足や原資料内での記載内容の不整合などの問題が不安の原因のひ

とつとなっていた。また、サンプリング SDV を導入している製薬企業においても、医療機関内で

の品質管理体制の整備を重視しているとの回答が得られていた。 
これらの調査結果から、サンプリング SDV を含む SDV の効率化を達成するためには、医療機

関におけるデータ品質管理が重要な位置付けとなっているものと考えられる。 
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           （日本製薬工業協会「SDV の効率化検討」2009 年より引用） 

図 1.2-1 サンプリング SDV 導入に対する障害とその理由 
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1.3. ローカルデータマネージャー 
日本では、SDV に多大な人員や時間などのリソースがかかることなどが、開発費用の高騰およ

び開発期間の長期化を招く原因のひとつとなっている。このような日本の治験環境の改善を目指

して、2007 年に文部科学省・厚生労働省より「新たな治験活性化 5 カ年計画 3)」が策定された。 
その中で、治験データの品質管理に関して、「治験・臨床研究を実施するにあたり、治験・臨床

研究において収集される多数のデータ全体の整合性を確認するという『品質管理』を十分に検討

し、実施することは不可欠である」とされており、そのためには、「プロトコル（治験実施計画書）

管理、患者のデータの適格性の確認、症例報告書作成支援、モニタリング・監査への対応等、医

療機関でのデータの品質管理を行う」医療機関内でのデータマネージメント担当者、すなわちロ

ーカルデータマネージャー（LDM）が重要な位置付けとなるとされている。 
しかしながら、LDM の設置状況および具体的な業務内容の把握は行われていないことから、医

療機関における治験データの品質管理について検討する中で、LDM の役割と実態を把握すること

は重要であると考えられた。 
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1.4. 本タスクフォースの目的と検討内容 
本タスクフォースでは、今後の適正かつ効率的な治験実施のため、医療機関における品質管理

の現状を調査し、以下のアプローチにて検討した。 
 
1) 医療機関におけるデータ品質管理に関する現状調査 

医療機関におけるデータ品質管理の現状と取り組み、問題点について、治験事務局員・CRC
へのアンケート調査を行った。 
 

2) 治験データ品質管理に取り組んでいる医療機関の事例調査 
LDM を既に導入しているなど、医療機関でのデータ品質管理に積極的に取り組んでいる医

療機関へのインタビュー調査を通じ、治験データの品質管理の運用実態、特に、LDM の運

用実態およびそのメリットを検討した。 
 

3) 海外における医療機関での品質管理手法 
米国および欧州における医療機関でのデータ品質管理に関して、日本との差異を把握するた

め、本タスクフォース参加企業（海外本社等の関連企業を含む）を対象とした調査を行った。 
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2. 国内におけるデータ品質管理の実態調査 
2.1. 医療機関に対するアンケート調査 
2.1.1. 調査方法 

1) 調査経緯 
医療機関ならびに治験依頼者における治験データの品質管理のあり方について提言するた

めの基本情報を収集することを目的として、医療機関における治験データの品質管理に関す

る現状および問題点を調査した。 
対象は、日本国内の医療機関の治験担当者（事務局員、CRC など）とし、Web を用いてア

ンケート調査（付録 1 参照）を実施し、149 施設から回答を得た。 
（調査期間：2010 年 12 月 9 日～12 月 27 日） 

 
2) 調査対象 

149 施設の経営体の内訳は、国立病院機構および診療所がそれぞれ 24.8%（37/149 施設）

と回答数が も多く、次いで私立病院が 20.8%（31/149 施設）であった（図 2.1-1 参照）。 
また、2010 年 4 月時点で中核拠点病院・拠点医療機関に該当していた医療機関からの回答

数は 23.5%（35/149 施設）であった（付録 2 参照）。 

 

11

14

37

18

31

37

1

0 10 20 30 40

1. 国公立大学

2. 私立大学

3. 国立病院機構

4. 国公立病院

5. 私立病院※

6. 診療所

無回答

単位：施設数

（n=149）  
図 2.1-1 医療機関の経営体（設問 1） 

 

※：「私立病院」には、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社病院、社会福祉法人恩賜財団済生
会、厚生農業共同組合連合会、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団、国家公務
員等共済組合・連合会などを含む。 
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2.1.2. 調査結果 
2.1.2.1. 原資料 

1) 原資料として取扱う記録 
医療機関で使用される記録のうち、被験者の情報・状態が 初に記録されうると考えられる

主な 8 資料（診療録、他科診療録、検査伝票、心電図チャート・フィルム（CT、MRI、X
線など）、看護日誌、患者日誌、CRC メモ）について、原資料としての取扱い状況の調査

を行った。 
各資料を使用していた医療機関のうち、原資料として取り扱われていたのは、「診療録」は

99%（147/149 施設）、「心電図チャート、フィルム」は 97%（144/148 施設）、「他科・

他院からの情報提供書」は 90%（131/146 施設）、「検査伝票」は 90%（130/144 施設）、

「他科診療録」は 94%（116/123 施設）、「看護日誌」は 87%（113/130 施設）、「患者日

誌」は 81%（92/114 施設）、「CRC メモ」は 15%（18/120 施設）であった。 
なお、「他科診療録」、「看護日誌」を、使用していない医療機関のうち、80%以上が診療

所であった（付録 2：設問 6 参照）。 
 

147

144

131

130

116

113

92

18

2

4

15

14

7

17

22

102

1

2

5

24

16

33

26

1

2

3

2

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.診療録

4.心電図チャート，フィルム

（ＣＴ，ＭＲＩ，Ｘ線など）

8.他科・他院からの情報提供書

3.検査伝票

2.他科診療録

5.看護日誌

6.患者日誌

7.ＣＲＣメモ

①原資料として使用している

②原資料としないが，原資料を作成するための情報元として使用している

③使用していない

無回答

グラフ中の数値：施設数

 

図 2.1-2 原資料として取り扱われる資料（設問 6） 
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2) 原資料の特定 
原資料の特定を事前に文書で治験依頼者と取り決めているか調査した結果を図 2.1-3 に示

す。 
必ず取り決めている医療機関は 17%（25/149 施設）、取り決めることもある医療機関は 44%
（66/149 施設）、取り決めていない医療機関は 39%（58/149 施設）であった。83%（124/149
施設）の医療機関では、原資料の特定の実施が手順として取り決められてなかった。 
上記回答に対する理由として、「必ず取り決めている」と回答した医療機関では、「取扱い

について混乱が生じるのを防ぐため」、「監査・適合性調査時に適確な回答をするため」等

の回答が多く、必要な手順であるという意識で医療機関が主体となって実施していることが

示唆された。一方、「取り決めることもある」、「取り決めていない」と回答した医療機関

では、「治験依頼者から要求されたら取り決める」、「治験依頼者から要求されないので取

り決めない」という回答が散見され、治験依頼者の意向に依存している傾向が示唆された。 
 

必ず取り決めて

いる, 
25施設 17%

取り決めること

もある, 
66施設, 44%

取り決めて

いない, 
58施設, 39%

（n=149） 

図 2.1-3 原資料の特定の有無（設問 7） 
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3) 医師の記録 
医師の原資料への記録について、「問診内容を詳細に記録していない」、「有害事象かどう

かの判断が困難な記載がある」、「治験実施計画書の要求事項を理解せずに記録している」、

「読み取り難い」の 4 つの観点から CRC が困っている程度を調査した（図 2.1-4）。 
いずれの観点においても、「非常に多い」、「多い」、「やや多い」のいずれかを回答した

医療機関の合計は、全体の半数程度であった。 
4 つの観点のうち 1 つでも「非常に多い」、「多い」、「やや多い」のいずれかを回答した

医療機関を「困っている」とした場合、74%（110/149 施設）が「困っている」に分類され、

多くの CRC が何らかの理由により医師の記録について困っている可能性が示唆された。 
 

13

5

5

10

24

20

21

24

39

51

32

31

25

24

30

17

31

29

32

26

14

16

25

38

3

4

4

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 問診内容を詳細に記録していない

2. 有害事象かどうかの判断が困難な記載がある

3. プロトコールの要求事項を理解せずに記録している

4. 読み取り難い（言葉の選び方，(手書きの場合)
乱雑な文字の記載 など）

①非常に多い ②多い ③やや多い ④やや少ない ⑤少ない ⑥非常に少ない 無回答

グラフ中の数値：施設数

 
図 2.1-4 CRC が困っていることがある医療機関（項目別）（設問 9） 
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4) CRF 記載内容の点検 

CRF 記載内容の点検について、医療機関での実施状況を調査した結果を図 2.1-5 に示す。 
「必ず行っている」と回答したのは 41%（62/149 施設）、「ほとんど行っている」と回答

したのは 41%（61/149 施設）、「ほとんど行っていない」と回答したのは 17%（25/149 施

設）、「全く行っていない」と回答したのは 1 施設のみであった。 
「必ず行っている」、「ほとんど行っている」と回答した 123 施設に対して、点検方法を調

査した（図 2.1-6）。 
チェックシート等を使用せずに自己点検を行っている医療機関は 73%（90/123 施設）、チ

ェックシート等を使用して自己点検を行っている医療機関は 18%（22/123 施設）、チェッ

クシート等を使用せずに第三者点検を行っている医療機関は 18%（22/123 施設）、チェッ

クシート等を使用して第三者点検を行っている医療機関は 13%（16/123 施設）であった。

なお、複数の点検方法を回答している医療機関が 21%（26/123 施設）であった。 
一方、「ほとんど行っていない」、「全く行っていない」と回答した 26 施設において、点

検を行わない理由は、「治験依頼者が確認するから」、「人手が不足しているから」という

回答がほとんどであった。 
 

必ず行っている, 
62施設, 41%

ほとんど

行っている, 
61施設, 41%

ほとんど

行っていない, 
25施設, 17%

全く行っていない, 
1施設, 1%

（n=149） 

図 2.1-5 CRF 記載内容の点検（記載ミスチェック、記載漏れチェックなど）の有無 
（設問 11） 
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4

16

22

22

90

0 20 40 60 80 100

1. 自己点検

（チェックシート等のツールを用いず確認）

2. 自己点検

（チェックシート等のツールを用いて確認）

3. 第三者による点検

（チェックシート等のツールを用いず確認）

4. 第三者による点検

（チェックシート等のツールを用いて確認）

5. その他

単位：施設数
(n=123, 複数回答含)  

図 2.1-6 CRF 記載内容の点検方法（設問 12） 
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2.1.2.2. 治験データの問題点の現状 
医療機関における治験データの問題点の現状に関して、「原資料へ記録する際の漏れ」、「原資料

内の矛盾」および「CRF と原資料の不整合」について調査した結果を以下に示す。 
 
1) 原資料へ記録する際の漏れ 

原資料へ記録する際の漏れ（収集した情報の記載漏れ、または必要な検査・観察の実施漏れ）

に関して調査した結果を図 2.1-7 に示す。65%（98/149 施設）の医療機関で原資料への記

載漏れが「ある」との回答であった。 
 

原資料へ記録する

際に漏れがある, 
98施設, 65%

原資料へ記録する

際に漏れがない, 
50施設, 34%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 
図 2.1-7 原資料へ記録する際の漏れの有無（設問 16） 

 
原資料へ記録する際に漏れが「ある」と回答した医療機関に、漏れが生じる理由について調

査した結果を図 2.1-8 に示す。「治験スタッフ（医師、CRC 等）のケアレスミス」が 62%
（61/98 施設）と も多かった。その他、多い理由としては、「試験毎（治験依頼者毎）に

求められる項目や記録方法が異なること」が 53%（52/98 施設）、「通常の診療では観察し

ない（収集しない）情報であること」が 48%（47/98 施設）、「治験実施計画書の内容が複

雑もしくは曖昧であること」が 43%（42/98 施設）、「治験で収集するデータが多すぎるこ

と」が 36%（35/98 施設）であった。これらの回答から、ケアレスミス以外に、治験依頼者

が求めるデータの項目や量が原因と考えられていることが示された。 
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29

35

42

47

52

61
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12. その他

1. モニターの説明不足

9. 治験スタッフ（医師以外）の

治験実施計画書の理解不足

2. 記録漏れを防止するための手順が

医療機関で定められていないこと

8. 医師の治験に対する意識の低さ

（治験実施計画書の理解不足を含む）

7. 直接，診療録に記録しないこと（前段階として，

別の記録（CRCメモ，症例ファイル等）を

介在させていること）

6. 収集すべきデータの記載欄（カルテシール等）

に網羅されていない

3. 治験で収集するデータが多すぎること

4. 治験実施計画書の内容が複雑

もしくは曖昧であること

11. 通常の診療では観察しない

（収集しない）情報であること

5. 試験毎（依頼者毎）に求められる項目や

記録方法が異なること

10. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

単位：施設数

(n=98、複数回答含)  

図 2.1-8 原資料へ記録する際に漏れが生じる原因（設問 17） 

                      （設問 16 で「ある」と回答した医療機関が対象） 
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2) 原資料内の矛盾 

原資料内の矛盾の有無に関して調査した結果を図 2.1-9 に示す。 
71%（105/149 施設）の医療機関で原資料内に矛盾が「ある」との回答であった。 
 

原資料内に

矛盾がある, 
105施設, 71%

原資料内に

矛盾がない, 
42施設, 28%

無回答, 
2施設, 1%

（n=149） 

図 2.1-9 原資料内の矛盾の有無（設問 18） 
 
原資料内の矛盾が「ある」と回答した医療機関に、矛盾が生じる理由について調査した結果

を図 2.1-10 に示す。「日常診療を行う上では、役割が異なるスタッフ（医師や看護師等）

が各々に記録を残す必要があるため」が 55%（58/105 施設）と も多かった。その他に多

い回答として、「診療録の内容とカルテシールの項目が重複していること」が 38%（40/105
施設）、「試験毎（治験依頼者毎）に求められる項目や記録方法が異なること」が 36%（38/105
施設）、および「治験スタッフ（医師、CRC 等）のケアレスミス」が 33%（35/105 施設）

であった。 
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38
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11. その他

6. 直接，診療録に記録しないこと（前段階として，

別の記録（CRCメモ，症例ファイル等）を

介在させていること）

8. 治験スタッフ（医師以外）の治験実施計画書の理解不足

7. 医師の治験に対する意識の低さ

（治験実施計画書の理解不足を含む）

1. 記録の矛盾を防止するための手順が

医療機関で定められていないこと

2. 治験で収集するデータが多すぎること

3. 治験実施計画書の内容が

複雑もしくは曖昧であること

9. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

4. 試験毎（依頼者毎）に求められる項目や

記録方法が異なること

5. 診療録の内容とカルテシールの

項目が重複していること

10. 日常診療を行う上では、役割が異なるスタッフ

（医師や看護師等）が各々に記録を残す必要があるため

単位：施設数

（n=105、複数回答含）
 

図 2.1-10 原資料内の矛盾が生じる原因（設問 19） 
                      （設問 18 で「ある」と回答した医療機関が対象） 

 
原資料内の矛盾に関連して、原資料内に複数のデータが存在した場合の対応について調査し

た結果を図 2.1-11 に示す。「記録の作成や修正対応はしないが、治験依頼者に口頭で説明

する」が 52%（75/145 施設）と も多かった。次に多いものとして、「原資料に経緯等を

追記し、正しいデータを明確にする」が 47%（68/145 施設）を占めていた。 
 



 

16 

 

20

1

26

68

75

0 20 40 60 80

5. その他

4. 特に何も行っていない

2. 治験のデータとして採用するデータを

明確にする説明資料を別途作成する

1. 原資料に経緯等を追記し，

正しいデータを明確にする

3. 記録の作成や修正対応はしないが，

依頼者に口頭で説明する

単位：施設数

（n=145、複数回答含）  

図 2.1-11 複数データへの対応方法（設問 20） 
 
 
3) CRF と原資料の不整合 

CRF と原資料の不整合の有無について調査した結果を図 2.1-12 に示す。 
69%（104/149 施設）の医療機関で、CRF と原資料の不整合が「ある」との回答であった。 
 

CRFと原資料の

不整合がある, 
104施設, 69%

CRFと原資料の

不整合がない, 
44施設, 30%

無回答,
1施設, 1%

（n=149） 

図 2.1-12 CRF と原資料の不整合の有無（設問 21） 
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CRF と原資料の不整合が「ある」と回答した医療機関に、不整合が生じる理由について調

査した。その結果を図 2.1-13 に示す。「治験スタッフ（医師、CRC 等）のケアレスミス」

が 55%（57/104 施設）と も多く、「複数の原資料（診療録、看護記録等）が存在するこ

と」が 44%（46/104 施設）と次に多かった。また、「CRF の設計が複雑である」、「CRF
に記載するデータが多いこと」、「治験実施計画書の内容が複雑もしくは曖昧であること」

も多く挙げられ、治験依頼者の作成する治験実施計画書、CRF が原因と考えられているこ

とが示された。 
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12. その他

1. モニターの説明不足

2. CRFと原資料の不整合を防止するための手順が，

医療機関で定められていないこと

8. CRF作成を速やかに行わないこと

9. 医師の治験に対する意識の低さ

（CRFの作成方法の理解不足を含む）

6. 事前に「CRFデータに対する原資料の特定」を

行わないこと

10. 治験スタッフ（医師以外）のCRFの
作成方法に対する理解不足

3. CRFに記載するデータが多いこと

5. 治験実施計画書の内容が複雑もしくは曖昧であること

4. CRFの設計が複雑であること

7. 複数の原資料（診療録，看護記録等）が存在すること

11. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

単位：施設数

（n=104、複数回答含）  

図 2.1-13 CRF と原資料の不整合が生じる原因（設問 22） 

                      （設問 21 で「ある」と回答した医療機関が対象） 
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治験データに関する問題点の現状調査に続いて、治験データの品質管理を行う上で重要と考え

られる改善策に関して調査した（付録 2：設問 23 参照）。その結果、医療機関内で取り組める内

容としては、主に、「治験依頼者との事前の取り決め（原資料の特定、データの収集方法等）」、

「経緯を明確に残す記録の作成」、「医療機関における治験データの確認作業」、「速やかな記

録及び CRF 作成」に関する回答であった。 
その他としては、「プロセス管理等を推進すべき」、「医療機関での手順の取り決め」、「チ

ェックシートの利用」に関する回答もあった。また、カルテシール、ワークシート利用による改

善提案も挙げられており、カルテシールについては、「必要なデータに絞って運用すべき」との

回答もあった。 
一方、治験依頼者に対する要望として、「過剰な情報収集を止めること」、「目的に見合った

データの収集のみにすること」、「CRF の標準化」、「判りやすい治験実施計画書の作成」およ

び「データ取扱い見解の共通化」といったことが多数挙げられた。 
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2.1.2.3. その他治験データの品質管理の方策 

1) 治験データの品質管理に関する取り決め 
治験データの記録・管理や CRF 作成・確認手順に関する取り決めの有無を調査し、医療機

関内の取り決めがある場合にはその内容を調査した。取り決めの有無を図 2.1-14 に示す。 
「手順を規定した文書、マニュアルがある」が 17%（25/149 施設）、「特に規定した文書

はないが運用上の取り決めがある」が 28%（42/149 施設）に対して「取り決めはない」が

54%（81/149 施設）であった。 
「手順を規定した文書、マニュアルがある」または「特に規定した文書はないが運用上の取

り決めがある」と回答した 67 施設に対して、手順を規定した項目または運用上の取り決め

項目の詳細を調査した（図 2.1-15）。その結果、「診療録等の記録を保管する手順」が

も多く、原資料や CRF 作成に関する手順を取り決めているという回答は比較的少なかった。 
 

手順を規定した

文書，マニュアルが

ある, 
25施設, 17%

特に規定した文書は

ないが，運用上の

取り決めがある, 
42施設, 28%

取り決めはない, 
81施設, 54%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 

図 2.1-14 データの記録・管理や CRF 作成・確認手順に関する取り決めの有無 
（設問 24） 
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CRFの作成時期
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診療録等に記録したデータに

不備が無いか確認する手順

その他

無回答

単位：施設数

（n=67、複数回答含）

手順を規定した文書，マニュアルがある 特に規定した文書はないが，運用上の取り決めがある
 

図 2.1-15 手順を規定した項目・運用上の取り決め項目（設問 25） 
（設問 24 で「手順を規定した文書、マニュアルがある」または「特に規定した文書はないが 
運用上の取り決めがある」と回答した医療機関が対象） 
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2) 治験データの品質管理に関する教育システム 

医師に対する治験に関する教育システム、および CRC に対する治験データの品質管理にお

ける教育システムの有無を調査した結果を図 2.1-16 に示す。 
医師を対象とした治験の教育システムが「ある」と回答した医療機関は 30%（44/149 施設）

であった。教育システムの具体的な内容は、治験事務局等が主催するセミナーや研修などが

挙げられた。内容は、治験全般、臨床研究、GCP との回答が多く、品質管理に関するもの

は少なかった。 
一方、医師に対する教育システムが「ない」と回答した理由は、「教育できる人材がいない」、

「人員不足」、「医師が多忙である」などリソースの問題が一番多かった。その他に、「医

師が治験に興味をもっていない」など医師やスタッフの意識の問題が挙げられた。 
CRC に対する治験データの品質管理に関する教育システムが「ある」と回答した医療機関

は 26%（39/149 施設）であった。教育システムの具体的な内容は「SMO に教育システムが

ある」と回答した医療機関が多かった。その他に、「品質管理部があり教育研修がある」、

「教育センターによる研修や品質管理部門での短期間 OJT の実施」といった SMO におけ

る研修が主であり、「年 3 回の GCP 研修の企画運営、講師」、「治験依頼者主催、独立行

政法人国立病院機構施設内での全体研修など」、「治験（臨床試験）に関する外部研修に積

極的に参加している」などが挙げられた。 
一方、CRC に対する教育システムが「ない」と回答した理由として、「SMO に教育システ

ムがあるため、医療機関には不要」とした回答が多かった。その他に、院内でシステム化さ

れておらず、外部セミナーへの参加や、OJT など個別対応をしているという回答が多く、

人手不足などリソースの問題が挙げられた。 
 

A) 医師に対する教育システム B) CRC に対する教育システム(品質管理) 

ない,
104施設, 69%

ある,
44施設, 30%

無回答,
1施設, 1%

 
ない,

105施設, 71%

ある,
39施設, 26%

無回答,
5施設, 3%

 
               （n=149）                （n=149） 

図 2.1-16 治験に関する教育システムの有無（設問 26、28） 
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3) ローカルデータマネージャー（LDM） 

LDM の配置の有無を調査した結果を、図 2.1-17 に示す。LDM を配置している医療機関は

11%（16/149 施設）であった。また、企業依頼治験を担当する LDM は 10 施設、医師主導

治験を担当する LDM は 4 施設、臨床研究を担当する LDM は 8 施設に配置されていた（付

録 2：設問 31 参照）。 
配置されている LDM の主な業務は、CRF 作成・入力、モニタリング関連業務等であった

（付録 2：設問 32 参照）。 
 

配置している, 
16施設, 11%

配置していない, 
132施設, 88%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 
図 2.1-17 LDM の配置の有無（設問 30） 

 
 
治験に必要なデータの管理について問題点を聴取したところ、治験依頼者間での CRF 等の標準

化、収集項目の見直しといった、治験計画時の治験依頼者が取り組むべき課題に対する要望が多

く寄せられた（付録 2：設問 33 参照）。 
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2.1.3. アンケート調査のまとめ 
今回、医療機関における治験データの品質管理に関して、現状の実施内容および問題点を調査

した。 
 
1) 原資料のあり方 

被験者情報を 初に記録した資料の全てが原資料とされているわけではないことが示され

た。特に CRC メモは、原資料としてではなく、原資料を作成するための情報元として扱っ

ている医療機関が多かった。治験データの品質管理を行う一つの方策として、まずは原資料

のあり方を明確にすることが挙げられる。 
 
2) 原資料内での矛盾と原資料の特定 

多くの医療機関で原資料内の矛盾が発生していたが、その場合にも、治験依頼者に口頭で説

明するという措置をとっている医療機関が も多かった。また、事前に原資料の特定を積極

的に行っている医療機関は少なかった。これらの結果から、原データを特定するプロセスが

明確でなく、医療機関内で記録作成経緯を追跡できない可能性が考えられる。特に一つの収

集項目に対して原資料内に複数の記録が存在する場合、CRF の原データが不明確となりや

すいため、適切なプロセスを経て事前に原資料を特定することは、治験データの品質管理の

向上につながると考えられる。 
 
3) 原資料と CRF の整合性および CRF の点検 

多くの医療機関で原資料とCRFの不整合が生じていた。また、半数以上の医療機関ではCRF
記載内容の点検（記載ミス・記載漏れチェックなど）を必ずしも行っておらず、行っていた

としても、CRF 記載者による自己点検のみである医療機関が多かった。これらのことから、

一部の医療機関内では、CRF の品質管理に重点が置かれていない傾向が伺えた。それらの

医療機関では、治験依頼者による SDV が CRF の品質管理プロセスの一部と捉えられてい

ると推察されるが、まず医療機関内での CRF の品質管理に重点をおいた治験実施が望まれ

る。 
原資料へ記録する際に漏れが生じる原因については「試験毎（治験依頼者毎）に求められる

項目や記録方法が異なること」や「治験で収集するデータが多すぎること」が多く、CRF
と原資料の不整合が生じる原因としては「CRF の設計が複雑である」や「CRF に記載する

データが多いこと」など、治験依頼者側の問題も多数認められた。これらの結果より、効率

よい治験データの品質管理には、治験依頼者が治験実施計画書および CRF 等を整備・改善

していく必要もあると考えられた。 
 
4) 治験データの品質管理への取り組み 

医療機関内で治験データの記録・管理および CRF 作成・確認手順を取り決めていくこと、

またそれらのトレーニングの実施ならびにLDMの設置等の整備を進めている医療機関は少

なかった。今後、治験データの品質管理の方策として改善する余地があると考えられる。 
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2.2. データ品質管理を実施している医療機関に対するインタビュー調査 
2.2.1. 調査背景および概要 

1) 調査背景 
医療機関における具体的で実践的な提案を目的として、治験データの品質管理を積極的に実

践していると考えられる医療機関をタスクフォース内で検討、抽出し、インタビュー形式で、

事例を調査した。 
 
2) 対象医療機関および対象者 

調査対象医療機関の選定にあたっては、タスクフォース参加企業が、これまでに治験を実施

した経験から、治験データの品質管理が優れていると思われる医療機関をピックアップし、

LDM が設置されている医療機関を中心に行った（表 2.2-1）。 
 

表 2.2-1 インタビュー対象医療機関および対象者 
医療機関種別 LDM CRC 医師 その他

国立大学病院（1 医療機関）  1 名   
国立 領域専門病院（2 医療機関） 2 名 3 名 2 名  
診療所、病院等 SMO サポート医療機関 （2 SMO）    5 名 

治験専門医療機関（Phase I 施設）（1 医療機関）  1 名  1 名 

 
3) 実施期間 

2010 年 11 月 12 日～12 月 15 日 
 

4) 調査内容 
調査内容はインタビュー実施者の違いにより聴取内容が大きく異ならないよう、全ての医療

機関で同一の調査票を用いてインタビューを行った（付録 3 参照）。 
 



 

25 

 
2.2.2. 調査結果 
インタビューの結果から、データ品質を確保した上で業務を効率化するために他の医療機関に

おいても実践することが可能と思われた事例・工夫を以下に紹介する。なお、以下の事例は、治

験依頼者として全ての医療機関にて実践されることを希望するものではない。規模、組織体制、

受託治験数/領域など、医療機関ごとの背景を考慮し、各医療機関に適した事例・工夫を取り入れ

ることで業務効率化に寄与するものと考えられる。 
 
1) 原資料作成に関する事例 

 被験者から得た情報は全て原資料に記録することを、治験関連スタッフだけで 
はなく、看護師などにも徹底している。 

 医師による電子カルテ記録に加えて、CRC も被験者からの聴取結果を電子カルテに記

録している（入力者の特定可能）。そのため、被験者から聴取した情報全てが漏れなく

電子カルテに記載されることになっている。 
 被験者より聴取した有害事象や他院の通院状況などの情報を CRC がメモにとったと

しても、聴取した情報は医師に伝達し、医師が原資料（カルテ）に記録している。 
 治験依頼者から受領したカルテシールをテンプレートとして電子カルテに取り込む際

に、通常診療にて取得される項目は削除し、データの重複がないよう留意している。 
 治験依頼者より提供されるカルテシール/ワークシートは各データの記載箇所がバラバ

ラとなり、ミスを誘発する原因となるため、院内で作成したカルテシール/ワークシー

トを使用している。 
 CRF 作成前に（原資料記録後すぐに）、医師が治験実施計画書で要求されている事項

を全て評価/調査していることを CRC が確認し、必要なデータが欠落しないようにして

いる。 
（原資料に記録された全データを第三者がリアルタイムにチェックしている） 

 
治験で収集するデータ（CRF に記載される情報）は、医療機関での診療結果ならびに被験

者から聴取した情報が原資料に記録されている必要がある。そのため、医療機関において、

誰が、いつ、どこに、どのような記録を残すのかを明確にすることが、後日、診療記録を振

り返る（事実関係を再現する）場合に重要となってくると考える。 
必要なデータを漏れなく収集するためにカルテシール/ワークシートを使用している医療機

関は多い。しかし、カルテシール/ワークシートの記載項目がカルテやその他の原資料に記

載される項目と重複していると、原資料内のデータの矛盾が生じる原因となる。したがって，

カルテシール/ワークシートを作成する場合や、治験依頼者が作成したカルテシール/ワーク

シートを利用する場合は、データの重複を避ける工夫が必要である。 
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2) CRF 作成に関する事例 

 院内で CRF 作成までのプロセスを統一化（共有化）している。 
 CRC は業務多忙で被験者対応を優先し、CRF 作成業務の優先順位が低く CRF 作成に

時間を要していることもあったが、LDM を導入し、CRF 作成業務を分けたことにより、

CRF をタイムリーに作成できるようになった。 
 被験者から情報を取得し原資料に記録する者以外の担当者が CRF の作成（原資料から

の転記）を行う。 
 LDM が CRF を作成するため（次の作業者に業務を引き渡すため）、原資料の記録（整

備）が迅速化された。その結果、被験者来院から CRF 作成までの期間が短縮した。 
 受託治験の管理的立場の者が、症例間の整合性（有害事象の挙げ方、医師コメントの

要/不要など）を総括的にチェックしている。 

 
今回調査を行った医療機関の中には、院内で原資料の残し方から CRF 作成までのプロセス

を統一化（共有化）している事例があった。一定品質の CRF を作成するためには、プロセ

スの統一化（共有化）は重要である。しかし、今回実施したアンケートでは、プロセスを文

書化している医療機関は 17%に過ぎず（図 2.1-14）、インタビュー対象の医療機関の中で

もプロセスを文書化している事例はなかった。 
しかし、プロセスを文書化することにより、医師や CRC 変更時のトレーニングを容易にし

たり、担当者によるデータ品質の変動を 小限にとどめるなどのメリットがある。具体的な

プロセスの文書化の事例として、治験関連スタッフの役割と権限を規定し、役割と業務内容

をフローチャート形式等に明示しておくことが考えられる。 
 
また、アンケート調査の結果では、作成した CRF の自己点検を行っている医療機関は多か

ったが、第三者によるチェックを実施している医療機関は少なかった。第三者が原資料から

CRF へ転記することで、原資料の不備や説明不足の箇所を検出することができる。ただし、

チェックのための第三者を設けるよりも、原資料を記録している者以外の担当者（LDM な

ど）が CRF 作成を分担する方が、業務効率化に寄与すると考える。また、被験者の検査・

観察実施後タイムリーに CRF を作成することで調査漏れなどの不備事項の検出と再測定の

実施が可能となり、治験実施計画書からの逸脱の検出とそれ以降の改善も期待できる。 
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3) 治験実施体制に関する事例 

 CRC 導入教育では、治験データを取得する目的を理解するため、DM や統計解析の教

育を取り入れている。 
 CRC の支援業務内容を医師などに理解してもらうため、冊子を作って配付している。 
 新任の医療機関スタッフに対して治験についての説明を行っている。 
 ヒアリングやスタートアップ時に医師に同席してもらう。 
 医師による疾患毎の治療法や治験についてのセミナーを、看護師、薬剤師、CRC 向け

に、定期的に実施している。 
 入院治験の場合、病棟スタッフに対して説明会を実施している。 
 品質管理部門により検出された逸脱などの事例について、組織上部へ情報提供し、他

の CRC にも伝達する手順を履行している。（SMO） 
 ミスや注意事項を情報共有するため、定期的に（毎日）、CRC 間でヒヤリ事例報告を

行っている。 

 
医療機関内における教育体制の充実は、治験の品質を確保する上で重要である。治験実施計

画書についてのトレーニングによって、逸脱等の問題の多くは未然に防止することができ、

治験実施計画書を遵守した適切な対処が可能となる。また、治験受託時のみならず、継続的

かつ定期的に疾患や治験に関するトレーニングを行うことにより、データ品質を向上させる

ことが可能となる。 
 
ミスや注意事項の情報の共有は、同様のミスの再発防止に有効である。さらに、業務プロセ

スの改善などによる根源的な問題解決にも有用であることから、効率化も期待される。 
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2.2.3. ローカルデータマネージャー（LDM）の実態 
調査した 6 医療機関のうち、SMO サポート医療機関と治験専門医療機関を除く 3 医療機関で

は LDM が設置されていた。 今回のインタビューでは、品質管理に対する医療機関の取り組みの

中で LDM に注目し、LDM の有無や必要性、業務内容（CRC との役割分担）、効果について調

査し、以下に紹介する。 
 
1) LDM の人数 

LDM の人数は 2 医療機関が 2 名、1 医療機関が 3 名であった。 
治験専門医療機関では LDM が設置されていないが、被験者対応業務、記録された原資料を

点検する業務および原資料から CRF に転記する業務が分担されており、LDM 同様の役割

をもつ担当者が存在した。 
 
2) LDM の役割（業務） 

 治験開始前の原資料の特定（例えば電子カルテの作り込みなど） 
 併用薬剤の 終確認 
 CRF の作成補助 
 CRF 作成段階での原資料の疑義事項の医師/CRC への問い合わせ 
（原データの重複/不明、原データの記録漏れなど） 

 SDV の対応 
（治験依頼者からの問い合わせ（クエリーなど）の対応） 

 治験終了後の原資料の整理/保管 

 
調査を行った医療機関の中には、LDM が実施する業務内容を標準業務手順書で定めていた。 
 

3) LDM 設置の効果 

 原資料記録段階のエラーが削減できた。 
（記録の不備などについての LDM からのフィードバックによる CRC /医師の業務のエ

ラー（ミス）の削減） 
 CRF 作成時のエラーが削減できた。 
（専門化することによる CRF 作成要領に従った記載が可能） 

 EDC 操作熟練により、入力効率が向上した。 
 被験者来院から CRF 作成完了までの期間が短縮された。 
 CRC 業務のスリム化が図られ、CRC 一人あたり担当治験数が増加した。 
（LDM が CRF 作成関連業務を分担したことによる）  

 治験依頼者とのスムーズな連絡体制が構築できた。 
（CRC と異なり LDM は執務室内での業務が多いため治験依頼者からの連絡を確実に

受けることができる） 
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医療機関におけるデータ作成プロセスを、原資料作成プロセス（被験者からの情報→原資料

作成）と CRF 作成プロセス（原資料→CRF 作成）に大別した場合、LDM が設置され、CRF
作成プロセスを主要な業務とすることで、CRC は原資料作成プロセスに関連する業務（被

験者対応および正確な被験者からの情報収集）により注力できるようになる。CRC と LDM
の業務分担と専門化により、業務効率の向上（業務時間の短縮）が可能となり、受託可能治

験（症例）数を増加させることが期待できる。 
 

4) LDM の設置と LDM 業務の展開 
今回実施したアンケート調査の結果、現状では LDM 設置医療機関は 11%（16/149 施設）

と少ない（図 2.1-17）。しかし、今回のインタビューでは、LDM 設置によって、CRF 作

成時や原資料としての記録を残す段階でのエラー削減、CRF 作成までの時間短縮および

CRC 業務の削減などといった効果が認められており、LDM を設置する医療機関が増えてい

くことを期待する。特に、多くの治験を受託している医療機関ほど、LDM 設置による効果

は大きいと考えられ、実際に今回のインタビューでは、更なる LDM の増員を望む声も聴取

された。 
LDM の業務内容として、導入時には CRF 作成補助が主要な業務となるが、将来的に、治

験実施計画書/CRF を熟知し、原資料/原データ取得段階のプロセス管理のキーパーソンとな

ることが期待される。具体的には、治験依頼者に提供するデータについて、どのように被験

者から取得され、原資料のどこに記録されるか（プロセス）の特定、基本プロセス以外の流

れで情報が取得された場合（中止時来院など）の原データの特定とそのログの残し方などが

考えられる。つまり、医療機関における「データ」の「管理者」としての業務である。 
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2.2.4. 治験依頼者に望むこと 

本調査では、医療機関から治験依頼者に対する要望事項についても具体的に聴取した。 
1) データ取得/処理プロセスに関する事項 

 CRF で取得する情報を絞ってほしい。 
 被験者日誌は評価に利用する重要な資料であるため、日誌の取扱いは治験実施計画書

に明記してほしい。 
 治験用カルテの作り込みのために必要な時間を考慮してほしい。 
（収集すべきデータ項目およびその内容の詳細が被験者エンロール直前に提示される

と治験用カルテの作り込みが間に合わない） 
 早期の CRF 作成を依頼する割にクエリーの発行が遅い。正確な情報取得のためタイム

リーな CRF 作成を要求するのであれば、クエリーもタイムリーに発行してほしい。 

 
2) 収集すべきデータ項目およびその内容の統一について 

 CRF での取得項目、取得内容を業界として統一してほしい。 
 CRF での取得内容だけでなく取得レベル（検査値の異常変動など）も統一してほしい。 
 CRF の記載方法（特に有害事象の評価基準）を統一してほしい。 

 
3) 治験依頼者(担当者)に関する事項 

 CRF についてもっと理解して説明できるようにしてほしい。 
 データの専門家（DM 担当者）に CRF 作成方法について説明してほしい。 
 カルテが読めるようにしてほしい。 
 医師と話せない/話さないモニターが増えている印象がある。CRC を介すことでステッ

プも多くなり双方にとって非効率である。必要な場合には直接医師と話をしてほしい。 
 治験実施計画書の解釈についてモニターにより見解が異なることがある。会社として

一定の見解を医療機関に伝達するようにしてほしい。 

 
4) その他 

 他の治験参加医療機関での取り組みなどの情報交換の場を提供してほしい。 
（一部の医療機関のデータ品質が向上しても意義は小さく、参画している全ての医療機

関のデータ品質向上が重要である） 
 個々の治験に限らず、複数の治験依頼者や CRC などで品質管理について協議するよう

なネットワークを作って、業界全体のデータ品質向上について考慮する必要がある。 
 海外とデータ取得の厳密さをあわせてほしい。 
例えば、原資料に記載された内容について、海外では（本質的でなければ）有害事象と

されなくても指摘はないが、日本では有害事象にすべきではないかとの問い合わせや指

摘がある。 
 日本の過剰な対応をなくしてほしい。海外と日本で申請する場合、グローバル用と日

本用の両方のデータを揃えている。 
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3. 海外におけるデータ品質管理の現状と日本との差異 
海外における医療機関でのデータ品質管理に関して日本との差異を把握するため、本タスクフ

ォース参加企業（および海外本社等の関連企業）に対して、調査を実施した。 
 

3.1. 海外における原資料整備の状況 
3.1.1. 原資料に関する問題事例の調査 
海外の医療機関における品質管理の状況を把握するため、日本で問題とされている原資料に関

する主要な事例（表 3.1-1）が海外でも認められるかを調査した。 
 

表 3.1-1 日本の問題事例 
 事例 

1 既往歴に関して、保険病名等も含め、医師判断で取捨選択された内容の確認に時間を要してい

る。 
2 他院情報が不十分、または情報入手に医療機関から十分な協力が得られなかった。 
3 原資料が完成されていない。（鉛筆書き記載・付箋が残っている） 
4 直接閲覧後にカルテが修正・追記されていたため、内容確認に時間を要した。 
5 カルテの記載内容とカルテシール等に不整合があるため確認に時間を要する。 
6 併用薬の確認、「Do」処方の確認に時間を要している。 
7 有害事象の転帰確定日が不明確であった。 
8 原資料の整理が悪く、必要な情報を探すのに時間がかかる。 
9 医師の字が読みにくいため時間がかかる。 
日本製薬工業協会 SDV の効率化検討（2009）2) で収集された SDV 時の問題事例の中から抜粋した。 

 
表 3.1-1 の 9 つの問題事例について、海外のモニターや監査担当者（6 社：内資 2 社、外資 4

社）から、各事例についてのコメントを入手した。調査結果を以下に示す。 
 
1) 原資料に関して日本で問題とされている主要な事例は、海外においても同様に認められる。 
2) 問題事例は試験の開始直後には認められるが、「原資料に関するトレーニング」により減少

し、試験後半にはほとんど認められなくなる。 
3) 「原資料に関するトレーニング」は試験開始前あるいは開始直後に実施するが、試験途中

にも「継続的なプロセス改善」に着目したトレーニングを実施することが重要である。 
4) 原資料の品質を指標の一つとした医療機関の評価を実施しており、以後の施設選定時の参

考データとしている。 

 
上記の調査のコメントから、日本で問題とされている原資料に関する主要な事例は、海外にお

いても同様に認められているが、海外では「原資料に関するトレーニング」が実施されており、

原資料に求められる品質が常に意識されていることが日本との違いであると考えた。 
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3.1.2. 原資料に求められる品質について（ALCOA 原則） 

海外においては、原資料の質に関して一定の基準が知られている。FDA の Guidance for 
Industry “Computerized Systems Used in Clinical Investigations3))” の中で、原資料（紙、電子

等、媒体に係わらず）に求める 5 つの基本要素を挙げており、それらの頭文字をとって一般的に

「ALCOA（アルコア）原則」と呼ばれている。 
 
1) Attributable（帰属/責任の所在が明確である） 
2) Legible（判読/理解できる） 
3) Contemporaneous（同時である） 
4) Original（原本である） 
5) Accurate（正確である） 

 
さらに、EMA5)は、これら ALCOA に加えて以下の基本要素も求めている。 
 
6) Complete（完結している） 
7) Consistent（矛盾がない） 
8) Enduring（永続的である） 
9) Available when needed（必要時に取り出せる） 

 
これらの用語は、日本では見慣れないが、原資料を適切かつ正確に記載し、記録から時間がた

っても正しく内容をトレースするためには、ALCOA（もしくは ALCOACCEA）の考え方の普及

が必要と思われる。 
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3.2. 原資料に関するトレーニング 
海外との差異が「原資料/原データに求められる品質」の医療機関への浸透状況にあると予測し、

「原資料に関するトレーニング」の実施状況について調査した。 
加えて、海外での医療機関の「質」を治験依頼者が測定する指標と改善策についても調査した。 
 

表 3.2-1 調査概略 
回答 

質問内容 
依頼者数 回答国 回答数

【海外】 
 原資料に関するモニター/医療機関へのトレーニングの

実施状況 
 原資料に対するモニターの理解不足による問題事例 
 医療機関の品質判断基準と対策 

9 
（内訳） 
外資系 7 
内資系 2 

米、英、ベルギ

ー、独、伊、仏、

スペイン、台、

韓 

22 

【日本】 
 原資料に関するモニター/医療機関に対するトレーニン

グの実施状況 

22 
（内訳） 
外資系 7 
内資系 15 

日本 22 

 
 

3.2.1. 原資料に関するモニター/医療機関へのトレーニング（治験依頼者の取り組み） 
治験依頼者によるトレーニングの実施状況を表 3.2-2 に示した。 
 

表 3.2-2 『「原資料/原データに求められる品質」についてモニターや医療機関に対して治験

依頼者はトレーニングを行う』と回答した割合 
日本 

項目 海外 
 外資系 内資系 

モニターへのトレーニング 95% 
（21/22）

27% 
（6/22）

71% 
（5/7） 

7% 
（1/15）

医療機関へのトレーニング 82% 
（18/22）

23% 
（5/22）

57% 
（4/7） 

7% 
（1/15）

 
1) 原資料に関するモニターへのトレーニング 

海外では 95%（21/22 件）の治験依頼者がモニターへのトレーニングを行っている一方、日

本では 27%（6/22 件）と少ない。ただし、日本でも外資系に限ると 71%（5/7 件）の治験

依頼者がモニターに対してトレーニングを行っている。 
また、海外の治験依頼者に対して「原資料に対するモニターの理解不足による問題事例」に

ついても調査し、以下の回答が得られた。 
 

 原資料の訂正方法が不適切である。（訂正日や訂正者のサインがない） 
 CRC メモが原資料として扱われていない。 
 二次データが原資料となっている。 
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これらの問題事例は、モニターだけではなく、品質管理の考え方に対する医療機関の認識不

十分が原因でもある。また、特別な問題事例はなかったが、原資料の訂正方法など、海外と

日本で「原資料/原データに求められる品質」に対する認識が異なっていた。 
 

2) 原資料に関する医療機関へのトレーニング 
海外では 82%（18/22 件）の治験依頼者が医療機関に対してトレーニングを行っていた。ト

レーニングを実施していない理由として挙げられたものとしては、「原資料の品質確保は医

療機関の責務である」というものであった。 
一方、国内では 23%（5/22 件）と少なかったが、国内でも外資系に限ると 57%（4/7 件）

の治験依頼者が医療機関に対してトレーニングを行っていた。なお、外資系の治験依頼者か

らは「手順上はトレーニングを行うことになっているが、十分トレーニングされないことも

多い」とのコメントもあった。 
調査より得られた医療機関に対する具体的なトレーニング方法を以下に示す。なお、トレー

ニングを実施している場合のトレーニング方法およびその内容については、海外と日本で大

きな差異はなかった。 
 
【日本】 

 施設選定時、e-Learning、開始時の治験説明会において治験データの作成に関するト

レーニングを実施する。 
 原資料に求められる要件、ALCOA 原則に関する資料を提供する。 

 
【海外】 

 e-Learning、開始時の治験説明会において ICH-GCP/Source Document Training に関

するトレーニングを実施する。 
 ALCOA 原則、Good Documentation Practice に関する説明資料を提供する。 
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3.2.2. 医療機関の「質」の測定指標と改善策（海外治験依頼者の取り組み） 
海外で治験を実施する場合、医療機関の品質を評価することにより治験自体の質を確保するた

めの治験依頼者の取り組みについて調査した。1) 医療機関の「質」の測定指標、2) 「質」が低

いと判断された医療機関に対する対策について以下に示した。 
 
1) 「質」の測定指標（判断基準） 

 CRF と原資料の不整合の数 
 監査所見の数 
 クエリー数、クエリーが解決するまでの時間 
 Visit から EDC 入力までの所要日数 
 モニターから報告をうける上司、監査担当者の判断 
 モニタリング報告書のコメント（施設での問題、モニターによる所見など） 

 
2) 「質」が低いと判断された医療機関に対する対策 

 再教育とフォローアップを行う。 
 原因の究明、医療機関に対応策を策定させる。 
 治験中止、今後の施設選定の参考にする。 
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3.3. 海外において品質が高いと評価される医療機関について 
海外で治験を実施する場合、原資料の品質が高いと治験依頼者が評価する医療機関について、

原資料の品質を高めるための品質管理手法を調査した。 
 

表 3.3-1 調査概略 
回答 

質問内容 
依頼者数 回答国 回答数

原資料の品質が高いと評価されている医療機関の特徴と品

質管理事例 

9 
（内訳） 
外資系 7 
内資系 2 

米、英、ベル

ギー、独、伊、

スペイン、台、

韓 

18 

 
3.3.1. 品質が高いと評価される医療機関の特徴 

治験依頼者に品質が高いと評価されている医療機関でみられる特徴を以下に示す。 
 

表 3.3-2 品質が高いとされている医療機関の特徴 
 品質が高いと評価される医療機関の特徴 回答数 

1 十分なスタッフを確保 7/18 
2 豊富な治験経験 7/18 
3 治験専任のデータマネージャーを配置 6/18 
4 モニタリング手順や医療機関の責務の十分な理解 3/18 
5 各スタッフの役割と業務内容が明確 2/18 
6 モニタリング時に十分な時間を確保 1/18 
7 交替頻度の少ないスタッフを配置 1/18 

 
医療機関内の人員確保や治験経験に関する特徴が多く挙げられた。特に、治験専任スタッフを

配置することで治験に対する時間を十分に確保することが、データ品質を保つ上で重要であると

いう意見が多く挙げられた。 
 
3.3.2. 海外の医療機関における品質管理 

83%（15/18 件）の依頼者は、品質が高いと評価されている医療機関で特別な品質管理手法は

採用していないと回答した。一部であるが、医療機関が自主的に整備している具体的な品質管理

体制として、以下の事例が挙げられた。 
 

 CRF の作成や内容の確認だけを専任で行うスタッフを配置する。 
 医療機関内の QC/QA 手順を SOP で規定する。 
 治験実施手順やデータ収集プロセスをチェックリストにより確認する。 
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3.3.3. 治験専門医療機関（Physicians Research Group）の取り組み 

海外では治験専門の医療機関が多く存在する。それらの医療機関では、どのようなデータの品

質管理を実施しているか、直接聴取するため、治験専門の医療機関「Physicians Research Group
（PRG）*」へ質問を送り、回答を得た。 

 
*：米国の治験専門の医療機関。2006 年に統計・DM 部会が派遣した米国 DM 調査団が訪問 

 
【PRG への質問】 

1) 治験のデータ作成プロセスにおける「品質の作り込み」のために行っていることは？ 
2) 「治験の原データ/原資料～CRF データの質」に関して QC または QA プロセス/手順が確

立されているか？ 
 

【PRG からの回答】 
 データ入力専任者がいたときには、QA プロセスを組み込んでいた。 
 現在は、CRC が EDC に直接データを入力しており、エラーはほとんどない。 
 原資料を綿密かつ正確に作成し、参照することができる、また、EDC にデータをエラー

なく入力できる熟練のスタッフのみを確保することにしており、QA プロセスを組み込む

必要がない。 
 
さらに「治験依頼者がどのようにデータを入力してほしいか検討するのに時間をかけてくれる

と、医療機関は原資料を作成する際に、データをどのように取ってくるかについて、より理解を

深めることができる。」との意見とともに、「Physicians Research Group のスタッフは、治験

実施計画書を読み、理解することができるが、治験依頼者の適切な説明がなく、治験依頼者が望

むように正確にデータを取り入力するのは、推測ゲームのようになってしまうことが多々ある。」

との感想が添えられていた。 
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3.4. データ品質管理に関する海外と日本の差異 
「3.2 原資料に関するトレーニング」、「3.3 海外において品質が高いと評価される医療機関に

ついて」の調査結果に限られるが、医療機関におけるデータ品質管理に関しては、日本と大きな

違いがあるわけではないということが推察された。しかしながら、調査を通じて明らかとなった

以下の事項については、日本でも医療機関および治験依頼者の双方で参考にできると考えられる。 
 

 原資料の基本要素：ALCOA 原則 
 原資料に関するトレーニング 
 継続的なプロセス改善 
 治験依頼者が医療機関の品質を評価するシステム 
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4. まとめ 
4.1. 医療機関におけるデータ品質管理体制の確立 
4.1.1. 原資料 
4.1.1.1. 原資料の特定 

通常、治験は、一般診療の中において実施される。したがって、治験データも、医療行為の一

環として診療録等の医療記録に記録される。しかし、治験では、収集するデータが治験実施計画

書で規定されていることから、診療録等に記載された全ての情報が利用されるわけではない。一

方で、治験特有のデータを収集する場合もある。したがって、一般診療と治験における情報は図 
4.1-1 のような関係となる。 

 

一般診療情報

治験データ

患者（疾患）の状態

有効性評価
特殊検査

etc.

背景情報
バイタル

一般臨床検査
投薬記録
AE情報

etc.

ルーチン的な診察情報
不定愁訴の記録

計画書規定外の観察・検査等
業務記録
会計情報

etc.

一般診療情報

治験データ

患者（疾患）の状態

有効性評価
特殊検査

etc.

背景情報
バイタル

一般臨床検査
投薬記録
AE情報

etc.

ルーチン的な診察情報
不定愁訴の記録

計画書規定外の観察・検査等
業務記録
会計情報

etc.

 
図 4.1-1 一般診療情報と治験データの関係 

 
診療において収集されるデータは、複数の医師、もしくは医療機関スタッフによって記録され

る場合があり、同一の診察・検査項目（例えば体温や血圧など）が複数存在することもある。こ

のような状況は一般診療では特別なことではないが、治験においては、CRF に記載されたデータ

と原データの 1 対 1 対応が必要となることから、原資料に複数の同一の診察・検査項目のデータ

が存在する場合（複数の原資料内に存在する場合も含む）、CRF に記載されたデータがどの資料

のどのデータに該当しているのか、すなわち原データはどれであるのかを特定する必要がある。 
今回実施したアンケートでは、17%の医療機関で原資料（原データ）を必ず特定しているとの

回答があったが、44%の医療機関では取り決める場合もあるとして、治験依頼者の求めに応じて

原資料の特定を行っている現状が明らかとなった。しかし以下の観点から、医療機関内で原デー

タがあらかじめ特定されていること、CRF に記載するデータとして採択されていないデータが原

資料内にある場合、採択しなかった理由が明確となっていることが重要となると考えられる。 
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1) 再現性の確保 

原データを明確化することにより、後日データを見直した際に、誰もが同じデータを選択す

ることができる。 
 

2) 原資料作成時の効率化 
日本においては原資料 = 診療録という認識が根強いが、原データの特定が適切になされれ

ば、診療録ではない医療記録であっても原資料となりうる。すなわち、原データの特定を行

うことにより、 初にデータが記録された医療記録から、診療録に転記を行う必要性がなく

なる。 
このような業務プロセスの改善は、無駄なステップを省くことによる効率化のみならず、転

記ミスなどのエラーを排除できることから、データ品質を向上させることにも繋がる。 
 

3) SDV の効率化 
2008 年～2009 年にかけて検討された「SDV の効率化の検討 2)」の報告書において、SDV
を行う際、問題となるのが、同一もしくは複数の医療記録に同一項目が複数記載されており、

それらが一致していない場合、CRF の元となったデータが何であるかを特定できないこと

が指摘されている。 
したがって、原資料の特定がなされていれば、SDV の効率が上がり、SDV 時間の短縮にも

寄与すると考えられる。 
 
 

4.1.1.2. 治験データが最初に記録された情報の重要性 
日本においては、原資料 = 診療録という認識が強く、診療録に記録されていないデータに関し

ては、他の資料（医療記録）から診療録に転記している傾向があるように思われる。一方で、欧

米、特に米国では、原資料とは「 初にデータが記録された資料：first recorded documents」と

いう認識が浸透しつつある。 
J-GCP および ICH-GCP では、原資料とは以下のように定義されている。 
 

J-GCP 第 2 条第 10 項 
この省令において「原資料」とは、被験者に対する治験薬又は製造販売後臨床試験薬の

投与及び診療により得られたデータその他の記録をいう。 
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運用通知 2-3 
第 10 項の「原資料」とは、被験者に係る診療録、検査ノート、治験薬等の投与記録等の

治験の事実経過の再現と評価に必要な記録を指す。具体的には、症例報告書等の元とな

る文書、データ及び記録（例：病院記録、診療録、検査ノート、メモ、被験者の日記又

は評価用チェックリスト、投与記録、自動計器の記録データ、正確な複写であることが

検証によって保証された複写物又は転写物、マイクロフィッシュ、写真のネガ、マイク

ロフィルム又は磁気媒体、エックス線写真、被験者フィルム及び治験に関与する薬剤部

門、検査室、医療技術部門に保存されている記録等）をいうものである。 

 

ICH-GCP (ICH E6 Guideline) 
1.43 Original Medical Record 
See Source Documents. 
 
1.51 Source Data 
All information in original records and certified copies of original records of clinical 
findings, observations, or other activities in a clinical trial necessary for the 
reconstruction and evaluation of the trial.  Source data are contained in source 
documents (original records or certified copies). 
 
1.52 Source Documents 
Original documents, data, and records (e.g., hospital records, clinical and office 
charts, laboratory notes, memoranda, subjects' diaries or evaluation checklists, 
pharmacy dispensing records, recorded data from automated instruments, copies or 
transcriptions certified after verification as being accurate copies, microfiches, 
photographic negatives, microfilm or magnetic media, x-rays, subject files, and 
records kept at the pharmacy, at the laboratories and at medico-technical 
departments involved in the clinical trial). 

 
J-GCP（運用通知）でいう原資料の定義である「症例報告書の元となる」は、ICH-GCP にお

ける source data（原データ）の定義である “all information in original records” に該当してお

り、FDA ではこの “original records” を “first recorded documents” としている。すなわち、

ICH-GCP での「原資料」とは治験データが 初に
．．．

記録された資料であり、診療録や検査データ

のみならず、医療機関スタッフや CRC が記録した情報も、それが 初に記録されたものであれば

原資料であることを示している。 
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Original Records 
(First Recorded Data)

Certified Copies
(Non-Original Records)

1. ICH-GCPにおける原データ (Source Data) の定義

Original Records 
(First Recorded Data) CRF

Original Records 
(First Recorded Data)

Certified Copies
(Non-Original Records)

2. 日本における原データ (Source Data) の現状

Original Records 
(First Recorded Data) CRF診療録の医師記載

検査データなど

Original Records 
(First Recorded Data)

診療録へ転記
(Non-Original Records)

(Not Certified)
CRCの記録など

凡例: CRFと直接照合する原データ, CRFとは直接照合しない原データ
正確であることを保証,            正確である保証がない

すべての
First Recorded Data

検証によって
正確であることが
保証されたコピー

 
図 4.1-2 原データの定義と日本における現状 

 
今回実施したアンケートでは、実際に治験で用いられると考えられる医療記録を 8 点抽出し、

それらが実際に原資料としてどのように扱われているかを調査した（図 2.1-2）。このうち、「診

療録」および「心電図チャート」といった資料に関してはほぼ 100%の医療機関において原資料

としていたが、「他科診療録」、「検査伝票」、「看護日誌」、「患者日誌」、「他院からの情

報」に関しては、10～20%程度の医療機関では、原資料として取り扱っておらず、必要な情報を

他の原資料に転記して使用している実態が明らかとなった。特に、「CRC メモ」は、被験者の情

報を記録した資料として治験においては重要な情報源であると考えられるが、ほとんどの場合で、

必要な情報についてのみ診療録等に転記される形で利用されていた。 
このように日本では、原データがオリジナルデータであるか否かは重視されてきておらず、

「first recorded documents が原資料である」という認識に切り替えてゆくことは容易なことで

はない。しかし、以下に示すような取り組みを行うことで、将来的には、 初に記録された被験

者のデータを原データとすることができるようになり、品質を確保しながら治験の効率化が図ら

れることが期待される。 
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• 当該データを記載する原資料をあらかじめ特定する。 
• FDA が求めているような delegation log（日本のスタッフリストに相当するが、指名さ

れた担当者の業務が細かく定められている点で異なる）を作成し、例えばバイタルサイ

ンなどのデータに関しては、それを測定するスタッフをあらかじめ特定しておき、その

スタッフが使用する資料を原資料として特定する。 
• 必要以上のワークシート/カルテシールを作成しない。 
• CRC が記載できる資料（例えば CRC 用ワークシート = CRC メモ）を作成し、CRC が

収集したデータを原資料とできるようにする。 
• 治験で必要とされるデータはすべて、原資料として特定された資料に記入する。 

 
4.1.1.3. 原資料に関するまとめ 

治験データを収集する上で重要なことは、原資料が美しく整然と作成されていることではない。

CRF に記載された個々のデータに関して、治験責任医師または治験分担医師によって、適切にデ

ータの取捨選択が行われ、その原データがどこに記載されているか、またそのデータを採択した

理由（もしくは採択しなかった理由）が明確となっていることである。今回実施したアンケート

において、原資料内に矛盾が生じた際の措置として、「記録の作成や修正はしないが、治験依頼

者に口頭で説明する」との回答が多かったが、このような対応の場合、後日矛盾の内容について

再確認する場合には CRC の記憶に頼らざるを得ず、医療機関内の資料のみでの再現性が確保でき

ないことも想定される。このような矛盾がある場合、医療機関内に明確な記録が残されているこ

とが望ましい。 
また、データ取得から記録までの時間も品質管理の重要な要素である。データの記録が遅い場

合、記憶忘れ、勘違いなどが生じ情報の劣化を生じる可能性があることから、データ発生と同時

に「適切な形式で適切な場所に」必要なデータが記録・保管され、その特定がなされていれば、

情報の劣化を防ぐことができ、何時でも誰でも同じ情報にアクセスすることが可能となる。 
このように、原資料（原データ）の特定が明確な記録で残されていることは、データ品質を高

いレベルに保ったまま治験の効率化を推進する上で非常に重要である。 
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4.1.2. 医療機関におけるトレーニングの実施 

今回のアンケートの結果、医師に対する治験の教育システムが「ある」との回答は 30%程度で

あった（図 2.1-16）。この結果から、医療機関における治験データの品質管理に関して、教育シ

ステムが医療機関において必ずしも十分に整備されてはいないと推察された。2007 年度～2008
年度にかけて検討された「SDV の効率化の検討 2)」の報告書においても、治験依頼者がサンプリ

ング SDV 導入を躊躇する第一の要因として「品質管理においての不安」を挙げており、品質確保

に向けた一つの方策として医療機関における教育システム整備が重要であると考えられる。 
 

4.1.2.1. 日本と海外の原資料に求められる要件の違い 
海外の医療機関に対する調査の結果、海外では、モニターおよび医療機関に対し、原資料に関

するトレーニングを実施することが必須となっているケースが多いことが明らかとなった。トレ

ーニングの内容は、ALCOA 原則を基本とした原資料に求められる要件となっている。それに対

して、日本ではモニターへ原資料に関するトレーニングを実施していると回答した治験依頼者は

少なく、海外と比べて日本では原資料のトレーニングが一般的ではないことが明らかとなった。 
これはデータ品質を考える上で原資料の果たす役割に対する海外（特に欧米）と日本の考え方

の違いによるものと考えられる。具体的には、ICH-GCP に準拠する欧米では、治験の事実経過

や評価の再現に必要な全ての記録が原資料であり、治験のデータ品質を確保する上で原資料に正

確で矛盾のない透明性の高い記録を残すことが重要視されているのに対し、日本では、J-GCP で

CRF の元となるデータが原資料とされていることから、その記録に至るまでの事実経過や評価の

過程が原資料上で不明確であっても、 終的に原資料と CRF の整合性が取れていれば十分と考え

ている傾向があると思われる。このような背景から、欧米では ALCOA 原則がデータの信頼性を

確保するための基本的要素として求められているのに対し、日本では明確な基準はなく、ALCOA
原則も海外ほど認知されていないという違いが生じている。 

ALCOA のそれぞれの要素をみてみると、日本と海外で原資料の記録方法について大きな違い

があることがわかる。特に O（Original）、C（Contemporaneous）の具体例を挙げる。 
 
1) Original（原本である） 

海外では 初に記録されたデータ、観察、評価結果が原資料であり、一般的に確認者が記録

した情報がそのまま原資料となっている。一方で日本では確認者が付箋や個人ノートなどに

メモした一次記録を元に医師がカルテなどに転記した二次記録を原資料として扱うケース

もある。情報は転記されるごとに間違いや矛盾を生じやすくなるため、海外ではデータの信

頼性を確保する基本的要素として「Original」な記録が重視されている。もし何らかの理由

で二次記録が作成された場合も、必ず一次記録も原資料として保管されている。 
 

2) Contemporaneous（同時である） 
海外ではデータや評価結果はその情報が観察、評価された時点で記録されることが重視され、

記録が遅れるほど信頼性が低下すると考えられている。日本では確認されたデータや評価結

果を記録するタイミングについて明確な基準はない。 
 



 

45 

 
4.1.2.2. 原資料に関するトレーニング 

海外と日本で原資料に対する考え方の違いはあるものの、 近は日本での国際共同治験数の増

加、さらには海外規制当局による査察も増加傾向にあり、外資系企業を中心に海外と同一の手順

に沿って医療機関において、原資料に関するトレーニングが開始されつつある。 
トレーニングの時期としては、試験開始前あるいは開始直後に加えて、試験途中に実施される

ことが望ましい。これにより、PDCA サイクルを活用したプロセス管理によって、原資料/原デー

タの質を改善していくことが可能になると考えられる。なお、このようなプロセス管理を適切に

行うためには、原資料がタイムリーに作成されていることが求められる。 
具体的な手順は以下のようになる。 
 
1) 治験開始前のトレーニングだけで完結するのではなく、試験中の適当なタイミング（特に

開始後の早い時期）でプロセスを確認する。 
2) エラーや問題があればその原因を究明し、医療機関ごとに対応策を策定する。 
3) 必要に応じて治験依頼者より再度トレーニングを提供しフォローする。 

 
一般的に、治験依頼者が治験開始時に提供するトレーニングは、各試験特有の実施手順の説明

が多い。一方で、ALCOA 原則に沿った原資料の作成は、試験によらず普遍のルールであり、ま

た信頼性の高い治験データの記録と収集に重要な要素であることから、医療機関側でも通常のプ

ログラムとして、トレーニングを教育システムに組み込んでいくことが可能である。 
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4.1.3. ローカルデータマネージャー（LDM）の活用 

LDM は、「新たな治験活性化 5 カ年計画」で提唱された、医療機関における「治験実施計画

書管理、患者のデータの適格性の確認、症例報告書作成支援、モニタリング・監査への対応等、

医療機関でのデータの品質管理を行う」データマネージメント担当者である。 
LDM の想定し得る具体的な業務範囲については、日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 統計・

DM 部会で 2008 年度に検討された「臨床試験データの品質管理 8)」中に示されているが、今回実

施した医療機関へのインタビュー調査した中では、次のような意見が得られた。 
 
• CRC と LDM での業務分担 

主に患者対応業務を CRC が担当し、EDC へのデータ入力を LDM が担当する業務分担

を行っている。従来の CRC 業務の一部を LDM が分担することで、CRC 一人当たりの

担当治験実施計画書数・症例数が増え、全体の生産性を向上させることが可能である。 
• 業務プロセス管理 

PDCA サイクルの P（計画・準備）の段階より関与し、治験依頼者が提供するワークシ

ートと診療録とのデータの重複記載を避ける工夫を行う等により業務を効率化できる。 

 
これらの事例から、LDM は CRC の業務の一部であるデータ関連業務を分担して実施しており、

各医療機関のデータ品質に関するプロセスに関して、プロセス構築の段階から LDM が関与、プ

ロセスの一元管理を行うことで、データ品質管理におけるプロセスの 適化がなされているもの

と思われる。 
このように LDM が、PDCA サイクルの円滑な運用（改善活動）の役割を担えば、データの品

質管理のみならず治験業務全体の効率化が可能になる（図 4.1-3）。 
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プロセス明確、ＣＲＣ 4名、ＬＤＭ 1 名で 30 例実施する場合 

プロセスが不明確、ＣＲＣ 5 名で 30 例実施する場合 

CRC 個々の
能力・努力 

CRF5 例 

CRC 個々の
能力・努力 

CRC 個々の
能力・努力 

CRC 個々の
能力・努力 

CRC 個々の
能力・努力 

CRF7 例 

CRF7 例 

CRF6 例 

CRF5 例 

 
 

モニタリング
S D V 

ミス発生、効率が良くない。 
何が原因？今更，どうにもできな
いが･･･

モニタリング 
直接閲覧 

組織的業務分担 

CRC 

CRC 

CRC 

CRC 

 
L
D
M 標準プロセス 

プロセス管理 
（PDCA サイクル運用） 

もっと効率良くするために、こ

のプロセスを改善しよう。 

CRF30 例 
 

モニタリング
S D V 

モニタリング 
直接閲覧 

 
図 4.1-3 ローカルデータマネージャー（LDM）によるプロセス管理 

 

各 CRC が個別に対応 
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LDM 活用の必要性は、治験依頼者においてデータマネージメント（DM）組織を発展させてき

た経緯と同様に考えることができる。すなわち、治験依頼者内 DM 担当者を設置しなければなら

ないという規制は無いが、治験依頼者は自主的に DM 部門を設置することによって、治験実施計

画書作成・CRF 設計（Plan）の段階からデータ品質の確保および治験業務の効率化・標準化に向

けた取り組みを行い、データ品質のプロセス管理ができる体制を構築してきた。 
医療機関においても同様に、CRC が個人レベルでの努力を行って品質向上するよりもむしろ、

LDM が一元的にデータの品質管理およびプロセス管理を行い、データ発生から CRF 作成までの

業務の効率化しながら高いデータ品質を達成することも可能となる。 
医療機関でも、治験だけでなく臨床研究に携わる機会の増加が予想されることから、品質確保

と業務効率化を目指すのであれば、LDM を設置した適切なデータ品質管理を行う方向に向かうこ

とが予測される。 
LDM 設置によるメリット・デメリットは以下のように分析された。 
 

表 4.1-1 ローカルデータマネージャー（LDM）利用のメリット・デメリット 
 医療機関 治験依頼者 

・ 個々の能力・努力だけに頼らない継

続的な品質改善 
・ プロセス改善による業務効率化 
・ CRC のキャリアパスの一環として

有益 
・ 他者の業務や記録をチェックするこ

とによる担当者のスキルアップ 

・ プロセスの明確化によりデータ品質に対

する安心が得られる 
・ データの質に関するコミュニケーション

がより円滑になる 
・ データの質の向上及び均一化 

・ 直接閲覧や SDV の受入回数・時間

の減少 
・ 直接閲覧や SDV の訪問回数・時間の減少

・ LPO 以後のフィードバック受入回

数・期間の短縮 
・ LPO 以後のフィードバック回数・期間の

短縮 

メリット 

・ 医師，CRC 等の人事異動への円滑な

対応 
・ 人事異動によるデータの質の低下に対す

る不安減少 

デメリット 

・ プロセス構築を伴わない LDM の新

規雇用又は専任者配置は、人件費の

コスト増加の可能性がある（LDMの

新規雇用で仮に一時的にコストが増

加しても、プロセス構築及びプロセ

ス管理・改善による効率化で、長期

的にはコスト減少可能） 
・ LDM への過度な依存により、デー

タの質に対する治験責任医師や

CRC の意識低下が懸念される 

・ 医療機関のコストが増加した場合の対応
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今回実施したアンケート結果にもあるように（図 2.1-17）、LDM 設置医療機関は少ない。本

タスクフォースの検討では、この原因を以下のように考えた。 
 
• LDM が認知されておらず、LDM の役割が明確でない。 
• LDM 配置によりコスト増加への懸念が生じる。 
• データの質に関するプロセスが不明確であり、このため LDM の必要性が感じられない。 

 
LDM を考慮する場合の障壁としてコスト増に関する懸念が挙げられる。確かに短期的に見れば、

LDM を設置することによりコスト増となる可能性もある。しかしながら、LDM の業務には、現

在 CRC が担っている業務も多いため、LDM を新規雇用する必要はなく、現在の要員の中からデ

ータ品質に関するPDCAサイクルを適切に運用する人材として育成・活用することも可能である。

その場合、コスト増を 小限に抑えることができる。また、今回のインタビューでの結果にもあ

るように、LDM を活用することで、CRC が被験者対応の時間が増え、受託試験数が増加させる

ことができれば、LDM もしくは CRC の試験あたりの単価は減少するため、長期的には全体的な

コストがむしろ低下する可能性もある。なによりも、LDM の設置により、プロセス構築・改善が

なされ、品質を確保したまま業務効率化が進むと考えられる。 
今後、LDM のより一層の普及に期待したい。 
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4.2. SDV による “検査” から医療機関での自立的な “プロセス管理” へ 
治験データは有効性、安全性などその薬剤プロファイルを特定するための必要少数のデータ集

積であり、この少数データを基に多くの患者に使用されることとなるため、治験データは極めて

高い品質が要求される。日本の治験データ品質は他国に比べ既に高い状態が維持されているが 6), 7)、

この高い品質を維持する過程には多くの関係者の努力に依存するところも多く、莫大な時間と労

力が使われ結果として人件費増大にも繋がっている。今後、現状の高品質を維持しつつ効率化す

ることが課題となっている。 
産業を問わず製造過程に多くの人が関わる製品で高品質を効率的に確保するには、確立された

プロセス管理が鍵となる。治験業務においても、プロセスを確立することで、治験担当医師もし

くは CRC の誰が業務を担当しても同じ高い品質でデータを作成（アウトプット）できることが必

要である。しかし現状では、CRC を中心とした治験にかかわるスタッフの個人的な努力でカバー

している部分も多く、「データの品質 =（CRC）個人の質×労力」になっているように見受けら

れる。 
したがって、医療機関側での高い品質を確保しつつ効率化を図ってゆくためには、医療機関内

でのシステム構築（工程（プロセス）の整備およびトレーニングなど）が重要となってくるであ

ろう。 
 

4.2.1. 医療機関でのプロセス管理の導入 
2 章のアンケート調査から得られた情報に、「役割が異なるスタッフが関わることによる原資

料内の矛盾」「複数データが存在することによる CRF と原資料の不整合」「データ点検を行って

いるが自己点検のみ（自己点検に関してはチェックシート等のツールの使用は少ない）」「治験

依頼者が SDV を行うことで治験データの品質を担保できるという意見」等の医療機関の現状が見

受けられた。また、治験データの品質管理に関する取り決めに関しては「取り決めはない」が 54%
であり、取り決めがある場合も「診療録等の記録を保管する手順」の事を示し、「原資料や CRF
作成に関する手順」を取り決めているという回答は少なかった。同様に医療機関でのインタビュ

ーからも「原資料の残し方から CRF 作成までのプロセスを統一化（共有化）しているもののプロ

セスの文書化には至ってない」との状況であった。 
治験の工程（プロセス）で一人の CRC が治験資材準備から CRF データの自己点検までの全て

のデータ作成過程を単独で実施するとエラー発生に気がつかない可能性が生じる。そこで第三者

による確認あるいは分業化することで工程（プロセス）に複数の視点が入ることによりエラーが

発見される可能性が高くなることから、ヒューマンエラーの低減につながる。リソース的に第三

者点検の導入が困難な場合は工程（プロセス）のどこで自己点検を行うのか工程内で規定してお

くべきである。 
品質管理におけるプロセス管理で重要なことは PDCA サイクル【Plan（計画）→ Do（実行）

→ Check（評価）→ Act（改善）】の 4 段階を繰り返すことによって、業務品質および業務効

率を継続的に改善することである。 
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1) Plan（計画）：過去の実績・経験、 

将来予測をもとにして計画を作成。 
2) Do（実施・実行）：計画に沿って 

業務遂行。 
3) Check（点検・評価）：実施された 

業務が計画に沿っているか確認。 
4) Act（処置・改善）：実施が計画に 

沿っていない部分を改善。 
 
エラーの早期発見、初期段階での対応と原因追究、リアルタイムな改善が理想のプロセス管理

である。今回実施した医療機関でのインタビューでは、「記録の不備などについての LDM から

のフィードバックによる CRC /医師の業務のエラー（ミス）の削減」や「ミスや注意事項を情報

共有するため、定期的に（毎日）、ヒヤリ事例報告を行っている」という事例があり、リアルタ

イムに問題を監視・解決を行うことで次に同じ問題を起こさないようにプロセスを見直すことは、

PDCA サイクルを上手く活用できている事例といえる。 
 

 

検査
(SDV)

データ作成プロセスを適宜評価・改善する

プロセスの最適化 

検査は軽くても 
高品質 

 

  
検査 

(SDV) 

プロセス管理を行っていない 

データ作成プロセスは個人に依存 

無駄も多く、エラーの根源的解決の方法も示されない  

SDVによる出口管理 

プロセス管理＋SDVによる出口管理

検査作業が 
重い 

プロセスはBlack Box

プロセスは明確 

 患者の真実

 患者の真実

エラー

エラー

 
図 4.2-1 SDV による出口管理とプロセス管理 

 

Plan
Do 

Check 
Act

ＰＤＣＡサイクル 
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これまで医療機関内の品質確保は CRC 個人の努力に依存する部分が多く、プロセス管理が十分

でなかったものと推測する。結果として、問題点を出口検査（SDV）で全数チェックを行うこと

により解決する状況となり、医療機関および治験依頼者ともに SDV に大きな労力が必要であった。

プロセス管理を導入することで、大きな労力と時間を要する全数チェックに代わってサンプリン

グ SDV の導入も可能となり、検査（SDV）にかかる労力の軽減が期待できる（図 4.2-1）。 
 

4.2.2. 求められる治験の品質 
品質はどこまで高いレベルを求めるべきであろうか。一般に経験を繰り返し、抜本的なプロセ

スの問題である「システムエラー」が解決されてくると、エラー率は徐々に低くなる。さらにプ

ロセスの問題が改善されてくると、エラー率は 0 に近付いてくる。しかし、ケアレスミスによっ

て生じる「ランダムエラー」は根絶できないことから、エラー率は完全に 0 にはならない。プロ

セスの問題に基づく重大なエラーが発生せず、軽微なエラーの発生頻度が許容できるレベルにな

れば、抜き取り検査でも品質確保が可能になる。 
治験においても同様に、被験者の安全性や治験成績に影響を及ぼすエラーが発生せず、軽微な

エラーの発生頻度も少なくなれば、その発生率の低い軽微なランダムエラーを撲滅するためにリ

ソースを使う必要は必ずしもない。この環境が整えば、サンプリング SDV で十分に品質保証が可

能である（図 4.2-2）。J-GCP 施行以降、日本では限りなく「エラー 0」を目標としてきたが、

プロセスの確立がなされていれば、許容範囲内に抑えられているエラーは許容できる。したがっ

て、十数年築いてきた高品質の追求の方向性について Result Oriented（結果重視）から Process 
Oriented（プロセス重視）へと考えをシフトして「エラー 0」を目指したオーバーワークを見直

す時期であろう。 
 

 

100%

十分な品質のライン 

Acceptable Quality Level 

品質 

リソース 

オーバーワーク
   十分すぎる品質レベル 
   労力の割には品質向上が期待できない 
   100%の達成は無理 

必要十分な品質
   検査が不要なくらいの品質レベル
  プロセスの確立、システム化により、
  適切な品質を保持できる 

  目目指指すす品品質質レレベベルル 

品質不十分 
   全数検査が必要な品質レベル 
   品質意識改革により品質改善できる
   プロセスの見直しも必要  

図 4.2-2 品質とリソースの関係 
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4.2.3. プロセス管理の実現に向けて 
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 統計・DM 部会で 2008 年度に検討した「臨床試験デー

タの品質管理 8)」では、「プロセスとはインプットをアウトプットに変換するために資源を使用

する活動」と定義できるとしており、プロセスを評価するためには、次の 4 つの基本的な質問を

して確認することが必要と述べられている。 
 
1) プロセスは明確にされ、適切に定義されているか。 
2) 責任は割り当てられているか。 
3) 手順は実施され、維持されているか。 
4) プロセスは要求された結果を達成するのに効果的か。 
 
上記の 4 条件に留意した上で、個人の能力に頼らない品質管理のプロセスを構築し、管理する

ことが今後望まれる。それにより、その治験の担当業務を誰が実施したとしても、同じデータを

高い品質で得られることが可能となる。プロセス構築の一例を以下に示した。 
 
プロセス構築の例 
• 患者来院から CRF 作成までの過程を確認する。 

（1 例目登録前のテストラン（仮想演習）） 
• データ責任者の特定：医療機関内の治験データから CRF 入力までの責任者を定める。 
• データ整備時間の院内基準制定：誰が何時までに医療機関の治験データを整備するか、

CRF に入力・確認するかなどを定める。 
• プロセス管理者の特定：定期的にプロセスを評価し、改善提案する担当者を定める。 
• 定めたプロセス管理方法に関して院内で共有する。 

（医師、関係部門への浸透） 
 
すぐ検討できるプロセス改善の例 
• 原データから原資料作成までの転記回数を見直す。 
• リソース配置の見直しを行う。 

（CRC が患者対応で追われるなら、CRF 作成者の任命） 
• 患者来院から CRF 入力までの時間を確認する。 

（CRC 間で差があるか） 
• CRC 間で情報を共有する。 

（ヒヤリ・ハット事例共有、他院ベストプラクティス共有） 
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プロセス管理の実施により享受できると考えられる医療機関でのメリットを以下に示す。 
 
高い治験品質の確保 
• 致命的なシステムエラー（根本的なプロセスの問題から生じるエラー）が削減できる。

（治験実施計画書からの逸脱の減少） 
• 許容可能なランダムエラー（ケアレスミス）発生率を、一定水準以下に保つことができ

る。 
• 個人スキルに頼らず、誰が実施しても常に同じ成果を得られる 
• 標準化された教育システムにより、短期間で高レベルの人材育成が可能となる 

 
効率化の推進 
• 無駄なプロセスの排除により、全体の業務量が減少する 

（CRC 数が同じでも、より多くの治験を担当することが可能） 
• 無駄なプロセスを排除することにより、CRC 業務により注力できる 

 
 
このように、プロセス構築および管理により、現在と同じ高い品質を維持しつつリソース（労

力）改善 = 効率化に繋がれば、治験全体のコストは抑制され、治験依頼者は生産性向上に伴いよ

り多くの製品開発に資源を投資できるであろう。今後、日本における治験を活性化させ、ドラッ

グ・ラグの解消に寄与するためにも、医療機関でのプロセス構築および管理が実現することが期

待される。 
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4.3. 治験依頼者が行うべき医療機関品質管理への対応 
今回、アンケートやインタビューにて実情を調査した際、医療機関で行うデータ品質管理を適

正かつ効率的に実施するうえで、治験依頼者が考慮すべき意見も収集できた。 
被験者情報が原資料に記録された後、CRF を作成するまでのデータ作成プロセスは、医療機関

が担うものであるが、被験者からどのような情報を取得し、どのように CRF に反映するかは、治

験依頼者が治験実施計画書に規定する。したがって、医療機関におけるデータの品質管理を論じ

るうえで、治験依頼者が果たすべき役割も大きい。特に重要と考えるポイントを以下に示した。 
 
1) CRF として取得するデータを必要 低限とする 

効率を考える上で重要な要素は「無駄」を省くことである。一昔前と比べると CRF にて取

得するデータは整備されてきたが、未だに集計や考察に利用されない取得項目が CRF に存

在することもある。このような「無駄」と思われるデータの取得の背景には以下のような理

由があると考える。 
 
• 集計や考察に使うかもしれない → 実際に使うことができた頻度は？ 
• 取り敢えず集める→ 先送りした問題は解決したか？ 
• 取得データの妥当性を確認する → CRF で取得しないといけないデータか？ 
• 適合性書面調査対応のため → CRF で取得しないと回答できないか？ 

 
治験依頼者は、承認申請データパッケージと個々の臨床試験の目的を前提に、取得すべきデ

ータを今以上に十分吟味して、治験実施計画書、CRF（取得項目）を決定すべきである。 
 
2) 収集するデータの標準化の推進 

効率を考える上で重要なもう一つの要素は標準的なプロセスを履行することである。医療機

関での細かな流れを標準的なプロセスで実施できれば、一定品質の CRF 作成に要する作業

量は減少する。 
現状では、収集するデータの内容（データ項目の種類、項目名、選択肢、CRF 記載方法な

ど）が、治験依頼者間でばらばらであることから、医療機関側では治験依頼者ごとに異なる

対応を求められており、これが医療機関内での効率的な業務実施を妨げる原因の１つとなっ

ている。もし収集するデータの内容を治験依頼者間で標準化することができれば、医療機関

内で標準的プロセスを構築でき、医療機関側での効率化を進めることに寄与できる。治験の

生産性を向上させるためには、治験依頼者の業務の生産性だけでなく、医療機関を含めて治

験に携わる全体の生産性を向上させる必要があり、そのためにも治験依頼者で企業間標準を

進めていくことが今後望まれるであろう。 
なお、米国では、CRF で収集する治験データを標準化する動き（CDISC 標準：clinical data 
interchange standards consortium）があり、日本製薬工業協会においても、統計・DM 部

会を中心に数年前より CDISC 標準導入を見据えた検討を開始している。今後の動向が注目

される。
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3) モニターは、臨床試験開始前に、原資料（原データ）の特定を協議/決定する 

SDV は CRF データが原データと一致していることを確認（保証）する作業である。一見単

純な作業と思われる SDV は、現実的には医療機関関係者にとっても、モニターにとっても

煩雑で時間がかかる作業となっている。 
CRF に記載される原データがどのような経過をたどって原資料に記載されるかを特定し、

原資料から正確に CRF を作成する責任は医療機関である。治験依頼者として、今後、サン

プリング SDV への移行を考えるのであれば、結果の一致だけでは不十分である。医療機関

における原データ作成プロセスを把握し、当該プロセスの問題点などについて医療機関と協

議しサンプリング SDV 実施の可否と方法を決定していかなければならない。 
SDV 実施の効率を向上し、サンプリング SDV を進めるためにも、臨床試験の開始前に、原

データの特定と原データとして記載されるプロセスを、十分に話し合って、特定しておくこ

とが肝要と考える。 
 
4) モニターおよび医療機関に対するトレーニングの実施 

正確で矛盾のない原資料の作成は医療機関（治験責任医師）の責任範囲となっている。しか

しながら、医療機関での治験データの品質についてプロセス管理を行う上では、プロセスが

どのように作りこまれ、それをどのように評価するのかを把握する必要があり、医療機関側

でのトレーニングのみならず、治験依頼者側のモニターへのトレーニングも重要となる。ト

レーニングにおいては、以下の内容が盛り込まれることが望まれる。 
 
• ALCOA 原則の内容を含めた原資料作成プロセス 
• 治験実施計画書で要求するデータ内容（評価方法、グレード定義、CRF 記載方法など） 
• データ品質の確認方法 

 
特に、モニターに対する教育システムが整備されることによって、医療機関側で必要なトレ

ーニングの内容や方法をアドバイスしていくなど、医療機関の教育システム構築に対して、

協力することができる。 
医療機関と治験依頼者が協力しながら、それぞれの教育システムを構築し、整備していくこ

とが、効果的にデータ品質管理を進めていく上で重要だと考えられる。 
 



 

57 

 
おわりに 
本タスクフォースでの検討は、治験の効率化に向けて、治験依頼者のみならず、医療機関も含

めたトータルでの品質管理と効率化を両立させるため、医療機関での品質管理のあり方について

提言することを目的として実施された。 
日本では、原資料に記載されたすべての治験データが CRF に漏れなく、かつ間違いなく記載さ

れているかを、全数検査による SDV で担保する考え方が根強い。一方、欧米では、“Good enough” 
という考え方が定着しており、CRF 内に存在するエラーのうち、データ収集のプロセス管理の説

明ができれば許容できるエラーを認めている。この違いは、日本における result oriented な考え

方に対し、欧米では process oriented な立場を取っており、根本的な思想が異なっている。 
各種産業において、品質管理では日本は世界をリードする思想があり、トータルでの品質管理

（TQM：Total Quality Management）を行うことで、高品質かつ低コスト（= 高効率）を両立

した製品を創出し、これらが世界を席巻してきた。しかし、治験データという面ではどうであろ

うか。品質面では、日本における治験のデータ品質は諸外国に比較して高いと言われているが、

効率という面では、症例単価は諸外国に比較して高額であり、この原因のひとつとして SDV とい

う検査においてエラー 0 を目指すオーバーワークが考えられる。そろそろ、result oriented な考

えから脱却し、process oriented な思考方法に変革する時期に来ていると思われる。 
医薬品データは工業製品とその性質は異なるとはいえ、工業製品で実践されてきたプロセス管

理を中心とした品質管理を応用し、治験にマッチした品質管理手法が確立されれば、品質レベル

は現在の高品質な状態を保ったまま、今よりもはるかに効率的な治験実施が可能になるものと考

えられる。そのためには、治験依頼者の努力とともに、医療機関におけるデータ品質管理の重要

性が、今以上に増してくるであろう。 
治験依頼者と医療機関が協働することにより、高品質を維持しつつ、現在よりも効率的な治験

実施が必ずや達成できると信じる。本提言書がそのための布石となることができれば幸いである。 
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アンケート調査結果 
 
設問 1. 医療機関の経営体を選択してください。 

11

14

37

18

31

37

1

0 10 20 30 40

1. 国公立大学

2. 私立大学

3. 国立病院機構

4. 国公立病院

5. 私立病院※

6. 診療所

無回答

単位：施設数

（n=149）  
注：「私立病院」には、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社病院、社会福祉法人恩賜財団済

生会、厚生農業共同組合連合会、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団、国

家公務員等共済組合・連合会などを含む  

 
設問 2. 2010 年 4 月時点で、中核・拠点病院に該当していましたか？ 

はい , 35 いいえ, 112 無回答, 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフ中の数値：施設数

（n=149）  
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設問 3. 貴院において現時点の受託試験数（医薬品の治験・製造販売後臨床試験を含む、

医師主導治験は除く）は何件ですか？ 
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14
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100

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-

施
設
数

治験（医薬品）受託件数

（n=149）
 

80

54

7
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0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-

施
設
数

製造販売後臨床試験（医薬品）受託件数

（n=149）

 

設問 4. 貴院において現時点で CRC は何名在籍されていますか？ 

7

92
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16
4
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0 1-5 6-10 11-15 16-

施
設
数

CRC在籍数

（n=149）  
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設問 5. 貴院において電子カルテを使用されていますか？ 

はい , 76 いいえ, 71 無回答, 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
グラフ中の数値：施設数

（n=149）  
 

設問 6. 貴院において、被験者から取得した情報（以下の資料）は、通常、どのように取

り扱われていますか？ 

147

144

131

130

116

113

92

18

2

4

15

14

7

17

22

102

1

2

5

24

16

33

26

1

2

3

2

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.診療録

4.心電図チャート，フィルム

（ＣＴ，ＭＲＩ，Ｘ線など）

8.他科・他院からの情報提供書

3.検査伝票

2.他科診療録

5.看護日誌

6.患者日誌

7.ＣＲＣメモ

①原資料として使用している

②原資料としないが，原資料を作成するための情報元として使用している

③使用していない

無回答

グラフ中の数値：施設数
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＜経営体別解析＞ 

11

14

32

17

27

15

3

1

1

2

1

3

20

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 国公立大学

2. 私立大学

3. 国立病院機構

（ナショナルセンター含む）

4. 国公立病院

5. 私立病院

6. 診療所

①原資料として使用している

②原資料としないが，原資料を作成するための情報元として使用している

③使用していない

無回答

グラフ中の数値：施設数

他科診療録に関する経営体別解析 

9

12

28

13

23

6

2

2

7

4

6

1

2

1

2

28 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①原資料として使用している

②原資料としないが，原資料を作成するための情報元として使用している

③使用していない

無回答

グラフ中の数値：施設数

1.国公立大学

2.私立大学

3.国立病院機構

（ナショナルセンター含む）

4.国公立病院

5.私立病院

6.診療所

看護日誌に関する経営体別解析 
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設問 7. プロトコールで要求され CRF に記載される情報（特に合併症・既往歴、併用薬、

有害事象等）について、医療機関内のどの資料のどの箇所のデータを用いるか、事前に文

書（原資料を特定する資料等）で治験依頼者と取り決めていますか？ 

必ず取り決めて

いる, 
25施設 17%

取り決めること

もある, 
66施設, 44%

取り決めて

いない, 
58施設, 39%

（n=149） 

 

設問 8. 設問 7 の回答について、理由をお答えください。 

 

1. 必ず取り決めている  原データの特定をしないと、のちにトラブルが発生するため。  
1. 必ず取り決めている  そうしないと、後で混乱の原因になるため  
1. 必ず取り決めている  あとで双方の見解が異なると困るため  
1. 必ず取り決めている  開始後のトラブル回避のため  
1. 必ず取り決めている  後日扱いについて見解が分かれないため、事前取り決めとしている  
1. 必ず取り決めている  治験依頼者との整合性をとるため。  
1. 必ず取り決めている  患者さんから聴取した情報をどこに誰が記載するか、原資料の特定をしてお

かないと煩雑になるので。ただ、どの箇所までは決めていません。  
1. 必ず取り決めている  治験依頼（グローバル治験）のため、診療録としていた。  
1. 必ず取り決めている  原資料の特定をしておかなければ、CRF との整合性がとれなくなるため。監

査・実地調査時に適格な回答が出来ないため。  
1. 必ず取り決めている  取扱の認識に差異が生じることが多々あるため（依頼者と医療機関）取扱に

留意するものが絞れるため  
1. 必ず取り決めている  原資料を特定するための文書を依頼者より求められることが多い  
1. 必ず取り決めている  カルテの中で、重複している内容も含まれるため、必ずどのデータを採用す

るか取り決めている。  
1. 必ず取り決めている  弊社の SOP できめられているから  
1. 必ず取り決めている  どの資料が必要かの確認、後日のトラブルを避けるため  
1. 必ず取り決めている  取り決めはしているが、文書で原資料を特定する等の運用はない。  
1. 必ず取り決めている  ワークシートを使用するようにしているため  
1. 必ず取り決めている  あとで、これは原資料ですといわれることがあるため  
1. 必ず取り決めている  ワークシートの作成、および利用方法、治験終了後の保管方法などを最初に

決めておかないと、お互いに大変になるので、最初の段階で 80％決めている。

最初の SDV で、電子カルテ等を確認し、電子カルテ上に記載されていない

情報（紙カルテを利用している診療科もあるので）などを全て見ていて頂き、

最終的にどう運営していくかを話し合い、メーカーの要望、施設側からの条

件など提示しあい、決めている。  
1. 必ず取り決めている  収集データの信頼性確保のため全て診療録です。  
2. 取り決めることもある 依頼者から取り決めを要求された場合。  
2. 取り決めることもある 依頼者側に要請にもよるため。  
2. 取り決めることもある 依頼者から要望があれば、取り決めています。  
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2. 取り決めることもある 治験依頼者から申し出がある場合のみ対応しているため  
2. 取り決めることもある 依頼者からの依頼があれば行っているため、すべてでは行っていない。  
2. 取り決めることもある 治験依頼者より申し出がある場合特定  
2. 取り決めることもある 特に理由なし。依頼者から原資料の特定の依頼があれば取り決めている。  
2. 取り決めることもある 依頼者からの要請がある場合は文書を作成している。  
2. 取り決めることもある 依頼者から求められた場合に取り決めている。  
2. 取り決めることもある 依頼者から求められている場合に作成する  
2. 取り決めることもある 依頼者が求める時のみ。  
2. 取り決めることもある 依頼者の求めに応じて  
2. 取り決めることもある 依頼者からの求めに応じて  
2. 取り決めることもある 依頼者の求めがある場合  
2. 取り決めることもある 治験依頼者の求めに応じて対応しているため。  
2. 取り決めることもある 依頼者の SOP によって対応するが、各症例ケースバイケースが通常である。

2. 取り決めることもある 依頼者がプロトコル等に取り決めている場合以外は、特に文書での取り決め

は必要性を感じていない。  
2. 取り決めることもある 依頼者様が作成を希望しない場合は、取り決めを実施しない。  
2. 取り決めることもある 治験依頼者からワークシートの作成を依頼されます。  
2. 取り決めることもある 原資料特定に関する合意文書は、依頼者の書式がある場合のみ作成してい

る．ワークシートやカルテシールを使用する場合が多く、その場合はワーク

シート等を原資料としているため、どの箇所のデータを用いるかという点に

ついて改めて文書に記していない．原資料（診療記録）の作成方法は対象疾

患や治験のデザイン・観察項目等により治験毎に異なる対応をしているのが

現状である．  
2. 取り決めることもある 依頼者との協議の上で決めている  
2. 取り決めることもある 依頼者との協議により取り決めることもあり  
2. 取り決めることもある 治験依頼者の意向を踏まえ、協議して決定している。  
2. 取り決めることもある 原則、院内で発生するカルテ等はすべて原資料として扱っている。被験者の

治験で使用される日誌等を原資料とするか、とり決めを事前に行っている。

2. 取り決めることもある カルテ全てが原資料であるため特に取り決めをする必要がなかった。  
2. 取り決めることもある 合併症、既往歴の病名等に関して、カルテ記載分は保険病名と混在している

こともあるため、電子カルテ導入以降はワークシートを特定するように努力

している。  
2. 取り決めることもある 併用薬は院内処方もあれば他院での処方もあり、どのデータを用いるかを取

り決めることが難しいため情報の取り決めは実施していない。  
2. 取り決めることもある 事前に取り決めを行っているが、概略の取り決めで文書としては残していな

いことが、ほとんどである。  
2. 取り決めることもある 文書に取り決めることまでは基本的に行わないが、プロトコルに明記されて

いないデータや資料を原データとする場合、円滑な治験を実施する上で文書

で取り決める場合がある。  
2. 取り決めることもある プロトコールに規定している内容が該当する。それ以外に、別に文書を交わ

すことはしていない。  
2. 取り決めることもある 正式な文書（原資料を特定する資料等）で取り決めする場合は少ない。  
2. 取り決めることもある どれが原資料かは口頭で確認はするが、依頼者の要請がないので事前文書は

交わしてない。  
2. 取り決めることもある 常識の範囲で、必要なものだけでよい  
2. 取り決めることもある 申請段階での確認が必要であると感じるが、「施設のやり方に沿います」と

おっしゃられることが多いです。10 年前は、記載事項の特定を表にして打ち

合わせた企業もありますが、現在は他施設の動向を参考にしないとモニター

も判断がつかないため放置なのか？と思っています。企業間で温度差がある

ように感じます。  
2. 取り決めることもある 後になって、10 年以上もの前の入院カルテなどから既往歴の情報をとろうと

されたことがあり、必要ないのではないかともめたので。  
2. 取り決めることもある 検査時間等は、原資料に複数個所存在することがあるから  
2. 取り決めることもある 電子カルテを使用しており、それ以外は紙カルテでの運用のため必要なもの

は原資料としている。  
2. 取り決めることもある プロトコールで規定がない場合、疑問があればその都度依頼者に確認してい

る。内容によっては文書により確認することもあるが、直接閲覧時に口頭確

認ですまし、CRC のメモにその内容を残していることもある。  
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2. 取り決めることもある プロトコールに記載されていれば、口頭で確認することが多い。  
2. 取り決めることもある 依頼者により原資料の認識が異なる場合があり、施設の SOP には原資料の

特定まではしていないため試験毎に事前打ち合わせを行い混乱しないよう

に対応している。  
2. 取り決めることもある プロトコールが曖昧な場合  
2. 取り決めることもある 診療録から読み取れない場合があった時に取り決めることもある  
2. 取り決めることもある 原資料の特定は、当院としては必ず行っているが、治験によりモニターから

「すべてが原資料なのだから特定する意味が分からない」と言われ、特定し

ないまま治験を実施している。そのため、治験を開始してから突然ワークシ

ートが原資料だと言われるなど混乱をきたしている。また、特定していない

ため電子カルテと CRF の照合に時間がかかっている。見落としも多いため、

同じ VISIT を何度も閲覧している。国内治験、国際治験に関わらず原資料を

特定することは業務の効率化を図れるため必要だと考えています。  
2. 取り決めることもある 原資料の範囲が個々の施設よって区々の為、ある程度試験が進んでから担当

モニターと相談している為  
2. 取り決めることもある 他院治療の合併症は被験者からの聞き取りのみでよい場合や情報提供書が

必要な場合があり、依頼者で対応が異なることがある。  
2. 取り決めることもある 治験専門施設のため治験ごとに治験用診療録を準備している。ただし、病院

カルテから収集する情報については事前に取り決めることもある。  
2. 取り決めることもある 多くの原資料を基に医師が総合的に判断しているため、事前に原資料を特定

することは困難である。  
3. 取り決めていない  医師の判断によっている  
3. 取り決めていない  CRF 作成に適した院内資料がなく、治験毎・症例毎に医師の判断で記載して

いるため。  
3. 取り決めていない  責任医師判断にて行っている。被験者からの問診を含め、責任医師が治験に

おいて必要と考えた場合、PRT に定められている期間より前の情報もあげる

事がある。  
3. 取り決めていない  全てが原資料のため  
3. 取り決めていない  カルテ上のどの部分であれ、ありのままの情報を記載すべきであると考え

る。  
3. 取り決めていない  すべての治験に関係してある情報を、原資料として取り扱うため特定の箇所

は限定しておりません。  
3. 取り決めていない  原資料の特定は、電子カルテに移行後は、電子カルテに記載されている全て

の情報（看護記録、CRC 記録も含む）+用事用いる治験用ワークシートとし

ており、いちいち特定する必要はないため。どの箇所のデータを用いるかは、

診療科、治験担当医師により、記載内容・記載箇所が異なる点及び、複数の

医療スタッフが、それぞれ電子カルテに記載するため、結果的には、その都

度、記載されている全てのデータから総合的に判断する必要があり、意味を

なさないものになってしまうため。  
3. 取り決めていない  電子カルテにて読み取れるものすべて  
3. 取り決めていない  依頼者の要望に対応するため  
3. 取り決めていない  当施設も依頼者からも要求がないから  
3. 取り決めていない  依頼者が決定したもので記載しているため。  
3. 取り決めていない  依頼者の要望がまちまちなので、要望に添うようにしている。  
3. 取り決めていない  依頼者によって見解が異なる為。  
3. 取り決めていない  要求されていない  
3. 取り決めていない  依頼者より文書で提出することを求められた事がない  
3. 取り決めていない  モニターが原資料対応表とは何か知らない、作成の意義を理解しないなど説

明に時間を要し、作成の意義が感じられなくなった。依頼者側でも、このよ

うなものを必要としている様子が無い（治験開始前に作成することが大事な

資料にもかかわらず、そんな余裕は無いという態度）と最近感じる。後で問

題となりそうな事項のみ質問し、回答を記録するという対応をしている。  
3. 取り決めていない  現在のところ、依頼者より文書で取り決めについて、要求されていないため。

しかし、CRF 記載内容については、両者にて共通の認識ではあると考えてい

ます（文書化はしていないが）。  
3. 取り決めていない  口頭での確認のみで文書では特定していなかった。  
3. 取り決めていない  プロトコルに準じるが、文書での取り決めをすることはない。口頭での取り

決めである。  
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3. 取り決めていない  文書による取り決めはしないが、モニタリング報告に記録してもらってい

る。  
3. 取り決めていない  口頭で、依頼者側と事前に確認し、取り決めることはあるが、文書を残して

取り決めることはまず無い。  
3. 取り決めていない  文書では取り決めていないが、初回の SDV 時に電子カルテ操作説明と合わ

せて確認箇所を説明している。  
3. 取り決めていない  特に文書では取り決めていないが、プロトコルの記載内容を確認している。

不明な点は、質問をし記録に残している。  
3. 取り決めていない  カルテの記録でわかるように工夫している  
3. 取り決めていない  その都度  
3. 取り決めていない  GCP に従っているため  
3. 取り決めていない  どの資料を用いるかは、No.1-1 に示す資料を用いているけれど、どの箇所の

データを用いるかは特に決めていない。  
3. 取り決めていない  特に今まで必要とすることがなかったため。  
3. 取り決めていない  他院での処方や既往歴などは被験者聴取であり、原資料を特定することは不

可能な場合が多い。不明瞭な場合は、モニターの記録として聴取であること

を残してもらうため、取り決めは設けてはいない。  
3. 取り決めていない  市販後調査ではそこまで要求されていない。  
3. 取り決めていない  口頭説明のみで問題が生じていないため  
3. 取り決めていない  取り決め事項を提示されたことがない。  
3. 取り決めていない  電子カルテを採用しており、必要な記録は電子カルテに記録されている。  
 

 

設問 9. 医師の記録に関して、CRC が困っていることは何ですか？ 

13

5

5

10

24

20

21

24

39

51

32

31

25

24

30

17

31

29

32

26

14

16

25

38

3

4

4

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 問診内容を詳細に記録していない

2. 有害事象かどうかの判断が困難な記載がある

3. プロトコールの要求事項を理解せずに記録している

4. 読み取り難い（言葉の選び方，(手書きの場合)
乱雑な文字の記載 など）

①非常に多い ②多い ③やや多い ④やや少ない ⑤少ない ⑥非常に少ない 無回答

グラフ中の数値：施設数

 
 
 



付録 2 

- 9 - 

 
＜追加解析＞ 

困っている,
110施設, 74%

困っていない, 
36施設, 24%

無回答, 
3施設, 2%

（n=149） 

『困っている』の定義：上記 4 項目中、少なくとも 1 項目で①～③と回答した医療機関 
 
設問 10. 設問 9 の内容以外で医師の記録に関して困っていることはありますか？ 

 
先生自身にしか読解不能な記載（暗号のようなもの）がある。しかし、後に口頭にて内容は把握可能で

ある。  
電カルになる以前は、判読不能な文字がある  
病歴が保険病名と実際の病名との区別がついておらず、確認しなければならない  
医師独自のルールで記載する略語があり読解に時間を要する  
略号や一般的でない省略が時々見受けられる。  
治験として必要な内容が診察時に記載されておらず、CRC が診察後に指摘して記載してもらうことが多

い。  
記録してほしい内容を記録しない。  
治験を「CRC にお任せ」といった意識の医師が多い。  
治験のプロセスが診療録から読み取れない。記載のほとんどを CRC から依頼しないと実施してもらえ

ない。  
有害事象の評価の記載が遅い  
有害事象の転帰について記載されていないことがある。  
有害事象の経過が途中で途切れてしまい、転帰が曖昧なことがある。  
カルテ記載時点で医師は有害事象とするかどうかまで考えず、記載しているため  
CRC は医師に確認しないといけないことが増える。  
電子カルテ導入以降、コピー&ペーストにて経過歴を記載することが多く、いつの時点での内容が記載

されているか分かりづらいことがある。  
修正があった時、依頼者から修正日の記載を求められる事があるが、通常診療ではそこまでしないので

ギャップがある。  
合併症などの発症日は患者本人の申告であるため、年より詳細な日程については、カルテ内にも不整合

があるし、再度問診しても不確かなことがあるため、プロトコルの根幹にかかわらない事項については、

記載で間違いないか程度の確認 Query として発行してほしい。  
生命に直結しない有害事象について、消失日と回復日の違いを設ける根拠の浸透が薄いので、現場とし

てはあいまいな記載になりやすい。  
看護師と異なるコメントの記入がある時。  
記録の参考にコピー&ペーストを行ったとき、以前の記録が残っている記載がある。  
記載漏れ。  
医師が診療記録を作成する際、コピー&ペーストを多用して作成するため、診療当日の患者さんの状況

が正確に読み取れる記録になっていないことがある。  
電子カルテなので、誤記があってもコピペをしているため、同じように誤記が続く時があり、先生方に

は口頭にて次回からは気をつけてくださいと依頼するのだが、修正されない場合がある。  
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治験契約前に治験についての記述がされていた場合  
カルテの記載方法（SOAP）を理解していない。  
治験中は、カルテシールや、電子カルテのテンプレートに従い、詳細を記載するが治験が終了すると  
メモ程度の記載しかしない。  
あいまいな表現。被験者の話したことを記載しているが、実際の医学的な医師の判断は記載されていな

いことがあり、後から確認すると被験者の話の記録とは異なることがある。  
医師が診療に多忙なため CRC が医師と記録の確認する時間がとれない。  
そのため、CRF の作成に時間がかかる。  
治験に関する業務を後回しにする医師がいる。  
治験担当医師は、あまり問題はないが、他科の医師に関しては判断が困難な記載や要求事項にのっとっ

ていない記述があり、治験担当医師と CRC がその後の対応に苦慮することがあります。  
カルテシールのチェック漏れがある。  
変換ミス  
電子カルテを使用しており、カルテシールにあたるテンプレートを作成しているので、特になし。  
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設問 11. 貴院では、CRF 記載内容の点検（記載ミスチェック、記載漏れチェックなど）を

行っていますか？（自分自身による点検、第三者による点検のどちらでも可） 

必ず行っている, 
62施設, 41%

ほとんど

行っている, 
61施設, 41%

ほとんど

行っていない, 
25施設, 17%

全く行っていない, 
1施設, 1%

（n=149） 

 

設問 12. 設問 11 で、「1.必ず行っている」または「2.ほとんど行っている」を回答された

方にお聞きします。どのような点検を行っていますか？（複数回答可） 

4

16

22

22

90

0 20 40 60 80 100

1. 自己点検

（チェックシート等のツールを用いず確認）

2. 自己点検

（チェックシート等のツールを用いて確認）

3. 第三者による点検

（チェックシート等のツールを用いず確認）

4. 第三者による点検

（チェックシート等のツールを用いて確認）

5. その他

単位：施設数
(n=123, 複数回答含)  
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設問 13. 設問 11 で、「3.ほとんど行っていない」または「4.全く行わない」を回答された

方にお聞きします。点検を行わない理由は何ですか？（複数回答可） 

4

2

2

3

12

17

0 5 10 15 20

6. その他

2. GCPで規定されてないから

4. 依頼者から求められてないから

5. 点検を行わなくても十分なデータ品質が

確保されているから

3. 人手が不足しているから

1. 依頼者が確認するから

単位：施設数

（n=26、複数回答含）
 

 

＜その他のコメント＞ 
チェック体制はとれていないが、その分、各 CRC が慎重に入力するよう心がけている。  
時間がない。  
施設での業務を一人で対応しており、早急な CRF 作成を求められる状況から他者の確認等が実施でき

ない。  
CRF 記載時に慎重に記載しているため、事後にあらためて点検はほとんど行っていない。  

 



付録 2 

- 13 - 

 
設問 14. 紙カルテ記載を修正する場合、何か対応していますか？ 

6

30

45

68

0 20 40 60 80

無回答

1. 対応している

3. 紙カルテを使用していない

2. 対応していない

（二重線で修正するのみ 等）

単位：施設数

（n=149）  
 
＜特別な対応をしていない理由＞ 
カルテはあくまでもカルテであり、主治医の責任において行われる修正に特別対応は必要ないと考える。

履歴を残さなければならないものは、日付、理由を残すが基本的にカルテは先生のものという考えのた

め  
カルテ自体は通常の診療録同様の対応でよく、その他はモニタリングで確認すれば良い。  
現時点では特別な対応は行っていない。  
診察中に誤記等での修正も発生するので、治験のみ特別な対応（修正理由等）を記載するのはおかしい

ため。  
通常の診療と同様の修正方法で問題ないため  
一般的な修正方法として実施している。  
ルーチンでも二重線で修正するのみの為  
院内の通常のルールに則っている  
院内の通常の修正方法と同じ対応をしている  
通常の診療でも二重線で修正するのみだから  
医師が自ら修正するので二重線のみです。  
医師法等に明記がない為、通常の修正方法として二重線のみで修正している  
院内では通常から二重線で修正するのみなので  
（電子カルテに載らない治験特有の事項のみ紙カルテ）記載中の書き違いの修正は二重線のみ、後日と

か、別の者が修正する場合には、日付、記載者名、理由など追記  
二重線で修正し、サインする。  
二重線で修正と訂正印  
二重線で修正するのみ  
二重線で修正するのみ  
二重線で修正するのみ  
二重線で修正するのみ（院内規定）  
二重線で修正以外、署名等は受領していなかった。  
二重線で訂正するのみ  
二重線にて修正でよいとされているため  
二重腺での修正で問題が生じていないため  
依頼者の要望に添うように実施している  
原則、医師が行うべきものだから。  
SMO 社内的に、修正のための医師署名・日付記載は不要としているため  
カルテの修正は行っていない  
現場にそぐわない。モニレポで対応可能ならして頂く  
今のところ対応なし、もし発生した場合、修正日を書くこともあり  
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今まで紙カルテを修正することはほとんどなかったため  
今後対応すべきことと認識している  
修正記録が残る為  
修正日の記載等は求められていないと認識しているため  
修正履歴がわかるため  
初めての治験であり、1 症例のため特に注意していた。  
訂正がほとんど発生しないため  
訂正日の記入等、取り決めをしてない。  
特に修正方法を求められる以外は対応無し  
特別な対応が必要と認識していない  
特別な対応の範囲がわからないため、回答しません  
特別な対応をする必要性を感じない  
 
 
設問 15. 設問 14 で「1.対応している」と回答された方にお聞きします。具体的な内容を

教えてください。 

 

二重線、日付、押印  
訂正日、署名記載を行う。訂正方法については依頼者協議の上で統一記載とする  
訂正日、署名の記載  
訂正日、署名 /捺印の記載など  
記載者の特定（修正も含む）、医師記載および医師以外の記載可能箇所の区別  
訂正日、署名を記載する   
紙カルテの際は例示の対応（訂正日・署名 /捺印）を行っていた。  
訂正日、署名（or 捺印）  
訂正日、署名 /捺印している  
必ず「修正日・修正理由・署名」を記載して頂く様に対応  
訂正日 署名 記名と捺印  
治験関連記事については、訂正日及び署名／捺印を記載している。  
二重線訂正のうえ簡易署名または捺印、内容によっては日付や理由を明記。  
院内診療録記載（修正）マニュアル規定に則り、①二重線修正②修正日記載③署名又は記名･捺印  
訂正日・署名  
二重線、訂正印  
捺印。  
誰が訂正したか確認が取れるようにしている。  
 

 

設問 16. 治験で収集するデータを原資料へ記録する際に漏れが生じることがあります

か？  
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原資料へ記録する

際に漏れがある, 
98施設, 65%

原資料へ記録する

際に漏れがない, 
50施設, 34%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 
 

設問 17. 設問 16 で、「1.ある」を回答された方にお聞きします。その主な原因は何だと考

えますか？（複数回答可） 

6

18

22

22

24

24

29

35

42

47

52

61

0 20 40 60 80

12. その他

1. モニターの説明不足

9. 治験スタッフ（医師以外）の

治験実施計画書の理解不足

2. 記録漏れを防止するための手順が

医療機関で定められていないこと

8. 医師の治験に対する意識の低さ

（治験実施計画書の理解不足を含む）

7. 直接，診療録に記録しないこと（前段階として，

別の記録（CRCメモ，症例ファイル等）を

介在させていること）

6. 収集すべきデータの記載欄（カルテシール等）

に網羅されていない

3. 治験で収集するデータが多すぎること

4. 治験実施計画書の内容が複雑

もしくは曖昧であること

11. 通常の診療では観察しない

（収集しない）情報であること

5. 試験毎（依頼者毎）に求められる項目や

記録方法が異なること

10. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

単位：施設数

(n=98、複数回答含)  

＜その他のコメント＞ 
CRF で収集する項目について、何をどのように記載するか依頼者側で治験開始前に決まっていない  
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医師が多忙であり記載いただく時間がない  
院内データは不要の取り決めだったが、グローバル観点より追記依頼されるなど取り決めの不確かさよ

り発生  
他院からの情報の不足  
他院レターからの情報はカルテ内に記載していない、患者問診情報から薬剤の投与量など詳細に記載が

ない、通常原疾患と直接かかわらないような情報は記載しないことが多い  
頓用薬剤の使用状況確認が困難のため  
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設問 18. 原資料内に、治験で収集するデータの矛盾が生じることがありますか？ 

 

原資料内に

矛盾がある, 
105施設, 71%

原資料内に

矛盾がない, 
42施設, 28%

無回答, 
2施設, 1%

（n=149） 

 
設問 19. 設問 18 で、「1.ある」を回答された方にお聞きします。その主な原因は何だと考

えますか？（複数回答可） 

16

12

14

15

18

23

30

35

38

40

58

0 20 40 60 80

11. その他

6. 直接，診療録に記録しないこと（前段階として，

別の記録（CRCメモ，症例ファイル等）を

介在させていること）

8. 治験スタッフ（医師以外）の治験実施計画書の理解不足

7. 医師の治験に対する意識の低さ

（治験実施計画書の理解不足を含む）

1. 記録の矛盾を防止するための手順が

医療機関で定められていないこと

2. 治験で収集するデータが多すぎること

3. 治験実施計画書の内容が

複雑もしくは曖昧であること

9. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

4. 試験毎（依頼者毎）に求められる項目や

記録方法が異なること

5. 診療録の内容とカルテシールの

項目が重複していること

10. 日常診療を行う上では、役割が異なるスタッフ

（医師や看護師等）が各々に記録を残す必要があるため

単位：施設数

（n=105、複数回答含）
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＜その他のコメント＞ 
いわゆるレセプト病名  
実際に合併していない場合でも、合併症としてレセプト病名をつけている場合がある  
処方のための病名がたくさんあげられている  
医師とその他スタッフの見解の違いによる  
患者の主訴など、時間や質問者によって答えが変わる可能性がある。  
軽微なものを AE とするかどうかなどの医師の判断、システム上で規制されるものなど  
交代勤務の看護師などの記録した情報が必ずしも正しいとは限らない  
施設内の精度管理状況による  
治験スタッフ以外（NS 他）の誤字等のケアレスミス  
治験のシステムを提供する側（メーカーや規制当局）の発想が医療現場の実態とかけ離れている  
治験対応と同日に健康診断等を合わせて行う場合、同じ項目を 2 度行うことがある為同日で異なる値が

記載されることはある。  
実際の測定時間とカルテに測定値を記載した時間の際。少しの差なら良いが、医師が多忙でカルテ記録

が後になると測定時間を別に上げるので二重のデータが存在する。  
心電図チャートに記録される時刻が訂正できない  
診療録内でも色々なデータが存在する  
本来必要とされている以上のレベルのクォリティを求める依頼者がいるため（オーバークォリティ）

用いるデータ毎に時間の記載がある。  
 
 
設問 20. CRF の一つの項目に対して複数の異なるデータが存在する場合、どのような対応

を行っていますか？（複数回答可） 

20

1

26

68

75

0 20 40 60 80

5. その他

4. 特に何も行っていない

2. 治験のデータとして採用するデータを

明確にする説明資料を別途作成する

1. 原資料に経緯等を追記し，

正しいデータを明確にする

3. 記録の作成や修正対応はしないが，

依頼者に口頭で説明する

単位：施設数

（n=145、複数回答含）  

＜その他のコメント＞ 
原資料に経緯は記載しないが、治験のデータとして採用するデータであることがわかるようにカルテに

記録する。  
原資料内に、修正あるいは再考した内容と、日付で対応  
必要時、CRF にコメントを残すよう医師に依頼する  
モニタリング記録に残してもらっている  
依頼者にも口頭説明  
医師に確認し、その情報を依頼者に伝える。  
CRC の記録に採用したデータを選択した理由や経緯を記録し実地調査時などに対応できるようにして

いる。  
そのような経験はない。  
モニターに確認する  
ワークシートで担保  
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依頼者・CRC 双方で記録を残す。  
依頼者と事前に協議し、医師測定のものを採用している  
異なるデータが存在しても依頼者から問合せが少ない。（何を根拠に整合性を見たのか疑問がある）  
医師の判断  
完全な誤記の場合は 1、そうでない場合は、どのデータを採用すべきか、まずは医師・依頼者の判断や

検討が必要 /場合によっては２の説明する資料(矛盾記録)の作成、内容によって、必ずしも 2 の対応だけ

ではなく、3 の対応でもよい  
治験として必要なデータは依頼者作成のワークシートを最終確認内容として対応する。  
治験用のテンプレートに記載あるものを Dr が最終判断したものとしている  
上記 3 と併せて、依頼者に不一致の理由について記録を残すよう依頼する。  
診療録を CRF で要求するデータを記載できるようしている  
複数データが生じる場合は予め協議し決めておく  

 
 
設問 21. CRF と原資料に不整合が生じることがありますか？ 

CRFと原資料の

不整合がある, 
104施設, 69%

CRFと原資料の

不整合がない, 
44施設, 30%

無回答,
1施設, 1%

（n=149） 

 
設問 22. 設問 21 で、「1.ある」を回答された方にお聞きします。その主な原因は何だと考

えますか？（複数回答可） 
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16

10

12

13

15

15

20

23

24

33

46

57

0 20 40 60 80

12. その他

1. モニターの説明不足

2. CRFと原資料の不整合を防止するための手順が，

医療機関で定められていないこと

8. CRF作成を速やかに行わないこと

9. 医師の治験に対する意識の低さ

（CRFの作成方法の理解不足を含む）

6. 事前に「CRFデータに対する原資料の特定」を

行わないこと

10. 治験スタッフ（医師以外）のCRFの
作成方法に対する理解不足

3. CRFに記載するデータが多いこと

5. 治験実施計画書の内容が複雑もしくは曖昧であること

4. CRFの設計が複雑であること

7. 複数の原資料（診療録，看護記録等）が存在すること

11. 治験スタッフ（医師，CRC等）のケアレスミス

単位：施設数

（n=104、複数回答含）  

＜その他のコメント＞ 
MedDRA のコーディングが記録時に不明なこと  
モニター（依頼者）によって、疾患名は MedDRA の用語などの指定がある場合など。  
モニターに記載方法について指定された（有害事象名を MedDRA に合わせるため）  
既にある記録を治験用にワークシートに記載させられる。医療機関の記載した傷病名を MedDRA に修

正が必要などと後日言われる。有害事象の事象名が治験実施計画書で記載  
CRF の記載方法に合わせて原資料から転帰するため  
SMO のレベルの低さ 疾患の流れなどの理解が乏しい  
グローバル試験の場合、有害事象名などを英語で記載する場合があるが、通常診療のカルテには日本誤

で記載が残る為、事象名に若干違いができる場合がある。  
医学的判断に係る医師とモニターの認識の相違  
患者さまからの訴えを医師が AE とまで判断しなかった場合、診療録に記録がないケースがある。  
軽微なものを AE とするかどうかなどの医師の判断、システム上で規制されるものなど  
後日モニターの見解が変更される等、治験実施計画所との不整合と思われることが起こる．  
治験のシステムを提供する側（メーカーや規制当局）の発想が医療現場の実態とかけ離れている  
傷病名の微妙な違い  
診療科毎に同じ症状について異なる病名をつける場合があるため、病名が複数存在してしまうことがあ

る。  
日常診療に必要な記録と、CRF で求める内容が乖離している。  
保険病名や有害事象名の統一、一般名おこしなど、本来不整合というより許容範囲内の手順によること
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設問 23. 治験データの品質管理を行う上で、重要だと思うことをご記入ください。 

 
QC チェック。第三者も確認を行うことで、正確性が向上する。  
QC 手順を組み込むこと。記載の運用を徹底すること。要求されるデータを依頼者と協議しておくこ

と  
ケアレスミスを防ぐためには、データの再確認を行うことが必要だと思います。  
ダブルチェック  
ダブルチェックまたはチェックシートなどを用いた自己点検を行うこと。  
何度も確認することが重要と思います。  
確認作業  
複数での確認です。  
複数回の確認作業  
何を原資料とするのか、予め取り決めること（できれば文書で）。CRF 作成時は、ダブルチェックを

行うこと。AE の経緯等に関して、モニターや Dr とやり取りしたことは、あとで振り返っても誰にで

もわかるように文書で残すこと。  
原資料の特定治験スタッフのケアレスミスの予防対策  
原資料の特定と記録の重要性  
原資料の特定と把握。どのデータを原資料として取り扱うのかを明確にすること。またそれ以外の記

録を作らないこと。  
原資料の特定を行うこと。  
原資料を特定し、どこに何をどの程度まで記録すべきかを事前に検討する必要があると感じる。また

医師の原資料に対する意識教育を行うことも重要である。  
・原資料を特定し、プロセスが客観的にわかるような記録をすること。・タイムリーに記録し CRF を

作成すること。  
事前に依頼者と十分に協議し、原資料の特定や CRF に記載するデータの特定をしておく。  
「誰が」「いつ」「どのように」閲覧しても理解出来、疑問点の残らないような原資料を作成する事が

重要だと思います。  
・タイムリーにデータを正確に反映させる。・必要な情報が網羅されている。  
・プロセスを管理する ・わかりやすいプロトコル・CRF 作成（念のための過剰な情報収集はやめ

る） ・逸脱の適切な(上流の)対応、共有化 など・メリハリをつけること（以下の 4 項目に重点を） ・

同意 ・登録 ・安全性（とくに SAE） ・プライマリーエンドポイント  
・画一的な EDC 入力により、データマネージメント手順は統一されやすいと思うが、それで臨床現

場における医師の意見がどこまで反映出来ているのか疑問も残る。・臨床の場は全てのデータの元であ

る。依頼者に提出されてからいくらデータのクリニーングをしても、元となるデータが大切である。

臨床での品質管理はスタッフ不足などで CRA などに頼ることがあるが、判断は依頼者（CRA)に頼ら

ないことが大切だと思う。・データの品質確保のために、ローカルデータマネージメントを依頼者が必

要とされるのであれば、CRF 設計の際からサイトの意見を反映し、設計の意図（ポリシー）も含めた

周知が必要なのではないか。DM スタッフが施設の数だけいる状況を想定すると、セントラルマネー

ジメントの資質や業務量が重要な鍵になると思われる。創薬に参加している立場として、適正なデー

タ評価が可能なように、サイトだけでなく、依頼者企業が一様に同レベルのセントラルマネージメン

トが出来る体制が強く望まれる。  
CRC が持っている治験に対してもう少し疾患に対しての理解をしなければ患者さまの安全は守れな

いのではない思います。特に SMO さんのレベルの低さをもう少し考えるべきだと思います。  
CRF の簡素化と医療機関で手順（マニュアル）を定めておくこと。  
CRF の記入はできるだけ早い機会に行う。当日であれば、検査の欠測等にも検体が残っており対応で

きる。  
CRF の作成方法への理解  
CRF の設計者、DM、が Dr や院内スタッフ、CRC に作成手順等の説明をするべきだと思う。モニタ

ーが求めている情報とプロトコール、CRF で求められている情報が異なることがあるため。事前に

EDC 入力時の留意点等の説明を繰り返し行うべきだと思う。ワークシートと EDC 入力マニュアルの

違いがあり混乱することがあるので。  
あらかじめ医療機関の手順を踏まえたデータの特定を行い、そのデータ収集の方法を定めること  
カルテの記載事項、綴じる順番などの源資料の全（全国）施設の統一化。転勤を繰り返していると、

病院ごとのやり方があるのがよくわかる。転勤してもすぐ調べることができるようにするべき。  
スタッフの意識  
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タイムリーに CRF に記載することを心がける。  
データの重要性ランク付けが必要だと思う。CRF の標準化（出来るだけ簡潔にわかりやすく不整合が

生じにくい形式で、特に併用薬と有害事象）が重要。  
データマネジメント  
データ収集を行う際に、可能な限りのような表現がある場合、医療機関によって集められるデータの

信頼性に違いが出てくるように感じる。（ex 既往歴の情報など）曖昧な表現は避けることは大切だと

思う。  
プロセスを管理するということが重要と考えるが、現在の医療機関でその考えがないのが現状である。

プロトコールについて、依頼者及び医療機関との共通理解。  
プロトコールの正確な理解。時間経過に伴い医学的判断（AE の判断等）が再考により変更となるこ

とがあり、その時点での判断をカルテに記録するなどデータの再現性を高める意識が常に必要。収集

データを第三者が確認し、CRF との整合チェックも SDV 前に実施するデータマネージメントの確立。

有効性・安全性評価を常に意識して被験者からの情報収集。原資料に記載すべき情報とは何かを把握

する。Visit 毎の速やかな CRF 作成。  
プロトコールを遵守する  
モニターのチェック  
モニターの質の向上  
依頼者や治験により、CRF 記載内容の取扱いが異なり（臨床検査値異常の取扱いや AE の挙げ方が診

断名だったり、症状だったり、徴候だったり）、治験独自の運用で現場が混乱している(判り難い）現

状はある。取扱いに関する見解を共通化して欲しい。  
依頼者側で、治験開始前にどのようなデータが必要なのか、どう記載するのか治験実施計画書の作成

と同時あるいは少なくても施設に依頼する前に十分協議し、決定しておくこと。安易に海外の CRF の

設問を訳してそのまま CRF をデザインしないこと。ワークシートは診療録に貼付する時点で施設の記

録となるという事を理解して、通常の診療録に記載されていることを何でもワークシートに転記させ

ようとするのを止めること（モニタリングの手間が増え、ミスを誘発するだけ）。  
医師の認識  
何を優先すべきなのか、目的を持つこと。患者の状況をお構いなしにし、データーしか見ないモニタ

ーやメーカーに対して、現場の事、患者の立場、患者を診ている先生の状況など、もう少し医療の携

わる者として、考慮した上での発想・発言が必要だと思う。その結果、治験の「質」が上がってくる

と思うので、メーカー・ドクター・被験者が一丸となる治験が理想だと思う。  
患者さんから聴取した内容は記録に残す。メモでもよいので経過がわかるように記録する。  
元々の診療録の質を向上しなければ、治験データの品質管理はできないと思います。ただし、診療録

等は、診察後速やかに記載するものであり、その時点では、各医療スタッフ間の記録と整合性をとっ

て記載すること自体は不自然だと思いますので、最終的に CRF に転記する際の経緯を残す形の方が望

ましいと思われます。また、医療機関として、依頼者側が提示するカルテシール等をそのまま使用す

るのではなく、通常診療下で、記載されるデータ項目を確認の上、本当に必要な項目のみをｼｰﾙ等で補

填するという作業が必要だと思われますし、CRF 丸うつしのようなカルテシールの使用を一方的に押

し付け、カルテシールの内容のみの SDV で可と判断している依頼者さんもおられ、そのような姿勢に

は正直違和感を感じます。  
原資料となる診療録の記録者は適切に記録する注意が必要。診療録の記録の上で、何故その情報が必

要なのかということを理解してもらうこと。モニターのチェック。CRF に確実に転記できるようにす

るためのカルテシート等の準備。  
原資料の 1 本化・明確化。あらかじめ収集すべき事項・内容を明確にしておく。  
原資料取り決めは、施設選定時に行ってほしい。プロジェクトが動かないとなかなか難しいと思われ

るが、グローバルで求められることは、企業間でも情報共有を行い取り決められる点を整理してほし

い。施設においては、プロトコルに従わざるを得ないので、最終的に診療録の修正を行っている現状

だが、本来の在り方としてはおかしい気がする。モニターの指示による修正はお互いのモチベーショ

ンを下げるので、担当医師らへプロジェクト関与時からのトレーニング強化を図ることに重点をおく

ようかかわり方の軌道修正が必要な時期にあると思われる。  
今後、施設で治験で必要な情報が完全に網羅できるものを準備できるのがベスト。なかなか、現状は

むずかしい（スタッフ数など）  
最近の依頼者には、治験データの品質管理+実施医療機関の品質管理、この 2 つを SDV で確認してい

く傾向があると感じている。そのため、治験データの品質管理が不十分ではないかという不安がある。

SDV では原資料と CRF との照合を十分実施していただき、当院のデータを安心して自信を持って提

供できるようにしていただきたい。また、モニターにより閲覧方法や説明内容が異なるのではなく、

一貫して頂くことが必要であると思います。  
事前にプロトコールだけでなく CRF の記載マニュアルの打ち合わせもするべきだ。治験が始まってか

らデータの取り方をころころ変えられて困る。本来の治験の目的に見合ったデータを収集してほしい。
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事前に必要な記録を明白にしておく。  
治験スタッフの協力体制と治験実施計画書の理解。実務を理解した治験実施計画書の作成、あるいは

実務を理解した実施前の取り決め。  
治験データとして必要なデータを記入するワークシートの形態が、わかりやすく作成され、漏れがな

いこと。各ビジットの実施内容に、漏れがないこと。転記後、ダブルチェックすること。修正した場

合、診療カルテであっても、修正日を記載し、いつ修正したか明確にすること。  
治験に関与する構成員の意識と認識の統一  
治験のシステムを提供する側（メーカーや規制当局）の発想が医療現場の実態とかけ離れている。外

資メーカーの場合、海外のルールと国内のルールの最大公約数的な品質管理を行うため、膨大な作業

が発生しないようなシステムを作るべき  
治験プロトコルの十分な理解  
治験開始前の、治験依頼者と治験実施施設スタッフの認識の統一、情報共有。  
治験実施計画書の記載表現が曖昧な部分について、依頼者の見解が明確であることが重要であり、ど

こまで診療録などに記録を残すべきであるのか、治験開始までに決めておくことが重要だと考えます。

治験担当医師や CRC の治験に対するモチベーションの維持  
十分な数のスタッフ。多忙のため、全てについてダブルチェックを行える状態ではない。  
初回のデーター回収でルールを決める事。問題なく回収したのち、訂正が入ったり、方向性の変更に

より、PI へ何度も修正を依頼し、DCF 等の対応に迫られる。PI と CRA の板ばさみになる為、細かい

ルールを決めて欲しい。臨床検査値にて基準値逸脱項目に対し、全てコメント（基準値を１外れただ

けでも）をもらわなければならない試験があり、Over Quality であると PI とともに思っている。ま

た、ECG のコピーに対し、ECG 原本からのコピーで有る証拠に、コピー者のサイン、日付を求めら

れる Global PRT もあり、全ての治験データーの信頼性担保の仕方が他にないのかと思ってしまう。

このような事例により、CRF 回収後の修正が多いクライアント、Over Quality であると考えられるク

ライアント（前相実施していたが）からの案件をお断りになる PI が散見されるようになった。  
真に必要な情報のみを収集するプロトコルにすれば、データ項目も減少し、漏れや矛盾などを防止で

きる。試験を評価する上で、最重要項目となる検査や評価等については手順を定めておく。  
迅速、かつ丁寧に症例報告書を作成し、また原資料では今後当局による実地調査が行われることを想

定して、治験を実施し資料保管をしなければならないと思います。  
責任医師教育  
誰もが理解できる診療録等の記載を心がける。また、データの漏れがないよう効果的なテンプレート

を活用する。医療機関側において CRF のチェック機構を構築する。  
担当者が一人だとしても、時間を変えてダブルチェックを行う等の方法で、CRF データのチェックを

する必要があると思う。  
統一された用語を使用すること  
日時、時刻等の記載  
被験者診察時、医師と CRC で被験者の症状をよく聞き取ることと、医師と CRC が同じ見解を共有す

ること  
被験者対応が終わり次第、すみやかに確実な記録を残す事が重要と考えます。  
必要な治験データを依頼者と取り決めを決めておくべきである。  
必要最低限の情報を管理することでオーバークオリティを防げる。現在もとりあえず記載みたいなこ

とが多いので、時間がかかっているのが現状。とりあえずは機構に何か言われたら面倒の理由しか存

在しないので、記載については機構が明確に指示するべき。また、担当官により見解が異なる場合が

あるため担当官の認識を統一にする必要がある。  
有害事象等、経緯が見えなければ品質は保たれない。特に複数名で同一人物を対応する際は、後から

対応する者が経緯が見えるようにしっかりとした記載を残しておく必要がある。CRF の記載方法等

は、CRC 間で確認し合い、理解不足のために矛盾記載が発生しないように気をつける必要があると考

える。  
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設問 24. 貴院において、治験で収集するデータの記録・管理や CRF 作成・確認手順に関

する取り決めはありますか？ 

手順を規定した

文書，マニュアルが

ある, 
25施設, 17%

特に規定した文書は

ないが，運用上の

取り決めがある, 
42施設, 28%

取り決めはない, 
81施設, 54%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 

 
設問 25. 設問 24 で「1.手順書を規定した文書、マニュアルがある」または「2.特に規定し

た文書はないが、運用上の取り決めがある」を回答された方にお聞きします。取り決めら

れている手順（項目）を選んでください。（複数回答可） 

18

9

6

5

6

3

1

1

30

13

15

11

9

7

3

2

0 10 20 30 40 50

診療録等の記録を保管する手順

CRFの作成・確認手順

診療録等に被験者のデータを記録する手順

CRFの作成時期

CRFデータに対する原資料を特定する手順

診療録等に記録したデータに

不備が無いか確認する手順

その他

無回答

単位：施設数

（n=67、複数回答含）

手順を規定した文書，マニュアルがある 特に規定した文書はないが，運用上の取り決めがある
 

 
設問 26. 貴院では、医師に対して治験に関する教育を行うシステム（研修等）があります

か？ない場合、その理由は何ですか？ 
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ある, 
44施設,30%

ない,
104施設,69%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 
 
設問 26 医師に対する治験に関する教育システムが『ない』理由 
外部のセミナーを活用  
外部の研修等への参加で院内では実施していない。  
スタートアップミーティングのみ  
スタートアップ等でしか先生に対しては実施していない  
スタートアップ等で説明している。CRC が補助している。  
治験開始前の説明等のみ  
試験開始前に依頼者からしてもらう説明に任せてしまっている  
治験実施毎に依頼者より教育を受けているため  
システムとしての全体的な研修はないが必要に応じて CRC、治験依頼者が個別に実施している  
研修を行える人材がいない  
研修を実施する人がいない  
教育できる人材がない  
人手不足  
人員不足  
現在、医師の人数が少ないので、診療に対する医師個人の負担が多く、時間が取れない。  
人的余裕がないため  
医師不足  
医師が多忙のため  
医師が多忙であり、現実性がない  
医師が診療で多忙なため  
医師の業務が忙しく、機会がない  
医師、CRC ともに多忙のため研修を企画することが難しい  
臨床研究の研修に含まれている  
各社、各依頼状況を網羅したような研修は開催していません。  
教育ツールを作成する余裕が無い  
システムとしてはない  
施設規模が小さく、従って治験も小規模であり、一部医師しか関連しないため教育システムが動かない

医師に対して治験に関する教育を行うシステム（研修等）がない  
治験の案件が少ないので、教育する云々より、いかにして治験を増やかが大事  
治験を行う診療科が限られているから  
症例があまりないため  
SMO から担当医師へ教育の機会を設けているから  
機構本部主催の研修があるため。  
研修会はない。個々に医師が勉強している。  
たまたま、時間が無かったため、その都度対応している。  
整備されていない  
単独ではない。  
院内の認知度が低い  



付録 2 

- 26 - 

治験に対する理解がまだ低く研修に参加しようという医師はごくまれである。  
静岡ファルマバレーセンター主催の研修への参加、協力、e ラーニングの活用をお願いしている．  
特にシステムは設けていないが、必要に応じて実施している。  
医師が自主的に学習されているため。  
医師は、実施するプロトコルには興味があるが、その他の手続き等には興味がないので研修開催ができ

ない。  
現在検討中である。  
ほとんどの医師が治験に興味がないため（開催しても出席しない）。・当院に治験がない。  
特に設置していないため。  
治験のための研修の機会を設ける時間がないため  
分担医師はあまり治験に興味を持っていない為不要との事  
医師 1 名のため  
経験があるため。  
治験の経験のある責任医師が適宜指導しているため  
SMO が支援しているため  
治験実施件数が少なく、システムが確立できていない  
SMO が CRC 業務、事務局支援業務を実施しており、院内に治験センターのような部署がないため  
現在 1 プロトコルのみの実施であるため  
責任医師が以前の病院からの治験経験も豊富で教育の必要性はないため。  
現在実施していないため  
外部からの講師を招いて研修会は年 2、3 回開催しているが、教育システムという機能は有していない。

治験の時に説明  
研修はないが、CRC やモニターが説明  
必要は感じるが、今まで行っていない。  
以前より治験を実施頂いている先生の為、あらためての研修システム等は設けられていたません。  
今回が初めての治験だったため。  
院内で行われている雰囲気がない  
医師からそのような研修についての要望がないから  
臨床研究に関する指針等については院内教育を実施している．今後、同様の教育の場で治験についても

教育を行うことを検討している．  
施設の運用による  
SMO なので医師に対する教育制度はない  
積極的に治験を行っていないから  
現在まで数多くの治験を経験され、現状治験についてとても理解が深いため、研修の必要性なし。  
整備されていない  
必要性は感じるが現実化していない  
治験に対する個々の医師の意識のばらつき  
受託治験数が少ないため。  
責任医師がすでに十分な経験を積んでいるため  
研修医以外の医師の教育システムがない。  
現在計画中  
治験を実施する医師が少数のため、会を設けるほどではない  
立案者の能力も医師の人的、時間的余裕がない  
受託した治験により医師が毎回異なる事が多く研修内容を覚える事が難しい  
以前より治験の経験がある先生であり、その先生１人しかいないため  
クリニックでのシステムはない。依頼者が提示する研修に参加。  
もともと治験の経験が豊富な医師の為  
治験担当医師が院長であるため。  
医師面会時にご説明で対応している。  
過去に治験のご経験があるため。  
医療機関としての治験に対する理解が低いため。何回か研修会を企画したが、治験に対する医師のモチ

ベーションが高くないため、参加者が少ない。  
医師に求められない  
医師は 1 人しかおらず、GCP、SOP が改訂される際に説明している  
日常の VISIT で計画的に治験業務について、覚えていただくように工夫している  
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SMOCRC のため、わからない  
必要に応じて SMO、治験依頼者が実施  
体制が不十分  
応じて  
検討中です。時間がない。  
 
設問 27. 設問 26 で「1.ある」と回答された方にお聞きします。どのような内容ですか？

具体的な内容をお答えください。 
 
年 3 回の GCP 研修への参加責任医師は交代で GCP 研修の講師  
治験事務局による定期的な公開セミナーの開催。  
治験・臨床研究に対するセミナー等  
臨床研究や治験に関するセミナー・研修会の開催  
臨床試験セミナー開催中  
定期的に臨床研究部主催のセミナー、講習会、研修を行っている。外部から講師を呼び、多施設

の情報収集を行うための環境整備国立病院機構本部や厚生労働省主催の研修への自主的参加を

呼びかける  
年 1 回のセミナー開催。対象：院内スタッフ・院外医療関係者 内容：臨床研究（治験含む）全

般について  
年に数回、治験に関する勉強会を開催している。  
院内研修。設置母体内研修。  
院内で開催される教育研修会の一環で GCP 等治験に関連する事項  
講習会  
講習会  
治験セミナーを年 3 回開催。GCP・保険外併用療養費制度・CRC 業務について、その他臨床試

験に関するトピックスを 90 分の構成で実施。  
年 1 回、治験推進ワーキングを開催している。  
治験に限定している訳ではなく、臨床研究全般に関するもの。有害事象の報告方法等。  
責任医師になる医師には必ず治験研修会を受講してもらう  
治験の意義、必要性  
年に数回の研修会を実施し、医師の参加を徹底する。  
院内で年間 2 回程度説明会を開催。  
GCP や臨床研究に関する倫理指針の解説を年に 1～2 回実施している。また、国立病院機構のネ

ットワーク中核施設のため、ネットワーク施設が参加可能なセミナーの開催も別途行っている。

治験ごとにミーティングを行う  
担当時には GCP 教育、治験に関する座学等  
GCP の講義 CRC と治験の関係  
SMO からの GCP 教育、治験の勉強会への参加  
治験開始前毎に医師を始め、スタッフ全体で行う。その後は、個別で対応。  
治験の経験が初めての責任医師に対して、治験の一般的な概要について営業より説明をしてい

る。  
治験ごとに説明会を開催している。  
・治験開始前やスタートアップ時に、依頼者より治験について簡単に説明していただく  
治験の基礎、臨床研究関連トピックスをテーマとして、年に 1 回以上開催している。Ex)COI、IC、

倫理指針の改正、日本における臨床研究の位置づけと今後の展望、ヘルシンキ宣言等  
若手医師を対象とした臨床研究に関する基礎研修に、治験に関する講義を設けている。  
定期的な講習会など。  
院内研修 数回 /年 統計処理、倫理的な講演等  
臨床セミナー(治験)、倫理指針の講習会等  
認定制度を設けている。  
教育センターによる GCP 研修や治験経験医師による OJT 
初めての医師には、医師にための治験ハンドブックを読んでもらう。  
年数回の研修講演会の実施  
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治験依頼者より、プロトコールについての説明、主要評価項目についての説明などがある  
年に数回本部あるいはブロック単位で研修会を行う。  
GCP 研修  
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設問 28. 貴院では、CRC に対して治験データの品質管理に関する教育を行うシステムが

ありますか？ない場合、その理由は何ですか？ 

ある, 
39施設, 26%

ない, 
105施設, 71%

無回答, 
5施設, 3%

（n=149） 

 
設問 28 CRC に対する治験データの品質管理に関する教育システムが『ない』理由 
新人研修及び OJT に組み込んでいるが、教育内容にばらつきがあるためシステム化されているとはい

えない。  
システム化する余裕が無く、随時教育している  
システムとしてはない  
システムはないが、自己研鑽は常日頃から行っている  
システムはない。個々勉強している。  
当院のシステムはないが SMO の CRC は、SMO で研修を受けている為  
研修を行える人材がいない  
教育できる立場の人材がいないため  
教育を実施する人がいない  
専門の人がいないから  
指導者がいないため、外部の研修会には積極的に参加するようにしている。  
教育する部署、人材がいない  
教育者がいないため  
人員不足  
人手不足  
教育プログラムの課題として追加を検討中  
治験データの品質管理に関する教育を行うシステムを外部で行っている。  
必要性がない  
症例があまりないため  
システム構築中  
院内では実施しないが、外部研修会を利用し伝達講習を行うようにしている。  
システム化できるほど成熟していない点及びマンパワーや業務量の問題で OJT で実施せざるを得ない。

SMO 派遣の CRC のため。  
SMO の CRC のため教育を受けてきているので  
機構本部主催の研修があるため。  
必要性は感じているが今のところ OJT のみ  
たまたま、時間が無かったため、その都度対応している。  
単独ではない。  
院外の研修会に積極的に参加している  
多忙  
そこまでの環境が整えられていない。  
自己研鑽  
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今後、作成予定  
ファルマバレーセンターや学会主催の研修会で代用している．  
品質管理は特定の者のみが行っていたため。  
OJT により、マンツーマンで指導  
他の研修等で学習している。  
多忙なため  
国立病院機構での研修を受ける  
現在検討中である。  
病院単独での教育のノウハウがない。  
あまり必要性を感じない  
院内に CRC いないため(SMO 所属 CRC のため) 
SMO からの派遣だから？  
CRC に対してまだ教育体制が取られていない  
その都度教育している  
SMO 内では教育システムがある  
個々の学習に依存しているため  
講師がいない  
機構本部の研修に参加する。自己研鑽  
SMO の為  
治験実施件数が少なく、システムが確立できていない  
SMO で実施はするが、院内に治験センターのような部署がないため  
SMO 所属の CRC のため  
特に必要ないため  
少人数の CRC で業務を行っているので各々にまかせている。  
新人はいない。キャリアは十分。  
日常業務に追われており、系統的に教育を行うことが難しい  
施設内ではないが、SMO 内で教育システムあり  
CRC の人数が少ない  
院内で行われている雰囲気がない  
SMO 委託の為、施設としては行わない  
専任者一人の部署なので。  
整備されていないため、院外の研修を受けている  
組織としての教育体系が確立出来ていないため  
全員兼任で主業務が多忙  
必要性は感じるが現実化していない  
そのまで手が回っていない。必要性を感じていない。  
国立病院機構全体としての教育研修システムが整備されていて、そこで定期的に研修を受けているから

経験を積んだ CRC が多いため、必要がない。  
SMO で教育を実施しているため  
CRC は 3 名と少数であり、治験件数も少ないため、実践が教育の場になっている。また、治験の研修

会等への参加し学んでいる。  
CRC がいない  
SMO での教育研修制度に、任せている  
立案者の能力も医師の人的、時間的余裕がない  
治験一般に関する教育を行っており、特別に品質管理に関する教育のシステムは設けていない。  
院内の実施は難しいため。外部の研修会に積極的に参加している。  
拠点病院や、院外の講演会を利用して研修する  
品質管理に特化した教育は行えておらず、現時点では概念的な説明のみ。  
院内 CRC ではない  
SMO にて行うため  
クリニックでのシステムはない。依頼者が提示する研修に参加。  
院内 CRC ではないため。  
SMO に任せている。  
SMO による教育システムがあるので。  
外部の CRC 研修会を利用している。  
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医療機関としての治験に対する理解が低いため。  
SOP に特に規定されていない  
日々の OJT での教育の方が効果的であるため、システム化せずにおこなっている。記載内容の確認を

行いすぐにフィードバックをするようにしているが「システム」という言葉にするのは何か違う気がし

ます。  
SMOCRC のため、わからない  
SMO なので、施設側からの教育はない  
SMO で実施している  
SMO が実施している  
体制が不十分  
SMO 
余力無し  
自己で研修等に参加し教育を受けている者もいるが院内での教育システムが整っていないのが現状の

ため  
原則、SMO にて教育されているため  
時間がない  
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設問 29. 設問 28 で「1.ある」と回答された方にお聞きします。どのような内容ですか？

具体的な内容をお答えください。 

 
年 3 回の GCP 研修の企画運営、講師 多数のスキルアップ研修、学会などへの参加機会  
研修会に参加している  
研修会の参加報告の場などで繰り返し注意喚起。  
学会、研修会への参加。  
各種研修会・講習会  
外部研修・社内研修など。  
SMO 社内研修や外部研修にて実施。  
SMO として、研修を行っている。または施設ごとに OJT として CRC 同士でその都度指導している。

SMO 内による継続研修  
SMO 所属の CRC であるため、所属している SMO に教育システムがある  
SMO での研修で十分である。  
SMO での継続研修など  
SMO 所属の CRC の為、社内にて研修があります。  
SMO への研修  
品質管理部があり教育研修がある。  
新人導入研修時に行っている。  
1 年目：プライマリー担当者とのダブルチェック 2 年目：プロジェクト担当者らとの打ち合わせに主

体的に参加  
SMO の品質部門からの定期的なシステムチェックなどを実施していただいている。  
依頼者主催、独立行政法人国立病院機構施設内での全体研修など  
治験（臨床試験）に関する研修に積極的に参加している。  
部署内研修。  
機構本部主催による集合研修など  
本部での研修制度がある。  
弊社 SMO の品質保証より、社内回覧が配信される。入社時の導入時研修にて学習する。  
社内勉強会など  
治験の質を向上させるため。  
年に１回開催される国立病院機構のデータマネジメント研修会に最低１名は参加し、伝達講習を行って

いる。  
GCP、コミニュケーションスキル、医学基礎知識、治験実施計画書（概要書）の読み方、倫理的原則な

ど  
SMO 事務所での勉強会。主に HP に記載されている問題点などについて指導を受けている。  
社内研修の一環で行っている。  
入社時および必要に応じて、社内研修が実施される。  
試験開始前に、依頼社より CRC 勉強会を開催していただきプロトコール内容や症例報告書の記載方法

など、試験に関連する事項の勉強会を実施している。  
SMO との契約の為、契約内容に規定  
教育センターによる研修や品質管理部門での短期間 OJT の実施  
年に 1～2 回ブロック単位で研修を行う。  
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設問 30. ローカルデータマネージャー（サイトデータマネージャー）を配置しています

か？ 

 

配置している, 
16施設, 11%

配置していない, 
132施設, 88%

無回答, 
1施設, 1%

（n=149） 

 
設問 31. 設問 30 で「1.配置している」と回答した方にお聞きします。ローカルデータマ

ネージャーの対応している試験の種類（複数回答可）は何ですか？ 

10

4

8

0 2 4 6 8 10 12

1. 製薬企業の依頼による治験

2. 医師主導治験

3. 臨床研究

4. その他

単位：施設数

（n=16、複数回答含）

0
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設問 32. 設問 30 で「1.配置している」と回答した方にお聞きします。4-2 で回答されたそ

れぞれ試験に対して、その具体的な業務内容を記載してください。 

 

業務内容一覧 
1.製薬企業の依頼による治験 

[CRF 作成補助] 
 カルテ記録ツールの作成 CRF の作成支援  
 CRF 作成支援、実施状況報告  
 医学的判断を伴わない範囲の CRF の記載・入力  
 CRF の記載  
 CRF 作成、SDV 対応  
 EDC 入力、電子カルテから紙カルテへの転帰  

[モニタリング] 
 モニタリング・適格性の確認  
 検査結果の確認  

[データ管理] 
 データ管理、検査項目のチェック  

2.医師主導治験 
[CRF 作成補助] 

 CRF の組み立て・記載  
[その他] 

 臨床検査値  
 事務局  

3.臨床研究 
[CRF 作成補助] 

 CRF 作成支援、実施状況報告  
 データ入力、スケジュール管理  

[データ管理] 
 データ管理、検査項目の管理  
 データマネージメント業務  
 配属診療科等におけるローカルデータマネージャー業務  

4.その他 
回答なし  
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設問 33. 治験に必要なデータの品質管理について、その他問題点がありましたらご自由に

ご記入ください（依頼者、医療機関、または規制当局等）  

 
その他意見一覧 
・プロトコールの明確化（誰であっても共通の理解となること）。・CRF に記載すべき事項の明確化

及び簡略化（治験等の目的達成に必要なデータのみを記載するものであること）  
プロトコールが曖昧 モニターの担当者の経験によって指示が違う 医者の治験に対する知識不足  
CRF 記載ルールが曖昧であったり、途中で変更されたり、担当モニターさんが変わると認識が異なっ

ていたりすることが多々あり。必ず試験開始前に整備しておくべきだと思います。  
依頼者の決めごとがプロトコール以外にも要求があり何のためのプロトコールなのかとおもうことが

あり曖昧な除外基準をもうけあとでコメントを要求する決めごとはきちんとプロトコールに反映して

いただきたい  
依頼者には解析に必要な最低限度の情報を CRF に記載するようにしてほしい。プロトコールで曖昧な

表現や勘違いし易い表現等を減らしてほしい。  
品質管理については、情報公開の姿勢や依頼者／医療機関のディスカッションが大切だと思います。

・Web による EDC 入力時、商品名を一般名に置き換える依頼について、こちらの作業時間の負担が大

きいです。商品名と一般名の検索が瞬時でできるシステムがほしいです。・EDC のシステムの一つに、

抗がん剤の治験において、有害事象名をプルダウンで選択できるシステムは使い勝手が良かったです。

その反対に、企業が有害事象名に番号を付与しその番号を施設に入力させるといった、各社対応はやめ

てほしいです。品質管理の最低限保証しなければならないことは、診療録からの正確な情報転記と、プ

ロトコルを反映した実践かどうかだと思っています。しかしながら最大限注意を払わなければならない

ことは、被験者保護の観点からすべての行為に誤りがないかどうかであり、情報収集・入力作業の効率

化はもっと企業枠を超えて簡略できるような段階になることを期待します。  
依頼者側で、担当者によって品質管理に対する考え方の温度差がある。また、SDV 回数については、

過剰になりつつある。  
CRO の教育体制  
PMDA や厚労省の認識が国際化に対して常に後手後手となり、一層の国内の混乱を招いている。さら

に、企業や規制当局の担当者が医療現場の実態を把握できておらず、問題の改善ができないまま、場当

たり的対応を行っている。国内、海外、医療現場、開発現場それぞれのポジションでそれぞれに高いハ

ードルがあるが、その全てをのり超えられる人材が日本には皆無であることがその本質的問題と考えら

れるが、最も大きな原因は規制当局の人材枯渇にあると考える。治験関係の研修での規制当局（特に

PMDA 担当者）の講演は仲間内の自慢話の座談会に成り下がっており、実務能力の低さが感じられる。

本来規制当局の担当者が求められている機能を有していないことを浪々と明示しているのは、滑稽とし

か言いようがなく、それを迎合している製薬協の担当者も哀れとしか言いようがない。彼らが国内の治

験環境を破壊しているのが自らであるという認識を持てないことが日本の不幸である。  
医療機関及び規制当局は、治験に限定せず原資料となる電子カルテ等のデータ自体の品質管理を目指さ

なければ、治験データの品質管理はできないと思われます。また、依頼者側は、とりあえずデータを収

集するのではなく、評価に本当に必要なデータのみ収集する体制を整備して頂きたい。  
国際共同治験と国内の試験と原資料の考え方に隔たりがある。CRO は、依頼者の要望に過剰に反応し

てオーバークオリティになることが多い。規制当局が持つ情報が古い。医療現場が企業から求められて

いることが理解できない。規制当局の GCP 実地調査は海外のようにその試験が動いているときに実施

すべきだと思います。  
現在のデータ品質は個々の意識に基づいて管理されているように感じます。モニターと CRC の間でも

意識のズレがある場合、依頼者内や医療機関内でも考え方が違っている場合があります。治験に関わる

皆がプロトコルに対し、同じ考えを持つ必要があります。そのためには、試験実施前に話し合いを密に

行い、目的を失わないよう試験を進めることが望ましいと考えます。  
eCRF に関してですが、CRC がほとんど転記出来てしまい医師の関わりが希薄になっているように思

います。 そのため電子カルテ（原資料）の記載が急がれ、有害事象等、継続的に観察しないと評価出

来ない項目の取扱いに困ることがあります。運用（AE に関してはまとめて最後に入力するなど）でな

んとかデータの品質を保っております。依頼者さんには医学的判断はあくまで医師で、CRC は補助で

あることを忘れないようにお願いしたいと思います。  
診療録内に記載があるデータをカルテシールへ重複して記録することを要求したり、プロトコールに規

定がなく CRF にも記載する必要のないデータの記録を要求する依頼者があり、不整合が起こる原因に

なっています。  
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アンケートの集計結果をフィードバック下さいますようお願いいたします。  
一部の依頼者のＭＲは訪問時間外（夜遅く）受け渡しに来る（いくら注意しても聞かない）。  
上記の設問にもありましたが、カルテを修正する作業が許されているのかどうか疑問に感じています。

基本的にはそれは許されていないと認識していますが、依頼者によってはカルテの誤記を訂正する際に

医師に署名を求めるケースがあります。本来、カルテは医師が作成しているものですからその医師が署

名を残す必要があるのか、疑問にかんじることがありました。このようなケースは多々あると思います。

何か、統一した指針や方法を示していただけると対応もしやすくなると思います。  
カルテよりデータをひろってほしいのに、依頼者からカルテシートの使用を求められる。  
・長期にわたる試験の際など振興に従い、依頼者より追加でデータを要求されてくる傾向がみられる。

また後付けで手順書・マニュアルと称して、CRF に準じた報告書式（厚労省未提出・IRB 対象外）と

して記載要請されるケースもある。名称が違うだけで患者さんのデータを提出することに変わりはない

と思われるが、倫理面や品質管理という点からも規制当局の意見を伺いたい。・CRF で収集されたデ

ータが、どのように解析や結果に反映されるのか（本当に必要なのか）疑問となる項目も見受けられる。

公開されている審査資料からは読み取れないので、結果は推定の域を出ないが、効率化や患者さんの負

担の観点から、余り意味のないデータの収集は避けるという視点を持って CRF 設計を行って頂きたい。

CRF におけるデータ品質の確保と作成の負担を軽減するために、今後 CRF の形式をある程度統一して

いくことも必要ではないでしょうか。  
電子カルテに記載されているすべてが閲覧の対象になるという依頼者がある。（個人情報も含む）電子

カルテでは診療履歴、検査・画像データの閲覧ですべて SDV を実行できると思われる。現に CRF を

作成する場合、CRC と医師はその部分のみで作成できるのである。その部分以外を閲覧したい場合は、

CRC に確認を取るようお願いしているが、依頼者は「CRC が自由にカルテを閲覧させない」と病院側

に注意をしてきた。また依頼者は「電子カルテの中で治験に関わらない診療情報には何があるのか。電

子カルテすべてが診療情報であり閲覧の対象である。個人情報を隠さないことが問題ではなく、見たも

のを漏洩することが罪になるのだから自由に見させてほしい」と言う。しかし、診療履歴にスキャナ取

込みした介護保険の申請書（個人情報含む）の診断名が異なっていないかという理由で閲覧することが、

依頼者の言う治験で必要なデータの品質管理なのかと毎日考えてしまいます。今回のアンケートを機会

に、原資料としての電子カルテの取扱いの明確化、治験におけるデータの品質管理方法の一本化など検

討して頂きたいと思います。  
担当者が一人であるため、データマネージメントが完璧にできていないのではないかと心配になること

がある。ヒューマンエラー(転記ミス等)がどうしてもなくならない(100%完璧にすることができない)。
併用薬の使用期間・時間等についての情報収集レベルが依頼者によって違いすぎる。実際の承認申請の

どこに活きているのか疑問である。  
依頼者によって求められる事項、レベル、運用が異なる。  
依頼者で見解が異なる、不必要と思われる内容まで記載を求められることが多い。製薬協として、ある

程度取り決めをしてほしい。そうすれば、依頼者も医療機関側もオーバークオリティにならないと思う

医療機関側の条件に合わせた臨機応変な対応が依頼者には必要と思う。治験実施計画書に書かれている

そのままの解釈が全てではなく色々な角度からの見方、捉え方もあるということを考えて対応して欲し

い。  
長年治験のノウハウを培って来られた企業に比し、一医療機関(CRC）の自助努力には限界がある。特

に CRC は過酷な環境に置かれており、疲弊しきっている。データー品質管理に於いては、より良いデ

ーター収集環境整備に向け依頼者のリーダーシップを期待したい。  
①原資料への過剰な記載、整合性の度合いなど、依頼者の要求が各々で異なる ②多様なツールが増え

（Pt 日誌 服薬日誌 血圧日誌など）、整合性が困難になっている  
・EDC において、かなりチェック機能が働いているのは有効である。・CRF は同様の薬剤の開発にお

いて依頼者ごとに異なる。新生の際に求められるのは同様よ思われるのに･･･。規制当局での指示・指

導がかのうではないでしょうか！  
異なる医療機関同士での情報交換から、取組みを見直すなどが必要。多施設による品質管理の実際を依

頼者は知り得る立場にあるため、その情報提供。規制当局の視点の情報発信。  
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質問

・治験データを報告する（医療機関情報→CRF情報）に際
し、行っている取り組みは？

・治験データを取得する（被験者情報→医療機関情報）に際
し、行っている取り組みは？

・カルテシール（又はワークシート）を使用しているか（品質
管理において有用と考えているか）

・治験スタッフ（医師，CRC等に対して品質管理に関するト
レーニング（教育）は行っているか

・治験データについて，原資料の記録からCRF作成までのプ
ロセスを制定しているか

・CRF作成、SDV対応時に注意していること、心がけている
こと

・原資料の定義（特定）を行っているか。

・院内でのデータ品質に関する教育状況は？

・医療機関でのデータ品質管理において、最も重要な/留意
すべきポイントはなにか？

（1）品質管理に対する取り組み

・（カルテシールを使用している場合）今後も必要と考えてい
るか

　□Yes　/　　□No　（理由：　　　　　　　　　　）

・今後の品質管理に対する取り組みは？

・今後データマネージャーを配置する予定はあるか？ 　□Yes　/　　□No

（LDMがいない場合）・データマネージャーについて、どのよ
うに考えているか？

・データマネジャーを置くことにより改善されたこと

・ランダムエラーを最小限にとどめる手段を講じているか（何
か考えがあるか）

・システムエラーを検出したり、未然に防ぐような手段を講じ
ているか（何か考えがあるか）

（2）データマネージャー（LDM）について

回答

　□Yes　/　　□No

　□Yes　/　　□No

　□Yes　/　　□No

　□Yes　/　　□No

　□Yes　/　　□No

　□Yes　/　　□No

・First record（CRCメモ）の取り扱いについての考え

　□Yes　/　　□No

・貴院のデータ品質管理におけるプッシュポイント(セールス
ポイント)は何か。

・データマネージャーとCRCの違い（役割分担）は？

（LDMがいる場合）・データマネージャーの業務内容は？

・データマネージャーはいるか？

・（LDMの有無にかかわらず）今後、データマネージャーは
必要か？

　□Yes　/　　□No　（理由：　　　　　　　　　　）
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質問 回答

（3）依頼者への要望

（4）その他

・サンプリングSDVを受けた経験はあるか。サンプリング
SDVに対する意見はあるか。

・JPMA成果物（品質管理）での意見についての見解と対処
状況

・医療機関でのデータ品質を高めるため依頼者への要望
（依頼者が行うべきこと）はないか？

　サンプリングSDVを受けた経験：　　□Yes　/　　□No
　サンプリングSDVに対する意見：　　□Yes　/　　□No

フリーディスカッションなど
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