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はじめに 

 

治験を取り巻く環境は変化を続けており、多国間で同一の治験実施計画書を実施する

国際共同治験は標準的な開発戦略の一つとなった。日本が治験を実施する環境として国

際的にも一定の評価を得るとともに、治験の日本離れ（空洞化）及び更なるドラッグラ

グを食い止めるためには、国際的な競争力を維持・強化し続けることは急務であり、こ

れまで規制当局、治験実施医療機関（以下、医療機関）及び治験依頼者が各々の立場で

「治験プロセスの効率化」に取り組んできた。 

日本製薬工業協会（以下、製薬協）臨床評価部会においても、これまで「治験プロセ

スの効率化」のために様々な検討を行ってきたところであるが、2012 年度タスクフォー

ス 6（以下、TF6）では、日本におけるこれまでの取り組みを踏まえた上で、モニタリン

グ業務における更なる効率化について検討することとした。 

 

 

1 規制当局によるこれまでの治験プロセスの効率化に向けた取り組み 

文部科学省と厚生労働省は「全国治験活性化３カ年計画（平成 15 年 4 月）」、「新たな

治験活性化５カ年計画（平成 19 年 3 月）」を示し、治験・臨床研究を推進してきた。そ

の実施状況や課題について中間検討が行われ、「治験等の効率化に関する報告書（平成 23

年 5 月）」（以下、中間見直し報告書）がまとめられた。日本の治験環境は着実な改善が

みられていることは事実であるが、「治験プロセスの効率化」の観点では取り組むべき課

題が残されており、「中間見直し報告書」においても「治験プロセスの効率化」に向けて、

今後取り組みをより加速かつ強化すべき課題の一つとして、「医薬品の臨床試験の実施の

基準及び医療機器の臨床試験の実施の基準（以下、GCP 省令）の要求に沿った必要最小

限の手順を明確にすることにより、必ずしも必要のない事項の整理を行うことなどを通

じて、我が国が治験を実施する場としての国際的な競争力を維持・強化するために速や

かかつ確実な取組みが必要である。」ことが示され、以下のような提言がなされた。 

 

● GCP 省令の要求に沿った必要最小限の手順等の取りまとめ 

● 治験プロセスにおける効率化に向けた提言 

-  IRB 審査資料の統一化と電子化 

-  医療機関における治験実施体制の整備と役割分担の適正化 

-  事前ヒアリング等の必要性とあり方 

-  モニタリング業務（直接閲覧を含む）の効率化 

 

そして昨年、これまでの成果及び課題を踏まえ、文部科学省と厚生労働省は「臨床研
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究・治験活性化５か年計画 2012（平成 24 年 3 月）」（以下、５か年計画 2012）を策定し、

以下のように今後取り組むべき課題及び目標を示している。 

 

＜課題＞ 

1．9 年間の活性化計画*を踏まえた更なる飛躍と自立 

（1）症例集積性の向上 

（2）治験手続の効率化 

（3）医師等の人材育成及び確保 

（4）国民・患者への普及啓発 

（5）コストの適正化 

（6）IT 技術の更なる活用等 

2．日本発の革新的な医薬品、医療機器等創出に向けた取組（イノベーション） 

（1）臨床研究・治験の実施体制の整備 

（2）臨床研究等における倫理性及び質の向上 

（3）開発が進みにくい分野への取組の強化等 

（4）大規模災害が発生した際の迅速な対応 

 

＜目標＞ 

1．日本の国民に医療上必要な医薬品・医療機器を迅速に届ける 

2．日本発のシーズによるイノベーションの進展、実用化につなげる 

3．市販後の医薬品・医療機器の組み合わせにより、最適な治療法等を見出すた

めのエビデンスの構築を進める 

*「全国治験活性化３カ年計画（平成 15 年 4 月）」及び「新たな治験活性化５カ年計画（平成 19 年 3 月）」 

 

更に、「臨床研究・治験活性化５か年計画 2012 アクションプラン（平成 24 年 10 月）」

を掲げ、５か年計画 2012 の項目ごとに、「目標」、「実施主体」、「具体的な取組内容」、「ス

ケジュール」をそれぞれ示し、日本の医療水準の向上と日本発のエビデンスを世界に発

信していくことを目指すとしている。以下に、その一部を抜粋する。 

 

1．９年間の活性化計画を踏まえた更なる飛躍と自立 

（2）治験手続の効率化（主に企業主導治験） 

＜短期的に目指すこと＞ 

- 治験手続を GCP 省令等の要求に沿った必要最小限の手順等で実施する 

- IRB 審査資料の統一化と電子化を行う 

- 医療機関における治験実施体制の整備と役割分担を適正化する 

- サンプリング SDV（Source Document Verification）の在り方の検討を含め、モ
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ニタリング業務（直接閲覧を含む）を効率化する 

（6）IT 技術の更なる活用等（企業主導治験、医師主導治験、臨床研究に共通） 

＜短期的に目指すこと＞ 

- 治験審査委員会等の業務の IT 化（審査資料の電子ファイル化等） 

- EDC（Electronic Data Capturing）の利用の促進 

- リモート SDV 実施に向けた調査・研究 

 ＜中・長期的に目指すこと＞ 

- 治験依頼者、医療機関は、費用対効果を勘案しながらクラウドコンピューティ

ングの活用等について検討する 

 

 

2 製薬協におけるこれまでの治験プロセスの効率化に向けた取り組み 

製薬協 臨床評価部会では、これまでに治験環境の整備ならびに治験業務の効率化を

様々な角度から検討してきた。モニタリング業務を中心とした、これまでの製薬協にお

ける「治験プロセスの効率化」への取り組み及びそれぞれの検討事項の要約を以下に示

す。 

 

＜SDV に関する検討＞ 

① 2009 年：「SDV の効率化検討」 

② 2011 年：「治験の効率的実施を目指した医療機関での品質管理－治験依頼者の視点 

から－」 

 

＜モニタリングに関する検討＞ 

③ 2009 年：「治験プロセスの効率化に関する検討（治験資料のカスタマイズに関して）」 

④ 2009 年：「事前ヒアリングおよび治験審査委員会の実態調査およびその検討」 

2010 年：「事前ヒアリングに関する治験依頼者の考え」 

⑤ 2010 年：「医療機関からの治験体制等の情報発信に関する検討」 

⑥ 2011 年：「国際共同治験における役割分担－治験依頼者へのアンケートをもとに－」 

⑦ 2012 年：「治験の効率的実施に向けた品質管理プロセスに関する提言〔医療機関にお 

ける治験データの記録から症例報告書作成まで〕」 

⑧ 2012 年：「治験効率化を目的とする治験資料の電磁的授受の具体化に関する検討 

－IRB 審査資料の電磁的授受の方策に関する提言－」 

 

①「SDV の効率化検討」 

（2009 年 4 月 臨床評価部会 部会資料） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/sdv.html 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/sdv.html
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SDV は、治験データの品質を確保する上で重要であり、その適切な実施には多大な労力

を要している。オーバーワークが懸念される SDV の効率化について、以下に焦点をあて

た検討がなされ、治験依頼者としてどのように治験データの品質を保ちつつ効率的に

SDV を実施するかが提言されている。 

1）現行の SDV において効率化の妨げとなっている問題の抽出とその改善策 

 - 治験実施計画書又は症例報告書の設計及びモニタリング方針等の問題点 

 - 原資料の整備に関する問題点 

 - モニター又は CRC のスキルに関する問題点 

2）国内の臨床現場に見合ったサンプリング SDV の検討と導入方法 

  - 国内におけるサンプリング SDV の実施状況調査 

  - サンプリング SDV の方法紹介及び懸念される問題点への対策、導入方法 

また、モニターと医療機関双方の理解度を向上させ、SDV の効率化を図ることを目的に

“直接閲覧時のモニターの視点”が作成され、モニターが直接閲覧で確認すること及び

モニターが直接閲覧する際に医療機関にお願いしたいこと（チェックリスト）が添付さ

れている。 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/pdf/sdv_02.pdf 

 

②「治験の効率的実施を目指した医療機関での品質管理－治験依頼者の視点から－」 

（2011 年 6 月 臨床評価部会 部会資料） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_hinshitsu.html 

「SDV の効率化検討」では、治験依頼者における治験データの品質管理の検討が行われ

たが、医療機関での品質管理については言及されなかった。しかし、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の治験依頼者の効率化に

加え、データの受け渡し側の医療機関での品質管理及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品質管理が

重要な位置を占めると考えられた。そのような状況の中、医療機関における治験データ

の品質管理及び治験データの作成プロセスのあり方について、以下に焦点をあて検討さ

れている。 

1） 医療機関におけるデータ品質管理に関する現状調査 

2） 治験データ品質管理に取り組んでいる医療機関の実例調査 

3） 海外における医療機関での品質管理手法 

上記検討事項を踏まえ、治験を適正かつ効率的に実施するために、全数チェックによる

SDV ではなく、プロセス管理を中心とした品質管理を取り入れる必要性について提言さ

れている。 

 

③「治験プロセスの効率化に関する検討（治験資料のカスタマイズに関して）」 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/pdf/sdv_02.pdf
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_hinshitsu.html
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（2009 年 4 月 臨床評価部会 部会資料） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/tf_4.html 

治験の過程で時間と労力を最も必要とする治験開始前（医療機関の選定、IRB・契約手続

等）のモニタリング業務において、治験プロセスの効率化を妨げている原因の一つとし

て、治験依頼者と医療機関の役割分担が十分に機能していないことが考えられた。その

中で、治験資料のカスタマイズ（IRB 資料/併用禁止薬一覧/ワークシート/症例ファイル/

説明・同意文書）に関して、治験依頼者と医療機関における役割分担やその必要性及び

治験実施に与える効果が検討されている。これらを明確にすることにより、上記治験資

料のカスタマイズにおける双方での重複した手順や過剰な業務を避け、治験プロセスを

効率化する方法が提言されている。 

 

④「事前ヒアリングおよび治験審査委員会の実態調査およびその検討」 

（2009 年 6 月 臨床評価部会 寄稿） 

「事前ヒアリングに関する治験依頼者の考え」 

（2010 年 4 月 臨床評価部会 寄稿） 

治験依頼時に医療機関より要請される事前ヒアリングは、多くの医療機関で実施されて

いるが、実施内容は医療機関により様々であり、かつ実施手順が異なっている。効率的

な治験実施を目的として実施されるはずの事前ヒアリングであることから、医療機関な

らびに治験依頼者双方にとってのメリットを考慮する必要がある。本検討では、治験依

頼者に対して実施した事前ヒアリングに関するアンケートを通じ、治験依頼者側からみ

た事前ヒアリングの問題点の抽出とその改善策について提言されている。 

 

⑤「医療機関からの治験体制等の情報発信に関する検討」 

（2010 年 4 月 臨床評価部会 寄稿） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/sending.html 

医療機関ではウェブサイトを利用した「治験に関する情報の発信」が進んでおり、治験

依頼者も医療機関を訪問する前に重要な情報源として活用しているが、治験依頼者が求

めている情報は十分入手できない状況である。ウェブサイトから十分な施設情報を得る

ことができれば、より精度の高い選定ができるだけでなく、施設選定の期間も短縮でき

ると考える。医療機関と治験依頼者双方にとって治験を効率よく実施するために、医療

機関がどのようにウェブサイトを整備し、有益な情報を発信するかが提言されている。 

 

⑥「国際共同治験における役割分担－治験依頼者へのアンケートをもとに－」 

（2011 年 5 月 臨床評価部会 部会資料） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_buntan.html 

国際共同治験を実施するに当たり、規制要件の上では、ICH-GCP が求める要件と日本の

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/tf_4.html
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/sending.html
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_buntan.html


6 

 

治験実施体制とに大きな乖離があるとは考え難く、基本的な考え方や実際の業務にはそ

れほど大きな影響があるとは考えにくい。しかし、治験の現場からは、国際共同治験実

施時に特有の業務負荷があるという意見があり、規制要件以外の課題があると考えられ

る。そこで、規制要件ではなく実務上の課題を解決するために、国際共同治験における

業務や治験実施体制を調査するとともに、治験依頼者と医療機関の適正な役割分担の観

点から治験の効率化も含めて改善すべき点が提言され、国際共同治験の経験がない医療

機関や治験依頼者のために、国内治験との差や規制などの留意事項を付記したプロセス

マップが手引書として添付されている。 

 

⑦「治験の効率的実施に向けた品質管理プロセスに関する提言〔医療機関における治験

データの記録から症例報告書作成まで〕」 

（2012 年 4 月 臨床評価部会 部会資料） 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_process.html 

急速な国際共同治験の増加や海外規制当局による査察の増加に伴い、世界標準での対応

が原資料に求められている。日本においても原資料に求められる信頼性を確保するため

に、ALCOA の原則に留意する必要性が言われていることに鑑み、医療機関における「原

資料への記録」から「症例報告書作成までの品質管理プロセスの確立」に向けたツール・

資料が提言されている。 

これらのツール・資料は、以下の 3 部構成からなり、各医療機関の規模、スタッフの数

や経験などの実情に合わせて単独での活用を開始できるように作成されている。 

1）原資料に求められること 

- ALCOA 原則を踏まえた上で、具体的な原資料の記載方法を提言 

2）治験データの記録に関する手順 

 - 治験開始前、治験実施中、治験終了後の三段階に分け、実施すべき手順を提言 

3）症例報告書作成に関する院内マニュアルの提言 

 - CRF 作成担当者の知識・技能に因らない一定レベルの品質の CRF を作成するため

の院内マニュアル及びプロセスの提言 

 

⑧「治験効率化を目的とする治験資料の電磁的授受の具体化に関する検討－IRB 審査資

料の電磁的授受の方策に関する提言－」 

（2012 年 4 月 臨床評価部会 寄稿） 

治験依頼者、医療機関双方の業務効率化の推進を目的に、効率化への寄与が大きいと考

える IRB 審査資料の電磁的授受（治験手続の電子化）の具体的方策及び手順が提言され

ている。なお、本検討では、各電磁的方法について、e-mail、ファイル管理サーバー（以

下、サーバー）及び CD-R 等を用いた場合のメリット・デメリットが検討され、総合的

な判断のもと外部サーバーを利用することが推奨されている。 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_process.html
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そして、電磁的授受の手段をセキュリティや真正性の面で優位性の高い外部サーバーに

限定し、その利用による電磁的資料の授受について以下の手順が示されている。 

1） ベンダーの選定 

- 選定要件、選定に必要な手順、治験依頼者とベンダーの契約書記載項目等 

2） 医療機関の長の了承 

- サーバー利用による電磁的授受を実施する際の、医療機関への確認事項や、電

磁的書類授受確認書様式の例示等 

3） サーバー利用によるファイルの準備 

- 治験依頼者と医療機関それぞれのトレーニング方法のポイント、アカウント作

成・管理の留意事項等 

4） サーバー利用によるファイルの授受 

- 治験依頼者からの資料の提供、医療機関における資料の授受の手順等 

 

 

 

3 本年度タスクフォース 6の活動内容 

TF6 では、これまでの製薬協における検討内容及び規制当局による治験活性化に向けた

今後の取り組みの方向性と近年進化しつつある IT 技術の活用を踏まえ、モニタリング業

務の効率化に向けて以下の 3 点について検討を行うこととした。 

 

① 治験手続の電子化 

治験資料の電磁的な授受に関して GCP 省令及び関連法規は整備され、治験手続

効率化の方策としてその活用が期待されているものの、いまなお実情としては普及

しているとは言い難い。治験手続は、多くの治験に携わる関係者が係る業務である

ことから、治験手続を効率化することは治験プロセスの効率化に大きく寄与すると

考えられる。 

そこで、昨年の TF5「効率的な IRB 運営に向けての提言」における IRB 審査資料

の電子的授受の検討結果を踏まえ、全ての治験に係る文書を電磁的に作成・授受・

保存するための具体的な方策とクラウドコンピューティングの活用について検討

を行った。 

 

② リモート SDV 

SDV は、治験データの品質を確保する上で非常に重要であり、その実施には多大

な労力を要していることから、モニタリング業務の効率化を考える上で、SDV を効

率的に進めることは最も重要な課題の一つである。 

IT 技術を活用したモニタリング手法の一つであるリモート SDV（以下、R-SDV）
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は、「５か年計画 2012」においても「IT 技術の更なる活用等」の項目として触れら

れており、近年採用している医療機関ならびに治験依頼者が増えてきていることか

ら、R-SDV に関する情報を整理するとともに、その有用性やモニタリング業務の効

率化に寄与する可能性について検討を行った。 

 

③ Risk based monitoring 

近年、IT ツールの開発やインターネット環境の整備による新たな技術の発展に

伴って、試験の状況や進捗を遠隔でタイムリーに確認することができるようにな

ってきた。このような背景の中、欧米規制当局からは「Risk Based Approach」とい

う新たな概念が提唱され、被験者の保護と試験データの品質を確保しながら、IT

技術のメリットを生かして効果的かつ包括的に治験実施状況をモニタリングする、

Risk based monitoring という新しい方法が模索され始めている。 

欧米においてもまだ検討が開始された段階であり、日本では馴染みの薄い概念

ではあるものの、モニタリング業務の効率化を考える上で今後の参考の一つにな

ると考え、本概念についての検討を行った。
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Ⅰ 治験手続の電子化 

 

1 本章の検討内容 

近年、厚生労働省からは治験プロセスの効率化が提言されているところである。 

治験手続は、そのほとんどが症例登録に関係なく発生する業務であり、治験依頼者、治験実

施医療機関（以下、実施医療機関）、治験審査委員会（以下、IRB）等、多くの治験に携わる関

係者（以下、治験関係者）が係る業務であることから、治験手続を効率化することは治験プロ

セスの効率化に大きく寄与すると考えられる。 

そこで、本章では治験手続を効率化するための具体的な方策として、治験手続の電子化につ

いて検討を行うこととした。 

 

1.1 用語の定義 

本章で使用する用語の定義を表 1.1-1 に示した。 

 

表 1.1-1 本章で使用する用語とその定義 

用語 定義 

書面 紙媒体による資料等 

原本 作成責任者により承認された文書であり、真正性、見読性、保存性が確保された
文書 

電磁的記録 電磁的に記録されたデジタルデータ 

イメージ化文書 スキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む）により、書面から変換された電磁
的記録（画像 PDF ファイル等） 

ハッシュ値 電磁的記録を計算式により数値に置き換えたもの。電磁的記録に特有の値である
ため電磁的記録の内容が変更されるとハッシュ値も変化する 

アクセス インターネットを介して外部サーバーへ接続すること 

作成 書面又は電磁的記録を原本として完成させること （完成前のドラフト等の作成は
該当しない） 

登録 電磁的記録を外部サーバー上にアップロードし保管すること 

保管 書面又は電磁的記録を一時的に保持すること 

保存 書面又は電磁的記録を最終的に保持すること 

電子署名 電磁的記録に対し、手書き署名又は押印と同等のものとして行われる署名で、個
人又は法人が作成、採用、確認、承認する一連の記号を電子化して構成したデー
タ 

電磁的記録媒体 電磁的記録を保管・保存するために用いられるもの （磁気ディスク、光ディスク、
磁気テープ等） 

メタデータ 電磁的記録そのものではなく、監査証跡のような、その電磁的記録を説明するた
めの関連情報 

原データ 治験の事実経過の再現と評価に必要な記録のうち、最初に記録されたもの 

排他ロック 外部サーバー上の電磁的記録を独占的に利用できるように一時的に設定するこ
と。他のユーザーはその電磁的記録を編集することができなくなり、データの整
合性が保てる 

監査証跡 正確なタイム・スタンプ（コンピュータが自動的に刻印する日時）が付けられた
一連の操作記録。変更前後の電磁的記録が維持、保存されていれば、変更の履歴
は求めない 

操作記録 電磁的記録の作成、変更、削除等の履歴を表す記録 

オープン・システ
ム 

システム内の電磁的記録に責任を持つ者によって、システムへのアクセスが管理
されていないシステム 

デジタル署名 署名者認証の暗号化技術等に基づく電子署名 
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クラウドコンピ
ューティング 

データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバー群 

（クラウド） にあり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを
加工・保存することなく、「どこからでも、必要なときに、必要な機能だけ」利用
することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態 

コンピュータシ
ステムバリデー
ション 

（Computerized 

system validation、
CSV） 

コンピュータ・システムが、完全性、正確性、信頼性及びユーザーの意図 （ユー
ザー要求、使用目的等） どおりに確実に動作することを検証・保証し、文書化す
ること 

ハイブリッド・シ
ステム 

電磁的記録を紙媒体に印刷し、書面 （及び手書き署名又は押印） で保存する運
用形態 

 

1.2 本章で検討する治験手続の範囲 

平成 24 年 3 月 30 日に文部科学省、厚生労働省が共同で策定した「臨床研究・治験活性化５

か年計画 2012（以下、５か年計画 2012）」では、今後の臨床研究・治験活性化の方向性の一つ

として、「治験手続の効率化」が明記されていることから、本章では必要最低限の治験手続につ

いてのみ検討を行うこととした。 

治験手続で発生する文書については、その整理合理化を目的として「治験に係る文書又は記

録について（平成 19 年 10月 2 日厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）」が発出されている。

また、平成 23 年 5 月に治験等適正化作業班により取りまとめられ、平成 23 年 6 月 30 日に厚生

労働省医政局研究開発振興課長より通知された「治験等の効率化に関する報告書」（以下、効率

化報告書）では、治験プロセスにおける効率化について述べられており、治験業務を更に効率

化することを目的として、GCP 省令の要求に沿った必要最低限の手順で治験業務を行うための

「治験プロセスの根拠となる GCP 省令条項等の一覧表」（以下、治験プロセス表）が提言され

ている。 

上記の背景を踏まえ、「治験プロセス表」及び「治験に係る文書又は記録」一覧（平成 25 年

2 月 14 日厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡別添）に記載された治験手続及びその治験

手続で発生する文書（以下、治験に係る文書）を必要最低限の治験手続の範囲と考え、本章で

の検討範囲とした。なお、症例報告書（以下、CRF）については既に Electronic Data Capture シ

ステム（以下、EDC）を用いた電子化が実用されているため、本章での検討範囲から除外した。 
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1.3 治験手続効率化に係る通知・提言等と電子化の現状 

治験手続の効率化に係る通知・提言等を表 1.3-1 に示した。 

 

表 1.3-1 治験手続の効率化に係る通知・提言等 

日付 文書名 治験手続の効率化に係る内容 策定者 

平成 19 年 3 月 30 日 新たな治験活性化５か

年計画 

書式等の電子化 文部科学省、厚生労働

省 

平成 19 年 10 月 2 日 治験に係る文書又は記

録について 

治験に係る文書の種類や保存方法 厚生労働省医薬食品局

審査管理課長 

平成 23 年 6 月 30 日 治験等の効率化に関す

る報告書について 

GCP 省令の要求に沿った必要最低限

の手順 

IRB 審査資料の電子化 

厚生労働省 

平成 24 年 3 月 7 日 新たな「治験の依頼等に

係る統一書式」について 

統一書式の押印省略及び電磁的記録

による作成、交付、保存 

厚生労働省医政局研究

開発振興課長、医薬食

品局審査管理課長 

平成 24 年 3 月 30 日 臨床研究・治験活性化５

か年計画 2012 

効率化報告書の徹底 

IT 技術の更なる活用等 

文部科学省、厚生労働

省 

平成 24 年 4 月 治験効率化を目的とす

る治験資料の電磁的授

受の具体化に関する検

討-IRB 審査資料の電磁

的授受の方策に関する

提言- 

IRB 審査資料の電磁的な授受 日本製薬工業協会 

平成 24 年 5 月 22 日 統一書式の二課長通知

に対する医薬品評価委

員会の見解 

押印を省略した書類の信頼性確保の

考え方及び電磁的記録を交付・保存

する際の運用方法 

日本製薬工業協会 

 

平成 19 年 3 月 30 日に文部科学省、厚生労働省が共同で策定した「新たな治験活性化５か年

計画」では、治験の効率的な実施について述べられており、「書式等の電子化（依頼・契約・IRB・

各種報告等に必要な書式を電子化することにより、合理化を図る）」が提言された。また、「効

率化報告書」では治験に係る文書の一部である IRB 審査資料を可能な範囲で電子化し、IRB 運

営業務の省力化、保存場所有効活用の促進、IRB 審査の効率化と迅速化を目指すことが提言さ

れた。更に、「５か年計画 2012」では、「治験手続の効率化」の具体的な方策として、短期的な

目標に「IRB 審査資料の統一化と電子化」の周知・実行による業務の効率化が掲げられた。 

このような流れを受け、日本製薬工業協会も平成 23 年度に IRB 審査資料の電子化を検討する

タスクフォースを設置し、平成 24 年 4 月に「治験効率化を目的とする治験資料の電磁的授受の

具体化に関する検討－IRB 審査資料の電磁的授受の方策に関する提言－」を発出している。 

また、平成 24 年 3 月 7 日に厚生労働省医政局研究開発振興課長、医薬食品局審査管理課長よ

り通知された「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」について」（以下、統一書式の二課長通

知）では、「「印」の要否については、治験依頼者と実施医療機関と協議の上、定めること」な

らびに「統一書式を定めた全ての文書について、電磁的記録により作成、交付、保存すること

が可能であること」が明記されている。 

 

上記の通り IRB 審査資料及び統一書式については電子化に関する通知・提言が出されている

が、それ以外の治験に係る文書については、電子化に関する具体的な通知・提言は出されてい
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ない。 

しかし平成 24 年度 GCP 研修会では、独立行政法人医薬品医療機器総合機構信頼性保証部よ

り「GCP 省令第 26 条（記録の保存等）、第 34 条（記録の保存）及び第 41 条（記録の保存）に

定められた文書について、電磁的記録による保存が可能であり、作成・交付等についても同様

であること」が述べられており、全ての治験に係る文書を電子化することは可能であると考え

られる。 

なお、GCP 省令第 1 条ガイダンス 2（10）には治験の原則的事項として「治験に関する全て

の情報は、正確な報告、解釈及び検証が可能なように記録し、取扱い、及び保存すること」と

記載されている。すなわち治験に係る文書はその形態が書面であるか電磁的記録であるかによ

らず、その文書の検証が可能な記録を作成し保存することが必要となる。 

 

 

2 治験手続を電子化することによるメリット・デメリット 

治験手続を電子化することによるメリット・デメリットを検討し、表 2-1 に示した。 

 

表 2-1 治験手続を電子化することによるメリット・デメリット 

メリット ・ 作業の迅速化や移動時間の削減による作業効率の向上と、それに伴う作業人件

費の削減が可能となる 

・ 文書を一元的に管理することが可能となる 

・ 印刷コストを削減することが可能となる 

・ 保存場所の確保が容易となり、保存コストを削減することが可能となる 

・ 書面に比べ、災害等に備えたバックアップや分散管理が容易である 

・ 治験依頼者と CRO 等の間での、印紙税法上の課税契約（請負契約）に該当す

る契約書であれば、電子化により印紙税の課税対象外となる場合があり、コス

トを削減することが可能となる 

デメリット ・ 電子化を導入・管理するためのコスト（初期投資、導入時教育、維持・運用コ

スト等）が発生する 

・ 電子化により発生するリスク（不正アクセス、情報漏洩等）への対応が必要と

なる 

 

上記に示す通り、電子化を導入・管理する際には新たなコストが発生するものの、治験に係

る文書毎に発生する印刷コスト・保存コストを削減することができることから、長期的には治

験に係るコストの削減が期待できる。また、電子化により発生し得るリスクへの対策は必要と

なるものの、治験手続を電子化することにより、膨大な量の IRB 審査資料を書面で作成・授受・

保存する等、多くの時間と労力を要する業務に当てられていたリソースを削減し、モニタリン

グや IRB 審査といった重要性の高い業務に分配することができるため、結果としてより効率的

で質の高い治験を実施することが可能となる。 
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3 治験手続の電子化に関連する規制・通知等 

治験手続の電子化に関連する規制・通知等を表 3-1 に、その内容と関係性を図 3-1 に示した。 

なお、e-文書法及び省令第 44 号内で示される「縦覧等」及び「交付等」について、本文中で

は「閲覧」及び「授受」と記載する。 

 

表 3-1 治験手続の電子化に関連する規制・通知等 

名称 本文中での記載 

電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律第 102 号） 電子署名法 

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律（平成 16 年法律第 149 号） 

e-文書法 

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17 年厚生労働省令

第 44 号） 

省令第 44 号 

医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名

の利用について（平成 17 年厚生労働省医薬食品局長通知） 

ER/ES 通知 

医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名

利用のための指針 

ER/ES 指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 治験手続の電子化に係る規制・通知等の内容と関係性 

 

 

ER/ES指針

電磁的記録・電子署名を利用して医薬品等を申請する場合は、
治験資料の信頼性を確保するために電磁的記録利用システムと
そのシステム運用方法により｢真正性｣、｢見読性｣、｢保存性｣を
確保しなければならないことを定めた指針

e-文書法

民間事業者が行う書面の保存、作成、縦覧等又は交付等を
電磁的方法により行うことを可能とした法律

省令第44号

書面の保存、作成、縦覧等又は交付等を行う際の対象や
要件を規定した省令。GCPで規定された治験に係る文書
についても電磁的方法を用いることが可能となった

電子署名法
本人による一定の要件を満たす電子署名が
行われた電子文書等は、真正に成立したもの
（本人の意思に基づき作成されたもの）と
推定されることを定めた法律
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平成 17 年に施行された e-文書法により、民間事業者が行う書面の保存、作成、閲覧、又は授

受等を電磁的方法により行うことが可能となった。更に e-文書法の規定に基づき厚生労働省は

省令第 44 号を発令し、GCP 省令を含む厚生労働省の所管する法令に係る書面の保存等を電磁

的方法により行う際の対象や要件を規定した。これにより、GCP 省令で規定された治験に係る

文書についても、保存等を電磁的方法により行うことが可能となった。なお、書面で求められ

る署名又は記名押印（以下、署名等）を省令第 44 号に従い電磁的記録に行う場合は、電子署名

法第 2 条第 1 項に定められた電子署名を用いることが求められる。 

また、医薬品等の申請等に際し電磁的記録・電子署名（以下、ER/ES）を利用する場合は、

ER/ES 指針に規定された要件を遵守することが必要となる。 

ER/ES 指針では、電磁的記録を用いる際に「真正性：電磁的記録が完全、正確であり、かつ

信頼できるとともに、作成、変更、削除の責任の所在が明確であること」、「見読性：電磁的記

録の内容を人が読める形式で出力（ディスプレイ装置への表示、紙への印刷、電磁的記録媒体

へのコピー等）ができること」及び「保存性：保存期間内において、真正性及び見読性が担保

された状態で電磁的記録が保存できること」の要件を満たすことが求められている。各規制・

通知等が求める具体的な要件は本章第 9 項に記載する。 

なお、本章では国内で定められた規制・通知等への対応について言及している。国内で実施

する国際共同治験の治験手続を電子化し、FDA や EMA 等へ承認申請を行う場合は、 21CFR 

Part11 等の承認申請対象国で定められた規制・通知等へも留意することが必要となる。 

 

 

4 治験手続を電子化するための手段と留意点 

治験手続は、治験に係る文書の「作成」、「授受」及び「保存」の区分に分類することができ

る。そのため、治験手続を電子化するためには、治験に係る文書を電磁的記録として「作成」、

「授受」及び「保存」することが必要となる。 

電磁的記録を用いて各治験手続を行う際は、省令第 44 号及び GCP 省令第 10 条第 2 項の記載

より表 4-1 に示す手段を用いることが想定される。 

 

表 4-1 電磁的記録を用いて各治験手続を行う手段 

治験手続 手段 

作成 ・ 文書作成アプリケーション及びネットワークを介さずに接続する各治

験関係者が保有する電磁的記録利用システム（以下、内部サーバー）を

用いる 

授受 ・ e-mail を用いる 

・ CD-R、DVD-R 等の電磁的記録媒体（以下、CD-R 等）を用いる 

・ ネットワークを介して接続する電磁的記録利用システム（以下、外部サ

ーバー）を用いる 

保存 ・ 内部サーバー、長期保存用の CD-R 等を用いる 

・ 外部サーバーを用いる 
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上記の手段により治験手続を電子化する際は電磁的記録の特性と留意点を理解し、留意点へ

の対策を講じる必要がある。平成 17 年 5 月に経済産業省より通知された「文書の電磁的保存等

に関する検討委員会報告書」及び平成 22 年 2 月に厚生労働省より通知された「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン（第 4.1 版）」を参照とすると、電磁的記録には書面と比較

して特に「不正アクセスによる改ざんの可能性があり、検出が困難である」、「情報漏洩の際に

短時間のうちに広範囲にわたる可能性がある」及び「システムによるデータ消失のリスクがあ

る」点に留意する必要があると考えられる。 

上記の留意点に対する一般的な対策の例を以下に示すが、詳細は上記報告書及びガイドライ

ンを参照の上、各治験関係者のセキュリティポリシーに従って対策を講じることが望まれる。 

 

・ ID 及びパスワード等を用いて利用者の識別及び認証を行う 

・ 不正ソフトウェアのスキャン用ソフトウェアやファイアウォールを導入する 

・ 使用するネットワークに応じたセキュリティ対策を実施する 

・ システムを更新する場合、旧システムに保存された電磁的記録を確実に利用できること（相

互運用性）を確保する 

・ PDF や XML 等のオープンなフォーマットを用いて電磁的記録を作成する、あるいは作成後に

オープンなフォーマットに変換して保存する（なお、フォーマットを変換する際には前後で

電磁的記録の誤変換がないことに留意する必要がある） 

 

 

5 治験手続電子化の現状と将来の展望 

治験手続電子化の現状と将来の展望を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 治験手続電子化の現状と将来の展望 

 作成※ 授受 保存 

現状 書面 書面 書面 

近い将来 電磁的記録 
電磁的記録 

（e-mail、CD-R 等） 

電磁的記録 

（内部サーバー、長期保存 CD-R 等） 

目指す先 電磁的記録 
電磁的記録 

（外部サーバー） 

電磁的記録 

（外部サーバー、長期保存 CD-R 等） 

※ 書面又は電磁的記録を原本として完成させること 

 

「第 12 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議」では、IRB 審査資料の電子化の現状につ

いて、提出媒体を書面とする場合があること、提出媒体が電磁的記録であっても保存媒体は書

面とする場合があること等が報告されている。すなわち、治験手続に書面を用いる「現状」を、

電磁的記録を用いる「近い将来」及び「目指す先」へと移行するためには、①電磁的記録の「作

成」、②電磁的記録の「授受」、③電磁的記録の「保存」、の 3 つの課題があると考えられる。 

 

   
① ② ③ 
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また、同会議では、それぞれの「授受」の方法に対してメリット・デメリットが報告されて

いる（表 5-2）。利便性、普及面、コスト面等から「近い将来」は e-mail 及び CD-R 等を用いて

「授受」を行うことが考えられるが、「５か年計画 2012」で IT 技術の活用等の中・長期的な目

標の一つとして「クラウドコンピューティングの活用等」が挙げられていることからも、「目指

す先」では外部サーバーを用いて「授受」を行い、より治験手続を効率化することが望ましい。 

 

本章では上記 3 つの課題を解決し、「現状」を「近い将来」及び「目指す先」へと移行する具

体的な方策について検討を行った。 

各治験関係者が保有するシステム及び運用手順では治験手続の電子化に対応できないと判断

し、書面を原本として手続を行っている現状はあるものの、本章第 6 項に示す方策に従うこと

で電磁的記録を原本として取扱い、電子化を進めていくことは十分に可能であると考える。 

 

表 5-2 「授受」の方法とそのメリット・デメリット 

「授受」の方法 メリット デメリット 

e-mail ・ 安価に導入でき、簡単に利用できる。 

・ デジタル署名導入によって、真正性を

保つことができるようになる。 

・ ファイル容量制限、送信ミ

ス、保存性に懸念がある。 

CD-R 等 ・ 簡便であり、資料のボリュームを軽減

できる。 

・ e-mail、外部サーバーと比

較してスピード面で劣る。 

外部サーバー ・ 改ざん防止、暗号化等の技術が組み込

まれたシステムが普及している。 

・ 真正性、セキュリティ面で好ましい。 

・ 費用は高い。 

「第 12 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議」での報告より一部改変 

 

なお、e-文書法第 6 条（電磁的記録による交付等）には「当該交付等の相手方の承諾を得て

（中略）電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる」と記載されており、

「統一書式の二課長通知に対する医薬品評価委員会の見解」においても「押印の要否、交付方

法の何れについても、実施医療機関と合意することが前提である」と示されている。そのため、

GCP 省令で事前承諾が必要と規定された文書（表 9.2.2-1 にて後述）や契約（表 9.2.3-1 にて後

述）以外の文書であっても、治験手続を電子化する場合は、前提として治験手続を行う治験関

係者間であらかじめ合意しておくことが必要となる。 

上記の内容は合意書等の文書を取り交わすことを求めるものではないが、各治験関係者で合

意の記録を残しておくことは必要と考える。 

 

また、電磁的記録の真正性を確保するためには、その業務責任を明確にする必要がある。し

かし治験に係る文書を電磁的記録として作成・授受・保存する場合は、業務責任者（例えば、

実施医療機関の長、治験責任医師等）以外の業務支援者（例えば、CRC、治験事務局等）によ

る業務の補助作業が発生することがある。このような場合は、「統一書式の二課長通知に対する
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医薬品評価委員会の見解」の記載に従い、業務責任者及び業務支援者の役割、業務時期及び業

務の流れを明記した手順を作成し、その手順を遵守することが必要となる。業務支援者による

文書の作成等の業務支援を規定している場合は、規定の範囲内において当該担当者に業務を代

行させることが可能であるが、治験に係る文書に関する業務責任は各々の業務責任者が負うこ

ととなる。 

 

 

6 「近い将来」へ移行するための具体的方策 

ここでは治験に係る文書を電磁的記録として「作成」、「授受」及び「保存」し、表 5-1 に示

す治験手続の「現状」を「近い将来」へ移行するための具体的方策について示す。 

 

6.1 電磁的記録の「作成」 

6.1.1 署名等を求められない文書 

治験実施計画書（ただし、合意を証する文書を別途作成する場合に限る）、個別症例安全性報

告等の署名等を求められない文書については、文書作成アプリケーション及び内部サーバーを

用いて電磁的記録として作成することが可能である。ただし、署名等のない電磁的記録を原本

として作成するためには、電磁的記録の信頼性を確保することが必要となる。そのため、真正

性、見読性及び保存性（それぞれに求められる要件については表 9.1.2-1 にて後述）を、内部サ

ーバー及び内部サーバーを用いる手順（以下、業務プロセス）により保証する必要がある。そ

の際、内部サーバーは CSV 構築時文書により、業務プロセスはその実施記録により、それぞれ

の信頼性が検証される（図 6.1.1-1）。 

ただし、電磁的記録の信頼性を確保するためには、利用する内部サーバーの機能に応じて具

体的な業務プロセスを各治験関係者で検討する必要がある。例えば、内部サーバーは監査証跡

を自動生成することが望ましいが、ER/ES 指針のパブリックコメント（Q&A）No.69 に示され

ているように、監査証跡を自動生成することが困難な場合には、自動生成以外の手段でその操

作履歴及び変更記録等を適切に作成・管理する手順を設け、その実施記録を残すことで電磁的

記録の信頼性を確保することが可能となる。 

なお、実施医療機関は、診療情報等を電磁的記録として管理する場合、「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」に従う必要がある。当該ガイドラインでも ER/ES 指針と同様

に真正性、見読性及び保存性の要件を満たすことが求められていることから、実施医療機関に

当該ガイドラインの要件を満たした内部サーバーと業務プロセスがあれば、それらを治験手続

に利用することも可能と考えられる。 
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図 6.1.1-1 電磁的記録の真正性、見読性及び保存性の確保 

 

6.1.2 署名等を求められる文書 

署名等を求められる文書については、その文書に求められる署名等の位置づけにより別途対

応が必要となる。 

以下に該当する文書と、電磁的記録として作成する場合の対応方法を記載する。 

なお、従来通り書面に署名等を行う場合であっても、本章第 6.3.2 項の方法に従うことで、電

磁的記録に変換し保存することは可能である。 

 

GCP 省令で署名等を求められる文書 

GCP 省令で署名等を求められる文書を表 6.1.2-1 に示す。省令第 44 号では法令により署名等

を求められる文書を電磁的記録として作成する場合は電子署名を用いるよう定められているた

め、このような文書を電磁的記録として作成する場合は、電磁的記録に対し作成責任者が電子

署名を付与することが必要となる（電子署名の要件については表 9.1.2-2 にて後述）。 

 

  

CSV構築時文書

電磁的記録利用システム 業務プロセス+

・ システムの運用に関する手順書
・ システムセキュリティ保持に関する手順書
・ データバックアップに関する手順書
・ 電子署名の管理・運用に関する手順書 等

電磁的記録の真正性，見読性及び保存性

実施記録

保証 保証

検証 検証

・ アカウント管理記録
・ 教育記録
・ システム運用報告書 等
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表 6.1.2-1 GCP 省令で署名等が求められている文書 

文書名 該当する GCP 省令条項 

治験実施計画書の合意の記録 第 7 条第 4 項 

監査報告書 第 23 条第 3 項 

監査証明書 第 23 条第 3 項 

CRF 第 47 条 

同意文書 第 52 条第 1 条 

 

GCP 省令外で署名等を求められる文書 

1）治験に関する各種契約書 

治験に関する各種契約を締結する際には、契約内容に対する合意の意思を示すため契約者

間で契約書に署名を取り交わすことが求められている。電磁的記録として作成された契約書

に対し契約者が合意の意思を示す手段として、電子署名を付与することが適切であると考え

る。 

 

2）原データを含む文書 

重篤な有害事象に関する報告書、緊急の危険を回避するための治験実施計画書からの逸脱

に関する報告書等の原データを含む文書は、作成責任者である治験責任医師の意思を示す手

段として書面に署名等を行うことがある。 

このような文書を電磁的記録として作成する場合の対応としては本項「GCP 省令で署名等

を求められる文書」と同様に電磁的記録へ電子署名を付与することも考えられるが、「統一書

式の二課長通知に対する医薬品評価委員会の見解」では、作成責任者の意思が客観的に確認

できれば良いとされている。そのため、必ずしも電磁的記録への電子署名の付与が必要とな

るわけではなく、以下に例示するような方法での対応も可能と考える。 

 

・ 作成責任者から業務支援者への作成指示の記録等を残す 

・ 作成責任者の作成指示に基づく対応であることを示すため、e-mail を用いた当該電磁的記録の

授受の際に作成責任者を宛先に加える 

 

6.2 電磁的記録の「授受」 

e-mail を用いた電磁的記録の授受は ER/ES 指針で規定されるオープン・システムの利用に該

当する。そのため、授受に際して電磁的記録の真正性と機密性を確保することが必要となる。

また、e-mail 及び CD-R 等を用いた授受については「統一書式の二課長通知に対する医薬品評

価委員会の見解」において、「適切に交付され、改変有無が検証可能であれば差し支えない」と

明記されている。 

e-mail 及び CD-R 等を用いて電磁的記録の授受を行う際の真正性と機密性の確保について、

提出時・受領時に求められる対応を以下に示す。 
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提出元に求められる対応 

【真正性の確保】 

・ 以下に例示するような改変困難な措置を講じた上で提出する。 

 加工不可設定（画像 PDF ファイルへの変換、パスワード設定等）や印刷不可設

定 

 提出元の内部サーバーでの提出した電磁的記録の保管 

・ 以下に例示するような提出後の改変の有無を検証する手順を定めておく。 

 必要に応じて直接閲覧で当該電磁的記録を比較する 

 ハッシュ値を設定・確認する 

 後日検証可能なように提出の記録及び再発行や電磁的記録の変更が発生した

場合は当該経緯（変更の履歴・理由等）の記録を残す 

・ 提出後に、文書の作成者、提出先、提出時期、提出した文書に起因して発生する行動や記録

（例えば、治験依頼書から IRB 審査、IRB 議事録、審査結果通知書、契約書までの一連の記

録等）を確認することで交付の適切性を検証する。 

・ 治験依頼者から治験責任医師への安全性情報提供のように、提出先での受領の確認が重要と

なる文書を提出する場合、提出先が電磁的記録を受領した旨を電話、FAX、e-mail 等で確認し、

提出元でその記録を残しておく。 

・ 実施医療機関が提出元となる場合、原データを含む文書の提出は GCP 省令に規定された「治

験依頼者との重要な協議事項の記録」に該当するため、提出元にて電磁的記録と提出記録（提

出した旨を電話、FAX、e-mail 等で伝達した記録）を保存する。 

 

【機密性の確保】 

・ 電磁的記録は書面に比べ情報漏洩が生じた際に一瞬かつ大量に情報が漏洩するリスクが高い

ため、以下に例示するような対応を行う。 

 提出時にはパスワードを設定し、当該ファイルの授受とは別にパスワードの授

受を行う 

 暗号化を行う 

 PDF ファイルに変換し、読み取り制限をかけて提出する 

 

提出先に求められる対応 

【真正性の確保】 

・ 文書の作成者、提出先、提出時期、提出した文書に起因して発生する行動や記録を残し、後

日交付の適格性を検証可能な状態としておく。 

・ 電磁的記録の取扱い（受領の方法、PDF ファイルへの変換等）、保管（電磁的記録を他の電磁

的記録媒体に移管する場合はその手順も含む）の手順を定めておく。 

・ 受領のプロセスを検証できるようにするため、受領記録（受領時の e-mail や CD-R 等の送付記

録等）や保管記録（他の電磁的記録媒体に移管した場合はその実施記録、確認記録等）を保

存する。 
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【機密性の確保】 

・ 情報漏洩防止の手順を定めておく。 

 

6.3 電磁的記録の「保存」 

6.3.1 電磁的記録として作成された文書 

治験に係る文書は、薬事法第 101 条及び GCP 省令で長期間の保存が義務付けられている。受

領後の電磁的記録は、適切な手順を定めておくことで、別途書面を作成し保存することなく、

電磁的記録のみで保存することが可能となる。 

電磁的記録を保存する電磁的記録媒体としては、文書管理のための内部サーバーや長期保存

CD-R 等が考えられるが、その際、以下の手順を作成し、その実施記録を残すことが必要となる。 

なお、保存に内部サーバーを利用する際には、本章第 6.1.1 項で用いられる内部サーバーと同

様、真正性、見読性及び保存性の要件（表 9.2.1-1 参照）を、内部サーバー及び業務プロセスに

より保証する必要がある。 

 

① 受領した電磁的記録を電磁的記録媒体に移管し保存する手順 

② 電磁的記録を移管する場合、移管後の電磁的記録を原本とする手順 

③ 電磁的記録を移管する場合、電磁的記録の真正性、見読性及び保存性が確保された状

態で他の電磁的記録媒体に移管する手順 

④ 長期間の保存が必要となる場合は電磁的記録媒体の保証期間内に新しい電磁的記録

媒体に移管する手順（その際は②、③の手順を遵守する） 

⑤ 利用する電磁的記録媒体の推奨保存条件（防磁、遮光、温度、湿度等）に従い保存す

る手順 

⑥ バックアップ、リカバリーの手順（リカバリーに際する原本移行の手順も含む） 

 

保存期間終了後には治験に係る文書を破棄することも考えられる。治験に係る文書には治験

依頼者の機密情報及び治験責任医師等の個人情報といった情報が含まれており、更に電磁的記

録は書面に比べ情報漏洩時のリスクが高い。そのため、電磁的記録及び電磁的記録媒体の破棄

に関しては、破棄を行う条件、破棄を行うことができる者の特定、具体的な破棄の方法を含む

手順を事前に定めておくことが求められる。 

また、内部サーバーに電磁的記録を保存した場合は、内部サーバー上の電磁的記録又は内部

サーバー自体を破棄することが必要となる。その場合は、あらかじめ更なる手順（例として、

必ず専門的な知識を有するものが行う、残存し読み出し可能な情報がないことを確認する等の

手順が考えられる）を定めた上で破棄し、その実施記録を作成することも必要となる。 

なお、破棄を外部の事業者に委託する場合は、個人情報保護の観点から守秘契約等の秘密保

持の対策を行うことも必要となる。 

 

6.3.2 署名等を含む書面として作成された文書 

本章第 6.1.2 項に示す通り、GCP 省令への対応や意思を示す手段として署名等を行うために
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書面として作成される文書が存在する。また、署名印影一覧表のようにその性質上必ず書面で

作成される文書も存在する。このような署名等を含む書面は、スキャナ（これに準ずる画像読

取装置を含む）によりイメージ化文書に変換することができるが、その際に真正性を確保する

ことで、イメージ化文書を本章第 6.1 項に示す電磁的記録と同様に電磁的記録媒体に移管し保

存することが可能となると考える。 

真正性を確保したイメージ化文書を作成するためには、イメージ化文書の作成前に作業責任

者、作業方法及び実施記録の作成（作業実施者、実施日時を含む）を定めておくことが必要と

なる。 

ただし、作業責任者が作成したイメージ化文書をそのまま内部サーバーに保存することが手

順に明記されており、内部サーバーにより保存者・保存日時が記録される場合は、その記録を

保存することで実施記録の作成に代える対応も考えられる。 

また、イメージ化文書を原本として保存する場合には、原本移行の定義（いつ、どの段階で

原本が書面から電磁的記録に移行するのか）及び原本移行後の書面の破棄時期・破棄手順をあ

らかじめ文書で定義しておくことも必要である。 

なお、書面をイメージ化文書へ変換する際には、元の書面の記載内容を判別できる程度の設

定でスキャナを用いること、変換に際し情報の抜け落ちがないことを確認することが必要とな

る。スキャナの設定に関しては「文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告書」に詳細が記

されているため、参照されたい。 

 

 

7 「目指す先」へ移行するための具体的方策 

電磁的記録の「作成」、「授受」及び「保存」に外部サーバーを用い、表 5-1 に示す治験手続

の「現状」を「目指す先」へ移行するための具体的方策について示す。 

なお、外部サーバーを用いる際の具体的な要件・手順については「治験効率化を目的とする

治験資料の電磁的授受の具体化に関する検討-IRB 審査資料の電磁的授受の方策に関する提言-」

に詳細が記されているため、参照されたい。 

 

外部サーバーを用いて治験手続を電子化する際の手順モデル（案）を図 7-1 に示す。ここで

は本章第 6.1 項又は第 6.3 項の記載に従い内部サーバーを用いて電磁的記録（保存されたイメー

ジ化文書を含む）を「作成」又は「保存」することを前提とし、「作成」又は「保存」された電

磁的記録の「授受」、「保存」という治験手続区分を、外部サーバーを利用して治験手続を行う

場合の治験手続区分として「アクセス」、「登録」、「授受」及び「保管・保存」に分類した。 

なお、各治験関係者が電磁的記録の真正性、見読性及び保存性確保に必要な内部サーバーを

保有していない場合であっても、外部サーバーを用いて電磁的記録を管理することで本章第 6.1

項及び第 6.3 項の記載に従い電磁的記録を原本として「作成」又は「保存」することが可能と

なる。 
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図 7-1 外部サーバーを用いた治験手続の電子化手順モデル（案） 

 

*1 ユーザーには「治験依頼者（モニター、品質管理担当者等）」、「実施医療機関（治験責任医師、治験分担医師、

治験薬管理者、治験事務局、実施医療機関の長等）」、「IRB（IRB 設置者、IRB 委員長、IRB 事務局等）」、「そ

の他（CRO、SMO 等）」が想定される。ユーザーアカウントにより操作権限を設定することが必要となる。 

*2 以下、図中では「パスワード」を「PW」と表記する。 

外部サーバー
治験関係者

（ユーザー*1）
手順

アクセス

・ID/PW*2によるログイン

登録

授受~提出~

・外部サーバーに電磁的記録をアップロード

（外部サーバーへの登録後）

・提出先ユーザーに登録を通知

授受~受領~

・登録された電磁的記録を確認

・提出元ユーザーに確認を通知

他の電磁的記録媒体への保存

・外部サーバーから電磁的記録をダウンロード

保管



24 

 

7.1 アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1-1 外部サーバーへのアクセス手順モデル（案） 

 

外部サーバーへアクセスする手順モデル（案）を、図 7.1-1 に示す。 

各ユーザーは、アカウント管理者から発行されたアカウント（ID、パスワード）を用い、外

部サーバーにアクセスする。なお、発行されるアカウントにより、外部サーバー上のフォルダ

へのアクセス権限、実施できる手続区分権限に制限を設けることが必要となる。 

また、アカウントの発行に際しては与えられた権限と外部サーバー上で実際に行った業務を

特定する証拠として「アカウント管理表」を作成・保存することが必要となる。 

 

本章第 5 項に示す通り、電磁的記録を用いて治験手続を行うには様々なユーザーが事前に文

書又は電磁的方法により承諾・合意しそれぞれで記録を残すことが必要となる。外部サーバー

利用時はアカウント申請が必要となるため、申請時に承諾・合意の意思を示す記載（表 7.1-1

に記載すべき要件を示す）を確認し、アカウント申請書を作成するという手順とすることで別

途合意の記録を作成する業務の軽減が可能となる。 

 

 

 

 

外部サーバー

・ID/PWによるログイン

アクセス

ユーザー

ユーザー

ユーザー
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表 7.1-1 承諾・合意の意思を示す記載に記載すべき要件 

① 電磁的資料の授受を受け入れる旨 

② 他ユーザーから電磁的方法による通知を受けない旨の申し出があった場合、電磁的方法による

資料の提出をしない旨 

③ 利用する外部サーバー名 

 

7.2 登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-1 外部サーバーへの登録手順モデル（案） 

 

外部サーバーへ電磁的記録を登録する手順モデル（案）を、図 7.2-1 に示す。 

各治験関係者のユーザーは、各治験関係者で保有する内部サーバー又は CD-R 等で管理する

電磁的記録を外部サーバー上にアップロードする。この際、どの電磁的記録を原本とするかを

定義した手順をあらかじめ作成しておくことが必要となる。 

 

登録した電磁的記録を改訂する場合は、改訂作業中に対象文書が他ユーザーに変更されない

よう排他ロックをかけることが必要である。その後、外部サーバーからダウンロードした電磁

的記録を修正し、排他ロックを解除した後に修正した電磁的記録を再度外部サーバー上にアッ

プロードすることで電磁的記録は改訂される。外部サーバー上には監査証跡が残るため、誰が

いつ登録、修正したのかというプロセスを管理することができる。また、改訂した電磁的記録

に新しいバージョンを付与し、改訂前後の電磁的記録をバージョン毎に管理することで、電磁

登録

・外部サーバーに電磁的記録をアップロード

改訂

・排他ロックをかけ、電磁的記録を外部サーバー
よりダウンロード

Ver.1

（修正前）

保管

ユーザー

排他ロック

排他ロック解除

・排他ロックを解除し、修正した電磁的記録を
外部サーバーにアップロード

Ver.2

（修正後）

電磁的記録の
作成

電磁的記録の
修正
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的記録の修正証跡を残すことが可能となる。この場合、改訂前の電磁的記録は排他ロックし、

変更・削除できない状態としておくことが必要となる。 

 

7.3 授受 

7.3.1 署名等を求められない文書 

 

 

 

図 7.3.1-1 署名等を求められない文書の外部サーバーを用いた授受手順モデル（案） 

 

外部サーバーを用いて署名等を求められない文書の授受を行う手順モデル（案）を、図 7.3.1-1

に示す。 

外部サーバーを用いた場合、提出元ユーザーが電磁的記録を外部サーバー上に登録し、提出

先ユーザーに登録を通知することで、外部サーバーを介した電磁的記録の提出が成立する。ま

た、提出先ユーザーが外部サーバー上に登録された文書を確認し、提出元ユーザーに確認を通

知することで受領が成立する。 

受領の確認は、監査証跡（登録された電磁的記録への提出先ユーザーのアクセス履歴）でも

行うことが可能であるが、外部サーバーを用いる上で有用な機能として考えられるのが、自動

通知メールシステムである。提出元ユーザーが電磁的記録を外部サーバー上に登録又は外部サ

ーバー上の電磁的記録を改訂した際、あらかじめ設定した提出先ユーザーに自動通知メールを

配信することで、提出先ユーザーに迅速な電磁的記録の確認を依頼することが可能となる。ま

た、提出先ユーザーは外部サーバー上の電磁的記録を確認した際に提出元ユーザーに自動通知

メールを配信することで、提出元ユーザーは提出先ユーザーの受領を迅速に確認することがで

きる。 

このように、自動通知メールを利用することで、授受の連絡や確認の作業を短縮でき、業務

外部サーバー

保管

授受

提出元ユーザー 提出先ユーザー

提出

・電磁的記録を登録

・提出先ユーザーに登録を通知

・電磁的記録を確認

・提出元ユーザーに確認を通知

受領
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を効率化することが可能となる。特に安全性情報提供のように規定期間内での授受が求められ

る文書については、このようなシステムにより授受を管理することが有用と考える。 

 

表 7.3.1-1 外部サーバーを利用した電磁的記録の授受手順 

提出 ①提出元ユーザーが、電磁的記録を外部サーバー上に登録※1する。 

②提出元ユーザーは、外部サーバー上に電磁的記録を登録したことを、提出先ユ

ーザーに通知する。 

（外部サーバーのシステムにより、電磁的記録が登録されたことを各ユーザーに

自動通知メールで通知することが望ましい。） 

受領 ③電磁的記録登録通知を受けた提出先ユーザーは、外部サーバー上に登録された

電磁的記録を確認し、受領したことを提出元ユーザーに連絡する。 

（外部サーバーのシステムにより、提出先ユーザーが電磁的記録を確認したこと

を、提出元ユーザーに自動通知メールで通知することが望ましい。） 

④提出元ユーザーは、提出先ユーザーから、あらかじめ設定した期間内に受領の

連絡が無い場合、受領状況について確認を実施し、再度、電磁的記録を登録した

ことを通知する。 

（あらかじめ設定した期間内に外部サーバー上に登録された電磁的記録に提出

先ユーザーがアクセスしなかった場合、その旨を提出元ユーザーへ自動通知メー

ルで通知すると同時に、再度提出先ユーザーに対して電磁的記録の登録を自動通

知メールで通知することが望ましい。） 

※1 外部サーバー上に登録した電磁的記録を改訂する際も同様の手順とする 

 

7.3.2 署名等を求められる文書 

署名等を求められる文書については、本章第 6.1.2 項と同様にその文書に求められる署名等の

位置づけにより別途対応が必要となる。 

なお、本章第 6.3 項の方法により保存されたイメージ化文書については、書面作成時に既に

署名等が行われているため、別途対応は不要である。 

 

GCP 省令で署名等を求められる文書 

外部サーバーを用いて GCP 省令で署名等を求められる文書の授受を行う手順モデル（案）を、

図 7.3.2-1 に示す。 

表 6.1.2-1 に示された GCP 省令で署名等を求められる文書への対応は、本章第 6.1.2 項「GCP

省令で署名等を求められる文書」と同様に電子署名の付与が必要となる。 

外部サーバーを用いる場合、既に EDC で電子署名が実用化されている CRF の例により、外

部サーバー上での ID 及びパスワードを用いた電子署名の付与（以下、ワークフロー承認）で対

応することが可能と考える。 

治験実施計画書の合意の記録を例にとると、GCP 省令第 7 条ガイダンス＜第 4 項＞＜第 5 項

＞5 に「治験依頼者と治験責任医師は、治験実施計画書の内容及び治験実施計画書を遵守する
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ことについて互いに合意し、その合意を証するために記名押印又は署名した文書を取り交わす」

と記されていることから、外部サーバー上に登録された治験実施計画書に対し両者が合意の意

思を示す手段としてワークフロー承認を行うことで、合意の意思を取り交わすことが可能とな

る。その際、外部サーバー上では以下のような手続が必要となる。 

 

① 治験依頼者が外部サーバー上に治験実施計画書を登録する。その際、外部サーバー上で

合意の意思を示す記載を確認し、その証明として ID 及びパスワードを用いたワークフロ

ー承認を行う。 

② 治験依頼者は治験実施計画書の登録を治験責任医師に通知する。 

③ 通知を受け、治験責任医師は外部サーバー上で治験実施計画書の内容を確認する。 

④ 治験責任医師が治験実施計画書の内容に合意できると判断した場合、外部サーバー上で

合意の意思を示す記載を確認し、その証明として ID 及びパスワードを用いたワークフロ

ー承認を行う。 

⑤ 治験責任医師は治験実施計画書への合意を治験依頼者に通知する。 

 

 

 

図 7.3.2-1 GCP 省令で署名等を求められる文書の外部サーバーを用いた授受手順モデル（案） 

 

なお、EDC でワークフロー承認を利用する際は、署名・印影一覧表に相当するユーザー毎の

権限を記載したアカウント管理表を作成・運用し、ID 及びパスワードを組み合わせることによ

り電子署名に求められる署名者の本人性を担保している。そのため、外部サーバーでワークフ

ロー承認を利用する際も、同様にアカウント管理表の作成・運用と ID 及びパスワードの組み合
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わせにより本人性を担保することが必要となる。また、電子署名に求められる非改ざん性につ

いては外部サーバーの監査証跡機能等で担保することが可能である。 

ただし、ワークフロー承認及び監査証跡機能等により電子署名の本人性と非改ざん性が担保

されるのは電磁的記録が外部サーバー上で管理されている間だけである。ワークフロー承認さ

れた電磁的記録を外部サーバー外で保存する場合は別途、ワークフロー承認が行われた時点で

本人性が担保されており、その後改ざんされていないことを担保できるようなメタデータも合

わせて保存する手順が必要となる。そのため、将来的にはデジタル署名のような電磁的記録へ

の直接的な電子署名の付与を外部サーバー上で行えることが望ましい。 

 

GCP 省令外で署名等を求められる文書 

1）治験に関する各種契約書 

 

 

図 7.3.2-2 治験に関する各種契約書等の外部サーバーを用いた授受手順モデル（案） 

 

外部サーバーを用いて治験に関する各種契約書等の授受を行う手順モデル（案）を、図

7.3.2-2 に示す。 

本章第 6.1.2 項「GCP 省令外で署名等を求められる文書」に示す通り、治験に関する各種

契約を締結する際には、契約内容への合意を示す手段として契約書に契約者の署名が求めら

れている。そのため、本項「GCP 省令で署名等を求められる文書」と同様、契約内容に関し

ても外部サーバー上に登録された電磁的記録に対し契約者がワークフロー承認を行うことで、
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合意の意思を取り交わすことが可能となる。その際、外部サーバー上では以下のような手続

が必要となる。 

 

① 契約の申込者が外部サーバー上に契約書を登録する。その際、外部サーバー上で契約申

込の意思を示す記載を確認し、その証明として ID 及びパスワードを用いたワークフロー

承認を行う。 

② 契約の申込者は契約書の登録を契約の承諾者に通知する。 

③ 通知を受け、承諾者は外部サーバー上で契約書の内容を確認する。 

④ 承諾者が契約書の内容を承諾できると判断した場合、外部サーバー上で承諾の意思を示

す記載を確認し、その証明として ID 及びパスワードを用いたワークフロー承認を行う。 

⑤ 承諾者は契約書の承諾を申込者に通知する。 

 

なお、外部サーバーを用いて電子的に契約を行う場合、決裁を行う者が治験関係者以外の

者となる可能性がある。そのような場合は決裁を行う者に対して別途アカウント管理、トレ

ーニング等を行うことが必要となる。また、治験に関する契約書のサーバーを介した授受に

ついては、実施医療機関及び治験依頼者における承認手順等の変更を伴うと考えられること

から、導入に際しては他の文書と比較して多少の期間を要する可能性がある。 

 

また、GCP 省令で署名等を求められる文書ではないが、緊急の危険を回避した際の治験実

施計画書からの逸脱に関しても治験責任医師からの報告に対し、治験依頼者が合意の意思を

示すことが必要となる。この場合も、治験に関する各種契約書への合意と同様の方法で対応

可能であると考える。 
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2）原データを含む文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.2-3 原データを含む文書等の外部サーバーを用いた授受手順モデル（案） 

 

外部サーバーを用いて原データを含む文書等の授受を行う手順モデル（案）を、図 7.3.2-3

に示す。 

本章第 6.1.2 項「GCP 省令外で署名等を求められる文書」に示す通り、原データを含む文

書は、作成責任者である治験責任医師の意思を示す手段として書面では署名を求められるこ

とがある。 

外部サーバーを用いる場合は、監査証跡として作業分担者により登録された電磁的記録へ

の治験責任医師のアクセス履歴が残っていれば、それを他のユーザーが外部サーバー上で確

認することは可能である。そのため、治験責任医師が登録された電磁的記録へのアクセス履

歴を残すことで意思を示すこととする手順をあらかじめ定めておくことで、アクセス履歴に

より治験責任医師の意思を客観的に確認することが可能となる。 

また、治験責任医師の意思を示す手段としてワークフロー承認を用いることも可能である。 

 

なお、原データを含む文書ではないが、統一書式 10（治験に関する変更申請書）は同意説

明文書を含む変更文書が発生した場合に治験依頼者と治験責任医師の両者が文書の作成責任

者となる。このような場合、治験依頼者が作成し外部サーバーに登録した電磁的記録であっ

ても、同様に治験責任医師がその電磁的記録へのアクセス履歴を残すことで、治験責任医師

の意思を示すことが可能であると考える。 

 

外部サーバー

授受

実施医療機関 治験依頼者
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・作業分担者が電磁的記録を
登録

・作成責任者がアクセス又は
ID/PWを用いてワークフロー承認

・治験依頼者に登録を通知

・電磁的記録を確認

・実施医療機関に確認を通知
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保管



32 

 

7.4 保管・保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4-1 外部サーバーでの保管・保存手順モデル（案） 

 

外部サーバーで電磁的記録を保管・保存する手順モデル（案）を、図 7.4-1 に示す。 

外部サーバーを利用して治験に係る文書の授受を行う際、電磁的記録は外部サーバー上に保

存されることになる。この場合、本来の保存責任者の管理外で文書が電磁的に保存されること

になるが、授受が発生する治験関係者間で事前に合意の上、手順書や治験契約書にその旨を記

載することで外部サーバー上での保存が可能になると考える。 

治験に係る文書を電磁的記録として保存することにより、保存スペースの縮小化、IRB 審査

後の資料の破棄業務の軽減化等を図ることが可能となるが、治験に係る文書は薬事法第 101 条

及び GCP 省令で長期間の保存が求められているため、外部サーバー上で保存する場合はその期

間中のシステム維持及び費用負担等が必要になるという課題が残る。こうした課題を解決する

ための一つの方策として、外部サーバー上では電磁的記録を一時的に保管することとし、各治

験関係者が適切なタイミングで電磁的記録を各自で保有する内部サーバーや長期保存 CD-R 等

の他の電磁的記録媒体に移管し保存することが考えられる。その際は、本章第 6.3.1 項に定めた

要件・手順に従うことが必要となる。また、外部サーバーから電磁的記録を移管する際は、監

査証跡等のメタデータについても真正性、見読性及び保存性を確保して保存することを手順に

含めることが必要となる。 

なお、外部サーバー上の電磁的記録及びメタデータを移管した後は、外部サーバー上のデー

タ又は外部サーバー自体を破棄することが必要となる。その場合も、本章第 6.3.1 項と同様にあ

ユーザー

他の電磁的記録媒体への保存

・外部サーバーから電磁的記録をダウンロード 保管
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らかじめ定めた手順に従って破棄し、実施記録を作成することが必要となる。 

 

7.5 その他業務の効率化 

7.5.1 閲覧 

 

 

図 7.5-1 外部サーバーを用いた閲覧手順モデル（案） 

 

外部サーバーを用いて電磁的記録を閲覧する手順モデル（案）を、図 7.5-1 に示す。 

外部サーバーを用いる契約を締結した後であれば、電磁的記録を外部サーバー上に登録し、

通知することで、電磁的記録は治験関係者間で共有され、迅速に閲覧することが可能となる。 

「効率化報告書」では実施医療機関に向けて、情報をウェブサイト等で積極的に公表するよ

う提言されているが、「治験責任医師の履歴書」、「治験分担医師及び治験協力者のリスト」、

「実施医療機関と治験実施支援機関との契約状況」、「IRB 議事録」等の機密情報や個人情報

を含む情報についてはウェブサイトを用いて公表することができない場合も考えられる。アカ

ウント管理及びアクセス権の制限により公開の範囲が限定されている外部サーバーを用いるこ

とで、このような機密情報や個人情報を含む文書についても、必要な治験関係者間に閲覧に供

することが可能となる。 

 

なお、GCP 省令で公表することが規定されている「IRB の業務手順書」、「委員名簿」及び

「会議の記録の概要」に加え、「治験に係る業務に関する手順書」、「治験実施体制」、「治
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験実績」等の機密情報や個人情報を含まない文書であれば、ウェブサイトを用いて公表するこ

とが可能である。 

ただし、その場合であっても公表に際しては、文書が変更された場合の変更の経緯、理由、

内容を容易に確認できることが望まれるため、変更履歴を確認することができる外部サーバー

を用いることは有用と考える。 

 

7.5.2 事務局業務の一元化 

「５か年計画 2012」では症例集積性の向上を目的として、治験ネットワーク事務局や共同 IRB

事務局の設置が提言されている。特に治験ネットワーク事務局については、平成 24 年 12 月 28

日に発出された「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」にお

いて、実施医療機関に代わり治験依頼者と契約することが認められたことを受け、今後ますま

す設置が進んでいくことが考えられる。 

本章第 5 項に示すように治験手続を電子化することで作業効率は向上すると考えられる。ま

た、外部サーバーは複数の治験関係者間で共有することができ、治験依頼者、実施医療機関、

IRB、治験実施計画書によらず、様々な治験に係る文書を一元的に管理することが可能となるた

め、治験事務局機能及び IRB 事務局機能を集約した治験ネットワーク事務局及び共同 IRB 事務

局等においては非常に有用である。 

外部サーバーを用いて治験事務局業務、IRB 事務局業務を一元化することで治験事務局及び

IRB 事務局にとっては業務負担の軽減が期待され、一方治験依頼者にとっても事務局が共同化

されることでの手続業務負担が軽減することが期待される。 

 

 

8 電磁的記録の管理方法の統一について 

表 5-1 に示す治験手続の「現状」を「近い将来」へと移行することで、治験に係る文書を電

磁的記録として作成・授受し、保存することとなる。「近い将来」における治験手続の一連の流

れの中では、電磁的記録は各治験関係者の内部サーバー又は CD-R 等で管理されるが、その際、

各治験関係者では固有のルールに基づき電磁的記録にファイル名が付与され、固有のファイル

構造に従って管理されることが予想される。 

治験には複数の治験関係者が関与するため、各々が異なったルールで電磁的記録を管理した

場合、電磁的記録の授受や保存において混乱が生じ、その管理業務に本来不要な負荷が生じる

可能性がある。 

このような問題を回避するために、電磁的記録にフォルダ構造及びファイル名を付与する際

のルールを統一し、全ての治験関係者で電磁的記録を管理するフォルダ構造及びファイル名を

共有することが望ましいと考える。 

 

本章では治験手続の中の大部分を占めると考えられる統一書式とそれに伴う文書の「授受」

における電磁的記録の管理方法の統一ルール（案）を検討し、別添Ⅰとした。 
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9 治験手続の電子化に関連する規制・通知等が求める要件 

9.1 電子化に関連する規制・通知 

9.1.1 省令第 44号が求める要件 

GCP 省令を含む厚生労働省の所管する法令に係る書面の保存、作成、授受を電磁的記録とし

て行う際は、省令第 44 号で求められる要件を遵守することが必要である。 

手続区分毎に求められる要件を表 9.1.1-1 に示す。 

 

表 9.1.1-1 省令第 44 号が求める要件 

（電磁的記録による保存） 

・ 電磁的記録による保存を行う場合は、以下のいずれかの方法により行う 

1. 作成された電磁的記録を電磁的記録利用システムにより保存する方法 

2. 書面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録利用システムによ

り保存する方法 

・ 必要に応じ電磁的記録を出力することができる 

 （電磁的記録による作成） 

・ 電磁的記録を作成する場合は、電磁的記録利用システムを利用する 

・ 書面で求められている署名等に代わるものは電子署名法で定められた電子署名とする 

 （電磁的記録による閲覧） 

・ 電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、事務所に備えたディスプレイ表示又

は当該事項を記載した書類により行う 

（電磁的記録による授受） 

・ 電磁的記録による授受を行う場合は、以下のいずれかの方法により行う 

1. 電気通信回線を利用した授受 

2. CD-R 等を利用した授受 

 

9.1.2 ER/ES通知、ER/ES指針が求める要件 

各治験関係者が治験に係る文書の作成、閲覧、授受、保管・保存に電磁的記録及び電子署名

を利用する場合には、ER/ES 指針に基づき、治験に係る文書の信頼性を確保することが求めら

れる。その際、前提として ER/ES 通知では電磁的記録及び電子署名の利用のために必要な責任

者、管理者、組織、設備及び教育訓練に関する事項を規定しておくことが求められている。 

また、パブリックコメント（Q&A）No.4 では ER/ES 通知はハイブリッド・システムの利用を

妨げるものではなく、原則としてハイブリッド・システムで管理される電磁的記録も ER/ES 指

針の要件を満たす必要があると述べられているため、留意する必要がある。 

電磁的記録を利用する際は、電磁的記録利用システムとそのシステムの運用方法により真正

性、見読性及び保存性が確保されていることが必要となる。真正性、見読性及び保存性を確保

するためには、表 9.1.2-1 に示す要件を満たすことが必要となる。 

また、インターネットを介してアクセスする外部サーバーを利用する場合はオープン・シス

テムの利用に該当するため、システムへのアクセスが許可されていない不特定多数の者から電
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磁的記録への不正行為（例えば、改ざん、削除、破壊等）を受ける可能性がある。そのような

可能性を低減するため、表 9.1.2-2 に示すオープン・システムを利用するための要件を満たすこ

とが必要となる。 

更に、電子署名を利用する場合は、電子署名の信頼性を確保するため、表 9.1.2-3 に示す要件

を満たすことが必要となる。なお、電子署名を利用する場合は電子署名法に基づくこととされ

ているため、表 9.1.2-3 で示される要件では「本人性証明」と「非改ざん性証明」も求められて

いる。 

 

なお、電磁的記録及び電子署名の信頼性の確保についてはあくまでも「従来の紙の記録と手

書き署名 （捺印を含む） と同等に信頼でき信用できることを求めることを目的としたもの」

であることがパブリックコメント（Q&A）には明記されている。 
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表 9.1.2-1 真正性、見読性及び保存性を確保するための要件 

真正性 電磁的記録が完全、正確であり、かつ信頼できるとともに、作成、変更、削除の責任

の所在が明確であること 

① システムのセキュリティを保持するための規則、手順が文書化されており、適切

に実施されている。 

② 保存情報の作成者が明確に識別できる。また、一旦保存された情報を変更する場

合は、変更前の情報も保存されるとともに、変更者が明確に識別できる。なお、

監査証跡が自動的に記録され、記録された監査証跡はあらかじめ定められた手順

で確認できることが望ましい。 

③ 電磁的記録のバックアップ手順が文書化されており、適切に実施されている。 

見読性 電磁的記録の内容を人が読める形式で出力（ディスプレイ装置への表示、紙への印刷、

電磁的記録媒体へのコピー等）ができること 

保存性 保存期間内において、真正性及び見読性が担保された状態で電磁的記録が保存できる

こと 

① 電磁的記録媒体の管理等、保存性を確保するための手順が文書化されており、適

切に実施されている。 

② 保存された電磁的記録媒体を他の電磁的記録媒体や方式に移行する場合には、移

行された後の電磁的記録についても真正性、見読性及び保存性が確保されている。 

 

表 9.1.2-2 オープン・システムを利用するための要件 

① 「真正性」、「見読性」及び「保存性」が確立されている。 

② 電磁的記録が作成されてから受け取られるまでの間の真正性、機密性を確保するために必要

な手段を適切に実施する。追加手段には、電磁的記録の暗号化やデジタル署名の技術の採用

等が含まれる。 

③ 電子署名を利用する際には、電子署名を利用するための要件（表 9.1.2-3）を満たしている。 

 

表 9.1.2-3 電子署名を利用するための要件 

① 電子署名法に基づき電子署名の管理・運用の手順が文書化されており、適切に実施されてい

る。 

② 電子署名は、各個人を特定できる唯一のものとし、他の誰にも再利用、再割当しない。 

③ 電磁的記録による資料について電子署名を利用する場合は、署名された電磁的記録には以下

の全項目を明示する情報が含まれている。 

・ 署名者の氏名 

・ 署名が行われた日時 

・ 署名の意味（作成、確認、承認等） 

④ 電磁的記録に付された電子署名は、不正利用を防止するため、通常の方法では削除・コピー

等ができないように、対応する各々の電磁的記録とリンクしている。 
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9.2 GCP省令が求める要件 

9.2.1 記録等の保存 

治験依頼者は、GCP 省令第 26 条第 1 項に規定された治験に係る文書（表 9.2.1-1 に示す）を

適切に保管する必要がある。この際、GCP 省令第 26 条ガイダンス＜第 1 項＞2、3 の記載によ

り、磁気媒体等に記録されたデータでの保存が可能であるが、データを適切に保存するには表

9.2.1-2 に示す要件が求められる。 

 

表 9.2.1-1 GCP 省令第 26 条第 1 項に規定された治験に係る文書 

① 治験実施計画書、契約書、総括報告書その他 GCP 省令の規定により治験依頼者が作成した文

書又はその写し。 

② CRF、治験審査結果通知書その他 GCP 省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師

等から入手した記録。 

③ モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録。 

④ 治験を行うことにより得られたデータ。 

⑤ 治験薬の製造・品質試験の記録、実施医療機関毎の交付・回収の記録、処分等の記録。 

 

表 9.2.1-2 磁気媒体等に記録されたデータを適切に保存するための要件 

データの処理に電磁的記録利用システムを用いる場合は、次の事項を実施する。 

1. 電磁的記録利用システムが完全性、正確性、信頼性及び意図された性能についての治験

依頼者の要件を満たしていることを保証し、文書化する（バリデーションされる）。 

2. 電磁的記録利用システムを利用するための手順書を整備する。 

3. 電磁的記録利用システムが、入力済みのデータを消去することなしに修正が可能で、デ

ータ修正の記録をデータ入力者及び修正者が識別されるログとして残せる（監査証跡、

データ入力証跡、修正証跡が残る）ようにデザインされていることを保証する。 

4. データのセキュリティシステムを保持する。 

5. データのバックアップを適切に行う。 

6. データの修正を行う権限を与えられた者の名簿を作成し、管理する。 

7. 盲検化が行われている場合には、盲検性が保持されるようにする。 

 

ER/ES 指針と比較すると、GCP 省令第 26 条では CSV 及び電磁的記録の真正性を確保するた

めの要件が記載されていると考えられる。そのため、電磁的記録及び電子署名を利用する場合

には表 9.2.1-2 に示された要件に加え、ER/ES 指針で定められた見読性、保存性、電子署名及び

外部サーバーを利用する場合はオープン・システムの要件を満たすことが必要となる。 

 

9.2.2 電磁的方法による文書の提出・通知 

治験依頼者は、GCP 省令第 10 条第 1 項にて定められた文書の実施医療機関の長への提出を、

同条第 2 項の規定に従い電磁的方法にて行うことが可能である。ただし、電磁的方法にて提出

する場合は、同条第 5 項の規定に従い、実施医療機関の長に対しあらかじめ電磁的方法の種類
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及び内容を示し、書面又は電磁的方法により承諾を得ることが必要となる。また、同条第 6 項

の規定に従い、電磁的方法による文書の提出に関する承諾を得た後に、実施医療機関の長より

書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申し出があった場合、治験依頼者は当該文書を

電磁的方法にて提出してはならない。 

電磁的方法による文書の提出に関する承諾に関しては、第 16 条第 6 項・第 7 項、第 24 条第

2 項・第 3 項、第 32 条第 6 項、第 40 条第 3 項、第 46 条第 1 項で規定される文書についても適

用される。 

各条項で規定される、電子化に際し文書又は電磁的方法による事前承諾が必要となる文書と

その提出・通知者及び承諾者を表 9.2.2-1 に示した。 
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表 9.2.2-1 事前承諾が必要となる文書とその提出・通知者及び承諾者 

GCP 省

令条項 

事前承諾が必要とな

る文書 

提出・通知者 承諾者 提出先 

第 10 条 

第 1 項 

・治験実施計画書 

・治験薬概要書 

・CRF の見本 

・説明文書 

・治験責任医師等と

なるべき者の氏名を

記載した文書 

・治験の費用の負担

について説明した文

書 

・被験者の健康被害

の補償について説明

した文書 

治験依頼者 実施医療機関の長 実施医療機関の長 

第 16 条 

第 6 項 

治験薬の管理に関す

る手順書 

治験依頼者 実施医療機関の長 実施医療機関 

第 16 条 

第 7 項 

治験薬の溶解方法そ

の他の取扱方法を説

明した文書 

治験依頼者 実施医療機関の長 治験責任医師等、治

験協力者及び治験

薬管理者 

第 24 条 

第 2 項・ 

第 3 項 

治験の中止・中断又

は被験薬の開発中止

の通知書 

治験依頼者 実施医療機関の長 実施医療機関の長 

第 32 条 

第 6 項 

IRB の通知文書 実施医療機関の長 治験依頼者 治験依頼者、治験責

任医師となるべき

者又は治験責任医

師 

第 40 条

第 3 項 

治験の中止又は中断

の報告書 

実施医療機関の長 治験依頼者 IRB 等、治験依頼者 

第 46 条

第 1 項 

治験実施計画書から

の緊急の逸脱又は変

更の記録 

治験責任医師 治験依頼者 治験依頼者（治験依

頼者が治験を依頼

する場合）、実施医

療機関の長 

 

9.2.3 電磁的方法による契約締結 

治験依頼者は、GCP 省令第 12 条第 1 項にて定められた業務委託に関する契約を、同条第 2

項の規定により文書ではなく電磁的方法により締結することが可能である。ただし、前項で示
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した電磁的方法による文書の提出・通知と同様、同条第 5 項の規定に従い、受託者に対しあら

かじめ電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法により承諾を得ることが必要と

なる。また、同条第 6 項の規定に従い、電磁的方法による契約の締結に関する承諾を得た後に、

受託者より書面又は電磁的方法による契約を締結しない旨の申し出があった場合、治験依頼者

は契約の締結を電磁的方法によって行ってはならない。 

電磁的方法による契約の締結に関する承諾に関しては、第 13 条第 1 項、第 15 条の 8 第 1 項、

第 30 条第 6 項で規定される契約についても適用される。 

各条項で規定される、電子化に際し文書又は電磁的方法による事前承諾が必要となる契約と

その契約の申込者及び承諾者を表 9.2.3-1 に示した。 

 

表 9.2.3-1 事前承諾が必要となる契約とその申込者及び承諾者 

GCP 省令条項 事前承諾が必要となる契約 申込者 承諾者 

第 12 条第 1 項 業務の委託 治験依頼者 受託者 

第 13 条第 1 項 治験の契約 治験依頼者 実施医療機関等 

第 30 条第 6 項 専門 IRB との契約 実施医療機関 専門 IRB の設置者 

 

9.3 統一書式のニ課長通知に対する医薬品評価委員会の見解が求める要件 

「新たな「治験依頼等に係る統一書式」について（通知）」に従い押印省略あるいは電磁的記

録の交付・保存を行う際には、日本製薬工業協会医薬品評価委員会が、押印を省略した書類の

信頼性確保の考え方や電磁的記録を交付・保存する際の運用について検討し、その考え方をま

とめた「統一書式の二課長通知に対する医薬品評価委員会の見解」が求める要件に従う必要が

ある。 

なお、本見解は日本製薬工業協会のみならず、厚生労働省医薬食品局審査管理課・医政局研

究開発振興課、独立行政法人医薬品医療機器総合機構信頼性保証部、日本医師会治験促進セン

ター、日本 CRO 協会、日本 SMO 協会、その他関係機関の意見を踏まえ作成されたものである。 

 

 

10 本章のまとめ 

本章では、全ての治験に係る文書を電磁的に作成・授受・保存することが可能であることを

記述した。 

本章第 1.3 項に示す通り、「治験に関する全ての情報は、正確な報告、解釈、及び検証が可能

なように記録し、取扱い、及び保存すること」については、治験の原則的事項として求められ

ているが、適切な業務プロセスが存在し、それらを検証するための記録が正しく残されていれ

ば、各治験関係者が現在使用している内部サーバー、e-mail 及び CD-R 等を利用して治験に係

る文書を電磁的記録として作成・授受・保存し、本章第 5 項でも述べたように治験手続の「現

状」を「近い将来」へと移行していくことは十分可能である。 

更に、本章では「目指すべき先」として、外部サーバーを用いた治験手続の電子化について

も言及した。既に様々な分野でクラウドコンピューティングは用いられており、eCTD や EDC
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といった IT 技術を積極的に導入している製薬業界においても、今後治験手続におけるクラウド

コンピューティングの環境が早急に整っていくことが予想される。 

複数の治験関係者が係る業務である治験手続の電子化においては、一治験関係者の取り組み

だけで効率化できることは非常に限られている。本検討内容を基に、治験関係者が一丸となっ

て治験手続の電子化の推進に取り組み、その先にあるクラウドコンピューティングの活用に臨

むことで、今後の治験手続が最大限に効率化されていくことを期待したい。 
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Ⅱ リモート SDV 

 

1 本章の検討内容 

本章では、リモート SDV（Remote-Source Data Verification、以下、R-SDV）について検討

した結果をまとめる。R-SDV は、「臨床研究・治験活性化５か年計画 2012（以下、５か年

計画 2012）」の中でも「IT 技術の更なる活用等」に関して短期的に目指すことの一項目とし

て触れられており、モニタリング手法の一つとして、有用な手段となり得ることが期待さ

れているものの、現時点では得られている情報が少なく、まだ広く認知されていない状況

である。 

そこで今回、R-SDV に関してこれまでに得られている情報を整理するとともに、日本製

薬工業協会（以下、製薬協） 臨床評価部会加盟会社を対象にアンケートを行い、治験依

頼者が R-SDV に期待する点、懸念している点等を明確にすることとした。R-SDV のタイプ

別の特徴や導入効果、懸念事項を明確にすることで、治験依頼者は各社の判断に応じて

R-SDV の利用を選択し、R-SDV がより有効に活用されるようになると考えられる。更に、

医療機関は、本章における調査結果から治験依頼者の動向やニーズを把握することができ、

今後、治験依頼者のニーズを考慮した形で R-SDV の導入を検討することができると考えら

れる。 

 

 

2 R-SDVの種類及び本提言書における定義 

治験依頼者が治験実施医療機関（以下、実施医療機関）を訪問することなく、通信回線

等を通じて原資料に記録された情報を閲覧する方法としては、大きく分けて、以下の 2 種

類のシステムがあることが知られている。 

 

・A タイプ：専用のセキュリティシステムを介して、医療機関の電子カルテを閲覧する方

式（例：金沢医療センター、静岡がんセンター 等） 

・B タイプ：専用のセキュリティシステムを介して、医療機関の紙カルテ又は電子カルテ

の打ち出しを PDF 化したものを閲覧する方式（例：近畿大学病院、原土井

病院 等） 

 

我々が調査した中で、A タイプについては、医療機関単独で R-SDV としてのシステムを

立ち上げたものと、地域の医療連携の一環として、他院の患者カルテを医師が相互に確認

できるシステム（地域医療ネットワーク）を治験に活用したものが確認された。そして、

医療機関の電子カルテシステムそのものに直接アクセスして閲覧するシステムではなく、

電子カルテと同じ情報が保存された別のサーバー（もしくは仮想サーバー）にアクセスし
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て閲覧することができるシステムであった。 

一方、B タイプについては、カルテを打ち出した上で被験者の個人情報をマスキングし、

ファイルの権限・認証情報を管理する機能を持つ、専用のファイル暗号化ソフトを利用し

て閲覧するシステムが確認された。 

また、A タイプ、B タイプともに、治験依頼者が社内で R-SDV を実施する以外に、実施

医療機関もしくはSMOが医療機関外に設置したサテライト閲覧室にて閲覧するシステムが

あることも確認された（A タイプと B タイプの特徴の比較については、表 7.4.1-1 を参照）。 

上記の A 及び B タイプのシステムを考慮すると、医療機関外から遠隔操作にて閲覧する

資料は、正確に表現すると原資料の「写し」であることから、「SDV」という表現は適切で

はないかもしれない。しかしながら、先に述べた「５か年計画 2012」や、「５か年計画 2012 

アクションプラン」の中で既に A タイプ、B タイプの閲覧システムを総称して「R-SDV」

と呼称していることもあり、本提言書では、上記システムを「R-SDV」と定義する。 

 

 

3 R-SDVに対する規制当局の方針 

厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）（以下、規制当局）の方

針として、GCP 省令におけるモニタリングの規定と「５か年計画 2012」及びその具体的な

計画が記載されている「５か年計画 2012 アクションプラン」について述べる。 

GCP 省令においては、第 21 条 2 項で「モニタリングは実施医療機関において実地に行わ

なければならないが、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合に

は、この限りでない」と規定されていることから、他の方法として R-SDV の利用を検討す

ることが可能と考えられる。 

また、「５か年計画 2012 アクションプラン」において、「（5）コストの適正化」ならびに

「（6）IT 技術の更なる活用」の中で R-SDV の検討が述べられている（表 3-1）。厚生労働省、

治験依頼者、実施医療機関が一体となって取り組むべき内容として R-SDV は、IT 技術の活

用だけでなく、モニタリング・監査費用の削減といった費用対効果の検討も含まれており、

規制当局として積極的に推進する方針であることが伺える。
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表 3-1 R-SDV に関する「臨床研究・治験活性化５か年計画 2012 アクションプラン」の記載項目（抜粋） 

（５）コストの適性化（主に企業主導治験） ＜中・長期的に目指すこと＞ 平成 25 年度より順次開始 

項目 

番号 
報告書本文 実施主体 具体的な取組内容 

41 ○国際共同治験・小児治験を含めた我が国にお

ける治験のコストの適性化について引き続き

検討する。例えば、国際共同治験が一般的に

実施されるようになる以前に作成されたポイ

ント算定表の見直しや、コストの削減につな

がるような効率的なモニタリング・監査の在

り方について検討する。 

・厚生労働省 

・治験実施医療機関 

・治験依頼者等 

・国は、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を設置し、以下の点につい

て検討し、結果をウェブサイト等で公表する。 

１．治験の契約費用の算出方法について検討し、適正なモデル案を提示する。

（ポイント表の見直し、間接費用のあり方等について） 

２．治験経費の支払い方法について検討する。（出来高払い、visit 払い等） 

３．リモート SDV、サンプリング SDV 等の効果を検証しつつ、モニタリング・

監査のコスト削減のあり方について、費用対効果を含め検討する。 

４．効率的なモニタリングのモデルを提案し、モデル治験を実施することに

より実効性を検証する。 

・治験依頼者等は、国内外の治験費用に関する情報を収集し、上記研究班に提

供する等、積極的に協力する。 

（６）IT 技術の更なる活用等（企業主導治験、医師主導治験、臨床研究に共通） ＜短期的に目指すこと＞ 平成 25 年度より開始 

44 ○治験業務の効率化・迅速化を推進することに

より、高品質なデータを作ることを目的とし

て、以下の項目を推進する。 

・治験審査委員会等の業務の IT 化（審査資料の

電子ファイル化等） 

・EDC（Electronic Data Capturing）の利用の促進 

・リモート SDV 実施に向けた調査・研究 

・厚生労働省 

・治験依頼者等 

・治験実施医療機関 

 

・国は、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を設置し、以下について調

査・検討する。 

その結果は、厚生労働省のウェブサイト等で公表する。 

１．治験審査委員会等の業務の IT 化（審査資料の電子ファイル化等）について 

２．リモート SDV 実施について 

また、EDC の利用を治験実施医療機関、治験依頼者等は引き続き促進す

る。 
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4 R-SDVのメリット、懸念事項 

本タスクフォース（以下、TF）では、まず、R-SDV を活用して得られるメリットと、懸

念すべき点について、これまでに R-SDV を導入している医療機関において公開されている

資料、医療機関からの意見聴取（6. R-SDV に関する医療機関の現状 参照）を基に、治

験依頼者及び医療機関それぞれの立場から検討した。はじめに、治験依頼者が R-SDV を活

用する際のメリットと懸念事項と考えられる事項について、表 4-1 及び表 4-2 に示す。 

 

表 4-1 R-SDV を利用するメリット（治験依頼者） 

① タイムリーな診療情報の閲覧が可能 

タイムリーな診療情報の閲覧により、SAE、AE に対して迅速に対応できることや、
逸脱事項のタイムリーなフォローアップが可能となり、被験者の安全性を確保する
とともに治験の質を向上させることができる 

 

② モニタリングの効率化 

社内等から原資料を閲覧できることにより、EDC を使用している場合には遠隔での
症例報告書（以下、CRF）と原資料の照合が可能となり、実地 SDV の回数を削減す
ることが期待できる。また、実地での SDV が必要となる場合や、EDC を利用してい
ない場合でも、事前に医師、CRC への確認事項を整理し、対応等が必要な場合には
依頼をしておくことで、実地 SDV を有効かつ効率的に実施することができるように
なるとともに、モニターが担当する複数の医療機関を含めて、医療機関を計画的に
訪問できるようになる。また、社内等から必要に応じて原資料を閲覧することが可
能であるため、実地 SDV の際にモニターが個人情報に関わらないカルテの情報を丸
写しするような、無駄な作業を減らすことができる 

 

③ 医療機関までの交通費、宿泊費等の費用削減 

実地 SDV の回数を減らすことにより、医療機関への訪問に掛かる交通費、宿泊費、
日当等の削減が期待できる 

 

④ モニターの負担軽減 

実地 SDV の回数が減ることにより、モニターの移動・宿泊による拘束時間の削減、
SDV の申請手続等の手間の削減が期待できる 

 

⑤ モニター一人当たりの担当医療機関数又は担当症例数の増加 

モニタリングの効率化により、モニター一人当たりの担当医療機関数又は担当症例
数の増加が期待できる 

 

⑥ データ固定までの時間及び治験期間の短縮 

R-SDV を活用することで、タイムリーなデータクリーニングが可能となるため、デ
ータ固定までの期間の短縮が期待できる 

 

⑦ 新たな雇用機会の創出 

R-SDV を活用することで、社内もしくは通勤圏内の場所で SDV の実施が可能となる
ため、育児その他様々な理由で出張が困難な者がモニターとして働くことができる 

 

⑧ 上司、先輩による OJT に活用 

経験の浅いモニターに対する上級者の指導が、実施医療機関へ同行することなく社
内もしくはサテライト閲覧室等において実施可能となる 
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表 4-2 R-SDV を利用する際の懸念事項（治験依頼者） 

① 閲覧している資料を原資料とみなすことができない場合がある 

B タイプの R-SDV の場合、通常、閲覧する資料は個人情報がマスキングされ、スキ

ャニングされた資料であることから、原資料とみなすことはできないと考えられる。

また、A タイプの R-SDV の場合でも、閲覧対象となる診療情報を保管するサーバー

の特性や、診療情報の保存期間等から、厳密には原資料を閲覧していることになら

ないという見方も存在する。A タイプの R-SDV を原資料の直接閲覧とみなすことが

できない場合には、実地での SDV が別途必要となる可能性がある 

 

② 閲覧できる情報に制限があり、全ての資料を閲覧することができない場合がある 

カルテと別に保存される可能性がある画像データや、同意文書、ワークシートとい

った紙媒体の治験資料等が、電子カルテに取り込まれない、もしくはスキャニング

の対象にならない可能性がある 

 

③ 医療機関によって R-SDV のシステムが異なる、業務手順書の標準化が困難である 

各医療機関で導入する R-SDV のシステムが異なる場合、治験依頼者はそれぞれのシ

ステムに対応した社内実施体制を構築する必要があるとともに、治験依頼者におけ

る業務手順書の標準化が困難となる 

 

④ 個人情報が漏洩した場合に被る損害と社会に与えるインパクトが大きい 

情報セキュリティ等の問題で、治験依頼者から被験者の個人情報が漏洩するような

ことがあった場合には、重大な社会問題となる可能性が考えられ、被る損害と社会

的インパクトが大きい 

 

⑤ R-SDV の利用料が掛かる場合がある 

R-SDV を利用することにより得られる交通費等の削減メリットはあるが、別途

R-SDV の利用料が掛かる場合には、費用におけるメリットが減少する可能性がある 

 

⑥ 専用の閲覧スペース、閲覧室の確保が必要となる場合がある 

特に A タイプの R-SDV において、R-SDV を利用するに当たり治験依頼者のオフィ

スに専用閲覧室を確保することが要件となる場合があり、設置スペースの問題が生

じたり、初期費用が高額になる可能性がある 

 

⑦ 原資料と閲覧内容に時差が生じる可能性がある 

特に B タイプの R-SDV の場合、カルテ情報のマスキング･スキャニング作業が必要

となり、被験者の来院直後にタイムリーに閲覧することができない可能性がある 

 

⑧ 医師、CRC とのコミュニケーション機会の減少 

実地 SDV のための訪問回数が減少することにより、モニターが医師、CRC に面会す

る機会やコミュニケーションの機会が減少する可能性がある 

 

⑨ R-SDV の利用時間に制限がない場合、かえって閲覧時間が増加する可能性がある 

R-SDV 実施に際し利用時間に制限がない場合は、際限なくカルテを閲覧できること

で、モニターの集中力が低下したり、R-SDV や過度な問い合わせ等に必要以上の時

間を費やしたりしてしまう可能性がある 
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次に、医療機関が R-SDV を導入することにより得られると考えられるメリットと懸念事

項について検討した結果を表 4-3 及び表 4.4 に示す。 

 

表 4-3 R-SDV を導入するメリット（医療機関） 

① 医師、CRC の SDV 対応時間を削減できる 

治験依頼者が事前に医師や CRC に対する問い合わせ事項を整理することができるた

め、実地 SDV の際の治験依頼者からの問い合わせや面会は、要点を絞った的確かつ短

時間なものになることが期待できる。また、実地 SDV において、モニターが閲覧して

いる間の CRC の拘束時間を減少させることができる 

 

② SDV の閲覧スペース不足を解消することができる 

医療機関での実地 SDV が減少し、閲覧スペースの確保が減少するため、閲覧スペース

の混雑が緩和されることが期待できる 

 

③ 受託治験数の増加が期待できる 

治験依頼者（CRO 含む）から遠方の医療機関においては、R-SDV の利用によって利便

性の向上が期待できることから、実施医療機関として選定される機会の増加や、閲覧

スペースの関係で一日の閲覧件数を制限している医療機関においては、②で述べたよ

うに、R-SDV 導入により実地 SDV の回数が減少し、閲覧スペースの混雑が緩和される

ことから、利便性の向上による受託治験数の増加が期待できる 

 

④ 治験実施計画書（以下、プロトコール）を遵守した質の高い治験の実施が期待できる 

治験依頼者がタイムリーに診療情報を閲覧できることで、治験依頼者による逸脱や問

題事項の早期発見、早期改善が可能となり、質の高い治験実施に繋がることが期待で

きる 

 

⑤ 被験者の安全性確保に繋がる 

治験依頼者がタイムリーに診療情報を閲覧できることで、被験者の状態について医療

機関側の視点に加え、治験依頼者の視点も加わるため、更なる安全性の確保に繋がる

ことが期待できる 

 

⑥ CRF 作成の効率化につながる 

特に EDC を利用した試験では、治験依頼者がタイムリーに診療情報と CRF の照合をす

ることが可能になることで、早期のクエリー発行や、CRF 作成の効率化に繋がること

が期待できる 
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表 4-4 R-SDV を導入する際の懸念事項（医療機関） 

① 個人情報漏洩のリスク 

漏洩元に関わらず、医療機関の個人情報管理責任が問われる可能性がある 

 

② R-SDV システム導入・維持にコストを要する 

R-SDV システムを導入する際の初期費用や、維持費用等のコストが必要となる 

 

③ 治験依頼者によっては R-SDV システムを利用できない可能性がある 

治験依頼者によっては、ソフトウェアのインストール、実施体制の構築に関する対応

ができないために、R-SDV が利用されない可能性がある 

また、サテライト閲覧室等、R-SDV 専用の閲覧スペースを設けている場合には、予約

枠や混雑の状況等で、治験依頼者が R-SDV を希望どおりに実施できない可能性がある 

 

④ 医療機関側の業務負担が一部増える可能性がある 

A タイプの R-SDV においては、R-SDV のシステム管理やシステムに関する問い合わせ

対応、B タイプの R-SDV においては個人情報のマスキング及びスキャニング等の作業

が発生するため、医療機関側の業務の負担が一部増える可能性がある 

 

 

 

5 治験依頼者の動向（アンケート調査）、CRO、製薬業界の動向 

R-SDV については、現時点では未知な部分も多く、まだ広く認知されていない状況であ

り、R-SDV の利用経験について、大規模に調査した事例も少ない。このため、今回、臨床

評価部会加盟会社を対象として、R-SDV の現在の利用状況、利用する利点、懸念事項、改

善に向けて必要と考えている事項等を把握するためアンケート調査を実施した。アンケー

ト結果の詳細については、5.1 に示す。 

一方、治験依頼者の業務を支援する CRO については、治験依頼者の依頼を受けて実際に

R-SDV の利用を開始した企業や、対応について検討を開始した企業が確認された。 

また、製薬企業を中心とする業界団体や科学協会における動向としては、製薬協におけ

る本 TF 以外にも、EFPIA（欧州製薬団体連合会）や DIA（Drug Information Association）等、

R-SDV に関する取り組みや提言活動が進められており、業界全体としても R-SDV の普及を

促進する動きにあると言える。 

 

5.1 治験依頼者向けアンケート調査 

調査対象は、臨床評価部会加盟会社 66 社（内資系：50 社、外資系：16 社）とし、Web

を用いてアンケート調査（別添Ⅱ参照）を実施し、65 社（98.5％）から回答を得た（調査
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期間：2012 年 10 月 1 日～10 月 19 日）。 

 

（1） R-SDV の利用状況、利用希望 

R-SDV の利用経験の有無について、調査した結果を図 5-1 に示す。R-SDV の利用経験が

ある治験依頼者は 20％（13 社／65 社、内資系：9 社、外資系：4 社）と少数であった。 

 

 

図 5-1 R-SDV の利用経験 

 

次に、図 5-1 において R-SDV の利用経験がないと回答した 52 社に対し、R-SDV の利用

希望について調査した結果を図 5-2 に示す。今後「利用したい／利用を検討したい」と回答

した治験依頼者は 63％（33 社／52 社）であり、約 6 割の治験依頼者は今後、利用したい／

利用を検討したいと考えていることが確認された。 

 

 

図 5-2 R-SDV の利用希望（R-SDV 利用経験のない治験依頼者） 

 

R-SDV の経験がなく、図 5-2 の設問において、R-SDV を「利用しない／利用する予定は

ない、分からない」と回答した治験依頼者 19 社に対して、過去に R-SDV の利用を検討し

たことがあるかどうか調査した結果を図 5-3 に示す。その結果、R-SDV の利用を「検討し

たことがある」と回答した治験依頼者は 4 社のみであった。 

R-SDV 利用を「検討したことがある」と回答した 4 社に、R-SDV 利用を検討しながらも

利用しなかった理由について調査した結果、主な理由として「専用閲覧室の確保」、「情報

セキュリティの問題」に関する懸念が挙げられた。これら 4 社以外の、R-SDV の利用を「検

13 

52 

経験あり 

経験なし 

33 
7 

12 利用したい／利用を検討したい 

利用しない／利用する予定はない 

分からない 

（n=65 社） 

（n=52 社） 
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討したことがない」と回答した 15 社に、その理由を調査した結果、「R-SDV を導入してい

る医療機関が、実施医療機関になかった」、「R-SDV についてよく知らなかった」という回

答がほとんどであった。 

 

図 5-3 R-SDV の利用検討経験の有無＊ 

 

*R-SDV 利用経験がなく、「今後利用しない／利用する予定はない」又は「分からない」と回答した治験依

頼者を対象 

 

（2） R-SDV 利用に期待するメリット、懸念事項（R-SDV 利用経験のない治験依頼者） 

図 5-2 において、R-SDV の利用経験はないが、今後 R-SDV を「利用したい／利用を検討

したい」と回答した治験依頼者 33 社に対し、R-SDV の利用について、主に期待するメリッ

ト・主な懸念事項を調査した。主に期待するメリット（最大 3 項目まで選択）についての

調査結果を図 5-4 に示す。R-SDV の利用経験がない治験依頼者で、R-SDV の利用で主に期

待するメリットとしては、「交通費、宿泊費等の費用削減（22 件）」、「モニタリングの効率

化（21 件）」、「タイムリーな SDV が可能（18 件）」、「担当モニターの負担軽減（18 件）」、

「モニターの担当施設数の増加（11 件）」であった。また、グラフには示していないが、副

次的に期待するメリットについても調査をした結果、「上司、先輩による OJT に活用」、「デ

ータ固定までの時間の短縮」の回答が多く挙げられた。  

4 

15 

検討したことがある 

検討したことがない 

（n＝19 社） 
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図 5-4 R-SDV 利用に対して期待する主なメリット（利用経験のない治験依頼者） 

交通費・宿泊費等の費用削減：医療機関までの交通費・宿泊費等の費用削減（実地の SDV 回数の減少により訪問回数を削減できる）、 モニタリング

の効率化：モニタリングの効率化（不要な情報の記録を削減・実地 SDV に先立ち事前に Dr・CRC との対応事項を整理できる）、 タイムリーな SDV

が可能：タイムリーな SDV が可能（SAE,AE,逸脱事項のタイムリーなフォローアップ）、 担当モニターの負担軽減：担当モニターの負担軽減（移動時

間の削減・SDV の申請手続きの手間の削減）、 モニターの担当施設数の増加：モニター一人当たりの担当医療機関数／担当症例数の増加、 データ固

定までの時間の短縮：データ固定までの時間及び治験期間の短縮、 新たな雇用機会の創出：新たな雇用機会の創出（子育てなど様々な理由で出張が

困難な方が SDV できる可能性）、 上司・先輩による OJT に活用：上司・先輩による OJT に活用  

 

一方で、R-SDV に対して懸念する事項（最大 3 項目まで選択）について調査した結果を

図 5-5 に示す。R-SDV の利用経験がない治験依頼者が R-SDV を利用するに当たり主に懸念

する事項については、「個人情報が漏洩した場合に被る損害（21 件）」、「閲覧できる情報に

制限がある（16 件）」、「各医療機関によって R-SDV のシステムが異なる（16 件）」であっ

た。また、「閲覧している資料を原資料とみなすことができない（11 件）」や、「原資料と閲

覧内容に時差が生じる可能性がある（10 件）」、「R-SDV 専用の閲覧スペース、閲覧室の確

保が必要（9 件）」についても、約 3 割の治験依頼者から懸念事項として挙げられていた。 
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図 5-5 R-SDV 利用に対する主な懸念事項（利用経験のない治験依頼者） 

個人情報が漏洩した場合に被る損害：個人情報が漏洩した場合に被る損害と社会に与えるインパクトが大きい、 閲覧できる情報に制限がある：閲覧

できる情報に制限があり全ての原資料が閲覧できない、 各医療機関によって R-SDV のシステムが異なる：各医療機関によって R-SDV のシステムが

異なるため各々で要求される条件（専用ソフトのインストール・専用 PC の設置等）に対応するのが困難、 閲覧している資料を原資料とみなすことが

できない：閲覧している資料を原資料とみなすことができない、 原資料と閲覧内容に時差が生じる可能性がある：原資料と閲覧内容に時差が生じる

可能性、 R-SDV 専用の閲覧スペース・閲覧室の確保が必要：R-SDV 専用の閲覧スペース・閲覧室の確保が必要、 Dr・CRC とのコミュニケーション

の機会が減少：Dr・CRC とのコミュニケーションの機会が減少、 R-SDV の利用料がかかる：R-SDV の利用料がかかる 

 

（3） R-SDV のタイプ、利用環境 

図 5-1 において、R-SDV の利用経験があると回答した治験依頼者（13 社）に、利用した

R-SDVのタイプを調査した結果、これらの13社が経験したR-SDVの総数は23件であった。

このうち、A タイプの R-SDV の利用経験は 7 件であり、その利用先の実施医療機関は 2 施

設に集中していた。一方、B タイプの利用経験は 16 件であり、その利用先の実施医療機関

の半数（8 件）が一つの医療機関に集中していた。またこれらの 13 社の利用経験の内訳は、

A タイプのみ：1 社、B タイプのみ：7 社、A、B 両タイプ：5 社であった。 

R-SDV を利用している治験依頼者の閲覧場所について、A タイプ、B タイプ別にそれぞ

れ図 5-6 及び図 5-7 に示す。A タイプの R-SDV を利用している治験依頼者では、社内会議

室もしくは社内の R-SDV 専用閲覧室で R-SDV 専用 PC を用いて実施していた。社内に専用

閲覧室を設けている治験依頼者の中には、電子錠や監視カメラ等の設置や閲覧専用 PC の準

備といった初期費用として約 100～150 万円程度投資している企業も存在した。また、治験

依頼者のオフィスが自社ビルでなく賃貸である場合は、初期費用だけでなく専用閲覧室の

維持費用が必要となるため、首都圏中心部にオフィスがある企業では、月額 10～19 万円の

範囲で維持費用が発生していることも確認された。一方、B タイプの R-SDV を利用してい

る治験依頼者では、ほとんどの治験依頼者が専用閲覧室においてではなく、治験依頼者か

らモニターに貸与された PC を用いてモニターの自席での R-SDV を実施しており、初期投

資額及び毎月の維持費用も低額であった。 
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図 5-6 R-SDV 閲覧場所（A タイプ）   図 5-7 R-SDV 閲覧場所（B タイプ） 

 

（4） R-SDV 利用に際して期待したメリット、実際に利用して得られたメリット 

R-SDV の利用経験がある治験依頼者に対して、R-SDV 利用前に期待した主なメリット（最

大 3 項目まで選択）及び実際に利用して得られた主なメリット（最大 3 項目まで選択）を

調査した結果をそれぞれ図 5-8 及び図 5-9 に示す。R-SDV 利用前に期待した主なメリットと

しては、「モニタリングの効率化（18 件）」、「担当モニターの負担軽減（15 件）」、「交通費・

宿泊費等の費用削減（15 件）」、「タイムリーな SDV が可能（13 件）」であった。 

一方、R-SDV を実際に利用して得られた主なメリットとしては「モニタリングの効率化

（17 件）」、「タイムリーな SDV が可能（17 件）」、「交通費・宿泊費等の削減（12 件）」、「担

当モニターの負担軽減（10 件）」であった。R-SDV 利用前の期待と、実際に利用して得ら

れたメリットの内容に大きな差は認められなかったが、「タイムリーな SDV が可能」につ

いては、利用前の期待と比較して実際に利用して得られたメリットとしての回答が多く、

一方で、モニターの負担軽減については、期待していたよりはメリットが小さいという回

答であった。 

なお、グラフには示していないが、副次的なメリットについても調査をした結果、利用

前に期待したメリット及び実際に利用して得られたメリットともに「データ固定までの時

間の短縮」という回答が多かった。また、その他の意見として、R-SDV を実施することに

よってモニターが社外に持ち出す機密情報等の紛失を未然に防止できるという回答が得ら

れた（5.2 R-SDV に関するアンケート調査結果の考察（3）を参照）。 
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図 5-8 R-SDV の利用前に期待した主なメリット 

モニタリングの効率化：モニタリングの効率化（不要な情報の記録を削減・実地 SDV に先立ち事前に Dr・CRC との対応事項を整理できる）、 担当モ

ニターの負担軽減：担当モニターの負担軽減（移動時間の削減・SDV の申請手続きの手間の削減）、 交通費・宿泊費等の費用削減：医療機関までの交

通費・宿泊費等の費用削減（実地の SDV 回数の減少により訪問回数を削減できる）、 タイムリーな SDV が可能：タイムリーな SDV が可能（SAE,AE,

逸脱事項のタイムリーなフォローアップ）、 データ固定までの時間の短縮：データ固定までの時間及び治験期間の短縮、 モニターの担当施設数の増

加：モニター一人当たりの担当医療機関数／担当症例数の増加、 上司・先輩による OJT に活用：上司・先輩による OJT に活用、 新たな雇用機会の

創出：新たな雇用機会の創出（子育てなど様々な理由で出張が困難な方が SDV できる可能性） 

 

 

図 5-9 R-SDV を実際に利用して得られた主なメリット 

モニタリングの効率化：モニタリングの効率化（不要な情報の記録を削減・実地 SDV に先立ち事前に Dr、CRC との対応事項を整理できる）、 担当モ

ニターの負担軽減：担当モニターの負担軽減（移動時間の削減・SDV の申請手続きの手間の削減）、 交通費・宿泊費等の費用削減：医療機関までの交

通費・宿泊費等の費用削減（実地の SDV 回数の減少により訪問回数を削減できる）、 タイムリーな SDV が可能：タイムリーな SDV が可能（SAE,AE,

逸脱事項のタイムリーなフォローアップ）、 データ固定までの時間の短縮：データ固定までの時間及び治験期間の短縮、 モニターの担当施設数の増

加：モニター一人当たりの担当医療機関数／担当症例数の増加、 上司・先輩による OJT に活用：上司・先輩による OJT に活用、 新たな雇用機会の

創出：新たな雇用機会の創出（子育てなど様々な理由で出張が困難な方が SDV できる可能性） 

 

（5） R-SDV の利用に際して懸念した事項、実際に利用した際に発生した問題点 

R-SDV の利用経験がある治験依頼者に対して、R-SDV 利用に際し、利用前に主に懸念し

た事項（最大 3 項目まで選択）及び実際に利用して発生した問題点（複数選択）を調査し

た結果について、それぞれ図 5-10 及び図 5-11 に示す。利用前に主に懸念した事項としては、
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「閲覧している資料を原資料とみなすことができない（14 件）」、「閲覧できる情報に制限が

ある（10 件）」、「各医療機関によって R-SDV のシステムが異なる（8 件）」、「個人情報が漏

洩した場合に被る被害（8 件）」であった。その中で最も多かった懸念事項「閲覧している

資料を原資料とみなすことができない」については、そのほとんどが B タイプの R-SDV 利

用経験がある治験依頼者からの回答であった。 

一方、実際に発生した問題点としては、「最新のカルテがタイムリーに閲覧できない（9

件）」、「原資料と R-SDV のバリデーションがとれていない（8 件）」、「R-SDV によって閲覧

できない原資料がある（8 件）」という回答が多かった。これらの問題点のうち最初の 2 つ

の項目は、B タイプの R-SDV に対する意見であった。上位 3 つの項目の次に多かったもの

は「特に問題は発生しなかった（6 件）」であり、R-SDV の利用において概ね大きな問題が

生じていないことも伺える結果であった。 

 

図 5-10 R-SDV の利用前に主に懸念した事項 

閲覧している資料を原資料とみなすことができない：閲覧している資料を原資料とみなすことができない、 閲覧できる情報に制限がある：閲覧でき

る情報に制限があり全ての原資料が閲覧できない、 各医療機関によって R-SDV のシステムが異なる：各医療機関によって R-SDV のシステムが異な

るため各々で要求される条件（専用ソフトのインストール・専用 PC の設置等）に対応するのが困難、 個人情報が漏洩した場合に被る損害：個人情報

が漏洩した場合に被る損害と社会に与えるインパクトが大きい、 R-SDV の利用料がかかる：R-SDV の利用料がかかる、 R-SDV 専用の閲覧スペース・

閲覧室の確保が必要：R-SDV 専用の閲覧スペース・閲覧室の確保が必要、 原資料と閲覧内容に時差が生じる可能性がある：原資料と閲覧内容に時差

が生じる可能性、 Dr・CRC とのコミュニケーションの機会が減少：Dr・CRC とのコミュニケーションの機会が減少 
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図 5-11 R-SDV の利用中あるいは利用後に、実際に発生した問題点 

最新のカルテがタイムリーに閲覧できない：最新のカルテがタイムリーに閲覧できない、 原資料と R-SDV のバリデーションがとれていない：原資料

と R-SDV のバリデーションがとれていない、 R-SDV によって閲覧できない原資料がある：R-SDV によって閲覧できない原資料がある、 特に問題

は発生しなかった：特に問題は発生しなかった、 Dr・CRC とのコミュニケーションの機会が減少：Dr・CRC とのコミュニケーションの機会が減少、 

情報セキュリティに関する問題：情報セキュリティに関する問題、 規制当局から何らかの指摘を受けた：規制当局から何らかの指摘を受けた、 事

前の SDV 申請・SDV 実施結果の報告等の手続きが手間：事前の SDV 申請・SDV 実施結果の報告等の手続きが手間、 SDV に費やす時間が増えた：SDV

に費やす時間が増えた（自由に閲覧できるために詳細な部分まで閲覧してしまう） 

 

5.2 R-SDVに関するアンケート調査結果の考察 

アンケート結果の考察のまとめ 

① 現状としては、R-SDV の利用経験がある治験依頼者は少なく、R-SDV を導入している

医療機関数も限られている一方で、R-SDV 利用に関心・期待をいだいている治験依頼

者は多い 

② 治験依頼者のオフィス内に R-SDV 専用の閲覧室を確保することは容易ではなく、

R-SDV の利用を開始するに当たり、R-SDV 専用の閲覧室の設置を必須条件とされてい

る場合は、本条件が障壁となっている可能性がある 

③ 「個人情報漏洩に対する懸念」の考え方が、R-SDV 利用の採否の差として現れている 

④ 治験依頼者が R-SDV に期待するメリットとして「交通費等コストの削減」よりも「タ

イムリーな SDV」、「モニタリング業務の効率化」により重点を置いている 

⑤ R-SDV にて閲覧している資料を原資料とみなすことができないことが、懸念事項の一

つとして挙げられている 

 

（1） R-SDV の利用状況、利用希望 

今回のアンケート調査の結果、現在「R-SDV を利用したことがある」治験依頼者は 65 社

中、13 社（20％）であり、R-SDV の利用経験がある会社数は現時点では少数であると言え

るが、13 社の中には、1 社の SMO を介して全国で 27 医療機関の R-SDV を実施している製

薬企業も確認され、今後の利用推進につながるものと考えられる。 

R-SDV の利用経験のない治験依頼者が R-SDV の利用を検討したことがない理由は、
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「R-SDV を導入している医療機関が実施医療機関になかった」、「R-SDV についてよく知ら

なかった」という回答が多く、現状では、R-SDV を導入している医療機関が少なく、治験

依頼者全体に R-SDV がまだ浸透してないことが明らかになった。しかし、R-SDV の利用経

験のない 52 社の中で、今後「R-SDV を利用したい／利用を検討したい」と考えている治験

依頼者は 33 社であり、利用経験のある企業を含めると、46 社（71％）が R-SDV に関心を

持っているという結果となることから、多くの治験依頼者が R-SDV の有用性を期待してい

るものと考えられる。 

一方で、「利用しない／利用する予定はない」と回答した治験依頼者のうち、R-SDV の利

用を検討しながらも、利用に至らなかった治験依頼者にその理由を調査した結果、R-SDV

専用の閲覧室を確保することが困難であるという回答が多かった。この点から、医療機関

が想定しているよりも、治験依頼者にとってオフィス内に新たに R-SDV 専用のスペースを

確保することが大きな負担となっているものと考えられる。 

 

（2） R-SDV のタイプ、利用環境 

今回のアンケート調査結果では、R-SDV の利用の経験がある 13 社 23 件のうち、A タイ

プの R-SDV 利用経験は 7 件と少数であったが、治験依頼者の期待度を考えると、今後、

R-SDV の普及に伴って増加することが予想される。 

また、R-SDV の利用環境については、A タイプでは専用閲覧室の設置等による初期投資

額が高額となることがある一方で、現存する B タイプの場合は、専用閲覧室の設置が必須

条件として要求されておらず、ほとんどの場合でモニターの自席にて閲覧していることか

ら、初期投資額も低額であった。 

 

（3） R-SDV 利用に期待するメリット、懸念事項（R-SDV の利用経験がない治験依頼者） 

R-SDVの利用経験はないが、今後R-SDVを実施したいと考えている治験依頼者に、R-SDV

の利用に際し期待する事項を調査した結果、R-SDV の利用経験がある治験依頼者とほぼ同

じ項目に期待が寄せられており、その内容に大きな違いは認められなかった。 

R-SDV の利用経験がある治験依頼者の中からは、R-SDV のメリットとして「モニターが

社外に持ち出す機密情報等の紛失の未然防止」という回答も得られた。モニターが実地 SDV

の際に持ち歩く資料に被験者の個人情報が含まれることはないが、診療情報のメモや、プ

ロトコール等の企業の機密情報も含まれており、たとえ個人情報に該当せずとも、紛失し

た際の影響は小さいものではないと考えられる。このことから、R-SDV を利用することで、

実地 SDV を行う移動に伴う人的ミスによる情報漏洩リスクを軽減させるというメリットも

見出せるものと考えられる。 

一方で、R-SDV の利用に際し懸念する事項を調査した結果では、利用経験のない治験依

頼者では、利用経験のある治験依頼者と異なり、「個人情報漏洩に対する懸念」の回答が最

も多かった。この「個人情報漏洩に対する懸念」の考え方が、R-SDV 利用の採否の差とし
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て現れているものと推察される。個人情報漏洩の懸念については、R-SDV 特有のリスクで

はなく、実地 SDV でも留意すべき点であると思われるが、コンピューターウイルスやサイ

バー攻撃による情報セキュリティの面の情報漏洩リスクについては、R-SDV 特有の懸念事

項と考えられる。R-SDV における個人情報漏洩の懸念については、情報セキュリティの面

と監視の目がない場所でのシステム利用者のモラルについて、同時に議論されることが多

いため、これらは切り分けて検討すべきと考えられる。なお、6.2 項（2）に詳細を述べる

が、R-SDV で生じた問題として複数の医療機関から聴取した内容から、個人情報漏洩に直

結する問題は現時点において生じていないことを確認している。 

 

（4） R-SDV 利用に際して期待したメリット、実際に利用して得られたメリット 

アンケート調査結果より、R-SDV の利用経験がある治験依頼者が R-SDV 利用前に期待し

た点として、「交通費等の削減」よりも「モニタリング業務の効率化」により重点を置いて

いることが確認された。即ち、医療機関の SDV の予約枠や訪問日程を心配することなくカ

ルテを閲覧できること、EDC を使用している場合には遠隔での SDV が可能となり、実地

SDV の回数削減が期待できること、実地での SDV が必要となる場合でも、事前に確認事項

を整理して実地 SDV を効率的に実施できることが期待されるほかに、実地 SDV に伴う手

続・作業の削減や、被験者のカルテの記載情報を念のためにメモするという無駄な作業が

削減されることを期待している治験依頼者が多いと考えられる。このため、R-SDV を利用

する際に、事前手続や実施報告等の業務が発生し、通常の SDV よりも追加で業務が増える

場合は、逆に R-SDV の利用の有用性が低下するものと考えられる。よって、これらのプロ

セスは医療機関として必須のものを除き、可能な限り最小限かつ簡便なものとなるように

検討されることが望まれる。 

また、R-SDV の利用前に期待した点と、実際に利用して感じたメリットの調査結果を比

較すると、治験依頼者は「モニタリング業務の効率化」に加え、「タイムリーな SDV」に価

値を見出していると考えられる。即ち、R-SDV の利用により、モニターが EDC の情報だけ

では確認できない被験者の診療情報、検査結果、観察所見等の情報をタイムリーに確認し、

逸脱や SAE に対して早期のフォローを行うことにより、被験者の安全性を確保するととも

に治験の質の向上が得られることを重要視しているものと考えられる。 

 

（5） R-SDV の利用に際して懸念した事項、実際に利用した際に発生した問題点 

R-SDV の利用に際して懸念した事項と、実際に利用した際に発生した問題点を調査した

結果、B タイプの R-SDV では、治験依頼者として「閲覧している資料を原資料とみなすこ

とができない」という回答が多く挙げられ、また A タイプからも少数ではあるが、同様の

意見が得られた。この点については、8.2 項でも触れるが、「原資料との照合」という本来

の SDV 作業の観点からは、R-SDV による制約として捕らえられるが、データの信頼性が適

切に担保できるのであれば、原資料の「写し」によるデータとの照合でも問題ではないと
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考えられる（8.2（4）を参照）。 

一方で、R-SDV の利用前の懸念事項には挙げられなかったが、「最新のカルテがタイム

リーに閲覧できない」という点が実際に B タイプの R-SDV を利用した際の問題点として多

くの治験依頼者から挙げられていた。治験依頼者は「タイムリーな SDV」が実施できるこ

とに R-SDV の価値を見出しており、医療機関が取り組む課題の一つであると考えられる。

また、実際にA タイプの R-SDV を利用した際の問題点については、回答は少ないながらも、

同意文書や紙のワークシートといった電子カルテ以外の資料など「R-SDV によって閲覧で

きない原資料がある」という点が挙げられた。この点は B タイプに対する回答としても多

く寄せられており、R-SDV 共通の課題であるが、改善されることで R-SDV の利用価値が一

層高まると考えられる。 

 

 

6 R-SDVに関する医療機関の現状 

6.1 医療機関の動向 

R-SDV を導入している医療機関に関して本 TF で情報収集した結果を以下に述べる。本

TF で確認した中では、表 6.1-1 の医療機関やグループが R-SDV を導入していた。全国規模

に鑑みると、現時点では R-SDV を導入している医療機関数は非常に少数であると言える。

しかしながら、現在、導入を検討している医療機関や、交通の利便性が良い場所といった

医療機関外で閲覧が可能となるサテライト閲覧室の設置による R-SDV の導入を実施又は検

討している医療機関もいくつか公表されており、今後は R-SDV を導入する医療機関が増加

していくことが推察される。 

 

表 6.1-1  R-SDV を導入している医療機関一覧* 

A タイプ B タイプ 

・静岡県立静岡がんセンター 

・国立病院機構 金沢医療センター 

・浦添総合病院 

・徳州会グループ 

・近畿大学医学部附属病院 

・北里大学病院 

・医療法人原土井病院 

・シーピーシー治験病院 

*本 TF で確認した医療機関 

 

6.2 R-SDVに関する医療機関の意見 

R-SDV を導入している A タイプ及び B タイプの一部の医療機関に対して意見聴取した結

果を以下に示す。また、5.項で述べた治験依頼者を対象に実施したアンケート結果と比較し、

両者が考える R-SDV に関する意見の相違点及び解決する方策等について検討した結果につ

いても述べる。なお、これらの検討結果は、一部の医療機関のみに意見聴取した結果であ

り、解釈については考慮が必要である。 
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（1）R-SDV に期待した事項、実際にメリットと考える事項について 

医療機関が R-SDV 導入前に期待した点、導入後にメリットと考えられた点について、意

見聴取した結果を表 6.2-1 に示す。 

 

表 6.2-1 医療機関が R-SDV を導入する上で期待した事項とメリット 

【導入前に期待した点】 【導入後にメリットと考えた点】 

・医師、CRC の対応時間の軽減 

・実地 SDV 回数の減少 

・閲覧スペースの予約混雑の緩和 

・治験受託数の増加 

・治験全体の効率化 

・医療機関及び治験依頼者の関心の向上 

 

・モニターがタイムリーに SDV できる 

・実地 SDV を行う前に事前予習でき、医療機

関訪問時の業務を効率化できる 

・社内で事前に検討された上で対応方針を指

示される 

・モニターの OJT やモニターリーダーによる

QC へ活用できる 

・出張費等コストの軽減 

・治験依頼者のリソースの有効活用（内勤者

による SDV 業務など） 

 

医療機関が R-SDV 導入後に感じたメリットとしては、モニターが医師や CRC と面会す

る前に、確認ポイントについて事前予習できる点や、社内で事前に検討された上でモニタ

ーより対応方針が提示されることで面会時間を短縮できる点であった。この点は、治験依

頼者側が挙げたメリットと合致している。一方で、実地 SDV の回数については、現状とし

て顕著な減少が認められないものの、医療機関訪問前にモニタリングの予習ができること

から、実地 SDV で確認できる情報量は確実に増えているようであるとの意見であった。 

 

（2） R-SDV に対する懸念事項、利用後に発生した問題点について 

次に、医療機関における R-SDV に対する懸念事項及び利用後に発生した問題点について

表 6.2-2 に示す。 

 

表 6.2-2 R-SDV に対して懸念した事項、利用後に発生した問題点 

懸念事項 利用後に発生した問題点 

【医療機関での懸念事項】 

・利用環境の整備に関するハードルの高さが

導入の妨げになる可能性（PC の購入や

R-SDV 閲覧室の設置など） 

・治験依頼者が詳細に診療記録を確認してい

ることを前提にして CRC がモニターに頼

る可能性 

 

【依頼者への懸念事項】 

・モニターの集中力が低下する点や、それに

伴って R-SDV の実施時間が延びる傾向に

あるという点 

・運用初期にシステムのエラーで一部文字化

けが生じた 

・誤操作によると考えられる USB キーの不

具合が生じた 
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医療機関が考える懸念点に、R-SDV の実施要件として、治験依頼者のオフィスに R-SDV

専用閲覧室の設置や閲覧専用 PC を設置することが、治験依頼者にとって R-SDV の利用に

踏み切れない要因に成り得るという意見が得られた。本 TF で実施した治験依頼者を対象と

したアンケート結果においても、R-SDV の利用を断念した主な理由として専用閲覧室を確

保できないことが挙げられている。 

その他の懸念事項として、R-SDV の利用時間に制限を設けないことがモニターの集中力

を低下させ、R-SDV の実施時間が延びることやオーバークオリティーの業務となる可能性

や、治験依頼者がタイムリーに診療情報を確認できることから、本来 CRC が確認すべき対

応についてもモニターに頼ってしまうことを懸念する意見が得られた。 

一方、R-SDV の運用開始後に医療機関で発生した問題点として、A タイプの R-SDV を導

入した医療機関で一部文字化けが生じた点や、システム利用者の誤操作による R-SDV 専用

USB キーの不具合、治験依頼者によって社内の情報セキュリティポリシーが異なるために、

R-SDV システムが正常に作動せずに調整が必要となるケースがあったという意見が得られ

た。前者は、治験依頼者から挙げられた「原資料と R-SDV のバリデーションがとれていな

い」という問題点に関連する内容であるが、今回、意見聴取した医療機関で発生したケー

スは、電子カルテソフトのバージョンアップによる R-SDV システムとの互換性に起因して

おり、適切に対処することで問題は解決されているとのことであった。 

以上のように、導入後に顕在化した問題点は、システムトラブルに起因するものであり、

現時点では、治験依頼者及び医療機関が利用又は導入前に R-SDV の懸念点として挙げた「個

人情報の漏洩」に繋がるものは発生していなかった。 

これらより、治験依頼者と医療機関とで観点は異なるものの、R-SDV の活用が治験の効

率化や治験の質の向上にメリットがあるという点では双方で一致していると考えられる。

また、専用閲覧室の設置や R-SDV の閲覧範囲の制限等の課題については、今後、双方で検

討を行い、解決の方向性を見出して行くことによって、更なる利用又は導入が促進される

ものと考えられる。 

 

6.3 SMOの動向 

医療機関等を支援する SMO における動向については、治験依頼者の意見聴取に着手した

企業や、地方都市の医療機関を支援するSMOで積極的に取り組んでいる事例が確認された。 

更に、全国的にグループ展開している医療機関と連携し、医療機関のネットワーク環境

を利用して東京と大阪にサテライト閲覧室を設置し、グループに属する各医療機関の電子

カルテを閲覧できるシステムを導入している SMO も確認された。 

現時点において R-SDV に対して主体となって取り組んでいない SMO からは、その理由

として、「治験依頼者からのニーズを計り兼ねる」、「治験依頼者の動向を確認しながら医療

機関毎に対応を進める方針」等が挙げられており、5.2 項で触れた全国 27 医療機関で R-SDV

を実施している製薬企業の事例のように、治験依頼者が R-SDV の特性と利便性を理解した
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上で、どのように活用していくのかを明確に示すことにより、SMO 業界ならびに SMO 各

社の取り組みが進展していくものと推測される。 

 

 

7 R-SDVにおける留意事項 

7.1 規制要件 

本項では、R-SDV を実施するに当たり考慮することが必要と考えられる規制要件につい

て検討した。GCP 省令においては R-SDV に関する規定はないが、R-SDV を実施する上で、

治験依頼者と医療機関は、以下に示すような個人情報の保護に関連する規制やガイドライ

ンに留意することがまず重要であると考えられる。 

 

【個人情報保護法】 

個人情報の取扱いについては、個人情報の性質と重要性を十分に認識し、適正に取扱う

必要があると考えられる。 

なお、個人情報の取扱いについては、通常の実地 SDV においても同様に留意すべき点で

はあるが、R-SDV の利用に際しては、以下の点について改めて認識すべきと考えられる。 

 

○個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号） 

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/houritsu.pdf 

（1）個人情報の利用目的の特定、利用目的による制限（15 条、16 条）  

（2）個人情報の適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等（17 条、18 条）  

（3）個人データの内容の正確性の確保（19 条）  

（4）個人データの安全管理措置、従業者・委託先の監督（20 条～22 条）  

（5）本人の同意を得ない第三者への個人データ提供の制限（23 条） 等 

 

○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン 

（平成 16 年 12 月 24 日通知、平成 18 年 4 月 21 日改正、平成 22 年 9 月 17 日改正） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf 

 

○製薬企業における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン（平成 17 年 1 月） 

http://www.fpmaj.gr.jp/documents/nyeGL0201.pdf 

 

また、R-SDV の導入に際しては、医療機関の責任者、情報システム管理者、システム業

者等が、各々で関連する規制やガイドラインを理解し、個々に対策を講じることが重要で

あると思われる。 

以下に、医療機関が R-SDV の導入を検討するに際し、関連すると思われるガイドライン



64 

 

の一例を記載する。 

 

○医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 4.1 版（平成 22 年 2 月） 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0202-4a.pdf 

（診療録等を電子的に保存する場合の指針や電子文書法（e-文書法）*に基づきスキャナ等

で電子化して保存する場合の指針等についても述べられている） 

*電子文書法（e-文書法）：保存が義務付けられた文書の電子化を認める法律。平成 16 年 11 月に制定、

平成 17 年 4 月に施行された。正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律」。 

○ASP・SaaS*における情報セキュリティ対策ガイドライン（平成 20 年 1 月 30 日） 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0730-18l.pdf 

*ASP（Application Service Provider）及び SaaS（Software as a Service）とは、ネットワークを通じてアプ

リケーション・サービスを提供するもので、そうしたサービスを提供するビジネスモデルを指す。 

 

○ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン 第 1.1 版 

（平成 22 年 12 月） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000166469.pdf 

 

○医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン 第 2 版（平成 24 年 10 月） 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf 

 

その他に、一例として、大阪市の条例では「実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と

認められ、及び個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、通信回線

による電子計算組織の結合による外部提供をしてはならない」として、個人情報の外部提

供が制限されている。したがって、R-SDV を利用予定の実施医療機関がある各地方公共団

体における個人情報の保護に関する条例の有無についても、医療機関等では事前に確認し

ておく必要があると思われる。 

 

○大阪市個人情報保護条例（2009 年 4 月 1 日） 

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/cmsfiles/contents/0000020/20339/zyourei.pdf 

 

7.2 R-SDVに関する治験依頼者の実施体制 

R-SDV を実施するに当たっては、治験依頼者における R-SDV の社内実施体制を整備して

おくことが望ましいと考えられる。本章第 2 項で述べたが、R-SDV は、治験依頼者が社内

で実施する以外に、実施医療機関もしくは SMO が医療機関外に設置したサテライト閲覧室

にて閲覧する場合がある。サテライト閲覧室を介した R-SDV については、実施医療機関の
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方針に従って社内の実施手順書を整備することで良いと考えられるが、本項では、主に治

験依頼者の社内から R-SDV を実施する際に必要と思われる事項について述べる。 

 

【R-SDV 実施場所】 

A タイプの R-SDV を実施する際は、実地 SDV と同様に個人情報の取扱いに十分留意する

必要があるが、医療機関の管理外で実施することを考慮すると、モニターのモラルだけで

なく、R-SDV の実施場所は、閲覧権限を有する者（閲覧権限者）のみが閲覧可能である専

用のスペースや、社内の会議室等が望ましいと思われる。しかし、そのような専用閲覧室

を確保、維持できない場合は、パーテーション等で仕切る等して、閲覧権限者以外が閲覧

できないような措置を講じる必要があると考えられる。これについては、8.2 項で見解を述

べる。 

B タイプの R-SDV においては、現状、我々が確認しているシステムでは、被験者の個人

情報は全てマスキングされているため、必ずしも専用のスペースを確保する必要はないと

考えられるが、被験者の診療情報を取扱っていることに留意し、可能な限り、閲覧権限を

有する者以外が閲覧できないような場所で閲覧することが必要であると考えられる。本 TF

で調査した範囲では、B タイプで専用閲覧室の設置を必須とした医療機関はなく（EDC 閲

覧と同様のセキュリティレベルであれば問題ないとの意見も、意見聴取した医療機関から

得られている）、モニターの自席もしくは SSL-VPN 等のセキュアな回線を利用することで

出張先のホテルでも利用できる等、フレキシブルな環境で R-SDV が利用できることは、治

験依頼者にとってメリットであると考えられる。 

なお、サテライト閲覧室は、実施医療機関のセキュリティポリシーに従って設置ならび

に治験依頼者に供されているため、治験依頼者としては通常の実地 SDV と同様に利用すれ

ばよいと考えられる。 

 

【R-SDV 閲覧用 PC】 

R-SDV で使用する PC については、個人情報漏洩の防止及び情報セキュリティへの対策に

留意する必要があると考えられる。まず、閲覧権限者のみが該当医療機関の R-SDV システ

ムを利用できるよう使用する PC を特定、制限することが望ましいと考えられる。特に、A

タイプの R-SDV を利用する場合は、治験依頼者の社外で閲覧できないようにするために、

R-SDV 専用 PC を設置し、適切に管理（貸出・返却者及び使用日時の記録を含む）すること

が重要であると考えられる。 

次に、最新のコンピューターウイルス対策ソフトウェア等をインストールし、機器の厳

重なセキュリティ管理を行う必要があると考えられる。なお、R-SDV ソフトウェアについ

ては、医療機関により使用するソフトウェアが異なることも踏まえ、該当する R-SDV シス

テムと社内のセキュリティシステム、又はコンピューターウイルス対策ソフト間で相性に
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問題があることが原因で稼働しない場合もあることから、事前に確認しておく必要がある

と考えられる。 

 

【管理責任者】 

治験依頼者は、社内で R-SDV を適切に運営管理するために、管理責任者を指名すること

が望ましいと考えられる。管理責任者の責務としては、R-SDV を実施する上で必要となる

業務の管理であり、例えば、R-SDV 実施場所の管理、R-SDV の利用者（以下、システム利

用者）の管理（専用閲覧室の入退室管理、閲覧用 PC の貸出管理）、ソフトウェアの管理（イ

ンストール、メンテナンス等）、システム利用者に対する個人情報保護及び情報セキュリテ

ィ等に関する教育・研修の実施等が挙げられる。 

 

【R-SDV 利用者】 

R-SDV は、実施医療機関に申請し許可された者のみが利用できる。また、治験で必要と

なる情報以外については、特に被験者の個人情報に関する記録や撮影は厳禁と考えられる。 

システム利用者の条件としては、通常の SDV でのモニターの要件と同様にモニターとし

て指名されており、かつ、当該プロトコールの担当者（当該医療機関の主担当者／副担当

者／プロトコール責任者等）であること、また、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する教育研修を受講していることに加えて、R-SDV に関する医療機関手順書、社内手順書

を遵守すること等が考えられる。 

 

【教育研修】 

R-SDV では、医療機関外で被験者の情報を取扱うことから、R-SDV 利用者に対して、個

人情報保護、情報セキュリティ及び社内の R-SDV 手順書等に関する教育研修を行うことが

望ましいと考えられる。なお、これらの研修は、管理責任者の責任の下、R-SDV の実施前

までに行う必要があると考えられる。 

 

【R-SDV 手順書】 

R-SDV を適切に実施するため、治験依頼者の実施体制に基づいて R-SDV に関する手順書

を作成することが必要であると考えられる。管理責任者及びシステム利用者は当該手順書

を理解し、遵守する必要があると考えられる。当該手順書を作成する際に記載することが

望ましいと考える項目例について、以下に示す。 

 

（1）手順書の目的と適用範囲について 

（2）社内実施体制について 

・管理責任者の指名とその責務 

・R-SDV 利用者の要件 
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・管理責任者による R-SDV 閲覧用 PC 及びソフトウェアの整備及び管理 

・R-SDV 実施場所の要件 

（3）R-SDV の実施手順について 

（4）教育研修（個人情報保護、情報セキュリティ）について 等 

 

【モニタリング手順書】 

R-SDV の社内実施体制に関する手順書（R-SDV 手順書）とは別に、R-SDV によって閲覧

する資料の特定など、当該医療機関において R-SDV をどのように実施していくかモニタリ

ング（又は直接閲覧）実施手順書に記載することが必要であると考える。 

 

7.3 R-SDVに関する医療機関実施体制 

R-SDV を導入するに当たっては、医療機関は院内における実施体制を整備しておくこと

や、実施体制に準じて R-SDV に関する手順書を作成する必要があると考えられる。以下に、

医療機関において整備しておくことが望ましいと考えられる事項を述べる。 

 

【R-SDV システムの導入】 

R-SDV は治験依頼者が医療機関外で被験者の診療情報を閲覧するため、個人情報保護の

観点から、その取扱いには十分配慮する必要があると考えられる。R-SDV に使用するシス

テムには、セキュリティレベルに優れた EDC と同等又はそれ以上の高いセキュリティレベ

ルが求められ、以下について考慮が必要であると考えられる。 

（1）閲覧のための ID やパスワードの使用、専用ソフトウェアや使用機器のメンテナンス

（2）最新のウイルス対策等 

（3）厳密なセキュリティ管理 等 

 

また、B タイプの R-SDV の場合、診療録情報のプリントアウト、個人情報のマスキング

及び PDF 化等の事務作業が増えるため、人的リソースの確保も必要であると考えられる。 

 

【R-SDV サポート体制の構築】 

実施医療機関は、治験依頼者等から寄せられる R-SDV システムの使用方法に関する問い

合わせやトラブル発生時の対処等に対応できるような体制を構築しておくことが必要であ

ると考えられる。 

 

【R-SDV に関する説明】 

R-SDV を初めて利用する治験依頼者に対しては、実施医療機関において、システム操作

等の適切な理解のために、R-SDV 利用に関して説明することが必要であると考えられる。

内容としては、R-SDV システムや手順等について説明するとともに、R-SDV 実施場所等、
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治験依頼者における実施体制を確認しておくこと等が挙げられる。 

 

【R-SDV に関する説明文書及び同意文書の作成】 

治験依頼者の社内など医療機関の環境外のシステムで被験者の診療情報を閲覧する場合

は、通常の実地 SDV の状況とは異なると考えられることから、通常の説明文書及び同意文

書に記載される項目の他に、R-SDV の目的や方法等について記載し、被験者の同意を得て

いる医療機関もある。同意説明文書に記載する項目例を以下に示す。 

 

（1）通信回線等を通じてカルテを閲覧する目的 

（2）通信回線等を通じたカルテを閲覧する方法 

（3）個人情報の取扱いや予測される不利益 等 

 

【R-SDV に関する医療機関手順書の作成】 

R-SDV に関する医療機関の実施手順書を作成し、各業務手順について定めておく必要が

あると考えられる。手順書には、R-SDVの実施手順以外にR-SDVシステムや使用する機器、

また、R-SDV を利用する治験依頼者に必要な要件等についても記載することが望ましい。

手順書に記載する必要があると考えられる主な例を以下に示す。 

 

（1）手順書の目的とその適応範囲について 

（2）R-SDV システムや機器及びそのセキュリティ管理について 

（3）R-SDV を利用する治験依頼者に必要となる要件について 

 （4）R-SDV の実施手順について 

・R-SDV 利用の申し込みから R-SDV 実施までの手順 

・R-SDV 実施における注意事項 

（5）R-SDV サポート体制の構築及び R-SDV 説明会の実施について 

（6）R-SDV における説明文書及び同意文書の記載項目について 等 

 

7.4. R-SDVを利用／導入検討する際のポイント 

ここまで、R-SDV の特徴、導入の要件、メリット及び懸念事項について現在得られてい

る情報を基に考察を述べてきた。本項では、治験依頼者が R-SDV を利用検討する際のポイ

ント、また、実施医療機関が R-SDV を導入検討する際に留意すべきポイントについて、そ

れぞれ検討した結果を述べる。また、最後に、治験依頼者が R-SDV 利用を検討する際の参

考資料として、確認項目を表 7.4.2-1 に一覧表としてまとめた。 

 

7.4.1 治験依頼者が R-SDVを利用検討する際の確認項目 

本 TF が考える、A タイプ、B タイプ各々の R-SDV の特徴を、表 7.4.1-1 にまとめた。 
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表 7.4.1-1 A タイプ、B タイプ各々の R-SDV の特徴 

項目 A タイプ B タイプ 

タイムリーに閲覧できる ・電子カルテシステムと連動して

いる 

・PDF 化するタイミングによって、

タイムラグが生じる可能性あり 

閲覧資料のバリデーション ・通常、実地 SDV と同じ資料を閲

覧できる 

・システムで自動的に電子カルテ

情報が反映される 

・R-SDV 閲覧後に資料が修正され

た場合は、修正履歴を見逃して

しまう可能性あり 

・人為的作業が発生するため、ミ

スが生じる可能性あり 

閲覧できる資料の範囲 ・電子カルテシステムと連動して

いる資料は原則閲覧可能 

・同意文書など、紙資料について

は、スキャニングが必要 

・登録時の適格性確認等、過去の

カルテについてはスキャニング

が困難な可能性あり 

・検査値、検査報告書等スキャン

する項目が増える毎に追加でリ

ソースが必要となり、費用が発

生する可能性あり 

個人情報漏洩のリスク ・個人情報に関する記載について

完全にはマスキングされていな

い 

・通常、個人情報がマスキングさ

れた状態のものを閲覧する 

初 

期 

投

資

費

用 

専用閲覧室 ・新規に準備する場合は、コスト

を要する。特にオフィスが賃貸

である場合は、負担が大きい 

・専用閲覧室の新規設置を要する

事例はほとんどない 

専用 PC、専用回線、セキ

ュリティ対策（電子錠、

セキュリティソフト等） 

・新たに準備する場合は、コスト

を要する 

・サイバー攻撃に対する最新のセ

キュリティ対策が必要 

・専用 PC 及び専用回線については

新規購入が不要な場合が多い 

・セキュリティ対策についてはセ

キュリティソフト等でコストを

要する場合がある 

維

持

費

用 

専用閲覧室 ・オフィスが賃貸である場合は、

維持費用が必要となる 

・専用閲覧室の新規設置を要する

事例はほとんどないことから、

維持費用も発生しない 

閲覧場所の自由度 
・第三者が覗き見できない場所で
の閲覧が求められる 

・社内の個人デスク、出張先のホ
テルなど自由度が高い 

医療機関の導入のしやすさ ・地域医療ネットワーク等で電子

カルテシステムが同一のもので

整備されている場合はその環境

を利用し、導入が比較的容易 

・電子カルテを導入しており、か

つ対応可能なシステムが限定さ

れる 

・院内のカルテ運用が紙カルテ又

は電子カルテシステムの如何に

係らず、利用が可能 

 

 

次に、治験依頼者が R-SDV の利用を検討する際に、R-SDV のタイプの違い以外で留意す

べきと考えられる事項について、以下に述べる。 
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（1）コスト 

1）交通費 

R-SDV を利用することで、実地 SDV を目的とした実施医療機関への訪問回数が減少

し、交通費や宿泊費、モニターの日当、実施医療機関によっては実地 SDV の費用等の経

費削減が期待される。実際には、実地 SDV 以外の目的でも医療機関を訪問するため、単

純な費用の削減は難しいと考えられるが、医療機関が遠隔地であればあるほど、本メリ

ットは大きくなると考えられる。 

 

2）初期費用及び維持費用 

A タイプ、B タイプそれぞれの R-SDV で発生すると考えられる費用については、表

7.4.1-1 で述べた。社内で発生する費用の他に、医療機関によっては R-SDV 利用料が発生

する場合もある。このように、利用する R-SDV のタイプや医療機関によって発生する費

用には差があるため、治験依頼者は、実施医療機関が導入している R-SDV のタイプ及び

特性を確認した上で検討する必要があると考えられる。 

 

（2）モニタリングの効率化 

1）訪問回数 

R-SDV によって、ある程度の実地 SDV の回数削減や、実地 SDV を有効かつ効率的

に実施できるようになることが期待されるほか、他の案件と併せた訪問や、一日に複数

の医療機関を訪問するといった効率的な訪問計画を立てることができる可能性もあり、

モニタリングの効率化に繋がるものと考えられる。しかしながら、実施医療機関への訪

問は、治験に関する各種手続や医師とのコミュニケーションのためという場合も多くあ

り、R-SDV を利用しても訪問回数を大幅に減らすことはできない可能性があることも、

考慮する必要があると考えられる。 

 

2）閲覧範囲 

表 7.4.1-1 で述べた通り、A タイプの R-SDV の場合、同意文書や紙媒体のワークシー

トなどの記録等については閲覧できないことがあるため、閲覧可能なデータの範囲につ

いて事前に確認しておく必要があると考えられる。また、B タイプの R-SDV の場合にお

いても、閲覧に提供されるデータの範囲は実施医療機関によって異なっており、閲覧範

囲の拡大によっては新たな支払いが発生する場合もあるため、あらかじめ確認しておく

必要があると考えられる。 

 

（3）その他 

1）セキュリティ面 

B タイプの R-SDV の場合、個人情報についてマスキングされているものの、情報を
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通信にて授受するため、閲覧データ受け渡しのセキュリティが頑強なシステムであるか

否かを確認する必要があると考えられる。 

 

2）閲覧する資料の質 

R-SDV を利用する際、特に B タイプの R-SDV においては、閲覧に供されるデータの

作成プロセスが適切か否かを確認する必要があると考えられる。閲覧データ作成プロセ

スのバリデーションが取れておらず、閲覧に供されるデータの質が悪い場合、再度、実

地 SDV で原資料を確認しなければならないこととなり、効率化に繋がらない恐れがある。

また、B タイプで閲覧できる資料は、カルテをスキャンした時点の内容であり、後にカ

ルテが修正された場合は、履歴を見逃してしまう可能性が考えられる。よって、修正が

発生した場合は依頼者へ通達される体制を構築しておくなど、双方であらかじめ対策を

協議しておくことが重要と考えられる。そして、被験者の来院日から閲覧対象資料が

R-SDV による閲覧に供されるまでの期間を事前に確認しておくことが望ましい。 

 

7.4.2 医療機関が R-SDVを導入検討する際の確認項目 

（1）コスト 

1）導入費用、維持費用 

本 TF で意見聴取した複数の実施医療機関によると、A タイプの R-SDV で既に地域連

携支援システムが整っている場合、初期導入費用はそれほど発生しないが、新たにシス

テムを導入する場合は初期導入費用として、一千万円単位での費用が発生した例もある

ようである。また、B タイプの R-SDV の場合においても、初期費用として数百万円及び

維持費用として年間数十万円が発生するとのことであった。 

既にシステムが導入されているのであれば、それを利用できる A タイプの R-SDV を

選択すればよいが、そうでない場合には、実施医療機関の規模や治験受託数等に応じて、

どちらのタイプの R-SDV を導入するか検討するとよい。また、SMO による治験サポー

トを受けることも可能と考えられる。 

 

（2）業務の効率化 

1）閲覧時間、閲覧スペース 

治験依頼者の R-SDV 利用により、訪問回数及び閲覧時間が低減し、実地 SDV の際の

医師・医療スタッフの拘束時間が短くなると考えられる。これに伴い、閲覧スペースの

混雑の緩和も期待される。 

 

2）新たな業務の発生 

R-SDV の導入により、治験データに関する問い合わせ対応の業務負担は軽減するが、

A タイプの R-SDV の場合は、システムに関する管理業務及び問い合わせ対応業務が発生
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する。一方で、B タイプの R-SDV の場合は、データスキャンやファイル送付といった業

務が発生する。R-SDV の導入を検討する際は、こういった新たに発生する業務に対応で

きるリソースを確保し、体制を構築しておく必要があると考えられる。よって、R-SDV

の導入を検討する際は、新たに発生する業務と R-SDV によって軽減される業務とのバラ

ンスを考慮する必要があると考えられる。 

 

（3）その他 

1）セキュリティ面 

個人情報をマスキングしているとはいえ、B タイプの R-SDV として単にデータを PDF

化し、安易にメール送信するなどといったことは、個人情報漏洩リスクの観点から、避

ける必要があると考えられる。R-SDV 導入検討の際には、閲覧データ受け渡しのセキュ

リティが頑強なシステムか否かを確認する必要があると考えられる。 

 

以上、治験依頼者又は実施医療機関がそれぞれ R-SDV を利用又は導入するか否かについ

て検討する際の確認項目について考察した。本項で述べた R-SDV のタイプ毎のメリット、

懸念事項、R-SDV の実施要件や治験依頼者のニーズ等も検討し、どちらのタイプの R-SDV

を利用又は導入の如何を判断していく必要がある。各々のシステムの特性を上手に利用す

ることにより、モニタリングの効率化、更には治験の効率化と品質の向上に繋がるものと

考えられる。 
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表 7.4.2-1 治験依頼者のための R-SDV 利用検討に際する確認表 
 

実施医療機関名［          ］ 

 
実地 SDV 

比較

検討 
R-SDV 

R-SDV の実施要件 

R-SDV 

閲覧場所 

 
 

専用閲覧室の設置［要・不要］ 

 

R-SDV 

専用機器等 

 
 

専用 PC の購入［要・不要］ 

専用回線の設置［要・不要］ 

R-SDV 

手順書 

 
 

手順書の作成［要・不要］ 

R-SDV 

管理責任者 

 
 

管理責任者の設置［要・不要］ 

費用・業務効率化 

移動時間 片道［  ］時間 ⇔ なし 

交通費 

宿泊費 

日当 

・交通費 

片道 約［  ］円…① 

・宿泊費 

訪問当たりの宿泊回数［ ］回 …② 

約［   ］円/泊…③ 

・日当 

［   ］円/日 …④ 

⇔ 

・初期費用 

 専用 PC 購入 約［  ］万円 …⑧ 

 専用回線の設置  約［  ］万円 …⑨ 

 専用閲覧室の設置 約［  ］万円 …⑩      

・維持費用 

専用閲覧室の賃料 約［  ］万円/月…⑪ 

R-SDV 利用料 約［  ］万円/月…⑫      

・利用予定期間    ［   ］ヵ月  …⑬ 症例当たり

の SDV 回数 

・約［  ］回予定 …⑤ 

症例数 ［  ］例契約予定 …⑥ 

SDV にかかる

費用の比較 

 

費用（Ⅰ）：100%実地 SDV した際にか

かる費用 

 

（Ⅰ）＝{①×2＋②×③＋（②＋1）

×④} …⑦ 

⇔ 

費用（Ⅱ）：R-SDV にかかる費用 

 

（Ⅱ）＝⑧＋⑨＋⑩＋（⑪＋⑫）×⑬ …⑭ 

（Ⅰ）×α …⑮ 

α：費用（Ⅰ）の想定軽減率（任意に設定） 

 

概算総額＝⑭＋⑮ …⑯ 

左側の⑦及び右側の⑯を比較し、SDV にかかる費用の比較検討を行う 

実地 SDV 予約状況及び R-SDV 予約制の有無 

SDV 予約の

しやすさ 
しやすい・しにくい・不明 ⇔ 

・R-SDV 利用毎の予約［要・不要］ 

・R-SDV 利用時間の制限［有・無］ 

  有の場合［ ： ～ ： ］ 

その他の確認項目 

R-SDV で使用されるシステムの

セキュリティの頑強さ 

【確認結果記載欄】 

R-SDV で閲覧可能な資料、閲覧

範囲 

【確認結果記載欄】 

閲覧データ作成プロセス 【確認結果記載欄】 

その他 【確認結果記載欄】 

その他のメリット 

・新たな雇用機会の創出 

・上司、先輩による OJT の機会 

・医療機関への疑義事項の事前整理 

・SAE・AE 発生時の迅速な対応方針決定 
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8 今後の展望 

最後に、今後の治験を取り巻く環境の変化と、今回の R-SDV に関する調査結果の考察な

らびに今後の展望について述べる。 

 

8.1 治験を取り巻く環境の変化 

規制当局における取り組みとして、SS-MIX ストレージがある。これは、医療機関が診療

データを標準的（SS-MIX：Standardized Structured Medical record Information exchange）形式

で外部保存することにより、連携する医療機関がデータを相互閲覧できるシステムである。

標準的形式で保存されるデータはバックアップとしても利用可能で、これを安全な地域（中

核的病院など）に設置することにより、災害時などの非常時に医師の自宅等から外部保存

されたデータにアクセスすることが可能となる。よって、今後、SS-MIX ストレージの普及

に従って診療データの標準化が進むことは、A タイプの R-SDV の促進に繋がることが推察

される。 

また、日本においては、地域の医療連携の強化、国内での治験活性化に向けた取り組み

として、地域医療ネットワークや治験ネットワークといったネットワークが普及しつつあ

る。よって、これらネットワークを活用した R-SDV の推進も期待される。 

 

 

図 8-1 SS-MIX 標準化ストレージ 

 

8.2 R-SDVの今後の展望及び期待する点、留意しなければならないと考える点について 

次に、R-SDV が今後更に普及し、有効に活用されるようになる上で、重要な因子になり

得ると考えられるポイントについて考察を行う。 

 

（1）コスト面のメリット 

R-SDV の利用によって費用面でメリットを見出していく点は、治験依頼者及び医療機関

双方が期待する点として一致していた。医療機関としても、治験依頼者の出張費削減等に

よる治験全体のコストダウンを望んでいることが伺えた。 
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治験依頼者として費用負担が大きいものは専用閲覧室の設置である。専用閲覧室の設置

については、主に A タイプの R-SDV で治験依頼者の社内から閲覧する場合に対して医療機

関より提示される条件であるが、医療機関としては、医療機関外で行われる行為を管理す

るには限界があり、被験者の個人情報漏洩に対する防止策として利用条件に盛り込んでい

ることを考慮すると、この条件に対して治験依頼者が一定の理解を示すことは必要である

と考えられる。しかしながら、専用閲覧室や閲覧専用 PC の設置には初期投資費用及び維持

費用を要すること、また、限られたスペースを R-SDV の目的のためだけに利用することは、

治験依頼者にとって現実的に困難な側面もある。これに関する一つの解決策として、例え

ば、第三者からの閲覧ができないように配慮されたスペース（パーテーション等で区切ら

れたスペース）の利用が許容されることや、R-SDV 実施時以外は会議室としての利用が可

能であるといった条件であれば、治験依頼者の利用普及に繋がるものと考えられる。会議

室との兼用については、A タイプを導入している医療機関で実際に許容している例も確認さ

れている。 

また、別の解決策としては、医療機関、もしくは SMO が設置したサテライト閲覧室を介

した R-SDV システムを利用／導入する方法が考えられる。6.3 項で触れたが、全国的にグ

ループ展開している医療機関の電子カルテを東京と大阪のサテライト閲覧室から閲覧する

システム*は、無料で提供される予定のため、治験依頼者にとっては、出張費の削減だけで

なく、専用閲覧室の設置・維持費の削減にもなり、コスト的に大きなメリットになると考

えられる。よって、R-SDV の今後の展開として、この様なグループ病院や治験ネットワー

クを活用したサテライト閲覧室の利用／導入は、有効な一つの選択肢に成りうると考えら

れる。 

*当面の間、21 医療機関を対象として、2013 年 1 月よりシステムの運用を開始するとの情報を得ている 

 

（2）R-SDV で閲覧できる範囲 

治験依頼者の懸念事項の一つとして、R-SDV によって閲覧できる範囲に制限がある点が

挙げられる。例えば、電子カルテ上で閲覧できない画像データがある場合や同意文書、ワ

ークシートなど紙媒体の資料については、現状、実地 SDV にて確認する必要があると考え

られるが、医療機関によっては、ワークシートや同意文書等については、今後、治験依頼

者からの要望があれば、電子カルテシステムにスキャンして閲覧範囲を一部拡大するなど、

検討することも可能との意見が得られている。このため、R-SDV にて閲覧できる資料の範

囲については、システム利用開始時に治験依頼者と医療機関で、十分に協議することが重

要と考えられる。 

 

（3）タイムリーな閲覧 

医療機関としては、R-SDV で閲覧できる資料のアップデートは、被験者の規定来院毎に

行っており、タイミング的に問題ないと認識されているが、5.2 項 R-SDV に関するアンケ
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ート調査結果の考察で述べたように、治験依頼者は、B タイプの R-SDV の問題点として、

「最新のカルテがタイムリーに閲覧できない」という点を挙げている。これについては、

治験依頼者としては、AE や SAE 発生時にもタイムリーに閲覧できることを期待しており、

特にオンコロジー領域の治験といったように AE の発生頻度が高い治験では、規定来院毎の

アップデートではタイムリーに情報をフォローできない可能性が考えられ、問題点として

意見が挙がっていることも考えられる。 

一方で、医療機関としては、CRC やデータマネージャー等のリソース投入を拡充するこ

とによって、運用開始当初よりアップデートするタイミングが改善されてきている状況と

の意見を得ているが、限界があることが予想される。以上のことより、閲覧資料のアップ

デートのタイミングについては、R-SDV の利用開始前に医療機関側と十分に協議・確認し

ておくことが必要であると考えられる。 

 

（4）R-SDV における閲覧資料を原資料とみなすことができるか 

5.2 項でも述べたように、多くの治験依頼者が懸念事項として挙げた、R-SDV の閲覧資料

を「原資料と考えない」という点については、様々な見解があると考えられる。実際、A タ

イプの R-SDV においても、閲覧対象となる診療情報を保管するサーバーの特性や、診療情

報の保存期間の問題等から原資料の閲覧と断言しない医療機関もある。 

また、B タイプの R-SDV では、厚生労働省の ER／ES 指針における電子的記録に求めら

れる真正性、見読性及び保存性等の観点から、マスキングされている診療情報を原資料と

して取扱うことは困難と考えられる。 

しかしながら、原資料の直接閲覧とはみなすことができない場合でも、タイムリーな診

療情報の閲覧により SAE や AE、逸脱等に対して迅速に対応することが可能となり、被験者

の安全性確保や治験の質の向上につなげることができると考えられるほか、事前の閲覧で

問題点や疑義事項を把握しておくことで、実地 SDV を有効かつ効率的に実施することもで

きるようになると期待される。 

また、サンプリング SDV を併用し、一部の症例や資料についてのみ実地 SDV を行うこ

とや、R-SDV の手法についての信頼性を適切に担保（R-SDV で確認した資料と原資料が同

一であるかを確認し、R-SDV が原資料の閲覧と変わらないことを担保）すること、それら

を手順に定めておくことで、実地 SDV を削減することができるようになると考えられる。 

なお、実地 SDV の必要性や頻度、R-SDV を実施した症例の申請データにおける取り扱い

については、各治験依頼者の判断に委ねたいと考える。 

 

 

9 本章のまとめ 

今回、R-SDV に関してこれまでに得られている情報を整理するとともに、製薬協 臨床

評価部会加盟会社を対象としたアンケート調査の実施及び医療機関への意見聴取を行い、
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治験依頼者及び医療機関双方の側面から、R-SDV に関する詳細な検討を行った。 

第 2 項「R-SDV の種類及び本提言書における定義」で述べたように、医療機関外から遠

隔操作にて閲覧する資料は、正確に表現すると原資料の「写し」であることから、「SDV」

という表現は適切ではないかもしれない。しかしながら、「５か年計画 2012」や、「５か年

計画 2012 アクションプラン」の中でこれらの閲覧システムを総称して「R-SDV」と呼称し

ていることもあり、本提言書では上記システムを総称して「R-SDV」と定義した。 

R-SDV については、幾つか留意しなければならない点はあるものの、R-SDV のタイプ、

システムの特徴等を十分に考慮し、閲覧することのできる資料の範囲、R-SDV を原資料の

直接閲覧とみなすか否か、実地 SDV の必要性等について、治験依頼者及び医療機関で十分

に協議し、適切に使用していくことで、双方にとって業務の効率化に寄与することが期待

される。 

なお、R-SDV のメリットを十分に享受するためには、2012 年 4 月に製薬協 臨床評価部

会が作成した「治験の効率的実施に向けた品質管理プロセスに関する提言（本提言書「は

じめに」P10 参照）」においても提唱されている通り、適切な臨床試験の実施、ALCOA に

則った原資料の整備、CRF への正確な作成等が伴っていることが、前提として必要である

と考える。 
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Ⅲ Risk based monitoring 

 

1 本章の検討内容 

近年、治験を取り巻く環境は多様化の一途をたどり、画期的な IT ツールの開発とインタ

ーネット環境の整備によって情報伝達のスピードが劇的に向上するとともに、Electronic 

Data Capture システム（以下、EDC）、Electronic Patient-Reported Outcomes（以下、e-PRO）、

電子カルテ等の治験環境に対応する新たな技術の発展に伴って、電話や e-mail、Web システ

ム等を利用し、試験の状況や進捗を遠隔でタイムリーに確認することができるようになっ

てきた。このような背景の中、欧米では Risk based approach という新しい概念をモニタリン

グに適応させる以下のドラフトガイダンスが発出され、被験者の保護と試験データの品質

を確保しながら、IT 技術のメリットを生かして、より効果的かつ包括的に治験実施状況を

モニタリングすることができる新しい方法が模索され始めている。 

 

・ Guidance for Industry Oversight of Clinical Investigations-A Risk Based Approach to 

Monitoring（以下、FDA ガイダンス）（2011 年 8 月 24 日） 

 治験環境の複雑化・多様化が進む中でモニタリングを実施するために、より重

要な評価項目に注目し、起こりうるあらゆるリスクの評価と、それらのリスク

に応じた対策をとる Risk based approach という概念をモニタリングに取り入れ

る方法について述べられている。 

 モニタリングは、被験者の保護、試験データの品質と完全性、適用される規制

要件の遵守のために必要と考えられるプロセスに重点をおくべきであり、想定

されるリスクに基づいて最も重要と考えられるデータに焦点をあてるモニタリ

ング方法は、定期的に訪問し 100%のデータを照合する方法よりも、より効果的

に各実施医療機関（以下、実施医療機関）の治験実施状況を確認することがで

きるという検討結果が報告され始めている。治験依頼者（データマネジメント

担当者、統計解析担当者、又はモニター等）が、試験データを中央で一括に管

理し、実施医療機関に対しリモートでのモニタリングを行う Centralized 

monitoring を導入することで、時間・費用・リソースの面での効率化に加え，訪

問による確認では発見ができないデータの異常（データ間のばらつき）も速や

かに発見できることが示唆されていることから、適切な場合に Centralized 

monitoring を取り入れることを推奨している。 

 

・ Reflection paper on risk based quality management in clinical trials（以下、EMA ガイダン

ス）（2011 年 8 月 4 日） 
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 ICH GCP Section 5.1 において、治験の品質の担保と品質管理のためのシステム整

備が求められている。治験の品質管理はこれまでも継続的に取り組んでいる事

柄であるが、指摘事項は消失することはなく、課題は常に残されている。現状

の品質管理システムそのものを見直す時期がきており、より体系的かつ優先順

位を設定したリスクに基づく品質管理システムの構築、モニタリングプランの

作成が推奨されている。 

 

Risk based approach の概念をモニタリングに取り入れた「Risk based monitoring」という新

たな方法においては、画一的なモニタリングで治験の品質を担保するのではなく、重要性

やリスクに応じて限られた開発費用・人材を再分配し、On-site monitoring や Centralized 

monitoring 等の様々なモニタリング方法を用いることで、より体系的かつ効率的に治験の品

質を担保することが提案されている。 

 

FDA と EMA のガイダンスにおいては Centralized monitoring が定義されているが、日本の

GCP 省令（以下、J-GCP）においても、下記の通り実地によるモニタリング以外の方法とし

て「中央モニタリング」と定義されるモニタリング方法が許容されている。しかしながら、

この中央モニタリングはほとんど普及していないと考えられ、その理由として、J-GCP にお

ける記載では治験の方法が簡単である場合や、実地でのモニタリングが物理的に困難な場

合に限定された記載になっていることや、中央モニタリングを実施したことにより治験の

品質に影響を与える重大な問題が発生してしまうことが懸念されたこと、更に、EDC をは

じめとする各種 IT ツールが現在のように普及していなかったことによるもの等が推察され

る。 

 

中央モニタリングの定義 

（抜粋）GCP 省令第 21 条ガイダンス第 2 項 2：「他の方法により十分にモニタリングを

実施することができる場合」とは、例えば、治験の方法（評価項目等を含む。）が簡単であ

り、参加実施医療機関の数及び地域的分布が大規模であるなどのために実施医療機関等へ

の訪問によるモニタリングが困難である治験において、治験責任医師等又は治験協力者等

の会合及びそれらの人々に対する訓練や詳細な手順書の提供、統計学的にコントロールさ

れた方法でのデータの抽出と検証、治験責任医師等との電話、ファックス等による交信等

の手段を併用することにより、治験の実施状況を調査し、把握することが可能かつ妥当で

ある場合である。このモニタリングの方法は「中央モニタリング」と呼ばれる。 

 

FDA ガイダンスの Centralized monitoring と J-GCP の中央モニタリングは、その概念は同

義であると考えられ、これまで条件に合致した場合のみ実施可能とされていた中央モニタ

リングは、IT ツールの発展とインフラの整備等により、モニタリングの品質を高めるため
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に検討されるべき選択肢の一つに加わったと言える。Risk based monitoring の概念を詳細に

検討することにより、J-GCP に規定されている中央モニタリングについても、より具体的に

考察することが可能になると考えられる。 

また、2012 年 12 月 28 日に発出された「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

のガイダンスについて」では、以下に示す通り、第 21 条（モニタリングの実施）において

「当該実施医療機関及び治験の実施に係るその他の施設における実績等を考慮して」や「治

験の実施（データの信頼性保証を含む。）を適切に管理することができる場合においては、

必ずしも全ての治験データ等について原資料との照合等の実施を求めるものではない」と

いった表現が追加された。このことからも、治験の性質や実績に応じてモニタリング方法

を選択する Risk based monitoring の概念が有用と考えられる。 

 

GCP 省令第 21 条（モニタリングの実施）ガイダンス<第 1 項> 5 

治験依頼者は、モニターが実施医療機関及び治験の実施に係るその他の施設を訪問し、

原資料を直接閲覧すること等により治験が適切にモニタリングされていることを保証する

こと。また、治験の目的、デザイン、盲検性、被験者に対する危険性のレベル、規模及び

エンドポイント、当該実施医療機関及び治験の実施に係るその他の施設における実績等を

考慮してモニタリングの適切な範囲及び方法を決定することとし、臨床研究中核病院等が

当該実施医療機関及びその他の施設において治験の実施（データの信頼性保証を含む。）を

適切に管理することができる場合においては、必ずしもすべての治験データ等について原

資料との照合等の実施を求めるものではないこと。 

 

以上を踏まえ、日本のモニタリングをこれまでの画一的なモニタリングから、より柔軟

性及び効率性の高いモニタリングへ発展させていくために、FDA ガイダンス（2.1 項）なら

びに EMA ガイダンス及び ICH Q9 に記載されている品質管理プロセス（2.2 項）の概念を紹

介するとともに、日本におけるこれらのガイダンスの応用（3 項）、リスク評価の応用（4

項）について考察することとした。 

 

 

2 Risk based approach に関する FDAガイダンスの要約、EMA及び ICHにおけ

る品質管理プロセスについて 

Risk based monitoring を検討するにあたって、まず、FDA ガイダンス、EMA ガイダンス

及び ICH Q9 の概略を以下に紹介する。 

 

2.1 FDAガイダンス 

2.1.1 全般的事項 

FDA ガイダンスでは、治験を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、臨床試験を実施
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する際に使用できる新しいモニタリング方法について提案されている。その方法とは、試

験の重要な評価項目に注目し、想定されるリスクに基づいて、最も効果的なモニタリング

方法を組み合わせる Risk based monitoring である。背景には、治験依頼者が、被験者の人権

及び安全性を確保し、試験データの品質を保証するために監視を行わなければならない一

方で、試験数の増加及び手順の複雑化や、医師を含む治験協力者の経験や実施医療機関の

設備の差異、医療水準や地域分布等のばらつきが増加していることが考えられる。これら

の現状を踏まえ、FDA は被験者の保護及び試験データの品質と完全性を保証するためのよ

り効果的な臨床試験のモニタリングとして、Centralized monitoring の実施を推奨している。 

モニタリングの方法には、統計解析担当者、データマネジメント担当者又はモニター等

が Centralized monitoring を活用して、ハイリスクの実施医療機関を抽出し集中的に訪問する

方法と、全実施医療機関に対して頻繁かつ徹底的に訪問して治験の実施状況及び各被験者

のデータを評価する方法がある。現状では後者の方法が依然としてモニタリングの大部分

を占めているが、主なモニタリング方法として Centralized monitoring や他の方法によるモニ

タリングが行われた治験において、規制当局及び医師からの信頼を得られている試験があ

ることから、リスク評価に基づくモニタリングの戦略及び計画を策定する上で、訪問に代

わるモニタリング方法の採用を考慮すべきであると FDA は述べている。 

Centralized monitoring の実施者及び実施内容の例について、表 2.1.1-1 にまとめる。 

 

表 2.1.1-1 Centralized monitoring の実施者及び実施内容の例 

Centralized monitoring の

実施者 

実施内容の例 

統計解析担当者 他の実施医療機関と比べてデータが外れている実施医療機関の特

定や、被験者毎のデータの妥当性及び完全性の評価のため、試験

の集計データの統計解析を行う 

データマネジメント 

担当者 

データ収集・報告の系統的又は重大なエラーや逸脱を示唆する可

能性のあるデータの欠測、矛盾、外れ値及び治験実施計画書（以

下、プロトコール）からの逸脱の可能性を特定し、データ提出時

に一定の方法によりリアルタイムで品質のモニタリングを実施す

る 

モニター 試験の実施能力又は遵守状況が悪い実施医療機関を特定するた

め、実施医療機関毎に特性、実施能力の指標（高頻度のスクリー

ニング不適格や適格性違反、データ報告の遅延等）及び臨床デー

タを分析する 

 

FDA は、これまでに FDA が発表したガイダンスを踏まえ、試験のデザイン及び複雑さに
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かかわらず、頻繁な On-site monitoring によって 100%のデータ照合を行うことを FDA が治

験依頼者に期待していると多くの治験依頼者が考えているであろうことを懸念している。

この背景には、被験者の保護及び試験全体の品質を保証する方法として、最も重要なデー

タに焦点をあてる等のリスク評価に基づくモニタリング方法が、定期的に全実施医療機関

を訪問して 100%のデータ照合を行うよりも、より効果的に実施医療機関の状況を確認する

有効な方法であると合意され始めたことがある。例えば、適切な場合にCentralized monitoring

を導入することによって、On-site monitoring のみで行うよりもデータの異常（捏造を含む不

正及び他の作為的なデータ分布等）を速やかに発見できることが示唆され、試験データの

品質と完全性を保証する治験依頼者の能力を向上することができると考えられている。ま

た、EDC の普及によって、紙の症例報告書（以下、CRF）では困難であったデータ収集が

タイムリーにできるようになったことで、On-site monitoring への依存を減らすことが可能に

なってきていると述べている。そのため、本ガイダンスでは、Centralized monitoring や新し

い技術（e-mail、Web、オンライントレーニング等）を適切に利用することを含めたリスク

評価に基づくモニタリングが、適切な状況下では法律及び規制要件を満たし得ることを明

らかにしている。 

 

2.1.2 On-site monitoringと Centralized monitoringの特徴 

FDA ガイダンスでは、モニタリングの方法として On-site monitoring と Centralized 

monitoring があることが述べられ、それぞれの特徴について以下の通り説明されている。 

 

「On-site monitoring」 

・治験依頼者が実施医療機関を訪問して直接行うモニタリングのことである 

・On-site monitoring で確認すべき事項として、データの誤記（原資料及び CRF の矛盾）

や欠測、試験に必要な文書の存在、プロトコール及び必要な手順に対する治験スタッ

フの理解度、プロトコールの遵守状況及び治験薬の管理状況等が挙げられる 

・On-site monitoring は、重要な試験データ及び手順の評価や、重大なリスク、実施医療

機関における不遵守の評価を行うことを目的とし、特に、試験の初期段階において、

プロトコールが複雑な場合や、治験スタッフにとってなじみのない新しい手順を含む

場合等に非常に有用である 

 

「Centralized monitoring」 

・治験依頼者（データマネジメント担当者、統計解析担当者又はモニター等）が、実

施医療機関外からリモートで行うモニタリングのことである 

・On-site monitoring で行う作業のうち、特にリモートでも同様又はより適切に行うこと

のできる作業（データの一貫性及び完全性の全般的な確認、実施医療機関内又は実

施医療機関間におけるデータの分布の異常の確認等）を Centralized monitoring で代替
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することが推奨される 

・Centralized monitoring によってリスクが高いと考えられる実施医療機関（データの異

常や他の実施医療機関と比べて高頻度のエラーを認める、プロトコール逸脱又は被

験者の脱落の頻度が高い実施医療機関等）を特定し、その特定した実施医療機関に

対して集中的に On-site monitoring を行う 

・Centralized monitoring でしかできない視点により On-site monitoring を補助する（実地

モニタリングでは検出が難しいデータの傾向を特定するための統計解析等）ことが

推奨される 

・原資料と CRF がともに離れた場所から閲覧できる場合は、原資料と CRF の照合をリ

モートで行う 

・管理上及び規制上の対象文書の収集及び保存等 

・Centralized monitoring を採用できる範囲は、電子記録及び EDC への接続環境に影響

を受けることから、Centralized monitoring を実施する治験依頼者は、実施医療機関に

おける記録の保存、データの入力及び報告の手順等を適切に定義し、適切な時期に

試験データ及び必須文書にアクセスできるようにする必要がある 

・各実施医療機関に対して、試験開始早期に少なくとも 1 回の On-site monitoring を行

い、データと原資料の取り扱い及び管理状況を確認することが推奨される 

 

2.1.3 モニタリングプランの作成 

FDA ガイダンスでは、治験依頼者は試験における被験者の保護及びデータの完全性に影

響すると考えられるリスクに基づいて、モニタリングプランを作成することが推奨されて

いる。また、モニタリングの方法として On-site monitoring と Centralized monitoring の両方が

考えられるが、採用する方法とその根拠をモニタリングプランに明確に記載することとさ

れている。 

治験依頼者は、収集する試験データの種類、データ収集の具体的な方法、被験者の安全

性に対する影響及びその他試験固有の被験者保護のための留意事項について、試験毎の特

性を考慮したリスク評価の結果に基づいたモニタリングプランを作成する必要がある。試

験におけるエラーや逸脱には、その種類に応じて重要度に差が生じる。例えば、試験の評

価項目に関するエラーや逸脱（プロトコールの規定の不遵守等）は、発現率は低いが試験

結果に大きく影響する可能性がある一方で、被験者背景（年齢、併用治療、合併症等）情

報に関するわずかなエラーや逸脱は、一般的には試験結果に大きく影響しないと考えられ

る。このような試験結果の信頼性に重要な影響を及ぼす手順及びデータは、プロトコール

で明確に特定されるべきであり、治験依頼者によるモニタリングでは、重要なデータ及び

その収集や報告時の重大な過誤の防止に重点が置かれるべきであると述べられている。 

また、適切なモニタリングプランを作成するために、治験依頼者によるリスク評価では、

エラーや逸脱の重要度及び起こりやすさならびに特定のデータ及び手順におけるエラーや
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逸脱の検出精度を考慮する必要があり、通常、以下に示す評価項目及び手順をより集中的

にモニタリングすべきであると記載されている。 

・重要な評価項目、プロトコールで規定された安全性評価項目、選択基準の遵守に関す

る評価項目 

・同意説明・同意取得の適切性 

・重篤な有害事象、予測できない治験機器の有害作用、死亡、及び試験中止に関する評

価、記録、及び報告に関する手順 

・盲検性の維持を保証するための手順の実施及び記録 

・治験薬の取り扱いに関する手順 等 

 

2.1.4 モニタリングプラン作成時の留意事項 

FDA ガイダンスにおいて、モニタリングプランは、通常、リスク評価で特定された重要

な評価項目及び手順に重点をおく必要があると述べられている。モニタリングの方法（例：

On-site monitoring 又は Centralized monitoring）、頻度（例：最初の評価及びトレーニングにつ

いては早期に、その他のケースでは試験期間を通じて行う等）、集中度（例：100%のデータ

照合又は 100％未満のデータ照合等）、及びレビューの方法（例：特定のデータに的を絞っ

たレビュー、又はランダムなサンプリングレビュー等）には、ある程度のリスク評価に基

づく様々な要因が影響を及ぼすと考えられる。モニタリングの方法を選択する際の要因と

して挙げられているものを以下に例示する。 

・試験デザインの複雑さ 

・試験の評価項目の種類 

・対象集団の臨床的な複雑さ 

・地理的特性 

・治験担当医師の経験及び治験依頼者と治験担当医師の経験の差 

・EDC 使用の有無 

・試験の時期 

・データの量 等 

 

FDA ガイダンスでは、モニタリング方法の特定、モニタリング結果の適切な連絡手順、

不遵守の管理（例：重大な逸脱に対しては根本原因解析を行い、モニタリングで特定され

た問題に対しては適切な是正又は予防措置を講じる）、トレーニングに関する項目について

は、モニタリングプランに適切に記載されることが重要であり、モニタリングプランの最

も重要な役割は、モニタリングに携わる全ての者がそれぞれの仕事を効率的に行えるよう

適切な情報を提供することであると述べられている。 
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最後に、治験依頼者がモニタリングプラン及び関連する全ての手順書を遵守することが、

モニタリングの品質を保証するための基本的な要素であることを治験依頼者は認識しなけ

ればならないと、FDA ガイダンスでは勧告されている。 

 

2.2 EMAガイダンス及び ICH Q9に記載されている品質管理プロセス 

欧米のガイダンスでは、リスクに基づいた品質管理とは、治験デザイン全体を通して、

全ての治験プロセスに対して絶え間なくリスクの確認を行い、治験の評価と行動が最適に

行われるシステムを構築し、その妥当性を既知又は新規の情報に基づいて判断することで

あると提言されている。また、品質に大きな影響を与えるようなコンプライアンス違反や

新規の情報が入手された場合には、迅速かつ適切に対応するためにエラーの閾値（許容範

囲）ならびに対応するプロセスを開始するためのトリガーの設定が重要であるとも述べて

いる。 

この項では、EMA ガイダンスの品質管理プロセスに関する記述を紹介するとともに、品

質管理プロセスの手順（特にリスク評価）を補助する様々な手段が示されている ICH Q9 を

参考にしながら、品質管理プロセスの各工程において留意すべき事項を説明する。また、

FDA ガイダンスに記載されている内容等を参考に本タスクフォース（以下、TF）で作成し

た、臨床試験計画に付随するリスクを評価する上で留意すべき点と、そのリスクが試験に

与える影響、更に対応策等を検討するための評価表について提案する。 

 

2.2.1 リスクに基づく品質管理プロセスの概要 

リスクに基づく品質管理とは、リスクの特定と評価、リスクコントロール、リスクコミ

ュニケーション、レビューからなる一連のプロセスを管理することであり、試験期間を通

じてそのサイクルを循環させることである。 

ICH Q9 を参考に、リスクマネジメントの原則及びプロセス管理の概要を臨床試験に適用

したプロセスを図 2.2-1 に示す。 
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図 2.2-1 臨床試験におけるリスクに基づく品質管理プロセス 

 

① プロセスの開始 

この工程では、治験に関するシステム、プロジェクトに関する情報、潜在的なリスク等

の情報を収集し、治験を実施する上での課題やリスクとなり得る事項を明らかにする必要

がある。また、必要なリソース、プロセス管理の実施計画、成果物及び意思決定の水準を

明確化（それぞれの役割における決定可能範囲の明確化等）し、プロセス実施のための準

備を行うことも含まれる。 

 

② リスクの特定と評価 

この工程は、「リスク特定」、「リスク分析」及び「リスク評価」の 3 つから構成される。 

「リスク特定」では、過去のデータ、論理的分析、寄せられた意見、関係者の懸念等の

情報を利用し、リスクとなり得る事項を特定する。起こり得る結果も含めて「何がうまく

いかないかもしれないのか」という質問が、リスクを特定する上で参考となる。 

「リスク分析」では、問題が発生する確率とその重大性を定性的又は定量的に分析する。

「うまくいかない可能性はどれくらいか」という質問が、リスク分析を行う上では参考と
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なる。 

「リスク評価」では、特定・分析されたリスクを所定のリスク基準に従って比較する。「リ

スク評価」では、前述の 2 つの質問に「うまくいかなかった場合、被験者の権利、福祉、

安全性及び（又は）試験結果の信頼性にどの程度の影響があるか」という質問を加えた、3

つの質問全てに対するエビデンスの強さ（説得力）を考慮する。 

 

③ リスクコントロール 

「リスクコントロール」には、「リスクの低減」及び（又は）「リスクを受け入れる」ため

の意思決定が含まれる。リスクコントロールの目的はリスクを容認可能なレベルまで減ら

すことである。 

「リスク低減」では、規定した（容認可能な）レベルを超えたリスクについて、そのリス

クを低減又は回避するプロセスを実行する。リスク低減は、リスクの重大性や発生の確率

を軽減するための行為を含むことがある。例えば、治験責任医師として十分な経験がない

医師が治験責任医師となる場合、治験開始前での十分なトレーニング（GCP やプロトコー

ルの内容等）の実施や、治験開始初期に集中的に実地でのモニタリングを行っておくこと

で、リスクの低減が図ることができると考えられる。なお、リスク低減のための方策実施

により、新たなリスクがシステムの中に生じたり、既存の他のリスクの重大性が増したり

する場合がある。そのため、リスク低減のプロセスを実行した後は、可能性のあるリスク

の変化を特定し評価するために、②「リスクの特定と評価」に戻ることが必要となる場合

がある。リスクが軽減される場合には、GCP に適合した方法論が規定されるべきである（例

えば、On-site monitoring（集中的／定期的及び低頻度）、Centralized monitoring、重要な評価

項目をターゲットとしたモニタリング等）。 

「リスクの受け入れ」とは、そのリスクを受け入れるという意思決定である。ある種の問

題に対しては、最良のプロセス管理を実践しても、完全にリスクを取り除くことが困難な

場合がある。このような状況下では、適切なリスク低減のための方策を実施しリスクが規

定された（容認可能な）レベルまで低減されているということが必要であり、この場合、

リスクを受け入れるという意思決定が下せる可能性がある。 

一方、リスクコントロールにおいては、受け入れ可能な品質の閾値（許容範囲）を設定

することが重要である。治験の早い段階で閾値（許容範囲）を設定することで、データ測

定、収集及び報告時の重点を明確にすることができる。その結果、監視及びモニタリング

の焦点を試験の重要な評価項目（安全性評価項目を含む）へ向けることが可能となり、よ

り目的に沿った品質マネジメント手順（モニタリングプランなど）をデザインすることが

できるようになる。また、閾値（許容範囲）を超える逸脱が確認された場合には、迅速な

治験プロセスの変更、又は改訂等が必要となる。閾値が設定可能な項目には、下記のよう

な事項が考えられる。 
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【閾値が設定可能な項目】 

a) 試験データ 

・ 臨床検査、測定の正確さとタイミング 

・ データの記録、複写のプロセスと正確さ 

b) プロトコール手順と GCP 

・ プロトコールの遵守状況と逸脱（追加の実施医療機関訪問等のトリガー設定） 

・ 実施医療機関／設備の適格性の基準を規定 

c) 試験管理手順 

・ モニタリング方法 

・ モニタリング頻度と原資料確認の範囲 

・ データの報告と検索のタイミング 

 

④ 実施 

この工程では、前述した「リスクの特定と評価」ならびに「リスクコントロール」を行っ

た上で、あらかじめ定められた（又は変更された）モニタリングプランに則り、適切なモ

ニタリングを行う（詳細は 3.4 モニタリングプラン参照）。例えば、特にリスクが高いと評

価された実施医療機関に対しては On-site monitoring の頻度を上げる一方、リスクが低いと

評価された実施医療機関の場合には、頻度を下げ、そのリソースを他に有効利用すること

を積極的に検討すべきである。 

 

⑤ レビュー 

管理プロセスは、新しい知見、得られた結果等に基づき、変更の必要性について随時見直

しを行うべきである。この工程では、臨床試験結果と新たな情報（例えば、非臨床試験デ

ータ、新たな安全性情報、治験薬概要書の改訂、プロトコールの修正）や継続的なレビュ

ー（例えば、データモニタリング委員会結果や監査報告書）に基づき、プロセスの実施が

適切であったかを検討し評価を行う。検討結果は、関係者間で共有されプロセス改善に活

用される。また、検討結果次第では「リスクの特定と評価」の段階に戻り再検討が必要と

なる場合もある。 

 

⑥ リスクコミュニケーション 

「リスクコミュニケーション」は、リスクとそのマネジメントに関する情報を、意思決定

者とその他の関係者との間で共有することである。この工程には、全ての関係者と意思決

定者との必要なコミュニケーション、リスクに対する方策のレビュー、プロセスの文書化

（例えば、リスクマネジメント方策）ならびに合意が必要であると考えられる。具体的に

は、リスクマネジメントプロセスのアウトプット／結果が適切に伝達され、かつ文書化さ

れることが必要である。コミュニケーションには、規制当局と治験依頼者間、治験依頼者
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と患者間、治験依頼者内、業界内、規制当局内等、様々な関係者間でのコミュニケーショ

ンが含まれることがある。情報の内容には、品質に対するリスクの有無、本質、形態、発

生の確率、重大性、受容可能性、管理、対応、検出性等がある。コミュニケーションは、

個別にかつ全てのリスクの受け入れに対して実施される必要はない。On-site でのコミュニ

ケーションに加えて On-site 以外のコミュニケーションの方法（電話、e-mail、Web meeting

等）も活用するべきである。なお、関係者間で情報が正確に共有されているか、継続的に

レビューされる。 

 

2.2.2 リスクに基づく品質管理プロセスの導入のために推奨される方策 

リスクに基づく品質管理プロセスの導入に際して、優先事項や潜在的なリスクを特定す

ることが重要である。そのために早期から優先事項や潜在的なリスクを特定し、継続的に

確認・評価を行い、必要に応じて品質管理プロセスを変更させる等の対応を行う必要があ

る。優先事項や潜在的リスクは以下の観点から考察することができる。 

【優先事項又は潜在的リスクを検討する上で考慮すべき事項】 

＜全般的事項＞ 

・ 被験者保護（権利、安全性等） 

・ 試験のデータや結果の信頼性 

＜試験の各段階で考慮すべき事項＞ 

・ 試験デザイン、運営、報告 

＜治験薬の販売承認状況に基づき考慮すべき項目＞ 

・ プロトコールの複雑性 

・ 治療適応とエンドポイントの性質 

・ 治験薬の用法・用量 

・ 試験手順や手段の複雑さ 

・ 治験対象集団の重症度 

 

 

3 日本におけるガイダンスの応用 

本項では、これまでに述べられた Risk based monitoring を日本において導入する際に考慮

すべきと考えられる点を整理した。リスク評価に基づく適切なモニタリングを実施するこ

とにより、限られたリソースを試験の重要項目に集中することができるようになると考え

られる。 

また、今回本 TF では、治験実施に際して何がリスクであり対応が必要となり得るのか（何

がOn-site monitoring頻度を高める等のリスク対応プロセス実施のトリガーとなり得るのか）

を検討・整理し、下記のように治験実施の各段階に応じて評価を行うための評価表（例）

を作成・考案した（詳細は 4 項を参照）。 
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・モニタリングプラン作成時：リスクを評価し、モニタリング方法を選択する 

（別添Ⅲ-1） 

・治験開始前：実施医療機関、治験責任医師の選定時に当該医療機関のリスクを

評価する（別添Ⅲ-2） 

・治験実施中：治験実施中のハイリスク医療機関を特定（評価）する（別添Ⅲ-3） 

 

3.1 Risk based monitoring 

Risk based monitoring を導入するに当たり、FDA ガイダンスでは、適切な場合に Centralized 

monitoring を取り入れることを推奨している。これは、前述したように J-GCP に反するもの

ではなく、臨床検査の中央測定やデータの欠測・外れ値等から逸脱の可能性を特定するこ

と、EDC へのデータ入力時にリアルタイムに品質のモニタリングを実施すること等、既に

日本の運用の中に取り入れられている事項もある。Centralized monitoring の導入、更なる応

用により、全てのモニタリングを On-site で実施するよりも、容易に試験全体の傾向や実施

医療機関間及び実施医療機関内の個別症例のばらつき等を検出、評価することが可能にな

り、更に改善策を行うことで試験自体の品質も高めることができると考える。日本で Risk 

based monitoring を導入する際に考慮すべきと考えられる点を PDCA（Plan、Do、 Check、

Act）サイクルの観点で図 3.1-1 にまとめた。 

 

 

 

図 3.1-1 Risk based monitoring を PDCA サイクルに適用した場合の業務フロー 

 

この業務フローをもとに、「重要な因子、リスクの特定」を行い、「On-site monitoring と

Centralized monitoring の範囲」を決定し（Plan）、「Centralized monitoring 実施前の確認」を行

った上でモニタリングを実行し（Do）、「定期的なリスク評価」を行った後に（Check）改善
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活動を行うことで（Act）、バランスのとれた適切なモニタリング、品質管理が推進できると

考える。これらの各工程の詳細と、Risk based monitoring における留意点を以下に解説する。 

 

3.1.1 重要な因子の特定 

以下に示すような、試験の科学的妥当性及び被験者の安全に影響する重要な因子に対し

ては、通常よりも集中したモニタリング（包括的で頻度の高いモニタリング）が求められ

ると考えられる。また、適切な治験実施とプロセスの記録、リスク評価も必須となる項目

である。 

・ エンドポイント関連 

・ 安全性関連（SAE／AE） 

・ 被験者適格性 

・ 被験者同意（初回同意が全ての治験手順前に行われているか） 

・ 治験薬（割り付けが適切に行われているか） 

・ 安全性に関するプロセス：SAE 報告、未知の有害事象による影響、被験者死亡、

治験中止（特に有害事象に関連した治験中止） 

・ データ信頼性に関するプロセス：盲検性の確保等、プロトコールからの重大な逸

脱 

 

これらに関しては、On-site monitoring に加え、Centralized monitoring でも実施医療機関の

状況やデータの品質を随時評価することが重要である。2 つのモニタリング方法を組み合わ

せることにより、品質上問題があると考えられる実施医療機関の早期特定が可能となる。

そのような実施医療機関に対しては、原因を分析し、必要に応じてトレーニングの追加、

On-site monitoring の頻度を増やす等の対応が必要となる。 

 

3.1.2 On-site monitoringと Centralized monitoringの範囲 

Centralized monitoring では、Web（EDC、Interactive Voice Response System（以下、IVRS）、

Interactive Web Response System（以下、IWRS）、中央測定結果等）を利用して以下のような

内容を確認し、品質上問題があると考えられる実施医療機関を特定する。 

・ EDC に入力されている項目（CRF 入力状況、SAE／AE の発現、クエリー発生／対

応状況、逸脱発生等） 

・ 登録センターに集約される情報（症例登録数、中止例数等） 

・ 中央測定を実施した場合の臨床検査、ECG、CT 等のデータ（異常値等） 

・ IVRS／IWRS システムで管理している場合の治験薬の出庫、回収状況等 

 

これらは「別添Ⅲ-3≪治験実施中≫ハイリスク実施医療機関を特定するトリガー表」に示

した内容の一例であるが、実施医療機関毎にモニタリングを実施する頻度、On-site 
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monitoring の頻度を変更すべきかどうか等の点について評価を行う。問題点については、訪

問又は電話や e-mail、郵送等のうち最も適切な手段により実施医療機関と協議し、確認結果

の報告等を行う。電話や e-mail、Web システムといったリモートでのモニタリングを充実さ

せることにより、試験の重要なデータやプロセスの確認、ハイリスク実施医療機関へ優先

的に対応する等、効率的な On-site monitoring が可能になると考えられる。 

また、Centralized monitoring を行うことの利点には、以下のような点が考えられる。 

・ 集約されたデータをタイムリーに確認することによって、未入力データ、一貫性

に欠けるデータ、重大なエラー等を発見し、データの品質を向上させることがで

きる 

・ 同一実施医療機関内や実施医療機関間における、データの一貫性や完全性を確認

できる 

・ プロトコール逸脱、データの異常値、データ収集における高頻度のエラー、報告

遅延、他の実施医療機関よりも中止・脱落が多い等のハイリスク医療機関に対し、

分析を行うことができる。また、そのような実施医療機関に対し、集中的な On-site 

monitoring を行うことができる 

・ 統計学的な傾向等、Centralized プロセスを使用してのみ確認が可能な項目に着目

し、効果的な On-site monitoring を行うことができる 

 

更に、On-site monitoring にて実施すべきと考えられる項目の例を以下に示す。 

・ 原資料の直接閲覧 

・ 同意文書の確認 

・ 治験薬管理状況（治験薬使用状況、保管状況等）の確認 

・ GCP 文書の閲覧、保存状況の確認 

・ 実施医療機関スタッフへのより効果的なトレーニング（煩雑な手順や、治験経験

の浅いスタッフに対して等） 

・ 症例登録の促進（特に症例登録数 0 の実施医療機関等） 

・ 実施医療機関スタッフとの人間関係の構築 

 

On-site monitoring と Centralized monitoring をバランスよく効果的に組み合わせることが、

医療機関・治験依頼者双方の業務効率化に繋がると考える。 

 

図3.1.2-1は、On-site monitoring とCentralized monitoringの方法の使い分けに、サンプリン

グSDVの概念を加えた 、Risk based monitoringのアプローチの一例である。Risk based  

monitoring の導入を検討する際の参考までに例示する。
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引用元：Tantsyura et al. Risk-based Source Data Verification Approaches: Pros and Cons. DIA J. 44, 745-756 (2010).を基に本TFで改変。 

図3.1.2-1 SDVにおけるRisk based approachの一例 

 

図 3.1.2-1 の一例では、ベースラインや主要評価項目等の重要なデータ項目とそれ以外と

で、SDV の集中度（100%～0%）を変更している。具体的には、スクリーニング、ベースラ

イン、主要評価項目、副次的評価項目、日付、AE（図中のグループ 1）には 100％SDV、そ

れ以外のデータ項目では SDV の範囲を縮小している。重要なデータについて確実に SDV

を行うことにより、試験結果に大きな影響を与えることなく効率的なモニタリングができ

ると考えられる。 

 

3.1.3 Centralized monitoring実施前の確認事項 

Centralized monitoring の実施前には、電子的な記録や EDC といった電子プロセスの環境

を確認し、適切に Centralized monitoring が実施可能と判断された場合にのみ本方法を取り入

れるべきである。 

 

＜実施医療機関での記録保管方法、データ入力、報告の定義に関する評価＞ 

・ 治験開始前までに Centralized monitoring の導入の可否について各実施医療機関の

評価を行う（別添Ⅲ-2：《治験開始前》選定時に利用する評価表（例）参照） 

なお、適切な取り組みをしている実施医療機関に対しては、別添 III-2 のような評

価表を施設ホームページにおいて公表するように働きかけることによって、各治

験依頼者からの問い合わせの軽減につながると考えられる。 

・ 治験開始前までに各実施医療機関における原資料の特定、原資料の記載者等につ

いて、実施医療機関スタッフ（治験責任医師、CRC 等）と十分に協議を行い、合

意した内容を協議記録として保管しておくことが望ましい。また、合意した内容



94 

 

について修正が必要な場合には再度協議を行い、合意した内容を反映していく必

要がある 

・ ALCOA 原則に従った原資料への記録について、各実施医療機関の評価を行う。必

要に応じて実施医療機関スタッフに対し、治験開始前までにトレーニングを行う

ことにより、原資料の品質、ひいては治験プロセス及びデータの信頼性を高める

ことが可能になると考えられる 

・ リアルタイムに評価を実施するためには、データ入力、報告等については期限を

設定しておくことが重要となる。実施医療機関において期限内に入力が可能な体

制かどうか、入力のプロセス等も含めて治験開始時に評価しておくことが望まし

い 

 

＜治験関連データや関連書類へのアクセスに関する評価＞ 

・ EDC に迅速に入力されることにより、リモートで試験の品質を分析、評価するこ

とが可能となる。治験関連データが迅速に入力されるよう、事前に実施医療機関

スタッフとの十分な協議を行う必要がある 

・ 治験関連書類（原資料等）へのリモートによるアクセスについては、本 TF におい

て別途検討を行っている（R-SDV の章を参照）。現在は、一部の実施医療機関で「リ

モートモニタリング」の方法の一つとして導入が開始されているが、まだ過渡期

であり今後の発展が望まれる 

・ 入力されたデータの品質は、治験実施期間を通して評価する必要がある（別添Ⅲ

-3 ：《治験実施中》ハイリスク実施医療機関を特定するトリガー表）。データの品

質については、各部門（データマネジメント、統計解析、モニター）において評

価を行い、リスクに応じて必要な対応を行う 

 

3.1.4 定期的なリスク評価 

リスク評価については、モニタリングプランにあらかじめ規定した上で、定期的（4 週～

8 週毎等）に行う必要があると考えられる。実施医療機関の状況は、トレーニングによる効

果やプロトコールへの習熟等により経時的に、あるいは人事異動等の環境面によって変化

していく可能性があるため、定期的な評価は重要であると考えられる。加えて、各担当者

（モニター等）で評価時期、評価内容、記録のばらつきがないよう、評価基準、記録のテ

ンプレート、評価者（モニターだけでなく、上司、試験の責任者がダブルチェックする等）

も規定しておくべきである。 

また、評価の結果、Centralized monitoring で明らかになった問題、GCP・プロトコールの

不遵守等に対し、On-site monitoring の頻度や集中度（100%～0%）を変更する等の行動計画

を立案し、実行、更に実行後の再評価を行うという一連のプロセスを繰り返すことによっ

て、試験品質の維持・向上及び継続的な改善活動を推進することができると考える。 
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3.1.5 Risk based monitoringの留意点 

Risk based monitoring において留意すべきと考えられる点について、以下に記載する。 

・ 治験初期に行う On-site monitoring で治験実施体制の質を必ず評価し、各実施医療

機関のリスク及び起こりうる逸脱を特定する。 

・ 評価を行うシステム、ツールの特定、評価時期、評価者（1 名とは限らない、また、

当該業務の経験が多いことが望ましい）、評価後の対応フロー、品質評価シート、

評価記録等については、導入前に各社にて手順書等で明確にしておくことが望ま

しい（詳細は品質マネジメントプロセスの項参照）。また、これらは試験開始前だ

けでなく、実施状況に応じて定期的に見直すことが重要である。 

・ 実施医療機関の状況、品質評価については、トリガーとなる項目に着目し、結果

に対する行動計画も含めた記録作成が必要である。また、その評価記録を適切に

保存する。 

・ On-site monitoring が必須となる訪問時期（選定、治験開始時、治験終了時等）、On-site 

monitoring の頻度を変更可能な訪問時期（治験実施中）をモニタリングプランで規

定する。 

・ On-site monitoring から Centralized monitoring へ移行する目的、時期、頻度、評価内

容、判断結果（実施医療機関への電話でのコンタクト（リモートモニタリング）

又は、On-site monitoring を計画する）等については、各試験のモニタリングプラン

で規定し明記しておく必要がある。 

・ リスクが高い場合（例えば、プロトコールが複雑、治験責任医師・治験分担医師

の治験経験が浅い、又は治験特有の手順がある治験等）には、トレーニングを強

化する必要がある。 

 

3.2 モニタリングプラン 

日本においては、モニタリングプランについて、「モニタリング手順書を作成し、その手

順に従ってモニタリングを行う必要がある（GCP 省令第 21 条）」と定められており、各社

毎、試験毎にモニタリングプランが作成されている。しかし、内容については画一的であ

り、当該治験特有の事項については詳細に記載されていないことがほとんどであると思わ

れる。 

 

Risk based monitoring を導入する場合には、各試験に応じた具体的なモニタリングプラン

を作成することが強く推奨されている。この項では、日本における Risk based approach に基

づいたモニタリングプランのあり方、記載すべき事項等について記載する。 
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3.2.1 モニタリングプラン作成前に考慮すべき事項 

モニタリングプラン作成にあたっては、「2.1 FDA ガイダンス」で述べた通り、リスク

評価に基づいて、モニタリング方法、頻度、集中度（100%～0%）等を決定するべきである

と考えられる。 

 

3.2.2 モニタリングプランの作成 

モニタリングプランには、試験毎にモニタリングの方法、責任、範囲、判断のための要

件について、各モニターが同じ認識で業務を遂行できるよう、明確、かつ適切で十分な情

報を網羅する必要がある。また、問題が起きた場合の調査、究明のために適切な行動がと

れるよう、治験開始前までにモニタリングプランは十分に吟味され、プロジェクトチーム

内で検討されていなければならない。また、通常、各実施医療機関においてモニタリング

上リスクとなる因子は複数存在し、状況も常に変化することを考慮すると、治験実施中に

定期的に行う評価の時点で、合理的なモニタリング方法を各担当者が選択できるようなモ

ニタリングプランを策定していくことが最も重要である。 

以下に、モニタリングプランに含めるべきと考えられる 5 つの要素を示す。また、別途

モニタリングプラン作成時のリスクの特定については、本章第 4.1 項に記載する。 

 

① モニタリング方法 

Risk based monitoringでは、試験毎の重要なデータ、プロセスと、実施医療機関の品質に

焦点をあてて、モニタリングの方法を規定する必要がある。On-site monitoringに加え、以下

の2つが今後の主要なモニタリング方法となると考えられる。 

＜1．リスク管理に基づいた重点的なSDV＞ 

・ 当該試験における、重要なデータ（項目）を特定する 

重要なデータに対しては全ての症例を対象に 100％SDV を行い、補助的なデータ

については、SDV の範囲を縮小する（サンプリング SDV） 

・ 重要なデータ以外では、被験者の安全確保、GCP・プロトコールの遵守状況に焦点

をあてる 

 重点的な SDV プロセスの一例を表 3.2.2-1 に示す。 
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表3.2.2-1  重点的なSDVプロセスの一例 

順番 プロセス 内容 

1 データ優先

度の決定 

・ 試験開始までにプロジェクトチームで「重要なデータ」と 

「補助的なデータ」を決定する 

・ プロジェクトチームは必要に応じ、CRFに「重要なデータ」のモジュ

ールを追加する 

2 データ項目 

の決定 

・ 重要なデータリストを作成する 

3 SDV ・ 重要なデータに対する100％のSDVを実施する（全実施医療機関の全

症例に対して行う） 

・ 補助的なデータに対しては100％未満のSDVを実施する 

・ Centralized monitoringで、重要なデータのレビューを一元的に行う 

・ 重要なデータ以外では、被験者の安全確保やGCP・プロトコールの遵

守状況に焦点をあてる 

 

＜2．Centralized monitoring＞ 

・ 主要な品質確保のための項目（トリガー）についてリモートでのモニタリングを

行い、On-site monitoring の頻度と、訪問時に集中的にモニタリングを行う項目を決

定する 

・ 実施医療機関の状況とデータに関して、EDC や IVRS／IWRS 等の情報をもとにリ

モートでのモニタリングを行い、治験の品質が保たれているかを評価するととも

に、ハイリスク医療機関を抽出する 

・ ハイリスク医療機関に対しては、On-site monitoring 等によって重点的に確認・対応

する内容を決定する 

 

Centralized monitoring プロセスの一例を表 3.2.2-2 に示す。  
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表 3.2.2-2 Centralized monitoring プロセスの一例 

順番 プロセス 内容 

1 モニター等の活動 ・ EDC（入力状況、クエリー対応状況）、IVRS／IWRS、中

央測定結果等を用いて、Centralized monitoringを行う 

・ 全実施医療機関において定期的に（月に1度等）リスク評

価を実施する 

2 モニタリング記録 

（Centralized 

monitoring評価記録） 

・ 実施医療機関の品質評価項目に沿って、評価を行い、行動

計画を記録する 

・ 担当する全実施医療機関の治験実施状況についての評価

を行い、ハイリスク医療機関を抽出する 

・ 試験責任者は、モニターが作成した評価記録をレビューす

る 

・ 記録の保存を行う 

  

また、On-site monitoringとCentralized monitoring の想定される使い分け（頻度）について、

概念図として図3.2.2-1に示す。 

図3.2.2-1  On-site monitoringとCentralized monitoringの頻度における概念図 

 

従来のモニタリングは、治験期間を通じてOn-siteにて、頻回に実施医療機関の状況を確認

するという観点から、線①で示すことができる。一方、試験の開始時にOn-site monitoringに

よって治験実施体制を評価し、リスク及び起こりうる逸脱を特定し、大きな問題がないと

判断され一定の手順が定着した後は、On-site monitoringの頻度を下げてCentralized monitoring

を併用し、定期的にリスク評価を実施するモニタリング方法への移行が可能と考えられる
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（線③）。しかし、重大な逸脱や問題の発生、例えば、選択除外基準への度重なる抵触、

安全性報告の遅延、不正の疑い、他の実施医療機関と比較して大きく外れたデータの存在、

CRF入力の大幅な遅延等が確認された場合には、線②のように再度On-site monitoringの頻度

を上げ、重点的な確認、再度のトレーニング等が必要になると考えられる。 

 

② モニタリング結果の報告と共有 

Risk based monitoringを導入するにあたっては、モニタリング報告書のフォーマットある

いは進捗管理のためのツール等が必要となると考えられる。モニタリング報告書に記載す

べきと考えられる事項について表3.2.2-3にまとめた。  

 

表3.2.2-3 モニタリング報告書に記載すべきと考えられる事項 

＜全般的事項＞ 

・実施方法（On-site monitoring／Centralized monitoring） 

・試験名、実施医療機関名、日時、面会者、実施者、実施場所 

・モニタリングの内容 

・モニタリングの結果、モニターの所見 

 

＜Centralized monitoringの場合＞ 

・治験実施中の評価項目についての所見、コメント、対応策（電話／On-site monitoring 

／問題事例として管理するかどうか／対応不要の場合にはその旨の記載等）、対応

結果 

・実施医療機関の評価（ハイリスクかどうか）、行動計画（On-site monitoring、実施

医療機関へのfollow up letter等） 

・実施医療機関との協議記録、協議後の疑問点、懸念事項、それらに対する行動計画、

その結果 

 

＜SDV（リモートで実施可能な場合もある）＞ 

・症例、Visit毎のSDVの範囲 

・症例、Visit毎のSDV結果 

・不整合の対応 

・問い合わせ事項 等 

 

また、モニタリング部門と関連部門との業務が分業化してきていることや、モニタリン

グ業務を外部委託することも増えてきていることから、部門間及び会社間での適切な情報

共有が一つの課題となっている。試験全体に影響する問題や事例については、情報共有の

不足を予防するため、迅速かつ効率的な部門間の情報共有プロセスを構築しておく必要が

ある。また、成功事例についても、同様に情報共有することが有効であると考えられる。 
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③ プロトコール逸脱の管理 

プロトコール逸脱については、実施医療機関毎、担当者毎で経緯の記録や再発防止策が

講じられ、横断的な評価は試験の終盤に行われていることが多い。試験開始時から横断的

な評価を実施するとともに、逸脱の管理については、上司、試験の責任者が把握、介入で

きるよう、報告・共有のプロセスが構築されていることが望ましい。特に、重大な逸脱は、

試験の結果に多大なる影響を与える可能性があり、発生時は速やかな対応と関係部署への

報告が必要となる。 

 

④ トレーニング 

治験の適正な実施のために、治験開始前の治験依頼者内のトレーニング及び治験責任医

師やスタッフに対するトレーニングは、重要な位置を占めていると考えられる。また、治

験実施中の治験責任医師やスタッフへのフィードバック、治験中の手順の変更（プロトコ

ール変更に伴うもの等）に対するトレーニングも同様に重要である。 

モニター等は治験開始前に治験責任医師やスタッフのリスク評価を行い（治験開始前：

実施医療機関、治験責任医師の選定時に当該医療機関のリスクを評価する（別添Ⅲ-2）参照）、

それらのリスク評価に基づいたトレーニングを実施する。トレーニングの際には、以下の

点に留意する。 

・ プロトコールならびに重要な治験プロセス（選択除外基準や重要な評価項目等）

が適切に理解されていること 

・ 他部署との連携等、実施医療機関内での治験実施プロセスが適切に理解されてい

ること 

・ 実施医療機関における品質管理手順が適切であること、また、その手順に従って

正しい運用がされなければならないこと 

・ 治験依頼者から提供される指示や追加情報に対して、タイムリーな対応が必要と

されること 

・ 逸脱に対する防止策、逸脱発生時の必要な対応や報告方法が理解されていること 

 

なお、治験期間を通して実施したトレーニング（Web 上でのトレーニング等 On-site 以外

のものも含む）については、全て記録を作成し、トレーニング受講状況が確認できるよう

になっていることが望ましい。 

また、モニター等は、以下の点について十分に検討を行った上で、On-site monitoring の頻

度を減らすか、あるいは範囲を限定するかどうかを判断するべきである。 

・ On-site monitoring 時の実施医療機関への指導、フィードバック、必要な場合には追

加のトレーニングのための十分な時間を取っているかを確認する 
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・ 継続中のトレーニング、適切なタイミングでのトレーニングやフィードバック、

試験の実施方法の変更や重要な情報の伝達のために、時には別のトレーニングや

On-site 以外のコミュニケーションの方法（電話、Web 配信、On-line トレーニング）

も検討し、最も効率的な方法を選択して実施医療機関に提供する 

Risk based monitoringの導入にあたっては、社内及び実施医療機関へのトレーニングを十

分に行い、理解度を高めた上で導入し、導入状況や問題点等を検証することが必要になる。 

 

⑤ モニタリングプランの修正 

プロトコールの改訂、試験の結果に影響するような重大な逸脱や新しいリスクによる変

更等、モニタリングプランの変更が必要とされる場合についても、事前にモニタリングプ

ランで規定しておくことが必要であると考えられる。 

 

 

4 リスク評価の応用について 

これまでに述べてきたように、Risk based monitoring を実践するにあたっては、リスクに

応じたモニタリング方法の変更、品質マネジメントプロセスの循環が必要である。リスク

に応じ、最適なモニタリング方法を選択することが重要であることから、治験の計画から

実施までを 3 つの期間に分割し、それぞれの段階でリスクを評価できるよう、3 種類の評価

表（別添Ⅲ-1～3）を作成した。この評価表はリスクを評価し、モニタリング方法を適切に

選択するために使用するものである。基本的に、リスクが複雑であり多様化する程、モニ

タリングは強化されなければならないと考えられる。モニタリングの強化方法も様々で、

モニターによるモニタリング頻度を増やす、モニタリングの実施方法を変更し On-site 

monitoring と Centralized monitoring の比率を変化させる等が挙げられるが、いずれにおいて

も必要に応じたバランスのよい方法が求められる。なお、リスクに応じてモニタリング方

法を変更した場合、変更に至った経緯を記録に残すことが必要であると考えられる。 

 

4.1 治験計画時：モニタリングプラン作成時のリスク特定と評価 

 プロトコールの難易度や複雑さは、モニタリング方法を変動させるリスクに大きな影響

を与える。治験依頼者においては、社内において画一的なモニタリングプランを使いまわ

していることも少なくないと考えられるが、プロトコールに応じた当該治験特有のモニタ

リングプランを作成する必要がある。プロトコール毎に治験薬の特性や治験の目的、治験

の相、デザイン等から重要な因子と考慮すべきリスクを特定し、リスクに応じて適切なモ

ニタリング方法及び頻度等を検討し、リスクの高いプロトコールにおいてはリスクの低い

プロトコールより高頻度でのモニタリングを考慮することが必要となる。リスク評価に当

たっては、第 3.1.1 項「重要な因子の特定」に記載した項目が中心となるが、プロトコール
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の対象疾患や観察項目等で治験の費用を算出する際に用いる治験費用算定方式のポイント

がプロトコールの複雑さの評価に転用できると考え、治験費用算定方式のポイント表の項

目と、ポイント表の項目には存在しないがモニタリング方法の選択に係ると考えられる項

目を独自に抽出し記載した評価表（例）（別添 Ⅲ-1）を作成した。 

 

別添Ⅲ-1  表 A 

・ 影響度（Error Impact）：該当項目がデータの採否、モニタリングプラン(モニタリン

グの頻度・方法等の定義)の作成に与える影響の度合いを「大中小」等で記載する。

そして、Error Impact によりモニタリング方法（On-site monitoring／Centralized 

monitoring）を選択する。主要評価項目（エンドポイント）に関連する項目について

は、試験の品質やプロトコール難易度に関わらず Error Impact は大きい。 

・ 逸脱、不遵守等の起こり易さ（likelihood）：検査項目の多さや実施する試験の相、対

象疾患の重篤度によって、予想されるプロトコールからの逸脱発生数は変動すると考

えられる。設定や環境が複雑で、逸脱・不遵守が起こりやすい項目が多いプロトコー

ルでは、モニタリング頻度を上げる等、より密なモニタリングが必要となる。 

 

別添Ⅲ-1 表 B 

・ Centralized monitoring の採否に与える影響度：Centralized monitoring 導入の採否を検討

する前提として、各 IT ツールの利用環境等を確認する。 

 

《具体例》 

 エンドポイントに特殊な検査項目が設定されている場合（例：評価項目が画像診

断や運動機能検査等、評価者の技量に左右される可能性がある場合等）、併用禁

止薬の設定や選択基準・除外基準の設定が多く被験者の適格性確認が重要となる

場合等においては、Centralized monitoring の環境が整っていても、実際に訪問する

医療機関での SDV を選択する必要がある。 

 投与期間が長期に及ぶ場合、経過観察回数の多少や、対象疾患の重症度に応じて、

同じ投与期間を設定している試験であっても必要とされるモニタリング頻度は変

わる。 

 EDC の導入等、IT ツールを利用できる環境も、モニタリング方法に影響を与える

リスクの要因となる。IT ツールを効率的に利用することで、遠隔からでも容易に

モニタリングを行うことができるようになり、また、データを中央で一括管理す

ることで実施医療機関間の偏った傾向等を早期に確認し、適切なモニタリング方

法の選択が可能となる。ただし、IT ツールの利用については、IT ツール活用のメ

リットと、導入時の作業量を勘案する必要があり、短期間の小規模な試験におい

ては IT の実施環境の整備、設置にかかる作業量とコストに見合うメリットを享受
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できない場合もあることに留意すべきである。 

 

4.2 治験開始前：実施医療機関、治験責任医師選定時の当該医療機関のリスク特定と評価 

 治験環境のリスクの一つである実施医療機関間格差がある中で、共通のモニタリング方

法を全ての医療機関に使用することは適切ではないと考えられる。医療機関や治験責任医

師の治験経験及び治験実施環境に合わせて複数のモニタリング方法を実施医療機関毎に使

い分けることで、効率のよいモニタリングを実施することができる。また、治験実施中に

医療機関をとりまく環境が変化することもあることから、治験実施中には定期的に医療機

関の評価を行い、必要に応じて治験実施中でもモニタリング方法を変更することが求めら

れる。治験に参加する全ての医療機関において治験が実施できる最低限のレベルを維持す

る必要があるため、本表（別添Ⅲ- 2）では、実施医療機関選定時に用いる一般的な必要最

低限の選定チェック項目を参考とし、リスクに応じて実施医療機関毎に Centralized 

monitoring を導入できるかどうかを評価する因子を追加して作成している。 

 

《具体例》 

 医療機関の実施体制においては、運用手順の整備、実施体制の管理状況等によっ

て必要とされるモニタリングの時間・頻度は変動する。例えば、治験業務全般に

おいて新たな運用を開始したばかりの医療機関等においては、より重点的なモニ

タリングが必要となると考えられるが、体制が十分に整い経験も豊富な医療機関

では、前述の医療機関よりはモニタリングに必要とされる時間・頻度は少なくて

もよいと考えられる。また、一つの医療機関に、同一期間内に同一治験依頼者内

で複数のプロトコールを依頼している場合もあり、医療機関の実施体制調査項目

にはプロトコールに依存しない共通の調査項目も多く含まれていることから、治

験依頼者内で選定結果を共有し、同一医療機関に対してプロトコール毎に同様の

選定を繰り返し実施することを避ける工夫も必要である。 

 紙カルテにおいては、判読不能文字の解読にこれまで多くの時間が割かれていた

ことから、電子カルテ導入によって直接閲覧時の負担は劇的に軽くなった。紙カ

ルテ運用医療機関と電子カルテ運用医療機関では、直接閲覧に要する時間・負担

に差が生じると考えられる。 

 EDC 導入により、データ入力時のロジカルチェック等を事前にプログラムしてお

くことで、単純な記載・転記ミスは減少すると考えられる。 

 ローカルデータマネージャーの採用他、CRF 作成までの体制が整っており、より

完成度の高い CRF（クエリーが少ない）が作成可能となっている医療機関におい

ては、症例単位のサンプリング SDV 導入も容易となると考えられる。回収した CRF

のエラー率を総括的・統計学的に分析することにより、治験実施中も柔軟にモニ

タリング方法や頻度を変更することが可能となる。 
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 医療機関／治験責任医師／治験分担医師／スタッフ（CRC、検査技師 他）に対し

ては、治験開始前に十分な選定・トレーニングを実施することが求められるが、

治験期間中に大きな環境変化があった場合においても、その都度変化に応じたモ

ニタリング方法の変更、スタッフに対するトレーニングが必要となる。 

 

4.3 治験実施中：治験実施中のハイリスク医療機関の特定と評価 

GCP 省令施行以来、モニターによるモニタリングの品質は向上し、治験実施中は細かな

実施医療機関毎の情報がモニターにより確認されるようになった。しかし、これら収集さ

れた情報を総括的・統計学的に分析、管理する仕組みが整備されている治験依頼者は未だ

少ないと考えられる。収集される情報に実施医療機関間の格差がある場合（例えば、一実

施医療機関のみ報告される逸脱の数が多い、特定の実施医療機関にて報告される有害事象

に極端な傾向がある等）、当該医療機関において治験が適切に実施されているかどうかの

モニタリングを強化する必要があると考えられる。モニタリングを強化する必要があると

考えられるハイリスク医療機関を特定するための評価表を別添 Ⅲ-3に一覧表として作成し

た。 

 

《具体例》 

 治験薬の特徴により発現が多いと想定される有害事象がある場合や、対象疾患の

特異性（高齢者、重症疾患）により重篤な有害事象が多く発生することが予想さ

れるプロトコールの場合で、他の医療機関と比較してある特定の一医療機関で極

端に有害事象報告数が少ない場合等は、有害事象の報告漏れを想定し、モニタリ

ングを強化する必要性を検討するべきである。 

 データ、有害事象判定、合併症に実施医療機関による偏りが存在する場合（特定

の実施医療機関でエントリーされる被験者の合併症が全て同一である場合やバイ

タルの値が毎回同じ値のデータが報告される場合等）、被験者間の取り違いや visit

の間違い、悪質な場合には虚偽のデータ報告等が疑われると考えられる。 

 症例登録が極度に少ない医療機関においては、プロトコールの理解や同意説明の

方法に問題がある可能性も考えられる。 

 クエリーの発生数や回答までに要する時間に傾向がある場合、モニターの再教育

も含め、再トレーニングが必要と考えられる。 

 逸脱／プロトコール不遵守には当該事項の重要度に応じて閾値（許容範囲）の設

定が重要である。重大な逸脱に許容される範囲は狭く、選択基準又は除外基準に

抵触する逸脱が一つでも治療期導入後に発覚した場合、当該症例は解析対象集団

に含めることができなくなることがある。 

 閾値（許容範囲）の種類 

・ 逸脱／不遵守がデータの採否に影響する閾値（許容範囲）：適格性に関連す
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る事項で一つでも重大な逸脱が発見されれば即座にデータ不採用につながる

ケースが多く、重大な逸脱があった場合、閾値（許容範囲）はほとんどない

と言い換えることができる。適格性に影響しないようなそれ以外の軽微な逸

脱／不遵守は一つの発生については、即座にデータの採否に影響するもので

はない。 

・ 医療機関の実施体制を判断する閾値（許容範囲）：医療機関に関する重大な

逸脱の有無は、治験実施中の医療機関の実施体制を評価する重要な項目であ

る。また、軽微な逸脱が他の医療機関と比較してある特定の一医療機関のみ

で多発する場合、当該医療機関の実施体制に問題がある可能性があり、スタ

ッフの再教育を含めたモニタリングの強化が求められる。 

・ 治験が適切に実施されていたかを判断する閾値（許容範囲）：被験者の試験

参加前の書面での同意取得が得られていない場合等、重大な逸脱が多発する

場合は治験そのものの信頼性が疑われることとなる。 

・ プロトコールの実施可能性に関する閾値（許容範囲）：全ての医療機関で同

一の逸脱／不遵守が多発する場合は、プロトコールの設定そのものに不備が

あるか、スタッフのトレーニングが不十分である可能性があり、場合によっ

てはプロトコールの変更を考慮しなければならない。ただし、プロトコール

の評価項目等の特性によっては、被験者都合でやむを得ない逸脱や不遵守が

生じる試験デザインも想定され、逸脱が多発する複雑なプロトコールでは、

他プロトコールに比較し逸脱数が多いことがすなわち不適当なプロトコール

設定であると結論付けられるものではない。 

 

 

5 本章のまとめ 

本章では、治験を取り巻く環境が多様化する中で、効率的かつ品質の高い治験を実施す

るために、日本国内でのモニタリングにおいても Risk based approach の概念を導入し、従来

の画一的なモニタリング方法から、重要性やリスクに応じたモニタリング方法へ変革する

必要性について言及した。また、FDA ガイダンスならびに EMA ガイダンスに述べられてい

る概念を参考に、リスク分析を行い、リスクに応じたモニタリング方法（On-site monitoring

と Centralized monitoring を組み合わせて実施）を選択し、適切な頻度でモニタリングを実施

するための評価表及びリスクに基づく治験品質のマネジメントを実践するためのモニタリ

ングプランの作成方法について提案した（これまでのモニタリングと、Risk based monitoring

の概念を、図 5-1 に示す）。 

なお、TF6 において、「自社において、IT ツールや電話、e-mail 等を利用した中央／リモ

ートでのモニタリングを、体系的にモニタリングプランに記載しているか」について調査

を行ったところ、記載していると回答したのは 22 社中 4 社という結果であった。今後、日
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本においても Risk based monitoring の概念が広がっていくものと思われる。 

これらの提案が、リスクに応じた On-site monitoring ／Centralized monitoring の使い分けの

参考になるとともに、より効率性や品質の高いモニタリングの実施へ繋がるための一助と

なることを期待したい。  
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図 5-1 これまでのモニタリングと Risk based monitoring 
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おわりに 

 

2012 年度 TF6 では、規制当局ならびに製薬協 医薬品評価委員会のこれまでの取り組みを

踏まえた上で、モニタリング業務の更なる効率化に焦点をあて、日本においても既に導入

が行われ始めている、IT 技術を活用した「治験手続の電子化」と「リモート SDV」につい

て詳細な検討を実施するとともに、今後の展望として、限られたリソースを重要性やリス

クに応じて分配し、状況に応じた効果的なモニタリング手法を用いることで治験全体の効

率化を図る「Risk Based Approach」という新たな概念について検討を行った。いずれの項目

についても、有効に活用することで日本におけるモニタリング業務の効率化、治験プロセ

スの効率化に寄与すると考えられる。 

なお、モニタリングの効率化については、適切な治験実施体制の整備、臨床試験の遂行、

役割の分担、原資料の整備等が伴っていることが前提であるとともに、効率化を追求する

あまり、被験者の保護や治験全体の質の確保が疎かになるようなことがあってはならない。 

 治験依頼者と医療機関、規制当局が協働し、高い品質を維持しつつ、現在よりも効率的

に臨床試験を実施することで、治験の日本離れ（空洞化）及び更なるドラッグラグを食い

止めることができると考えられる。本提言書がその一助となることができれば幸いである。 
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