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はじめに 
 

「盲検（blind）」とは「どのような治療が行われているのかを知らない状態」のことであり、「盲

検化」は、ランダム化と並んで、臨床試験におけるバイアスを 小にするための重要な技法の一

つである。それ故、エビデンスの構築を目指す検証的試験では、ランダム化二重盲検試験が標準

的に用いられている。本来、二重盲検試験とは、医師と被験者のいずれもが盲検となっている試

験を指しているが、製薬会社（以降、治験依頼者）によって行われる承認申請のための臨床試験

（以降、治験）においては、規制の関係上、医師と被験者に加えて、治験依頼者の盲検性も考慮

しておく必要がある。本邦における治験依頼者の盲検性の考え方は、治験依頼者の全ての者が盲

検となっていることを暗黙の了解としているため、割り付けられた試験治療の内容（割付情報）

は、第三者である社外で保持・管理される場合がほとんどであった。 

しかしながら、近年、EDC（Electronic Data Capture）をはじめとする治験の電子化および EDC

の普及による中間解析の増加、さらには安全性に関わる新しいプロセス、すなわち DMC（Data 

Monitoring Committees、データモニタリング委員会）の設置、DSUR（Development Safety Update 

Report、治験安全性 新報告）の作成、SUSAR（Suspected unexpected serious adverse reaction、予測

できない重篤な副作用）の当局報告などが加わったことにより、治験依頼者の一部の者が非盲検

とならざるを得ないケースが増えつつあるのが実情である。実際に、本タスクフォースが行った

アンケート調査においても、外資系企業を中心に、治験依頼者自身が割付情報を保持・管理する

会社も多くなってきている。このような状況を踏まえると、治験依頼者の全ての者が盲検となっ

ていることを前提とした盲検性維持のためのコンベンショナルな方法・手順では、新しい環境に

適応することができないと考えられる。更に、治験に関わる業務は専門化、細分化されているた

め、このような新しい環境下における業務において、盲検性が崩れるリスクを理解しておくこと

が盲検性を維持するためには必要不可欠である。そこで、新しい環境を念頭に、治験依頼者の立

場からコンベンショナルな盲検性維持のための方法・手順を見直し、新しい環境に即した盲検性

維持の体制を構築する必要があると考え、本報告書を作成した。 

臨床試験においてバイアスを 小化することは、盲検化されていない試験、すなわち非盲検試

験においても同様に重要な問題である。そこで本報告書では、非盲検試験についても言及した。

一方、例えばダブルダミー法などの盲検性維持のための方法論については対象外とした。対象外

とした内容を含む盲検化全般については成書 1,2,4,5,7)を参照されたい。 

本報告書は、製薬企業の治験に関わる全部門の担当者をはじめとして、臨床研究、医師主導試

験など、盲検試験に何らかの形で関わる全ての人を対象にしている。本報告書は治験を念頭に作

成したが、一般の臨床研究においても適用できる部分は参考にすることは可能であろう。 

本報告書は、第Ⅰ部、第Ⅱ部から構成されている。第Ⅰ部の構成は、以下の通りである。1 章

では、盲検性を取り巻く環境の変化を概観し、治験依頼者の盲検性について見直す意義を述べる。

2 章では、治験依頼者の盲検化の範囲およびそれに応じた盲検性維持の体制について述べる。3 章
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で非盲検試験について取り上げる。 後に、4 章でまとめを述べる。第Ⅱ部では、臨床試験を 5

つのプロセスに分け、各プロセスに潜む盲検性が崩れるリスクとその対策について検討した。第

Ⅱ部は単独でも読めるが、第Ⅱ部のみを読む読者も、可能な限り 1 章（治験依頼者の規制に関す

る部分は除く）には目を通して欲しい。 

本報告書が、新しい環境下での盲検性維持に寄与することで、質の高いエビデンスを構築する

一助になれば幸いである。 
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第Ⅰ部 
 

1. 盲検性を取り巻く環境の変化 

1.1. 盲検化とバイアス 

盲検化および盲検性の維持は、治験を立案・遂行するうえで、当然検討すべき内容であり、製

薬会社、とりわけ臨床開発部門に所属する者にとって、いわば基本中の基本である。そのため、

読者の中には、なぜ今改めて盲検性について考える必要があるのか、という疑問を持つ人もいる

のではないだろうか。盲検性再考の意義を理解するには、現在の盲検性を取り巻く環境の変化を

知る必要がある。その本題に入る前に、まずはその盲検化について概観しておく。 

 

盲検化はなぜ必要か 

ICH-E9 ガイドライン 15)において、「本ガイドラインに述べられている原則の多くは、偏りを

小にし、精度を 大にすることを目的としている」と述べられているように、臨床試験の計画と

実施にあたって、偏り（bias、バイアス）は重要な関心ごとである。バイアスとは「試験治療の効

果の推定値と真の値の系統的な差」のことであり、バイアスにより治療効果が“偏って”推定さ

れてしまうと、治療効果の過大評価あるいは過小評価が起こり、試験結果から科学的に妥当性の

ある結論を導くことが困難になる。バイアスは、試験デザインから、運営、解析、結果報告まで、

治験のあらゆる場面・場所で生じるため、その対処を常に考えておく必要がある。治験依頼者は、

潜在的なものも含めてその原因を可能な限り明らかにし、バイアスを 小にする対策を講じる必

要がある。 

臨床試験においてバイアスを 小にするための重要な技法の一つは「ランダム化」、すなわち、

被験者にどの試験治療に割り当てるかをランダムに決めることである。しかし、ランダム化を行

った場合でも、「ランダムに割り当てられた試験治療が何であるか知っていること」によりバイア

スが生じる。そこで、ランダム化に加えて「盲検化a」、すなわち「どのような試験治療が割り当

てられているのかを知らない状態」とする必要がある。この盲検化の技法を用いた臨床試験は盲

検試験とよばれる。なお、本報告書では、割り当てられた試験治療を知らない人を「盲検化され

た人（blinded personnel）」、割り当てられた試験治療を知っている人を「盲検化されてない人

（unblinded personnel）」とよぶ。 

 

                                                        
a 盲検化（Blinding）よりも、マスク化（Masking）という用語が適切であるとの意見もあるが、本報告書では ICH
ガイドラインで用いられている「盲検化」を用いた。なお、臨床検査項目の一部の値を見えなくすることを慣例

的に「マスキング」とよぶ場合もある。また、被験者に治療を割り当てる時まで、その割り当てられる治療を伏

せておくことを Concealment（隠匿）とよび、治療の割り当て後の盲検化とは区別する場合もある
3)
。 
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バイアスが生じる原因は何か 

バイアスが生じる原因については様々な成書で纏められている 1,2,4,5,7)。また、本報告書の第Ⅱ

部でも、治験においてバイアスが生じる原因について詳細に纏めているが、ここでも簡単に触れ

ておこう。 

治験におけるバイアスの原因として も注意しなければならないのは、治験の主役と言うべき

被験者と医師によるものである。被験者および医師が「どのような試験治療が割り当てられたの

かを知らない状態」とした試験は二重盲検試験とよばれる。被験者と医師は、治験から得られる

データの源となる人たちであり、ここで発生するバイアスの影響は極めて大きいと言える。例え

ば、被験者が自身に割り当てられた試験治療を知れば、思い込み・先入観によって様々な身体的

影響が生じるであろうし、医師が知れば有効性や安全性の評価に影響を与えるであろう。さらに、

併用薬・併用療法、救済薬の使用判断、患者へのケアなど、医師の影響は多岐に亘ることに注意

が必要である。さらに、治験実施施設には、被験者や医師と密接に関係・連携するクリニカルリ

サーチコーディネーター（CRC）や看護師、薬剤師などの治験協力者もいるため、これらの者が

試験治療の内容を知ることによる影響も大きい。 

一方、治験依頼者は、治験を立案・運営するスタディマネージャ、施設の治験実施状況をモニ

タリングし、医師や CRC と接するモニター、データマネジメントを担当するデータマネージャ、

統計解析を担当するバイオスタティスティシャンなど、非常に多岐にわたる。このような治験依

頼者側の担当者が盲検化されていない場合、様々なバイアスの原因となる。例えば、スタディマ

ネージャは、試験の継続、試験計画の変更に関与し、モニターは、医師・CRC への治験データの

問い合わせ・確認内容に関与する。データマネージャは、有害事象のコーディング、クエリーの

発行、曖昧な記載の解釈に関与し、バイオスタティスティシャンは、解析対象集団やデータの取

り扱い方法、統計解析手法の選択に関与する。このように、治験においては、被験者や医師だけ

でなく、治験依頼者についてもその役割ごとにバイアスが生じる原因を考えておく必要がある。 

 

「どのような試験治療が割り当てられたか」とはどんな情報か 

「どのような試験治療が割り当てられたか」という割付情報は、「割付キーコード表b」とよば

れるものを見れば明らかになる。治験薬には管理番号が付与され、割付キーコード表では、その

治験薬番号と試験治療群が紐づけられている。したがって、被験者と投与された治験薬の番号の

対応から、どの被験者にどのような試験治療が割り当てられたかが明らかとなる。当然のことな

がら、この割付キーコード表は blinded personnel には開示されないが、もし誤って明らかになって

しまうと、全ての被験者の「どのような試験治療が割り当てられているのか」を完全に知ること

になる。これは割付キーコード表の全てが明らかになる状況であり、下記のケース 1 の場合であ

る。このような状況を「盲検性が崩れた」、「盲検性が破られた」のようにいう。 

 

 

                                                        
b 割付キーコード表の他に、割付テーブル、キーテーブルなど様々なよび方がある。 
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盲検性が崩れる（盲検性が破られる）ケース 

ケース 1 全被験者の割付キーコード（割付キーコード表の全体）が明らかになる 

ケース 2 特定のグループ（例えばある治験実施施設）の割付キーコードが明らかになる 

ケース 3 特定の被験者の割付キーコードが明らかになる 

ケース 4 特定のグループあるいは被験者の割付キーコードの予見可能性が高まる 

 

また、ケース 2 や 3 のように、ある治験実施施設やある被験者のみの割付キーコードが明らか

になる状況のように、部分的に盲検性が崩れる（盲検性が破られる）ケースもある。一方、ケー

ス 4 は、ケース 1～3 とは異質なものであり、「どのような試験治療が割り当てられているのか」

を直接的に知るわけではなく、割付方法（割付ブロックのサイズ）、血中薬物濃度データ、評価項

目と連動するマーカー、副反応などから、被験者が「どのような試験治療が割り当てられている

のか」が予測可能になる状況である。 

ケース 1～4 において、数字が小さいほど盲検性維持への影響・ダメージが大きくなる。ケース

1 となった場合には、もはや二重盲検試験とはいえず、盲検試験としての信頼性はゼロになった

といっても過言ではない。ケース 4 は、あくまでも割付キーコード（割り当てられた試験治療）

を予測できてしまう可能性、すなわち予見可能性cが高まるケースであり、直接的に試験治療を知

るケース 1～3 に比べて、盲検性維持への影響は大きくない。しかしながら、予見可能性が高まる

ことによっても、思い込み・先入観を生じさせ、バイアスの原因となってしまう。本報告書では、

割付キーコードそのものは勿論のこと、予見可能性を高める情報も含めて、これらを「盲検化情

報」とよぶ。盲検性を維持するためには、 

① 治験の当事者に割付キーコードを開示しない 

② 被験者から得られるデータから、割り当てられた試験治療群が推測できない 

③ 治験薬を通常の感覚で調べても、試験治療群が分からない 

が必要となる 7)が、①および②は、ケース 1～4 が起こらないように盲検化情報を適切に管理する

ことによって達成される。なお、③は「治験薬の識別不能性」とよばれるものであり、第Ⅱ部で

触れる。 

 

試験途中の集計・解析の結果はバイアスに影響しないか 

DMC による中間解析、安全性モニタリングなど、ある時点までに得られている途中の治験デー

タに対して、被験者に割り当てられた試験治療を明らかにして集計解析を行い、試験の継続・中

止を判断する場合がある。このように、決められた手順・方法によって試験治療を明らかにする

ことを、「盲検を解除する」という。このような盲検解除により得られた集計解析の結果を知るこ

と、個々の被験者の割付キーコードを含めた盲検化情報を知ることとは、本質的に異なるもので

ある。しかしながら、このような盲検が解除された集積情報により、治験開始時に明らかではな

かった試験治療の新たな特徴が明らかになり、特定の被験者の割付キーコードの予見可能性が高

                                                        
c 「知的な当て推量」ともよばれる。 
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まる可能性も否定できない。また、集積情報が明らかになることにより、実薬の治療効果が高い

ことが分かれば、その後実薬への期待が高まって、それ以降に登録される被験者集団の特徴が治

験開始当初から変わってしまう可能性がある。反対に治療効果が低ければ、登録スピードの低下

や、治験継続率の低下を引き起こす可能性もある。すなわち、本来、治験の対象としていた被験

者集団から乖離することで、新たなバイアスの原因となるため、集積情報も盲検化情報と同様に

適切に管理する必要がある。 

 

1.2. なぜ今盲検性を考える必要があるのか 

前節では盲検化の重要性を再確認したが、盲検性の維持は、そんなに難しいことではない、と

考える読者も多いのではないだろうか。例えば、「盲検性を維持する上で何が大切か？」と問われ

て、多くの読者が治験薬の識別不能性を挙げるだろう。これまで本邦では、割付キーコードの作

成・管理、治験薬の割付作業（治験薬番号と試験治療群の紐づけ）など、盲検化に関わる業務を

独立した外部の会社に委託するケースが多かった。このようなケースでは、治験開始からデータ

ベースの固定まで、治験依頼者を割付キーコードからほぼ完全に遮断することが可能となる。す

なわち、割付キーコードを社内保持することの多い欧米の製薬企業の盲検性維持の体制dに比較し

て、blinded personnel に割付キーコードが開示されてしまうリスクは格段に低くなる。したがって、

製剤の識別不能性さえ担保できていれば、特別な方法や手順がなくても、盲検性が維持されてい

ることを主張することが可能であった。このようなコンベンショナルなやり方は、第三者から見

てもシンプルで分かりやすく、日本の盲検性維持の方法として定着してきたのが事実である。し

かしながら、このコンベンショナルな方法は日本独自の進化を遂げてきたものであり、盲検性を

取り巻く環境は急速に変化していることを踏まえると、携帯電話の開発・進化過程になぞらえて、

ガラパゴス的な盲検性維持の体制ともいうべき状況に陥っていると言える。以下、本タスクフォ

ースで行ったアンケート調査eの結果を参照しながら、盲検性を取り巻く環境の変化を考察してい

こう。 

 

治験のグローバル化 

近年、国際共同治験あるいは海外での治験などが増加し、治験は急速にグローバル化している

ことは周知の事実である。欧米の製薬企業では、割付キーコードを社内保持することが多いため、

盲検化・盲検性維持に関わる業務を独立した外部に委託する日本の方法は、海外事業所、欧米の

共同開発会社に充分に理解されている訳ではないことに留意しておく必要がある。特に、欧米の

                                                        
d 製薬協の調査団報告書

8)
では、欧米の製薬会社は「二重盲検試験の割付キーコードは、治験依頼者が管理してい

る。但し、キーコードの作成と保管は、当該試験に責任を有する生物統計担当者以外の人が行っている。」と報告

されている。 
e 「盲検試験に関する国内の製薬会社の現状」を把握する目的で、2015 年 3 月にデータサイエンス部会加入会社

66 社に対してアンケート調査を行い、60 社（内資系 46 社、外資系 13 社、無回答 1 社）から回答を得た。このう

ち「二重盲検試験の経験なし」と回答した 3 社（内資 2 社、外資 1 社）を除いた 57 社での集計結果を一部抜粋し

て示した。 
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製薬企業では、治験薬管理に関わる者は unblinded personnel となっており、治験薬の製造・管理に

関わる医薬品製造受託機関（CMO、Contract Manufacturing Organization）にはそれを前提に対応す

る必要がある。もし日本がリードして国際共同治験を企画・運営するのであれば、国際的に通用

する盲検化・盲検性維持の方法・体制を採用しなければ、相手の理解不足やミスコミュニケーシ

ョンから、本来知ってはいけないはずの盲検化情報に無意識にアクセスしてしまう（あるいはア

クセスさせられてしまう）など、様々なトラブルが発生することが予想される。このような治験

のグローバル化を念頭におけば、割付キーコードの社内保管は自然の流れであり、これを前提に

した盲検性維持の体制を構築しておくことが必要となる。 

 

アンケート結果①：Q. 割付キーコードを社内保管していますか？ 

 

                   割付キーコードを保持する部署 

 

アンケート結果①によれば、57 社のうち 19 社（33%）が割付キーコードの社内保管を行ってい

るが、依然として外部での保管を行っている会社が多かった。一方、これを外資系企業に絞れば

12 社中 9 社が社内保管を行い、その全てが日本法人以外の会社で保管していた。これは、外資系

企業はグローバル治験に参加する機会が多いこと、本国にある親会社で割付キーコードを保管し

ているためであろうと推察される。 

 

アンケート結果②：Q. 治験薬保管場所・治験薬管理担当者の盲検性は？ 

    
治験薬保管場所担当者               治験薬管理担当者（社内） 
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アンケート結果②によれば、治験薬の製造・管理に関わる治験薬保管場所担当者、治験薬管理

担当者が blinded personnel であるのは、それぞれ 49 社（86%）、47 社（82%）であり、ほとんどの

会社が、欧米の製薬企業のように unblinded personnel とはしていなかった。 

 

治験の電子化 

EDC の時代となり、紙の CRF（Case Report Form）を用いた治験が一般的であった時代に比べ

て、治験の電子化が急速に進んでいる。欧米の製薬企業を中心に IWRS/IVRSf（Interactive Web/Voice 

Response System）や電子媒体の割付キーコードが採用されている。例えば、割付キーコード表が

紙で作成される場合、割付キーコードは盲検性維持のために封印され、施錠された場所で保管・

管理される。その際、オリジナルの紙は「割付キーコードの正」、様々な目的で作成されるコピー

は「割付キーコードの副」などとよばれてきた。しかしながら、電子媒体の割付キーコードでは、

電子的なコピーを簡便に、そして大量に行うことが可能であり、正副というよび名にはほとんど

意味がないだろう。割付キーコードがシステム上に電子的に保管される IWRS/IVRS のような環境

下では、物理的な割付キーコードの封印・保管ではなく、割付キーコードへのアクセス制限とい

う形が自然である。このように、盲検性維持の方法に大きな影響を与える IWRS/IVRS の導入や割

付キーコードの電子化を踏まえ、盲検性維持の方法を再検討する必要がある。 

 

アンケート結果③：Q. 割付キーコードの標準的な保管形態および副キーコードの作成は？ 

 

        

割付キーコードの保管形態      副キーコードの作成有無と作成目的 

 

 アンケート結果③によれば、割付キーコードの電子媒体による保管は 21 社（37%）で実施され

ており、紙媒体による保管 36 社（63%）に比較してまだまだ多数派とは言えないが、IWRS/IVRS

の広がりにより、割付キーコードの電子化も浸透してきたことが分かる。紙媒体では、バックア

ップや治験薬管理用など、様々な目的で副キーコードが作成されることが多い。この紙媒体の副

産物とも言える副キーコード（エマージェンシーキーgを除く）の作成は 29 社（51%）と予想に反

                                                        
f Interactive Voice Response System（自動音声応答システム）、Interactive Web Response System（自動ウェブ応答シ

ステム）を用いて、被験者登録、試験治療群の決定、治験薬の配送が行われる。EDC と接続されることが多い。 
g
 重篤な有害事象の発生時など、医療上の緊急時に、試験治療群を明らかにするために開封されるキーコード 

・測定施設用 

・PV/当局への AE 報告用 

・正のバックアップ 

・PK 測定用 

・治験薬割り付け用 

・治験薬管理用 

・中間解析用 
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して少なかった。インフラやシステム上の問題が解決し、電子媒体の割付キーコードがさらに普

及すれば、割付キーコードへのアクセス制限という形で、盲検性が維持できることから、副キー

コードの作成は今後さらに減っていくものと思われる。 

 

安全対策の強化 

医薬品開発における被験者保護の強化を背景として、近年、安全性情報に関わる新しいプロセ

ス・規制が加わっている。例えば、安全性に懸念がある治験において、DMC（Data Monitoring 

Committee、データモニタリング委員会）が設置されるが、この DMC を構成するメンバーは

unblinded personnel となる。この unblinded personnel と治験依頼者が如何に関わり、盲検性を維持

するかは、DMC を設置する際の重要な検討事項である。また、EU で治験を実施中の化合物の場

合、SUSARs（Suspected unexpected serious adverse reactions、予測できない重篤な副作用）が発生

すると、治験依頼者は、当該被験者の盲検を解除して EU の規制当局に報告することが義務付け

られている。すなわち、SUSAR 報告に関わる担当者は unblinded personnel となる。この SUSAR

に関する情報は、DSUR（Development Safety Update Report、治験安全性 新報告）にも記述され

ることから、DSUR の作成者やレビュアーは、盲検化情報にアクセスすることなる。したがって、

盲検性維持のためには、DSUR を開示する範囲、開示するタイミングにも注意が必要である。 

 アンケート結果④によれは、SUSAR キーを安全性情報担当者が開封している会社は 16 社であ

り、社内では SUSAR キーの開封を行わず、外部を利用している 7 社を上回っていた。なお、29

社が「SUSAR キーは作成していない」と回答していることから、欧州当局への報告が必要となる

試験を実施していない会社が多いように見えるかもしれない。しかし、29 社の中には、電子媒体

の割付キーコードを利用しているため、そもそも副キーコードとして SUSAR キーを作成してい

ないケースや、外資系企業で本国にある親会社が SUSAR の対応を一元管理しているケースが含

まれていることに注意されたい。 

 

アンケート結果④：Q. SUSAR キーは誰が開封していますか？ 

 

SUSAR キーの開封者 
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インテグリティ（integrity） 

本節の 後に、盲検性維持に関わる重要な概念として、インテグリティ（integrity）について触

れておこう。インテグリティは、ICH ガイドライン 13,15)では「完全性」という訳語で述べられ、

FDA および EMA の DMC ガイドライン 9,10)においても、「科学的なインテグリティ」や「試験の

インテグリティ」として頻繁に登場する用語である。インテグリティを適切に表現した日本語は

なく、小宮山ら 6)と同様に、本報告書でも無理に日本語をあてはめることをせず、そのまま”イ

ンテグリティ”とするh。 

インテグリティとは、「臨床試験の質が計画された時点の状態、すなわち本来あるべき状態のま

まに維持されている」ことを表している。治験計画時に想定した“本来あるべき状態”が、治験

終了時にも維持されていなければ、例え結果が良好であったとしても、本当の意味で治験目的は

達成されず、エビデンスになりえないことになる。すなわち、治験計画時に想定した盲検性の“本

来あるべき状態”の維持は、治験のインテグリティに重大な影響を及ぼす要因の一つと考えられ

る。なお、詳細は 3 章で述べるが、インテグリティは盲検試験のみならず、非盲検試験でも成り

立つ重要な概念であることに注意しておく。 

 

1.3. 治験依頼者の盲検性に関する規制 

これまで述べてきたように、新しい環境下では、これまで存在しなかった治験依頼者の unblinded 

personnel が登場することになり、ガラパゴス的な盲検維持の体制の導入当時とは比べ物にならな

いほど複雑化している。このような環境変化の中では、治験依頼者は、盲検化情報から完全に遮

断されていればよいという単純なものではなく、同じ治験依頼者という立場であっても、ある者

は unblinded personnel、またある者は blinded personnel となることを前提として、盲検性維持の体

制を構築する必要がある。本報告書に参考文献として挙げている試験デザインに関する成書 1,2,4,5)

では、盲検性についての章が必ず設けられ、詳細な説明がされているが、治験依頼者の盲検性に

ついて触れたものはそれほど多くない。一方、ICH ガイドラインでは、様々なところで治験依頼

者の盲検性について言及されている。 

 

ICH ガイドラインにおける治験依頼者の盲検性の記述 

「ICH-E6 医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)13)」、「ICH-E8 臨床試験の一般指針 14)」、

「ICH-E9 臨床試験の統計的原則 15)」、「ICH-E10 臨床試験における対照群の選択とそれに関連す

る諸問題 16)」の各ガイドラインにおいて、治験依頼者が盲検化の対象者として明示されている。

                                                        
h 小宮山ら

6)
では、以下のように考察されており、インテグリティの理解に有用である。「Integrity という用語は、

ICH-E9 臨床試験の統計的原則（たとえば、4-5 節 中間解析と早期中止）では「完全性」と訳されている。しかし、

同ガイドラインの Expert Working Group では、”Keep it as it is”あるいは”Make every effort to keep it as it is” の意

味で使われていた。同ガイドラインの日本語訳に対してパブリック・コメントを求めた邦訳案では、「治験をもと

のままの状態に保護するため」などと訳されており翻訳の苦心の後がうかがえる。英英辞典では、”an unimpaired 
condition”（機能や質などが損なわれていない、弱められていない状態）が翻訳の文脈にあうと考えられる。以上

のような Integrity という用語に込められた含意を正確に伝える日本語はないと考え、本邦訳では Integrity に無理に

日本語をあてはめることがせず、そのまま「インテグリティ」とした。」 
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特に、バイアスの 小化を目的とする ICH-E9 ガイドラインでは、予見可能性の回避、割付キーコ

ードの保管、エマージェンシーキーの開封時の対応など、より具体的に記載されている。 

 

ICH ガイドラインにおける盲検性の記載（抜粋） 

【ICH-E6 医薬品の臨床試験の実施に関する基準 13)】 

1. 用語の定義 GLOSSARY；1.10 盲検化／遮蔽化 Blinding/Masking  

 治験に参加する単数又は複数の当事者が、治療方法の割付けについて知らされないようにする措置を

いう。単盲検法は通常、被験者が割付けの内容を知らされないこと、二重盲検法は被験者、治験責任

医師、モニター、及び一部の事例ではデータ解析者が割付けの内容を知らされないことを意味する。

5. 治験依頼者；5.5 治験の管理、データの取扱い及び記録の保存 

 （g）盲検化を行う場合は、盲検性を保全する（例えばデータの入力及び処理において盲検性を保持す

る）。 

5. 治験依頼者；5.13 治験薬の製造、包装、表示及びコード化 

 治験依頼者は、治験薬（実対照薬及びプラセボを含む）がその開発段階に応じた適切な特徴を有し、

適用されるＧＭＰを遵守して製造され、該当する場合には、盲検性が維持されるような方法でコード

化され、表示されていることを保証しなければならない。 

 盲検下の治験では、治験薬のコード化に際して、医療上の緊急時に当該治験薬がどの薬剤であるかを

直ちに識別できるようにし、かつ盲検性が破られたことを検知できるようにしておかなければならな

い。 

 

【ICH-E8 臨床試験の一般指針 14)】 

3. 開発の方法；3.2 個々の臨床試験において考慮すべき点；3.2.2 デザイン；3.2.2.5 偏りを 小にする方法

又は評価する方法 

 治験実施計画書には、治療群への割付方法及び盲検化の方法について明記しなければならない（ICH 

E9 、E10 各ガイドライン（別表）参照）。  

 比較試験の実施において、無作為化は、試験群間の比較可能性を保証し、被験者選択時のバイアスの

可能性を 小とする好ましい方法である。  

 盲検化は、試験結果に偏りを生じさせる危険性を減少又は 小化する重要な方法である。プラセボや

他の治療的介入の種類を識別不可能にする方法を用いることにより、割付けられた治療を被験者が知

らされない試験を単盲検試験という。 

 さらに、被験者に対する処置、臨床的評価及びデータ解析等に関わる治験責任（分担）医師及び治験

依頼者のスタッフも割付けられた治療法を知らない試験を二重盲検試験という。 

 

【ICH-E9 臨床試験のための統計的原則 15)】 

II. 臨床開発全体を通して考慮すべきこと；2.3 偏りを回避するための計画上の技法；2.3.1 盲検化 

 二重盲検試験は、被験者並びに被験者の試験治療又は臨床評価を行う治験責任(分担)医師及び治験依頼
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者のスタッフのすべての者が被験者に割付けられた試験治療を知ることができないものである。 

 これには、被験者の適格性の判断、評価項目の評価及び治験実施計画書遵守状況の評価に関わる者す

べてが含まれる。この盲検化のレベルは治験実施中維持され、許容できる質にまでデータクリーニン

グが行われてはじめて、適切な関係者に割付が明らかにされる。 

 

II. 臨床開発全体を通して考慮すべきこと；2.3 偏りを回避するための計画上の技法；2.3.2 ランダム化 

 予見可能性を高めてしまうようなランダム化に関する内容の詳細（例えば、ブロックの長さ）につい

ては治験実施計画書に含めるべきではない。 

 ランダム割付表自体は、全試験期間において、盲検性が適切に維持されることを保証する方法で、治

験依頼者又は第三者によって安全に保管されなければならない。 

 どの被験者についても緊急の場合には割付を明らかにしなければならないことがあるため、試験中ラ

ンダム割付表にアクセスする可能性を考慮すべきである。その際に従うべき手順、必要な証拠資料及

び割付を明らかにした後の被験者の治療と評価の仕方はすべて治験実施計画書に記述すべきである。

 

【ICH-E10 臨床試験における対照群の選択とそれに関連する諸問題 16)】 

1.0 はじめに；1.2 対照群の目的；1.2.2 盲検化 

 臨床試験は、しばしば「二重盲検」（又は「二重マスク」）下で行われる。これは、各被験者に割り付

けられた治療を、被験者及び治験実施医師だけでなく、治験依頼者、被験者の治療や臨床評価に関係

する治験実施医師のスタッフも知らないことを意味する。 

 

各ガイドラインにおいて、二重盲検試験の盲検化の範囲は、被験者、医師だけでなく、治験依

頼者も含まれることが明確に述べられており、さらには、臨床評価に関係する医師やスタッフの

盲検性についても言及されている。しかしながら、ここでは「治験依頼者」という一括りで述べ

られており、治験依頼者の役割（業務内容）ごとには言及されていない。また、割付キーコード

を治験依頼者が保管することにも言及されているが、やはり、治験依頼者のうち、どのような役

割の者が保管すべきであるかについては、述べられていない。 

 

課長通知による補足 

本邦では、上記で挙げた ICH ガイドラインにおける治験依頼者の盲検性に関する記述を補足す

る形で、2008 年に課長通知 17)が発出された。本通知において、条件を満たせば、割付情報を社内

で保持・管理することに問題がないことが明確にされた。 

 

課長通知 17)における盲検性の記載（抜粋） 

【医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行等に関する留意事項について】

２．その他；（１）第２条関係 

「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」（平成１８年９月２１日付薬食審査発第 0921001 号厚生
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労働省医薬食品局審査管理課長通知）中の第２条の解説１３ １１）において、「二重盲検法は、被験者、治

験責任医師、治験分担医師、治験協力者、治験依頼者、自ら治験を実施する者、モニター、監査担当者及び

一部の事例ではデータ解析者が割付の内容を知らないことを指す。」との記載があるが、ここでいう治験依

頼者が割付の内容を知らないこととは、治験依頼者において手順を定めるなど割付内容の機密性を確保す

るための必要な措置が講じられており、かつ、医薬品の開発に係る部門が割付の内容を知らないことを意

味するものであること。 

また、「「臨床試験のための統計的原則」について」（平成１０年１１月３０日付医薬審第 1047 号厚生省医

薬安全局審査管理課長通知）及び「「臨床試験における対照群の選択とそれに関連する諸問題」について」

（平成１３年２月２７日付医薬審発第 136 号厚生労働省医薬局審査管理課長通知）において示されている盲

検化についても同様であること。 

 

本通知の発出の背景は、1.1 節で述べたように、「治験依頼者」という一括りでの盲検化の議論

は不可能であり、治験依頼者の役割・業務内容ごとに検討していく必要性が生じてきている、と

いう大きな環境変化を踏まえたものと推察される。本タスクフォースで行ったアンケート調査に

おいても、「課長通知の発出をトリガーにして、割付キーコードの社内保管をするようになった」

と回答した会社が 5 社あったことからも、本通知の与えたインパクトは小さくなかったことが窺

える。 

 

DMC に関するガイドライン 

近年、EDC の普及により、より効率的に、またタイムリーに中間解析や安全性データモニタリ

ングを実施することが可能となった。DMC のメンバーは unblinded personnel となり、被験者の盲

検化情報や集積情報を知る立場にある。もしあなたが、中間解析とデータベースロックの間の時

期に unblinded personnel に道で偶然出会ったなら、盲検性維持の観点から、「挨拶していいだろう

か？ 話しかけていいだろうか？」と言った疑問が浮かぶかもしれない。これは極端な事例であ

るが、この時期、敏感な人間関係が生まれることは間違いない。1.1 節で述べたように、この

unblinded personnel と治験依頼者が如何に関わり、試験のインテグリティを維持するかは、DMC

を設置する際の重要な検討事項である。DMC における盲検性については、データモニタリング委

員会のガイドライン 18)で言及されている。 

 

データモニタリング委員会のガイドライン 18)における盲検性の記載（抜粋） 

3. DMC の設置と運営；3.2 中間データの取扱い 

 盲検解除された中間データ及び中間解析に基づく比較結果は、DMC 及び中間解析を実施し DMC に提

出する中間解析の報告書を作成する統計解析を担当する者のみが閲覧可能とするべきである。 

 治験依頼者は中間データ及び中間解析に基づく比較結果の漏洩を防ぐため、適切な方策を講じるべき

である。 
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3. DMC の設置と運営；3.3 データモニタリング及び勧告の手順と留意すべき点；3.3.1 手順書の整備 

 手順書では DMC の設置目的、DMC の構成委員、（中略）、DMC の検討対象となるデータ、中間デー

タの解析に関する手順、盲検解除に関する手順、盲検解除された中間データを閲覧できる者、治験依

頼者に対して行う勧告の手順と治験依頼者の対応、記録の作成と保存等について明記する。 

 

3. DMC の設置と運営；3.3 データモニタリング及び勧告の手順と留意すべき点；3.3.3 勧告 

 DMC から治験依頼者への勧告は、書面をもって通知する必要があるが、その際にも試験の盲検性が維

持されることが重要である。 

 

4. DMC の独立性；4.3 中間解析を実施する統計家の独立性 

 原則として、DMC 委員を除き、中間解析を実施し DMC に提出する中間解析の報告書を作成する統計

家のみが、盲検解除されたデータを閲覧可能とするべきである。 

 中間解析の実施にあたっては、中間解析を担当する統計家以外の者が盲検解除されたデータを閲覧す

ることがないよう、適切な管理がなされる必要がある。 

 また、中間解析に基づく意思決定にバイアスが混入するのを 小限に抑え、また盲検解除された中間

データに関する秘密保全を重要視するといった観点から、中間解析を担当する統計家は独立性に配慮

する必要があり、試験デザインの設計及び変更についての意思決定や試験の運営管理に関与させない

ことが適切である。 

 

本ガイドラインでは、中間解析用のデータや集積情報、解析結果の管理を適切に行うこと、統

計解析を担当するバイオスタティスティシャンとは別に、中間解析を担当するバイオスタティス

ティシャンをおき、その独立性を担保することが述べられている。なお、FDA、EMA で公開され

ている DMC ガイドライン 9,10)では、「中間解析用非盲検データ（unblinded interim data）の管理」

と「試験のインテグリティの保護」が、各 4 箇所ずつ同時に記載されている。このことからも分

かる通り、盲検性とインテグリティが密接な関係にある点を強調しておきたい。DMC を設置した

場合の盲検性維持の体制については、これまで様々なところで議論されているため、ここではガ

イドラインの紹介に留め、これ以上は触れないこととする。 

 

SUSAR に関するガイドライン 

SUSAR が発生した場合の EU の規制当局への対応については、EMA からガイドライン 11)が発

出されている。ガイドラインでは SUSAR に関する治験依頼者の盲検性について言及されており、

治験依頼者が SUSAR キーを開封する場合、統計家や、結果解釈に責任を持つ人に対して盲検性

が維持されるべきと記載されている。 
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SUSAR に関するガイドライン 11)における盲検性の記載 

6. Sponsor´s Responsibilities; 6.3 Reporting of Serious Adverse Reactions (SARs); 6.3.1 Standards for expedited 

reporting; 6.3.1.8 Managing adverse reactions/events in blinded trials 

As a general rule treatment codes should be broken by the sponsor before reporting a SUSAR to the competent 

authority and the Ethics Committee of the concerned Member States. Although it is advantageous to retain the blind 

for all patients prior to final study analysis, when a serious adverse event may be a serious adverse reaction which is 

judged reportable on an expedited basis, it is recommended that the blind be broken only for that specific patient by 

the sponsor even if the investigator has not broken the blind. It is also recommended that, when possible and 

appropriate, the blind be maintained for those persons, such as biometrics personnel, responsible for 

data-analysis and interpretation of results at the study’s conclusion. The unblinding of single cases by 

investigators in the course of a clinical trial should only performed if relevant for the safety of the trial subject. 

 

本ガイドラインにある統計家や結果解釈に責任を持つ人は、本節で述べた課長通知と同様に、

“医薬品の開発に係る部門”から独立していない担当者を意味していると考えられる。なお、

SUSAR を報告する必要があるのは、EU 域内の臨床試験だけでなく、EU 域外の第三国で実施中

の臨床試験も対象となるので注意が必要である。 
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2. 盲検化レベルと盲検性維持の体制 

2.1. 盲検化の対象と範囲 

も単純なケース、すなわち、割り付けられた試験治療について、医師、被験者、そして治験

依頼者の全員が blinded personnel の場合は二重盲検試験、反対に、全員が unblinded personnel の場

合は非盲検試験、という単純な定義・名称で特に問題はないようにも思える。しかし、1 章で述

べたように、治験環境の変化を踏まえると、治験依頼者の一部の者が unblinded personnel となるケ

ースが、特殊な状況ではなくなってきている。すなわち、治験依頼者の全員が割り付けられた試

験治療について“全く知らない”ことを前提にして盲検性維持の体制を構築するのではなく、治

験依頼者の一部が“知っている”ことを前提にして体制を構築する必要がある。言わば、「知るこ

と」によって治験依頼者に新たな責任が生じたのである。そして、“知っている”人達である

unblinded personnel に、この責任を正しく理解してもらう必要がある。その際、治験計画時に定め

た盲検化の規定を遵守し、このことを第三者に明確に説明するためにも、治験関与者のうち、誰

が、どのような情報から、どのような方法で盲検化されているか、あるいはされていないかを明

確にしておく必要がある。本報告書では、この盲検化の対象と範囲を「盲検化レベル」とよぶこ

とにする。 

 

2.2. 盲検化レベルの設定 

治験における盲検化の対象と範囲を定めた盲検化レベルは、治験関与者を図 1 のように、3 つ

のグループに分類しておくと、より明確にすることが可能である。グループ A は治験データの源

となる者、グループ B はその治験データに直接関わる者、グループ C は治験に関与するが、治験

データに直接関わらない独立した者から構成される。 

 

図 1. 治験関与者のグループ化 
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グループ A（Facility）： 

被験者、医師（臨床医、評価医師） 

治験協力者 

グループ A には、被験者と医師、そして被験者・医師と直接連携する治験協力者、例えば CRC、

看護師、薬剤師 など、主として治験実施施設（Facility）に所属する者が含まれる。すなわち、グ

ループ A は治験データの源となる者である。ここで医師は、治験薬の投与、併用薬・併用療法、

有害事象への対処、試験から離脱判断などの治療全般を行う臨床医と、有効性評価・安全性評価

を行う評価医師に分けられる。通常の治験では、この 2 つの役割は同じ医師が担うことが多い。 

 

グループ B（Study Team）： 

スタディマネージャ、モニター、データマネージャ（DM）、バイオスタティスティシャン

（STAT）、ファーマコメトリシャン（CP） 

グループ B には、グループ A と密接に関わるスタディマネージャやモニター、および治験デー

タ全般にアクセス可能なデータマネージャ（DM）やバイオスタティスティシャン（STAT）、ファ

ーマコメトリシャン（CP）など、臨床試験の実施チーム（Study team）に所属する者が含まれる。

すなわち、グループ B は治験データに直接触れる者であり、治験の当事者である。治験依頼者の

臨床開発部門の社員はもちろんのこと、当該業務を委託される CRO の社員もここに含まれる。 

 

グループ C（Independence）： 

キーコード管理、臨床検査・血中薬物濃度測定、登録センター 

治験薬管理（IP）、ファーマコビジランス（PV）、DMC 

グループ C には、業務上「どのような試験治療が割り当てられたか」を必然的に知る者（ある

いはその可能性が高い者）、すなわち盲検化情報にアクセスせざるを得ない者が含まれる。グルー

プ C は、グループ A や B のように治験データに直接触れず、Study team からは独立（Independence）

していることが重要な点である。 

グループ C には、割付キーコードの作成・管理および治験薬割付に関する業務i、臨床検査や血

中薬物濃度の測定業務、IWRS/IVRS 等の登録センター業務に関わる者が含まれる。また、治験依

頼者のうち、治験薬そのものを取り扱う者、すなわち治験薬の製造部門の担当者（CMO、CMC）

や治験薬の供給及び回収管理を行う治験薬管理部門の担当者（IP、Investigational Product）、SUSAR

を取り扱うファーマコビジランス部門の担当者（PV、Pharmacovigilance）も含まれる。なお、DMC

のメンバーや DMC において DM・統計解析を担当する DMC データマネージャや、DMC バイオ

スタティスティシャンは、治験データに直接触れ、治験データに基づいた判断を行うが、Study team

から独立していることから、ここに含める。 

                                                        
i 割付キーコードの作成・保管に関する割付キーコード管理に関する業務と、治験薬管理番号の付与などの治験薬

割付に関する業務を分け、それぞれ割付キーコード管理責任者、治験薬割付業務責任者をおく場合もある。 
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標準的な二重盲検試験における盲検化レベルの設定 

図 1 を元に、標準的な二重盲検試験の盲検化レベルを表すと図 2 のようになる。被験者や医師、

すなわちグループ A、そして治験依頼者のうちグループ B が blinded personnel となる。グループ C

は、業務上「どのような試験治療が割り当てられたか」を必然的に知るため、unblinded personnel

となるが、study team から独立しているため、二重盲検試験として成立する。なお、通常の治験で

は、検査会社は通常の臨床検査のみの測定となり、この場合、盲検化情報を含んでいないため、

blinded personnel としている。 

 

図 2. 標準的な二重盲検試験における盲検化レベル 

 

 

1.3 節で紹介した課長通知の趣旨は、図 2 の標準的な二重盲検試験において、「グループ C が持

つ盲検化情報が、グループ A、B に漏れることのないよう手順を定めて盲検性維持の体制を構築

し、その盲検性が維持されていることを保証する必要がある」と解釈できる。すなわち、グルー

プ C は、盲検化情報にアクセスする以上、グループ A、B との密接な関わり、情報交換は行って

はならず、治験依頼者には、blinded personnel と unblinded personnel の間にファイアーウォールを

設定する責任がある。さらに、図 2 の標準的な二重盲検試験を元にして、3 つのケースで盲検性

維持の体制を考えよう。 

 

投与直後の注射部位反応で盲検性に影響があるケース 

図 3-1 は、ある治療薬（注射薬）を投与すると、投与直後の注射部位に、対照群とは異なる特

徴的な症状が出ることにより、盲検性が崩れるリスクがある試験を想定した盲検化レベルの設定

である。ここでは、投与者である臨床医や治験協力者の一部は、 初から unblinded personnel とし

て設定しておき、評価者には blinded personnel である評価医師を別に置くことで、評価にバイアス

が入ることを防ぐことができる。 
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図 3-1. 投与直後の注射部位反応で盲検性に影響がある試験の盲検化レベル 

 

 

図 3-1 の盲検化レベルとする場合、当然のことながら、臨床医と評価医師は、割付けられた試

験治療についての情報を交換してはならず、治験依頼者は、盲検化情報が漏えいすることのない

ようにファイアーウォールを設定する必要がある。ここで、重要な点は、投与直後の注射部位反

応により、投与者である臨床医や治験協力者が“割付けられた試験治療を予測可能となるかもし

れない”と考えるのではなく、unblinded personnel であることを前提として、盲検性維持の体制を

構築しておくことである。 

 

血中薬物濃度やマーカーを測定するケース 

図 3-2 は、血中薬物濃度や評価項目と高い相関を持ったマーカーを測定する試験を想定した盲

検化レベルの設定である。ここでは、割付キーコードが高い確度で予測可能になるため、検査会

社の担当者は unblinded personnel としておく。 

特に、実薬が投与された被験者に限定して、薬物濃度を測定するケースでは、業務上、検査会

社の担当者には割付キーコードを開示する必要があり、このケースでは完全に unblinded personnel

となる。いずれのケースにおいても、unblinded personnel である検査会社の担当者と、blinded 

personnel である治験依頼者の間には、適切なファイアーウォールを設定する必要がある。 

検査会社の担当者が unblinded personnel となった場合でも、治験依頼者とのやり取りは生じざる

を得ない。例えば、薬物濃度データと臨床データのそれぞれのデータベースに格納されている測

定日の一致性確認（reconciliation）を行う場合がある。その際、検査会社とのやり取りにおいては、

blinded personnel である治験依頼者、特に本業務に関わるファーマコメトリシャンやデータマネー

ジャは、盲検化情報にアクセスすることのないよう注意が必要である。このようなリスクを 小

化するために、治験依頼者側に、検査会社の unblinded personnel とやり取りを行う unblinded 

personnel を設置する、という方法も考えられる。また、有効性や安全性データを全て固定してか
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ら、薬物濃度データを検査会社から入手するという手順も考えられるが、一致性確認のためスケ

ジュールが遅れるなどの問題も考えられるため、関係部署と詳細に検討する必要がある。 

 

図 3-2. 血中薬物濃度やマーカーを測定する試験の盲検化レベル 

 

 

 

第 I 相試験で用量をアダプティブに決定するケース 

図 3-3 は、第 I 相試験で、用量毎に血中薬物濃度データを評価・確認しながら、次のステップで

用いる用量をアダプティブに決定する試験を想定した盲検化レベルの設定である。ここでは、血

中薬物濃度データの評価のために、ファーマコメトリシャンは unblinded personnel となり、また、

次の用量を決定、すなわち試験デザインの変更のために、スタディマネージャは、unblinded 

personnel となる。 

 

図 3-3. 第 I 相試験で用量をアダプティブに決定する試験の盲検化レベル 
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 治験依頼者を全て unblinded personnel とするよりも、治験依頼者のうち、次のステップで用いる

用量の決定プロセスに関わる者のみを unblinded personnel としておくことで、有害事象など、安全

性情報の評価や解析でのバイアスの影響を 小化することが可能となる。さらに、例えば blinded 

personnel に開示する情報も、血中薬物濃度データの集積情報のみに限定するなどの工夫も考えら

れる。 

 

盲検化レベルの表し方 

図 2 の標準的な二重盲検試験に対して、治験依頼者の盲検化レベルを考慮に入れた名称がない

わけでない。例えば、治験依頼者の盲検化レベルに関して、「米国の二重盲検試験では製薬会社（治

験薬製造部門）は盲検下にないことも多く、製薬会社も盲検下にある試験を三重盲検試験と呼ん

でいる。日本の二重盲検試験は、製薬会社も盲検下にあるが、特別に三重盲検試験とはいわない。」

との報告もある 7)。その他、blinded personnel が被験者や医師以外にも存在することを明示にする

ために、バイオスタティスティシャンが盲検下にあれば三重盲検試験、さらにデータマネージャ

も盲検下にあれば四重盲検試験とよんでいる場合もある 4)。しかしながら、これでは blinded 

personnel が増える度に、“○重”盲検試験となって際限がなく、また実際に誰が blinded personnel

であるか特定できない。また、グループ B が盲検下にある試験を、“完全な”二重盲検試験とよん

でいる場合もある 1)が、これも実際に誰が blinded personnel であるか特定できない。 

この「誰が blinded personnel であるか特定できない」ことは、治験関与者が自身の盲検化の状況

について正確な理解ができていないことを意味する。そして、この盲検化レベルの認識不足が、

試験開始当初に設定した盲検化レベルを逸脱することにもつながる。例えば、図 3-1 や図 3-2 で示

したケースは、実際の治験でよくみられる盲検化レベルであり、それほど複雑なものではない。

しかしながら、試験開始時に社内外の全ての治験関与者で、盲検化レベルが理解・共有されてお

らず、意図せず盲検化レベルを逸脱するリスクに直面するなどのヒヤリハット事例を経験したこ

とのある読者も多いのではないだろうか。 

そこで、本報告書では、ここで挙げた幾つかの事例のように、試験開始前に盲検化レベルを明

確に整理・規定しておき、これに基づいて盲検性維持に関する手順書や記録を作成し、治験関与

者で共有しておくことを推奨する。 

 

2.3. 盲検性維持に関する手順書 

治験計画立案時に設定した盲検化レベルを遵守して、試験のインテグリティを維持するために

は、盲検性維持に関する手順書を作成しておくことが必要である。これまで述べてきたように、

治験の盲検化レベルを表現するのに、“二重盲検試験”では不十分であり、様々な役割を持った担

当者からなる治験依頼者については、その役割ごとに、誰が blinded personnel で、誰が unblinded 

personnel なのか、アクセス可能な情報は何か、そして、治験期間を通じて盲検性をどのように維
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持するのか、などについて記載した手順書を用意しておく必要がある。このような手順書を作成

し、この手順書にしたがって必要な記録を残しておけば、当該試験の盲検化レベルを第三者、特

に新薬承認申請においては、規制当局に説明する際にも有用である。 

 

盲検性に関する手順書についてのガイドライン 

ICH-E3 ガイドライン 12)、ICH-E6 ガイドライン 13)、ICH-E9 ガイドライン 15)においても、盲検性

維持に関する手順や記録について述べられており、以下の点について文書化を求めている。 

 臨床検査値や明白な薬剤作用により、盲検化が不完全な場合の制御、盲検性が破られる

可能性がある場合の対策 

 DMC 設置時の盲検性維持の手順 

 中間解析を実施する場合の盲検性維持の手順 

 割付キーコードの不適切な開示を防ぐための手順 

 開示の理由にかかわらず、割付キーコードを明らかにした場合の記録 

 

ICH ガイドラインにおける盲検性の記録に関する記載（抜粋） 

【ICH-E3 総括報告書の構成と内容 12)】 

9. 治験の計画；9.4 治療法；9.4.6 盲検化 

 臨床検査値により盲検性が破られる可能性がある場合、それを防ぐ手段を記載する 

 盲検化されていないデータを知り得る立場にある「データモニタリング委員会（DMC）」を設置する

場合、治験全体の盲検性維持の保証手順を記述する 

 中間解析を実施する場合、盲検性維持手順を記述する 

 盲検化が不完全になる場合（明白な薬剤作用により）、その問題を制御しようとした試みを記述する 

 

【ICH-E6 医薬品の臨床試験の実施に関する基準 13)】 

4.7 無作為化の手順及び開封 

 治験責任医師は、無作為割り付けの手順が規定されている場合にはこれに従い、キーコードが治験実

施計画書を遵守した方法でのみ開封されることを保証する。盲検法による治験において予定よりも早

い段階での開封（事故による開封、重篤な有害事象のための開封など）を行った時は、治験責任医師

はこれを速やかに文書に記録し、その理由を治験依頼者に説明しなければならない。 

 

【ICH-E9 臨床試験のための統計的原則 15)】 

II. 臨床開発全体を通して考慮すべきこと；2.3 偏りを回避するための計画上の技法；2.3.1 盲検化 

 被験者に対し試験治療又は臨床評価を行っていない治験依頼者のスタッフ（例えば、生体試料分析者、

監査担当者、重大な有害事象報告にたずさわる者）に試験治療コードの割付を明らかにする必要が生

じた場合のために、治験依頼者は、試験治療コードの不適切な開示を防ぐための標準業務手順書を持

つべきである。 
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 （被験者個人について）割付を明らかにすることは、割付けられた試験治療を知ることが被験者のケ

アのため本質的であると主治医が考える場合に限り検討すべきである。 

 故意であろうとなかろうと、割付を明らかにした場合は、開示の理由にかかわらず、治験終了時に報

告し、説明すべきである。割付けられた試験治療を明らかにするための手続きと時期は記録しておく

べきである。 

 

IV. 試験実施上で考慮すべきこと；4.5 中間解析と早期中止 

 治験依頼者が有効性又は安全性を比較するためのモニタリングの役割を担い、割付を明らかにした情

報へのアクセス権を持つ場合、試験の完全性を維持し、情報の共有を適切に管理し制限するために特

別の注意が払われるべきである。 

 治験依頼者は、内部モニタリング委員会が文書で書かれた標準業務手順書に従っていること及び意思

決定を行った会議の議事録が中間解析の結果とともに保持されていることを保証し記録に残すべきで

ある。 

 

IV. 試験実施上で考慮すべきこと；4.6 独立データモニタリング委員会の役割 

 独立データモニタリング委員会は、文書で書かれた業務手順書を持つべきであり、すべての会議の議

事録と中間解析の結果を保持すべきである。また、これらは試験完了時には審査可能な状態にしてお

くべきである。 

 独立データモニタリング委員会の独立性は、比較を目的とした重要な情報の漏洩を管理すること及び

臨床試験の情報にアクセスすることによる悪影響から試験の完全性を守ることを目的としたものであ

る。 

 独立データモニタリング委員会に治験依頼者を代表する者が参加する場合、（例えば、主要な問題の採

決に参加できるかどうか等）その役割を委員会の業務手順書に明確に定めるべきである。 

 委員会に参加した治験依頼者のスタッフは割付を明らかにした情報に対しアクセス権を持つと考えら

れることから、業務手順書には治験依頼者の組織に対し試験の中間結果の開示を制限することについ

ても述べるべきである。 

 

VII. 報告；7.1 評価と報告 

 試験治療に由来する効果がデータ上明らかなことによって盲検が破れる可能性がある場合、盲検化レ

ビューには特別の注意を必要とする。 

 

 

盲検性維持に関する手順書の事例 

既に盲検性維持に関する手順書は作成していても、会社として統一されたもの、すなわち試験

共通のものを作成している場合が多いと思われる。しかし、盲検化レベルは試験ごと、すなわち

試験目的、試験デザインに応じて異なり、盲検性維持の方法も異なるため、盲検性維持に関する
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手順書は試験ごとに作成した方が適切と考えられる。 

本タスクフォースで収集した情報によると、試験ごとに DIPP（Data Integrity Protection Plan）と

よばれる文書を作成している会社があった。DIPP は、単盲検試験、二重盲検試験を含め、盲検性

の維持が必要な全てのランダム化臨床試験を対象として作成され、例えば以下の内容を記載した

文書である。 

 「割付キーコードを知り得る者」と各者の責務や禁止事項 

 「割付キーコードを知り得る業務」と各業務実施手順 

 例えば、DIPP の構成は以下のようになる。 

 

DIPP（Data Integrity Protection Plan）の構成事例 

1. Introduction はじめに 

2. Personnel Responsibilities 各担当者の責務 

3. Information Management 情報の管理 

3.1  Treatment Codes 割付キーコード 

3.2  IWRS /IVRS  IWRS /IVRS 

3.3  Data Conversion and Transfer データ変換と移送 

3.4  Data Review データレビュー 

3.5  Data Summaries データの要約 

3.6  Interim Analyses and DMC 中間解析と DMC 

3.7  SAE Reporting SAE の報告 

3.8  Development of TLGs (Table, Listing, Graph) 図表の作成 

4. Summary of Information Access 情報アクセスについての要約 

 

上記の DIPP の構成事例からも分かるように、DIPP は、治験の計画・実行から、報告まで全て

を網羅することが望ましい。DIPP の作成者は、会社の組織体制によって異なると考えられるが、

試験ごとに作成することを踏まえると、治験実施計画書と同様に study team、すなわち、スタディ

マネージャ、バイオスタティスティシャン、データマネージャが中心となるだろう。また、誰が

作成者となるにせよ、様々な部門が関わる内容となるので、blinded personnel、unblinded personnel

に関わらず、治験関与者によるレビューや協議、署名・承認が必須となる。特に、関係業務を外

部委託する場合は、外部委託先との協議、取り決めも必要となる。試験ごとに作成する場合には、

基本書式があればより望ましく、テンプレートを用意することも必要だろう。その際には、上記

の DIPP の構成事例を参考にされたい。 
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3. 非盲検試験について 

3.1. 非盲検試験とインテグリティ 

臨床試験においてバイアスを 小化することは、非盲検試験においても何ら変わることなく重

要な点である。非盲検試験には、「盲検化によるバイアス回避が実現できない以上、承認申請デー

タとしての価値がないので何も対策を取る必要がない」という誤解があるかもしれない。例えば、

製剤上の問題や、抗がん剤の臨床試験のように、倫理的な問題等から非盲検試験とせざるを得な

い場合がある。このような場合、承認申請に関わるエビデンスを示す検証的試験が、非盲検試験

となる。このような試験では、盲検化によるバイアス回避が実現できないことを踏まえると、盲

検試験以上にバイアスに注意を払う必要があると言える。1.2 節で述べたインテグリティは、「臨

床試験の質が計画された時点の状態、すなわち本来あるべき状態のままに維持されている」のこ

とであったが、その定義からも、盲検試験のみならず、非盲検試験でも成り立つ概念であること

が分かる。すなわち、治験計画時に定めた（盲検化によるバイアス回避が実現できないことを踏

まえた）バイアスについての対策が維持されていなければ、インテグリティが損なわれたことに

なる。 

 

ICH ガイドラインにおける非盲検試験の記述 

非盲検試験については ICH-E9 ガイドライン 15)でも言及されており、非盲検試験においても、

バイアスを 小化にするためのあらゆる努力をすべきであること、採用した盲検化レベルの設定

理由を明確にすること、データベース固定時までの割付キーコードへのアクセス制限を保証する

こと、などについて述べられている。 

 

ICH-E9 ガイドライン 15)における非盲検試験に関する記載（抜粋） 

II. 臨床開発全体を通して考慮すべきこと、2.3 偏りを回避するための計画上の技法、2.3.1 盲検化 

 二重盲検試験が実施できない場合は、次に単盲検を選択することを検討すべきである。非盲検試験

のみが実際的に又は倫理的に可能な場合もある。（中略）更に、臨床評価は被験者の処置を行ってお

らず、試験治療が盲検化された状態の医療スタッフによってなされるべきである。 

 単盲検試験又は非盲検試験では、様々な既知の偏りの原因を 小にするために、あらゆる努力をな

すべきであり、主要変数は可能な限り客観的にすべきである。 

 採用した盲検化の程度について、それを選択した理由は、偏りを減じるために用いた他の手段によ

る処置とともに、治験実施計画書に述べるべきである。 

 例えば治験依頼者は、解析のためにデータベースを公開する前のデータベースクリーニングの段階

では、試験治療コードへのアクセスが適切に制限されることを保証するために十分な標準業務手順

書を用意すべきである。 
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3.2. 非盲検試験の実施体制と手順書 

検証的試験が非盲検試験となる場合、試験治療に関する情報をどのような体制で管理すればよ

いだろうか。通常、がんを対象とした検証試験では、客観的な評価項目（ハードエンドポイント）

である OS（Overall Survival）が用いられるため、評価において生じるバイアスは 小化されてい

る。このような試験において、グループ A が試験運営上あるいは倫理的側面から unblinded 

personnel となったとしても、グループ B については、図 4 のように、試験の継続や試験計画の変

更を決定するスタディマネージャと、解析方針を決定するバイオスタティスティシャンは blinded 

personnel とし、ここで発生するバイアスを回避することが可能である。さらに、業務上 unblinded 

personnel となる医師、モニター、データマネージャについては、集積情報へのアクセス制限を行

うことで、バイアスを 小化とすることが可能である。 

 

図 4. がん臨床試験の非盲検検証試験の盲検化レベル 

 

 

なお、評価項目を、腫瘍の増大もしくは死亡までの期間、すなわち PFS（Progression-free Survival）

とした場合、OS とは異なり、評価においてバイアスが生じる可能性がある。この場合、医師によ

る評価とは別に、効果判定委員会を組織し、独立な医師によって評価を行うことにより、バイア

スを 小化することが可能となる。ここで、効果判定委員会は、DMC とは別に組織され、メンバ

ーは blinded personnel となることに注意が必要である。 

 

データアクセスに関する計画書とデータアクセスの制限 

非盲検試験において、図 4 のような複雑なアクセス制限を実現するためには、データアクセス

に関する計画を文書化しておくことが望ましい。本タスクフォースで収集した情報によると、非

盲検試験におけるデータアクセスに関して、DACP（Data Access Control Plan）よばれる文書を治

験開始前に作成している会社があった。DACP は、ICH-E9 ガイドラインに記載のある「単盲検試
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験又は非盲検試験では、様々な既知の偏りの原因を 小にするために、あらゆる努力をなすべき」

の“あらゆる努力”を記載した文書として位置づけられ、例えば以下の内容を記載した文書であ

る。 

 各担当者の治験データおよび割付情報へのアクセス権の設定とその理由 

 データアクセスのトラッキングの取得方法 

 

 例えば、DACP の構成は以下のようになる。 

 

DACP（Data Access Control Plan）の構成事例 

1. Introduction はじめに 

2. Measures to minimize bias バイアス 小化のための方法 

3. Access to study data prior to unblinding for primary analysis 主要解析の盲検

解除前の治験データへのアクセス 

3.1 Study Data Storage 治験データの格納 

3.2 Access to the clinical database データベースへのアクセス 

3.3 Access to individual patient treatment assignment 各被験者の割付キーコー

ドへのアクセス 

3.4 Review and cleaning of clinical study data before unblinding 盲検解除前の

データベースのレビューとクリーニング 

3.5 Data for IDMC review IDMC レビューのためのデータ 

3.6 Safety database 安全性データベース 

3.7 Pharmacokinetic and ATA data PK データ 

4. Tracking access to study data 治験データへのアクセスの追跡 

 

誰がどのような情報にアクセス可能であるか、またアクセス不可能であるかは、文章で記載す

ると分かり難くなる。そこで、例えば以下に示すように、データベースロックまでの情報へのア

クセス制限を内容ごとにまとめ、DACP に含めておき、治験関与者で共有しておくことが有用で

ある。このようなアクセス制限を行うなど、非盲検試験であっても、バイアスを可能な限り 小

化するように努めることは可能であり、盲検試験と同様に、非盲検試験のインテグリティを維持

することは重要である。 
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データベースロックまでのアクセス制限の事例 

グループ 担当者 アクセス可能な情報 

グループ A（Facility） 

被験者、医師、評価医師、治験協力者 投与群（投与用量）に関する情報 

グループ B（Study Team） 

プロジェクト進捗管理者 被験者登録情報 

スタディマネージャ 

被験者プロフィールリスト（盲検） 

ダミー群別集計結果 

盲検化した SAE 報告 

モニター（治験依頼者） 

全ての eCRFs 

個別情報リスト（非盲検） 

被験者プロフィールリスト（盲検） 

割付データ 

PK/PD、biomarker 以外の検査データ 

モニター（業務委託先） 担当施設の eCRFs 

データマネージャ（DM） 

割付データ 

全ての eCRFs 

非盲検データセット 

個別情報リスト（非盲検） 

被験者プロフィールリスト（盲検） 

検査データ 

SDTM プログラマー 盲検化データセット 

バイオスタティスティシャン（STAT） 
盲検化 SDTM データセット 

ダミー群別集計結果 

STAT/ADaM プログラマー 
盲検化 SDTM データセット 

ダミー群別集計結果 

画像解析の担当者 画像プロフィールリスト（盲検） 
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データベースロックまでのアクセス制限の事例（続き） 

グループ 担当者 アクセス可能な情報 

グループ C（Independence） 

中央検査会社担当者 検査に関係するデータ 

PK/PD 検査会社担当者 PK/PD/biomarker に関係するデータ 

薬剤割付実施担当者（CMC） 薬剤割付情報 

治験薬管理担当者（IP） 試験薬在庫情報 

被験者登録（IWRS/IVRS）担当者 被験者割付情報 

ファーマコビジランス（PV） 
ダミー群別集計結果 

SAE 報告 

DMC メンバー 

個別情報リスト（非盲検） 

群別の集計結果 

非公開審議 DMC 報告（含む非盲検情報） 

公開審議 DMC 報告（盲検情報のみ） 

SAE 報告 

DMC を支援する CRO の担当者 

全ての eCRFs 

個別情報リスト（非盲検） 

群別の集計結果 

SAE 報告 

非公開審議 DMC 報告（含む非盲検情報） 

公開審議 DMC 報告（盲検情報のみ） 

*eCRF には EDC 上の全ての臨床情報と非盲検情報が含まれる 

 

 

3.3. 盲検化レベルとエビデンスの関係 

盲検性の観点に限定すれば、盲検化の範囲が広い試験、究極的には全員が blinded personnel であ

る試験ほど、バイアスの入る余地が少なく、エビデンスレベルjが高くなることはいうまでもない。

しかしながら、様々な目的、フェーズを通じて進めていく臨床開発においては、常に 高の盲検

化レベルで実施することが適切とは限らない。すなわち、試験に求めるエビデンスレベルをどの

ようにしたいか、という治験依頼者の考えによって、意図的に盲検化レベルを緩めることも可能

である。したがって、試験計画立案の段階で、治験目的、実施可能性、申請データパッケージで

                                                        
j ここでの「エビデンスレベル」は、論文やガイドラインの根拠となったソースデータを評価する際に用いられる

ような意味ではなく、「新薬の承認申請データパッケージにおいて、当該試験に求められる科学的妥当性の高さや

検証的性質の高さ」という意味で用いている。 
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の位置づけなどを踏まえ、盲検化レベルと盲検性維持の体制を充分に検討しておく必要がある。 

例えば、POC（Proof of Concept）取得を目的とした第 II 相試験などの早期の相において、検証

的試験ほどのエビデンスレベルを必要とせず、かつ試験期間が長期に亘る試験の場合がある。こ

のような試験では、開発判断の社内意思決定や次相試験の準備など、スピードを優先することが

適切であるケースもある。このようなケースでは、図 5 のように、グループ A や B から独立した

開発判断者を unblinded personnel とし、全被験者の観察が終了する前に中間集計を行うことで、開

発判断者による迅速な意思決定・相移行を行うことが可能となる。ここでの中間集計は、試験の

途中中止やデザインの変更を意図しないものである。 

 

図 5. 社内意思決定のための中間集計を実施する第 II 相試験の盲検化レベル 

 
 

もちろん、誤った意思決定や無駄な試験準備とならないように、バイアスへの影響を 小限に

抑える方策が必要である。例えば、バイアスの入り難い客観的な評価項目を選択すること、中間

集計の実施時期は全被験者の登録終了後として選択バイアスの発生を抑制すること、盲検解除に

より得られた集積情報にアクセス可能な担当者を限定すること、などの工夫が考えられる。 

その他、バイオマーカー陽性割合等の他試験情報に基づいて、試験途中で主要評価項目の変更

を計画している試験や、重篤性の高い疾患において、試験途中でデータを検討して必要なデータ

を集められるように、試験デザインをアダプティブに変更する試験も考えられる。また、二重盲

検試験において、被験者が脱落した場合、割り当てられた試験治療を医師にのみ明らかにして単

盲検試験として続行する試験や、割り当てられた試験治療を医師および被験者に明らかにし、非

盲検試験として試験を継続する試験も考えられる。このような非盲検試験、あるいは二重盲検フ

ェーズから非盲検フェーズとなる試験においても、盲検試験と同様にバイアスを 小にし、イン

テグリティを維持するための努力を行うことがエビデンスレベル低下の抑制につながる。そのた
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めには、本報告書で述べた DIPP や DACP などのように、事前に盲検化レベルや盲検化情報への

アクセス制限を明確にし、文書を作成しておくことが必要である。 

以上のように、インテグリティを非盲検試験に当てはめて考えると、「治験依頼者全員が blinded 

personnel＝高いインテグリティ」というわけではなく、事前に定められた盲検化レベルが、治験

終了時に維持されていることが高いインテグリティを示していると言える。すなわち、インテグ

リティとは、治験目的にあった盲検化レベルや各担当者のアクセス可能な情報が明確にされ、

終的にその盲検化レベルが維持されているかどうか、を意味していると言える。まさしく、”Keep 

it as it is“である。 
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4. まとめ 

カラパゴス的な盲検維持の体制に馴染んできた本邦では、盲検性とは“All or Nothing”、すなわ

ち“全員が知っている”か“誰も知らない”のどちらかであった。そして、割り付けられた試験

治療の内容について“全員が知っている”のであれば、もはや盲検性について“何も考えなくて

よい”のであり、反対に割り付けられた試験治療の内容について“誰も知らない”のであれば、

製剤の識別不能性以外のことは“何も考えなくてよい”ことを意味していた。しかし、盲検性を

取り巻く環境の変化により、 “何も考えなくてよい”ままでは立ち行かなくなったのである。そ

して、治験依頼者の一部が割り付けられた治療内容を知っていることを踏まえ、盲検化レベルお

よび盲検性が破られるリスクなど様々なことを治験開始前に検討しておかなければならないこと

になった。すなわち、“知ることの責任”が生じたのである。治験依頼者は、試験のフェーズや目

的、薬剤の特性、被験者の安全性確保、盲検性維持のためのコストやエビデンスレベルなど、多

面的な検討を行い、適切な盲検化レベルを設定し、盲検性維持の体制を構築する必要がある。設

定した盲検化レベルを社内外の全ての治験関与者に周知し、それを逸脱するリスクを共有するこ

とは、盲検性を維持し、リスクを 小化するために も重要なことである。本報告書で検討した

盲検化レベルの整理の方法、手順書やデータアクセス制限の事例は、盲検性の維持、ひいては非

盲検試験を含めたインテグリティの維持に寄与できると考えている。 

実際に治験依頼者の一部が unblinded personnel となる場合、手順書の作成だけでなく、様々な問

題を解決する必要がある。例えば、よくある質問に「unblinded personnel と blinded personnel はど

れくらい席が離れていれば問題ないか？」というものがある。国内と海外に離れていればよい、

同じ建物内でも部屋やフロアが別であればよい、隣の席ではさすがにダメなのでは、という類の

ものである。この疑問に対して、本タスクフォースでは「unblinded personnel と blinded personnel

の間の物理的な距離は関係なく、情報の漏えいを防ぐ仕組みや、それを第三者に説明できる手順

が用意されていることが重要である」という立場を取る。情報が電子的に保管・共有されている

環境下では、たとえ地球の裏側であっても故意・過失を問わず情報漏洩が起こりうるため、物理

的距離に関係なく unblinded personnel が持つ盲検化情報を漏えいさせないファイアーウォールを

設定することが不可欠である。勿論、物理的な距離が離れていることには一定の効果があるかも

しれない。しかし、盲検性維持に関する手順が定められ、それが遵守されていることが も重要

であり、仮に隣の席であるというだけで情報漏えいを疑われたとしても充分に説明可能である。 

バイアスの 小化、すなわち治験の科学的妥当性を保証するうえで盲検化は極めて重要である。

一方で、治験という特別な状況下であるとはいえ、治療に責任を持つ医師が「被験者にどのよう

な治療が行われているのかを知らない状態」ということは、本来、被験者の利益や安全性確保の

観点からは特殊な状態であるといえる。盲検試験が、被験者の安全性と科学的妥当性のせめぎ合

いの中に成立していることを踏まえれば、盲検性が崩れることによって試験のインテグリティが

毀損することは是が非でも回避しなければならない。盲検化の意義とリスクに立ち返り、盲検性

維持のためにあらゆる対策を講じるのが治験依頼者の責務であろう。 
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第Ⅱ部 
 

盲検性が崩れるリスクとその対策 

一般に臨床試験では、準備段階から 終的に成績がまとまるまで多くの段階があり、医療機関

での医師と被験者以外にも多くの場所で多くの人物（プレイヤー）が関わる。それぞれのプレイ

ヤーがそれぞれの場面で十分な認識のもと適切に行動することで、全体としての盲検性が適切に

維持される。裏を返せば、一部のプレイヤーが盲検性維持に対する配慮に欠ける行動をすること

により、試験が盲検性を揺るがす事態になりかねない。 

そこで第Ⅱ部では、盲検試験に何らかの形で関わるすべての人を対象に、盲検性の観点から臨

床試験のプロセスの全体像を示し、各プロセスにおいて盲検性が崩れるリスクとその対策につい

て述べる。取り上げるリスクには盲検性維持の観点で重要なものとそうでないものが混在してい

るが、ここでは各プレイヤーに気付きを提供することを重視し、その軽重は問わず取りあげた。

また、読者が自身の立場に応じて状況を再確認できるよう、状況やリスクを重複なく整理するこ

とよりも、各プロセスに関わるプレイヤーが具体的にイメージできるようにリスクを挙げること

に留意した。順を追ってプロセスのすべてを確認する必要はなく、この後に示すプロセスごとの

リスクと関連するプレイヤーまとめた一覧（表Ⅱ- 1）を参照しながら、適宜必要箇所を参照いた

だきたい。なお、本質的には同じリスクでもプレイヤーやプロセスが異なることによって観点が

変わる場合があるため、ある程度の事例の重なりは許容していることを付記する。 

第Ⅰ部と同様に第Ⅱ部でも治験を念頭に記述するが、治験以外の臨床試験にも当てはまる事例

が多いと考える。読者それぞれが、自分がどのプレイヤーに該当するのかを考えながら読むこと

で、そのプレイヤーが関わるリスクを認識し、自らの行動を見直す契機として欲しい。 

なお、第Ⅰ部と同様に、割り当てられた試験治療を知らない人を「盲検化された人（blinded 

personnel）」、割り当てられた試験治療を知っている人を「盲検化されてない人（unblinded personnel）」

とよぶ。第Ⅱ部では、特に断りのない限り、標準的な二重盲検試験、すなわち割付キーコードを

持っているキーコード管理者以外に割付情報を「誰も知らない」試験を題材とする。本章で登場

するプレイヤーは、断りのない限り blinded personnel と想定する。 

 

図Ⅱ- 1 に本章で取り上げる治験プロセスを示した。治験薬製造に始まり、医療機関への輸送を

経て、投与あるいは回収して廃棄される治験薬の流れと共に、治験薬投与を起点に発生した情報

（データ）が集計・解析に至る、データの流れである。 

以降では、盲検化が不十分な場合に生じるバイアスをプレイヤーごとに概観した後、図Ⅱ- 1 の

治験プロセスに対応させて、① 治験薬製造・パッケージング・保管、② 割付に関する情報、③ 治
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験薬管理（輸送、保管、回収、廃棄）、④ 治験薬の投与・評価及びモニタリング、⑤ データの集

計・解析の順に、各プロセスで起こりうる盲検性が崩れるリスク、およびそれに対して事前に講

じうる対策について論じる。なお、ここで挙げる対策はあくまで選択肢の一つとして提示するも

のであり、すべてを講じることを推奨する意図ではない。どういった対策を講じておくかは個別

の事例で想定されるリスクとそれが盲検性維持に及ぼす影響の大きさ、対策のコストとベネフィ

ットを総合的に判断したうえで決定されるべきことである。 

 

図Ⅱ- 1 プロセス関連図 

 

 

表Ⅱ- 1 は、以降で述べる盲検化が崩れるリスクの概略と、関連するプレイヤーを一覧にまとめ

たものである。各行がプロセスとリスク、各列がプレイヤーであり、「X」はそのリスクを受ける

プレイヤー（blinded personnel）であることを示す。また、「 」は過失や注意不足によりそのリス

クの原因となる可能性があるプレイヤーの意味で、そういった特定ができるケースについて付し

た。 

なお、表Ⅱ- 1 のプレイヤー欄の「仕様・手順作成担当」は、試験開始時に当該プロセスが関連

する手順の作成者全般を指しており、プロセスごとに特定のプレイヤーが想定されるわけではな

く、また必ずしも blinded personnel とはならない。仕様や手順の作成は、試験開始前に行うことか

ら、この担当者が blinded personnel か unblinded personnel かは盲検性維持の上では問題とはならな

い。しかし、以降の各プロセスの記載で分かるように、盲検性を適切に維持するためには、その

プロセスに関わる blinded personnel と unblinded personnel を明確に定義し、発生しうるリスクを考

慮しながら曖昧な点や抜けのない仕組みや手順を設計することが不可欠である。また、設定した

手順の関係者への周知も重要なポイントである。多くのリスクは、試験開始時点から適切に仕様

や手順を定め、関係者に周知することにより回避可能である。「仕様・手順作成担当」は特定のプ

レイヤーではないが、盲検試験の該当するステップで仕様や手順を作成するプレイヤーには、リ
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スクの内容と対策例を確認いただきたい。 

 

表Ⅱ- 1 盲検性リスクと関連するプレイヤー一覧 

プロセス 分類 仕
様
・
手
順
作
成
担
当

被
験
者 

医
師 

治
験
協
力
者 

ス
タ
デ
ィ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

モ
ニ
タ
ー 

D
M

 
S

TA
T 

P
V

 

C
M

C 

治
験
薬
管
理
担
当 

D
M

C
 

① 治験薬製造/パッケージング・保管     
 製剤とパッケージの識別不能性 X X X X X     X
 割付作業 X    X X

② 割付キーコードの作成・保管 すべての blinded personnel が「X」 
③ 治験薬管理     
 治験薬の取り扱い 

X X
 

X
    

X
 治験薬取り扱い関連作業 X X X X     X

④ 治験薬の投与および評価・モニタリング     
 反応・検査・評価 X X X X X    
 医療機関の治験実施体制 

X X X
    

 エマージェンシーキーコード開封 
X X X

 
X 

   

 unblinded personnel からの情報漏洩 X X X X X    

⑤ データの集計・解析     
 集積データの管理 X X X  
 中間解析の実施 X X X X X X X  

 

どんなにリスクを想定し、対策を練っていたとしても、盲検性が意図せず崩れてしまう事例を

完全にゼロにすることは不可能である。むしろ、盲検性が崩れた場合を想定し、起きた問題への

対処法、対応手順を検討しておくことは重要である。 

治験で盲検性が崩れる事例が発生した場合、個々の事例への具体的対応は治験依頼者（スタデ

ィマネージャ）を中心に行うことになるが、起きた問題そのものへの対処、例えば「すぐに当該

被験者のデータを固定する」や「当該被験者の試験を中止する」等と並行して、原因の究明とそ

の問題が起こったことによる影響範囲の特定を行うことが重要である。ある被験者だけに限定し

て発生した問題であるのか、複数の被験者に発生しうる問題であるのか、さらには、治験の実施

体制・実施方法など治験全体の問題であるかを評価・特定し、再発防止につなげる必要がある。

このような原因究明や再発防止にあたっては、問題の当事者のみならず、表Ⅱ- 2 に示した当該プ

ロセスに関わる全てのプレイヤーの協力が必要不可欠である。 
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盲検化が不十分な場合に生じるバイアス 

プロセスごとに盲検性が崩れるリスクについて論じる前に、盲検性が崩れた場合に生じるバイ

アスについて、プレイヤーごとに簡単に整理しておこう。第Ⅰ部でも述べたように、盲検化は臨

床試験に生じるバイアスを 小にするための方策の一つである。治験薬を投与される当事者であ

る被験者を含む臨床試験に関わる各プレイヤーが、その被験者に割り当てられた試験治療を知っ

た場合、すなわち盲検性が崩れた場合、どのようなバイアスが生じるのであろうか。 

治験の関与者は、被験者や医師以外にも、CRC 等の治験協力者、治験を立案・運営するスタデ

ィマネージャ、医療機関の治験実施状況をモニタリングするモニター、データマネジメントを担

当するデータマネージャ、統計解析を担当するバイオスタティスティシャンなど、多岐にわたる。

このような関与者が盲検化されていない場合、以下の様々なバイアスの原因となる可能性がある。 

 

盲検性が崩れることによるバイアス 

 被験者 

 薬剤の評価に影響を及ぼす 

例1） VAS（Visual Analog Scale）など、被験者からの申告による評価指標の場合、被験者自

身がより効果が高いと考えている試験治療に割り当てられた場合は良い評価を申告

し、プラセボなど効果がないと考えている試験治療に割り当てられた場合は悪い評

価を申告する 

例2） 明らかな副作用が知られている試験治療に割り当てられた被験者において、頭痛や

倦怠感など被験者からの申告に基づく事象や、嘔吐・吐き気などの心理的影響が無

視できない事象が増加する 

 試験の継続・脱落に影響を及ぼす 

例1） より効果が高いと考えられる治療、安全性に優れる治療など、割り当てられた時点

で試験治療に満足している被験者は試験を継続しようと努めるが、割り当てられた

時点で不満を持っていた被験者は、別の治療機会を求めるため、試験から容易に脱

落してしまう 

 割り当てられた試験治療以外の被験者の要素に影響を及ぼす 

 割り当てられた試験治療に応じて、被験者が運動、喫煙、日常生活様式などの状態

をベースライン時から変えてしまう 

 冠動脈バイパス手術群と被験薬群の比較試験において、ベースライン時に喫煙率が

同じであったのに、試験中、手術群の被験者のみ喫煙率が低下した事例 4) 

 医師 

 薬剤の評価に影響を及ぼす 

 被験者が盲検化されていない場合と同様に、医師による主観的な有効性評価・安全

性評価に対してバイアスが生じる 



37 
 

 試験の継続・脱落に影響を及ぼす 

 医師が適切と考えている試験治療に割り当てられた被験者に対しては試験を継続さ

せようと努めるが、そうでない場合、別の治療機会を与えるため、被験者を試験か

ら容易に脱落させてしまう 

 試験治療以外の被験者への治療に影響を及ぼす 

例1） プラセボなど、医師が効果がないあるいは効果が不十分と考えている試験治療に割

り当てられた被験者に対してのみ、併用薬・併用療法の追加、併用治療の用量変更、

日常生活上のアドバイスなどを行う 

例2） 医師が安全性に問題があると考えている試験治療あるいは明らかな副作用が知られ

ている試験治療に割り当てられた被験者に対してのみ、予防的処置を行う 

 被験者の選択に影響を及ぼす 

例1） 被験薬群に割り付けられ治療効果が高かった被験者と似た背景を持つ患者を、積極

的に試験に組み入れようとする 

 治験協力者（CRC、看護師、薬剤師等） 

 被験者、医師への働きかけに影響を及ぼす（被験者の生活へのアドバイス、被験者の訴

えの医師への伝達） 

 医師や被験者への問い合わせ内容、クエリーの記載内容等に影響を及ぼす 

例1） 被験薬群に割り付けられた被験者にのみ有害事象の確認を手厚くすることにより、

被験薬の有害事象が多くなる 

 スタディマネージャ 

 試験全体の継続、試験計画の変更などに影響を及ぼす 

例1） 被験薬の治療効果が高い医療機関に特徴があることに気づき、試験の途中で追加す

る治験実施医療機関の選択に影響する 

 モニター 

 医師や CRC へのデータの問い合わせ・確認内容に影響を及ぼす 

例1） 被験薬群に割り付けられた被験者についてのみ、被験薬でよく知られた有害事象の

発現の有無を医師へ確認することにより、有害事象の報告状況に差が出る 

 データマネージャ 

 有害事象のコーディング、クエリーの発行、曖昧な記載の解釈などに影響を及ぼす 

例1） 被験薬に割り付けられた被験者に発現した有害事象を辞書コーディングする際に、

曖昧な情報を確認することなく、被験薬でよく知られた有害事象に分類してしまう 

 バイオスタティスティシャン 

 解析対象集団やデータの取り扱いの変更、解析手法の選択、解析結果の提示方法などに

影響を及ぼす 

例1） より誤差が小さくなるように解析手法をデータに合わせて調整することにより、汎

用性に欠ける解析手法を採用してしまう 
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これらのバイアスは意図的なものに限ったことではないことから、個々のプレイヤーがバイア

スをかけない高い意識を持つことにより減らすことはできても、リスクが無くなるわけではない。

また、バイアスを防ぐ高い意識を多くの関与者に同じレベルで期待することは現実的ではない。

これが盲検化という形で厳密に管理する理由であろう。 
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臨床試験のプロセスとそこに潜むリスク及び対策 

 

① 治験薬製造/パッケージング・保管 

ここでは、治験に使用する製剤の開発から、治験薬製剤の製造、パッケージング（包装・割付

作業）、治験実施医療機関への出庫に備えた保管までを対象とする。 

 

【製剤とパッケージの識別不能性】 

治験薬の盲検性維持に関して第一に検討されるべき点は、製剤の設計段階での治験薬（用量違

い、プラセボ、場合によっては他成分、ダブルダミー法の場合は対照薬とそのプラセボ）の識別

不能性である。製剤開発担当者は、以下の様な点が同等になるように配慮し、治験薬が識別不能

となるように治験薬を設計する必要がある。 

 

製剤の識別不能性の確認ポイント例 

例1） 製剤の大きさ（例えば、錠剤の径、厚み等） 

例2） 製剤の重量 

例3） 製剤の色 

例4） 製剤への印刷、刻印、製剤の形状（特に固形製剤） 

例5） 製剤のにおい、味 

例6） 上記に係る経時的変化の影響 

なお、製剤開発の結果製剤を識別不能とできないが、可能な限り盲検化を行いたいという場合

には、当該治験計画立案の責任者は、バイオスタティスティシャン、データマネージャ、治験薬

管理等の協力の下に、治験薬が識別不能ではないことを前提に、必要な unblinded personnel を配置

した治験計画を立案する必要がある。 

 

製剤が設計上は識別不能とできた場合でも、治験薬管理および CMC は、製造・パッケージン

グ・保管作業の過程で試験治療群の特定に繋がる要因の発生に注意するとともに、治験薬等の保

管・配送会社の作業手順に適切な指示を行い、治験薬の盲検性を維持する必要がある。 

基本的なこととして、製剤のみならず、パッケージングの仕様にも識別不能性が求められるこ

とは言うまでもない。しかし、製剤もパッケージングも識別不能な仕様であっても、作業工程に

起因して試験治療群（治験薬の種類）を特定できてしまう場合がある。以下に要因発生の事例を

示す。 

 

リスク 

 治験薬の種類別に製造設備が異なることで外観の違いが発生することによる特定 

例1） 識別不能に設計した実薬とプラセボで打錠に使用する杵の形状に微妙な差があり、外
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観にゆがみや傷といった認識できる違いが生じる 

例2） 実薬とプラセボで容器の成形に使用する機器が異なり、片方のみで容器の特定の場所

にキズが発生する 

 治験薬の種類別に異なった包装作業を行うことで外観の違いが発生することによる特定 

例1） 実薬とプラセボでロットの異なる箱やラベルを使用したことにより、箱やラベルの色

合いの違いが生じる 

例2） 実薬とプラセボで、人的或いは機器的な要因等でラベルを貼る位置に違いが生じる 

例3） 実薬とプラセボで、箱に入った PTP 包装品の向きが異なっている 

例4） 実薬とプラセボで、箱の中に詰め合わせている資材の順番が異なっている 

 各製造段階の保管・輸送時の取扱いが治験薬の種類別に異なることにより、製剤の箱の外

観や製剤物性の差等が発生することによる特定 

例1） 実薬とプラセボの錠剤で、一方が保管時に過度に吸湿してしまい、錠剤の取り出し時

に割れやすくなる 

例2） 要保冷の製剤で、出荷まで実薬群のみ冷蔵保管しており、湿度の違いから箱の外観に

違いが生じる 

例3） 輸送時に片方の試験治療群のみ落下させてしまい、箱に凹みが生じる 

 

対策 

 製造、包装、輸送の管理者が、盲検性維持の観点で各プロセスを管理、確認する 

 治験薬の識別不能性に関しては、治験薬そのものの外観だけでなく、包装パッケージも

識別不能となるように包装用の箱を同一にし、ラベルを貼付する場合は貼付位置も一定

になるように指示する 

 保管や輸送の条件によって、ある治験薬の種類のみ特異的に包装パッケージが変形、変

色したりすることのないように指示する 

 

製剤あるいはパッケージの識別不能性が不十分な場合は、治験薬あるいは治験薬パッケージに

接する機会のあるプレイヤーすべてが盲検性維持のリスク対象者となり、盲検試験としての適切

性に及ぼす影響が大きい。治験薬製造やパッケージングは盲検試験の計画や遂行には直接関与し

ない工程であることから、プレイヤーの盲検維持への意識が希薄となったり、盲検試験であるこ

とが一部のプレイヤーには意識すらされない恐れもある。関与するプレイヤー間で 低限の意識

統一をはかっておくことも重要である。 

仕様設計とともにパッケージを含めた外観の識別可能性は、多分に主観的要素に左右されるの

も事実である。どこまで識別不能性を追求すべきかを明示的に線引きすることは困難であり、必

要以上にその点を追求することにも意味はない。例えば、リスク例で挙げた外観の傷等もそれが

不規則に発生している事例であれば問題にはならないであろう。過度に識別不能性にこだわりす

ぎず、明らかな系統的な違いを起こさないようにすることが重要である点を申し添えたい。 
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【割付作業】 

治験薬の割付作業を行う際には、割付キーコードに関わる情報が使用されるため、試験治療群

の情報が漏洩するリスクが考えられる。以下にタイミングごとの事例を示す。 

 

リスク 

 割り付け作業の準備段階 

例1） 包装委託先から、委託者確認のために製造記録が送られてくる際に、試験治療群別の

番号リストがマスキングされずに CMC や治験薬管理等に送られてしまう 

例2） 治験薬番号シール貼付作業のため、治験薬の番号表を割付表作成者から製造部門にメ

ールで送付する際に、誤って治験薬管理担当者やスタディマネージャ等にも送付して

しまう 

 割り付け作業中 

例1） 製造現場で保持されていた治験薬の番号表が、治験薬管理やスタディマネージャ等の

治験薬番号シール貼付作業の立ち会い訪問の際に、目につく場所に置かれている 

例2） 割付作業現場で試験治療群別に治験薬番号シールの貼付作業中に、立ち会いに来てい

る治験薬管理やスタディマネージャ等が現場に入ってしまい、いくつかの番号が同じ

試験治療群であることを知ってしまう 

 

これらはいずれも、unblinded personnel と blinded personnel の区別や作業の切り分けが不十分で

あることが原因である。特に割り付け作業とその前後では作業の性質上、unblinded personnel と

blinded personnel が同じ場所に同時に居合わせる。また、一部の業務のみを委託された unblinded 

personnel では盲検維持の意識が希薄となることも想定される。 

 

対策 

 プロセスの手順を定める立場にあるプレイヤーが、あらかじめ割付作業に関与するプレイ

ヤーの盲検／非盲検を明確に意識しつつ、盲検化が適切に維持されるかという観点で各プ

レイヤーの動きもイメージしながら作業手順を精査し、作業手順に明記しておく 

 割付情報については、割付作業に関わる unblinded personnel にのみ開示され、blinded 

personnel に開示されないような作業手順を確立する 

 割付作業場所には blinded personnel を立ち入り禁止とし、割付けた薬剤がどの薬剤か分か

らない状態になるまで blinded personnel の目に触れないように管理する 
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② 割付キーコードの作成・保管 

ここでは、必ずしも物理的なものではないが盲検性に直接的に関係する情報である、「割付に関

する情報」を対象として、盲検性維持へのリスクを検討する。 

割付キーコードは一つとは限らず、盲検試験では多くの場合、複数の割付キーコードが用意さ

れる。代表的なものとして以下のようなものがある。 

 

 割付キーコードの原本 

ランダム化仕様に基づきプログラム等によって作成され、他のキーコードもこの原本を元と

して作成される。多くの場合、治験依頼者とは独立な CRO などの割付キーコード作成担当者が

そのまま保管する。被験者の割付情報を示すキーコードとして作成される場合のみならず，治

験薬の割付情報を示すキーコードとして作成される場合もある。 

また、これらの「キーコードの原本」の写しとして、「登録時割付用キーコード」や「薬物濃

度測定用キーコード」などが作成される場合がある。前者は各被験者が登録された際に、当該

被験者の試験治療群を決定するために、登録センター（IWRS/IVRS で管理されているケースを

含む）が保管して使用するものである。後者は臨床検体とそれを採取した被験者の試験治療群

を一致させるためのコードであり、割付キーコードの原本の開封の前に、特定の試験治療群の

みで臨床検体の測定を行う場合などに用いる。多くの場合、薬物濃度測定結果報告書の作成担

当者が保管して使用する。 

原本の全部の写しではないが一部の写しに相当するものとして，動的割り付けの場合に作成

される「現時点までの割付結果」なども、漏洩した場合に多くの被験者の割付情報が明らかに

なるという点で割付キーコードの原本あるいはその写しと同様に重要である。 

 エマージェンシーキーコード 

通常は封印されているが、SAE の発生等緊急に当該被験者の割付情報を知る必要がある場合

に、当該被験者のみの割付情報を知るために開封されるキーコード。エマージェンシーキーコ

ードに関連するリスクについては、「④ 治験薬の投与および評価・モニタリング」の【エマ

ージェンシーキーコード開封に伴うリスク】を参照されたい 

 SUSAR 報告用キーコード 

通常は封印されているが、海外規制当局への報告が義務付けられている SUSARskが発生した

際に、当該被験者のみの割付情報を開封して SUSAR 報告書に記載する際に使用されるキーコ

ード。ファーマコビジランス等、SUSAR 報告に携わる部署に関連し、当該試験に直接関わって

いない担当者が保管することが多い。 

 

                                                        
k SUSARs（Suspected unexpected serious adverse reactions）とは、予測できない重篤な副作用のこと

である。EU で治験を実施中の化合物の場合、SUSAR が発生すると、治験依頼者は、当該被験者

の盲検を解除して EU の規制当局に報告することが義務付けられている。なお、EU 域内の臨床試

験だけでなく、EU 域外の第三国で実施中の臨床試験も対象となるので注意が必要である。 
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割付に関する情報が盲検性維持を脅かすリスクとしてもっとも代表的かつ直接的なものは、割

付キーコードの漏洩である。割付キーコードの漏洩は、ある特定の被験者の割付情報の漏洩とは

異なり、全被験者の割付情報が明らかになることを意味し、試験の信頼性が大きく損なわれるた

め、当該試験の実施した意味自体が問われるような致命的な問題となる。 

 

リスク 

 割付キーコードの漏洩 

例1） SUSAR 報告用キーコードが、作成者から CRO 等の保管者に渡る際に、治験依頼者の

スタディチームメンバーを介することで、スタディチームメンバーが割付キーコード

の内容を知ってしまう 

 

対策 

 計画したプレイヤー以外に情報が渡ることのないように、各キーコードを適切に管理・保

管する。 

 キーコードの保管者はキーコードを開鍵時まで第三者がアクセスできない環境に保管

し、必要な時以外はキーコードの開封や持ち出しはしない、キーコードを開封又は持

ち出し（例えば割付作業時）した場合はその日時と理由を記録し、必要が無くなった

段階でまた元の環境に保管する 

 キーコードを保管すべき unblinded personnel を試験開始時に特定し、物理的なキーコー

ドの移動にあたってはキーコード作成者から直接それらの unblinded personnelに送付す

る 

 IWRS 等のシステムを活用し、割付キーコードを複数存在させないようにする 

 アクセス権の適切な付与とその仕様に対する十分なバリデーション、アクセス履歴の

管理が前提である 

 

割付キーコードの漏洩以外に盲検性維持にリスクを及ぼす恐れがあるものとして、割付仕様に

関する情報がある。割付仕様とは、置換ブロック法のブロックサイズや、動的割付の方法と各試

験治療群に振り分けられる確率のルールなどである。割付仕様が、被験者を観察する医師や、治

験薬が投与された結果を把握する立場であるモニターや DM 担当者などに伝わると、それまでに

得られた結果を元に割付情報を予測するといった予見可能性（知的な当て推量）をもたらし、盲

検性の維持に影響を与えかねない。ただし、割付キーコードそのものが漏洩するリスクとは異な

り、こういった予見可能性をもたらすことは盲検性が全面的に破られることを意味するわけでは

ないため、必ずしも致命的な問題となる訳ではない。こういったリスクを回避するためには、必

要のない担当者に情報が伝わらないよう、ランダム化仕様の情報制限を行うことが重要となる。 
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③ 治験薬管理 

ここでは、治験薬の医療機関への供給、医療機関での保管/取扱い、医療機関からの回収、廃棄

に係る部分を対象として、盲検性維持へのリスクを検討する。治験薬の取り扱いそのものに起因

するリスクと、治験薬の取り扱いに関連する作業で発生するリスクに分けて考えてみる。 

 

治験薬（製剤、包装）が識別不能であれば、通常の治験薬の取扱いで試験治療群が判明するよ

うな状況は起こりにくい。しかし、本プロセスは複数の治験薬を扱うことから、治験薬間の違い

を検出しやすい場であること、開封して使用した後の残余治験薬のように、場面によってはより

容易に治験薬に触れることができる場であることから、扱いによっては試験治療群を知り得てし

まうことには注意が必要である。例えば、使用済みの治験薬を blinded personnel が容易に接触でき

る状況下に保管することにより、不適切な取扱いで治験薬の試験治療群を知ってしまうことが起

こり得る。 

治験薬の外観が識別不能でなく、unblinded personnel と blinded personnel を分けた取扱手順を構

築することで盲検性を維持している場合は、より一層のリスクにさらされる可能性がある。 

 

リスク 

 配送/保管/回収中に、識別可能な治験薬の外観が露出することにより試験治療群が判明する 

例1） モニターが医療機関へ治験薬を輸送する際、あるいは医療機関からの治験薬返却の際

に、封が開いてしまうなどにより中身を見ることでその治験薬の種類を知ってしまう 

例2） 医療機関での保管中に、規定外の治験協力者、医師が治験薬の中身を見てしまい、保

管されている治験薬の番号と種類を知ってしまう 

例3） 被験者への交付/返却時、あるいは医療機関から治験依頼者への治験薬返却の際に、規

定外の治験協力者、医師が治験薬を取り扱うことにより、その治験薬の種類を知って

しまう 

例4） データ固定前に未交付の治験薬を廃棄する場合、治験薬管理担当等が、破損等により

配送前に交換された治験薬の中身を見てしまうことで、代替の治験薬が投与された症

例の試験治療群も知ってしまう 

 

対策 

 特に識別可能な治験薬については、使用前の治験薬のみならず、使用後の治験薬について

も、医療機関内での管理から回収後廃棄までの保管場所での管理まで、unblinded personnel

と blinded personnel を明確に定め、具体的なリスク事例を念頭に置いて取扱手順を定める 

例1） 配送や回収に blinded personnel が関与する場合は、識別不能になるよう治験薬を封印す

る 

 

識別可能な治験薬を使用する場合のリスクについては、「④ 治験薬の投与および評価・モニタ
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リング」の【医療機関の治験実施体制に由来するリスク】も参照されたい。 

 

治験薬そのものから試験治療群が判明する以外に、本プロセスで通常行われる作業で発生する

情報の中に、試験治療群に関する情報や試験治療群が推測できる情報が含まれている場合がある。 

 

リスク 

 試験途中の治験薬の追加配送により試験治療群が判明する 

例1） 追加配送の数量単位が少ないと、追加される治験薬が先に使用された治験薬と同じ種

類であろうと推測できる 

例2） IWRS/IVRS で試験治療群別に治験薬の在庫管理を行っている場合、治験薬在庫数を知

り得る blinded personnelが出荷された番号とどの試験治療群の数量が減ったか照合する

ことにより、出荷された治験薬の種類が判る 

 登録・割付情報と紐付く治験薬管理システムに格納された情報からの情報漏洩 

例1） IWRS/IVRS 等で作成される被験者登録状況や、治験薬の在庫状況等のレポートに、治

験薬や被験者の試験治療群に関する情報が入っており、そのレポートを blinded 

personnel が見ることで、治験薬や被験者の試験治療群を知ってしまう 

 

対策 

 追加配送に伴うリスクへの対策として考えられる工夫 

 試験開始時の追加配送のアルゴリズム作成の際に、試験治療群を容易に推測されない数

量を設定しておく（1 被験者単位の追加配送は避ける） 

 現場で配送順を容易に類推できないようにするため、治験薬の配送順を治験薬に付与さ

れた番号と無関係に設定する（治験薬に付与された番号の順での配送としない） 

 治験薬の在庫管理を行う担当者は unblinded personnel とすることを検討する 

 治験薬管理システムへの対策 

 被験者登録システムも一体化しているなど、unblinded personnel と blinded personnel が混

在するシステムでは意図しない情報漏洩のリスクが高まることを念頭に、blinded 

personnel が知ってはならない項目を明確にし、それにアクセスしない／できないシステ

ム仕様と運用手順を構築する 

 盲検性維持の観点から事前に念入りに仕様検討とバリデーションを行い、治験薬の在庫

状況等レポートの送付先設定に誤りがないことなどを確認しておく 
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④ 治験薬の投与および評価・モニタリング 

ここでは、治験薬の投与から、医師による有効性・安全性の評価、そして治験依頼者によるモ

ニタリングを対象として、盲検性維持へのリスクを検討する。治験が始まり実際の投与が開始さ

れると、治験依頼者のみならず、被験者、医師（臨床医、評価医師）、治験協力者（CRC、看護師、

薬剤師）などが割付情報を知る可能性がある。主観的な評価や決定に影響を与える因子を取り除

くことでバイアスを 小化するという盲検化の目的を鑑みると、盲検性を維持する上で特に注意

が必要なプロセスであるといえる。また、このプロセスで明らかになる可能性のある割付情報は、

全被験者の割付情報ではなくある特定の被験者の割付情報であるが、ある特定の被験者の割付情

報からドミノ式に他の被験者の割付情報も明らかになる可能性もあるため、同様に注意が必要で

ある。 

ここでのリスクは、以下に述べるように、治験薬投与後の検査・観察結果の確認によって生じ

るもの、医療機関の治験実施体制に由来するもの、被験者の安全性確保（エマージェンシーキー

コードの管理）に関連して発生するもの、unblinded personnel（割付情報を知ることが許された者

やマスキング項目データ管理者など）からの情報漏洩によるものが想定される。 

 

【反応・検査・評価に伴うリスク】 

治験薬を投与してその反応を評価するという治験では、程度の差こそあれ避けて通れない問題

であるが、投与後の反応で試験治療群がかなりの確度で類推できてしまう場合がある。これらの

リスクに対しては、治験薬に起因することがどの程度明確かによって、対策を講じることの必要

性や講ずるべき対策について、試験開始前に十分な検討を行う必要がある。 

 

リスク 

 明らかに治験薬に由来する作用の有無によって、個々の被験者の割付情報の予見可能性が

上がる若しくは割付情報が判明する 

例1） 薬物濃度測定を含む特定の検査値の変動 

例2） 特徴的な有害事象の発現 

例3） 投与部位反応 

例4） 特徴的な効果の有無 

 

薬物濃度測定のように割付情報が判明する項目を測定する場合や、予見可能性が高くなる程度

に明らかな治験薬の作用が知られている場合には、盲検性を維持するために、blinded personnel が

特定の検査・観察結果を試験終了まで知り得ない手順を定め、順守することが有効である。 

 

対策 

 特定の検査項目の測定結果のマスキング 

ここでの検査結果のマスキングとは、特定の検査項目について、決められた時期まで測定結
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果を開示しない（開示相手を限定する場合を含む）ことを指す。明らかに治験薬投与に由来す

る作用が特定の検査項目の有意な変動として現れる場合には、blinded personnel が試験終了時ま

で検査結果を知ることのないよう検査結果をマスキングすることなど、データの入手方法を工

夫すべきである。マスキング項目に設定することの是非は、非臨床試験の結果や同種同効薬の

プロファイル等も考慮の上、試験開始前に検討する。 

特定の検査項目をマスキングすることを規定した場合には、マスキングされた状態を維持す

るため、治験実施中の該当項目の定められた手順外での測定禁止および測定結果へのアクセス

制限を明確に規定し、順守を徹底する必要がある。マスキングを規定するにあたっては、被験

者の安全性への配慮を損なわないことが前提となる。被験者の安全性確保のために測定する必

要が生じた場合は測定を妨げないが、測定が必要となった理由を記録に残すことを併せて規定

するとともに、当該被験者の盲検性維持の観点での影響を振り返って評価することも重要とな

る。 

 

 臨床医と別に評価者を設定する 

臨床検査などの客観的な評価項目は、マスキングを実施することにより盲検性の維持が可能

であるのに対し、評価者・被験者自身により評価が実施される主観的な評価や安全性の評価は、

マスキングを行うことが困難である。また、客観的な評価項目でも、治験の継続や用量変更等

の判断を行うために、試験期間中に医師がその結果を知る必要がある場合もある。 

特徴的な投与後の反応（効果を含む）から割付情報が判明するリスクは、臨床検査値などの

客観的な評価項目の結果を閲覧する際に生じるリスクと同類であるが、主観的評価はデータの

発生源が評価者や被験者自身であり、マスキングができない。特別な検討が必要なほどの明ら

かな反応が想定される場合は極めて限定的と考えられるが、主観的評価項目の評価者を独立し

た立場におき、その他の者に情報を提供しないこと、被験者自身が評価する項目は治験実施医

療機関内で閲覧可能な者を限定し、治験実施医療機関内での情報管理を工夫すること等によっ

て、安全性等の他の評価結果への影響を 小限にすることができるだろう。 

明らかに治験薬に由来する症状（有害事象、合併症の回復など）の有無によって、割付情報

を特定できる場合もある。特に、治験薬が注射剤の場合には、注射部位反応や被験者の反応（治

験薬による疼痛など）が発現することも少なくない。主観的評価項目を設定している試験では、

治験薬の投与を行う者や被験者への処置を行う者などの治験薬に由来する症状の有無を直接確

認し得る者とは別の評価者が主観的評価を実施することで、評価結果への影響を 小限にする

ことが可能となる。なお、あらかじめ対策を講じるかは事象の発生頻度や治験薬の関与の度合

い、現場での運用の実現可能性などから総合的に判断されることである。 

 

 治験薬切り替え前にデータをクリーニング・固定する、または切り替え後のデータ履歴をデ

ータ変更理由と共に残す 

試験中に治験薬の切り替えが実施される試験デザイン（例えばクロスオーバー試験や、盲検
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パート終了後に引き続き非盲検パートに移行する試験など）においては、治験薬切り替え前後

の被験者の反応（有効性、安全性）が明らかに異なる場合があり、割付情報が予見できるリス

クがある。しかし、被験者反応のコントロールは不可能であるため、このような試験デザイン

の場合には、主要な結果・評価について被験者および評価者が治験薬切り替え後に振り返って

評価を変更することが出来ないよう、治験薬切り替え前にデータをクリーニング・固定する手

順や、治験薬切り替え後に変更されたデータの履歴を追えるような手順を確立することで、結

果へのバイアスを 小限にすることが可能となるだろう。 

 

【医療機関の治験実施体制に由来するリスク】 

治験に参加する医療機関の状況により、盲検性維持の観点でのリスクが顕在化する場合が考え

られる。例えば、健康成人を対象に入院で実施する第Ⅰ相試験のように、同一医療機関で多数の

被験者が同時期に参加する試験で被験者が情報共有しやすい状況が生じる場合や、識別可能な治

験薬を用いて担当者や評価者を区別して実施する盲検試験で、人員構成や組織体制により

unblinded personnelとblinded personnel間の役割分担が不明瞭になってしまうリスクが考えられる。 

 

リスク 

 被験者同士が情報共有して状態を比較することにより割付情報を予見できてしまう 

例1） 治験薬投与時の状況（投与された治験薬の特徴、投与部位反応など） 

例2） 発現した有害事象 

例3） 改善した症状 

 識別可能な治験薬で行う盲検試験で、定められた担当者、手順で治験薬投与を行わないこ

とにより割付情報が予見できてしまう 

例1） 識別可能な調製前の治験薬を調製担当者以外が調製する 

例2） 識別可能な治験薬を投与担当者以外が投与する 

例3） 治験薬調製/治験薬投与者が評価者に治験薬の特徴を伝える 

 

対策 

 被験者同士の情報共有への考えられる対策 

 同意説明文書等に被験者間での情報共有をしないよう注意喚起する 

 被験者間で情報共有できない環境（例えば全被験者個室など）で治験を実施する 

 データクリーニング/固定を適宜迅速に行う 

 識別可能な治験薬で行う盲検試験では役割分担を明確にし、トレーニングを行う 

 それぞれの担当者の役割、責任範囲、禁止行為などを明確に記した手順書を作成する 

 医療機関での体制と、定められた役割分担で治験を遂行可能であることを事前に確認す

る 

 試験開始前に手順書のトレーニングを十分に行い、すべての関係者が手順を順守する必
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要性を理解することで、禁止行為を防ぐ 

 

【エマージェンシーキーコード開封に伴うリスク】 

エマージェンシーキーコードは、試験途中で医療上の緊急時に医師が被験者個人の割付情報を

明らかにする必要が生じた場合のために用意されるが、明らかにする必要のない被験者の割付情

報まで明らかとなるリスクがある。 

 

リスク 

 誤開封、必要のない開封: 不適切な業務手順・作業者のミスにより、開封すべきキーコー

ド以外のキーコードが開封されてしまう。あるいは、被験者の安全性確保や治療方針の決

定等のアクションにつながらないにもかかわらずエマージェンシーキーコードが開封され

てしまう 

 明らかにする必要のない被験者の割付情報が間接的に明らかになってしまう 

例1） ランダム化に置換ブロック法を採用した盲検試験で、治験を実施する関係者がブロッ

クの長さを知っており、エマージェンシーキーコードを開封することによって、未開

封のキーコードの割付情報の予見可能性が上がる 

 

対策 

 誤開封への対策例 

 ミスが生じにくいエマージェンシーキーコードの管理方法や開封手順を採用する 

例1） エマージェンシーキーを電子的なシステムで集中管理し、開封時には症例個別に設

定されるパスコードを用いて開封対象症例の再確認をする 

 エマージェンシーキーの管理方法や開封手順について医師を含む関係者への周知徹底を

図る 

 開封対象症例以外の症例について間接的に予見可能性が高くなることへの対策 

 エマージェンシーキーに関するリスクへの対策に限定されるものではないが、ブロック

サイズに関する下記の一般的な対応が対策になりうる 

 治験を実施する関係者に、ブロックの長さを知らせない 

 実施可能性も考慮しながら、ブロックサイズを大きく設定する 

 

エマージェンシーキーコードを取り扱う際には、管理方法および開封手順を定め、実際に割付

情報を明らかにした場合に記録を作成するという基本事項を順守するほか、割付情報を明らかに

する必要のない被験者の割付情報の機密性が 後まで確保されるよう配慮する必要がある。 

従来、エマージェンシーキーコードの管理方法は、個々の被験者の割付情報を封筒やスクラッ

チカードで管理する手法が一般的であったが、IWRS/IVRS の普及により、電子的に管理されたエ

マージェンシーキーコードを医師が Web画面から閲覧できる仕組みが用いられる場合も増えてい
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る。この場合、システムの仕様や運用方法の工夫により、物理的に誤開封を防止することが可能

となるうえ、常に開封状況を監視することや開封状況が正しく記録されることが担保され、不正

な開封が生じた場合は速やかに対応できること等も大きな利点である。利用にあたっては、シス

テム構築の段階において、仕様検討やバリデーションを事前に入念に行うことが重要である。 

 

【unblinded personnel から誤って情報漏洩するリスク】 

表Ⅱ- 1 で言及したように、あらかじめ blinded personnel と unblinded personnel を設定して手順を

定めておくことは盲検維持のための大前提として重要なことであるが、特にプレイヤーも扱う範

囲も多岐にわたる本プロセスでは、unblinded personnel から誤って情報漏洩する具体的事例が想定

されることから、ここで取り上げて注意喚起したい。 

 

リスク 

 治験中に発生する、割付情報が含まれているレポート等が blinded personnel に誤って開示さ

れてしまう 

例1） システム設定ミスにより、試験治療群が記載されたレポートが blinded personnel に配信

される 

例2） unblinded personnel に配信されたレポートを blinded personnel に共有してしまう 

 検査項目のマスキングや別評価者等、unblinded personnel を設定して盲検性を維持する手順

の運用に誤りが出てしまう 

例1） 臨床検査測定担当者により、マスキング項目結果が不適切な時期に blinded personnel に

提供され、試験治療群が類推される 

例2） マスキングされるべき検査値が、臨床検査結果報告書に表示されて blinded personnel で

ある評価者へ提供されることにより、試験治療群が類推される 

例3） 治験薬の血中濃度測定担当者が、不適切な時期に blinded personnel に属する関係者に情

報を提供することで、被験者識別コードと測定結果、測定ポイントの有無（欠測 Visit

から被験者特定可能）、測定された被験者（実薬のみ測定する場合）から試験治療群が

判明する 

 

対策 

 割付情報の情報が含まれているレポート等への対策 

 システムから自動的にレポートが配信される場合、また割付情報をシステムで閲覧でき

る場合、レポート受領者/閲覧者の設定が仕様書通りであることを十分に検証し、不適切

な者への割付情報の開示が行われないようにする 

 手動で配信する場合においても、レポート送付/開示の手順については、送付パターンが

複数あるといった複雑な手順を避け、手順を標準化するなど、ミスが起きづらい工夫を

行うとともに、トレーニングを十分行うことで人為的ミスを回避する 
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 unblinded personnel を設定して盲検性を維持する手順への対策 

 手順書等でデータ開示者、開示条件、開示手順、開示時期などを詳細に取り決める 

 マスキングデータ管理者、治験薬の血中濃度測定担当者へのトレーニングを十分に行う 

以上のように、治験薬の投与及び評価・モニタリングのプロセスでは、様々な場面において盲

検性が崩れるリスクが生じる可能性がある。 

リスクの発生を防止するためには、予め、盲検性が崩れる原因となる可能性のある情報を特定

し、情報を知り得る者とその役割、情報の取り扱いに関する手順書を定め、順守することが重要

かつ不可欠である。 
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⑤ データの集計・解析 

ここでは、集積された治験データの集計・解析を対象として、盲検性維持へのリスクを検討す

る。集積データの扱いのうち、盲検性に影響するプロセスは、大きく分類すると、「集積データの

管理」、と「 終解析（試験の主たる目的のための解析）前に実施する解析（中間解析）」の 2 種

類に分けられる。 

 

【集積データの管理】 

EDC および統計解析ソフトウェアの普及により、これまで統計解析部門とデータマネジメント

部門が担ってきた試験途中のデータ逐次集計およびビジュアル化がより広い部門で実施可能とな

り、試験途中で集積情報を容易に手にできるようになってきた。このような状況を踏まえて、デ

ータの管理に関して、集積データから割付情報が予見できるような傾向が見られた際には、盲検

性が崩れるリスクが考えられる。 

 

リスク 

 集積データから割付情報が予見できてしまう 

例1） 集積されたデータを見た際に一部の臨床検査項目で明確な二峰性が見られており、被

験者ごとの試験治療群がある程度類推できる 

例2） 一部の被験者でのみ特徴的な有害事象が発現しており、当該被験者の試験治療群が類

推できる 

 

これらの傾向が事前にわかっていなかった場合、試験開始後にリスク回避の方策を打つことは

難しいことから、より早期の相での治験薬の反応性についての情報を収集しておき、試験開始前

に対策を立てておくことが重要となる。 

 

対策 

 試験途中でのデータの分析にあらかじめ制限を加えておく 

 特徴的な傾向が見られる検査項目はマスキングの対象とする 

 

【中間解析】 

DMC を設置して盲検解除情報を含む中間解析を実施し、その結果に基づいて試験の継続の可否

を DMC が判断する計画の臨床試験も多い。中間解析を担う DMC の unblinded personnel は、限定

された症例の盲検解除情報のみならず、試験治療群毎の集計結果まで知る立場にあるという点で、

他の unblinded personnel と比べて特殊である。治験依頼者と独立な委員から構成した場合には特に

IDMC（独立データモニタリング委員会）と呼ばれる。一方で探索的性質の強い試験であれば、治

験依頼者と独立ではない DMC を設置する場合もあるだろう。 

その他特殊な 終解析前の解析として、DSUR 用の集計・一覧の作成がある。DSUR には、盲
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検解除された SUSAR に関する盲検解除情報も記述されることから、盲検解除集計・一覧が blinded 

personnel に共有されないように制御する必要がある。 

 

リスク 

 DMC の体制の検討が不十分であることにより DMC が得た盲検解除情報を blinded 

personnel が誤って知ってしまう 

 中間解析結果によって試験中止などの試験デザイン変更が計画される試験で、中間解析後

に選択されたアクションによって、試験治療群の効果の予見可能性が高まる 

 中間解析後に試験全体の目標被験者数が増やされたことにより、被験薬の効果への期

待感が薄くなり、投与中の被験者への評価や新規組み入れ被験者の選択に影響する 

 DSUR に盲検解除集計・一覧が含まれていることへの配慮不足により、blinded personnel が

SUSAR 発生症例の試験治療群を知ってしまう 

例1） DSUR 作成プロセス途中あるいは完成した DSUR に対して、blinded personnel が盲検解

除集計・一覧にアクセスできてしまう 

例2） グローバル試験における SUSAR 発生時の適切な手順を海外の CRO との契約に盛り込

めず、割付情報が治験実施部門に筒抜けになる 

 

対策 

 中間解析業務のどのプロセスで誰がどの範囲の盲検解除情報にアクセスすることになり、

誰はアクセスしないままとなるのか、を明確に規定し、各担当者を教育する 

 中間解析業務プロセスのトレーサビリティを確保し、事前に定めたアクセス規定の順守状

況が報告できる仕組みを作る 

例1） アクセスに対する規定を事前に明確に文書化する 

例2） アクセス履歴が残るような環境でデータや解析結果を管理する 

 個別の被験者の安全性確保に係わる確認など重要な目的がない場合には、集積情報に基づ

いて判断する者に対して被験者ごとの試験治療を明らかにせず、結果の提示は試験治療ご

との要約結果のみとする 

 提示するのは必要 低限の情報とし、A 群／B 群のように提示したり、表ごとに A 群と

B 群を入れ替えるべき、という考えもある 2)。 

 中間解析結果に基づく判断に起因するリスクへの対策をあらかじめ設定しておく 

 医師や CRC に対して中間解析の正確な実施時期を伝えない 

 データクリーニングは毎月等定期的にしておく 

 Study Team に対しては DMC 勧告結果に基づいた行動をしないようトレーニングする 

 部門を超えた DSUR 用の盲検解除集計・一覧の作成プロセスを適切に計画、運用し、盲検

解除集計結果を載せた DSUR を適切に管理する 
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集計・解析のプロセスでの盲検性維持に対するリスクは、被験者単位の割付情報が明らかにな

るリスクよりも、試験治療群単位の成績が明らかになるリスクの方が主となる点で、他のプロセ

スとは異なる。被験者単位の割付情報が明らかになることでその被験者のデータにバイアスを及

ぼすというリスクは低いかもしれないが、試験の途中で試験治療群単位の成績が明らかになると、

以降の集積データすべてにバイアスを及ぼす恐れがあるという点で、影響は甚大である。集計・

解析のプロセスのメインプレイヤーである統計解析担当者のみならず、このプロセスに関する手

順作成に関わるプレイヤー、集積データに触れることができるプレイヤーすべてが、こういった

リスクを念頭に置いて備える必要がある。 
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