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0 略語 
AE Adverse Event 有害事象 
CAPA Corrective Action/Preventive Action 是正措置／予防措置 
CI Continual Improvement 継続的改善 
CQA Critical Quality Attribute 重要品質特性 
CRA Clinical Research Associate 臨床開発モニター 

CTQ Critical To Quality 
重要品質特性 
被験者を保護し、信頼性の高い
データを生成する要因 

CTTI Clinical Trial Transformation Initiative   
DBL Data Base Lock   
EDC Electronic Data Capture   
FMEA Failure Mode and Effect Analysis 故障モード影響解析 
ICH International Council for Harmonization   

ICH E8 
GENERAL CONSIDERATIONS FOR CLINICAL 
TRIALS 

臨床試験の一般指針 

ICH-E6 Guideline for Good Clinical Practice 医薬品の臨床試験の実施基準 
ISO International Standardization Organization  国際標準化機構 
QbD Quality by Design   
QMS Quality Management System 品質マネジメントシステム 
QTL Quality Tolerance Limit 品質許容限界 
QTPP Quality Target Product Profile 目標製品品質プロファイル 
RACT Risk Assessment and Categorization Tool   
RBA Risk Based Approach   
RBM Risk-Based Approach to Monitoring   
RCA Root Cause Analysis 根本原因解析 
RPN Risk Priority Number   
SOP Standard Operating Procedure 標準業務手順書 
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1 はじめに 
2016 年 11 月の International Council for Harmonization （以下、ICH） 大阪会議において、

ICH-E6 revision2 （以下、ICH-E6 (R2))が合意され、臨床試験・研究への品質マネジメントシス
テム（Quality Management System： 以下、QMS）の実装が治験依頼者の責務であると明文化さ
れた。本邦においては、厚生労働省・生活衛生局 医薬品審査管理課より 2018 年 1 月 18 日付で
以下のパブリックコメントが公示され、品質マネジメントシステムの適用に向けた考え方につい
て今後の方針が提示されている。 

• 「「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」の一部を改
正するガイダンス（案）（新旧対照表）に関する御意見の募集について 

• 「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」に関する御意見の募集について 
• 「リスクに基づくモニタリングに関する基本的考え方（案）」に関する御意見の募集に

ついて 
QMS は、ISO9000 ファミリー規格 1 にその基本概念、原則、用語が定義され、要求事項として

リーダーシップ及びコミットメント、資源、製品及びサービスの設計・開発、パフォーマンス評
価、改善、文書化した情報など 22 項目が規定されている。日本の臨床試験における品質管理は、
QMS に必要な要素（業務手順、試験計画、試験中のモニタリング、文書等記録の保存、信頼性保
証など）を取り入れて実施されてきたが、体系立てられてはいなかった。しかし、今般の ICH-E6 
(R2)で、QMS を臨床試験全体のプロセスへ適用し、より体系的な取り組みとして実施していく
ことが求められようになり、治験依頼者および医療機関は QMS の臨床試験・研究への具体的な
適合（この成果物の中ではこのことを以下、臨床 QMS と略して呼ぶ）を意識しなければならな
い。 

 
1.1 臨床 QMSの背景 
ICH-E6 (R2)は、臨床 QMS の中で、Risk Based Approach（以下、RBA）を取り入れることを要

求している。近年、RBA については、EMA から Reflection paper 2 が発出されており、また、RBA
の一環である Risk-Based Approach to Monitoring (以下、RBM) についても FDA からガイダン
ス 3 や通知類が発出され、特に Centralized Monitoring などの考え方が提唱、先行して実行されて
きたことから、いまや RBM と言う用語は広く市民権を得ている。しかし、RBA の適用範囲はモ
ニタリングを中心に議論されてきたこと、及び、RBM におけるリスクアセスメントの手法として
TransCelerate が提唱する RACT などのサポートツールが普及していることから、RBA の根本的
な考え方を正しく理解していなくとも業務が遂行できるようになっているかもしれない。ここで、
今一度、臨床 QMS の実装にあたって重要な要素である RBA の考え方を振り返ってみたい。合わ
せて、近年、製剤開発の分野から臨床試験・研究の分野へもその概念が浸透してきた Quality by 
Design (以下、QbD)に関して、ISO 9001 で定義される「リスク及び機会への取組み」を考慮す
るための要素として是正措置及び予防措置（Corrective Action/Preventive Action： 以下、CAPA）
を概説する。これらの用語の解説は臨床 QMS の実装を考える上で中心となる考え方であるため、
その定義と臨床試験現場での実例を紹介する。 
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1.1.1 RBA 
臨床試験における RBA とは、個々の臨床試験の特定の品質リスクに着目し、そのリスクに応じ

た対策をとることである。ICH-E6 (R2)の 5.0 項「Quality management」に、リスクマネジメン
トのステップが明示されており、本成果物では、以降、治験の重要なプロセス及びデータに対し
て影響を及ぼすものをリスクと定義する。本邦においては、上述のとおり、厚生労働省・生活衛
生局 医薬品審査管理課より品質マネジメントシステムの臨床試験・研究への実装へ向けた今後の
方針を提示するとともに、業界に広く意見を求めている段階である。なお、ICH Q9 では、下図
のとおり、品質リスクマネジメントプロセスの典型例が示されている。以降では、「品質マネジメ
ントに関する基本的な考え方（案）」における「２．品質マネジメントの実施」（１）～（７）に
沿って、具体例と注意点を述べる。 

 
図 1.1-1 ICH Q9 における品質リスクマネジメントプロセスの概要 

 
 「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」に沿った具体例 

1) 重要なプロセスおよびデータの特定 
治験実施計画書の作成において、被験者保護及び治験結果の信頼性確保のために重要なプロ

セス及びデータを特定する。 
「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 

2.（1）重要なプロセス及びデータの特定（抜粋） 
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被験者を保護し、信頼性の高いデータを生成する要因（Critical To Quality：以下、CTQ）
である重要なプロセス及びデータを特定するために、現実的には、全てのプロセスを抽出する
必要がある。該当試験のフェーズや類薬の存在の有無等の影響を受けると考えられるが、有害
事象（薬剤特有、疾患特有）や主要評価項目等が重要なデータとなり、当該データの発生・測
定プロセスが重要なプロセスの一部となると考えられる。また、同意取得等の被験者保護に関
するプロセスも重要ある。なお、薬剤特有や疾患特有の有害事象等を重要なプロセスやデータ
として特定する場合、症例報告書（以下、CRF）での収集方法の検討やコーディングの必要性
には留意する必要がある。 

重要なプロセス及びデータの例を以下に示す 4 
重要なプロセスの例） 

- 被験者の安全性や倫理的な治療を下支えするプロセス（同意取得など） 
- データの質を下支えするプロセス（重要なデータの測定・評価・記録など） 

重要なデータの例） 
- 有効性データ（主要評価項目、副次評価項目（意思決定上、重要であると治験実施計画書で

特定されている場合）など） 
- 重要な安全性データ（重篤な有害事象、治療の中止の原因となった有害事象など） 

 
2) リスクの特定 

治験の重要なプロセス及びデータに対するリスクを特定する。リスクは、システムレベル（標
準業務手順書、電子データ処理システム、人員等）及び治験レベル（治験デザイン、データの
収集、同意取得プロセス等）の両レベルで検討する。 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（2）リスクの特定（抜粋） 

システムレベルとは各試験に共通で、組織としてシステム化しているよう基礎的なプロセス、
例えば、標準業務手順書（以下、SOP）や教育、Computer System Validation 等が該当する。
また、治験レベルとは、個々の治験の開始から CSR 作成までのプロセスが該当する。これら
のプロセスに対して、被験者保護及び治験結果の信頼性確保の観点からリスクを特定すること
となる。 
 

3) リスクの評価 
特定したリスクについて、既存のリスクコントロールを前提として、以下の点を考慮して評

価する。 
①エラーが発生する可能性 
②当該エラーが検出される可能性 
③当該エラーが被験者の保護及び治験結果の信頼性に及ぼす影響 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（3）リスクの評価（抜粋） 

既にとられているリスクコントロール（ 4）リスクコントロール参照）策が有効であると仮
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定し、リスクを評価する。例えば、治験薬投与中の被験者の妊娠に対するリスクに対しては多
くの治験依頼者がプロトコルテンプレートに選択除外基準として規定を設け、組み入れ前の妊
娠検査を義務付けている。このような予めの対策により、一定数の事象の発生は防げると考え
られ、コントロールされていると言える。このように特定のリスクに対して、体系的な対策が
定められていれば既にコントロールされていると考えられ、その上でさらなるリスクがあるか
を特定・評価する。実際の場面では、全ての重要なデータおよびプロセス上のリスクについて
リスクコントロール策が取られているかどうかを検証した上でエラーが発生する可能性、エラ
ーが検出される可能性、エラーの影響（重大性）を決定していく。 

 
4) リスクのコントロール 

軽減すべきリスク及び（又は）受け入れ可能なリスクを特定する。受け入れ可能なレベルま
でリスクを低減するために実施する取組は、リスクの重要性に見合ったものとする。リスクの
低減措置は、治験実施計画書のデザイン及び実施、モニタリング計画書、役割及び責務を規定
する当事者間の合意、標準業務手順書の遵守を確保する体系的な措置並びにプロセス及び手順
に関するトレーニングに組み込むことができる。 

被験者の安全性及び治験結果の信頼性に影響を及ぼす可能性のある体系的な問題を特定す
るため、変数の医学的及び統計学的特性並びに治験の統計学的デザインを考慮し、品質許容限
界を事前に規定する。規定された品質許容限界からの逸脱の検出は、低減措置の必要性を検討
する契機となる。 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（4）リスクのコントロール（抜粋） 

重要なデータおよびプロセスに対するリスクの評価結果より、受け入れ可能と判断できない
リスクに対しては低減措置を行う必要があると考えられる。低減措置は、プロトコルや各種実
行手順に規定することで、関係者への共有が可能となる（ 5）リスクコミュニケーション参照）。 

発生したエラーに対する低減措置の必要性（あるいは見直し）を判断する基準として品質許
容限界（Quality Tolerance Limit: QTL）の考え方が ICH E6 (R2)では導入されている。リスク
コントロールの一手法として、試験毎に Risk Indicator および閾値を設定し、その変動を見な
がらリスクを監視していくプロセスがあり、系統的なエラーの検出とその判断に役立つ（第 2
章参照）。QTL は特に重要な Risk Indicator の変動の許容限界値を事前に設定するものと捉え
られる。QTL の設定に関する基本的な考え方や、そのプロセスについては、TransCelerate の
文献が参考になる５。本タスクフォースでは詳細な検討を行わないが、以下のアプローチが示
されている。 

 
1．対象となる一連の試験で得られたデータを用いて QTL を統計的に規定する 
2．過去の経験に基づく科学的・医学的情報を利用して QTL を規定する 
 
過去の経験は、一般的にヒトに依存する部分が多く、医学的知識を持つ医師、経験豊富な

CRA や統計家など幅広く意見を求めて決めていくのが良いだろう。 
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5) リスクコミュニケーション 
品質マネジメント活動を文書化する。治験の実施期間中におけるリスクレビュー及び継続的

な改善を促進するため、関係者及び当該活動により影響を受ける者に対し、品質マネジメント
活動の内容を伝達する。 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（5）リスクコミュニケーション（抜粋） 

前項までに必要な関係者との協議や情報共有は開始されていると考えられるが、設定したレ
ベルでリスクコントロールを行うことを関係者全員に伝達し、治験依頼者、治験受託者に関わ
らず、同じ目線で品質マネジメントが実施されるようにするためには、品質マネジメント活動
の文書化が重要と考えられる。なお、前項までの記載内容は、治験依頼者のみにとどまるもの
ではなく、医療機関に代表される治験受託者も現場レベルの状況を考慮しながら取り組む必要
があると考えられる。 

 
6) リスクレビュー 

履行した品質マネジメント活動の効果及び妥当性が維持されているか否かを確認するため、
最新の知識及び経験を踏まえて、リスクコントロール手段を定期的にレビューする。 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（6）リスクレビュー（抜粋） 

現実的には 4)までに設定したレベルでリスクコントロールを行い、実際に適当な間隔で各リ
スクに対するエラーがどの程度発生しているか、発生している内容が予想に反していないか検
討を行うこととなると考えられる。予想外の内容についてはその原因の追究と対策を早急に講
じるなど、CAPA を実行する必要があると考えられ、また同時に事前に設定した品質許容限界
値の見直しや 1)から 4)で言及したプロセスの再実施を含め検討する必要があると考えられる。
なお、二重盲検試験などでは、盲検性の維持についても考慮する必要があると考えられ、リス
クレビューを行う者やコミュニケーションを行う者は情報の管理に留意する必要がある。 

 
7) リスク報告 

治験総括報告書において、治験で履行した品質マネジメントの取組を説明し、事前に規定し
た品質許容限界からの重要な逸脱及び講じられた措置の要約を記載する。 

「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」 
2.（7）リスク報告（抜粋） 

現実的には 6)で実施した定期的なリスクレビューのうち、被験者の安全性及び治験結果の信
頼性に影響を与える可能性のある重要な逸脱やその原因の特定と講じた対応策などを要約す
ることとなる。 

 
 RBAと Quality by Design （以下、QbD）との関連性 

ICH Reflection on “GCP Renovation”: Modernization of ICH E8 and Subsequent Renovation of 
ICH E6 (R2)（2017/1）６で、ICH E8 の今後の改正内容が明示され、QbD の考えにもとづき、
試験の CTQ factor などが新たに記載されることが計画されている。これまで、RBA の内容を
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「品質マネジメントに関する基本的な考え方（案）」を通じて言及したが、ここで QbD と RBA
の関連性について触れる。ICH Q8「製剤開発に関するガイドライン 補遺」(2010/6/28) ７で
は、QbD は以下のように定義されている。 
「事前の目標設定に始まり、製品及び工程の理解並びに工程管理に重点をおいた、立証された科
学及び品質リスクマネジメントに基づく体系的な開発手法。」 
この説明からわかるように RBA、QbD は共に全てのプロセスを確認し、リスクマネジメント

を行うことで一定の品質を担保しようとする試みである。つまり、生産・製造領域を中心に発達
してきた品質マネジメント手法を、臨床試験において人やデータを対象として応用されているの
が RBA と考えることができ、そのような視点に立つと、ICH Q8 から学び取れることは多い。例
えば、事前の目標設定は、臨床試験の目的に、製品及び工程の理解は、臨床試験の設計に関わる
開発品目の臨床的特長を理解すること、さらには工程管理は、質が高く被験者の安全に関わる工
程を管理することと理解することが出来る。 

生産・製造領域における QbD の概要を簡単に説明すると、まず製剤開発には、最低限、以下
の要素を含めるべきとされている。 

• 品質、安全性、有効性に関連する目標製品品質プロファイル*1 を定義する。  
• 当該製剤の見込まれる重要品質特性*2 を特定する。 
• 適切な製造工程を選択する。 
• 管理戦略を決定する。 

*1 目標製品品質プロファイル（Quality Target Product Profile： 以下、QTPP）：製剤
の安全性及び有効性を考慮した場合に要求される品質を保証するために達成されるべき、
製剤の期待される品質特性の要約 
*2 重要品質特性（Critical Quality Attribute： 以下、CQA）：要求される製品品質を保
証するため、適切な限度内、範囲内、分布内であるべき物理学的、化学的、生物学的、
微生物学的特性又は性質 
 

より進んだ QbD 手法には、さらに以下の要素を含めることができる。 
• 既に得られた知識、実験、リスクアセスメント等から、製品の CQA に影響を及ぼ

し得る物質特性及び工程パラメータを特定する。 
• 物質特性及び工程パラメータと製品の CQA を関連づける機能的関係を明らかにす

る。 
• デザインスペース及び／又はリアルタイムリリース試験等の提案を含む適切な管理

戦略を構築するため、より深められた製品及び工程の理解を品質リスクマネジメン
トと組み合わせて活用する。 

結果として、このより体系的な手法により、製品ライフサイクルの全期間を通じた継続的改善
とイノベーションが期待される。 

Clinical Trial Transformation Initiative （以下、CTTI)においても、2014 年のポジションペー
パーに臨床 QbD が初めて「quality be built into the scientific and operational design and conduct 
of clinical trials」と定義された。 

上述より、臨床試験における QbD は RBA とほぼ同義であり、「臨床試験の設計と実施に品質
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を組み込む手法」と解釈できる。 
 

1.1.2 継続的改善 
監査の指摘事項やモニタリング時に発生した試験計画書からの逸脱等、臨床試験の品質に影響

があると判断された場合、当該事例の発生経緯及び解決方法を検討し、再発の防止をすること 
「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」 

の一部を改正するガイダンス（案）（新旧対照表） 
第 4 条 第 1 項 解説 9（抜粋） 

上述の通り、臨床試験の実施において、CAPA を講じることが今まで以上に重要視されている。
CAPA とは、監査の指摘事項やモニタリング時に発生した試験計画書からの逸脱等、試験の品質
に影響があると判断された場合、当該事例の発生経緯及び解決方法を検討し、再発の防止をする
CA（Corrective Action：是正措置）、過去の試験経験等から起こりうるリスクを検討し，その原
因を取り除く PA（Preventive Action：予防措置）の総称である。CAPA は，試験実施に対する信
頼性及び取得したデータの信頼性を確保するために重要な対応である。また， RCA（Root Cause 
Analysis：根本原因解析）は，CAPA を実施する際に、エラーや逸脱が起きにくいプロセス構築や
CAPAの対象となる問題のメリハリがつくために非常に有用である。RCAの検討を実施した上で、
測定可能な指標を設定し、評価・検討することで CAPA の対応が適切だったかの評価を行うこと
ができ、評価した結果，改善すべき点を次回の計画に繰り返し反映することにより、より適切な
対応が可能となる。CAPA の進め方（プロセス）が定義されている文献等はほとんど無いが、本
成果物では発生した問題を解決（改善）し、そのプロセスを繰り返すという観点でシックスシグ
マの DMAIC（Define：定義、Measure：測定、Analyze：分析、Improve：改善、Control：定着）
の手法を用いる。シックスシグマは、改善手法の国際規格の一つとして ISO13053 企画書として
制定、公示されている。シックスシグマの定量的プロセス改善手法は、DMAIC の 5 ステップの
サイクルで実行する。DMAIC の具体的な手法は後述（第 3 章）にて紹介する。 

 
1.2 本成果物の目指す範囲 

これまで臨床の品質管理に関する論文やポジションペーパーは QMS の概略、RBM の基本的な
考え方、リーンシックスシグマなど品質改善手法の概略、ALCOA（Attributable：帰属性、Legible：
判読性、Contemporaneous：同時性、Original：原本性、Accurate：正確性の頭字語）などのデー
タが本来持つべき品質の定義などが報告されてきた 8-10。しかしながら、臨床 QMS の実装に向け
た具体的なプロセスや臨床試験の実行に従事する実務担当者（臨床試験コーディネーターなど）
にとって有用な考え方が具体的な事例とともに示された報告は少なく、概念的理解を実務に落と
し込む視点では報告されていない。臨床 QMS に代表される品質マネジメントの組織的な実践に
おける概念的な理解や体制構築は重要であるが、現場担当者が品質管理の基本を理解し、実践で
きることも同時に重要であることが指摘されている 11。さらに多くの臨床 QMS に関する文献は、
治験依頼者側の視点に立っており、医療機関側の視点に立った品質管理の手法や視点では論じら
れていない。車、電化製品などの製品開発、医薬品における製剤開発における品質管理は、実際
の「モノ」を扱う場合が多い一方、臨床試験では、試験の成否判断に重要なデータ、その取得か
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ら集計の過程、被験者の保護などを主な視点にした品質管理であることが特徴の 1 つである。部
品の組み立てや部品間の組み合わせの調整が必要な一般的な製品開発に比べて、臨床試験の多く
のプロセスは「人」に依存するものが多い。そのため、データに関する品質の測定基準の設定に
はプロセス分析が重要となってくる。そのような背景から、臨床 QMS は、定量的な要因分析で
はなく、QC7 つ道具など基本的な品質管理ツールと、それを実行する流れ（PDCA や後述のシッ
クスシグマ)の実装で十分達成できると考えられる。 

本成果物では上述の現状を踏まえ、臨床 QMS の実装のうち、治験依頼者および医療機関の実
務担当者に有用な“考え方、用いるツール、チームでの品質活動”に着目し、以下の成果物を提供
することを目的とする。 

 
【本成果物のスコープ】 
 QbD/RBA の進めかた（プロセス）とツールの使い方、解釈、注意点 
 継続的改善に用いるツールの使い方、解釈、注意点 
 上述をチームで行う際の注意点、各段階における医療機関側の視点、関係者の巻き込み 

 
本成果物では、品質管理の理論の解説よりも、実務的観点を重視する。すなわち、実データを

利用したケーススタディを通じて、臨床 QMS の考え方、ツール、品質管理活動を解説する。ま
た、以下の視点は扱わないこととする。 

 
【取り扱わないもの】 
 組織の状況 
 リーダーシップ（リーダーシップ及びコミットメント等） 
 支援（資源、力量、文書化した情報等） 

 
本成果物では読み手として以下を想定し、解説することとする。 
 臨床試験及び臨床研究の計画、実行に関わる全ての担当者（実施医療機関を含む） 

 
第 2 章では、QbD と RBA のケーススタディの結果を用いながら、実務担当者が現場で

QbD/RBA を行う際の着眼点や注意点を考察する。また、概念的な類似性から、QbD と RBA は
別の考え方として分けて用いるのではなく、計画（あるいは設計）および実行段階でのリスクに
基づく品質管理として取り扱う。取り組むべき重要品質課題である CTQ の設定からリスクマネ
ジメントへの流れについて実例を交えて解説する。 

第 3 章では、継続的改善（Continual Improvement： 以下、CI）の進めかたと用いるツールを
問題解決の事例を用いながら解説する。本成果物で用いる継続的改善は、問題が起きた際の改善
手法や、再発防止に向けた取り組み全体を取り扱う。品質改善の標準的手法として ISO でも規定
されている (ISO13053, ISO18404) シックスシグマを用いる。 

最後に、QbD/RBA および CI が臨床 QMS の実装にどのように役立つかを総括し、今後の実装
に向けての課題を提示する。  
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2  RBA 
2.1 導入 
2.1.1 ケーススタディの全体像 

ここまでの章では、臨床 QMS の背景、概念および重要な用語の定義を紹介してきた。ここか
らは、本タスクフォースで実際に行ったケーススタディを元に、より実践者の目線に立った解説
を行っていきたい。なお、組織としての標準手順などシステムレベルで検討されるべきものと、
個々の治験レベルで検討されるべきものがあるが、現場担当者の実務的観点を重視する本成果物
の主旨を踏まえ、ここからのケーススタディでは治験レベルの検討を対象としている。より深い
理解を助けるため、まずはケーススタディごとに臨床試験全体のどの部分に位置付けられるのか
を図 2.1-1 に示す。 
 

 
図 2.1-1 臨床試験の各段階における QMS 活動と本成果物における位置づけ 

 
図 2.1-1 で示した通り、2 章で紹介するケーススタディ 1 とケーススタディ 2 は、実際に起こる

前の、潜在的な問題（Risk）を洗い出し、コントロールや監視のための計画を立てる段階にあた
り、一般的には Risk Management と呼ばれている。 

一方、3 章に位置付けたケーススタディ 3 は、実際に起きている、顕在化した問題（Issue）の
原因を分析し、再発防止を含む有効な対応策を立てる段階にあたり、一般的には Issue 
Management/CAPA と呼ばれる。なお、試験終了後に振返りを行い次の試験に活かすことも重要
であるが、今回のケーススタディはその試験の実施中にすぐ適応していくことを対象としている
ため、本成果物の検討対象外としている。QTL に関しても医学的及び統計学的観点から品質許容
限界を設定することが望ましいが、本成果物では品質許容限界に関する検討は対象外としている。 

手法・ツールのうち本成果物で実際にケーススタディに用いたものを赤字で示している。それ



 

11 

以外のツールについても、別添にて有効な利用場面や利用方法を交えて紹介しているので、ぜひ
活用して頂きたい。 
 
2.2 ケーススタディ 1 (重要なプロセスおよびデータの特定～リスクコミュニケーシ
ョン) 

 
個々の臨床試験で RBA を実現する際に有用なツールとして、ここでは品質管理に用いられるツ

ールの中から、故障モード影響解析（Failure Mode and Effect Analysis：以下、FMEA）を紹介す
る。品質管理の中で信頼性解析の手法として発展してきたツールであり、リスクマネジメントの
主要なツールとして用いることが出来る。医療機関側においては医療安全の分野で活用されてい
るツールである 11。 

 
FMEA をリスク管理で用いる際には、例えば部品ごとに要素を分解し、それぞれの部品ごとに

どのような故障が起こりうるか（故障モード）を検討したり、作業プロセスを分解しそれぞれの
サブプロセスでどのような故障モードがあり得るかを検討する。その際に実際に起こるかどうか
ではなく、起こりうる故障モードを列挙することから始める（Step 1：起こりうる故障モードを
列挙）。起こりうる故障モードが列挙されたら、その影響を評価していく。その際には故障の結果
起きた事象（影響）の重大性、起こりやすさ、検出の容易さといった基準でスコアリングを行う
（Step 2：故障のスコアリング）。これらのスコアの積は Risk Priority Number （以下、RPN）と
呼ばれ、点数が高いものから優先順位をつけて対策を実施していくことが FMEA の特徴である。
（Step 3：対応策の検討と実践）。 

なお、品質管理のツールとしての FMEA については、製薬協 過去の成果物（Appendix2.2-1
参照）を参照していただきたい。 

 
臨床試験に使用できる FMEA の一種として TransCelerate の RACT が挙げられる。FMEA で検

討する故障モードを、臨床試験では「臨床試験の品質に影響を与えうる要因」と読み替え、RACT
は臨床試験において品質に影響を与える要因となるものを TransCelerate が検討し、一覧にした
ものである。つまり、FMEA の中の Step 1：起こりうる故障（臨床試験の品質に影響を与えうる
要因）の列挙が済んだ状態となっている。 

 
実際の RACT は TransCelerate の HP（http://www.transceleratebiopharmainc.com/）に公開さ

れているため、最新版をダウンロードすることが可能である（Appendix2.2-2）。 
 
試験のリスクを検討する際には、プロトコルのデザイン段階では試験の実施及び試験結果に重

大な影響を与える要因（ CTQ）を特定したうえで、CTQ に関連したリスクに対して議論を進め
ていく方法（パターン 1）と、RACT などのツールを利用して網羅的なリスク検討をしたうえで、
CTQ を特定し、以後パターン 1 と同様の検討を行う方法（パターン 2）が考えられる。どちらの
パターンでも、すべてのリスクに対して対応策を検討するのではなく、1.1.1 で述べたように RBA
の考え方に則り、メリハリをつけたリスク選定が重要である。 

http://www.transceleratebiopharmainc.com/


 

12 

 
パターン 1：CTQ を特定したうえで、原因及び影響を考察し、対応策を作成する 
パターン 2：パターン 1 の前にさらに、ツールを用いて網羅的なリスク検討を実施する 
 
本成果物が対象としている試験依頼者の多くは、すでに TransCelerate の提供している RACT

を利用していると思われる。このため本成果物でも RACT を利用することを想定し、以下の順番
で議論を展開する。 

1. 個別臨床試験で発生しうるリスクの網羅的な検討 
2. 試験の実施及び試験結果に重大な影響を与える要因（CTQ）に該当するリスクの特定 
3. CTQ に該当するリスクのコントロールのための優先順位づけ 
4. コントロールのための監視策の策定 
 
なお、本成果物は前出のように TransCelerate の提供している RACT の利用を想定しているが、

依頼者が自身の利用しやすいように改変した RACT 又は独自のリスク特定法を利用したとしても、
2. CTQ に該当するリスクの特定以降は本成果物で述べる内容が役に立つと考えている。 

 
2.2.1 ケース概略（プロトコル設定の要約） 

ケーススタディ 1 の題材は、本態性高血圧症患者を対象として、有効性及び安全性をプラセボ
対照の二重盲検比較にて確認する臨床試験である*。以下のようなプロトコルの概要を作成した時
点でリスクを評価することとした。 
項目 内容 
主要評価項目 拡張期血圧値 
主な選択基準 （1）20 歳以上 

（2）本態性高血圧症患者 
降 圧 治 療 を 受 け て い な い 場 合 の 血 圧 （ 収 縮 期 / 拡 張 期 ） 

>150mmHg/>90mmHg 
降 圧 治 療 を 受 け て い る 場 合 の 血 圧 （ 収 縮 期 / 拡 張 期 ） 

>140mmHg/>90mmHg 
主な除外基準 （1）脳梗塞や心筋梗塞などの重度の循環器合併症のうち重篤な疾病・症状の

ある者 
（2）コントロール不能な糖尿病を合併している者 
（3）他の疾患により高血圧症を示す者 
（4）3 剤以上の降圧薬を服用している者 

観察・検査項目及
びスケジュール 

24 時間血圧 
8 時～翌 10 時まで 2 時間おきに携帯型自動血圧計（ABPM）により測定 

*本ケーススタディでは研修用資材として作成されたプロトコルを利用している 
 

2.2.2 臨床試験で発生するリスクの特定 
CTQ を検討するために、プロトコルの概要を作成している段階から、計画中の臨床試験で起こ
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りうるリスクを検討する。その際には TransCelerate が提供している RACT を利用し、挙げられ
ている項目に沿って、プロトコルの内容を検討することはリスクの特定に役に立つ。しかしなが
ら、RACT のみですべてのリスクを抜けもれなく特定できると考えることは危険である。試験対
象となる疾患領域や評価項目に対する十分な理解を基に、プロトコル特有のリスクを検討するこ
とも併せて実施すべきである。 

 
事例 
題材となるプロトコルを対象に網羅的に検証した結果、本試験プロトコルから考えられるリス

クとして以下のようなものが挙げられた。ここではケーススタディで挙げられたリスクの一部を
記載することとした。 
No. リスクシナリオ リスクの特定 CTQ 点数 リスクコントロール策 Risk Indicator 
1 主要評価項目に関連する

登録基準の記載が不十分
であり、対象としていな
い被験者が登録され、試
験結果に影響を与える。 

      

2 測定に使用する医療器具
の 使 用 方 法 を 誤 る こ と
で、データが欠測し、有
効 性 評 価 に 影 響 を 与 え
る。 

      

3 前治療薬の収集範囲およ
び収集期間が不明確であ
る。 

      

4 妊娠・避妊に関する基準
がないことで、妊娠患者
のエントリー又は治験中
に妊娠が発生する可能性
がある。 

      

    ↓ 
No. リスクシナリオ 
1 主要評価項目に関連する登録基準の記載が不十分であり、対象としていない被験者が登

録され、試験結果に影響を与える。 
2 測定に使用する医療器具の使用方法を誤ることで、データが欠測し、有効性評価に影響

を与える。 
3 前治療薬の収集範囲および収集期間が不明確である。 
4 妊娠・避妊に関する基準がないことで、妊娠患者のエントリー又は治験中に妊娠が発生

する可能性がある。 
 
2.2.3 CTQに該当する Riskの特定 

2.2.2 を実施することで、影響が小さいものから大きいものまで、網羅的に臨床試験で起こりう
るリスクを挙げることができているはずである。このすべてに対して同じ濃度でリスク対応策を
実行するのは困難であることが多い。このため、起こりうるリスクを網羅的に挙げた後、続いて
実施すべきは、試験の実施及び試験結果に影響が大きい要因（CTQ）を特定することである。 

 
CTQ を特定する検討に際し、以下の観点から評価することを提案する。 
なお、これらは TransCelerate の成果物として公開されている RBM のトレーニング資料

（ http://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/2016/01/8D_RBM-Informati
onal-Modules-1-4_9Jan2015.pptx）から Critical Data の定義を引用し、設定した。 

 
1． 主要評価項目及び重要な副次評価項目の評価に影響を与えるか 
2． 被験者の安全性に影響を与えるか 
3． 治験薬の効果（有効性/安全性）に対する意思決定に影響を与えるか 

http://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/2016/01/8D_RBM-Informational-Modules-1-4_9Jan2015.pptx
http://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/2016/01/8D_RBM-Informational-Modules-1-4_9Jan2015.pptx


 

14 

 
なお、CTQ を検討するうえでは、以下の点も考慮するべきである。 
• 1 例／1 件でも発生した場合に、大きな影響を与えるもの 
• 少数例／少数件では影響がないが、発生例数/件数が増加すると大きな影響を与えるもの 
 
CTQ を検討する際に重要となる要素が 3 点ある。 
1 点目は、リスクを検討する際にリスクに関連すると考えられる担当者のみで評価を行うので

はなく、臨床試験を実施していくチームで評価を行うことである。チームで検討することによっ
て、対象となる臨床試験を実施する際に気を付けるべき点を部門横断的に共有することができる。 

2 点目は、リスクをチームで評価するために、「何が CTQ なのか？」という目線合わせをして
おくことである。この目線合わせがないまま進んでしまうと、チーム内で評価基準がぶれてしま
うことで CTQ として特定されるリスクの過小評価/過大評価が起きる可能性がある。 

3 点目は、リスクを検討した際に挙がってきた項目を「リスク」「原因」「影響」の 3 つの要素
に切り分けることである。検討に慣れていない場合は特に、リスクを検討する際にこれら 3 つの
要素を混同してしまいがちである。CTQ に対しては、必ず本当の「リスク」は何か、根本にある
「原因」は何か、そしてリスクは試験の実施や試験結果にどのような「影響」を与えるかを議論
すべきである。 

 
 
 
 
 

 
 

図 2.2-1：リスクは複数の原因により表出し、様々な影響を与える可能性がある 
 
参考として 3 つの要素を切り分けてリスクを特定する際に間違いやすい例を紹介する。ケース

スタディ 1 で、仮に収縮期血圧が測定されないと読み取れるプロトコルであったとする。 
 

下記のリスクは正しくは「降圧剤の効果を正しく評価できない」である。 
 
間違いの例 1：リスク記述に原因が含まれる 

拡張期血圧しか測定されないので降圧剤の効果を正しく評価できないというリスク 
間違いの例 2：原因と思われるものがリスクに記載されている 

拡張期血圧しか測定されないリスク 
間違いの例 3：リスク記述に影響が含まれる 

降圧剤の効果を正しく評価できないため有効性評価が実行不能となるリスク 
 

事例 
題材となるプロトコルから考えられるリスクの候補についてリスク、原因、影響の視点から記

リスク 

影響 
影響 1 
影響 2 

… 

原因 
原因 1 
原因 2 

… 
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載を検討した。さらに、特定したリスクのうち以下を CTQ として扱うこととした。 
No. リスクシナリオ リスクの特定 CTQ 点数 リスクコントロール策 Risk Indicator 
1 主要評価項目に関連す

る登録基準の記載が不十
分であり、対象としてい
ない被験者が登録され、
試 験 結 果 に 影 響 を 与 え
る。 

リスク 
 
原 因 
 
 
影 響 
 

・降圧治療を受けているかで異なる登録基準
を誤ったまま被験者が登録される 
・誤解しやすい登録基準の記載 
・登録基準が複数ある 
・実施医療機関が登録基準を理解していない 
・有効性評価時の外れ値となる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes    

2 測定に使用する医療器
具の使用方法を誤ること
で、データが欠測し、有
効 性 評 価 に 影 響 を 与 え
る。 

リスク 
 
原 因 
 
 
影 響 

・有効性評価に用いる医療器具の使用方法を
誤る 
・被験者が使用方法を理解していない 
・対象集団に対して使用難易度が高い装置の
利用 
・有効性評価項目の欠測、外れ値の発生 
・有効性評価が実行不能 

Yes    

3 前治療薬の収集範囲お
よび収集期間が不明確で
ある。 

リスク 
原 因 
影 響 

・前治療薬の収集期間が被験者により異なる 
・プロトコルに収集期間の記載がない 
・前治療薬の情報が解釈できない 

No    

4 妊娠・避妊に関する基
準がないことで、妊娠患
者のエントリー又は治験
中に妊娠が発生する可能
性がある。 

リスク 
原 因 
 
 
影 響 

・妊娠患者がエントリーする 
・プロトコルに妊娠/避妊に関する基準がない 
・対象集団に起こりうる事象が検討されてい
ない 
・胎児/母体に対する安全性上の問題が生じる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes    

               ↓ 
No. リスクの特定 CTQ 

1 リスク 
 

・登録基準を誤ったまま被験者が登録される Yes 

原 因 
 

・誤解しやすい登録基準の記載 
・登録基準が複数ある 
・実施医療機関が登録基準を理解していない 

影 響 ・有効性評価時の外れ値となる 
・解析対象集団からの脱落 

2 リスク ・有効性評価に用いる医療器具の使用方法を誤る Yes 
原 因 ・被験者が使用方法を理解していない 

・対象集団に対して使用難易度が高い装置の利用 
影 響 ・有効性評価項目の欠測、外れ値の発生 

・有効性評価が実行不能 
3 リスク ・前治療薬の収集期間が被験者により異なる No 

原 因 ・プロトコルに収集期間の記載がない 
影 響 ・前治療薬の情報が解釈できない 

4 リスク ・妊娠患者がエントリーする Yes 
原 因 ・プロトコルに妊娠/避妊に関する基準がない 

・対象集団に起こりうる事象が検討されていない 
影 響 ・胎児/母体に対する安全性上の問題が生じる 

・解析対象集団からの脱落 
 
Tips： 
 リスクの挙げ方に個人差がでるので、まずリスクの目線あわせを行うことで議論しやすく

なる。可能であれば、この目線あわせは、医療機関の方々など実際に試験を運用する立場
の者とも試験の立ち上げ時などに行うと良い。例えば医療機関での日常診療と臨床試験用
の手順が異なる場合、該当する手順はリスクと捉える事が出来る。 

 RACT ではディスカッションポイントとなる質問が先にあり、そこからリスクを検討する
様式になっている。そのため、先にリスクを列挙するやり方ではやや利用しづらいかもし
れない。RACT の質問項目をきっかけにしつつも、対象疾患や試験目的に合わせて、プロ
トコル固有のリスクを議論することが重要である。 

 リスクの特定の際に，その原因として「被験者に対するトレーニング不足」のような記載
をしてしまいがちである。しかしながら、「不足」「不十分」といった主観が入る記載では
なく，「被験者が（トレーニングの内容を）理解していない」といったような断定的な表現
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を用いるべきである。このような断定的な表現を用いることでリスクコントロール策を検
討する際に対応を検討しやすくなる。 

 
2.2.4 リスクのマッピング及び点数化 

CTQ を含め、臨床試験で考えられるリスクが特定された場合、次のステップとしてはリスクご
との影響を評価していく必要がある。影響の大きさを検討する際には、リスクの重大性、リスク
の起こりやすさ、リスク検出の容易さを基準として点数化する手法が多く用いられる。 

 
点数化する際にもチームでの議論が重要となる。ただし、ゼロベースで議論すると非常に時間

がかかることが想定されるため、リスクのカテゴリごと（例：安全性情報に関連するもの、治験
薬に関連するもの、検査項目に関連するもの など）に担当者を割り振り、担当者が初案を作成
したうえで、それをチームとして評価していくという手法を推奨する。 

また、点数による評価は 1 回のみでなく、試験デザインの検討段階、臨床試験の実施段階で定
期的に実施すべきである。例えば試験デザインの検討段階であれば、プロトコルの初稿ができた
際に一度チームで検討し、さらにリスクを低減するようにプロトコルを改訂したうえで再度実施
するなどが推奨される。臨床試験の実施段階でも、試験の規模に合わせて適切に頻度を定めて実
施すべきである。 

 
点数化に際して本タスクフォースは以下のような基準を提案する。ただし、これは一例であり、

リスクの評価基準を独自に定めることも問題ない。この指標は RPN と呼ばれており、それぞれの
得点の積として表現される。以下に示すような 3 段階評価の場合は、RPN は 27 点（3×3×3）が
最高、1 点（1×1×1）が最低となる。なお、項目によって基準の配点を変えるなど、目的に応じ
て重みづけを変えることも可能である。 

 
重大性 

1：安全性/試験結果に影響を与えない 
2：少数では安全性/試験結果に影響を与えない 
3：試験結果による意思決定に影響を与える 

 
起こりやすさ 
 1：数試験実施して 1 回起きるかどうか 
 2：当該試験中に 1 回起きるかどうか 
 3：当該試験中に複数回起きる可能性がある 
 
検出の容易さ 
 1：EDC の自動クエリで検出可能 
 2：中央モニタリングで検出可能 
 3：実地でないと検出不能 
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No. リスクシナリオ リスクの特定 CTQ 点数 リスクコントロール策 Risk Indicator 
1 主要評価項目に関連する

登録基準の記載が不十分
であり、対象としていな
い被験者が登録され、試
験結果に影響を与える。 

リスク 
 
原 因 
 
 
 
影 響 
 

・降圧治療を受けているかで異なる登録基
準を誤ったまま被験者が登録される 
・誤解しやすい登録基準の記載 
・登録基準が複数ある 
・実施医療機関が登録基準を理解していな
い 
・有効性評価時の外れ値となる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

  

2 測定に使用する医療器具
の 使 用 方 法 を 誤 る こ と
で、データが欠測し、有
効 性 評 価 に 影 響 を 与 え
る。 

リスク 
 
原 因 
 
 
影 響 

・有効性評価に用いる医療器具の使用方法
を誤る 
・被験者が使用方法を理解していない 
・対象集団に対して使用難易度が高い装置
の利用 
・有効性評価項目の欠測、外れ値の発生 
・有効性評価が実行不能 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：3 
検出の容易さ：2 

 
点数：18 点 

  

3 前治療薬の収集範囲およ
び収集期間が不明確であ
る。 

リスク 
 
原 因 
影 響 

・前治療薬の収集期間が被験者により異な
る 
・プロトコルに収集期間の記載がない 
・前治療薬の情報が解釈できない 

No 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

  

4 妊娠・避妊に関する基準
がないことで、妊娠患者
のエントリー又は治験中
に妊娠が発生する可能性
がある。 

リスク 
原 因 
 
 
 
影 響 

・妊娠患者がエントリーする 
・プロトコルに妊娠/避妊に関する基準がな
い 
・対象集団に起こりうる事象が検討されて
いない 
・胎児/母体に対する安全性上の問題が生じ
る 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

  

                          ↓ 
No. CTQ 点数 
1 Yes 重大性：3 

起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

点数：12 点 
2 Yes 重大性：3 

起こりやすさ：3 
検出の容易さ：2 

点数：18 点 
3 No 重大性：3 

起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

点数：12 点 
4 Yes 重大性：3 

起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

点数：12 点 
 
Tips： 

Critical の定義を明確にし、チームで共有することが重要である。定義が共有されるとその後
の作業が格段に速くなる。試験に依存しないリスクに対しては標準的な対応を決めておいて、
試験の準備段階では 1 つ 1 つ議論せず、試験特有項目について議論すると効率的である。 
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2.2.5 リスクコントロール策の検討 
2.2.4 で点数化を実施した後、点数による優先順位付けをしたうえで、リスクコントロール策を

検討する。その際、QbD の視点に則り治験依頼者側、医療機関側、各々でのリスクコンロトール
策を整理する事が出来る。 

 
リスクコントロールの対象例） 
治験依頼者側：プロトコル案、各種モニタリング計画、CRF 案、教育資材、統計解析計画、等 
医療機関側：治験対応に係る手順書、治験対応の体制、対応人員、等 
 
リスクコントロールにはその原因を除去することが有効であるが、その際に問題となるのは、

コントロールを意図して計画書案や手順案を変更することを予定した際に、リスクを点数化した
際のスコアとして「変更前」「変更後」のどちらを利用するかである。 

 
本成果物では、まずリスクコントロールを行わなかった場合の影響度評価を実施し、そのリス

クを扱うべきかどうかを決定し、その後、必要な変更を適用した後の影響度評価を実施し、コン
トロール策の効果を見る方法を推奨する。また、リスクは完全になくすことを目指すことはここ
での目的と一致していない。リスクは（もちろん可能な場合もあるが）完全になくすことは困難
であり、許容可能なリスクの範囲まで低減させることが必要である。例えば、下表事例のリスク
シナリオ No.1 へのリスクコントロール策において、プロトコル案の段階で適格性の判断に供され
る血圧の測定法、測定時期、あるいは「重度の」、「重篤な」や「コントロール不能な」等の臨床
判断基準が明記されていない事により、治験依頼者が本来想定する集団と異なる症例が登録され
るリスクが高くなっているが、各手法や基準を明記したプロトコルに改訂する事により解釈や思
い違いにより生じる登録基準の逸脱リスクは低減されるし、更に逸脱リスクを最小化させるため
に医療機関向けの補足資材を作成･提供する事も有効なコントロール策と考えられる。このように、
リスクコントロール策に基づく変更を適用した後に、どの程度のリスクが残存するのかを検討す
ることも併せて重要であり、定期的に RPN をチームで評価することによって可能となる。 
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事例 
No
. 

リスクシナリオ リスクの特定 CTQ 点数 リスクコントロール策 Risk Indicator 

1 主要評価項目に関連する
登録基準の記載が不十分
であり、対象としていな
い被験者が登録され、試
験結果に影響を与える。 

リスク 
 
原 因 
 
 
 
影 響 
 

・降圧治療を受けているかで異なる登録
基準を誤ったまま被験者が登録される 
・誤解しやすい登録基準の記載 
・登録基準が複数ある 
・実施医療機関が登録基準を理解してい
ない 
・有効性評価時の外れ値となる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

プロトコルの登 録基
準の記載を見直し、明
確な記載とする。 
医療機関や CRA 向け
の補足説 明資料を作
る。 

 

2 測定に使用する医療器具
の 使 用 方 法 を 誤 る こ と
で、データが欠測し、有
効 性 評 価 に 影 響 を 与 え
る。 

リスク 
 
原 因 
 
 
影 響 

・有効性評価に用いる医療器具の使用方
法を誤る 
・被験者が使用方法を理解していない 
・対象集団に対して使用難易度が高い装
置の利用 
・有効性評価項目の欠測、外れ値の発生 
・有効性評価が実行不能 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：3 
検出の容易さ：2 

 
点数：18 点 

使用機器はほか に適
切なものがないため、
そのまま使用すること
とする。 
医療器具の使用 方法
の被験者に対するトレ
ーニングを実施する。 

 

3 前治療薬の収集範囲およ
び収集期間が不明確であ
る。 

リスク 
 
原 因 
影 響 

・前治療薬の収集期間が被験者により異
なる 
・プロトコルに収集期間の記載がない 
・前治療薬の情報が解釈できない 

No 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

  

4 妊娠・避妊に関する基準
がないことで、妊娠患者
のエントリー又は治験中
に妊娠が発生する可能性
がある。 

リスク 
原 因 
 
 
 
影 響 

・妊娠患者がエントリーする 
・プロトコルに妊娠/避妊に関する基準
がない 
・対象集団に起こりうる事象の検討され
ていない 
・胎児/母体に対する安全性上の問題が
生じる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

プロトコルに避 妊に
関する記 載を追加す
る。 
登録前に血液検 査を
実施する。 

 

                                  ↓ 
No. リスクコントロール策 
1 プロトコルの登録基準の記載を見直し、明確な記載とする。 

医療機関や CRA 向けの補足説明資料を作る。 
2 使用機器はほかに適切なものがないため、そのまま使用することとする。 

医療器具の使用方法の被験者に対するトレーニングを実施する。 
3  
4 プロトコルに避妊に関する記載を追加する。 

登録前に血液検査を実施する。 

 
2.2.6 Rick Indicator設定 

特定されたリスクについて、客観的な測定が可能なものがあれば Risk Indicator を設定すること
を記載していく。すべてのリスクに対して Risk Indicator を設定できるとは限らない。例えば、下
記の事例では No.2 のリスクに対して、想定される影響が多岐にわたることから、特定したリスク
を直接監視できるような Risk Indicator を設定することが困難だが、リスク低減策が有効に機能し
ているかどうかを確かめるために、リスクコントロール手段を定期的にレビューし、必要に応じ
て改訂していく必要があるだろう。Risk Indicator については TransCelerate のウェブサイトで
Clinical Development の Risk Based Monitoring Working Group の成果物として「Risk Indicator 
Library」が公開されているので参照されたい。 

一方で、どのようにして当該情報を試験実施中に得ることができるかを検討することが重要で
ある。実際にどのような形で運用するかは、ケーススタディ 2 で記載することとする。 

 
  



 

20 

事例 
No. リスクシナリオ リスクの特定 CTQ 点数 リスクコントロール策 Risk Indicator 
1 主要評価項目に関連する

登録基準の記載が不十分
であり、対象としていな
い被験者が登録され、試
験結果に影響を与える。 

リスク 
 
 
原 因 
 
 
 
影 響 
 

・降圧治療を受けているかで異なる登録
基準を誤ったまま被験者が登録される 
・誤解しやすい登録基準の記載 
・登録基準が複数ある 
・実施医療機関が登録基準を理解してい
ない 
・有効性評価時の外れ値となる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

プロトコルの登録基
準の記載を見直し、明
確な記載とする。 
医療機関や CRA 向け
の補足説明資料を作
る。 

登録基準に関
する逸脱件数 

2 測定に使用する医療器具
の 使 用 方 法 を 誤 る こ と
で、データが欠測し、有
効 性 評 価 に 影 響 を 与 え
る。 

リスク 
 
原 因 
 
 
影 響 

・有効性評価に用いる医療器具の使用方
法を誤る 
・被験者が使用方法を理解していない 
・対象集団に対して使用難易度が高い装
置の利用 
・有効性評価項目の欠測、外れ値の発生 
・有効性評価が実行不能 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：3 
検出の容易さ：2 

 
点数：18 点 

使用機器はほかに適
切なものがないため、
そのまま使用するこ
ととする。 
医療器具の使用方法
の被験者に対するト
レーニングを実施す
る。 

特に設定しな
い。 

3 前治療薬の収集範囲およ
び収集期間が不明確であ
る。 

リスク 
 
原 因 
影 響 

・前治療薬の収集期間が被験者により異
なる 
・プロトコルに収集期間の記載がない 
・前治療薬の情報が解釈できない 

No 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

  

4 妊娠・避妊に関する基準
がないことで、妊娠患者
のエントリー又は治験中
に妊娠が発生する可能性
がある。 

リスク 
原 因 
 
 
 
影 響 

・妊娠患者がエントリーする 
・プロトコルに妊娠/避妊に関する基準
がない 
・対象集団に起こりうる事象の検討され
ていない 
・胎児/母体に対する安全性上の問題が
生じる 
・解析対象集団からの脱落 

Yes 重大性：3 
起こりやすさ：2 
検出の容易さ：2 

 
点数：12 点 

プロトコルに避妊に
関する記載を追加す
る。 
登録前に血液検査を
実施する。 

登録前の血液
検査結果の入
手状況 

                                       ↓ 
No. Risk Indicator 
1 登録基準に関する逸脱件数 
2 特に設定しない 
3  
4 登録前の血液検査結果の入手状況 
 
Tips： 
グラフや図は可能な限り品質管理に詳しい担当者、データハンドリングに詳しい担当者の協力
を得て作成し、目的のリスクを監視するために最適なものであるかどうか、どこから情報が得
られるのかを事前によく検討することが重要である。 
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2.3 ケーススタディ 2 （リスクレビュー） 
2.3.1 ケース概略 

ケーススタディ 2 では、履行した品質マネジメント活動の効果及び妥当性が維持されているか
を確認する“リスクレビュー”を取り扱う。今回は架空の臨床試験データ（ダミーデータ）を用い、
Risk Indicator 設定、およびそれを検出・監視するためのツールの設定、運用についての検討結果
を紹介する。 

 
臨床試験データの概略は以下の通り。 
【基本設定・背景】 
・試験の相：Phase3 
・医療機関数：25 施設（施設番号：A01～A25） 
・エントリー症例数：225 例（被験者識別番号：A01-001～） 
・CRA 人数：7 人 
 
【用いる電子データ】 
・Electronic Data Capture （以下、EDC）データ、監査証跡 
・モニターレポート 
・逸脱一覧 
 
【試験開始時に特定したリスクと、設定した Risk Indicator】 

リスクの特定 ～ Risk Indicator 
リスク 

 

・ 異 な る 判 定 基 準 で AE (Adverse 
Event)が収集される 

～ ・AE の発現件数（医療機関毎の
平均件数） 
・AE の発現件数（症例毎の総数） 原 因 

 
・AE の基準が、全ての医療機関に正し

く伝達できていない 

影 響 ・安全性評価が正しく行えない 

リスク ・プロトコルからの逸脱が頻発する ～ ・逸脱の発生件数（種類毎） 
原 因 ・ミスを生みやすい手順が存在してい

る 
影 響 ・試験結果の信頼性を損なう 

 
なお、ケーススタディ 2 では、ツールの運用を解説するため一般的に広くリスク監視の対象と

なる AE と逸脱に関する Risk Indicator を題材とした．もちろん、AE や逸脱の件数は臨床試験の
質を左右する重要な要素であることは間違いないが、ケーススタディ 1 の解説でも述べてきたと
おり、実際には各社・各組織が特に重要だと考える CTQ に該当するリスクに応じた Risk Indicator
を設定し、メリハリをつけて対応することを推奨する。 
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2.3.2 Risk Indicatorの監視ツール 
Risk Indicator を指標として臨床試験を監視するためにはデータ分析ツールの活用が欠かせな

い。データ解析専用ソフトウェアは多機能で有用である一方、経費面やツールへの習熟度などの
条件を考慮する必要がある。その点、品質管理分野での QC７つ道具に含まれる散布図や棒グラ
フ、ヒストグラムなどの基本的な作図はデータ解析専用のツールが手元に無い場合でもエクセル
で簡単に作成可能であるので、エクセルなどの汎用ツールを利用して Risk Indicator の定期的観察
に取り組む事も可能である。 

例えば AE 発現件数を Risk Indicator とした場合、図 2.3-1 のような医療機関毎の AE 平均発現
件数（医療機関における AE 発現総数÷医療機関における組み入れ症例数）の散布図、あるいは
図 2.3-2 のような被験者毎の AE 発現件数の散布図を、エクセルを用いて定期的に確認する事によ
り、医療機関のパフォーマンス監視や特異な症状を示す可能性のある被験者の監視を行い、早期
にリスク軽減対応を検討する事が出来る。 

図 2.3-1 の例では、ほとんどの医療機関において症例あたりの AE 平均発現件数が 1 件前後であ
るのに対し、A11 や A17 の医療機関ではそれを大きく上回る AE 平均発現件数が示されている。
これだけの情報で問題の有無を決定づけることはできないため、合わせて症例毎の AE 発現件数
（図 2.3-2）を確認したところ、A17 は特定の症例（A017-001）が平均発現件数を底上げしてい
るのに対し、A11 では複数の症例において AE 発現件数が多く、平均発現件数を上げている傾向
が明らかとなった。A11 における AE の判断基準が他の医療機関と大きく異なる等の問題が明ら
かとなれば、適切な対応策を講じる必要がある。 

また、図 2.3-2 では、他の症例と比べ極端に AE 発現件数が多い症例（A09-001、A01-003）が
検出されている。被験者としての適切性や、試験内容・疾患等に問題が無いか、想定外の事態が
発生していないか等、さらなる調査が必要であろう。 

このように、監視したいリスクに応じた Risk Indicator を用いて、リスクの発生を早期に検出・
対応することが、監視ツール使用の基本となる。 

 
Tips： 
グラフは便利な視覚化ツールであるが、どのような見せ方が有効かをよく検討し、また、思考
が誘導されてしまう懸念もあるため、専門家（生物統計や品質管理など）監修の上、利用する
とよい。 
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図 2.3-1. 医療機関毎の AE 平均発現件数のグラフ（降順） 
（AE 平均発生件数＝AE 総件数÷医療機関における組み入れ症例数） 

 
 

 
図 2.3-2. 症例毎の AE 発現件数のグラフ（降順） 

 
次に、品質管理分野で広く利用されるパレート図を紹介する。下図はケーススタディデータで Risk 
Indicator として着目したプロトコル逸脱情報をエクセルを使って作成したものである。図 2.3-3
により、プロトコル逸脱報告全体のうち、“検査ならびに観察の逸脱”に分類される逸脱のみで全
体の半数以上を占める事が確認出来る。従って、例えばプロトコル逸脱への対処として“検査なら
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びに観察の逸脱”に注力して対策を講じる事により効果的に問題解決が出来る可能性がある。パレ
ート図に関する詳細な説明は、3.3 を参照されたい。 

 
 

 
図 2.3-3. プロトコル逸脱のパレート図 

 
ここまで、監視ツールを用いた試験実施中のリアルタイムなデータ監視について紹介してきた

が、一歩踏み込んだ検討として、先のパレート図で明らかとなった“検査ならびに観察の逸脱”、 ”
規定日の許容範囲からの逸脱”、 ”試験手順上の逸脱”の上位 3 種の逸脱に着目し、それらの発生
原因について深掘りを行うことにした。逸脱発生の背景は被験者ごとの発生時期に大きく影響す
ることが考えられたため、それぞれの逸脱について Visit 毎の発生状況をプロットした。 

 

1: 検査ならびに観察の逸脱 
2: 規定日の許容範囲からの逸脱 
3: 試験手順上の逸脱 
4: 併用薬関連の逸脱 
5: 治験薬関連の逸脱 
6: 選択除外基準の逸脱 
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図 2.3-4. Visit 毎の逸脱発生状況の棒グラフ（時系列） 
 
 このようなツールを活用する事により、逸脱の好発時期を視覚的に確認する事が出来る。“検
査ならびに観察の逸脱”に分類される逸脱は Visit2～Visit4 の時期に集中して発生しており、こ
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の時期に特有のイベントが逸脱の原因になっていることが示唆される。また、発生頻度が同等
であった“規定日の許容範囲からの逸脱” と“試験手順上の逸脱”を比較すると、“規定日の許容範
囲からの逸脱”は発生時期の偏りがそれほど大きくないのに対し、“試験手順上の逸脱”はそのほ
とんどが Visit 2、Visit3 に集中していることがわかり、何らかの策を講じることができるかもし
れないと考察できる。 
 

このように、Risk Indicator により見つかった問題に対して、それに対応する要素で深掘りす
ることが、要因の特定に繋がる場合がある。蓄積したデータを後ろ向きに分析することは、一
見すると、予め決めた切り口を前向きに監視する Risk Indicator とは正反対のアプローチにも思
えるかもしれない。しかし、臨床試験の途中である程度のデータが蓄積するポイントを予め定
めておき、戦略的に両者を組み合わせた分析を行うことで、臨床 QMS をさらに有効に進めるこ
とができるだろう。  

 
Tips： 
 今回のワークでは、データ量が十分な状態でレトロスペクティブに分析を行ったが、実際

には試験実施中にタイムリーな分析を行う必要がある。Risk Indicator がどの値を超えれば
異常としてアラートを挙げるか、すなわち Risk Indicator の閾値設定にあたっては、領域別
の標準を過去データから設定し、合意しておく事が有効と考えられる。 

 QTL などの統計学的基準を Risk Indicator の閾値設定に用いる場合、観察数が少ない初期
段階では閾値を超えたシグナルに占める false positive の割合が高くなる事が想定される。
そのような段階では閾値に加えて、観察されているデータ数も考慮して対応の基準を設定
する必要がある。 
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3 継続的改善（Continual Improvement: CI） 
本章では臨床 QMS における Issue Management/CAPA を現場で行う 1 つの手法として継続的

改善の進め方とツールを「臨床試験現場での活用例」を用いて紹介する。実践者が解決すべき Issue
に対して継続的改善活動を実践することで、臨床試験のプロセスをより問題が起きにくいプロセ
スに改善し、臨床 QMS の実装、定着に近づけてほしい。 

 
3.1 継続的改善とは 

継続的改善とはパフォーマンスを向上するために繰り返し行われる活動 1 と定義され、臨床
QMS 実装の重要な要素と考える。この活動を通じて顕在化した Issue（問題）の再発を防ぎ、2.2
で詳述した潜在的な問題（Risk）の低減策を効果的に立案することで、臨床試験の品質をより安
定させることができる。 

継続的改善が QMS の実装における重要な構成要素であるにも関わらず、これまで臨床 QMS
に関する論文やポジションペーパーは QMS の概略、RBM の基本的な考え方に重きが置かれ、品
質改善手法は概略程度の説明に留まっていた 13。もしくは品質改善手法が事例を用いた報告であ
っても、KAIZEN（カイゼン）活動 14,15 の手法および事例紹介を主眼にしており、QMS の構成要
素としての認識を持ちづらかった。一方、小宮山ら 11 は現場における確実な品質改善活動無しで
は臨床 QMS の実装は達成出来ないと主張している。本成果物でもその立場を踏襲し、より現場
に即した形での提示が実践者にとって有用であると考えた。 

本章では継続的改善の具体的取り組み方を「臨床試験現場での活用例」を用いて説明すること
で、継続的改善が QMS の構成要件の一部であることを再確認すると共に、現場担当者が今日か
らでも改善活動に取り組めるよう構成した。また、依頼者側だけではなく、医療機関側での改善
活動も事例として紹介することで、双方向の品質改善活動の定着を意識した。 
 

3.2 継続的改善の進め方 
継続的改善活動の進め方は、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の

4 段階を繰り返す PDCA サイクルを継続的に実践することが基本であると示されており、これま
での製薬協の各種成果物 9,16,17 や、ICH-E6 (R2)でも標準的手法として記載されている。PDCA サ
イクルによる品質改善は、継続的な改善を行うための繰り返し（サイクル）の要素が強調されて
おり、原則的な考え方である。 

一方、品質改善の標準的手法の１つにシックスシグマがある。シックスシグマは日本の品質管
理技術をもとに欧米で体系化された品質改善手法である。本邦では 2000 年代前半から、外資系製
薬企業を中心に品質改善を含む問題解決に広く用いられていることが報告されている 18。シック
スシグマでは改善を進める際には、DMAIC（ディーマイク）と呼ばれる標準的ステップが使われ
る。DMAIC は、Define（定義）-Measure（測定）-Analyze（分析）-Improve（改善）-Control
（定着）の 5 ステップで構成される。各ステップに用いるツールが複数提示されており（図 3.1）、
解決すべき問題や課題に適したツールを利用していく事で論理的、標準的に改善活動が実践でき
る。 
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図 3.1: DMAIC アプローチと使用するツール例 

 
DMAIC は開始と終了を意識したプロジェクトのプロセスであることや、問題定義（Define）

が改善を進めていく上での最初のステップとされている点が特徴である。実際に現場における改
善活動の多くはプロジェクトとして進められる場合が多いことを想定し、本成果物では CTQ な
ど重要な問題に対する改善手法の 1 つとして DMAIC に沿って改善活動の進め方を紹介する。 

DMAIC はそれぞれの段階で実施することがより細かく定義されおり、次に何をやるべきか初
心者でも迷いにくいという特徴がある点が実践者にとって有用である。なお、本成果物では、シ
ックスシグマを会社や組織全体として導入するという立場ではなく、標準的な進め方の代表例と
して DMAIC の手法を用いることとしている。 

 
Issue への対応としては CAPA が実施されるケースは多い。臨床試験の現場では、CAPA のイ

メージとして監査所見で major とされた Issue に対する是正・予防措置を想像する人も多いかも
しれないが、本来 CAPA は Issue が major か否かを問わず、日常の改善活動に組み込むことがで
きるものであり、CAPA と DMAIC は改善のステップとして異なるものではない。本成果物では、
DMAIC の流れに沿って、major issue だけでなく、身近な業務で発生する minor issue まで対応し
ていけるようツールや事例を用いて紹介する。本章では一部、CAPA の現場で根本原因分析とし
て使用されることの多い特性要因図（Fishbone diagram）やなぜなぜ分析（5Whys）も事例の中で
触れる。 

 

3.3 改善を進めるためのツールとアイデア 
改善を進めるためのツールとして、使用頻度が高い、QC7 つ道具、プロセスマップ、優先順位
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をつけるためのツールであるマトリクス分析手法について、一般的な解説と臨床試験の品質管理
にどのように使用できるのかを以下に記載する。 
 QC7 つ道具：品質改善活動を行う上で、問題の定量化、視覚化、数値解析を行う道具。一

般的に「パレート図」、「特性要因図」、「グラフ（管理図）」、「チェックシート」、「ヒストグ
ラム」、「散布図」、「層別」の 7 つを QC7 つ道具という。出典によっては「グラフ（管理図）」
をわけ、「グラフ」、「管理図」として８つの場合がある。また、「JIS Q 9024：2003」（マネ
ジメントシステムのパフォーマンス改善）では「層別」がなく、7 つとしている。それぞ
れについては Appendix で説明する。 

 プロセスマップ：業務プロセスを図式化し、視覚的に確認できるようにした図。業務フロ
ー、業務フローチャートとも言う。 

 期待できる効果：臨床試験の品質管理において、実施医療機関や依頼者の業務プ
ロセスを把握することで、問題点の把握、問題が起きたときの対応、無駄を省い
た効率化など様々な利点が考えられる。事例は後述する。 

 優先順位付けのためのツール 
① Control Impact Matrix(コントロールインパクトマトリクス)：マトリクス図法のひとつ

で、横軸をコントロール/制御の難易度（簡単-難しい）、縦軸を影響の大きさ（低い-
高い）とし、特定要因図などで挙げられた要因をプロットする。 
 期待できる効果：プロットされた要因がどこに配置されるかによって、対応すべ

き問題の要因を選択することができる。一般的に影響度が高く、コントロールが
簡単な要因から対応する。事例は後述する。 

② Payoff Matrix（ペイオフマトリクス）：マトリクス図法のひとつで、問題の要因の改善
策の絞り込みをするために、横軸を効果（高い-低い）、縦軸を実現までの時間（短い-
長い）とし、その改善策をプロットする。 
 期待できる効果：プロットされた改善策がどこに配置されるかによって、対応す

べき問題の要因の改善策を選択することができる。一般的に効果が高く、実現ま
での時間が短い改善策から対応する。事例は後述する。 

 
3.4 改善の進め方（ツールの使い方）についてー臨床試験現場での活用例― 

実際に行うべきことがステップごとに詳細に定義され
ている DMAIC に沿って、運用事例を次に紹介する。ケー
ススタディ 3-1 では依頼者の取組み、ケーススタディ 3-2
では医療機関での取り組みを想定した。ケーススタディ
3-3 では、リーンの考え方を用いて、プロセスマップを見
ながらムダ取りの考え方を適用し、業務効率の向上を図っ
た事例を示した。ケーススタディでは特性要因図  、
Control Impact Matrix、Payoff Matrix、親和図や系統図、
プロセスマップ、なぜなぜ分析（5Whys）など多様なツー
ルを使用することで、より多くのツールの使用例を示した。 
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また、すべてのケーススタディは、例示を用いて DMAIC による改善の進め方を示すことを目
的としている。すべての検討結果は、タスクフォースメンバーの経験等に基づいており、改善活
動を行うメンバーやメンバーの置かれた状況等によって変わり得るものであることを理解いただ
きたい。 

 
【ケーススタディ 3-1】 未解決クエリ数を減らすための取組み・・依頼者の取り組み 
 
想定：データマネジメント部門、モニタリング部門 
製薬会社 A は、ある薬剤の承認申請を 2019 年 7 月に予定している。予定通りに申請を行うた

めには、現在進行中の試験のデータベースロック（DBL）を 4 月末までに達成しなくてはならな
い。DBL に影響を与える要素の一つにクエリ対応があるが、進行中の試験では数多くのクエリが
発行され、多くのクエリが未解決のまま残っている状況である。今後この状況の解消が急務とな
るため、未解決クエリ数の早期解消につながる改善策を検討することにした。 

 
DMAIC（図 3.1）-Define（定義）-Measure（測定）-Analyze（分析）-Improve（改善）-Control

（定着）の各ステップを踏みながら、データマネジメント部門およびモニタリング部門の全メン
バーによって課題解決に取り組んだ。 

 
Define（定義） 
課題/解決すべき問題を定義した。 
一番のニーズである「承認申請を予定通りに行う」から、データマネジメント部門やモニタリ

ング部門が取り扱う範囲において、ニーズを達成するための目標をブレイクダウンしていったと
ころ「DBL の期限を守る」、さらに具体的には「未解決のクエリを解消する」という部分に焦点
を絞って課題解決を行うことに決めた。 

 
Tips: 
何が問題か、何に取り組むかはメンバー役割や責任範囲によって指すものが異なることが多い
が、“何を改善したいのか”という問いに対して対応する事象を取り組む課題とすると改善範囲
が決まりやすい。 

 
Measure（測定） 
次に、クエリが解決されないままとなる要因として考え得ることを、各メンバーが 5 つ以上挙

げた。そこで洗い出された要因をもとに、特性要因図（Fishbone Diagram、図 3.2.1）を用いて、
結果（すなわち未解決クエリ数が多いという問題）に影響を与える要因を整理した。この特性要
因図では、「未解決クエリが多い」という結果に対し、その原因と考えられる詳細な要因（「入力
すべき内容が分からない」、「対応が遅い」など）をグルーピングした大きな要因の表札（「収集項
目」、「CRA」など）を大骨にして作成した。作成した特性要因図を再度見直し、クエリに関わる
関係者やプロセスなど、全般的な要因が網羅できているかを確認した。 
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図 3.2.1：未解決クエリ数が多いことに対する特性要因図 （Fishbone Diagram） 

 
特性要因図は、4M（Man（人）, Machine（機会）, Material（材料）,Method（方法））を大き

な要因として要因を整理するとよいと推奨されることがあるが、本ケーススタディでは 4M 別で
は要因を表現することが困難であったため、クエリに関わる関係者やプロセスを意味のあるまと
まりとして、それらの分類別に要因を整理した。 

 
Tips:  
 特性要因図に載せる要因間に関連性が発見された場合は、関連性（因果関係など）を矢印

などでメモしておくと、根本原因分析に役立つ情報として使える。 
 要因を洗い出し、図やマトリクスを作成する一連の作業では、ポストイットに要因を書き

出し、十分な大きさの壁、ホワイトボードや用紙を用いて、関係するメンバーを集めて実
施すると、メンバー内での理解の促進や議論の活性化及び、分析の効率化につながる。 

 
次に、Control Impact Matrix（図 3.2.2）上に、特

性要因図に出された要因がどの程度結果に影響を及
ぼす因子になりうるか、また、それはどの程度コント
ロール可能なものなのかを話し合いながら配置した。
結果に影響を強く与えている要因の優先順位をつけ
るのが目的である。 
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図 3.2.2：未解決クエリ数が多いことに対する Control Impact Matrix 

 
Control Impact Matrix の左上のエリアの要因、つまりコントロールが簡単で、結果に対する影

響の大きい要因について、対策を取ることが、問題の解決に有効と言える。本事例では、「ある特
定の収集項目で未解決クエリ数が多い」という要因が該当していたため、この要因に対して更に
掘り下げて解決に向けた検討を実施することにした。  

まず、パレート図（図 3.2.3）を作成した。パレート図は、医療機関、チェック ID、入力フォ
ーム、入力フィールドで層別した。すなわち、縦軸を「未解決クエリ件数」、横軸を「医療機関別
件数」、「チェック ID 毎（チェック内容別）の件数」、「フォーム別件数」、「フィールド別件数」
とし、未解決クエリ数（つまり、問題）に何らかの影響があるかどうかを検討した。 
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図 3.2.3：未解決クエリ数の傾向把握のためのパレート図 

上段左：医療機関ごとの未解決クエリ数、上段右：チェック ID ごとの未解決クエリ数、下段左：入力フォームごとの未解決
クエリ数、下段右：フィールドごとの未解決クエリ数 

タスクフォースメンバーによる検討結果 

 
その結果、「併用薬・併用療法」フォルダの「薬剤名又は療法名」の箇所に未解決クエリが多数

存在していることが分かった（全体の 34%）。 
未解決クエリの詳細内容では、「併用薬に併用制限薬が服用されています」とのクエリが未解決

であった（全体の 33%）。併用制限薬は、使用期間や使用目的がプロトコル内で細かく設定され
ており、プロトコル逸脱に該当するか否かは、EDC へ入力されたデータだけでは、併用制限薬の
使用が問題であるか判断が出来なかった。その為、薬剤コーディング結果から併用制限薬に該当
した場合には、全てクエリに挙がる構造になっており、未解決クエリ件数が増える結果となった
と考えた。2 番目に多かった未解決クエリの詳細内容は、「中止症例に該当しますが、中止時フォ
ルダに未入力のページがあります」であった（全体の 18%）。治験薬投与前の中止の為、中止時
フォルダへの入力が不要なケースや、中止時検査未実施の為、中止時フォルダに入力すべきデー
タがないケースがほとんどであり、入力忘れを防ぐ為のクエリであった。 

医療機関別の未解決クエリ数では、やや違いが見られた。 
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Tips:  
すべての要因について層別したパレート図を作れない場合がある（データがないため）が、そ
の中で特徴や傾向が見つかれば根本原因分析へのきっかけとなる。会社や医療機関によっては
本ケーススタディのパレート図で用いたようなデータを集積していない場合も考えられる。そ
の場合は一定期間の情報収集により医療機関別未解決クエリの数を集計する。また、Measure
フェーズで集めるデータ量（種類、数）は目的によって異なるが、経験的に医療機関別の傾向
が把握出来る程度で良く、統計的な検討は必要に応じて行う程度で良い。 

 
Analyze（分析） 
Measure（測定）での現状把握の結果、未解決クエリが多いことが分かった「併用制限薬に関

する未解決クエリ（事例 1）」及び「中止時フォルダに関する未解決クエリ（事例 2）」について、
根本原因分析（5Whys（なぜなぜ分析））を実施した。今回の検討では赤字枠が根本原因と考えら
れた。 

 
事例１ 
 

 
事例 2 
 

 
 

タスクフォースメンバーによる検討結果 

 
「併用制限薬に関する未解決クエリ（事例 1）」が多い要因として、“プロトコルでの記載が複
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雑すぎること”、“EDC の入力画面に必要な情報がないこと”が挙がった。また、「中止時フォルダ
に関する未解決クエリ（事例 2）」が多い要因として、“プロトコル設計段階で中止規定の詳細を
検討していない”、”クエリの回答方法の教育をしていない”、“EDC フォルダの表示条件が適切で
はない”、“条件によらず中止フォルダに同一のエディットチェックが設定されている”が挙がった
が、最後の要因は 1 つ前のなぜを詳細に説明しているだけの分析となってしまったため、“不要な
エディットチェックがある”を根本原因として採用した（図中赤字枠）。 

 
5Whys 作業イメージ写真 

 
 
Improve（改善） 
Analyze（分析）フェーズで、「併用制限薬に関する未解決クエリ」が多い要因に対する改善策

を検討した。 
・プロトコル設計段階で併用制限薬の使用基準を複雑に設定しない。 
・入力されたデータから判断できるような EDC 構造にする。 
また、「中止時フォルダに関する未解決クエリ」の発生が多い要因の改善策をそれぞれ以下の通

り考えた。 
・治験薬服薬前の中止の場合には、中止時検査を不要とし、EDC システム内にフォルダが作成

されないような構造にする。 
・クエリの回答方法について、CRA 及び CRC に教育を実施する。 
・不要なエディットチェックを削除する。 
・中止規定が明確となるようプロトコルを改訂する。 
以上の対策案を、Payoff Matrix（図 3.2.4）を用いて、実現可能性と改善効果の視点で検討した

結果、改善効果が高く、実現しやすい（図 3.2.4 の左上のエリア）「クエリの回答方法について、
CRA 及び医療機関の CRC 教育を実施」を最優先で取り組むことに決めた。 

また、Measure で未解決クエリ数が多くみられた数医療機関については、重点的にモニタリン
グを実施することを決めた。 
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図 3.2.4：Payoff Matrix（要因に対する改善策） 

 
Tips:  

Payoff Matrix 上で、優先順位が高い領域にアクションが集中した場合は、各改善案を効果の大
きさと実現可能性のそれぞれ 5 点満点の積で優先順位を付けるなどの方法がある（最高 25 点、
最低 1 点）。 

 
Control（定着） 
改善策が定着するよう、データマネジメント部門はクエリの回答期限が守られているかを確認

するため、週に一回クエリの解決状況を集計した。その結果を CRA に提供し、各医療機関に現状
を周知してもらうことにした。また、改善策を講じてもなおクエリの解決状況に改善がみられな
い場合は、再度 DMAIC に沿って、原因分析と改善策を打ち出すこととした。 

 
Tips: 

一般的には、改善策直後の監視頻度を上げて、その後段階的に頻度を下げるやり方が効率的で
ある。ケーススタディ 3-1 では、依頼者側（データマネジメント部門やモニタリング部門）の
立場から改善策を導き出したが、クエリ解決の問題は、医療機関でも抱える問題点と考えられ
る。医療機関においても、DMAIC のステップに従い、先に提示した同様のツールを使用して
問題解決・改善に取り組むことが可能である。Control Impact Matrix（要因の優先順位付け）
や Payoff Matrix（改善策案の優先順位付け）では、医療機関の目線から、コントロールしやす
い要因を順に配置し、実行可能な改善策および高い効果が期待される改善策から講じていくと
よい。 
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【ケーススタディ 3-2】 被験者の途中脱落の理由の分析と対策・・医療機関の取り組み 
 
想定：医療機関 
医療機関 B は、ある心血管イベントの発生を主要評価項目とする臨床試験（イベントドリブン

試験）を実施中（2 年目）だが、被験者の脱落（試験の途中中止）が予想より上回ってきている。
今後も同じペースで脱落例が発生した場合、試験結果の解釈が困難になる可能性がある。そのた
め、脱落の要因を分析し、それに応じた対策を講じること及び今後の被験者の途中脱落をできる
限り防止することが求められている。当医療機関の本試験での被験者の脱落割合が他の医療機関
と比較して高いと、依頼者から指摘を受けたため、医療機関としても被験者の脱落防止の取り組
みが急務であると感じている。DMAIC のステップに沿って検討することとした。 

 
Define（定義） 
課題/解決すべき問題を定義した。 
当該試験の CRF では、被験者の途中脱落の理由を、「効果不十分」、「有害事象」、「追跡不能」、

「同意撤回」、「服薬コンプライアンス不遵守」（以下、服薬不遵守）、「医師判断」、「その他」と分
類し、収集している。これらの理由に至る背景を考察する必要がある。薬剤本来の性質（効果不
十分や有害事象）による原因を取り除くことは難しいと考えられたため、何らかの工夫をするこ
とで被験者の脱落予防につながり得ると考えた事象に対し、課題解決を行うことにした。 

 
Measure（測定） 
これまでの脱落被験者数（当該医療機関では 10 名）を中止理由別及び、中止時期別・中止理由

別に集計し、途中脱落に傾向（時期や理由）がないかを確認した(図 3.3.1)。中止理由では、同意
撤回が最も多く（6 名）、次いで効果不十分（2 名）、有害事象（2 名）の順に脱落が多い傾向があ
った。また、これらの中止は治験薬投与開始後の早期段階（投与開始後 1 日～2 週間以内）で発
生する傾向があった。 

 
図 3.3.1：パレート図（当該医療機関における中止理由ごとの被験者数） 

 

タスクフォースメンバーによる検討結果

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

6

7

同意撤回 効果不十分 有害事象 追跡不能 服薬不遵守 医師判断 その他

累
積
比
率

(%
)

被
験
者
数

中止理由 件数 累積比率（%）



 

38 

Analyze（分析） 
Measure フェーズで得られた情報を踏まえ、被験者が途中脱落する根本原因として考えられる

ものを、メンバーが各自 5 つ以上挙げた。次に洗い出した要因を、類似性をもとに親和図（図 3.3.2）
にまとめた。図 3.3.2 の黒枠がまとめた原因の一般的表現にあたる。親和図は、断片的な情報を階
層や類似性を考慮して視覚的にまとめる方法で、漠然とした状況を整理し、課題の構造を理解す
るために役立つ。 

洗い出した原因には、依頼者側の理由やプロトコルの設計に起因するもののように、医療機関
では改善が取り組めない原因も多くあったため、Control Impact Matrix（図 3.3.3）を使い、医療
機関においての管理のしやすさ、要因の影響度を 2 次元的に配置し確認を行った。また、親和図
による要因の中で重要なものについては、根本原因と考えられたため、ケーススタディ 3-1 で行
った 5Whys は行わなかった。 

 

 
図 3.3.2: 親和図 

 

 

  

転居等で通院困難

治験期間が長期に渡
り、患者が疲労した

患者への負担
が大きい

患者の家族の反対

患者の家族が治験継
続に反対

通常診療よりも来院
頻度が多い

施設が無理に症例を増
やそうとしている

医療機関スタッフが患
者に対し親身に対応し
ない

CRCが親身に対応して
くれない

適格な患者が選択されて
いない

通常診療よりも検査
項目が多く、侵襲的な
負担がある

患者の理解不足

患者の治験に対する理
解不足

AEが発生した際に医師
が適切な対応をしてくれ
るか不安がある

公的保証の関係で、治
験を継続する魅力が落
ちた

プロトコルに脱落を予防
する工夫がない

同じ理由による中止脱落
が頻発する

患者ができるたけ治験継
続できるような工夫がさ
れていない（併用薬など）

効果不十分

患者が症状の改善
を感じられない

治療のメリットよりも
デメリットが大きいと
感じる

有害事象（AE） 医療機関の説明不足

AEやSAEが生じ、治
験を継続することが
困難と判断

AEにより同意撤回し
たくなった

医師が同意取得時に
患者に対して、丁寧に
説明していない

患者が有効性を実
感できない

新たな治療法が承
認され、治療に対す
る医師のモチベー
ションが落ちた

患者の興味が他の
治療法に移った

医師の説明不足によ
り、患者が治験を十分
に理解できない

同意取得時のCRCの
患者への説明不足

タスクフォースメンバーによる検討結果



 

39 

 
図 3.3.3：Control Impact Matrix 

 
Tips:  
 要因を整理するツールとしてケーススタディ 3-3 では親和図を用いた。ケーススタディ

3-2 や 3 では特性要因図を用いて要因を整理したが、親和図法を用いて整理する事も可能
である。親和図は特性要因図に比べ、階層や類似性の分類方法が直感的で理解しやすいた
め、初心者でも取り組みやすいツールである。特性要因図は、親和図と同様に要因を整理
するツールとしても利用される一方、最初に骨組みを決めそこに要因を強制的に埋めてい
くことで、要因の網羅性を高めるという利用の仕方が一般的である。 

 親和図法や特性要因図による分析で（根本）原因に到達していると思われる場合がしばし
ばある。このような場合は、無理に 5Whys などの原因分析を行う必要はなく、改善策の
導出に進んで良い。 

 
Improve（改善） 
メンバーで協議し、それぞれの原因に対する改善策を決め、系統図にまとめた（図3.3.4）。Control 

Impact Matrix で、結果に対する影響が大きく、管理しやすい原因として挙げた「適格な患者が
選択されていない」、「医療機関側の説明不足」、「医療機関スタッフが患者に対し親身に対応しな
い」、「有害事象」、「家族の反対」及び「患者の理解不足」に対して改善策が考えられていること
が確認できた。一方、結果に対する影響が大きいと考えられるが、医療機関での管理が難しいと
考えた原因については、依頼者の医療機関担当者に伝え、改善策の検討を協力して行うことを依
頼した。 
さらに、考えられた改善策に対し、Payoff Matrix を使い（図 3.3.5）、すぐに取り組め、効果が

高い改善策を明らかにし、取り組む優先順位をつけた。 
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系統図は、課題解決のための改善策を立てた後に、要因と改善策の関連性が適切であるか、改
善策に偏りがないか、等の確認をするために有用である。中長期的に改善活動を行う場合に、最
初に考えた改善ステップが意図せず変化してしまうことがあるが、系統図に立ち返ることによっ
て軌道修正が図れる。課題と要因、その改善策が視覚的に整理されていることで、課題解決に携
わるメンバーが変わった場合でも、改善のステップが理解しやすくなるという利点がある。系統
図を検討するタイミングは、まさに選ばれた改善策の実行前が良い。問題解決をするために分析
を行ったにも関わらず、立てた改善策が問題解決につながっていないと判明することがしばしば
起きる。その場合は Improve を再度やり直すとよい。 
 

 
図 3.3.4：系統図 

 
 
Control（定着） 
改善策が定着しているか確かめるために、定期的に脱落被験者数を中止理由別及び、中止時期

別・中止理由別に集計した。改善策が被験者の脱落予防につながっていないと判断された場合は、
再度 DMAIC に沿って改善を行うことにした。 
  

結果 改善策

患者の家族の反対
同意説明文書を工夫
する

患者の理解不足
AEが発生した際に適切な対
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要因
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AE発生時の迅速な
フォロー体制の構築

医療機関の説明不足

医師の説明不足により、患
者が治験を十分に理解でき
ない

同意取得時のCRCの被験
者への説明不足

同意説明文書を工夫
する

被験者の試験途中
の脱落が多い

医療機関スタッフが患
者に対し親身に対応
しない

患者に合わせた資料
づくり、および資料の
交付

適格な患者が選択さ
れていない

無理な例数を契約し
ない

タスクフォースメンバーによる検討結果
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図 3.3.5：考えられた改善策に対する Payoff Matrix 

 
 
【ケーススタディ 3-3】 重篤な有害事象（SAE）に対するクエリを早期解決し、SAE 報告を

迅速に行うための取組み 
 
想定：データマネジメント部門、モニタリング部門、安全性部門 
規制当局への SAE 報告は、報告期限が厳格に規制で定められており、迅速に行う必要がある。

一方で、刻々と患者の状況が変化することや SAE が予期せぬ経過をたどること等から、SAE につ
いて医療機関から適切な情報を適切なタイミングで得ることは容易ではない。他のデータと比較
して頻繁に医療機関とのクエリのやりとりが発生し得るため、製薬会社 C では、それが SAE 報告
書完成までに時間を要し、報告期限を逸脱するリスクが非常に高い状況にある。CRA は、担当医
療機関で SAE が発生すると報告書の期限を遵守するために、その機関でのクエリのやりとりに追
われ他のモニタリング活動が一切できない状況に陥っている。現状の SAE 発生から報告までの一
連のプロセスを見直し、クエリを早期に解決させ、確実かつ迅速に SAE 報告ができるような改善
を図るために DMAIC を用いて問題解決を試みた。 

 
SAE 発生から報告までのプロセス改善を目的にし、リーン 19 の手法のうちムダ取りの考え方を

適用し、作業時間の短縮を図った事例を示した。特に時間に着目したプロセス改善を行いたい場
合に、本ケーススタディを参考にしていただきたい。 

 
Define（定義） 
まず課題/解決すべき問題を定義する。 
規制当局への SAE 報告は、報告期限が厳格に規制で定められており、迅速に行う必要があるが、
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医療機関に追加確認事項等のやり取りが発生し、SAE 報告までに時間を要する。特に CRA はそ
の間、報告期限の遵守のためにクエリ解決以外の業務ができない状況になる。SAE 報告のリード
タイム短縮、ここでは特に CRA のプロセス時間の短縮に注目し、課題解決を行うことにした。 

 
Measure（測定） 
ここではプロセスマップを使い、現状のプロセス（SAE 発生から当局報告、医療機関伝達まで

の流れ）を明らかにした（図 3.4.1）。 
プロセスマップとは、作業や判断などのワークフロー構造を、視覚的に表した図であり、プロ

セスの開始から終了までに実行されるすべての作業、すなわち特定のインプットを所定のアウト
プットに変換するアクティビティの流れを示すものである。特に社外を含む組織横断的協働プロ
セスにおける改善を行う際に、プロセスを詳細に書き出した図があると有効である。 

 

 

図 3.4.1: プロセスマップ・プロセス分析の実例 
 
 
Analyze（分析） 
ここでは上記のプロセスマップから、7 つのムダの視点を用いて、リードタイムに影響するム

1.CRA と医療機
関の間でクエリ
のやりとりが繰
り返される 

2.紙で報告 

3.紙から
電子化 
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ダをメンバーで協議し、表 3.4.2 のとおり整理した。 
 

7 つのムダ プロセスマップから同定され
たムダ 

リードタイムに対する影響 

待ちのムダ SAE 報告を紙資料（FAX 等）
で受領 

医療機関からの第一報発信に数時
間、それを CRA が確認するまでの時
間、合計で 5-8 時間。 

医療機関へのコンタクトに必
ず CRA が介入 

プロセス 1 全体で、7-8 日、うち CRA
訪問が複数回、CRA の訪問 1 回あた
りの実作業時間は 3-5 時間 

24 時間以内のプロセスに関係
する登場人物が多い 

各担当者の実作業時間は 1-2 時間 

加工のムダ 紙資料に記載された情報を 
電子化 

各種安全性報告書の完成に概ね 2 日
かかり、実作業時間は 5 時間 

運搬のムダ CRA が紙資料を持って医療機
関を訪問 

訪問のアポイント確定に 1 日、アポ
イントまでの待ち時間１-2 日、訪問
にかかる往復移動時間１-2 日、医療
機関での実作業時間は 3-5 時間 

在庫のムダ なし  
動作のムダ なし  
作りすぎのムダ 安全性グループが文書作成 

（電子化） 
各種安全性報告書の完成に概ね 2 日
かかり、実作業時間は 5 時間 

不良のムダ クエリのやりとりが続く CRA から医療機関にクエリ発行する
までに 1 日、回答を得るまでに 3 日、
その往復が複数回（概ね 2 回）、CRA・
医療機関ともにクエリ回答にかかる
実作業時間はクエリあたり 1 時間 

表 3.4.2：7 つのムダに基づくプロセスマップにあるムダの整理 
 

また、太字で囲んだプロセス 1 に関してさらに詳しくプロセスを書き出した。 
SAE 発生から 4～10 日間の間に医療機関、CRA・安全性グループ間でのクエリのやりとりが繰

り返される。 
1) CRA は安全性グループからクエリの用紙を受け取ったあと、医療機関にクエリの用紙に回答

を記載してもらうため、医療機関（医師や CRC）にアポイントを取る。アポイント取得には
電話で翌日に可能な場合と、メールを介して数日時間を要することがある。 

2) アポイント取得後 CRA は医療機関に訪問する。会社近郊の場合は 1 日で完了することもある
が、遠方の場合は交通機関の混雑状況なども影響し、数日要することもある。 
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3) 医療機関に到着後 CRA は、医師にクエリの説明及び回答の記載を依頼する。しかし、医師が
緊急手術に入ってしまいアポイントが急遽キャンセルされることもある。その場合は宿泊又
は一旦会社に戻るなどして、次のアポイントまで待機する。 

4) CRA は回答済みのクエリを取得後、会社に戻り、安全性グループにその結果を渡す。 
 

新たなクエリが再度出ることが頻繁にある。上記 1)～4)を繰り返している。 
SAE 報告のリードタイム短縮に対する影響と管理のしやすさの観点から、Control Impact 

Matrix に配置した（図 3.4.3）。 
 

（SAE 報告のリードタイム短縮に対する影響と管理のしやすさ） 

 
図 3.4.3：Control Impact Matrix 

 
Tips:  
リーンの手法にはプロセスのムダを取り除くための視点がいくつか提供されている。7 つのム
ダや、ECRS（イクルス）は網羅的な視点でムダを見つける支援ツールとして有用である。こ
のツールの価値は、ムダの視点を用いて事象を分類することではなく、ムダの視点を用いてム
ダを発見することにある。 

7 つのムダ：https://www.lean.org/lexicon/seven-wastes 
ECRS：https://www.jmac.co.jp/glossary/2016/10/ecrs.html 

 
 
Improve（改善） 
Control Impact Matrix から、結果に対する影響が大きく、管理しやすい要因は“医療機関へは必

ず CRA を介す必要あり”、“医療機関からの SAE 報告を紙媒体で受領”であったため、これらにつ

https://www.lean.org/lexicon/seven-wastes
https://www.jmac.co.jp/glossary/2016/10/ecrs.html
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いて以下の改善策を立てた。 
 SAE 報告を紙で受領するのではなく、EDC システム内に直接入力できるよう入力欄を

作成する。電子文書化するためのデータ入力のプロセスの削減も期待できる。 
 クエリのやりとりは安全性グループから直接医療機関に対し、EDC を介して行う。 

その結果、クエリの解決のために CRA が行っていた作業１）～４）が不要になった。また、そ
れに伴い、図 3.4.1 のプロセス 2（SAE 報告を紙資料（FAX 等）で受領）及びプロセス 3（紙資料
に記載された情報を電子化）も不要となった。改善後のプロセスを図 3.4.4 に示す。 

これにより、CRA がクエリのやりとりの作業に翻弄されることなく、SAE に関連して本来重要
視するべきデータ収集に注力した医療機関とのコミュニケーションが図れるようになり、他の担
当医療機関も含めた本来のモニタリング業務に注力できるようになった。また、副次的な改善結
果として、出張旅費が削減できた。 

プロセスの改善に合わせ、FMEA を適応してプロセス改善に伴うリスクの評価を行った。リス
クとして“EDC システムの不具合が生じること”等があがったが、ここではリスク分析の詳細には
ふれない。 

 
Control（定着） 
新しい手順（プロセス）を手順書に盛り込み、運用を始める。また SAE 報告の遅延などがない

かも定期的に監視し、問題が生じたら、DMAIC を繰り返し実行し、改善を繰り返す予定である。 
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図 3.4.4：改善後のプロセスマップ 

 
【その他、医療機関で役立つ事例について】 
欠測を防ぐために医療機関側でプロセス改善をした事例が、製薬協の寄稿 2016 年 1 月号 

No.171「医療機関の治験業務に対する KAIZEN 活動」14 にも詳細に掲載されているため必ずそち
らを参照されたい。 

上記以外に医療機関として今後どのような事例に取り組めるかを以下に例示する。治験に関わ
るプロセスすべてに関して一気に改善活動を適応すると大がかりになり、思うように改善が進ま
ないことがあるため、まずは重要なプロセスや医療機関の中で複数回プロトコルや手順の逸脱が
生じる箇所から取り組みをはじめてみることを推奨する。 

とりわけ「同意取得のプロセス」「選択/除外基準確認のプロセス」「治験薬投与のプロセス」「検
査のプロセス」においては治験実施上特に重要かつどのプロトコルでも共通に関わる事項である
ため、これらのプロセスの中でプロトコルや手順の逸脱などが施設で発生した場合は、早急改善
活動を行い正確に実施できるプロセスを構築する必要があるであろう。 

例えば「治験参加の同意取得が最新版の同意説明文書で行われていなかった（改訂版の同意説
明文書が IRB 審議を通過したのにもかかわらず最新版に差し替えておらず、旧版の同意説明文書
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が使われていた）」が発生したとする。その後の取り組み方としてはその事象（旧版の同意説明文
書を使ってしまった）の当事者スタッフだけに反省や改善を求めるのではなく、それに至ったプ
ロセスに関して考えられる要因を皆で分析し、だれがいつ担当しても旧版の同意説明文書が使用
されない、使用できない仕組みを施設ごとに確立するように改善活動を進めていただきたい。 
そのような改善活動を進める際には、関係者として IRB の事務局、CRC、その他 ICF を管理する
担当者などが集まって検討することが重要であるが、単に改善策の話し合いをするよりも、上述
のステップに沿いツールを活用したほうが、同意説明文書改訂時の被験者同意までのプロセスの
中で問題となる要因分析から改善策までがスムーズに検討できる。 

そして、またその改善策として例えば（注：適切な改善策は医療機関ごとによって異なること、
ここでの改善策は例示であることをご留意いただきたい）「□IRB の当日に古い ICF をすべて破棄
する、□IRB の当日に古い ICF の表紙にバツ印を大きく入れる、□ICF の製本版が届いていない時は
IRB 通過後その当日中に CRC が４部プリントアウトしておく」というような改善策が打ち出された
と仮定した場合、改善策を打ち出すだけで終わるのではなく、医療機関のプロセスとして定着す
るよう文書化するなどし、だれもがそれに則って活動できるように定着案まで考えていただきた
い。その上でなお同様の Issue が発生するようならば、もう一度その要因分析からはじめ新たな
改善策を検討する必要がある。 

このように治験のプロセスの中で特に重要となる部分や Issue が起きやすいプロセス部分だけ
でも切り出して取り組んでいくという方法でもよいので各医療機関のプロセスを見直し、誰がい
つ担当しても間違い等がおこらない、起こりにくい仕組みを確立していただきたい。医療機関ご
とにプロセスを確立していくことは、これからのリスクベースドモニタリングの時代に対応する
ためにも特に重要となる。 

 

3.5 継続的改善を進める（継続する）上で重要な点 
改善活動の継続は担当者の雰囲気作りにかかっている 
Issue を報告しやすい風土づくり 
失敗事例を扱う場合、失敗の当事者を責めるような状況を作ることになりかねない。Issue の当

事者に対し、原因のなぜなぜ分析しようとしても、当事者を追い詰め、その当事者特有の要因の
洗い出しに終始し、一般化した発展的な改善策につながらない可能性がある。また、そのような
状況では皆が委縮し、次に失敗が起きた際に、積極的に共有されず、Issue が適切に拾えない状況
が生まれる。これは Issue Management の根幹を揺るがす、避けるべき状況である。 

自らの引き起こした Issue の報告は、多くの人にとって勇気のいることであり、改善活動にお
いて、歓迎されるべきものである。Issue の発見は将来的な改善につながることを活動に携わるも
のが理解し、Issue が積極的に共有される風土を醸成することが大切である。 

 
ファシリテーターのスキル 
継続的改善を行う際、失敗を自分のことと考えず、議論に加わろうとしないメンバーが出てく

ることがある。この場合、改善活動をまとめるファシリテーターは、失敗を特殊な状況で起きた
ものと扱うのではなく、いつ誰に起きても不思議ではないものとしてメンバーが捉えられるよう、
議論を進めていくとよい。「・・（失敗事例）・・ということが起こった場合、どのような要因が考
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えられるか、全員で挙げてみよう、同じ失敗の経験がない人は、状況を想像した上で要因を考え
て欲しい」という旨を伝えることが効果的である。また、生じた Issue が“CRA××が○○病院へ
の安全性情報の提供をしていないことが発覚した”というものであれば、「××が、安全性情報を
○○病院への提供を漏れた事例についてその要因を考える」ではなく、「安全情報の医療機関への
提供が漏れる場合、どのような要因が考えられるか考える」と、より一般化した状況設定を行う
ことも有用である。 

ファシリテーターの雰囲気（楽しい雰囲気づくりと）とテクニック（どんな意見でも否定せず
に受け入れ、経験の少ない人からベテランまですべての人から自発的な意見を引き出す話術）も
重要である。 

 
ベテランメンバーの心得 

当事者から Issue の報告をうける担当者は、その担当者の上司や、上級者などの経験豊富なメ
ンバーが担うことになるかもしれない。その場合には、当事者に対し Issue の報告を感謝する包
容力ある態度を示し、淡々と事実を確認するとよい。経験豊富なメンバーは、これまでの経験か
ら要因や再発予防策が予測できることも多いだろうが、その担当者だけで結論（再発予防策）を
だすのは避けるべきである。関係するメンバー皆で話合うことで、一人では考えつかないアイデ
アが出てくることがあるからである。また、皆で議論した結果に対しては、皆が納得して取り組
むことができ、効果的な改善に結びつくことが多い。 

 
テンポよく改善活動を進めるためには、担当者が時間的負担を感じないことが重要である 
シックスシグマというと 1 年などの期間をかけながら、部門横断的な改善に取り組むプロジェ

クトを想像する読者も多いであろう。そのような中長期的な改善活動も重要である一方、現場で
日々起こる Issue については、日常的にその都度対応する必要があるものがある。その場合、毎
回 1 日もしくは半日を使って対応の検討をしようとすると、メンバーが時間的な負担を感じ、改
善活動が継続しない要因になりうる。特に医療機関では患者対応のため、日中の診療時間中に会
議を開くことも難しいような状況にもある。 

要因の洗い出しやプロセスマップ作成等は各自空き時間に行っておき、全体で議論する時間は
最小限（30 分程度）で留め、朝の外来診療が始める前の 30 分を使ったり、遠くの会議室を使う
のではなく、自分たちのデスクの近く（すぐ仕事に戻れたり、電話が受けられるような）で行う
などの工夫を行い、改善活動が効率的にかつ継続して行えるようにするとよい。 
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まとめ 
QMS の実装に向けて DM 部門や統計部門が出来ること 

DM 部門は臨床試験の重要なアウトプットとなるデータを管理する部門であり、品質管理上重
要な役割を担っている。ケーススタディ 3-1 の"未解決クエリ解決数の改善"のように、改善活動
で課題に挙げられる項目には、CRF 等を通じて治験中に得られるデータに関連するものが多く、
必然的に改善活動での DM 部門の関わりは他部門からも大いに期待される。また、試験中に品質
向上のためのデータモニタリングをタイムリーに行うために、これまでよりも頻度高くデータア
クセスする必要がある。このため、試験の準備段階からリスク分析と並行して目的に沿ったデー
タ環境の準備も重要である。なお、試験中のデータアクセスによる試験のインテグリティへの影
響には十分配慮する必要がある。 

RBM や継続的改善を通じて品質管理を行う際、対象とする試験が日本のみで実施されている場
合と、日本が国際共同治験の実施国の一部として参加している場合では、試験に関わる関係者の
データの質に対する目線が必ずしも同じではないことがある。また、最近では ICT（Information 
and Communication Technology）技術の進歩に伴い様々なデジタルデバイスの臨床試験への応用
が始まり、リアルワールドデータ・リアルワールドエビデンスの臨床試験への活用も検討されて
いる。様々なデータソースへ、目的にかなった品質管理を考えることが重要になってくる。今後、
DM 部門は状況に応じた対応を益々求められるであろう。 

DM 部門は RBM や改善活動に対する知識と能力をもち、臨床部門とともに活動を牽引する役
割を期待されている。活動をリードする存在となるために、過去の方法にとらわれることなく、
新たな取り組みに挑戦することが不可欠である。 

統計部門は、専門性を活かした助言や目的に応じた適切な統計手法の適応を推進することで、
RBM や改善活動を客観的かつ論理的な方向に導いていく役割が求められる。これらの活動で用い
られるツールには、多くの統計的手法が含まれる。これは、「事実を客観的に評価する」ことの重
要性を反映している。統計的手法は、集計方法や視覚的な表現方法が不適切であると、事実に対
する誤認識を引き起こすことがある。そこで、予想や想像ではなく、現象の的確な表現による事
実の認識と、それに基づく改善策等を講じる上で、統計部門の役割が重要となる。統計部門は、
RBM や改善活動の中で、他の関係部門が得たい情報が何であるかを理解し、専門的な視点から適
切な表現を考えねばならない。そのため、関係部門とのコミュニケーションを良好に保ち、活発
な意見交換を行うことが期待される。 

統計部門では、臨床試験の統計解析のように、管理されたデータを用いた高度な解析手法を用
いることだけでなく、品質管理に携わる一担当者として、そのデータの発生源に興味をもつこと
が大切である。 

 
総括と今後の課題 

 
本稿では、以下の視点で実例を用いた解説を試みた。 
 製薬企業、医療機関など実務担当者にとって有益な情報を、具体的でかつ簡易なツールを

用いて解説すること 
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 ツールの解説は最小限に留め、実際の事例を用いてその進め方、ツールの使い方、データ
の解釈やチーム活動の観点で解説すること 

 Quality by Design （QbD)と Risk monitoring Based Monitoring（RBM)を ICH E6 臨床 QMS
で規定する Risk Based Approach(RBA)として取り扱う、すなわち、QbD と RBM は RBA
を体現する連続したプロセスとして解説すること 

 ICH E6(R2) QMS の実装における主要な考え方に Issue Management/CAPA があるが、そ
の実行に有用な考え方の 1 つとしてシックスシグマの手法を用いながら解説すること 

 
小宮山ら 10 が指摘しているように、臨床 QMS の実装が依頼者の責務となった現在、組織内の

体制作りに加えて、現場レベルでどのように品質改善活動を行うかは喫緊の課題である。これま
で臨床 QMS に関する報告は複数があるが、いずれもその経緯や概念（コンセプト）が中心であ
り、現場レベルでの実装（定着）に焦点を置いた臨床 QMS に関する報告はほとんどされていな
い。本稿のメッセージはこのような問題意識を持っている企業や医療機関にとって有用であると
思う。 概念の理解はスタート地点として重要だが、我々は“実装”するためには、実例を用いて、
やり方/考え方を示し、蓄積されている気づきを共有することの繰り返しが重要であるとの一貫し
た考え方で活動を進めてきた。さらに、難しい統計手法やツールを用いなくても、旧来からある
品質管理の基本ツールを組み合わせて使用することで、実装が可能であると考えている。 

本稿の限界もここで述べておきたい。実践者にとってのリアリティを重視するため、ほとんど
のケーススタディに用いた事例は実際の臨床試験に近い題材を取り上げた。これらの題材は、必
ずしも読者にとっての CTQ、すなわち解決すべき重要な品質課題ではない場合もあると思う。そ
の際は、CTQ を自社の事例に置き換えて同様のプロセスで実践してみてほしい。また、ケースス
タディは、試験の計画から組み入れ時の問題解決を、それぞれ別々の題材で行っている。理想的
には、ある特定の試験について、計画から実行に至る一連のプロセスの中でケーススタディを行
うのが本稿のストーリーとしては分かりやすく実践的であるが、事例を用いて解説する限界であ
ることをここに記載しておきたい。 

 
QMS の実装、実践を行う人材の育成にも触れておきたい。本タスクフォースの締めくくりとし

て、今後の課題を議論したところ、主に以下のような課題が挙げられた。 
 

 ICH E6 (R2)に関する説明機会はあるものの、実践的な教育機会が少ない 
 品質改善やリスクマネジメントに関する知識や経験の醸成は自発的な勉強会などに委

ねられている 
 品質管理ツールなどをどのような場面でどのように用いるかを判断できない 
 多くの部署を巻き込んだ品質改善活動をファシリテートが出来ない 
 臨床 QMS の実装をリードする（出来る）人材が見当たらない 

 
これらが課題として挙げられる背景には、臨床開発における品質教育が十分ではないことが大

きな理由として考えられる。教育機会の多くは外部講師などによる座学に頼ることが多く、実務
を通した学びの機会は少ないことが推察される。一方で臨床 QMS の導入に向けて積極的に教育



 

51 

機会を設けている企業も一部あり、各社で対応の足並みは揃っていないようである。ISO9001 で
も適切な教育・訓練の必要性が要求事項として記載されており、今後、臨床 QMS の実装過程に
おいて重要課題になるのは間違いないと思われる。 

最後にソフトスキルについて述べておきたい。前述のように臨床 QMS をチームで行うために
は、取り組む課題をシンプルな形で整理することや、失敗を責めない雰囲気作り、テンポのよい
議論を行うためのファシリテーションなどのソフトスキルの習得も必須である。ソフトスキルを
軽視すると、時間をかける割には目標を達成出来ない、目標の目線あわせが上手く行かないなど、
チーム活動の非効率が生まれる可能性が高くなる。 

以上、QMS の現場への実装は旧来の品質ツールの習熟、現場の観察力、データを見る力とそれ
らを考察する力があれば十分に行える。本稿で紹介した事例を参考に、早速読者自らが関わる組
織で QMS の実装に向けた活動が加速することを期待したい。 
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Appendix2.2-1 品質管理のツールとしての FMEA の事例 
 
FMEA とは、設計や工程計画の段階で、「起こるであろう品質問題の原因を事前に予測して、問

題を未然に防止する事前管理の手法である。故障モードの発生頻度、影響度、検出難易度などの
評価項目・評価基準に基づき重要度を明らかにして、顧客の立場に立って優先順位を明確にする
ことにより、設計段階で使用時に発生する問題を明らかにして事前に解決できたり、問題のあり
そうな工程の事前対策にもなる。FMEA は、データ収集を優先順位付けする必要のあるとき、ま
たは品質の保証に影響するかどうか明確さに欠けるときに使用する。 
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Appendix2.2-2 RACT のイメージ図 
 
RACT は TransCelerate が提供するリスク評価ツールであり、9 つのシートから構成される Excel

ファイルである。RACT のシートは水色の行として示される 13 のカテゴリに分かれており、それ
ぞれのカテゴリに臨床試験において典型的ないくつかの質問が用意され、質問の合計は約 60 個で
ある。これらの質問を起点にして、利用者がリスクをある程度網羅的に列挙できるようになって
いる。ただし、2.2.3 でも述べた通りこれだけで完全にリスクを網羅することは難しく、対象疾患
や試験の目的に合わせたプロトコル固有のリスクを議論することを推奨する。詳しい使用方法に
ついては Instructions for Use シートを参照していただきたい。Critical Data and Processes シート
や Mitigation Examples シートも参考となるのでぜひ目を通していただきたい。 
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Appendix3.3 QC7 つ道具 
 
① パレート図: 横軸に発生した事象（項目）、縦軸に発生数とした発生数が大きい順に左から記

載した棒グラフおよび、発生数の累積比率を縦軸とした折れ線グラフを組み合わせた図。 
・ 期待できる効果：発生数の順序と、全体の割合が一目で視覚的に把握できる。累積割合は左

から何番目までの項目に対応すればどの程度の割合が解消される可能性があるかが分かる。
そのため、問題の改善に使用する場合には、改善したい全体の割合を累積割合から判断し、
優先順位の決定することができる。なお、改善したい全体の割合は目的に応じて決めること
でよい。横軸の項目には例のような問題の内容のほか、施設別、時期別など分析したい項目
を置くことも可能である。また、１つの出来事が複数の項目に該当する場合は、それぞれを
件数として計算することで項目ごとの分析が可能である。 

 

 
例)パレート図：プロトコルからの逸脱の内容 

 

 

② 特性要因図:要因と結果（特性）の関係を整理する時に使用する図であり、起きた事象（問題
点）を右に置き、人、機械、材料、方法、場所などについてどのような要因があるのかを考
え、線で結び図式化したもの。その形が起きた事象を頭にした、魚の骨のように見えるため
フィッシュボーン ダイアグラム（Fishbone Diagram）とも呼ばれる。 

・ 期待できる効果：作成の際には複数の検討メンバーを集め、知識を持ち寄り検討することに
より、検討の過程と作成された特性要因図から原因と結果について意識の共有が図れる。臨
床試験にかかわらず、原因/要因と結果の関係を整理する上では重要なツールである。事例は
後述する。 

③ グラフ:データを様々な形で視覚的に比較する図表。 
・ 期待できる効果：臨床試験の品質管理に使用する場合には、進捗管理に使用する折れ線グラ

フや棒グラフ、全体の割合を知るための円グラフなど、様々ものがある。2.3 で用いたグラフ
化も一部である。 
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例) 箱ひげ図：施設別収縮期血圧初期値 

 

④ 管理図: ばらつきと異常を区別するために用いる図。横軸に経過時間、縦軸に指標（逸脱数、
有害事象の数、来院から EDC 入力までの時間など）をとり、折れ線グラフで表現する。あ
わせて管理限界値（上方、下方）を表示し、指標がどのように変化しているのかを視覚化す
る。管理限界値は通常、統計的に上方下方の信頼区間を示す場合が多いが、多くの場合ソフ
トウェアが自動的に算出・提示してくれる。 

・ 期待できる効果：臨床試験の品質管理で使用する場合には、変動のパターンから問題が起き
る前のリスクの監視に使用することができる。また、変動のパターンを分析することで根本
原因を特定することにも役立つ。管理図からわかる特徴的な見方には次のようなものがある。 

a) 管理はずれ：上限または下限の外にある点。異常であることがわかる。 
b) 7 つ以上の連：管理限界内にあるが、中心線の片側に連続して 7 つ以上の点が並んで

いる。平均値・中央値、ばらつきが変化していることがわかる。 
c) 限界近くの点：管理限界内にあるが、上限又は下限近くに連続で 3 点中 2 点がある。

ばらつきが大きくなっていることがわかる。 
d) 点の並び方にくせがある：点が上向きもしくは下向きにつながっている。または周期

的に上下している。何らかの要因があることがわかる。 
e) 安定状態にある：一定以上 a)～d)が無い。安定していることがわかる。 
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例)管理図：来院から EDC 入力までの時間（中央値）の変化 

 

⑤ チェックシート:予め決まった項目が記載されたシート。点検用と記録用がある。 
・ 期待できる効果：点検する項目がリスト化してあり、チェックの抜け防止と均一化を行うこ

とが簡単に出来るが、マニュアルで点検するため、完全に抜けを防止することや均一化を完
全にすることは出来ない。また、リスト化されていることを点検するだけでは、様々な状況
がある臨床試験の品質管理には十分ではない可能性がある。臨床試験ではデータマネジメン
ト部門が症例報告書の点検を行うときに使用するマニュアルチェックリストや、モニターが
医療機関でのプロセスを確認するときに使用するチェックリストなど頻繁に利用されている。 

 
⑥ ヒストグラム:データをいくつかの区間に分けてその区間のデータを集め、その度数（数）を

棒グラフで表す図。 
・ 期待できる効果：一定区間の度数の分布を視覚的に把握ことができる。臨床試験では被験者

の背景情報の分布の確認やデータの測定時または入力時の系統的なエラーの検出に使用する。
例では収縮期血圧の初期値を表示することで、試験の途中で分布の偏りを確認できる。 
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例) ヒストグラム：収縮期血圧初期値(mmHg) 

 

⑦ 散布図:２つの項目を持つデータをそれぞれ横軸、縦軸に対応させ、点でデータをプロットし
た図。 

・ 期待できる効果： 2 つの項目の関係や分布を視覚的に確認できる。臨床試験では、特性要因
図から特定された原因候補間の関連性を確認する場合などに利用できる。また、関連性が既
知であるデータに関しては、外れ値の検出に使用できる。例はクエリ数の増加の原因候補が
併用薬のデータと想定された場合にその関連性を確認することを目的とした散布図である。 

・ DMAIC では、主に Measure での現状分析や、Analyze で特性要因図を作成した際の原因候
補間の関連性を調べたい場合、結果と原因候補の関連性を調べたい場合などのツールとして
用いられる。関連性＝因果関係ではないことには十分に注意する必要がある。 

 

例)散布図：使用併用薬数とクエリの数について 
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⑧ 層別:データをグループ別に分けて問題点を把握する方法のこと。通常は層別したグラフ、ヒ
ストグラム、散布図などを作成し、使用する。 

・ 期待できる効果：層別することで、隠れて見えなかった問題を発見できることがある。臨床
試験では CRF データは複数のデータが関連するため、層別することで品質管理に使用するこ
とが出来る。例示では男女別にすることで、男女共に外れ値があることがわかる。 

・  

 

例)層別：性別で層別した、体重のグラフ 
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