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　日本癌治療学会臨床試験委員会は，「臨床試験実施 
ガイドライン─第 3相試験を中心にして─（第 2版）」（平
成 20年 9月 20 日発行）を発刊から 5年を経て改訂した．
「臨床試験実施ガイドライン（初版）」は平成 9年 1月 20
日発刊で，第 2版は 11 年ぶりの改訂となったため，大
幅な変更となった．今回は前回の発刊から 5年の間に整
備されつつある臨床試験を取り巻く環境並び各種ガイド
ラインに合わせ，主に第 2版では実情に合わなくなった
部分の改定となっている．対象となる臨床試験は，臨床
第Ⅲ相試験（治験を含まない）であり，その実施に必要
な基本的な事項を記載した．読者対象は，医師，薬剤師，
看護師，CRC，DM，生物統計家など，研究者（医師）
が主導する臨床試験に関わる者である．改訂の主な内容
は，臨床試験支援システムや臨床試験に関する制度につ
いて，利益相反に関することである．また，ガイドライ
ン内に治験や臨床試験の活性化に向けた国の取り組みも
記載した．

1．臨床第Ⅲ相試験実施の概略
　臨床第Ⅲ相試験は，新しい治療法が現在の標準療法に
代わる新しい標準療法となり得るかを検証することを目
的とした，科学的手法により前向き試験として実施され
る臨床研究である．試験デザインは，ある治療法が標準
治療に比較して有効性が上回り，毒性などの不利益が少
ないことを証明する優越性試験と，新しい治療法におい
てその利便性や毒性の低さが標準治療より有利な場合に
新しい治療法の有効性が標準治療に対して劣っていない
ことを証明する非劣性試験に大別され，ランダム化（無
作為化）比較試験（randomized controlled trial；RCT）
で行われる．試験計画の作成に当たっては，まず目的に
あった試験デザインを選択し，エンドポイントを決定，
統計学的に仮説に対する過誤を考慮して必要症例数をあ
らかじめ設定しておく．多くの場合延命効果などをエン
ドポイントとし長期間を要するため，薬効の差があるな
ら早期にその差を統計学的に検出し，不利な治療を不必

要に継続しないため，また当初予期し得なかった重大な
有害反応を早期に発見するため，中間解析を行う必要が
あり，正しい結論を得るため系統的に最終解析を行うこ
とが不可欠である．あらかじめ予想される有害事象があ
る場合には，予防法や対処のための許容される併用療法・
支持療法を規定し，治療変更基準を設けて減量法や治療
中止の条件を決め，重篤な有害事象が生じた際の報告義
務や報告の手順，研究代表者ならび研究事務局の対応と，
試験全体における倫理的配慮については試験計画内に明
記しておく．
　臨床試験を行うに当たって，「臨床試験審査委員会」も
しくはこれに準ずる組織を設け，臨床試験計画の科学的
根拠や倫理的側面，実施可能性に関して審査を行い，試
験参加施設のおける IRB（Institutional Review Board）
や倫理委員会の審査・承認を得る必要が有る．また，が
ん治療に関する臨床試験においては第三者による効果判
定に対する評価と安全性の確認のために，「効果・安全
性評価委員会」を設置も必須である．臨床試験において
は倫理面への配慮が不可欠であり，臨床試験実施前に試
験計画やインフォームド・コンセント（IC）の内容・書式・
方法などについて，すべての試験参加施設において IRB
や倫理委員会による審査・承認を経て，試験参加施設の
長（病院長等）による許可が必要である．

2．臨床試験支援システムについて
　国民に質の高い最先端の医療を提供するために，医
薬品・医療機器開発に関する国際競争力強化の基礎と
なる質の高い治験・臨床研究を推進することが重要であ
る．平成 15 年度の薬事法改正において医師主導の治験
が制度化されて以降，質の高い臨床試験の推進の向けた
様々な取り組みが継続的に進められてきた．その中で，
治験や臨床試験を実施するためのデータセンターや各種
委員会を備えた拠点的医療機関や他の医療機関と形成す
るグループ及びネットワーク，治験施設支援機関（Site 
management organization; SMO）や開発業務型受託機関

（山形大学医学部　臨床腫瘍学講座）
吉　岡　孝　志

臨床試験を取り巻く環境の変化を反映したガイドラインの改訂
MSS-1

第11回日本癌治療学会　がん臨床試験協力・参加メディカルスタッフのためのセミナー
｢ガイドラインの背景と最新のトピック｣



496 JSCO 第48巻第2号

（Contract research organization; CRO）などの治験や臨
床研究を支援する組織などが成長してきた．
　多施設共同臨床試験を実施する場合，研究計画の立案，
プロトコル作成，臨床試験を調整（コーディネート）す
る機能，データセンター，各種委員会，研究グループ，
医療機関における臨床試験の実施などの機能を果たす組
織を構築する必要がある．臨床試験グループの代表者を
選出し，事務局を設置してそこで臨床試験全般の調整
（コーディネート）を行う．データセンターには，医師，
看護師，Clinical research coordinator（CRC），データマ
ネージャー（DM），生物統計家などの能力や資格を有す
る者を配置し，臨床試験グループの運営方針に則し，プ
ロトコル，研究計画の作成や，症例登録，データ管理，
モニタリング，統計解析などの業務を行う．臨床試験を
実施するにあたり，グループとしての方針決定からそれ
ぞれの臨床試験内容の科学的妥当性のチェック，進捗状
況の把握，有害事象への対応などの詳細を管理するため
の各種委員会が設置されることも重要である．
　特にこの 5年間養成・整備の進んできた，臨床試験の
実施を支える職種・機関には以下のものがある．

（1）CRC
　1997 年（平成 9年）に公布された「医薬品の臨床試験
の実施の基準に関する省令」（厚生省令第 28 号）は，わ
が国の治験に関する被験者の安全性の確保およびデータ
等の信頼性の確保に関し，国際的な基準を示した．この
中で，「治験協力者」という表現でCRCが位置づけられ
たことを契機として，特に治験を実施するための専門的
な職種として認識され，その活動の場が拡大してきた．
CRCは治験に従事する治験コーディネーターとして理解
されていることもあるが，本来の業務範囲はその名が示
すように，臨床試験のコーディネーターである．文部科
学省及び厚生労働省では，2003 年度に開始した「全国治
験活性化 3か年計画」以降、継続的に治験や臨床試験の
推進を図っており、その中でCRCの養成確保などを柱
とした取り組みが重視された。そこで，厚生労働省では、
上級者臨床研究コーディネーター（CRC）養成研修やデー
タマネージャー（DM）養成研修を実施して，CRCの養
成を行っている．直近の計画として，2012 年に臨床試
験・治験活性化５か年計画 2012　アクションプランを策
定し，「１．9年間の活性化計画を踏まえた更なる飛躍と
自立、２．日本発の革新的な医薬品、医療機器等創出に
向けた取組（イノベーション）」のために，具体的な項
目ごとに目標，実施主体，具体的な取組内容，スケジュー
ルを示している．その中で、CRCに関して「・上級者臨
床研究コーディネーターを 500 名以上養成する・臨床研
究・治験を実施する医療機関において，CRC等の臨床研

究・治験に携わる常勤職員の割合が増加している」こと
が目標として掲げられている．また、CRCとして求めら
れる人材を明確化した上で，標準的カリキュラムを検討，
作成することにも取り組むこととされている．
　CRCは臨床試験の全般にわたり，幅広い業務を行い，
その遂行を支援する．主な業務内容は，臨床試験・治験
事務局の設置・運営に関する業務，臨床試験・治験の実
施に関する手順書の作成の業務，臨床試験・治験審査委
員会に関する業務，臨床試験・治験薬の管理に関する業
務，臨床試験・治験についての被験者に対する説明と同
意の取得，臨床試験・治験の実施に関する業務，臨床試験・
治験依頼者が行うモニタリングおよび監査ならびに治験
審査委員会および規制当局による調査への協力，臨床試
験・症例報告書の作成，臨床試験・治験中の有害事象の
報告，その他の臨床試験・治験の実施に関して必要な業
務と，多岐にわたっている．
　教育と育成について，日本臨床薬理学会において「社
会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵が
受けられるために，臨床試験が適正かつ円滑に実施され
るのに貢献できる人材を養成し認定すること」を目的と
してCRCの教育・認定制度が運営されている．同学会
では「CRCのための研修ガイドライン（項目）」を作成
し，当該研修ガイドラインに則したCRCのための教科
書「CRCテキストブック」を刊行してCRC教育に活用
している．当該制度における受験資格は，臨床試験に関
する知識だけではなく，臨床試験に従事した実務経験を
重視した要件となっている点に特徴がある．
　なお，CRC養成研修は，厚生労働省，文部科学省，日
本看護協会，日本病院薬剤師会，日本臨床衛生検査技師
会等の団体がそれぞれ実施していたが，2001 年から，上
記の各団体が協力して「CRC連絡協議会」を組織して
活動を開始し，「CRCと臨床試験のあり方を考える会議」
の開催等の活動を行っている．最近では，育成されてき
たCRCが中心となって会議を開催したり，それを支援
する一般社団法人臨床試験支援財団が設立されたりする
など，CRC養成・認定のための活動が活発に継続してい
る．

（2）DM
　多施設共同臨床研究においては，臨床研究の実施に関
する様々な連絡調整や対象患者の登録に関する適格性の
判断，リマインダーの送付，追跡対象患者の予後照会な
どを正確かつ効率よく行うために，各施設の当該臨床研
究の実務責任者とし施設コーディネーターを置くことが
望ましい．しかし通常は，臨床研究毎に各施設に施設コー
ディネーターを配置することは困難である．したがって
その場合は，施設データマネージャー（以下，施設DM
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と略）に上記の業務を包括して委託することが多い．施
設DMの役割は，当該臨床試験の対象患者の登録，プロ
トコル治療の実施，臨床試験結果の報告などの実務が，
正確かつスケジュール通りに行われるように，臨床研究
担当医師の業務を補助することである．これに対して，
中央DMは，中央事務局またはデータセンターにおいて，
各施設からの患者情報を電話や電子メール，ファックス，
手紙などにより収集するとともに，必要な場合は，デー
タベースの作成にも従事する．このように臨床研究の品
質管理において重要な役割を果たす．そのため中央DM
には，生物統計学に関する高度の専門的知識が必要であ
る．このように，DMには臨床試験の目的を理解し，デー
タ登録から解析までの細部にわたり十分に把握している
ことが望まれる．
　「新たな治験活性化 5か年計画」では，データマネー
ジャーの業務の内容が必ずしも明確に治験・臨床研究の
中に位置づけられておらず，一般に医療における専門職
ではないことも，人材の医療機関での配置，活用が少な
い一因と考えられることが指摘された．また，DMに対
する資格制度に関して，学会においても長く検討される
ことはなかったが，日本癌治療学会では，臨床研究の必
要性の増大に伴う施設DMの需要拡大を視野に，臨床研
究の質の担保の目的で，2008 年度に「日本癌治療学会認
定データマネージャー制度」を創設し，認定を開始した．
当該DMには，認定にあたり，医療機関における臨床試
験の支援スタッフとしてデータやプロトコルの管理を行
うための一定の能力を備えていることが求められる．そ
のため，同学会の定める業績の提出及び同学会が開催す
るDMを対象とした教育集会，同学会総会，セミナーへ
の参加が条件とされている．

（3） 治験施設支援機関 
（Site management organization; SMO）

　SMOは医療機関の業務を受託するもので，厚生労働
省の「治験を推進するための検討会」報告書において，「実
施医療機関自らの判断により事務機能等を委託した機関
である」と表現された．その後 SMOの活用の機会が増
加することを想定し，SMOの定義・業務範囲・適切な
契約の形態・SMOと治験依頼者およびCROとの関係の
整理が課題として整理され，これらに関する報告書が作
成された．その中で，具体的な業務範囲や反対に実施で
きない，または実施すべきでない業務が「治験施設支援
機関 （SMO；Site Management Organization） の業務等
に関する標準指針」として示されている．
　「新たな治験活性化 5力年計画の中間見直しに関する
検討会」報告書では，革新的医薬品・医療機器の創出の
ためには，今後はより早期段階の治験や POC（Proof of 

Concept）試験等の臨床研究に比重を移し，これらの国
内での実施を加速する体制の確実な整備が喫緊の課題で
あることを強く認識し，新たなシーズが我が国において
速やか，効率的かつ円滑に開発され，待ち望む患者の手
に届くよう必要な施策を早急にとる必要がある，と指摘
されたことなどから，この課題の解決に向けて SMOの
役割は大きくなっている．

（4） 開発業務型受託機関 
（Contract research organization; CRO）

　CROは企業から受託を受けて，医薬品の開発等業務を
行う機関である．新 GCPにおいて，業務の委託に関す
る条文が盛り込まれ，法令に根拠を置く機関として位置
づけられた．CROが受託する業務には，開発戦略の立案・
臨床試験の実務に関する業務・承認申請書の作成等の申
請に関する業務・市販後調査の実施にかかわる業務など，
さまざまな業務が想定される．近年は、わが国の医療機
関が国際共同治験に参加する機会が増えており、これを
迅速かつ効率的に進めるためにも，CROに一層重要な役
割が期待されている．

3．補償と賠償について
　補償責任は，いわば適法行為に対する損失補てんであ
るのに対して，賠償責任は，民法や PL法上の違法性が
前提の責任である．我が国では過失責任主義が採られて
いることから，過失のない場合には原則として法律上の
賠償責任は発生しないとされている．このため，医薬品
の服用や医薬品や医療機器の治験，臨床研究における，
賠償責任が生じない健康被害に対しては，法律や行政指
針において患者や被験者に補償すること等による救済が
図られている．
　医師主導の臨床試験の手続きが整備されるとともに，
質の高い医療の提供や臨床研究を促進してエビデンスを
創出するために，また，被験者の福利に対する配慮の重
要性に鑑み，治験や医師主導の臨床試験を含む臨床研究
の実施について，2003 年に厚生労働省の「臨床研究の倫
理指針」が作成，公表された．その後，2004 年の全部改
正を経て 2008 年の全部改正時に，医薬品または医療機器
を用いた介入を伴う研究を実施する場合には，あらかじ
め，当該研究の実施に伴い，被験者に生じた健康被害に
対する補償のために，保険その他の必要な措置を講じて
おかなければならないこととされた．また，その研究内
容や補償内容について研究者等はあらかじめ被験者のイ
ンフォームド・コンセントを受けなければならないこと
とされた．これを受けて，損害保険会社各社から「臨床
研究に関する倫理指針」を踏まえた保険商品が開発，提
供されている．ただし，医薬品副作用被害救済制度対象
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外医薬品による損害（抗がん剤，血液製剤，免疫抑制剤等）
は対象となっていないため，抗がん剤の臨床研究に関す
る補償措置については，今後の治験・臨床研究推進にお
ける課題のひとつと考えられる．そのような現状におい
て，被験者に健康被害が生じた場合の補償の対応につい
ては、厚生労働省が 2009 年に公表した「臨床研究に関す
る倫理指針質疑応答集（Q＆A）」が参考となる．

4．利益相反について
　臨床試験の規模が拡大しつつあるなか，企業が臨床試
験の費用を負担することがある．また，研究者が企業か
ら，顧問料や相談料・資産の所有・特許使用料・専門的
意見や講演に対する謝礼・研究費などの利益を供与され
ることもあることから，それが臨床試験の結果の解釈や
発表に影響を及ぼすことなく，科学性や倫理性が適切に
確保される仕組みが必要である．
　そのために，当該臨床試験の実施主体を明確にすると
ともに，プロトコルの作成および結果の公表に際して，
実施主体が試験責任医師にふさわしいかなどの点につい
て第三者が評価できるように，臨床試験の費用の拠出元
（またはスポンサー）や，研究者の関連する企業名や研

究者との関わりなどの利益相反に関する情報を開示する
ことが必要である．また，臨床試験に参加する患者に対
しても，これらの情報を開示する必要がある．
　臨床研究に関する利益相反の問題では，平成 18年 3月，
国立大学医学部長会議と国立大学附属病院長会議の協力
の下，臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班により，
「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライ
ン」がまとめられた．一方，日本癌治療学会と日本臨床
腫瘍学会が共同で策定した「がん臨床研究の利益相反に
関する指針」は，学会関係者が研究成果を発表する時点
で，当該研究に関する利益相反状態を明らかにし，これ
に自身の社会的・倫理的立場を守ることを目的としてい
る．本指針は対象研究を拡大し，「がん研究の利益相反に
関する指針」として改定され 2013 年 4月より実施される．
本学会で発表等を予定している臨床試験は，本指針を踏
まえプロトコルを策定する必要がある．

　以上，質の高い臨床試験を活発に行っていくべく変化
している臨床試験を取り巻く環境を反映した「臨床試験
実施ガイドライン─第 3相試験を中心にして─（第 3版）」
の変更点の概略を説明した．


