
会長講演
2月15日(土)　13:30～14:30

                 座長：小居　秀紀（国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　情報管理・解析部）

                 
人生の歩み（営業、開発、研究所、人事、総務、教育、MA)、

GCPパスポートと臨床研究法、今後の人生
                 演者：樽野　弘之（第一三共株式会社／東京理科大学薬学部）

                 
臨床研究の七転八起と医療の未来

                 演者：吉田　浩輔（株式会社リニカル）
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最初の 5 年
              第一製薬株式会社新潟出張

所 MR
1990 年 10 月 1 日
              同社  医薬開発第一部　旧

GCP 施行　（モニター）
1995 年   薬事法一部改正（規制強

化）、GCP の法制化（PL)
2004 年 4 月
              開発業務部　開発研修グル

ープ　教育
2007 年 4 月より
              第一三共株式会社　研究開

発管理部　研究開発推進葛
西 G

2009 年 4 月より
              第一三共株式会社　研究開

発管理部　人事育成 G
2011 年 4 月より
              第一三共株式会社　研究開

発業務部　総務労務 G
2013 年 4 月より
              第一三共株式会社　メディ

カルアフェアーズ関連部所

私の人生はここまで波乱万丈であった。最初は第一製薬に営業で
入社し、その後希望して開発に入った。開発では、今のようにな
かなか新薬が承認とならなかったため大変苦労した。その後、開
発を失敗してモニター教育担当となり、企業統合（第一三共株式
会社）をむかえた。また、様々な職種を経験する中で最後に巡り
合えたのが、私の仕事の集大成である臨床研究を推進、支援する
メディカルアフェアーズであった。
私の人生において大きな出来事は大橋先生との出会い及び日本
臨床試験学会（研究会）であったが、さらに大きな出来事は臨床
研究法の登場であった。また、会社でも学会でも私を支えてくれ
たのは、モニター合同研修会時代の友人や会社の同僚のおかげで
あった。
今回の講演の中では私の歩みをお話しするとともに、GCP 教育
を柱とした認定制度について、また、現在も多くの課題を抱えて
いる特定臨床研究について述べたいと考えている。
最後に今回の学会を一緒に実施することが出来た生涯の親友の
吉田さん、又好き放題に仕事や学会をさせてもらった家庭に感謝
したい。また、功績表彰をいただいた第一三共株式会社に感謝し
ている。
なお、今後の人生で実施したいと考えていること及び今後の治験
及び臨床研究についても述べたい。

略　歴

樽野 弘之
第一三共株式会社／東京理科大学薬学部

2月15日(土)　13:30～14:30

PL-1 人生の歩み（営業、開発、研究所、人事、総務、教育、MA)、
GCPパスポートと臨床研究法、今後の人生
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1984 年３月
              名古屋市立大学　薬学部

前期博士課程修了（製剤学）
1984 年４月
              藤沢薬品工業株式会社（現

アステラス製薬株式会社）
医学調査部

              以降　モニターとして感染
症、アレルギー、循環器、内
分泌、精神科、泌尿器科、

              免疫疾患（リウマチ）領域の
開発品を担当

1999 年 10 月
              開発本部　ＧＣＰ推進部へ

異動
2005 年４月
              アステラス製薬株式会社

開 発 本 部 　 臨 床 管 理 部
（SOP、研修、システム管理）

2010 年６月
              日本臨床試験研究会　理事

（企画研修委員長、臨床研究
推進ワーキンググループリ
ーダー）

2012 年 4 月
              株式会社リニカル　品質管

理部　部長
2014 年 10 月
              株式会社リニカル　CMA

（育薬）事業部　東京部長
2016 年 6 月
              株式会社リニカル　育薬事

業部　執行役員

2009 年、日本試験研究会が設立され、私も創立者のメンバーに加
えさせて頂きました。研究会設立の理由の一つに、日本の臨床研
究が海外に比較して一流紙に掲載される論文数は少なく、エビデ
ンスレベルの高い臨床研究ができないことがありました。また、
日本では一部の領域を除き、市販後の薬剤の価値（エビデンス）を
確認する様なメガスタディーは実施しておらず、メーカーもその
様な臨床研究に全く興味を示さない状況でした。
この数年、幾つかの臨床研究スキャンダルが発覚し、資金の透明
化と臨床研究の質やその内容について世間の目が向けられ、少し
ずつではありますが、グローバルの標準に近づいていると思いま
す。特に日本の製薬企業のあり方は、ここ数年で劇的に変化して
おり、グローバルにおいては、ICH GCP Renovation が提案され、
治験を含めて、今後の臨床研究は大きく変化することが予想され
ています。
特に、IT 技術の進歩は、臨床研究のみならず、医療現場において
も大きな力であり、特に AI においては、人間の能力を遥かに超え
る知的能力を証明する様になってきております。
講演の中では、GCP 施行当時と治験、現在の臨床研究の変遷と今
後の予想される臨床研究および医療実態について、個人的な見解
を含め説明したいと考えております。

吉田 浩輔
株式会社リニカル

2月15日(土)　13:30～14:30

PL-2 臨床研究の七転八起と医療の未来

略　歴
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2月14日(金)　10:45～11:45

希少疾病を対象とした医薬品開発の現状と課題

                 座長：吉田　浩輔（株式会社リニカル　育薬事業部）

                 演者：小牧　宏文（国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター）
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1990 年   熊本大学医学部卒業、同附
属病院小児科入局

1996 年   国立精神・神経センター武蔵
病院小児神経科レジデント

2012 年   国立精神・神経医療研究セ
ンター病院小児神経診療部
医長

2015 年   国立精神・神経医療研究セ
ンター病院臨床研究推進部
長

2018 年   国立精神・神経医療研究セ
ンタートランスレーショナ
ル・メディカルセンター長

              専門領域　小児科学、小児神
経学、筋肉病学、臨床薬理学

小児科医として臨床、基礎研究に従事していたが、たまたま専門
としていた疾患の臨床開発が活発になったことから、臨床開発に
深く関与することとなった。「自ら」という意味もよく理解してい
ない状況で医師主導治験の責任医師となり小児を対象とした
First-in-Human 試験を立案し実行した。振り返ってみると無謀で
あったと思うが優秀な同僚たちに支えられ、患者家族の献身的な
協力のもと無事に治験を終え、そのシーズは承認申請まで進める
ことができた。治験や臨床研究に関わっていくなかで臨床研究支
援にも携わるようになり今は所属施設の ARO の責任者として今
後の臨床開発のあり方について様々な立場の人と議論を重ねて
いる。個々の臨床開発はまさにプロジェクト（大きな目標を集団
で実行する）ことであり、関わる人たちの利害を調整し、関わる
メンバーがこのプロジェクトに関わってよかったと思える体制
を作っていくことが何より重要なことと感じる。本講演では私が
主に取り組んでいる筋ジストロフィーや脊髄性筋萎縮症の臨床
開発を題材に、医師主導治験、患者レジストリー、臨床試験ネッ
トワーク、自然歴、条件付早期承認制度、産官学民連携、リアル
ワールドデータ、Patient centricity をキーワードに、希少疾病の
臨床開発の現状と課題を共有できればと思う。

略　歴

小牧 宏文
国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター

2月14日(金)　10:45～11:45

SL1 希少疾病を対象とした医薬品開発の現状と課題
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2月14日(金)　15:20～16:20

Investigator�Supervision�of�Staff�and�External�Individuals-Parties:�
ICH�GCP�E6�R2�Requirements�and�How�to�Implement�the�Requirements

                 座長：山本　晴子（国立循環器病研究センター　臨床研究管理部）

                 演者：Liz Wool（Wool Consulting Group, Inc.）



特別講演2

44 日本臨床試験学会 第11回学術集会総会

Liz Wool CCRA, CID, CMT, is
President, Wool Consulting Group, a
research and healthcare consulting,
education and training firm. Liz has
over 25 years of clinical research
experience and is a recognized
industry subject matter expert,
trainer, and international speaker for
ACRP, DIA, SRA and industry-
sponsored conferences on GCP,
Vendor Management, clinical Quality
Management Systems as well as
training an equipping all stakeholders
in clinical research. 
Liz was an invited thought leader
speaker: Beyond Basic GCP Training
for the US National Institutes of
Health (NIH) Clinical & Translational
Science Awards Meeting "Enhancing
Clinical Research Professionals
Training” in 2014.
Wool Consulting Group, Inc. is based
in Nashville, TN, USA with a global
staff.

In this session, the ICH GCP E6 R2 requirements for supervision
of the Investigator delegated duties and functions will be reviewed
along with a comparison to the US FDA 2009 Guidance
Investigator Responsibilities — Protecting the Rights, Safety, and
Welfare of Study Subject. Additionally, investigator/site practices
utilized for compliance will also be discussed for attendees to
evaluate to their practices or  to use with their investigators/sites.

略　歴

Liz Wool
Wool Consulting Group, Inc.

2月14日(金)　15:20～16:20

SL2 Investigator�Supervision�of�Staff�and�External�Individuals-Parties:�
ICH�GCP�E6�R2�Requirements�and�How�to�Implement�the�Requirements
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2月15日(土)　10:35～11:35

研究倫理指針はどう変わるか

                 座長：山本　洋一（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター）

                 演者：田代　志門（東北大学大学院文学研究科　社会学専攻分野）
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2007 年   東北大学大学院文学研究科
博士後期課程修了。博士（文
学）。

東京大学特任助教、昭和大学講師、国
立がん研究センター生命倫理部長を
経て、現在、東北大学大学院文学研究
科准教授。
日本生命倫理学会理事、日本医学哲学・
倫理学会理事、東北社会学会理事。
その他、文部科学省・厚生労働省・経
済産業省 医学研究等に係る倫理指針
の見直しに関する合同会議委員、厚生
労働省 患者申出療養評価会議構成
員、日本医療研究開発機構 研究公正
高度化モデル開発支援事業プログラ
ムオフィサーなどを務める。
専門は医療社会学および生命倫理学。
特に臨床研究の倫理と規制および終
末期ケアのあり方に関する研究を行
っている。
主な著書に『研究倫理とは何か』（勁草
書房、2011 年）、『死にゆく過程を生
きる』（世界思想社、2016 年）など。

現在、文部科学省・厚生労働省・経済産業省により設置された
「医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議」におい
て、研究倫理指針の改正が進められている。具体的には「ヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（ゲノム指針）」と「人を
対象とする医学系研究に関する倫理（医学系指針）」という 2 つの
指針の統合と改正である。演者は合同会議委員としてこれまで改
正作業に関わってきたが、今回はその経験を踏まえて以下の 2 点
から改正の要点を整理しておきたい。なお、本改正の方向はまだ
確定しておらず、以下はあくまでも 2019 年 11 月時点での私見に
よることにご留意頂きたい。

まず 1 点目はゲノム指針に特有の規定が大幅に無くなること
に伴う遺伝子解析研究の「正常科学化」である。これまで日本で
はゲノム指針が早い段階で作成されたこともあり、色々な意味で

「重い」ルールを遺伝子解析研究に課してきた。しかしこれらのル
ールの幾つかは現状では研究者にとって不合理というだけでは
なく、研究対象者の利益も損ないかねないものになりつつある。
本講演ではこの点について、なぜこうしたルールが今まで温存さ
れてきたのか、どうして今これらのルールを変える必要があるの
かを簡潔に述べる。

次に、医学系指針との共通部分の改正である。今のところ、全
体的な文言の整理以外にも、いわゆる「一括した審査」の原則義
務化や、研究機関とは別個に採血等を実施するのみの「研究協力
機関」の新設、電子的同意（e-consent）既定の導入など、多くの
重要な改正が行われようとしている。本講演ではこれら改正の要
点を示したうえで、いまだ積み残された課題についても触れてみ
たいと考えている。

略　歴

田代 志門
東北大学大学院文学研究科　社会学専攻分野

2月15日(土)　10:35～11:35

SL3 研究倫理指針はどう変わるか



シンポジウム 1
2月14日(金)　9:10〜10:40

これからの臨床研究（GCP renovationを踏まえて）
オーガナイザー：吉田　浩輔（株式会社リニカル　育薬事業部）

座長：山口　拓洋（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター）

宮路　天平（東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座）

S1-1 これからの臨床研究のデータ収集方法とデザイン
                                宮路　天平（東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座）

S1-2 臨床試験の新たな動き　テクノロジーの活用とバーチャルトライアル
                                氏原　真美（IQVIAサービシーズジャパン株式会社　臨床開発事業本部　イノベーションオフィス）

S1-3 新しい臨床試験の実施に向けて（ペイシェント・インサイトとテクノロジー）
                                北村　篤嗣（ファイザーR＆D合同会社　クリニカルオペレーション統括部）

S1-4 臨床研究におけるRe-engineering
                                徳増　裕宣（大原記念倉敷中央医療機構　臨床研究支援センター／リアルワールドデータ株式会社）

セッション概要
2017年1月にGCP renovationのreflection Paperが公開され、ICH E8がStep3となり、E6についても具
体的な検討が始まっています。GCP renovationには、前向き介入臨床研究のみではなく多様な臨床研究も
含めることが提案されており、すでに多様な臨床研究が、全世界的に進められている状況になっていま
す。日本においても次世代医療基盤法が発出され、Real World Dataの活用が正式に認められ、製造承認申
請にも使用される様になってきています。一方、Apple Watchに代表される IoT技術も革新的に進歩して
おり、Wearable Deviceを使用する臨床研究もすでに多く進められています。また、ICH E8には、Patient
Inputに関しても明記され、Patient Centricityは、欧米の製薬企業が先行して進めており、日本においても
今後の臨床研究を考える上で、非常に重要な概念となって来ています。
本シンポジウムでは、多様化しつつある臨床研究において、最先端と思われるいくつかの取り組みをご紹
介頂き、今後の臨床研究を考える上での参考になればと考えております。



S1-1

48 日本臨床試験学会 第11回学術集会総会

これからの臨床研究のデータ収集方法とデザ
イン

○宮路 天平
東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学
講座

臨床研究における症例データの収集は、Electronic
Data Capture（EDC）の普及より、紙媒体から電子媒
体に変わり、さらに最近では、電子的に記録された原
データを直接収集する「eSource」という手法が導入
されてきている。TransCelerate による分類では、
eSource の手法を 1)EHR/EMR、2)Devices & App、3）
Non-CRFs、4）Direct Data Capture（DDC）の 4 種
類に分けて定義している。研究参加の説明同意プロ
セスにおいても、マルチメディアや電子署名技術を
用いて研究概要の説明、同意取得を行う「eConsent」
という手法が出てきている。また、これらの手法を活
用し、患者の医療機関への来院回数を減らして、遠隔
的に同意取得、測定、評価、データ収集を行う「Virtual
Trial」という試験デザインも登場している。本発表
では、今後普及実装が期待されている「eSource」、

「eConsent」、「Virtual Trial」についての概要、また
研究者主導臨床研究における事例（Smile Project、
PAGE1 試験、Balast 試験）を紹介し、これらの手法
やデザインを実装する上での課題を、データマネジ
メントの観点から整理する。

S1-2
臨床試験の新たな動き
テクノロジーの活用とバーチャルトライアル

○氏原 真美
IQVIA サービシーズジャパン株式会社　臨床開発事業
本部　イノベーションオフィス

近年、テクノロジーやリアルワールド・データの活
用、オンラインサービスの提供などが、各業界におい
て活発に行われており。これらの新たな動きは、利用
者のニーズにあったサービスの構築・提供、利用者
利便性やアクセサビリティの向上、業務面での効率
化やなどに大きく貢献している。まさに今、臨床試験
の分野においても、同様の動きが始まりつつあるが、
昨今の Patient Centricity の考え方の促進や、臨床開
発が抱えている患者の同意取得、開発コストの抑制、
開発期間短縮などに対してポジティブなインパクト
を与え得るのではないか、という期待は大きい。
バーチャルトライアル/Decentralized Clinical Trial
は、これらの各要素を取り込んだ新たな臨床試験の
あり方として、象徴的なものである。従来施設で行わ
れていた Visit を在宅化することで、参加負荷を下げ
るというインパクト以外にも、実施施設の配置戦略
やデータの取得方法、患者サポートのあり方などに
も変化がある・必要になってくると考えられる。
IQVIA からは、海外での実施例などを交えながら、日
本での適用・促進を考慮した場合のインパクトなど
についてもご紹介する。
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S1-3
新しい臨床試験の実施に向けて（ペイシェン
ト・インサイトとテクノロジー）

○北村 篤嗣
ファイザー R＆D 合同会社　クリニカルオペレーション
統括部

限定された対象疾患、プロトコルの複雑化、開発成功
確率の低下、開発コストの上昇等に伴い、従来のアプ
ローチでは臨床試験を行うことが難しくなってきて
いる。治験依頼者はそれらを解決するために各国の
規制当局と協働しながら臨床試験に関する様々なア
プローチを模索している。データのフローや活用の
仕方に注目した e-Source やリアルワールドデータ
の活用、SNS を用いたリクルートメント、ウェアラ
ブルデバイスによるデータ収集などが試験的に行わ
れている。
臨床試験計画に患者の意見を取り入れることに関し
ては、欧米でその導入が先行していたが、本邦でも
2019 年 4 月になって AMED から患者・市民参画ガ
イドブックが公開され、7 月には産官学連携の患
者・市民コンソーシアムが設立された。患者も含む
ステークホルダーにとって参加あるいは実施しやす
い臨床試験を計画することで、組み入れ期間の短縮、
臨床試験の質の向上、関係者の満足度の向上が実現
され、結果的に臨床試験を行いやすい環境が構築さ
れ、1 日でも早く新薬を医療現場に届けられるよう
になることが期待される。本発表では患者の声を臨
床試験に取り入れるペイシェント・インサイトの活
動について具体例を交えながら紹介する。
加えて、施設を訪問しないあるいは訪問回数を減ら
す臨床試験も注目を集めている。本邦では対面診療
を求められる部分が多く、通院距離も海外ほど遠く
ないため、実施までのハードルは高いものの、国内の
事例も少しずつ積み重ねられている。本アプローチ
についてもテクノロジー、規制要件などを含めて紹
介する。

S1-4
臨床研究におけるRe-engineering

○徳増 裕宣
大原記念倉敷中央医療機構　臨床研究支援センター／
リアルワールドデータ株式会社

医療業界におけるデータの利活用はこの数年で大
きな発展を遂げている。「リアルワールドデータ」と
いう言葉も 5 年前はあまり見なかったが、最近は至
る所で目にするようになった。その他、ビッグデー
タ、AI、IoT、ディープラーニングと様々な言葉が飛
び交い、大きな期待も寄せられる方も多いのではな
いかと思われる。

では、臨床研究を行う上でどのような変化が生ま
れているのか。ビッグデータや AI という言葉に対す
る、過度な期待からくる落胆、あるいは批判もある中
で何が起きようとしているのか。医療データベース
ベンダという立場と病院の立場から考察してみる。

リアルワールドデータ株式会社では、一般社団法
人健康・医療・教育情報評価推進機構（HCEI）が行
っている医療データベース構築の支援を行ってい
る。全国の 180 医療機関と連携して、電子診療録を中
心としたデータベースの構築にトライしており、総
患者数は 2000 万人規模となっている。本データベー
スの特徴としては、すでに整備されている DPC やレ
セプトのデータだけでなく、検査結果や死亡データ
を含んでおり、薬剤や治療の効果を測定するための
アウトカム研究に活用できるといったことが挙げら
れる。また、病院と連携することでバリデーション研
究はもちろん、病院が抱え込んでいるレジストリの
構築や電子カルテ内の情報から適格性を判断するラ
ンダム化比較試験といったことも行っており、今ま
では思い描いていなかった世界がすぐそこに迫って
いると実感している。本講演では、現在構築を進めて
いる、カルテの転記を極限までなくした【ハイブリッ
ド PMS】についても紹介をしながら、これからの臨
床研究の再構築について考えるきっかけを提示した
い。



シンポジウム 2
2月14日(金)　9:10〜10:40

リサーチ・サイエンティストのコンピテンシーと
リサーチ・チーム・ビルディング

オーガナイザー：岩崎　幸司（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター）

座長：松嶋由紀子（慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター）

岩崎　幸司（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター）

S2-1 多施設共同研究のチームビルディング
                                土肥　智晴（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター）

S2-2 臨床試験におけるチームのマネジメント
〜臨床試験業界と臨床医の住む世界〜

                                鈴木　　昌（東京歯科大学　市川総合病院　救急科）

S2-3 医師主導治験におけるスタディマネジャーの役割
                                笠井　宏委（京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター）

S2-4 創薬支援からみたリサーチサイエンティスト像
                                知場　伸介（日本医療研究開発機構　創薬戦略部　創薬企画・評価課）

セッション概要
臨床研究は、ひとりの専門性の高いサイエンティストのみでは実施できないことは明らかである。特に、
実用化（薬事承認の取得）を目指した研究では、申請データパッケージの全体像を把握するとともに、非
臨床試験及び臨床試験の実施には多くに専門家の関与が必要である。
非臨床試験では、CMC、毒性、薬物動態等の専門家の関与が必須であり、臨床試験では、疾患領域の専門
家に加えて、統計、データマネジメント、薬事、モニタリング、監査、プロジェクトマネジメント、資金
管理等の専門家の関与が必要である。これらの各領域の専門家の見解を翻訳しながらチークとしての意見
を取りまとめて方向性を示し、ステークホルダーを巻き込みながら研究を推進することが、成功の秘訣で
はないだろうか？
本シンポジウムでは、研究チームにおけるチームビルディングの具体的な状況を医師及びスタディマネジ
ャの先生方から紹介していただいたうえで、チームを形成しながら研究を推進しいくリサーチ・サイエン
ティストに必要なコンピテンシーを明確にできるような議論を深めたい。
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多施設共同研究のチームビルディング

○土肥 智晴
大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究
センター

臨床研究は従来と比較し、データ収集が容易にかつ
迅速に行うことができるようになった反面、十分な
症例数を確保することが当たり前のように求められ
るようになった。インパクトのあるテーマでもない
限り単施設での研究は採択されにくく、それ故、多施
設で研究を行うことが常識となりつつある。このよ
うな状況下で、研究を管理する「研究事務局」が重要
な位置を占めることは言うまでもない。
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学では、関
連病院との関係を密にし、多施設共同臨床研究を促
進するために大阪循環器カンファレンス（Osaka
CardioVascular Conference：OCVC）を組織し、現
在、多施設共同ランダム化比較試験、多施設共同前向
き疾患レジストリを含む複数の臨床研究を実施中で
ある。我々は OCVC 立ち上げの時から研究事務局と
して研究の立案、準備、開始、実施、終了という研究
の各フェーズで研究をサポートしてきた。
研究事務局としてどのようにして多施設共同研究の
チームを構築してきたかを、大学を中心とした多施
設共同研究という観点から紹介する。

S2-2
臨床試験におけるチームのマネジメント
〜臨床試験業界と臨床医の住む世界〜

○鈴木 昌
東京歯科大学　市川総合病院　救急科

多くの臨床医は何らかの形で臨床研究には関与する
が、大規模臨床試験の企画立案と実施は稀有な経験
である。また、年々強化される規制や手続きは臨床医
から臨床試験を遠ざけている。基礎研究を成功させ、
資金を獲得して医師主導臨床試験に至るのは多難で
あり、資金獲得の僥倖を得ても研究計画策定から開
始までの道のりは険しい。そのような難関を通り臨
床医は臨床試験の準備を進め、初めて臨床試験「業
界」に接触する。獲得資金を自らの収入にできない臨
床医は臨床試験の永遠の「素人」である。一方、臨床
試験「業界」はその資金で成り立ち、その様々な職種
は「業界人」なのである。したがって、臨床試験にお
けるチームには「素人」と「業界人」とが混在する。

「業界人」はその論理に従って略語と共通認識を駆使
した議論を活発に行うが、「素人」には理解困難であ
る。一方、そんな「素人」も医療や学術の「玄人」で
あり、「業界人」は「素人」である。このように複雑
に絡む「素人」と「業界人」との間を埋めるには「通
訳」が必要になる。例えばモニターや監査、DM は臨
床医からすれば多忙な中で「重箱の隅をつつく迷惑
な存在」である。しかし、その「重箱の隅」の科学的
意義を臨床医が納得すれば臨床医は自ら改善努力を
始める。あるいは臨床医にとって当たり前の臨床的
事象も「業界人」にとって当たり前ではないが、「業
界人」がその意義を納得すれば次の事象に適切に対
処できる。そもそも日常臨床とは臨床試験と何ら変
わらない科学的プロセスを経ることに気づけば、「素
人」と「業界」の共通認識を促すことができる。した
がって、その「翻訳活動」は臨床試験の活性化に資す
ると考えられる。
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S2-3
医師主導治験におけるスタディマネジャーの
役割

○笠井 宏委 1）、菊地 佳代子 2）、風見 葉子 3）、
内山 麻希子 4）、大塚 佑基 5）、伊豆津 美和 6）、
大矢 久美子 7）、山口 ひとみ 8）、吉岡 まみ 9）、
松嶋 由紀子 10）、福谷 美紀 11）

1）京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター
2）国立成育医療研究センター臨床研究センター
3）ノーベルファーマ株式会社開発部
4）九州大学病院 ARO 次世代医療センター
5）東北大学病院臨床研究推進センター
6）株式会社 CTD
7）日本医師会治験促進センター
8）筑波大学つくば臨床医学研究開発機構　臨床研究推

進センター
9）東京都健康長寿医療センター健康長寿イノベーショ

ンセンター
10）慶應義塾大学病院臨床研究推進センター
11）国立がん研究センター東病院臨床研究支援部門研究

推進室

2002 年に薬事法（現在の薬機法）が改正され、医師主
導治験という仕組みができた。その後、「臨床研究・治
験活性化 5 か年計画 2012」のアクションプランとし
て医師主導治験に関連する GCP や通知が見直され、
アカデミア研究の基盤整備が進んだ結果、医師主導治
験の計画届件数は増加し続けている。さらに、2015 年
4 月の医療法の改正により、臨床研究中核病院が位置
づけられ、医師主導治験の実績が要件として求められ
たことなどから、2018 年度には年間 111 件もの治験
計画届が提出された。研究成果が実用化に結び付いた
実績も増え、医師主導治験は、臨床開発の選択肢の 1
つと広く認識されるようになった。
このような背景から、医師主導治験におけるスタディ
マネジャーの重要性が認知されつつある。しかし、対
象とする領域やモダリティ、実施体制が多様であるた
め、業務内容の定義や一般化、知識やノウハウの集積
が困難であることが、スタディマネジメント業務にお
ける標準化・効率化の課題である。
演者らは、この課題解決の一助として、2011 年に、厚
生労働科学研究医療技術実用化総合研究事業（治験推
進研究）（区分 D）「医師主導治験の円滑化・効率化に
関する研究」の成果として、医師主導治験の標準的な
プロセスとその支援ツールを公開してきた（日本医師
会治験促進センター「治験・臨床研究の実施に役立つ
お助けツール」サイト参照）。現在、これまでの経験に
基づき、治験背景や組織体制に影響されず、一般的に
使用できる医師主導治験の支援ツールを作成中であ
る。スタディマネジメント業務の標準化・レベルアッ
プにつながることを期待し、スタディマネジャーの役
割と来年度以降公開予定のツールを紹介する。

S2-4
創薬支援からみたリサーチサイエンティスト像

○知場 伸介
日本医療研究開発機構　創薬戦略部　創薬企画・評価課

創薬の極めて低い生産性を克服するため、トラン
スレーショナルリサーチへの取り組みが推進されて
いる。トランスレーショナルリサーチを進めていく
ためにはトランスレーショナルサイエンティストが
重要である。

AMED は、トランスレーショナルリサーチの発展
のため、米国 NCATS、欧州 EATRIS、カナダ CDRD、
豪州 TIA、英国 LifeArc とともに、グローバルコラボ
レーションによるバイオ医薬品のトランスレーショ
ナルサイエンスとその理解を促進することを目的と
して、Translation Together 活動を推進している。そ
のなかで、トランスレーショナルサイエンティスト
が 備 え る べ き 7 つ の 基 本 コ ン ピ テ ン シ ー ：
Boundary Crosser、Domain Expert、Team Player、
Process Innovator、Skilled Communicator、Systems
Thinker、Rigorous Researcher を報告した。この 7 つ
の基本コンピテンシーについて解説するとともに、
そのようなトランスレーショナルサイエンティスト
を育成するために AMED が Translation Together を
通じて進めている活動の一端も合わせて紹介した
い。



シンポジウム 3
2月14日(金)　9:10〜10:40

プログラム医療機器の開発
オーガナイザー：鈴木　由香（東北大学病院　臨床研究推進センター）

座長：村垣　善浩（東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工学外科学分野）

鈴木　由香（東北大学病院　臨床研究推進センター）

S3-1 基調講演：プログラム医療機器の薬事規制
                                加藤健太郎（医薬品医療機器総合機構　医療機器審査第一部）

S3-2 ベンチャー企業の立場から、医療機器プログラム開発の試みと
そのハードルについて

                                桐山　瑶子（株式会社MICIN）

S3-3 開発企業の立場から
                                北條　芳治（カシオ計算機株式会社）

S3-4 プログラム医療機器の開発　臨床現場から
                                村垣　善浩（東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工学外科学分野）

S3-5 開発支援の立場から
                                大塚　佑基（東北大学病院　臨床研究推進センター　開発推進部門）

総合討論 �������池田　浩二（東北大学病院　臨床研究推進センター）

セッション概要
2014年の法律改正により、薬機法においてプログラム医療機器が定義され、人の疾病の診断、治療、予
防に使用されるプログラム医療機器開発が進んでいる。特に、人工知能（AI）、深層学習（Deep
Learning）を活用した医療機器開発が盛んに行われているなか、このような製品の開発においては、臨床
試験または臨床研究の経験の蓄積も十分ではないことに加え、PMDAでの承認審査実績も多くないため、
開発企業および臨床試験実施施設など、開発現場でこれまでにないプログラム医療機器特有の悩みが多い
と聞く。
本シンポジウムにおいては、プログラム医療機器の開発における規制の現状、人工知能、深層学習を利用
した医療機器開発の特異性、承認審査における論点、開発現場での悩み等の講演を通して、規制を理解
し、現状を把握するとともに、留意点や陥りやすい問題などについて、議論をしたい。本シンポジウムを
通して、開発企業、臨床現場、開発現場等、開発に携わるすべての関係者においてプログラム医療機器開
発への理解が深まり、プログラム医療機器開発の一助となることを期待する。
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プログラム医療機器の薬事規制

○加藤 健太郎
医薬品医療機器総合機構　医療機器審査第一部

先の法改正から、ハードウェアを含まない単体の
プログラムが医療機器として流通規制の対象となっ
た。単体プログラムは、ハードウェアを含む従来の医
療機器と比べ、その流通の自由度が高く、流布が容易
な場合が多い。一人一台 IT 機器を持ちインターネッ
トにつながっているような現代においては、非常に
多くの多様な使用者に対して流通ができる。また、大
規模な製造設備なども必要とならず開発環境もリー
ズナブルに準備できる場合が多い。それゆえに、アイ
デアから具現化までが早く、様々なコンセプトのプ
ログラム医療機器が検討、開発されているようだ。加
えて、確からしい示唆を与える人工知能技術を応用
した製品の出現や、ゲノム解析の実用化など、応用す
る技術のの進化も著しい。

本講演では、プログラム医療機器の規制に関する
紹介を行う。規制上の特徴としては、最も低いリスク
分類であるクラス I 相当の製品を規制対象外として
いる点である。それ以外はハードウェアを含む従来
の医療機器とほとんど同様に取り扱われる。また、審
査における考え方も、ハードウェアを含まないとい
う点を除き基本的には同様である。「プログラムであ
る」ということは、その製品の性状の一つにすぎな
い。あくまで「医療機器」として審査される点に留意
し、開発や評価を検討していただければ幸いである。

また、昨今世間をにぎわせている人工知能技術、と
りわけ深層学習技術を用いた医療機器や、遺伝子検
査関連の医療機器について、審査や相談業務を行う
中で感じる課題について紹介したい。

S3-2
ベンチャー企業の立場から、医療機器プログ
ラム開発の試みとそのハードルについて

○桐山 瑶子
株式会社 MICIN

2013 年に薬事法から医薬品医療機器法に改正され、
医療機器プログラムという新たなカテゴリが医療機
器として規制を受けるようになってから 6 年が経と
うとしているが、この間、薬事承認を得られた医療機
器プログラムは数える程度である。この 6 年の間で
社会の情勢は大きく変わっている。汎用デバイスの
性能向上、ビッグデータ、AI を含めた IT 技術革新な
ど様々な環境の変化により、医療機器プログラムが
医療機関だけではなく日常生活で用いられるシーン
がより容易に想像しやすくなってきている。この状
況に対して、国内外ともに規制のあり方も変化しつ
つあるが、それでもなお、国内での医療機器プログラ
ム開発のハードルは高い。医療機器開発を目指すベ
ンチャー企業の立場から、医療機器プログラムの開
発のハードルについて紐解いていきたい。
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S3-3
開発企業の立場から

○北條 芳治
カシオ計算機株式会社

電機メーカーで技術開発者としてコンシューマ機器
開発を 30 年近く行ってきた。
電子ピアノ・液晶テレビ・デジタルカメラ等様々な
製品開発の中で「CD の音飛びダンパー機構」は先読
み再生へ、「光学手振れ補正機構」は電子手振れ補正
へ、核となる多くの技術はハードウェアからソフト
ウェア処理へと変遷してきた。それらはユーザーに
とってより使い易く価値が高いものにするための技
術開発でもある。
2016 年からは皮膚病変を AI で診断するアルゴリズ
ム開発を開始し、ISIC 2017 challenge on Skin Lesion
Analysis で総合 1 位を獲得した。2019 年 5 月には皮
膚科医・形成外科医向けの皮膚診療に特化したダー
モカメラ「DZ－D100」の販売を開始した。現在はプ
ログラム医療機器「AI 画像診断サポート装置」の
2021 年認可取得を目指している。
そこで本セッションでは、医薬品医療機器等法の施
行から 5 年経ち、正式に規制対象となったプログラ
ム医療機器（単体ソフトウェア）の開発推進と許可申
請の課題や展望について考えを述べる。

S3-4
プログラム医療機器の開発　臨床現場から

○村垣 善浩 1）、鈴木 孝司 2）

1）東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工
学外科学分野

2）公益財団法人　医療機器センター

医療用の様々なプログラムが使用あるいは医療機器
として承認されている。現代のソフトやアプリの浸
透から必然であり加速していく。対医師・医療従事
者、医師対医師、対患者等に分類すると、それぞれ服
薬支援、診断や患者モニタ支援、遠隔コンサル等のア
プリが利用されている。
医用画像の自動判別（CAD）は歴史ある学問分野であ
り、対医師プログラム医療機器が既に承認されてい
る。マンモグラフィーでの乳がん、MRA での脳動脈
瘤、内視鏡での腫瘍、を鑑別するプログラムで、最終
決定は医師でその診断を支援する装置である。社会
問題となっている病変見逃しへの対策として、同種
ソフトの適応拡大が期待される。FDA 承認の糖尿病
性網膜症の自動検出ソフトは医師の最終判断が不要
の部分があり参考としたい。また、冠動脈血流の予備
能同定等の新診断技術も開発されている。
医師対医師遠隔支援として、非専門医対専門医、患者
院内担当医対院外上級医、をつなぐアプリも上市さ
れている。医療の高度均霑化に資するアプリであり、
我々が開発中のスマート治療室戦略デスクの術中意
思決定支援も同じ目標である。現場負担軽減のため
にも、基準以上のセキュリティ機能を確保した上で、
別医療分野での発展が期待される。
対患者として病棟内体温モニタや外来服薬管理等が
あるが、介護老人施設や家庭へ、患者から健常人へ、
モニタリングから治療効果へ、と境界が不鮮明に発
展する。
基盤技術として AI（機械学習や深層学習）について
は、医師の最終判断を必要とするか、プログラムが市
販後に学習するか、等の論点がある。科学を適切に社
会に適応するためレギュラトリーサイエンスの視点
が必要である。
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開発支援の立場から

○大塚 佑基 1）、池田 浩治 1）、鈴木 由香 2）、
下川 宏明 3）

1）東北大学病院　臨床研究推進センター　開発推進部門
2）東北大学病院　臨床研究推進センター　国際部門
3）東北大学病院　臨床研究推進センター

日本の超高齢化社会の到来に伴い、在宅医療や遠
隔医療の拡大、医師不足への対応等に関する需要が
増加している。「日本再興戦略」では IoT・AI の研究
開発の推進や医療・健康分野への応用等が目標に掲
げられており、プログラム医療機器の開発は今後さ
らに増加すると予想される。加えて、2014 年の薬機
法の改正において、プログラム医療機器は製造販売
承認等の対象に加えられたため、プログラム医療機
器開発における規制対応・薬事戦略立案・臨床開発
支援の需要は増々大きくなっている。

一方で、2019 年に自動診断支援機能を搭載した医
療機器として、内視鏡画像診断支援ソフトウェア

「EndoBRAIN®」が承認されたものの、本邦発の新規
のプログラム医療機器の薬事承認は少ないのが現状
である。そのため、産官学含め新規プログラム医療機
器開発に関する十分な知見が集積されておらず、開
発者・支援者共に手探りで開発を行っている部分も
多いと考えられる。

そこで本セッションでは、これまでに複数のプロ
グラム医療機器の開発支援を行ってきた当センター
の経験を基に、臨床試験デザイン・薬事戦略・デー
タ収集方法等、プログラム医療機器の開発において
直面する課題や留意点等を紹介したい。



シンポジウム 4
2月14日(金)　13:40〜15:10

臨床研究におけるAIの活用（第4次産業革命）
オーガナイザー・座長：吉田　浩輔（株式会社リニカル　育薬事業部）

須崎　友紀（武田薬品工業株式会社　ジャパンメディカルオフィス）

S4-1 Unlocking�data�for�healthy�living
                                山本精一郎（世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター／国立がん研究センターがん対策情報センター）

S4-2 疾患・創薬研究におけるデータベースとAI活用
                                水口　賢司（医薬基盤・健康・栄養研究所　AI健康・医薬研究センター／大阪大学　蛋白質研究所）

S4-3 医療・創薬におけるAIの現状と可能性
                                奥野　恭史（京都大学大学院医学研究科　ビッグデータ医科学分野）

セッション概要
AI(人工知能) や IoT(Internet of Things)などを初めとするテクノロジーは目覚しい進展を遂げている。AIや
IoTの進歩によって起こる産業構造の変化を第四次産業革命と呼ばれ、第四次産業革命の進展は、生産、販
売、消費といった経済活動に加え、健康、医療、公共サービス等の幅広い分野や、人々の働き方、ライフ
スタイルにも影響を与えると考えられている。このセッションでは、産官学が一丸となって推進する第四
次産業革命の医療に及ぼす影響と、AIや IoTを利用しての基礎研究及び臨床研究への具体的な取り込みに
ついて現状を発表頂き、今後の医療や臨床研究における、AIや IoTとの取り入れ方や未来への展望につい
てディスカッションする。
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Unlocking data for healthy living

○山本 精一郎 1, 2）

1）世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター
2）国立がん研究センター　がん対策情報センター

日本は未曾有の超高齢化社会に向かっている。認知
症や循環器疾患、がん、フレイルなどがますます増え
ていくであろう。これらの疾患により、本人、家族に
身体的、精神的、経済的な不利益が生じ、結果として
街や施設など社会にも変革が必要となる。これらは
多くの国にまもなく訪れる問題である。我々の目的
は、これらの疾患の予防、早期発見、治療、そして疾
患をもってもよりよく生きられる社会を第四次産業
革命の新しい技術で実現することである。
すでにこれらの問題を解決できる要素技術はかなり
存在している。しかし、それらの技術を繋ぎ、必要な
人に届けるとともに、ニーズを拾い上げ、新しいサー
ビスを創造するための platform が存在しない。これ
を解決する鍵はデータである。個人の健康情報、健康
以外の個人情報、環境に関する情報など様々なデー
タをリンクして利用することによって多くのサービ
スが実現できるであろう。
我々はこれらを実現するために 3 つのコンセプトを
提案する。1 つ目はこれらの情報を効果的に利用す
るための governance structure、2 つ目は、個人の人
権に配慮しながらも必ずしも明示的な同意に頼らな
いデータ利活用の方法としての Authorized Public
Purpose Access(APPA)、3 つ目は個人の状況に合わ
せた意思決定支援としての Informed Consent 2.0 で
ある。
我々は、Do Tank として、民間企業と経産省の Joint
Venture というユニークな構造と WEF のグローバ
ルネットワークを活かし、これらを実現するための
法規制の提案を行うとともに、データ流通と効果的
なサービスの実装を目指したスマートシティの構築
支援を行っている。

S4-2
疾患・創薬研究におけるデータベースとAI
活用

○水口 賢司 1, 2）

1）医薬基盤・健康・栄養研究所　AI 健康・医薬研究セ
ンター

2）大阪大学　蛋白質研究所

コンピュータフレンドリーな形に整理されたデータ
をどれだけ利用できるかが、人工知能開発の成否に
大きな影響を与える。しかし、疾患・創薬研究におい
ては、データ活用を妨げる幾つかの問題が存在する。
例えば、薬物動態モデリングにおいては、必要な実験
結果は公共のデータソースからある程度入手可能だ
が、実験条件が統一されていない、化合物の記述が不
正確などの理由により、高精度の機械学習モデルの
作成が進んでこなかった。本講演では、この分野にお
けるデータ統合とデータベース構築の重要性につい
て、ターゲット探索、薬物動態モデリングなどの具体
例を用いて議論する。ターゲット探索を支援する
TargetMine データウェアハウス（https://targetmine.
mizuguchilab.org）では、複数のデータベースから遺
伝子と疾患・表現型、遺伝子と発現組織などの関係
性に関わるデータを取得しているが、これらを統合
して有効な解析ツールにするためには、用語や概念
の統一が大きな課題になっている。薬物動態の基礎
データベースとそれに基づく物性・薬物動態関連パ
ラメータの予測モデル構築プロジェクトでは、マニ
ュアルキュレーションによって質を高めた訓練デー
タセットを利用することで、薬物動態パラメータを
予測する機械学習モデルの精度を向上させられるこ
とを示した。これらは、個別の研究領域における例で
はあるが、人工知能技術の応用における共通の基本
課題に示唆を与えるものと考えている。
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S4-3
医療・創薬におけるAIの現状と可能性

○奥野 恭史
京都大学大学院医学研究科　ビッグデータ医科学分野

近年、あらゆる分野において爆発的に増大し続ける
ビッグデータから知識発見や新たな価値を創造する
科学技術として、ビッグデータ科学が注目されてい
る。臨床医学ではビッグデータをリアルワールドデ
ータと呼び、規格化された従来の観察研究とは異な
り、実臨床の実態に迫る新しい臨床研究のアプロー
チとしてビッグデータ解析が注目されている。この
ように多種多様かつ膨大なデータに直面する最中、
近年ではこれらビッグデータを解析する技術として
人工知能が注目されている。言うまでもなく、人工知
能分野そのものは新興の分野ではないが、Google 社
の Deep Learning や IBM 社のワトソンの出現によ
り、近年の人工知能技術のパフォーマンスと可能性
にさまざまな分野が大きな期待を寄せている。医療
における AI の可能性としては、病理画像、臨床検査
値、ゲノム情報、さらには電子カルテに記載された診
療記録などを対象に、それぞれ、画像、時系列、生体
分子情報、自然言語における Deep learning 技術が応
用されている。
また、演者は、2016 年の 11 月に、ライフ分野を対象
とした AI 開発を産学、異業種連携で進めるため、ラ
イフ・インテリジェンス・コンソーシアム（LINC）
を立ち上げた。LINC は、京大・理研などのアカデミ
アの支援のもと、製薬・ヘルスケア系を中心とした
ライフサイエンス関連企業と IT 関連企業など約
100 社・団体がタッグを組むことで、AI 戦略による
保健医療分野・関連産業の振興を目指すものであ
る。
本講演では、これらの演者が取り組む具体的な事例
を紹介することで、医療・創薬における AI の現状と
可能性について議論したい。



シンポジウム 5
2月14日(金)　13:40〜15:10

実践シンポジウム：研究費の取り方
オーガナイザー・座長：全田　貞幹（国立がん研究センター中央病院　支持療法開発センター）

S5-1 研究費申請書作成のTips�&�Pitfalls
                                福田　治彦（国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　データ管理部）

S5-2 研究申請書はどう読まれ、評価されるか
                                佐野　　武（がん研究会有明病院／AMED革新的がん医療実用化研究事業プログラムオフィサー）

S5-3 資金獲得ことはじめ：新規治療実装の第一歩としての研究資金獲得の実際
                                華井　明子（国立がん研究センター）

セッション概要
近年、臨床研究には観察研究からランダム化比較試験に至るまで高い品質が求められるようになり、研究
を行う際にはある程度の研究資金が必要になっています。昔は「手弁当」という言葉もありましたが現在
はそれも難しい状況です。
企業と連携して行う場合を除いては「競争的資金の獲得」という壁が研究者の前に立ちはだかり多くの研究
者が志はありながら先立つものがないために研究をうまく進められていないという事をよく耳にします。
AMEDや文科研に代表される競争的資金を獲得するためには何が必要なのでしょうか。
獲得できなかった研究者にとっては「何が問題だったか」という事は知らされることはありません。
そこでこのシンポジウムでは「競争的資金を獲得している研究とはどんなものか」、「競争的資金を供出
しているAMEDや文科省、財団はどのような視点で採択をしているのか」「申請書を記載する上で抑えて
おくポイントとは何か」という普段はあまり人には聞けない話に関して 3人のスペシャリストをお招き
し、お話をうかがいたいと思います。
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研究費申請書作成のTips &�Pitfalls

○福田 治彦
国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
データ管理部

臨床研究に関する文書である、論文、プロトコール、
有害事象報告書、研究費申請書に共通するのは、自分
のための“覚書”ではなく“他人様”が読む文書であ
ることだが、研究費申請書には特有の事情がある。他
の文書はそれを読みたい人や読む必要がある人が読
むものだが、研究費申請書を読む人は、読みたくて読
む訳ではなく、全部を読む義務もなくチラ見してダ
メなら落第点を付ければよい人たちである。そのた
め、他の文書以上に“読み手”に配慮した文書作成が
求められる。
成書には「Like Writing Mom and Dad（「両親に仕送
りを頼む手紙」のように書け）」（Grant Writing：W.
Thompson）とある。「元気で学問に励んでる。最近は
こういう勉強をしてるよ。この間の仕送りはありが
とう・○○にとても役に立ったよ。今新たに△△に
取り組みたい。それができればこんなに素晴らしい。
それにはあと××万円必要なので、◎月◎日までに
送ってください。」が申請書ということである。
そのための Tips & Pitfalls としては以下が挙げら

れる。
1）見た目は大事：インデントぐちゃぐちゃ、フォン
トバラバラ・・は読む気が失せる
2）書くべきコトを書くべきトコロに：記載要領をよ
く読んで従う。重複記載は最少に。
3）ロジカルライティング：素直な論理展開。なにが、
どうだったから、どうなのかをセットで。
4）読みやすい日本語：1 文は短く。専門用語は適宜
説明。誤字脱字や「てにをは」はしっかり推敲。
5）美辞麗句・自画自賛は避ける：「非常に重要であ
る」、「意義は極めて大きい」は却ってシラケる。
JCOG からの AMED 申請書の実例（よい見本・悪

い見本）を交えて解説する。

S5-2
研究申請書はどう読まれ、評価されるか

○佐野 武 1, 2）

1）がん研究会有明病院
2）AMED 革新的がん医療実用化研究事業プログラムオ

フィサー

文科省の科研費が研究者の自由な発想に基づく研究
を助成するのに対し、AMED の革新がん事業は、国
ががん対策のために掲げる特定課題に対して研究者
が「提案」を行い、国の委託を受けてこれを遂行する
という建付けである。したがって、公募課題の狙いに
きちんと合致し着実に結果が出そうな研究提案が望
まれる。提案書は正確に理解してもらえなければ意
味がないので、「誰が読むか」を意識して書く。AMED
の評価委員名は原則として非公開であるが、5 名以
上が提案書を査読し、ヒヤリングを評価して採否を
決定するらしい（以下すべて、「らしい」）。評価委員
は腫瘍学のそれなりの権威であり、広い知識を持つ
ものの、異なる分野の問題点をきちんと理解してい
るとは限らない。この人達が無理なく理解でき、かつ
逆に「そんなことくらい知っている」と気を悪くしな
いような文章がよい。彼らはさまざまな領域に及ぶ
多数の申請書を短期間に読んで評価しなければなら
ないので、読み返すことなく理解できる簡明な文章
に好感を持つ。冗長な文章は避ける。研究の重要性と
研究者の実績は強調すべきだが、し過ぎると嫌われ
る。アンダーラインは付けてもよいが必要最小限が
よい。適切なイラストは理解を助けるが、細かい表を
並べても喜ばれない。論文業績は研究に関連するも
のに絞るほうがよい。申請書の採点は、公募要領の

「審査項目と観点」に列挙されているポイントに沿っ
て行われるので、これらをバランスよく含みながら
計画全体が見渡せる文章がよい。研究の弱点を隠そ
うとしても、ヒヤリングの質疑で見破られるとかえ
って印象が落ちる。評価委員が「信頼できる」と納得
する提案書を書こう。
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S5-3
資金獲得ことはじめ：新規治療実装の第一歩
としての研究資金獲得の実際

○華井 明子
国立がん研究センター

【目的】
本シンポジウムでは AMED 資金獲得時に評価され
たポイントと開発推進に貢献した情報について紹介
する。

【対象と方法】
が ん 化 学 療 法 の 副 作 用 で あ る 末 梢 神 経 障 害

（ Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy;
CIPN）は有効な予防法と治療法が確立されておらず
多くのがんサバイバーの生活の支障の原因となって
いる。その予防法として手足冷却の効果を示した。し
かし不十分な管理のもと米国で凍傷が 2 例発症し、
研究で使用した冷却材が全世界リコールとなり、診
療報酬改定の要望は使用する医療機器等の承認が確
認できないという理由で評価の対象とならないとさ
れた。ガイドラインでは CIPN 予防法として冷却が
推奨予定と発表されており、標準化された安全で効
果的な冷却療法の実装が喫緊の課題であるため、保
険償還に資する医療機器の実装を目指し開発に取り
組んでいる。現在医師主導治験の研究計画書作成を
ゴールとして AMED 革新的がん医療実用化研究事
業・課題名「がん化学療法起因性末梢神経障害軽減
方法の開発」を獲得し、開発の準備を実施している。

【結果】
企業連携のためのビジネスモデルの呈示、厚労省相
談、医薬品医療機器総合機構への相談といった、医療
機器開発特有のマイルストーンに沿って、現在開発
を進めている段階である。

【結論】
Unmet medical need の解決に向け、治験実施・上
市・保険償還のいずれにおいても決定打となるのは

「お金の動き」であり、研究資金獲得はその第一査定
と言える。



シンポジウム 6
2月14日(金)　13:40〜15:10

リアルワールドデータ（RWD）の薬事制度下での利活用〜治験対照群、
製造販売後安全性監視に資するリアルワールドデータ（RWD）とは？〜

オーガナイザー・座長：小居　秀紀（国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　情報管理・解析部）

鹿野　真弓（東京理科大学薬学部　医療薬学教育研究支援センター）

S6-1 疾患レジストリの利活用に対する取組み
                                西岡　絹恵（医薬品医療機器総合機構　新薬審査第三部）

S6-2 AMED「CIN構想の加速・推進を目指したレジストリ情報統合拠点
の構築」事業班の取り組み

                                泉　　和生（国立国際医療研究センター　臨床研究センター）

S6-3 AMED「患者レジストリデータを活用した、臨床開発の効率化に係る
レギュラトリーサイエンス研究」研究班の取り組み

                                柴田　大朗（国立がん研究センター　研究支援センター　生物統計部）

S6-4 医薬品開発・安全性監視におけるReal�World�Dataの薬事制度下
での活用�―製薬企業の取り組み―

                                石井　　学（田辺三菱製薬株式会社　育薬本部　データサイエンス部　データサイエンスグループ／
日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会）

セッション概要
医療に係るリアルワールドデータ（RWD）を取り巻く薬事規制の環境は、医薬品等の開発、製造販売後の
いずれにおいても、今まさに大きな変革を迎えている。
まず、医薬品等の開発に関しては、米国における「21st Century Act」において臨床試験の合理化等によ
る薬事承認迅速化の課題解決にRWDの利活用が取り上げられ、適応拡大の承認審査にRWDが用いられる
事例も出ている。また、日本においても、クリニカル・イノベーション・ネットワーク構想のもと、レジ
ストリデータを治験対照群の承認審査資料とすることの検討が進んでいる。また、ICHのE8ガイドライン
の近代化と E6ガイドライン（ICH-GCP）の改訂となる「GCP Renovation」では、Pragmatic Clinical
Trialや患者レジストリのデータを用いたランダム化比較試験、さらに RWDを全部又は一部用いる非介入
の観察研究までも対象範囲となっている。
次に、製造販売後に関しては、「医薬品の条件付き早期承認制度」の条件解除の要件として、RWDを用い
た製造販売後の長期有効性・安全性の確認が記述された。また、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の
実施の基準に関する省令」において「製造販売後データベース調査」が新たに規定され、製造販売後安全
性監視におけるRWDの利活用実績も増えている。
本セッションは、患者レジストリを中心とした医療に係る RWDの医薬品等の承認審査や製造販売後安全
性監視に関する薬事制度下での利活用の現状、課題、今後の方向性について議論したい。
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疾患レジストリの利活用に対する取組み

○西岡 絹恵
医薬品医療機器総合機構　新薬審査第三部

疾患レジストリは、患者の把握、治験への患者のリク
ルート、製造販売後の安全性情報の収集等に利用さ
れている。現在、厚生労働省を中心に、レジストリを
活用した効率的な治験・市販後調査・臨床研究体制
の構築を目指し、レジストリのネットワーク化のた
めのプロジェクトが行われている（クリニカル・イ
ノベーション・ネットワーク関連事業）。
PMDA では、クリニカル・イノベーション・ネット
ワーク（CIN）の構築を推進するため、部署横断的に
検討を行うプロジェクトの一つとして CIN 対応ワ
ーキンググループを設置し、AMED で採択されてい
る CIN に関連する複数の研究事業等とも連携しな
がら、医薬品・医療機器の開発や製造販売後の調査
等においてレジストリの利用を可能にするための検
討を行っている。
本講演では、クリニカル・イノベーション・ネット
ワーク関連事業に関する検討を中心に紹介させてい
ただく。

S6-2
AMED「CIN構想の加速・推進を目指した
レジストリ情報統合拠点の構築」事業班の取
り組み

○泉 和生 1）、北川 明 1）、國土 典宏 2）

1）国立国際医療研究センター　臨床研究センター
2）国立国際医療研究センター

レジストリの利活用を促進し、国内における医薬
品・医療機器等の効率的な臨床開発を支援するクリ
ニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）推進
拠点の構築を目的とした事業班が、日本医療研究開
発機構（AMED）の支援を受けて 2017 年 8 月より活
動を開始した。当該事業班は、すべての国立高度専門
医療研究センターと医薬基盤・健康・栄養研究所で
構成され、国立国際医療研究センター（NCGM）が代
表施設を務めている（「CIN 構想の加速・推進を目指
したレジストリ情報統合拠点の構築」：事業代表者
NCGM 理事長　國土典宏）。ここでは当該事業班の
取り組みを紹介する。

レジストリについては、そもそも国内にどのよう
なレジストリが存在し、どのような状況であるのか
が不明な状態であったため、まず、国内に存在するレ
ジストリに関する情報を収集すること、続いて、得ら
れた情報を整理してレジストリを検索できるシステ
ムを構築し、ウェブで公開すること、そして、レジス
トリの構築、運用、活用について、情報発信及び相談
対応を行う計画とした。

国内のレジストリに関する情報収集については、
主要な医学系学会等の協力を得て 2017 年度に第 1
回調査を実施し、調査方法に一部変更を加えて 2018
年度に第 2 回調査を実施した。2019 年度も第 3 回調
査を行う予定である。主要な回答結果を収載した検
索システムは 2019 年 6 月に一般公開を開始し、同時
に相談対応窓口も設置した。情報発信については、レ
ジストリの作成と運用の手引き等の参考資料の公開
を 2019 年 12 月に予定している。次年度以降も、レジ
ストリの調査を継続して検索システムに収載するレ
ジストリの増加を図り、情報発信内容も充実させて
いく予定である。
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S6-3
AMED「患者レジストリデータを活用し
た、臨床開発の効率化に係るレギュラトリー
サイエンス研究」研究班の取り組み

○柴田 大朗
国立がん研究センター　研究支援センター　生物統計部

Real World Data（RWD）の活用の流れが活性化する
中、国立高度専門医療研究センターにおける疾患レ
ジストリを活用した臨床開発インフラ整備を目的と
した厚生労働省のクリニカル・イノベーション・ネ
ットワーク（CIN）など、様々な取り組みが進められ
てきている。

そのような近年の取り組みの中で、治験・医師主
導治験（以下、単に治験と記す）以外のデータを医薬
品の製造販売承認取得に活用することが検討される
ようになってきた。米国では 2019 年 4 月に FDA が
palbociclib の男性乳がんへの適応拡大を RWD を活
用して承認する事例が出てくるなど新たなデータソ
ースの活用が実務上の選択肢のひとつとなった。

本邦においても近年、RWD のうち特に患者レジス
トリのデータを薬事承認申請に活用する可能性につ
いて、産官学で議論がなされてきた。治験以外の情報
源からのデータと治験のデータとを統合して活用す
る方法や、RWD に内在するバイアス、イレギュラー
なデータ等、臨床試験の方法論・統計学的な手法の
観点からも取り組むべき新たな課題が生じてきてい
る。更に、データの信頼性をどのように担保すべきか
についての議論も重要となる。例えば、欧州の薬事規
制当局である European Medicines Agency では、疾
患レジストリを用いる際の論点をまとめた文書を
2018 年 11 月に発出しており、本邦では、日本製薬工
業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会に
よる取り組みもなされている。本発表では、日本医療
研究開発機構（AMED）医薬品等規制調和・評価研究
事業の下で行われている研究班の取り組みを紹介
し、RWD のうち特に患者レジストリを薬事目的に活
用する際の課題について議論する。

S6-4
医薬品開発・安全性監視におけるReal
World Dataの薬事制度下での活用
―製薬企業の取り組み―

○石井 学 1, 2）

1）田辺三菱製薬株式会社　育薬本部　データサイエンス
部　データサイエンスグループ

2）日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会

医薬品開発における Real World Data(RWD)の活用
は、主に開発効率化と承認申請データの 2 つの目的
がある。開発効率化は、日本製薬工業協会 医薬品評
価委員会 臨床評価部会による 2018 年の調査結果で
は、多くの国内製薬企業が開発・臨床試験の計画立
案や患者リクルート等で活用していた。承認申請デ
ータへの活用は、外部対照群や適応拡大等がある。特
に企業から期待が高い外部対照群としての活用は、
患者数が限られる希少疾患など対照群をおくことが
難しいケースに限られる。まずは外部対照群として
の利用から経験を重ね、将来は適応拡大など広範囲
の医薬品開発で利用可能になることを期待する。
米国では HITECH Act(2009 年)により Electronic
Health Record(EHR)が普及し、21st Century Cures
Act(2016 年)で医薬品開発への RWD 活用が挙げら
れた。FDA は医療機器における RWD の薬事利用、
臨床研究への EHR 活用、医薬品の申請資料に関する
ガイダンス発出など、着実に環境整備を進めている。
また、医療データベース(DB)企業との共同研究プロ
グラムも複数進めており、RWD を活用した承認申請
の事例が蓄積されつつある。
安全性監視における RWD の活用では、本邦でも改
正 GPSP 省令下で製造販売後 DB 調査が開始され
た。また、条件付き早期承認制度で承認条件となる調
査に、医療情報 DB や患者レジストリ等を活用可能
であることが明記された。臨床試験での RWD 活用
の具体的な取り組みは、ICH E8(R1)や ICH E6(R3)で
検討されているが、発行までには時間がかかると予
想される。
本発表では、薬事制度下での RWD 活用の現状、承認
申請に活用できるよう開発計画に組み入れるなど発
展的な RWD 活用に繋げるための課題などを考察す
る。



シンポジウム 7
2月14日(金)　17:00〜18:50

特定臨床研究の動向と今後の円滑な運営に向けての課題について
オーガナイザー：樽野　弘之（第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部）

座長：村山　敏典（金沢大学附属病院　先端医療開発センター／臨床開発部）

樽野　弘之（第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部）

S7-1 臨床研究法について
                                西川　玄希（厚生労働省　医政局　研究開発振興課）

S7-2 臨床研究法運用上の問題点と対策
                                中村　健一（国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　研究企画推進部）

S7-3 京都大学医学部附属病院における臨床研究法への対応
―研究者支援と医療機関としての研究管理―

                                笠井　宏委（京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター）

S7-4 臨床研究法施行後の課題と対応�〜製薬企業の立場から〜
                                浅井　　洋（アステラス製薬株式会社　メディカル推進部）

セッション概要
臨床研究法が 2018年 4月 1日に施行された。すでに日本臨床試験学会誌において、平成 30年度の jRCT
及びUMINを用いた特定臨床研究等の登録状況に関する実態調査を報告したが、臨床研究法施行による事
務の煩雑さと費用増大によって、介入研究は減少し現在も続いている。このような状況の中で2019年11
月 14日に Q&A（統合版）が発出された。臨床研究法は臨床研究法の該当性を含め少しずつ変化してお
り、臨床研究法の動向と今後の課題（臨床研究の該当性、CRBにかかる費用負担、手続の煩雑さ、将来
等）について議論したい。
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臨床研究法について

○西川 玄希
厚生労働省　医政局　研究開発振興課

臨床研究については、臨床研究に関する倫理指針
等に基づいて実施することが求められてきたが、デ
ィオバン事案等の臨床研究に関する不適正事案が発
生したことを契機に、臨床研究に係る制度の在り方
に関する検討会等において、臨床研究に関して法制
化が必要とされた。これを踏まえ、2017 年 4 月 7 日
に臨床研究法が成立、2018 年 4 月 1 日より施行され
た。

臨床研究法は、臨床研究の実施の手続、認定臨床研
究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のた
めの措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する
情報の公表の制度等を定めることにより、臨床研究
の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信
頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、も
って保健衛生の向上に寄与することを目的としてい
る。

また、厚生労働大臣の認定を受けた臨床研究審査
委員会で審査意見業務を行う一元的な審査管理体制
により、審査等の質を維持し、研究の質の一定の水準
の確保をはかっている。

法の施行後 1 年が経過し、制度にかかる課題も見
えてきており、それらに対する対応を進めていると
ころである。本講演では、臨床研究法について、その
概要や現況、施行後の課題への取り組み状況を紹介
する。

S7-2
臨床研究法運用上の問題点と対策

○中村 健一
国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
研究企画推進部

臨床研究法の施行後、研究者主導試験の数は減って
おり、その原因は以下の 3 点に集約される。
①いわゆる用法・用量問題により予想を遙かに超え
る数の臨床試験が特定臨床研究扱いとなった。では、
クリアに線引きができる別の代替案があるか、とい
う点は難しく、再審査期間が終わった薬剤は適応外
扱いにしないという提案や、診療ガイドラインに掲
載された用法・用量は適応外にしないという提案も
あるが、いずれも運用上の問題があり解決には至っ
ていない。
②次に CRB 審査料や臨床研究保険等のコストの問
題であり、特に高額な CRB 審査料は新規の特定臨床
研究の数が激減する直接的な原因となっている。臨
床研究法施行後に AMED 等の公的資金が特別に増
えたわけではなく、研究者は試験開始に必要な資金
確保に難渋している。特に製薬企業にとってメリッ
トがない（しかし患者にとってはメリットがある）試
験の資金獲得が難しくなっているため、こうした研
究者主導試験に対する公的/民間の funding の仕組み
の整備を提案したい。
③手間の問題については、厚労省からの事務連絡に
より軽減された部分もある。実施計画の変更につき
毎回 CRB 審査や全参加施設の管理者許可が必要と
いう点は、事務連絡により実質的な「事後報告」の流
れが出来上がった。一方、COI 事実確認については事
実確認の元となっている医療機関が有する情報も、
所詮は研究者の自己申告に基づくものであり実効性
が乏しい。COI 申告の正確性は研究者自身が担保す
ることによって事実確認を廃止することや、製薬企
業が情報公開する研究費や講演料の情報をもとに
COI 申請書を半自動的に作成できるシステムの構築
などが解決策として考えられる。
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S7-3
京都大学医学部附属病院における臨床研究法
への対応
―研究者支援と医療機関としての研究管理―

○笠井 宏委
京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター

2018 年 4 月に施行された臨床研究法の目的は、「国
民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じ
てその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与
すること」である。臨床研究の実施の手続きや、認定
臨床研究審査委員会による倫理審査や利益相反管理
に関連する手続き等が制定され、研究の信頼確保に
重点が置かれた法律となっている。法制定以降、国内
で行われている臨床研究数は減少し、研究者にとっ
ては、臨床研究法の該当性が分かりづらいことと、研
究者による手続きの複雑化が課題となっている。

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」にお
いては、研究者が臨床研究に関する研究機関の長の
許可を得るための手続きは、倫理審査委員会におけ
る審査と一連のプロセスとして進めることができた
が、臨床研究法においては、倫理審査が中央審査によ
るため、臨床研究審査委員会への申請に加えて、実施
医療機関内としての手続きである利益相反申告や医
療機関の管理者への報告等、地方厚生局への届出等、
研究者を起点とする複数の手続きが必要となってい
る。
京都大学医学部附属病院では、法制定後、臨床研究法
等対応検討ワーキングを設置し、医療機関としての
手続き上の体制整備を行ってきた。本講演では、個別
臨床研究で研究者をどう支援していくか、医療機関
としてどう研究管理していくか、課題と取組みを紹
介する。

S7-4
臨床研究法施行後の課題と対応�〜製薬企業
の立場から〜

○浅井 洋
アステラス製薬株式会社　メディカル推進部

2013〜2014 年にかけて相次いで発生した臨床研究
における不適正事案を機に、再発防止、臨床研究の信
頼回復、透明性の確保を目的とした法整備の必要性
が浮上し、臨床研究法が 2018 年 4 月 1 日から施行さ
れた。法施行に伴い生じた初期の企業側の課題とし
て、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に
従って実施中の臨床研究を整理する必要があり、臨
床研究法下での覚書締結と研究責任医師に対し審
査・届出の依頼を実施した。また、企業が資金提供を
行う際の本法に対応した適切な契約形態が必要とな
り、医薬品企業法務研究会において本法に対応した
契約書の雛型の作成を開始した。次の課題として、臨
床研究に対する企業の関与のあり方を整理する必要
がでてきたため、臨床研究を起案者の視点でタイプ
別に分類し、タイプ毎に内容を整理し、日本臨床試験
学会誌に掲載した。更に、製薬企業が関係する公正競
争規約も、本法対応のために改定が必要となり、特定
臨床研究に関連する規約が追加された。
本法が施行され 2 年が経過しようとしている現在、
企業側の課題として、新規特定臨床研究の減少、研究
の準備および審査に係る費用の増加、研究の実施決
定から開始までの期間延長、国際共同臨床試験にお
ける責任の所在の違いが明らかになっている。
今回、これらの課題の対応状況について、学会の委員
会活動報告と併せて報告する。
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医師主導治験におけるつまずき先生　〜俺みたいになるな!!〜
オーガナイザー：鈴木　啓介（国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター 治験・臨床研究推進部）

小居　秀紀（国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　情報管理・解析部）

座長：小林　史明（株式会社CTD）

鈴木　啓介（国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター 治験・臨床研究推進部）

S8-1 試験計画でつまずいた医師主導治験の経験
                                朝倉　正紀（兵庫医科大学　循環器・腎透析内科）

S8-2 評価項目の設定でつまずいた医師主導治験の経験
                                勝野　雅央（名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学）

S8-3 支援した医師主導治験においてつまずいた事例の紹介
                                山本　　学（日本医師会　治験促進センター）

S8-4 薬事規制当局の立場からみた医師主導治験へのアドバイス
                                伊熊　睦博（医薬品医療機器総合機構　新薬審査第一部）

セッション概要
医師主導治験の増加に伴い、その成功例に関する講演やシンポジウムを目にする機会は多くなってきたも
のの、逆に何らかの理由でつまずいてしまった治験について話を聞く機会は少ないと思われる。実は「つ
まずき」の中にこそ、これから医師主導治験を行おうとする研究者にとって重要な教訓が多く隠されてい
ると考え、このようなシンポジウムを企画した。本シンポジウムでは、一見順調のように見えるも「つま
ずき」が潜んでいた医師主導治験において中心的な役割を果たした2名の医師のほか、これらの治験をサ
ポートしていた日本医師会の関係者、さらには治験の結果を審査する立場である医薬品医療機器総合機構
の方もお招きし、医師主導治験を失敗させないためのコツをそれぞれの立場から率直に語っていただこう
と考えている。本シンポジウムが医師主導治験を行う医師だけに限らず、特定臨床研究を含めた介入研究
を企画・立案、運営または支援する立場である皆様の一助となる機会になれば幸いである。
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試験計画でつまずいた医師主導治験の経験

○朝倉 正紀 1）、伊藤 慎 2）、北風 政史 2）

1）兵庫医科大学　循環器・腎透析内科
2）国立循環器病研究センター

急性心不全患者を対象にした医師主導治験を実施し
た。今までに医師主導型臨床試験の経験は数試験あ
ったが、医師主導治験の計画および運営は今回が初
めてであった。試験計画について、かなりの時間をか
けて検討したが、結果として試験計画が承認という
観点からは不十分であった。適応を取得するために
行う治験は、通常の医師主導型臨床試験に加えて、承
認に必要な点を十分考慮して計画を行う必要がある
ことを経験したので、その経験を共有したい。

S8-2
評価項目の設定でつまずいた医師主導治験の
経験

○勝野 雅央
名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学

神経変性疾患は中枢神経内の選択的神経細胞死によ
り進行性の運動・認知機能障害を呈する難病であ
り、アルツハイマー病、パーキンソン病、運動ニュー
ロン疾患など様々な疾患が含まれる。我々が研究開
発を行った球脊髄性筋萎縮症（SBMA）はアンドロゲ
ン受容体遺伝子の変異を原因とする神経変性疾患で
あり、運動ニューロンの変性により進行性の筋萎
縮・筋力低下を呈する。我々は SBMA のマウスモデ
ルの解析から、男性ホルモン（テストステロン）が変
異アンドロゲン受容体蛋白質の蓄積を誘導すること
を見出し、テストステロンの産生を抑制するリュー
プロレリン酢酸塩の開発を進めた。本疾患に対して
は先行する臨床試験がなく、主要評価項目の設定が
極めて困難であった。第Ⅱ相臨床試験の結果に基づ
いて、嚥下造影における嚥下機能指標を第Ⅲ相試験

（医師主導治験）の主要評価項目としたが、中央判定
を進める中で第Ⅱ相試験で得られたデータとの相違
が判明し、読影方法の修正を検討しなければならな
かった。神経変性疾患などの希少難病の治療法開発
にあたっては、少ない開発経験の中で評価項目を決
める必要があり、このことが開発における重要課題
の一つとなっている。本講演では我々の経験を踏ま
え、希少難病の臨床試験におけるエンドポイントの
設定の現状と展望について述べたい。
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S8-3
支援した医師主導治験においてつまずいた事
例の紹介

○山本 学
日本医師会　治験促進センター

医師主導治験に関しては、平成 14 年の薬事法改正当
初何もかも初めてで、医師らは国、製薬企業、治験支
援企業及び日本医師会等の支援を受けながら一歩ず
つ前に進み、多くの難題、問題を理解し解決して、平
成 19 年 8 月に医師主導治験の結果をもとに最初の
承認取得を達成しました。その後、国が進めてきた治
験活性化計画等により、平成 30 年度までに医師主導
治験の治験計画届総数は 560 件以上並びに医師主導
治験の結果をもとに企業導出や承認取得された成果
も数多く出てきています。しかしながら、承認取得等
に至らなかった案件がいくつかあるのではないかと
推 測 さ れ ま す 。UMINCTR、JMACCTCTR 及 び
AMED の成果報告書で医師主導治験を検索・確認
すると日本医師会研究事業で支援したもの以外の医
師主導治験は、治験計画届出日が未記載、情報更新が
されていない、試験結果が未登録、企業導出や承認申
請の予定が不明などが一部に見受けられ、医師主導
治験を実施した後の成果がどうなったのかが明らか
になっていないものがあます。
本シンポジウムでは、日本医師会研究事業で支援し
た課題で承認取得等に至らなかった案件の事例（医
師主導治験を計画したが製薬企業等の合意が得られ
なかった、PMDA と治験計画の合意ができなかっ
た、症例登録が進まなかった、解析の結果、設定して
いた主要評価項目が達成できなかった及び医師主導
治験の結果は出たが当該疾患の治療環境や企業の開
発方針が大きく変化しその結果では承認申請しない
判断になったなど）を紹介し、実施中の医師主導治験
やこれから実施しようとする医師主導治験の結果が
成果に結び付けられる一助になれば幸いです。

S8-4
薬事規制当局の立場からみた医師主導治験へ
のアドバイス

○伊熊 睦博
医薬品医療機器総合機構　新薬審査第一部

演者が現在携わる ICH E8「臨床試験の一般指針」改
訂文書（案）から、ご参考にと考える記載を紹介させ
て頂く。
臨床試験は、目的を達成するために、科学的な原則に
従ってデザイン、実施、解析されるべきである。また
試験終了後には、その試験結果は適切に報告される
べきである。臨床試験の目的は、被験者保護の上で、
key question に答えるため、信頼できる情報を生成
し、意思決定を支援することである。生成される情報
の質は良い意思決定の支援に十分なものであるべき
である。
試験のデザイン、計画及び実施に際し、患者や患者団
体からの助言を得ることは、極めて有用である。患者
の視点は、意味あるエンドポイントの決定や、適切な
被験者選択、試験期間、適切な比較対照の選択に寄与
する。これらは最終的には、患者の必要性に適合した
医薬品開発へと繋がる。
試験デザインを検討する際には、目的が明確で理路
整然としているか、その試験が取組むべきニーズを
満たすようにデザインされているか、これらのニー
ズが患者にとって意味があるか、そして試験の仮説
が具体的かつタイムリーで科学的に妥当であるかと
いった点を考慮すべきである。更には、選択したデザ
インとデータソースが、試験目的を十分かつ最も効
率的に達成できるかを検討する。試験は遂行可能な
ものとすべきであり、不必要な複雑さや不必要なデ
ータ収集は回避すべきである。

https://database.ich.org/sites/default/files/E8-
R1_EWG_Draft_Guideline.pdf
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世界と未来のデータサイエンス
オーガナイザー・座長：山口　拓洋（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター）

宮路　天平（東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座）

S9-1 データマネジメントの現状と課題
                                宮路　天平（東京大学大学院医学系研究科 臨床試験データ管理学講座）

S9-2 Introduction�to�Society�for�Clinical�Data�Management�(SCDM)
                                Reza Rostami（Duke Clinical Research Institute, Duke Medical Center）

S9-3 データマネジメントの教育とキャリアパス
                                髙田　宗典（東北大学病院　臨床試験データセンター）

S9-4 クリニカルデータマネジメントの未来
                                柴田　康晴（MSD株式会社　グローバル研究開発本部　クリニカルオペレーション領域　クリニカルデータマネジメント部）

S9-5 The�future�of�Data�management�
-Aiming�to�the�next�generation�data�manager-

                                Meredith Zozus（University of Texas Health Science Center at San Antonio）

共催：Society for Clinical Data Management／
東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座

セッション概要
臨床研究で取り扱うデータソースの多様化や、研究デザイン、データ収集や解析方法が進歩する中で、デ
ータマネジメントで取り扱う業務範囲や求められる技能も大きく変化してきている。
本シンポジウムでは、データマネジメントの国際学会である Society for Clinical Data Management
（SCDM) の日本支部が2019年2月開設されため、今後の国際的な連携も期待し、SCDMとの共催企画と
した。海外の AROおよび SCDMで活躍している 2人の演者を海外から招聘し、世界の動向も見据えた、
臨床試験・臨床研究の多職種にまたがるデータマネジメントに関する現在・未来の方法論、データマネジ
ャーのコアコンピテンシーやキャリアパスについて議論する。臨床試験・臨床研究データに関わる、デー
タマネジャー以外の様々な職種からのご意見を頂戴したい。
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データマネジメントの現状と課題

○宮路 天平
東京大学大学院医学系研究科 臨床試験データ管理学講座

症例報告書（CRF）がまだ紙媒体での運用が主流だっ
た頃のデータマネジメント（DM）業務は、CRF の設
計、データレビューとクリーニング、データベースへ
のデータ入力が主な業務であった。Electronic Data
Capture が普及し、最近では、Risk-based approach に
よる中央モニタリングや eSource として電子的に記
録された原データを直接収集する手法などが導入さ
れ、また臨床研究で取り扱うデータソースの多様化
に伴い、DM 業務の内容や範囲が大きく変化し、臨床
研究における DM の重要性が再認識されてきてい
る。一方で、これからの DM 業務を高い品質で遂行す
るために DM 業務を担当するデータマネジャーが持
ち合わせるべき知識、経験、技能、また必要な教育に
ついては、十分に特定されていない。本発表では、本
シンポジウムの導入の発表として、1)これまでとこ
れからの DM 業務、2)DM 業務における教育と研究の
現状 、3)世界の動向、4)今後の課題について概説す
る。

S9-2
Introduction to Society for Clinical Data
Management (SCDM)

○Reza Rostami
Duke Clinical Research Institute, Duke Medical
Center

The Society for Clinical Data Management (SCDM)
founded in 1994, is a non-profit, international
organization of 2,400+ members, serving Clinical Data
Management and Research Professionals across the
globe.  SCDM was founded and created to advance the
discipline of Clinical Data Management through the
present and future challenges.  The SCDM Vision is

“Leading innovative clinical data science to advance
global health research and development”, and its
mission is “connect and inspire professionals managing
global health data with global education, certification
and advocacy”.  The SCDM members are charged with
promoting quality and excellence in data management
and are dedicated to the development, support and
advancement of Clinical Data Management professionals.
SCDM strives to become the Clinical Data Management
discipline’s world leading advocate.
This presentation will discuss the history of SCDM,
and its positioning for the future of Clinical Data
Management.
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S9-3
データマネジメントの教育とキャリアパス

○髙田 宗典
東北大学病院　臨床試験データセンター

臨床研究不正事案に対し、国内では臨床研究法等の
規制が強化された。時を同じくし、ICH-E6（R2）（以
下、ICH-GCP）では、品質マネジメントシステムや
リスクに基づくモニタリング手法の概念が導入され
ている。このような時代の流れに対し、合目的な、よ
り高いレベルの Quality と Integrity を兼ね備えたデ
ータを適切にマネジメントすることが、臨床データ
マネジャー（Clinical Data Manager：以下、CDM）に
は求められる。
CDM の国際学術団体である Society for Clinical
Data Management（以下、SCDM）は、Good Clinical
Data Management Practice（以下、GCDMP）を発行
し、適切にデータマネジメントをするための具体的
手法について紹介している。一方で、SCDM は、CDM
に求められるコンピテンシーについても、継続的な
アンケート調査を通じ評価している。
我々も、治験・臨床研究基盤整備事業の中で、
GCDMP を基盤とするアカデミア CDM を対象とし
た様々な研修会や、アカデミア、企業の CDM が一堂
に会する通年性の GCDMP 輪読会を複数年にわたり
開催してきた。更に、2019 年 11 月に、日本医療研究
開発機構「ARO 機能評価事業」の活動の中で、SCDM
日本支部と協調しながら、国内の CDM を対象とし
た大規模なコンピテンシー調査を実施している。

本セッションでは、これらの CDM 向けの学習プ
ログラムの提供経験と、コンピテンシー調査の結果
から、CDM としての効果的な学習方法や、キャリア
パスの手がかりについて紹介する。

S9-4
クリニカルデータマネジメントの未来

○柴田 康晴
MSD 株式会社　グローバル研究開発本部　クリニカル
オペレーション領域　クリニカルデータマネジメント部

クリニカルデータマネジメント（CDM）業務は、紙
Case Report Form（CRF）でデータ収集していた時
代から、Electric Data Capture へと移行が進んだ。さ
らに近年では、いくつかの変化が起ころうとしてい
る。
1.医薬品開発の環境変化の中でプロトコールデザイ
ン（アンブレラ、バスケットデザイン）が複雑になり、
それに伴う CRF デザインの複雑化
2.技術の進歩に伴う新しいデータの収集方法（Smart
Trial、eSource）の登場とそれに伴うデータソースの
多様化
3.電子データ提出が求められるようになる規制要件
への対応
本発表では、CDM を取り巻く業務環境の変化に伴い
データマネージャ担当者の役割と未来像について、
製薬企業の立場から話をする。



S9-5

82 日本臨床試験学会 第11回学術集会総会

The future of Data management
-Aiming to the next generation data
manager-

○Meredith Zozus
University of Texas Health Science Center at San
Antonio
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品質マネジメントシステムの実装に向けて
〜他者の経験に学ぶ、品質マネジメントシステムのコツ〜

オーガナイザー・座長：津田　達志（大日本住友製薬株式会社　開発統括部）

氏原　　淳（北里大学北里研究所病院　臨床研究適正運用管理室）

S10-1 品質マネジメントシステムのコツ
〜臨床試験の実施状況から医療機関側として思うこと〜

                                小林　典子（日本臨床試験学会　認定制度部会／ACRP教育研修委員会）

S10-2 品質マネジメントシステムのコツ
〜少人数スタッフの医療機関でも行えること〜

                                村尾　知彦（東北臨床研究審査機構）

S10-3 品質マネジメントシステムのコツ
〜初めの一歩を踏み出すために〜

                                池原　由美（琉球大学医学部附属病院）

S10-4 品質マネジメントシステムのコツ
〜CRAの立場としての経験を通して思うこと〜

                                森　　泰治（株式会社メドファーマ　臨床開発部）

S10-5 米国Cleveland�ClinicにおけるQMSの取り組み
                                倉持　由喜（Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute Research）

セッション概要
QMSは、ISO 9001として国際基準がすでに確立されており、各種製造業から導入が進み、現在ではサー
ビス業においても導入が進んでいる。医薬品製造業においては、「医薬品等の製造管理及び品質管理に関
する基準」（GMP）における要求事項として導入されており、「医薬品の臨床試験の実施の基準」
（GCP）においても規制要件として導入が求められることになった。
臨床研究/試験におけるQMS（Clinical QMS）導入の目的は、被験者の保護、試験結果の信頼性の向上と
臨床研究/試験の効率化であり、ISO 9001:2015と同様にリスクに基づくアプローチを臨床研究/試験のプ
ロセスに用いることが重要である。
ISO9001が示すQMSは、「パフォーマンス全体を改善し、持続可能な発展への取組のための安定した基
盤を提供する」ものである。臨床研究/試験にQMSを導入することで、品質改善による生産性の向上、リ
スク及びイシューマネジメントによる安定した臨床研究/試験の推進が達成出来ると考えている。
このセッションでは、実際に Clinical QMSを導入・運用した経験とコツを共有し、臨床研究/試験に適し
たQMSについて議論することで、新たにClinical QMSを構築する組織や、さらなる改善を目指す組織の
一助としたい。
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品質マネジメントシステムのコツ
〜臨床試験の実施状況から医療機関側として
思うこと〜

○小林 典子
日本臨床試験学会　認定制度部会／ACRP 教育研修委
員会

臨床試験における品質マネジメントを実装する際、
試験結果の信頼性の確保だけではなく、被験者の保
護についても考える必要がある。そこで、被験者に不
必要な負担をかけることなく、正確な評価を行うた
めには、臨床試験を計画する段階から調査項目やプ
ロセスについて十分に検討することが必要であり、
その際、製薬企業だけでなく、医療機関からの情報も
含めて検討することが有用であると考える。医療機
関はもともと医療安全管理として品質マネジメント
を行っていることから、可能な限り医療現場の手順
に則した方法を検討することが、品質の維持・向上
させる近道と考える。そのためには、製薬企業と医療
機関で十分なコミュニケーションをとることが重要
であると考える。また、臨床試験を実施する際には、
製薬企業は医療機関に対して治験の目的、背景情報、
品質目標、リスクなどを的確に伝え、達成すべき目的
を共有し、同じゴール（成功）を目指すことが重要で
ある。それにより医療機関は必要とされる品質リス
クマネジメントを行うことが可能になり、更なる被
験者保護とデータの信頼性にも繋がると考える。そ
こで、本シンポジウムにおいて、製薬企業と医療機関
がどう協働したらよいかを考えることで、患者さん
が安心して臨床試験に参加でき、安全、かつ、正確な
実施に繋がる方法を考えたい。

S10-2
品質マネジメントシステムのコツ
〜少人数スタッフの医療機関でも行えるこ
と〜

○村尾 知彦
東北臨床研究審査機構

医療機関における品質マネジメントシステムとし
てあげられるものとしては、クリティカルパスやイ
ンシデント報告システムなどが思いうかべる。ICH-
E6(R2)ガイドラインのとりまとめにより、ここ数年、
品質マネジメントシステムは臨床試験や治験業務で
も広く知られるようになってきた。

いわゆる依頼者は計画段階から品質マネジメント
を意識して研究について準備しているが、医療機関
ではどのような対応が可能なのであろうか。そもそ
もスタッフ数が限られた組織で「品質マネジメント
システム」を意識することは敷居が高い印象を受け
る。

臨床試験を実施する多くの実施医療機関では標準
業務手順書を整備している。この標準業務手順書は
品質マネジメントの一端である。その他に例えば同
意取得のプロセス、SAE 報告のプロセスなどを明文
化し整備することも品質マネジメント中におけるリ
スクコントロールと言えるのではないだろうか。つ
まり我々臨床試験に携わる医療機関のスタッフが日
常業務の様々な箇所で品質マネジメントに通じる作
業を既に経験している。しかし、ここで注意しなけれ
ばならないのがそのようなものを準備して、そこで
終わりにしないことである。整備したプロセスが実
態に即しているのか、問題がないのかといった評価
を行い改善していくことが求められる。

そこで本発表では、医療機関での活動を通して経
験した事例を交えて、少人数スタッフの医療機関で
品質マネジメントシステムを意識するには何から始
めることが可能なのか等を一例として紹介したい。
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S10-3
品質マネジメントシステムのコツ
〜初めの一歩を踏み出すために〜

○池原 由美
琉球大学医学部附属病院

新しい取り組みをしたいと考えても、時間がない、
忙しい、もっと勉強してから・・・と考えてしまい、
頭の片隅にはありつつも初めの一歩を進められな
い、そんな私の QMS 導入事例を本シンポジウムで
は共有したい。

多くの他の組織と同じように、琉球大学でも慢性
的に研究支援人材は不足しているが、離島県である
が故に不足した人材を補う臨床研究のスキルを既に
有している人材の確保は望めない。特定の人に業務
が集中する傾向があり、それ消化するために業務が
過度に属人化してしまい、分業ができない、組織にノ
ウハウが蓄積されない、退職で大きな影響が出る、潜
在的リスクがあっても認識できない、顕在化したリ
スクの発見が遅れる、などの大きな問題を孕んでい
る。さらに、膨大な目の前の業務を一生懸命こなそう
とすればするほど、業務と個人の一対一の構図から
視野は狭まり、個人内での非効率・不要な業務のル
ーチン化、他者との重複業務の発生の見過ごし、他部
門との責任範囲の不明確さの放置など、組織全体を
俯瞰した見方、考え方ができなくなる傾向がある。小
さな組織にありがちなこの属人化リスクを最小化し
て、センターとして支援する研究の質に最大限の貢
献をしたい、それが品質マネジメントの考え方を取
り入れようという私のスタートだった。

とはいえ、「品質マネジメントシステム」のよく見
かける図は組織全体を網羅し、あまりにも大きすぎ
て気後れし、なかなか一歩を踏み出しにくいもので
ある。シンポジウムでは、決して完璧を求めず、でき
ることから割り切って実践を始めた、当学の途上に
ある導入事例を紹介する。

S10-4
品質マネジメントシステムのコツ
〜CRAの立場としての経験を通して思うこ
と〜

○森 泰治
株式会社メドファーマ　臨床開発部

臨床試験における「品質」は試験に関わる全ての当事
者（被験者、試験担当医と CRC をはじめとした医療
機関担当者、スポンサー、CRO/ARO、各種業務にお
けるベンダー）が互いの役割を理解しあい、協業する
ことで作り上げることが重要である。すなわち臨床
試験の「品質マネジメントシステム」はその協業体制
というべきものであり、臨床試験に関わるもの一人
ひとりがその中身を理解し、実行することで、臨床試
験の倫理性・科学性を適切に保持しながら試験目的
を達成することができると考える。
CRA は各種法令でも規定されているようにモニタ
リング活動の実施者であり、その活動を通じ臨床試
験の品質マネジメントシステムの一端を担ってい
る。そのモニタリング活動の中には臨床試験の当事
者間における情報交換の主役という役目も含まれて
いるが、現場最前線での当事者間コミュニケーショ
ンが試験品質へ与える影響は小さいものではないと
感じている。本発表では現場でのコミュニケーショ
ンを中心とした CRA 業務について発表者自身の経
験を交えながら「コツ」として紹介するとともに、あ
わせて、その「コツ」を実践するために必要であると
演者が考える CRA スキル等についても紹介させて
いただく。臨床試験の「品質」を向上させるために
CRA の立場で実施していること・出来ることをシ
ンポジウム参加者の全員で共有したい。
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米国Cleveland ClinicにおけるQMSの取
り組み

○倉持 由喜
Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute
Research

クリーブランドクリニックの Heart and Vascular
Institute (HVI) Research（心臓血管部研究部）におけ
る QMS は、教育(onboard)の統一, SOP/手順書作成、
internal QA、モニタリング、データベースのエディッ
トチェックなどを用いて CRC の行為行動をスタン
ダード化する努力をしている。これは日本でも同じ
様なものだと憶測する。しかし QMS の構成を組む
のは簡単であるが、実際に高レベルで機能できてい
るのかというとどうだろう。Quality とは日常的に重
ねて行く事が重要であり、臨床治験に関わっている
一人一人が責任を持って取り組み、参加と貢献する
事で初めて高レベルでの機能を果たしていると言え
るのではないだろうか。
今 回 紹 介 す る の は 取 り 組 み を 浸 透 さ せ る 為 に
Shared Governance 体制を取り入れて責任と権限を
CRC 全員で共有すること、そして QMS が日々の行
為に活かされているかを確認する為に internal QA
の一部として Mock FDA Inspection プログラムを取
り入れた事についてである。
QMS の目的は大きく言うと 1）被験者の安全を守る
為と、2）FDA に提出されるデータの信用性を高める
為である。クリーブランドクリニック HVI Research
の Mock FDA Inspection プログラムが実際にこの目
的を果たす為にどう貢献しているのか、そして具体
的にどんなツールや手順でこれを行っているのかを
説明したい。
HVI Research は 過 去 実 際 に 行 わ れ た FDA
Inspection で 監査後のレポート (483 や warning
letter) は全く貰った事が無い。これも CRC の 1 人 1
人が日常的に QMS にかかわっている事と Mock
FDA Inspection の成果だと思う。
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ICH統計ガイドライン「臨床試験における統計的原則」って知っていますか？
〜非統計家も共有すべき統計的原則〜

オーガナイザー：大庭　幸治（東京大学大学院　情報学環）

座長：大庭　幸治（東京大学大学院　情報学環）

山口　拓洋（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター）

S11-1 ICH統計ガイドラインの概説
                                大庭　幸治（東京大学大学院　情報学環）

S11-2 ICH統計ガイドライン補遺の概説
                                菅波　秀規（興和株式会社　医薬事業部　医療用医薬臨床開発統括部　臨床解析部）

セッション概要
約20年前に作成されたICH統計ガイドラインの補遺が合意段階である。同ガイドラインは臨床試験におけ
る統計的原則を示したものであり、統計家以外にも広く読んでいただきたいガイドラインであるが、その
内容については意外と知られていない。また、新たに、Estimandという重要な概念が導入されているが、
非専門家にはほぼ理解されていない。本シンポジウムでは、統計家以外の臨床試験に関わるメンバーに向
けてガイドラインの心をわかりやすく説明する。また、事前に統計ガイドラインに関する質問を受け付
け、総合討論において追加で解説を行う。
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ICH統計ガイドラインの概説

○大庭 幸治
東京大学大学院　情報学環

統計的な概念や考え方は、臨床研究や臨床試験の計
画・実施・報告のどの段階においても必要とされる
場面の多いものです。どのようなデザインの試験を
計画し、どのようなデータを収集し、どのような試験
を実施し、どのようなデータが得られ、それをどのよ
うな結論や解釈に結びつけるか。これらすべてにお
いて必要になる統計的な概念や考え方は、統計家だ
けが理解しているだけでは不十分で、臨床研究や臨
床試験に関わる全ての人々が理解しているべきで
す。
臨床試験に関わる統計的原則は、ICH E9 ガイドライ
ン「臨床試験における統計的原則」にまとめられてい
ます。このガイドラインは約 20 年前に作成されたも
のですが、今でも重要な考え方を提供してくれます。
統計家以外にも広く読んでいただきたいガイドライ
ンではありますが、その内容については意外と知ら
れていません。
本発表では、ICH E9 ガイドラインのポイントを整理
してお伝えし、E9 ガイドラインを読むキッカケにし
てもらえればと考えています。また、参加者にはより
詳細な解説をまとめた「医薬統計ポケット資料集
2018 年版」の配布も予定しています。

S11-2
ICH統計ガイドライン補遺の概説

○菅波 秀規
興和株式会社　医薬事業部　医療用医薬臨床開発統括部
臨床解析部

ICH E9(R1) 臨床試験における統計的原則　補遺
臨床試験における estimand と感度分析が 2019 年 11
月に step 4 に至った。
本補遺では、治療効果を揺ぎ無く定義するために
estimand というフレームワークによる整理方法が新
しく導入された。本セッションでは、estimand の基本
的考えについて概説する。



シンポジウム 12
2月15日(土)　14:40〜16:30

CRB審査が上手く行く工夫を教えて！
オーガナイザー：中村　健一（国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　研究企画推進部）

座長：山下　紀子（国立がん研究センター　研究支援センター）

佐藤　典宏（北海道大学病院　臨床研究開発センター）

S12-1 臨床研究中核病院におけるCRBの運営と審査意見業務
                                神山　圭介（慶應義塾大学病院　臨床研究監理センター）

S12-2 地方大学におけるCRB事務局の立場から
〜CRB審査を円滑に進めるために〜

                                丸本　芳雄（山口大学医学部附属病院　臨床研究センター）

S12-3 日本臨床腫瘍研究グループ（Japan�Clinical�Oncology�Group：
JCOG）におけるCRB審査申請の工夫

                                江場　淳子（国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　JCOG運営事務局）

S12-4 多施設共同研究における臨床研究法への対応
                                齋藤　明子（国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター　臨床疫学研究室）

セッション概要
臨床研究法施行から2年近くが経過し、認定臨床研究審査委員会（CRB）を介した中央一括審査の経験が
各施設で蓄積されてきた。一方、CRB審査に関する様々な問題点も指摘されている。CRBへ申請する研究
代表医師の問題意識としては、例えば、CRB審査料が高すぎる、CRB提出書類の取りまとめが煩雑、CRB
審査が進まないといった悩みがあり、逆に申請を受ける CRB事務局の立場からは、CRBに提出されるプ
ロトコールの質が低い、研究代表医師のレスポンスが悪い、そもそもCRBも今後も維持できるのか心配、
といった悩みを耳にする。本シンポジウムでは、研究代表医師側の立場と、CRB事務局側の立場の双方か
ら、CRB審査における問題点や問題解決のための工夫を発表いただき、CRB審査が円滑に進むような「現
場の知恵」を会場全体でディスカッションし、共有したい。
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臨床研究中核病院におけるCRBの運営と審
査意見業務

○神山 圭介
慶應義塾大学病院　臨床研究監理センター

臨床研究法が 2018 年 4 月より施行され、その規定に
基 づ い て 設 置 さ れ た 認 定 臨 床 研 究 審 査 委 員 会

（Certified Review Board, CRB）は 2019 年 10 月 29
日時点で合計 95 を数えるが、それらの審査を経て実
施されている「臨床研究」（特定臨床研究および非特
定臨床研究）は同日時点で 1422 件であり、一委員会
あたりの審査件数は平均 15 件程度である。すなわ
ち、法施行後の経過期間を考慮すると、平均して月 1
件以下と見積もられる。
また現在実施されている「臨床研究」の大部分は、法
の施行以前より「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」に基づいて実施されていた臨床試験で
あると想定され、CRB での審査により新たに開始さ
れた「臨床研究」の数は、相対的にごく少数に留まる。
そのため、研究者にも CRB にも、新規審査の経験が
蓄積されにくい状況が続いているものと考えられ
る。
一方で、法および施行規則に基づく疾病等報告、定期
報告、重大不適合報告などの審査は、人医学系研究か
ら臨床研究へ移行した臨床試験であっても、CRB 承
認による新規の臨床研究と同様の対応が求められ
る。こうした各種報告の審査に関しても、研究者と
CRB の双方において、考慮すべきさまざまな実務上
の課題が依然として少なくない。
本発表では、当院 CRB におけるこれまでの経験を踏
まえて、法の趣旨に則った「臨床研究」のより活発で
円滑な実施に資すると考えられる視点を共有した
い。

S12-2
地方大学におけるCRB事務局の立場から〜
CRB審査を円滑に進めるために〜

○丸本 芳雄、竹内 淑恵、大﨑 理海、
構木 泰信、杉野 法広
山口大学医学部附属病院　臨床研究センター

2018 年 4 月 1 日に「臨床研究法（法）」が施行され、
山口大学（本学）にも法に基づく「認定臨床研究審査
委員会（CRB）」が設置された。法施行前に「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針（指針）」を遵
守して行われていた臨床研究の一部が、法に規定さ
れる「特定臨床研究」として実施する必要が生じ、経
過措置対応が行われた。
「指針」から「法」へと変わったことで、研究者に

審査費用の負担や品質管理・品質保証の体制にかか
るコスト等が生じ、また提出書類が多いことなどか
ら、実質的に本学が主となる「特定臨床研究」に該当
する研究の申請は減少している。

一方で、CRB 審査を円滑にすすめるために、「審査
業務フロー」を共有し具体的な進捗を把握すること、
CRB 委員に事前意見の提出を求め、研究者の回答を
含め本審査資料とすることなどを行っている。また、
本学の利益相反（COI）審査委員会と CRB のスケジ
ュールを調整するという工夫も行っている。自施設
CRB 審査のみならず、提出期限が短くなりがちな他
施設 CRB 審査で求められた場合の対応等も整備し
運用している。

他方で課題も多く、「簡便な審査」については上手
に運用できているとは言い難い。本学で工夫してい
る点、課題としている点を明らかにし、他の施設の工
夫を共有することで、審査の質を保ちつつ、円滑な審
査意見業務を行う一助としたい。
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S12-3
日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical
Oncology Group：JCOG）におけるCRB
審査申請の工夫

○江場 淳子 1）、辻 典子 2）、早川 真由美 2）、
木村 綾 2）、中村 健一 1）

1）国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門
JCOG 運営事務局

2）NPO 法人　がん臨床研究機構　JCOG 運営事務局

日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）中央支援機構で
は、50 を超える臨床研究の CRB 審査申請を支援し
ている。数多くの臨床研究で効率よく審査承認を受
けるコツは、試験間で出来るだけ共通の方針となる
ようにすることであり、主な工夫として「標準化」と

「コミュニケーション」を紹介する。
「標準化」の工夫として、審査申請する CRB を 2 つに
限定していることが挙げられる。これによって、申請
手続きや必要書類の作成方法の標準化が可能にな
る。また、審査意見対応では、1 つの研究で指示を受
けて修正した内容を、その後の研究で予め修正した
上で申請することで、CRB 側と研究代表医師側の双
方の負担が軽減できる。さらに、CRB では委員が入
れ替わるために、CRB で既に結論が出ている事項に
ついても意見されることもあるが、過去の審議事項
の蓄積があるために円滑な審議と承認が可能になる。

「コミュニケーション」の工夫としては、CRB への本
申請の前に手続き上の疑問点や不明点を CRB 事務
局に問い合わせて事務局レベルで解決可能な事項を
解決した上で双方の理解に基づいて申請を進めるこ
と、全 JCOG 研究に共通する方針に関する問い合わ
せは 2 つの CRB に同時に連絡してステークホルダ
ー間で情報共有すること、そして、全 JCOG 研究に関
わる合議事項については中央支援機構スタッフも合
議に同席することで議論や結論の精度を高めること
である。
今後も CRB 審査を受ける臨床研究の数は増える一
方であり、臨床研究法制定の背景にある、研究の質の
確保、被験者保護、透明性確保の担保と同時に、日本
の臨床研究の活性化が実現できる審査体制が望まれ
る。

S12-4
多施設共同研究における臨床研究法への対応

○齋藤 明子
国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター
臨床疫学研究室

過去の研究不正事件を防止し、研究対象者をはじめ
とする国民の臨床研究に対する信頼を確保すること
を目的として臨床研究法が 2018 年 4 月より施行さ
れた。名古屋医療センターでは 2019 年 11 月までに、
臨床研究法への研究代表医師側の対応支援を移行措
置 16 件、新規 16 件の計 32 件を行った。いずれも多
施設共同臨床研究であり、研究代表医師と参加医療
機関間で発生し膨大化する施設・ユーザー管理およ
びその利益相反(COI)、施設要件調査、管理者許可情
報収集などの業務に焦点をあてた。特に認定 IRB 審
査資料作成の業務負担膨大化に対応するため、IT に
よる効率化を図っている。COI 管理と研究責任・分
担医師リスト作成に関しては、臨床研究で用いてい
る電子的データ収集システム(EDC, “Ptosh”)に連動
した IT システムの施設・ユーザー管理機能を拡張す
ることにより、効率化と情報の整合性担保を図った。
システム開発に 3 ヶ月要したが、最初の 2 試験にお
いては 2 週間で 131 施設 383 名の整理された COI
情報収集が可能であった。また従来より EDC 内に安
全性管理(PV)機能として、施設より報告された重篤
有害事象(SAE)報告を研究代表者が SAE 検討委員
と共にレビューし対応方針を検討し見解書を作成す
ること、及び他の参加医療機関に対して匿名化され
た SAE 報告情報・見解書が周知される機能を内蔵
していたが、認定 IRB や PMDA への報告に必要な
統一書式出力(Word)の機能を追加した。その他、実施
計画や各種手順書雛形の作成や認定 IRB 承認後の
各医療機関の管理者許可取得情報の管理、年 1 回の
定期報告などの対応も含め報告する。
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モニターとデータマネジャーがモニタリングプランを語り合う
オーガナイザー：松嶋由紀子（慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター）

岩崎　幸司（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター）

山口　拓洋（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター）

座長：松嶋由紀子（慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター）

髙田　宗典（東北大学病院臨床試験データセンター）

セッション概要
2月13日にモニター・データマネジャー合同のチームに分かれ、事前課題となっているプロトコルについ
て、リスク評価、モニタリングプランについてディスカッションをしてまとめてもらいます。質をマネジ
メントするうえでのモニターとデータマネジャーの役割分担などが論点になります。その結果について、2
月 15日(金)にそれぞれのチームから発表をいただき、参加者の皆様との活発な意見交換を予定していま
す。製薬企業、CRO、AROの垣根を超え、モニター・データマネジャーはもちろんのこと、15日はその
他の職種の皆さんも奮ってのご参加お待ちしています。
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2月15日(土)　14:40〜16:30

日本におけるCRCとCRAの教育研修
オーガナイザー：長尾　典明（日本臨床試験学会　認定制度委員会／ACRP教育研修委員会）

座長：小林　典子（日本臨床試験学会　認定制度部会／ACRP教育研修委員会）

長尾　典明（日本臨床試験学会　認定制度委員会／ACRP教育研修委員会）

事前アンケート結果の報告

S14-1 日本臨床試験学会の各認定制度のあゆみと今後の課題
                                樽野　弘之（第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部）

S14-2 がん臨床研究専門職のための専門教育
                                齋藤　裕子（JSCTR認定制度委員会がん臨床研究専門職認定制度部会／MSD株式会社オンコロジーサイエンティフィックアフェアーズ）

S14-3 ACRP認定制度からCRCの教育研修のあり方を考える
                                稲吉美由紀（国立成育医療研究センター）

S14-4 モニター合同研修会
                                松本　　一（株式会社新日本科学PPD 教育研修）

セッション概要
グローバル化した臨床開発によって、臨床試験を実施する際に製薬企業だけでなく、それを実施する医療
機関にも海外の規制要件や手順の遵守が求められている。しかしながら、海外の規制や手順をそのまま日
本に持ち込むだけでは、試験の本質を正しく理解して実施することや試験の質の向上に繋げることが難し
いだけでなく、解釈の違いや臨床現場との乖離が起こることで適切な臨床試験の実施に繋がらないことも
ある。そのような中、ICHではすでにGCP Renovationの検討が進められており、さらにIT化も進んでい
ることから、今まで以上にグローバル化する臨床開発の状況を、現場に最も近い CRCと CRAがキャッチ
アップする必要があるとともに、双方が協働することが試験の成功への近道と考える。これまでも、継続
的なGCP教育や品質マネジメントに関する教育が求められていることから、CRC及びCRAを対象とした
研修会や認定制度が存在するが、更なる臨床試験のよりよい実施のために、研修会や認定制度の関係者と
共に今後の日本における CRCと CRAの教育・育成システムのあり方について議論したい。そして、現場
での協働が必要と考えられる CRCと CRAの双方が共に学べる教育・育成の場の必要性についても議論し
たい。
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日本臨床試験学会の各認定制度のあゆみと今
後の課題

○樽野 弘之
第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／
東京理科大学薬学部

日本臨床研究学会では JSCTR 認定 GCP パスポー
トを 2010 年から開始し、昨年 12 月の JSCTR 認定
GCP パスポート試験で第 19 回を迎えた。すでに約
3200 名の方が合格し、日本の臨床試験関係の最大の
認定制度の 1 つとなっている。教本 1 冊、問題集 2 冊
も販売され、GCP Basic セミナーを計 69 回実施し、
日本の臨床試験規制に関する学習方法を提示し、就
職においても要件として必要な大学等が増えてい
る。 また、一昨年から臨床研究法が、昨年から改改
定 JGCP、ICH-GCP（R2）に関した問題も出題され、
常に新しいものを取り入れて実施している。
一方、JSCTR 認定 GCP パスポートの上位認定とし
て、2012 年から開始した JSCTR 認定 GCP エキス
パートは、昨年の 9 月で第 8 回を迎えた。すでに 168
名の方が合格し、エキスパートメンバーは会員であ
ることから、本学会活動の中心を担っている。
今回、この 2 つの認定制度の歩みと今後の課題につ
いて、本学会のもう 1 つのモニタリング技能検定と
ともに、この教育シンポジウムの中でお話したい。

S14-2
がん臨床研究専門職のための専門教育

○齋藤 裕子
JSCTR 認定制度委員会がん臨床研究専門職認定制度部
会／MSD 株式会社オンコロジーサイエンティフィック
アフェアーズ

がん臨床試験は、臨床試験の三要素である対象・治
療・評価のすべてに特徴があり、その結果、患者さん
への特別な配慮が必要である、試験管理が複雑であ
るなど高度な知識・スキルを要する。
日本臨床試験学会（JSCTR）では、そのようながん
臨床研究を適正に遂行できる人材を育成・認定する
ことにより、がん臨床試験を主とする臨床研究の推
進と質の向上を図ることを目的として、2017 年より
がん臨床研究専門職認定を行っている。各回の合格
率は 5 割を切っており決して容易ではないことがう
かがえるが、受験者や認定取得者からは、「がんの臨
床試験において自分のやっていることが正しいのか
を確認したくて受験した」「認定を取得したことによ
り、オンコロジー領域における特徴的な試験デザイ
ンの意味、医療経済性、QOL 等ソフトな評価の意味
などを考えるようになった」「自分の行っている業務
の意味、意義がわかるようになった」「次のステップ
の目標を持つことにつながった」などの声が聞かれ
る。こういった声からも、本認定試験はがん臨床研究
専門職に必要とされる知識やスキルをはかるテスト
以上の役割を果たしていることがうかがえる。
当日は、この認定制度を含めてがん臨床試験に関す
る専門研修の現状についてご紹介するとともに、人
財育成に関する課題について述べたい。
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S14-3
ACRP認定制度からCRCの教育研修のあり
方を考える

○稲吉 美由紀
国立成育医療研究センター

米国では 2013 年に Multi-Regional Clinical Trials
Center of Brigham and Women’s Hospital and
Harvard(MRCT Center)が中心となり、学術機関、製
薬会社、CROS、臨床研究サイトなどによる合同タス
クフォースが形成され、臨床研究専門家向けに普遍
的に適用できる JTF Core Competency Framework
が構築され、世界中の臨床研究機関がそのフレーム
ワークを使用してトレーニングモジュールや教育リ
ソ ー ス の 開 発 に 取 り 組 ん で い る 。 JTF Core
Competency Framework では臨床研究を実施するの
に必要な 8 つのコンピテンシーと 47 の能力、スキル
が特定されている。また、経験を積むにつれて生じる
能力の増加を認識できるよう、各コンピテンシーは
レベル化され、ACRP には CCRC®、CCRA®、CPI®、
ACRP-PM®など、現在は 6 つの認定が設けられてい
るが、いずれの認定もその必要とされる能力やスキ
ルについては、JTF Core Competency Framework を
基本に認定試験の問題の作成や教育リソースの紹介
がされている。こうした臨床研究の専門家が共通し
て使用できるコンピテンシーフレームワークの開発
には、CRC や CRA のキャリアパスとグローバル化、
そして新しいニーズに適応できるフレームワークの
開発が求められているという背景があると考える。
こういった背景を踏まえ、我が国の CRC と CRA の
教育・育成システムのあり方がどうあるべきか、本
シンポジウムを通して皆様と共に考えたい。

S14-4
モニター合同研修会

○松本 一
株式会社新日本科学 PPD 教育研修

【研修実施の経緯】
2000 年 11 月に第 1 回を実施した「モニター合同研
修会」は昨年 7 月に第 64 回を数え、2,000 人を超える
CRA を教育してきた。発足当時、新 GCP の完全施行
に伴い、CRA の人数を増やす必要に迫られた製薬企
業及び CRO は、研究員または MR 等の社内移動者お
よび CRA 未経験者の中途入社者の導入研修を頻回
に実施していた。そのため、製薬企業と CRO で共通
となる知識、医薬品開発業務の概略、GCP、モニタリ
ング業務の概略等を合同で研修する機会を年に 4 回
実施することとし、本研修会が発足した。コンセプト
は各社の枠を超え、「All Japan で日本の CRA を育て
る」。研修項目は検討委員会で検討し、参加各社の担
当者が講師を務め実施してきた。

【カリキュラムの推移】
2006 年、製薬企業の社内移動、中途入社がひと段落
ついたこと、及び基本的な知識は各社が本研修会に
参加する前に付与している実情を踏まえ、基本知識
の習得の一部を SDV のワーク、ロールプレイに振り
替え、より実践に近い研修を取り入れた。2011 年か
らは、知識を取得する研修からモニタリング業務を
模擬体験するスタイルに完全に変更した。

【CRC とのコラボ】
2007 年より CRC の業務を紹介する講義を設け、
2011 年からはロールプレイの CRC 役でもご対応を
頂きながら、CRC 業務への理解を進めてきた。

【現状】
2011 年より年 2 回の開催となり、製薬企業、CRO と
もに新卒者が中心となった。また、新たな参加者とし
て ARO のモニタリング担当者も参加している。
参加者の感想としては、他社の CRA と交流できるこ
と、他社の講師の指導を受けて、一つの事象に対して
いろいろな見解に触れられることが魅力であること
が挙げられた。
以上を踏まえて本研修会を紹介する。



特別シンポジウム
2月15日(土)　10:35〜12:00

ICH E19ガイドラインの現状と期待
オーガナイザー・座長：酒井　弘憲（日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会／エーザイ株式会社）

藤原　正和（日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会／塩野義製薬株式会社）

SS-1 ICH�E19ガイドラインの作成経緯
                                酒井　弘憲（日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会　2019年度継続タスクフォース4／エーザイ株式会社）

SS-2 ICH�E19ドラフトガイドラインの概要
                                渡部ゆき子（日本製薬工業協会　ICH E19専門家作業部会／中外製薬株式会社）

SS-3 選択的安全性データ収集の事例紹介
                                田中　理砂（日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会　2019年度継続タスクフォース4／旭化成ファーマ株式会社）

SS-4 アカデミアの立場から考えるICH�E19ガイドライン
                                小出　大介（東京大学大学院医学系研究科　生物統計情報学講座）

セッション概要
ICH E19ガイドライン「安全性データ収集の最適化」のドラフトが 2019年 4月に合意され、本邦におい
ても2019年5月〜8月にパブリックコメントが募集されました。
本ガイドライン（案）は、医薬品の安全性プロファイルが十分に特徴付けられた場合に、承認前の後期開
発ステージ又は承認後に実施される臨床試験での安全性データ収集を最適化するための方法（選択的安全
性データ収集）について、国際的に調和されたガイダンスを提供することを目的として検討が進められて
います。
本ガイドライン（案）には、臨床試験における患者の安全性確保を大前提としつつ、選択的な安全性デー
タ収集が適切となる可能性のあるデータの種類や条件等の記載はありますが、臨床試験立案時に課題とな
る選択的安全性データ収集の具体的な実装方法に関して明記されていません。そこで本セッションでは
E19ガイドラインで提案する、選択的安全性データ収集について理解を促進することを目的として、ガイ
ドライン（案）の概要、選択的安全性データ収集を行った臨床試験の事例紹介、アカデミアの立場におけ
るE19への期待を紹介し、今後の課題等について議論できればと考えています。
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ICH E19ガイドラインの作成経緯

○酒井 弘憲
日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエ
ンス部会　2019 年度継続タスクフォース 4／エーザイ
株式会社

ICH EWG（専門家作業部会）のメンバーとして、ICH
E19 ガイドライン「安全性データ収集の最適化」の作
成に参画している立場で、本ガイドラインの現在に
至るまでの作成経緯についてオーバービューを行
う。
医薬品開発において安全性評価は有効性評価に比べ
て副次的に見られがちであるが、有効性評価と同じ
く、安全性評価においてもリスクベーストアプロー
チの原則を適用し、GCP リノベーションの先駆けと
なる本ガイドラインについて周知をはかることが本
セッションの目的である。本セッションを契機に改
めて医薬品の安全性評価について考えて戴きたい。
本セッションでは、関連するガイドラインや最新情
報等も踏まえて、ICH E19 ガイドライン「安全性デ
ータ収集の最適化」の作成経緯について紹介を行う
予定である。

SS-2
ICH E19ドラフトガイドラインの概要

○渡部 ゆき子
日本製薬工業協会　ICH E19 専門家作業部会／中外製薬
株式会社

ICH E19 ガイドラインは、臨床試験において、選択的
な 安 全 性 デ ー タ の 収 集 手 法 を ど の よ う な 場 合

（When）に用いるのが適切であるのか、また、そのよ
うな手法をどのように（How）適用していくかを示
す、国際的に調和されたガイドラインとなることが
期待されている。本講では 2019 年 4 月に ICH 内で
合意されたガイドラインドラフトの内容について紹
介する。
なお、本ドラフトは 2019 年夏に本邦を含む複数の
ICH 加盟国においてパブリックコメント募集がされ
ており、2019 年 11 月にはこれらのコメントを元に
ICH メンバーによる検討が再開されている。今回ご
紹介するドラフトガイドラインの内容は、今後再考
され、変更される可能性があることをご了承いただ
きたい。



日本臨床試験学会 第11回学術集会総会 101

SS-3
選択的安全性データ収集の事例紹介

○田中 理砂 1,2）、佐伯 浩之 1,3）、藤原 正和 1,4）、
山谷 裕樹 1,5）、酒井 弘憲 1,6）

1）日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイ
エンス部会　2019 年度継続タスクフォース 4

2）旭化成ファーマ株式会社
3）富士フイルム富山化学株式会社
4）塩野義製薬株式会社
5）キッセイ薬品工業株式会社
6）エーザイ株式会社

【目的】
ICH E19 ガイドライン「安全性データ収集の最適化」
のドラフトが公開された。本書では、医薬品の安全性
プロファイルが十分に特徴付けられた場合に、安全
性データを選択的に収集することによりデータ収集
を最適化するアプローチが提案されている。しかし、
選択的安全性データ収集を行った際の具体的な解析
方法については記載されていない。そこで、E19 ドラ
フトガイドラインの理解を促進することを目的とし
て、選択的安全性データ収集を行った事例を文献調
査により特定し、紹介することとした。

【方法】
プロトコルが公開されている The New England
journal of medicine の文献を検索し、選択的な安全性
データ収集を実施した臨床試験を調査した。本講で
は特定した 2 つの臨床試験を中心に、臨床試験のデ
ザイン、安全性データの収集範囲及び解析方法につ
いて解説する。

【結果】
文献調査により特定した両試験は、いずれも承認取
得後に実施された試験であり、有害事象に対して選
択的安全性データ収集が行われていた。基本的な集
計方法は包括的安全性データ収集と大きな違いはな
く、特に注目すべき有害事象については、有害事象の
特性や評価の目的に応じた適切な解析方法が利用さ
れていた。

【考察】
ICH E19 ガイドラインに従った臨床試験を実施する
場合は、これまでに得られている安全性プロファイ
ルを踏まえつつ、薬剤の特性に応じて適切に安全性
を評価するための解析計画が求められる。

SS-4
アカデミアの立場から考えるICH E19ガイ
ドライン

○小出 大介
東京大学大学院医学系研究科　生物統計情報学講座

大学病院などの Academic Research Organization
（ARO） では、GCP に則って実施される治験のみな
らず、再生や先進医療、またはこれまでの倫理指針に
則って実施される臨床研究、さらには 2018 年から施
行されている臨床研究法に従った特定臨床研究など
様々な臨床研究に対応する必要がある。中でも臨床
研究において発生する疾病や有害事象については、
報告数が多いことのみならず、それぞれ該当する法
令や指針により規制当局等への報告の要否や期限も
異なってくることから負担も大きい。加えて臨床研
究中核病院の要件については今後さらに厳しくなる
方向にあることから、ARO を取り巻く環境は楽観視
できない状況にある。そのような中で、ICH E19 の

「安全性データ収集の最適化」ガイドラインが取り纏
められて国内のみならず国際的に適用されるように
なることは、規制当局や企業のみならず、被験者や研
究を現場で支える ARO においても負担軽減につな
がる可能性があるかもしれない。しかし一方で安全
性を軽視するような状況は避けなければならず、そ
の点についてはガイドラインを正しく理解した上
で、臨床現場において適切に安全性について監視し
ていく必要もあると考えている。



ランチョンセミナー
2月14日(金)　11:55～12:55

LS-1    Cancer Immunity Cycleから考える免疫チェックポイント阻
害剤の作用機序と安全性対策について

               座長：滝口　裕一（千葉大学医学部附属病院　腫瘍内科）

               演者：北野　滋久（がん研究会有明病院　先端医療開発センター　がん免疫治療開発部）

               共催：中外製薬株式会社

2月14日(金)　11:55～12:55

文書管理システム活用による治験、特定臨床研究等の品質管理向
上と効率化

               座長：樽野　弘之（第一三共株式会社／東京理科大学薬学部）

LS-2-1   GCP renovation時代の新たな治験実施に向けた取り組み〜治験
環境整備とQMSの構築を中心に

               演者：松山　琴音（日本医科大学　医療管理学／学校法人日本医科大学研究統括センター）

LS-2-2   製薬企業におけるAgatha（eTMF及び課題管理）活用事例
               演者：池崎　友美（キッセイ薬品工業株式会社　開発推進部　臨床管理室　臨床管理グループ）

               共催：アガサ株式会社

2月15日(土)　12:20～13:20

LS-3    「白血病を知ろう」
〜白血病の診断、治療の進歩、新たな時代の幕開け〜

               座長：大橋　靖雄（中央大学理工学部　人間総合理工学科）

               演者：堺田惠美子（千葉大学医学部附属病院　血液内科）

               共催：第一三共株式会社
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ランチョンセミナー1

1998 年   三重大学医学部卒業 
1998 年   三重大学医学部　第二内科

入局
2005 年   三重大学大学院医学系研究

科　遺伝子・免疫細胞治療
学　助手

2008 年   三重大学大学院医学系研究
科　血液・腫瘍内科　助教

2009 年   メモリアルスローンケタリ
ングがんセンター（ニュー
ヨーク）客員研究員 

2013 年   国立がん研究センター中央
病院　先端医療科　医員

              同先端医療開発センター
免疫療法開発分野/新薬臨
床開発分野（併任）

2019 年 11 月-   現職

がん免疫療法が効果を発揮するためには我々の宿主の免疫系
ががんを認識して攻撃する必要があり、Cancer Immunity Cycle

（がん免疫サイクル）を用いると理解しやすい。同サイクルには７
つの段階「①がん抗原の放出、②がん抗原の提示、③がん抗原特
異的 T 細胞のプライミングと活性化、④細胞傷害性細胞の腫瘍局
所への移動、⑤T 細胞の腫瘍局所への浸潤、⑥（T 細胞による）が
ん細胞の認識、⑦がん細胞の殺傷」がある。

免疫チェックポイント阻害剤は、がん抗原を認識して活性化さ
れた T 細胞に発現してくる補助抑制受容体（ブレーキ分子）であ
る免疫チェックポイント分子を阻害することによって T 細胞の
活性化を持続させることによりがんを制御する治療である。免疫
チェックポイント阻害剤特有の有害事象として、免疫関連有害事
象（immune-related adverse events：irAE）が知られるが、体内に
残存している自己抗原特異的なリンパ球が免疫チェックポイン
ト阻害剤によって誤って活性化されてしまい自己細胞・組織を
攻撃してしまうことが主な作用機序であると考えられている。

本セミナーでは、Cancer Immunity Cycle をもとに免疫チェッ
クポイント阻害剤の作用機序、および、免疫関連有害事象と安全
性対策について最近の知見を交えながら概説する。

略　歴

北野 滋久
がん研究会有明病院　先端医療開発センター　がん免疫治療開発部

中外製薬株式会社
2月14日(金)　11:55～12:55

LS-1 Cancer Immunity Cycleから考える免疫チェック
ポイント阻害剤の作用機序と安全性対策について
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2000 年   京都大学薬学部卒業
2003 年   公益財団法人先端医療振興

財団臨床研究情報センター
2015 年   京都府立医科大学研究開発

質管理向上統合センター学
内講師

2017 年   日本医科大学大学医療管理
学特任教授、兼 学校法人日
本医科大学研究統括センタ
ー副センター長
現在に至る

【背景・目的】ICH-E6R2 の発出に伴い、我が国でも 2019 年 7 月
に省令 GCP ガイダンスの改訂がなされたため、臨床試験の実施
にあたっては、品質管理システムの構築やリスクベースドアプロ
ーチに基づく、リスク管理や品質確保が必要となった。また、現
在検討中の ICH-E6R3 の改訂においても、改訂 E8 ガイドライン
に示されたように、品質にとって critical な要因を中心として、品
質を担保するプロセスをいかに組み込むかという観点が示される
可能性がある。また治験の実施環境においても、国際共同治験等
での治験必須文書の電子化対応や原資料の特定、delegation list の
整備、教育研修記録の明確化、従来のポイント表に基づく請求か
らフェアバリュー方式への転換など、「目に見えて」「シンプルに
わかりやすく」治験に共通するプロセスと治験特有のプロセスを
特定し、プロセスベースに環境の整備をすることが求められてき
ている。我々は文書管理システムを用いて電子化することで、治
験実施にあたって直面しているいくつかの課題に対応することと
した。

【結果】まず、治験調整事務局を担当している医師主導治験におい
て、eTMF による電磁原本管理の対応を行い、スポンサー及び実
施医療機関における必須文書の保管状況の把握が可能な形にした。
本治験では合わせて ER/ES 対応の EDC システムを採用してお
り、電磁的に実施する監査にも対応可能である。本基盤に合わせ、
現在他の企業治験においても利用可能な医療機関側の eTMF によ
る必須文書管理、IRB 審査システムの導入について準備を行って
いる。上記の現状報告を行うとともに、我々が計画している臨床
試験に関与するスポンサーやスタッフに対してプロセスを明確化
する試みを紹介する。

松山 琴音
日本医科大学　医療管理学／学校法人日本医科大学研究統括センター

アガサ株式会社
2月14日(金)　11:55～12:55

LS-2-1 GCP renovation時代の新たな治験実施に
向けた取り組み〜治験環境整備とQMSの構築を中心に

略　歴
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1997 年   明治薬科大学薬学部衛生薬
学科卒業

製薬企業における Agatha eTMF 及び Agatha 課題管理の活用
事例として、システムそれぞれの利用範囲、導入までの経緯、導
入による効果などを紹介します。

略　歴

池崎 友美
キッセイ薬品工業株式会社　開発推進部　臨床管理室　臨床管理グループ

アガサ株式会社
2月14日(金)　11:55～12:55

LS-2-2 製薬企業におけるAgatha
（eTMF及び課題管理）活用事例
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1994 年   浜松医科大学医学部医学科
卒業

1994 年   愛知県小牧市民病院　研修
医・内科

1997 年   千葉大学血液内科　(旧第
二内科)　

2003 年   千葉大学大学院医学研究科
博士課程修了

2007 年   千葉大学医学部附属病院
臨床腫瘍部　助教

2012 年   千葉大学医学部附属病院
血液内科　助教

2014 年   千葉大学医学部附属病院
血液内科　診療講師　

2017 年   千葉大学医学部附属病院
血液内科　診療教授・科長

2018 年   千葉大学医学部附属病院
造血細胞移植センター　セ
ンター長

              現在に至る

皆さんは、白血病というとどのようなイメージをお持ちでしょ
うか？

最新の調査でも、一般市民の約 9 割は「白血病は不治の病」と
いうイメージを持ち、「髪が抜ける」「無菌室に隔離される」など、
辛い病気と認識されているごとが示されています。芸能人やスポ
ーツ選手が、自身の白血病を公表し、社会の関心が高まっていま
すが、どのような病気か、実はあまりよく知られていません。

白血病は「血液のがん」です。他の固形癌と違い、白血病細胞
は全身をめぐり循環しますので、転移という概念はありません。
一般的に抗がん剤などの薬物療法が選択されます。白血病には、
増殖が急速な「急性白血病」と、ゆっくりとした「慢性白血病」が
あり、さらにそれぞれの病型には「骨髄性」と「リンパ性」があ
ります。この大まかな病型の中にも、さらに多種多様なタイプの
白血病が含まれており、その種類により、治療法は大きく異なり、
予後も様々です。

白血病の中でも、慢性骨髄性白血病患者の多くは外来治療が主
体で、入院しません。一定の条件をクリアした患者の一部は、治
療をやめても病気が悪化しない、つまり治癒することが、最近の
研究で明らかとなってきました。20 年前には考えられなかったよ
うな進歩です。

このように、近年の遺伝子診断などの検査技術の進歩や治療薬
の開発、造血幹細胞移植の普及により、白血病を克服できるよう
になった患者が増えているのも事実です。

このセミナーでは、医療者でも理解が難しいといわれる白血病
について、わかりやすく解説します。白血病という病気を正しく
知って頂き、ひとりでも多くの方に、白血病をもつ方の支えとな
って頂きたいと願っています。

堺田 惠美子
千葉大学医学部附属病院　血液内科／造血細胞移植センター

第一三共株式会社
2月15日(土)　12:20～13:20

LS-3 「白血病を知ろう」〜白血病の診断、
治療の進歩、新たな時代の幕開け〜

略　歴
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