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Abstract
The Clinical Research Act was enacted on April 14, 2017 and will go into effect from April, 2018. The
MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) prepared the draft of the Ordinance for Enforcement of
the Clinical Research Act based on the intensive discussions by the Clinical Research Committee of the
MHLW Health Science Council from August to November in 2017. The draft Ordinance has been
undergoing public consultation from December 28, 2017 until January 26, 2018 ＊ .
Considering the draft Ordinance, the task force team of the Clinical Evaluation Expert Committee in
JPMA (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association) discussed industry expectations and issues to be
considered with regard to the Accredited Review Board of clinical research, registration of clinical research
including its results to the public database and quality management & monitoring of clinical research. The
viewpoint of the task force team of the Clinical Evaluation Expert Committee in JPMA is that evidence
from clinical research should be used efficiently for clinical development of new medicinal products.
Key words
Clinical Research Act，draft of the Ordinance for Enforcement of the Clinical Research Act，public
comments
Rinsho Hyoka（Clinical Evaluation）．2018；46：43−50.

＊ 本稿は，臨床研究法の 2018 年 4 月施行前の本誌ホームページ掲載を目的として 2018 年 1 月末までの最新情報に基づ
いている（This paper is based on the latest information as of the end of January 2018 with the aim of the timely publication on the
（
）Website prior to enforcement of the Act in April 2018）
．なお，本
号刊行時に頁数変更の上で本誌に収載しホームページ掲載も継続する．
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事項を Table 1 に抜粋する．

1．はじめに
3．臨床研究法施行における考慮点
1）

臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号） は 2017 年
4 月 14 日に公布され， 公布から 1 年以内の 2018

これまで臨床研究は人を対象とする医学系研究

年 4 月の施行が予定されている．

に関する倫理指針やヒトゲノム・遺伝子解析研究

本法は，高血圧症治療薬ディオバンⓇ（一般名：

に関する倫理指針に基づいて実施されてきてお

バルサルタン）の臨床研究データの不正な取扱い

り，臨床研究法施行規則（案）にもこれらの指針の

の再発防止策の検討 2） を受けて，厚生労働省の

基本的な考え方は踏襲されている．一方で，臨床

「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」

研究法施行規則（案）によって新たに示された概念

（以下，臨床研究の制度在り方検討会）が 2014 年

もいくつかある．本稿では，臨床研究のエビデン

12 月に公表した最終報告書

3）

の結論に基づいて

スを革新的な医療の開発に繋げていくことが重要

いる．本報告書では臨床研究の質の確保，被験者

であると考え，新たな概念が示された事項の中で

の保護，製薬企業等の資金提供・労務提供の透明

も信頼性が確保された臨床研究データの新薬開発

性の確保には，一定の範囲の臨床研究に対する法

への活用という観点から，認定臨床研究審査委員

規制が必要という提言が示された．

会，研究計画・結果のデータベースへの登録と公

一方，日本製薬工業協会（以下，製薬協）の医

開，及び臨床研究の実施におけるモニタリングの

薬品評価委員会臨床評価部会検討チーム（以下，

3 点を取り上げた．これらについて，臨床研究法

臨床評価部会検討チーム）では，2012 年より臨床

施行規則（案）やその検討過程から把握された事項

研究を含めた新たな臨床試験制度について臨床研

を整理し，今後の期待と課題という形で以下にま

究の制度在り方検討会の動向をみながら検討し

とめる．

た

4，5）

．この検討では，実施目的や研究に使用さ

なお，臨床研究法施行規則（案）における企業の

れる医薬品や医療機器，再生医療等製品といった

資金提供や利益相反に関する事項は，製薬協が

被験物の違いによって，治験とそれ以外の臨床研

2011 年 3 月に策定した「企業活動と医療機関等の

究に対して異なる法規制が適用されている現状の

関係の透明性ガイドライン」
（以下，透明性ガイド

課題を示し，将来的にこのような別建ての法体系

ライン）8） に整合していると考えられる．特定臨

の統合を目指すべきであると提言した．

床研究の資金提供について，製薬協加盟企業はこ

臨床研究法が国会で可決，成立して以来，厚生

れまでと同様に透明性ガイドラインを遵守するも

科学審議会臨床研究部会（以下，臨床研究部会）6）

のであり，医薬品評価委員会の臨床評価部会検討

における 2017 年 8 月から 11 月までの審議を経て，

チームとしては資金提供関連以外の項目について

臨床研究法施行規則（案）がまとめられ，2017 年

の見解を示す．

12 月 28 日にパブリックコメントの募集が開始さ
れた 7），＊．これを受け，臨床研究法施行規則（案）

3.1 認定臨床研究審査委員会の係わり

の内容について，製薬業界の視点から，期待と今

臨床研究法施行規則（案）では，厚生労働大臣の

後の課題について考えたい．

認定を受けた認定臨床研究審査委員会による実施
前の研究計画の審査及び承認を求めており，実施

2．臨床研究法施行規則（案）の概略

中の変更並びに年一回の実施状況に関する定期報
告を規定している．臨床研究の実施における安全

臨床研究部会で検討された主な事項のうち，臨

性情報，並びに臨床研究法施行規則や研究計画書

床評価部会検討チームの視点で重要と考えられる

に対する適合性についても把握し，適宜，適正な
− 44 −

Clin Eval 46（1）2018

Table 1

Outline of the discussion points reviewed by the Clinical Research Committee
of the MHLW Health Science Council
臨床研究部会＊の主な検討事項の抜粋

第 1 章（総則）

（1）定義

第 2 章（臨床研究の実施）

（1）臨床研究実施基準
①臨床研究の実施体制に関する事項
臨床研究の基本理念
研究責任医師等の責務
実施医療機関の管理者等の責務
研究計画書
②臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項
③臨床研究の実施状況の確認に関する事項
モニタリング
監査
④研究対象者に対する補償
⑤利益相反管理
⑥その他臨床研究の実施に関し必要な事項
認定臨床研究審査委員会の意見への対応
情報の公表
（2）実施計画の提出等
（3）特定臨床研究の対象者等に対する説明及び同意
（4）記録の保存
（5）認定臨床研究審査委員会に対する疾病等報告及び不具合報告
（6）厚生労働大臣に対する疾病等報告
（8）定期報告
①認定臨床研究審査委員会に対する定期報告
②厚生労働大臣に対する定期報告

第 3 章（認定臨床研究審査委員会）

（3）臨床研究審査委員会の認定要件
（6）認定臨床研究審査委員会の廃止後の手続
（7）認定臨床研究審査委員会の審査意見業務
（9）認定臨床研究審査委員会の結論

第4章（臨床研究に関する資金等の提供） （1）契約で定める事項
（2）研究資金等の提供に関する情報等の公表
＊ 厚生科学審議会臨床研究部会資料（第 1 回〜第 6 回）6）

†補足：臨床研究法における「特定臨床研究」について
臨床研究法では，臨床研究について「医薬品等を人に対して用いることにより，当該医薬品等の有効性又は
安全性を明らかにする研究」と定義し，そのうち，以下のいずれかに該当する場合を「特定臨床研究」と定義
している．
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下，医薬品医療機器等法）にお
ける未承認又は適応外の医薬品等の臨床研究
製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究
特定臨床研究に対しては，上記表の臨床研究実施基準に含まれるモニタリングや監査等及び実施計画に対す
る認定臨床研究審査委員会の意見聴取並びに厚生労働大臣への提出が義務付けられる．一方，特定臨床研究以
外の臨床研究に対しては，これらは努力義務となる．
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とは継続的かつ重要な課題である．

実施のための認定臨床研究審査委員会の見解を示

厚生労働省は臨床研究の制度在り方検討会の提

す必要がある．
また，臨床研究法施行規則（案）に認定臨床研究

言を受けて，2014 年度から倫理審査委員会認定

審査委員会の要件を示し，「同一の医療機関に所

制度構築事業を開始しており，その後，日本医療

属している者が半数未満であること」と規定され

研究開発機構（AMED）の認定事業として 2016 年

ている．これにより，公正な審査が図られるとと

度までに計 33 の機関に設置された委員会を認定

もに，臨床研究法で認定された審査委員会での審

している 10）．これは国による倫理審査委員会の認

査が義務付けられることにより，審査が集約され

定の先例になるが，認定臨床研究審査委員会につ

るようになると考えられる．医療法に規定される

いては単に認定するだけではなく，認定期間中の

臨床研究中核病院（11 医療機関；2018 年 1 月現在）

研修や指導にも積極的に行政機関が係わって欲し

の倫理審査委員会は医療法施行規則を改正して臨

いと考える．海外の事例として，英国では行政機

床研究法に規定する認定臨床研究審査委員会にな

関である Research Ethics Service が公的に認定さ

り 9），これらに加えて，相当数の委員会が認定さ

れた倫理審査委員会の質の標準化と向上のための

れる見通しとなっている．

活動を行っている 11）．定期的な更新時の審査の他

認定臨床研究審査委員会が中央審査として機能

に過去の研究計画書を用いた模擬審査による共同

する意義と現場に及ぼす影響は大きい．今後の臨

討議も行われており，興味深い．

床研究の実施に認定臨床研究審査委員会が果たす

また，AMED では 2016 年度より「中央治験審

役割への期待と，着実に運用していく上での課題

査委員会・中央倫理審査委員会基盤整備モデル事

を以下に示す．

業」12）を行っており，臨床研究法による認定臨床

認定臨床研究審査委員会が特定臨床研究の実施

研究審査委員会の整備にも参考になる．2016 年

状況を定期報告として継続的に把握していくこと

度の事業成果をみると，中央倫理審査委員会と各

が法令として規定され，研究責任者及び研究分担

医療機関の倫理審査委員会の役割分担の整理，中

者に対する臨床研究の実施責任を明確にし，研究

央審査の実施に関する医療機関ごとの様式や審査

対象者の保護が法的に裏付けられる意義は大きい

手数料の相違など，実務上の多くの課題が指摘さ

と考える．また，認定臨床研究審査委員会が多施

れている．

設共同研究の研究計画を中央で審査することによ

中央審査を円滑に進めるために，認定臨床研究

り，臨床研究の倫理面に加えて科学的な審査の集

審査委員会と実施医療機関との間で手続きを整理

約化が進み，実施計画や実施状況の評価・把握の

する必要があり，さらにはこれらの業務手順が異

向上が期待される．認定臨床研究審査委員会の審

なる認定臨床研究審査委員会や実施医療機関の間

査意見業務には疾患領域の専門家等の技術専門員

でも共通化されることが望まれる．特に，認定臨

による評価が規定されており，研究内容に応じた

床研究審査委員会での審査期間を明確にし，研究

審査が行われると考えられる．

実施のタイムラインを明確にすることは重要であ

一方で，それぞれの認定臨床研究審査委員会の

る．

審査レベルの均質化の観点からは認定の件数との

さらに，臨床研究に対する中央審査を，将来的

バランスが重要である．また，研究対象者の保護

には治験も含めた審査機能としていくことも今後

の均質化の観点からは，特定臨床研究だけでなく

の課題ではないかと考える．本来，人を対象とし

それ以外の臨床研究においても認定臨床研究審査

た研究という観点から見れば，治験と臨床研究は

委員会によって研究内容や実施状況は適切に確認

同様であるため，同一の審査委員会で審査する上

されるべきであり，認定臨床研究審査委員会の関

での課題も含めて実施可能性を検討する価値は十

与を特定臨床研究以外の臨床研究へ広げていくこ

分にあると考える．
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3.2 臨床研究実施の公的なデータベースへの

参加可能な臨床試験情報を得られるための環境整
備は，臨床研究の公益性という視点で重要であ

登録と情報公開

り，利便性の高い検索システムの実現が切に望ま

臨床研究法施行規則（案）では，臨床研究の計画
概要や結果を厚生労働省が整備するデータベース

れる．

へ登録して公開することが規定されている．これ

規制当局への届出と同時に ICMJE（International

は臨床研究法の国会審議の過程で衆議院及び参議

Committee of Medical Journal Editors）に参加す

院厚生労働委員会から，研究過程の透明性確保の

る医学雑誌への投稿要件が満たされることは研究

観点から研究概要，進捗状況及び結果を登録・公

者にとっても有益なはずである．

開することが附帯決議 13，14） として示されたこと

研 究 結 果 の 公 開 は， 先 行 す る 米 国 の Clinical

による．臨床研究法第 5 条に基づく研究計画の概

Trials.gov でも課題となっている．今後，臨床研

略として実施計画をデータベースへ記録すること

究法によって日本のデータベースで結果の公開が

で厚生労働大臣への電子的な届出を行い，この届

充実されれば，類似の研究や計画通りの実施が困

出内容が公表される．同時に WHO（World Health

難な研究の繰り返しを防ぐことが可能になると考

Organization）の Primary Registry にも登録され

える．また，結果の共有は国民の自らの治療や医

るように英語入力の項目を併設したシステムを構

療全般への関心を高めるきっかけになるのではな

築することが臨床研究部会（第 2 回の資料 2-2）6）

いかとも考える．さらに，将来的にこのような

では示されている．また，実施計画や研究結果に

データベースを活用して新たな治療法の開発に繋

加えて進捗状況が公開されることも示されている

げていくことも期待される．

が，臨床研究法施行規則（案）には具体的な公開項

研究内容や結果が登録・公開され，患者自らが

目は含まれておらず，今後の臨床研究法施行に係

参加可能な臨床試験情報を得られる環境は，臨床

る運用通知を待つ必要がある．研究結果について

研究法の範囲のみでなく，本来は医薬品医療機器

は，臨床研究部会での検討時よりも具体的な対応

等法の治験を含む全ての臨床研究を対象に検討さ

が臨床研究法施行規則（案）に示された．研究責任

れるべきだろう．治験では，現時点で登録は義務

医師は，主要評価項目報告書と総括報告書をそれ

ではなく推奨であり，国立保健医療科学院の臨床

ぞれ作成する必要があり，その作成期限は，主た

研究情報ポータルサイトで JAPIC（日本医薬情報

る評価項目に関するデータ収集期間が終了してか

センター）の臨床試験情報システム，UMIN（大

ら，並びに全ての評価項目に関するデータ収集期

学病院医療情報ネットワーク）の臨床試験登録シ

間が終了してからそれぞれ原則 1 年以内となって

ステム及び日本医師会治験促進センターの臨床試

いる．これらの結果の概要の公表は，それぞれの

験登録システムを代表的な登録先として国民へ紹

報告書に対する認定臨床研究審査委員会の意見が

介している．しかしながら，患者自らが参加可能

示された日から 1 カ月以内となっている．

な治験や実施医療機関を簡単に調べられるシステ

このように，公的なデータベースで特定臨床研

ムとは言い難く，改善が必要である．臨床研究法

究の研究内容や実施状況が管理され，これらが一

施行規則（案）に示される厚生労働省が整備する

般国民に公開されることにより，臨床研究の実施

データベースが患者の利便性に優れたシステムと

に対する社会的な意義と実施の責任が明確にな

して構築され，既存の登録システムも統合されて

る．臨床研究の国際的な状況を見ると，米国では

いくことを期待する．

臨床試験の ClinicalTrials.gov への登録と結果の公

臨床研究法施行規則（案）では研究結果の公開に

15）

開を徹底する規制（42 CFR Part 11） が強化さ

ついて，主要評価項目報告書と総括報告書を該当

れ，2017 年 1 月に施行されている．医学的な研究

するそれぞれのデータの収集期間が終了してから

としての側面だけではなく，患者が自らの意思で

原則 1 年以内に作成することを研究責任医師に求
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めている．該当するデータが得られてから概要が

り，日本の臨床研究の品質やエビデンスレベルが

公表されるまでに実際にどの程度の時間を要する

向上し，国際的な臨床研究が大きく進展すること

かは，
「原則」とされた1年以内の運用に依存する．

が 期 待 さ れ る．ICH で は 現 在， い わ ゆ る GCP

ちなみに，米国の臨床試験の登録と結果の公開に

Renovation と呼ばれる大変革の時期にきている．

関する規制（42 CFR Part 11）では，原則 1 年以

2017 年 1 月に ICH が公開した GCP Renovation に

内とし，最大で 2 年以内まで延長されている．ま

関する reflection paper 19） では，医薬品等の承認

た，結果として公開される内容は今後の運用通知

前後で有効性の確立の程度や安全性プロファイル

を待つ必要があるが，実施された研究結果の把握

の情報量が異なり，さらには試験デザインによっ

のしやすさと入力作業の簡便さのバランスがポイ

ても被験者又は研究対象者に対するベネフィッ

ントになってくるだろう．

ト・リスクバランスは違ってくることを踏まえて，
現行の ICH-GCP の対象を拡大し，より柔軟に運

3.3 モニタリング及び品質の考え方

用していく必要性が示されている 20）．一律な品質

臨床研究法の国会審議時の衆議院・参議院厚生

基準ではなく，研究の目的や多様な試験デザイン

労働委員会附帯決議

13，14）

に応じた品質確保（fit-for-purpose data quality）

でデータの品質に関す

る 事 項 と し て，「臨 床 研 究 実 施 基 準 の 策 定 に 当

の考え方が日本の臨床研究や治験に浸透していく

たっては，ICH-GCP や GMP に準拠することによ

ことが期待される．臨床研究法施行規則の運用は

り，臨床研究の一層の信頼性の確保に努める」こ

正にこれから始まる．ICH での GCP Renovation

とが求められ，臨床研究法施行規則（案）の臨床研

を見越して，fit-for-purpose の観点から柔軟な品

究実施基準（案）ではモニタリング及び監査が規定

質確保のあり方を実現していただきたい．多種多

された．これらの内容は医学系倫理指針とほぼ同

様な臨床研究について効果的な品質確保を図り，

じであり，臨床研究実施基準（案）では「モニタリ

ICH-GCP 準拠の臨床研究が国内で活性化し，新

ングの対象となる臨床研究の業務に従事する者

たなエビデンスが創出されていくことが期待され

に，当該者が直接担当する業務のモニタリングを

る．
一方，特定臨床研究が ICH-GCP 準拠で行われ，

行わせてはならない」という内容が新たに追加さ
れている．衆議院・参議院厚生労働委員会附帯決

医薬品医療機器等法の下で行われる治験，特にア

議に基づく臨床研究部会での検討内容からは，臨

カデミアが行う医師主導治験と品質管理の観点で

床 研 究 の デ ー タ の 信 頼 性 は ICH E6(R2)（以 下，

同等になってくると，特定臨床研究と医師主導治

16）

によるモニタリング及び監査と同

験を規制上で分けることは果たして合理的なのか

様の水準で確保され，「医薬品の臨床試験の実施

という疑問も生じてくる．衆議院・参議院厚生労

ICH-GCP）

17）

の基準に関する省令」
（以下，GCP 省令）

働委員会附帯決議には，治験と臨床研究の制度区

にも

分 と 活 用 方 法 を 明 確 化 す る と あ る が， 上 述 の

整合していくことになると考えられる．
臨床研究実施基準（案）ではモニタリングや監査

GCP Renovation を踏まえると，治験と臨床研究

の実施について，ICH-GCP や GCP 省令のガイダ

を法的に区別する枠組みを見直す時期が近づいて

ンス通知

18）

いるのではないかと考える．

のような詳細な記載内容にはなって

いないが，今後示される臨床研究に係る運用通知

4．おわりに

等 を 含 め て 特 定 臨 床 研 究 が ICH-GCP の riskbased approach の考え方を取り入れて行われるこ
と へ の 期 待 は 大 き い． 海 外 の 臨 床 研 究 は 既 に

臨床研究法の施行により，研究対象者の保護，

ICH-GCP 準拠で実施されており，モニタリング

臨床研究の公益性という基本理念が法的に明確に

や監査以外も含めて臨床研究法施行規則（案）によ

なることの意義は大きい．臨床研究法施行規則を
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