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は じ め に

　平成10年 4 月に施行された「医薬品の臨床試験の実
施の基準に関する省令」によって日本の臨床研究が大
きく変化したということは，多くの研究者が実感して
いるであろう．通称「新 GCP（good clinical practice）」
と言われ，それまでの局長通知であった「旧 GCP」が
改正され，薬事法施行規則として施行されることによ
り，臨床試験のレベルが格段に向上した．しかし，こ
の新 GCP は新薬の承認申請のために行われる特別な
臨床試験である「治験」にのみ適用されるので，治験
以外の臨床研究は新 GCP に準拠する必要はない．その
ため，治験以外の臨床研究は新 GCP のような研究実施
の基準が存在せず，一部の研究は，必ずしも質の高い
研究とは言えない状態が続いていた．
　そこで，このような状態では日本全体の臨床研究の
質が向上しないと考えた国は，「倫理指針」というガイ
ドラインを作成することで省令のような拘束力はない
が，明確な基準を作成する事を始めた．まず最初にヒ
トゲノム研究や遺伝子解析研究に対して思考基準を定
めて平成13年「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する
倫理指針」を作成した．続いて，平成14年には「疫学
研究に関する倫理指針」を，平成15年には「臨床研究
に関する倫理指針」を作成，適宜改正してきた．その
ような倫理指針が作成されると，多くの臨床研究は倫
理指針に準拠して実施されてきたが，残念ながら複数

の臨床研究において倫理指針に違反していたことがわ
かり，調査委員会が作られて指針違反の内容が検証さ
れた．その報告書を読むと，臨床研究データの信頼性
に問題のあることがわかった．このような問題に対応
することに加えて「疫学研究」と「臨床研究」の 2 つ
の倫理指針が存在することの混乱を整理するために，
平成27年 4 月より「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」（以下，医学系指針）に臨床研究と疫学研
究の倫理指針が統合され施行された．

倫 理 指 針

　既に述べたように，様々な倫理指針が作られ，改正
され，施行されている｡ 現在厚生労働省のホームペー
ジ1）に倫理指針に関する情報と関連情報がまとめて整
理して掲載されている．倫理指針本文だけでは十分理
解がすすまないと思われる部分には，ガイダンスやＱ
＆Ａ集が作成されてホームページに掲載されている．
平成27年 4 月に施行された医学系指針には，それまで
の倫理指針では明確に記載されていなかった「研究計
画書」の作成について明確に規定され，記載すべき項
目も明記された．また，第 8 章には研究の信頼性確保
の記載が大きく加筆され，第21に「モニタリング及び
監査」の項目が追加された．モニタリングや監査は，
臨床研究における信頼性確保のための手順であり，侵
襲を伴う介入研究ではモニタリングは必須，必要に応
じて監査を実施する事と明記された．また，平成27年
5 月30日から施行される医学系指針は，同日施行され
る個人情報保護法改正にあわせて，様々な改正点があ
り，各施設は対応を求められている．
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ICH-GCP

　ICH とは International Conference on Harmonization 
of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use の略で，1990年代か
ら日本，米国，欧州の 3 極で新薬開発の際の申請手続
きにおける効率化を目指して，様々な標準化を行うた
めの会議である．標準に従って実施作成された書類は，
3 極の多の地域でも自地域と同じように書類を扱うこ
とを目的としている．その文書の 1 つに ICH-GCP が
ある．ICH 本体のホームページにも原文はあるが，
PMDA のホームページ2）にも本文があり，いくつかの
サイトには日本語訳も掲載されている．ICH-GCP は，
当初の目的が新薬申請のための治験を視野に入れた実
施基準であり，日本の新 GCP も ICH-GCP との整合性
を取ることを目指して作られたが，新 GCP と ICH-GCP
との間では微妙な違いがある．最も大きな違いは，
ICH-GCP では治験依頼者が治験責任医師と直接契約
を結ぶが，日本では実施医療機関との契約となること
である．そのため新 GCP には医療機関の長の役割が書
かれているが ICH-GCP には記載がない．また，治験
審査委員会の設置者についての既定は ICH-GCP には
記載がないが，新 GCP には設置者に対する既定があ
り，医療機関の長を通して治験審査委員会（倫理委員
会）の意見を聞くことになる．海外の施設との国際共
同研究では，ICH-GCP 準拠が必須となるが，このよう
な日本のシステムとの違いを十分理解して，ある部分
は日本用に読み替えることなどをしながら契約を結
び，臨床試験を実施する必要がある．

臨床研究におけるデータマネジメントの重要性

　新 GCP や ICH-GCP のもとで行われる治験では，デ
ータの質を確保するためにデータマネジメントが重要
である事が認識されており，十分な質を担保するため
には人材も，ノウハウも，資金も必要であることも理
解されてきた．治験の依頼者である製薬企業の中には
データマネジメントを専門とする部分にデータマネジ
ャーが在席し，データマネジメント業務を実施してい
る．しかし，残念ながら治験以外の臨床研究において
は，まだまだ十分にデータマネジメントに対する認識
が浸透しているとは言えない状況である．10年以上前
から全国レベルで多施設共同研究を行っている研究グ
ループにはデータセンターがあり，そこにデータマネ

ジャーや生物統計家が多く在席して業務を行ってい
る．その一方，いくつかの多施設共同研究では，研究
のデータが事務局施設の医局コンピュータに保存さ
れ，誰でもそのデータファイルを参照したり編集した
りできるというのが現状である．しかも，いつ，だれ
がそのコンピュータを操作したのか等言うログも残っ
ていない．近年問題になった臨床研究では，診療録に
記載されていた血圧と解析用のデータセットに記載さ
れた血圧が20％の症例で違っていたなどの，杜撰なデ
ータ管理がされており，加えて，どこで誰がその値を
入力・編集したのかもわからないというお粗末さであ
った．このような問題点を解決する 1 つの方法として，
臨床研究法が成立し，対象となる臨床研究は治験以外
の臨床研究であっても，ほぼ治験と同レベルの手順を
求められることになった．

データマネジメントの内容

　臨床試験におけるデータマネジメントは，研究計画
書に記載された評価項目や安全性項目のデータを正し
く収集，記録，保管するための一連の業務である．そ
の際に重要なツールとして使われるのは症例調査票：
case report form（CRF）である．データマネジメン
トの業務は，研究計画書に記載された評価項目を過不
足なく取得できるデータ項目を設定し，適切な CRF
を設計し，それらがデータを取得する時期も含めて妥
当かどうかを検討し，研究計画書の作成時に意見を述
べることから始まる．欧米では1980年代から臨床研究
のデータセンターにはセントラルデータマネジャーと
いうデータセンターでデータマネジメントを行う専門
職がおり，研究計画書を作成する段階から研究グルー
プに入っている．日本でも近年やっとデータマネジャ
ーの重要性が認識され始めてきたが，その職種として
の地位を確立するには至っていない．

CRFの設計

　インターネットの普及と，ネットワークセキュリテ
ィー技術の進歩によりインターネットを使ったリモー
トデータエントリーあるいは EDC（electric data 
capture）が普及してきた昨今ではあるが，どのような
システムを利用するにしても CRF の設計はデータマ
ネジメントの基本である．今後，検査値などは電子カ
ルテシステムから抽出するシステムが実用化されると
期待するが，どのようなシステムを利用しても，研究
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者が判断して入力しなくてはならない項目が CRF の
中で無くなる事は無い．そのために研究全体を把握し，
エンドポイントの性質を理解し CRF に記入する項目
を過不足なく規定するためには CRF 設計のノウハウ
は必須である．診療録の記載，検査データ，入院サマ
リー，手術記録，病理伝票などに分散したデータを
CRF に入力する場面を想定すると，症例ごとに紙媒体
で入力欄を準備した CRF をワークシートとして利用
する方がむしろ能率的であることもある．今後，どの
様な入力システムになるとしても，CRF の種類と項目
の多くは普遍的であると考えられるので，データセン
ターに所属するデータマネジャーには CRF の設計に
関する知識と経験が必要である．

データ項目の検討

　研究ごとに作成する CRF に記入する項目は，研究
計画書との整合性が必須である．データマネジメント
の専門家が研究計画書作成時に参加するのは，不必要
な項目が研究計画書に記載されないようにするためで
もある．研究者としては，とれる項目は可能な限り多
く取りたいという気持ちがあるため，項目が多くなり
がちであるが，項目が多くなればなるほど欠損や入力
ミスが増え，問い合わせの対象が増える．最終的に解
析されず，他の項目の正確性を補佐する項目でもない
ような項目を CRF に入れるのは全くの無駄である．
研究ごとに様々な種類の CRF を作成することになる
が，研究計画書に書かれた内容と CRF の項目との整
合性を十分検討するべきで，その場面で大きな役割を
果たすのがデータマネジャーである．例えば腎機能の
評価を研究計画書に書かれていた場合，血清クレアチ
ニン値のみで良いのか，その他も関連する項目も必要
なのか，個々の研究の介入内容によって違ってくる．
この点を研究者とデータマネジャーが相談しながら決
定していくのである．また，悪性腫瘍の経過観察時期
には予後情報を取得する CRF 設計をするが，その際
の項目には，生存死亡の情報と日付のみで良いのか，
再発の情報もとるのか，晩期合併症が予想される疾患
や介入であれば，それらもデータとして取得するのか
なども十分検討して決めておかなければならない．

データチェック

　データマネジメントにおけるデータチェックは，セ
ントラルモニタリングとほとんど重複する作業の場合

もある．そのため，モニターとデータマネジャーが協
力しながらモニタリング報告書を作成することは，多
くのデータセンターで行われている．しかしモニタリ
ングは，研究が研究計画書に基づいて適切に実施され
ているかを，まさに「モニタリング」するのに対して，
データマネジメントでは，他の施設と比較して値の変
化が大きくないか，前回の報告書のデータと比較して
変化が大きくないかなど多角的な視点でデータをチェ
ックするので，一部分実施する作業内容が違うことに
なる．
　紙媒体の CRF を使用する場合は，得られたデータ
をいかに間違いなくコンピュータに入力しているかと
いうチェックは，ダブルエントリーというチェックす
る方法がある．CRF のデータを別の日に（できれば別
の人が）もう一度入力し， 1 回目の値と 2 回目の値を
比較して，違っていれば原票に戻ってどちらが間違っ
ているか確認するという方法である．また，入力した
データを印刷して，原票と読み合わせを行ってチェッ
クする事もある．企業主導で行う治験は，ダブルエン
トリーに読み合わせを加えて行っているところもあ
る．いずれにせよ，単純な入力ミスをいかに減らすか
という努力を行う事が重要で，その場面で中心的役割
を果たすのがデータマネジャーである．また，項目間
の不整合がないかも，様々な方法でチェックしている．
ただし，近年の EDC システムでは，発生源入力する
ことになるので，モニターと協力してサイトビジット
モニタリング（入力した施設に行って原データとの照
合を行うこと）を実施してデータの質を確保すること
もある．

進捗状況の把握

　モニタリングとも重複するが，紙媒体の CRF を用
いてデータを回収している場合は，どの CRF が未回
収かどうかを知ることが重要で，定期的にチェックし
て進捗状況を把握することになる．未回収のまま放置
することは，その時点のデータをすべて欠損値にして
しまう可能性があるからである．その意味では，いわ
ゆるビジット型と言われる CRF を適宜回収する方法
が進捗を管理しやすい． 1 例分がまとまった Book 型
の CRF では最終段階になってやっと数か月前の欠損
や間違いに気づくことになりかねない．

　 ICH-GCP に準拠した臨床研究の実施とデータマネジメント：樋之津史郎 　
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データの保存

　EDC システムの多くは，クラウド型のシステムであ
るので，サーバーにデータが保存されて，複数のバッ
クアップサーバーに分散して保存されることが一般的
である．それでも，データセンターでは定期的にロー
カルのファイルサーバーにバックアップをとっている
事も少なくない．紙媒体で得られた CRF を入力した
場合は，適切なデータの保存方法を選択しなくてはな
らない．紙は，大量に保管する事になるとスペースと
重さが膨大になるため，例えば PDF ファイルに変換
して電子的にバックアップを保管しておくことも行わ
れている．

日付データの管理

　予後データを扱う臨床研究で最も重要なデータは日
付型のデータである．合併症の発症日のように正確な
日付まで患者本人が覚えていない場合などは，その値
を「20XX 年 5 月頃」などの記載で保存できるデータ
構造を準備しておく必要がある．また，日付型のデー
タは，「生年月日は登録日よりも前の値でなければなら
ない」などの論理チェックを行いやすいので，EDC シ
ステムなどでチェックプログラムを作っておき，入力
した時にリアルタイムでエラーメッセージを表示して
入力ミスを減らす事も可能である．

バックアップ

　データのバックアップもデータセンター業務として
は重要な業務である．例えばコンピュータ本体に内蔵
されたハードディスクにのみバックアップしておく
と，コンピュータが起動できなくなった場合にバック
アップファイルも取り出す事ができなくなる．そのた
め，外部記憶装置（出来れば種類の違う複数のメディ
ア）にデータを保存しておくべきである．また，機種
に依存しない形でデータを保存する事により，バック
アップファイルからもとに取り戻すことが容易にな
る．例えば，データ項目名が 1 行目に記載されたテキ
ストファイルに変換してバックアップすることも一つ
の工夫である．侵襲を伴う介入研究は，倫理指針に研
究終了後 5 年後まではデータを保管しておかなければ
ならないと記載してある． 5 年後，10年後に使用する
コンピュータの OS やアプリケーションソフトウエア
のバージョンがどうなっているかわからないので，機
種やソフトに依存しないデータ形式でバックアップフ
ァイルを作っておくことが重要である．

新医療研究開発センターのとりくみ

　新医療研究開発センターのデータマネジメント部は
図に示すように副センター長直属で他の部から独立し
た形で組織されている．これは臨床研究のデータを扱

図　岡山大学病院新医療研究開発センター組織図
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う部の第三者性を担保するためである．現時点では，
学内外の多くの臨床研究のデータマネジメントを請け
負えるだけのリソースがないため，学内の研究者の要
望に十分対応できていないことは実感している．しか
し，少しずつデータマネジャーのスキルアップを行い，
複数の学内の臨床研究のデータマネジメント業務を行
っている．また，現在クラウド型 EDC システム導入
を検討しており，岡山大学病院としてのサイトライセ
ンスを取得すれば，少ない経費で多施設共同研究の登
録割付や CRF 入力も可能になる．現在システム選定
を行っている段階で，できるだけ早くサービスを開始
したいと考えている．その際には，CRF 設計にも積極
的にデータマネジメント部が関わることができるよう
にしていきたいと考えている．また，データの保存の
ためにインターネットに接続されていないファイルサ
ーバーを準備している．これは，医学系指針に記載さ
れた資料保存の規定に準拠できるように，今後学内の
研究者にサービスを提供していく予定である．

お わ り に

　臨床研究の科学性を保証し，研究の質を高めるため
に必要な手続きの一つとしてデータマネジメントがあ

る．国際共同研究では ICH-GCP に準拠し，日本国内
の臨床研究では倫理指針に則って，品質確保の手順で
あるデータマネジメントを効率良く実施していくこと
が求められている．研究者のみなさんには，データマ
ネジメントの必要性と，データマネジメントの実施に
は人的リソースや資金的コストがかかることを理解し
ていただき，今後の岡山大学病院で実施される臨床研
究の質を更に高いものにできるようにご協力を頂きた
い．私どもデータマネジメント部のメンバーも最大限
の努力を続け，スキルアップし，データマネジメント
機能の充実に努めていきたい．岡山大学が中心となり，
中四国あるいは全国規模の質の高い臨床研究が多く実
施されることによって，データマネジメント部のノウ
ハウを蓄積し，手順を明確化し，更には多くのデータ
マネジャーを育成していきたいと考えている．
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