
　齊藤　GCPについてうかがいます。
　時々GCPということを聞くのですけ
れども、これはどういうものなのでし
ょうか。
　小野　GCPというのは、Good clinical 
practiceの略語です。日本語でいいま
すと、医薬品の臨床試験の実施に関す
る基準と正式には呼ばれています。こ
れは法律の一つでして、臨床試験の中
でも、治験と呼ばれるものを適正に行
うためのルールです。
　齊藤　治験という話が出てきました
けれども、これはどういうものか、ご
説明をお願いします。
　小野　治験というのは、臨床試験の
中でも、製薬企業ですとか、あるいは
最近ではベンチャー企業などもいるの
ですけれども、そういう企業が厚生労
働省から薬を売るための認可を取るた
めの、その目的の試験を治験と称して
います。
　齊藤　薬を商品化するためですね。
　小野　そうですね。
　齊藤　臨床試験は、治験と、またも

う少し広い意味での研究がありますか。
　小野　そうですね。臨床研究は必ず
しも薬の商品化につなげる研究だけで
はなく、もっと広く、学術論文を書く
目的での臨床研究もあります。そうい
う試験についてはGCPは適用されず、
別のルール、ガイドラインが適用され
ます。
　齊藤　例えば、これまでの高血圧薬
と新しい高血圧薬を比較して、どちら
が有効性が高いかというようなことは
臨床研究の枠組みになりますか。
　小野　一般的にはそうですね。先生
方がその結果を使って例えば学会発表
される、論文を書かれる、そういう目
的で行われる研究については、治験で
はなく、臨床研究になります。一方、
もし仮に製薬企業と組んで薬の認可を
取る、新しい効能を取る、そういう目
的の試験になりますとGCPが適用され
る治験の枠組みに入ってきます。
　齊藤　高血圧の薬が、例えば腎機能
保護によいという適応を取るとか、あ
るいは心臓保護によいというのを取る

とか、そういった場合は治験に当たる
ことになりますか。
　小野　そうなりますね。
　齊藤　ということは、新しい効能も
商品をより高度にさせるという意味で
商品化の一つになるわけですね。
　小野　はい、そのとおりです。
　齊藤　もう一つ、市販後に使ってど
うかという調査、市販後調査というの
でしょうか、これはどういう位置づけ
になりますか。
　小野　市販後の調査そのものはGCP
は適用されません。別のルールが適用
されるのですけれども、市販後調査の
中で新しい効能を取るべきだ、あるい
は新しい使い方、例えば用法・用量を
変えるべきだという目的とつながる臨
床試験が計画されていれば、それは治
験になりますので、GCPの範囲になり
ます。
　齊藤　具体的にはどういったことが
GCP中でいわれているのでしょうか。
　小野　GCPの中には非常にたくさん
のことが書かれているのですけれども、
例えば代表的なものを挙げると、治験
審査委員会、倫理委員会で治験の審査
を受けなければならないとか、インフ
ォームドコンセント、説明と同意を被
験者の方からきちんと取らなければい
けないということがあります。それか
ら安全性について、副作用が出たとき
にはそれをきちんとスポンサーである
製薬企業、PMDAに報告しなければな

らないという義務が書かれています。
　齊藤　まず倫理委員会ですけれども、
ある治験のプロトコールについて、製
薬会社は自分の会社の中の倫理委員会
で行うのですね。
　小野　倫理については製薬企業の中
で十分に検討する必要があります。
　齊藤　病院ないし医師会、あるいは
臨床内科医会などに製薬会社から共同
研究の依頼があるのですね。そこで、
依頼されたほうも今の倫理委員会を行
うことになりますか。
　小野　はい。例えば開業医ですと、
大学とか医師会に常時設置されている
倫理委員会に審議をお願いして、試験
を実施してよいという答えをいただい
て、それに基づいて治験を始めるのが
一般的ではないかと思います。
　齊藤　それから、患者さんの同意の
ことがありましたけれども、この場合
は口頭だけではいけないのですね。
　小野　昔はそういう時代もありまし
たけれども、今はすべて文書で患者さ
んから同意を得るということになって
います。
　齊藤　説明した人のサインと、聞い
て了解した人のサイン、両方が必要と
いうことですね。
　小野　はい。
　齊藤　それから、薬をのんで、副作
用あるいは有害事象が起こった場合に、
これを報告するということですけれど
も、具体的にはどういうかたちになり
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ますか。
　小野　重大な有害事象は、治験依頼
者と呼ばれる製薬企業に、直ちに報告
することになっています。それから、
PMDAへはスポンサー、製薬企業を介
して報告が届くというかたちが多いと
思います。
　齊藤　PMDAが出てきましたけれど
も、これは厚生労働省そのものではな
くて、独立した、この目的のための団
体ということでよいですね。
　小野　そうですね。
　齊藤　治験を正確にきちんとやって
いく、それを確保するための仕組みも
ありますか。
　小野　十分な治験の質を確保するた
めに、モニターと呼ばれる治験を常時
見てチェックする役割の方、それから
監査担当者と呼ばれる試験が終わった
ときに全体として問題がないかを最終
確認する役割の人、こういう役割を負
った人たちが治験を実施する医師のオ
フィスにやってくることになります。
　齊藤　そういった人たちがカルテを
見て、報告とカルテのデータとの違い
がないか確認するのですね。
　小野　そうです。
　齊藤　それをきちんと行っていくこ
とによって研究の質が保たれると。
　小野　はい。
　齊藤　そもそもGCPの目的はどうい
ったことになるのでしょうか。
　小野　何十年も前からの大きな流れ

があるのですけれども、世界の臨床研
究、臨床試験は、やはり共通の倫理、
科学に基づいて統一されるべきではな
いか、ルールは世界共通であるべきで
はないかという大きな流れが1990年代
後半からありまして、それが実を結ん
だのが、ICH-GCPといいます。世界共
通のGCPができたのです。それを各国
で、それぞれの事情も踏まえて、GCP
というかたちで法律、法令のかたちに
して現在に至っています。
　齊藤　まずは患者さんを守るという
か、被験者となる患者さんの権利をな
るべく侵害しないようにしようという
のが一つの目的ではあるわけですね。
　小野　そうですね。GCPが現在のか
たちに至った背景には、患者さんの保
護を図る、人権の保護を図るという大
きな目的があるのは確かです。
　齊藤　世界共通というかアメリカも
ヨーロッパも日本も共通に近いのです
ね。
　小野　はい。このルールで治験を実
施することを合意した文書として世界
共通のICH-GCPというものができてい
るのです。
　齊藤　日本でつくった薬をアメリカ
で承認してもらうときにも、これは有
力な手段になりますか。
　小野　はい。必ずこのICH-GCPのル
ールに従っていることを、例えばアメ
リカの審査官も確認しています。その
ルールに従っていれば承認申請のデー

タとして受け入れることになっていま
すので、各国の政府としてもこれはぜ
ひ協力をいただきたいというところだ
と思います。
　齊藤　薬ができて、それがきちんと
商品化されて、患者さんに使われて、
患者さんがそれによって救われるとい
う流れの中で、GCPが非常に重要な役
割を果たしているということになりま
すか。
　小野　そうですね。世界共通ルール

ですので、これに従って臨床試験を実
施していただくのは、ある意味、人類
にとっての義務のようなところもある
かと思います。
　齊藤　日本での臨床研究あるいは治
験の質がこれによって確保されていく
ということですね。
　小野　はい。そのとおりだと思いま
す。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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