
　齊藤　臨床試験の支援とその質の評
価ということでうかがいます。
　日本で臨床試験あるいは治験を行っ
ていくことは非常に重要だと皆さん考
えているのですけれども、なかなか進
まない現状があると思うのです。その
辺についてはどうでしょうか。
　大橋　基本的に日本の臨床試験、臨
床研究の基盤は、治験を何とかできる
ようにしようというところから始まっ
たので非常に脆弱になってしまったの
です。1997年、1998年のGCPに代表さ
れるICH（国際ハーモナイゼーション）、
つまり、日本とアメリカとヨーロッパ、
産業界、それから日本の場合は厚生労
働省になりますけれども、規制当局が、
お互いに規制を標準化しよう、海外の
患者さんのデータも日本の申請に使え
るようにしよう。しかしそれ以前に、
動物実験のデータが受け入れられない
のでは困りますよね、という標準化の
動きが本格化しました。
　国際調和を通じて、患者さんによい
薬を早く届けるという大義名分はあり

ますけれども、基本的にはアメリカの
製薬会社が日本に乗り込み、護送船団
を崩すという大きな目的があったわけ
で、それは達成されたのです。その代
わり、日本の会社も海外で売らなけれ
ばいけないことになった。国際化をせ
ざるを得なくなったのですが、それが
治験のみを目的としてつくられてしま
ったのです。
　治験を支えるのは臨床研究です。つ
まり、研究者が自らのモチベーション
で、資金をどこからか確保して、例え
ばアメリカの場合だったらNIH（国立
衛生研究所）、あるいは製薬会社との
コントラクトになりますが、それで自
らの組織、あるいは支援組織を使って、
試験を行う、いわゆる医師主導の研究、
日本だと臨床研究といわれるものです、
疫学も含めて。その基盤が日本ではで
きなかったのです。
　齊藤　一応治験は製薬会社が持って
いる薬を臨床で使えるようにするため
のものですね。
　大橋　認可を取るためです。

　齊藤　そこの部分は製薬会社がお金
を出すということですね。
　大橋　治験の基盤はできたのですが、
最近起きていることは、日本人は潔癖
で、細かいところ、細かいところにい
きますので、過剰な品質を求めるよう
になり、必要以上にお金がかかってし
まって、治験の費用が高騰しているの
です。これでは国際競争力を保てませ
ん。そこに対する反省が今持ち上がっ
ています。ただ、これがなかなか難し
い。
　一番お金がかかるのは製薬会社が
CRO（contract research organi zation）
というところにいわば外注するわけで
す。何を外注するかというと、大きく
２つ。一つはモニタリング。きちんと
施設が動いているかをチェックするの
です。もう一つがデータマネジメント。
特に最近はグローバルな試験が多いの
で、全世界のどこかのセンターでデー
タマネジメントすることがあるのです
が、日本国内の病院に海外から訪問す
るわけにいかないので、国内の会社、
CROにモニターを委託するのです。こ
のモニターという人たちが、過剰品質
というか、非常に細かなチェックをし
て、それが現場にたいへんな負担を及
ぼしています。現実には、調査票に書
かれるデータのもとを全部チェックす
るようなことを行っているのです。過
剰品質なのです。そういう問題が、当
初は予想しなかったけれども起きてい

る。
　一方で、研究者が自ら、例えば前は
厚生労働省、今だったらAMED（日
本医療研究開発機構）などからこうい
うことをやりたいと資金を得る。しか
し、試験をするにも、人がいなければ
できないので、当然支援組織に依頼す
るのです。ところが、治験慣れしてい
るCROはその単価でやろうとしますか
ら、合いません。私の知っている会社
は、要求が10来ても１も受けられない。
それを受けると損してしまうからです。
そうすると、どこが受けるのですかと
いう話になってしまうのです。
　齊藤　製薬会社主導のものはある程
度、今おっしゃったようなかたちで動
いていて、もう一つ、臨床試験も非常
に重要なものですね。
　大橋　臨床研究、臨床試験、医師主
導研究、それを受けるところが基本的
にほとんどないという状況なのです。
　齊藤　医師は問題意識を持ってこう
いう試験、研究をやりたいと思ってい
る。しかしながら、それを実行してい
くスタッフがいない。
　大橋　スタッフがいなかった。今で
もいない。
　齊藤　それから、資金。
　大橋　医師主導治験などは資金はあ
る程度出るのです。あまり語れないこ
となのですが、結局予算を評価できる
人がお金を出す側にいない。ですから、
我々も随分臨床試験の支援をやってい
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　齊藤　臨床試験の支援とその質の評
価ということでうかがいます。
　日本で臨床試験あるいは治験を行っ
ていくことは非常に重要だと皆さん考
えているのですけれども、なかなか進
まない現状があると思うのです。その
辺についてはどうでしょうか。
　大橋　基本的に日本の臨床試験、臨
床研究の基盤は、治験を何とかできる
ようにしようというところから始まっ
たので非常に脆弱になってしまったの
です。1997年、1998年のGCPに代表さ
れるICH（国際ハーモナイゼーション）、
つまり、日本とアメリカとヨーロッパ、
産業界、それから日本の場合は厚生労
働省になりますけれども、規制当局が、
お互いに規制を標準化しよう、海外の
患者さんのデータも日本の申請に使え
るようにしよう。しかしそれ以前に、
動物実験のデータが受け入れられない
のでは困りますよね、という標準化の
動きが本格化しました。
　国際調和を通じて、患者さんによい
薬を早く届けるという大義名分はあり

ますけれども、基本的にはアメリカの
製薬会社が日本に乗り込み、護送船団
を崩すという大きな目的があったわけ
で、それは達成されたのです。その代
わり、日本の会社も海外で売らなけれ
ばいけないことになった。国際化をせ
ざるを得なくなったのですが、それが
治験のみを目的としてつくられてしま
ったのです。
　治験を支えるのは臨床研究です。つ
まり、研究者が自らのモチベーション
で、資金をどこからか確保して、例え
ばアメリカの場合だったらNIH（国立
衛生研究所）、あるいは製薬会社との
コントラクトになりますが、それで自
らの組織、あるいは支援組織を使って、
試験を行う、いわゆる医師主導の研究、
日本だと臨床研究といわれるものです、
疫学も含めて。その基盤が日本ではで
きなかったのです。
　齊藤　一応治験は製薬会社が持って
いる薬を臨床で使えるようにするため
のものですね。
　大橋　認可を取るためです。

　齊藤　そこの部分は製薬会社がお金
を出すということですね。
　大橋　治験の基盤はできたのですが、
最近起きていることは、日本人は潔癖
で、細かいところ、細かいところにい
きますので、過剰な品質を求めるよう
になり、必要以上にお金がかかってし
まって、治験の費用が高騰しているの
です。これでは国際競争力を保てませ
ん。そこに対する反省が今持ち上がっ
ています。ただ、これがなかなか難し
い。
　一番お金がかかるのは製薬会社が
CRO（contract research organi zation）
というところにいわば外注するわけで
す。何を外注するかというと、大きく
２つ。一つはモニタリング。きちんと
施設が動いているかをチェックするの
です。もう一つがデータマネジメント。
特に最近はグローバルな試験が多いの
で、全世界のどこかのセンターでデー
タマネジメントすることがあるのです
が、日本国内の病院に海外から訪問す
るわけにいかないので、国内の会社、
CROにモニターを委託するのです。こ
のモニターという人たちが、過剰品質
というか、非常に細かなチェックをし
て、それが現場にたいへんな負担を及
ぼしています。現実には、調査票に書
かれるデータのもとを全部チェックす
るようなことを行っているのです。過
剰品質なのです。そういう問題が、当
初は予想しなかったけれども起きてい

る。
　一方で、研究者が自ら、例えば前は
厚生労働省、今だったらAMED（日
本医療研究開発機構）などからこうい
うことをやりたいと資金を得る。しか
し、試験をするにも、人がいなければ
できないので、当然支援組織に依頼す
るのです。ところが、治験慣れしてい
るCROはその単価でやろうとしますか
ら、合いません。私の知っている会社
は、要求が10来ても１も受けられない。
それを受けると損してしまうからです。
そうすると、どこが受けるのですかと
いう話になってしまうのです。
　齊藤　製薬会社主導のものはある程
度、今おっしゃったようなかたちで動
いていて、もう一つ、臨床試験も非常
に重要なものですね。
　大橋　臨床研究、臨床試験、医師主
導研究、それを受けるところが基本的
にほとんどないという状況なのです。
　齊藤　医師は問題意識を持ってこう
いう試験、研究をやりたいと思ってい
る。しかしながら、それを実行してい
くスタッフがいない。
　大橋　スタッフがいなかった。今で
もいない。
　齊藤　それから、資金。
　大橋　医師主導治験などは資金はあ
る程度出るのです。あまり語れないこ
となのですが、結局予算を評価できる
人がお金を出す側にいない。ですから、
我々も随分臨床試験の支援をやってい
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ますが、ひどいときは、予算が減らさ
れたりするわけです。そうすると、人
員を充てているのに予算を削られると、
動かなくなるのです。予算をどう使う
か、使い方の認識があまりないのです。
　海外、NIHなどの場合は医師／研究
者とデータセンターは別のコントラク
トを行うことがあるようです。そうす
ると、データセンターはデータセンタ
ーで維持できるから、相当な人件費を
安定的にカバーできる。人にはお金が
かかるということと、オーバーヘッド
もかかる。場所も保険もいりますから。
給料だけではないのです。そこがなか
なか医師もわからないし、お金を出す
側もわからなくて、それならそんな危
険な仕事ができるかといってCROが手
を引いてきたというのがこれまでの現
実なのです。
　かといって、それでは大学などで今
つくっているARO（academic research 
organization）が自立できるかという
と、まず人がいません。ですから自立
するということは無理です。臨床研究
は人手の波があるわけですから、繁忙
期とそうでないとき、それをカバーで
きるように人を全部抱えられるかとい
うと、抱えにくい。もう一つ、特に多
施設の大きな研究になると、事務量が
半端ではない。それを大学の事務がで
きるかということになるのですが、今
の状況ではできません。
　というので、私のNPO、日本臨床研

究支援ユニットでは、70ぐらいの研究
を常時並行して回してきました。だい
たい売り上げが年間10億円以上ありま
した。ところが、そういう大きい研究
を受けると資金が回らないのです。準
備をするのにもお金がいる。予算がき
ちんとおりるかどうかわからない。臨
床研究は準備に相当時間がかかります。
１年なんか簡単にかかってしまいます。
　それで、2015年の10月21日に、これ
ではどうしようもないと、そのまま私
のNPOのデータセンター、事務局部門
は資金を投入して新会社にしてしまい
ました。NPOは銀行からもお金を借り
られない。資本金がないですから。そ
れで資本金を調達して新会社をつくっ
て、そちらに事務を移し、2016年１月
からその体制で動いているのです。こ
れで臨床研究を支えていこうと思って
いますけれども、それでも今までより
は高いチャージにしないと回りません。
　このように臨床研究では金銭的なリ
スクを考えていかないとならないので、
今後は資金を出す側も考えていただか
ないといけないのと、国の予算だけで
は無理でしょう。よって、製薬会社と
の共同研究、受委託が、今後の臨床研
究を支える大きな原資になると思うの
です。
　製薬会社も体制を整えてきました。
Medical affairsという部門です。営業
の部門を縮小し、そちらから人材をか
なり動かしているのです。まだまだ人

材不足で、何をやったらいいかわから
ないという感じもあるのですが、そこ
が今後は資金も含めて、中立な臨床試
験をマネジメントすることになり、１
年ぐらいで形になるでしょう。
　齊藤　今、製薬会社の役割をお話し
されていましたけれども、従来は自ら
のものを売りたいという営業のニュア
ンスがあるような気がしたのですけれ
ども、今はむしろサイエンスに。
　大橋　それから育薬。治験では最小
限の情報しか得られないので、発がん
なども含めて、市販後の有害事象の情
報を得る必要があります。がんなどの
場合は薬剤の組み合わせだとか、ファ
ーストライン、セカンドラインといっ
た使い方を検討する必要があります。
そういうことに関しては治験ではでき
ない。それは研究者主導なり、受委託
なりというところに資金を提供するこ
とにならざるを得ないのです。それが
国際的に高い評価を得たジャーナルに
載って、そしてその薬剤の評価も上が
る。それが回っていくとたいへんいい
ということになるわけです。
　齊藤　そういった意味では、自社の
製品がきちんと評価されて、こういう
よい使い方があることが評価されてい
けば、投じたお金がまた戻ってくると
いうことですね。
　大橋　そういうことです。それがい
い循環になっていくことを期待したい
のです。そのためにも資金の受け渡し、

あるいはやり取りのプロセス、それか
ら事務局の機能、施設の力が必要です。
なかなかドクターがデータを入れてく
れないとか、全部コーディネーター任
せになっているのが実態なのです。医
師の教育の問題が非常に大きい。それ
から、どこまでデータの質を求めるか。
そこでコストを適正化していって、同
じ金額ならば、できるだけ大規模ある
いは多くの数の臨床研究を回していく。
そういう方向に向いていけばいいと思
っています。
　齊藤　そういったかたちで製薬会社、
それから支援機関、病院の医師、スタ
ッフの協力関係がうまく回っていけば、
患者さんにもよいということになるの
ですね。
　大橋　そうですね。かなり回ってい
る部分もあるのです。今、研究者主導
研究が質の高いジャーナルにアクセプ
トされていて、研究者の意欲も高いの
は、間違いなくがんなのです。ただ、
がん以外はちょっと厳しいのが実態で
す。がんは、ある程度資金があれば相
当動いていきます。それが一つのモデ
ルになるのだろうと思っています。
　齊藤　がん領域がうまくいきやすい
というのは何かあるのですか。
　大橋　薬が効かなかったということ
です。日常診療が研究であったという
ことでしょう。それから国際的にも、
アメリカ、ヨーロッパでもがんの共同
研究グループというのは1960～1970年
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ますが、ひどいときは、予算が減らさ
れたりするわけです。そうすると、人
員を充てているのに予算を削られると、
動かなくなるのです。予算をどう使う
か、使い方の認識があまりないのです。
　海外、NIHなどの場合は医師／研究
者とデータセンターは別のコントラク
トを行うことがあるようです。そうす
ると、データセンターはデータセンタ
ーで維持できるから、相当な人件費を
安定的にカバーできる。人にはお金が
かかるということと、オーバーヘッド
もかかる。場所も保険もいりますから。
給料だけではないのです。そこがなか
なか医師もわからないし、お金を出す
側もわからなくて、それならそんな危
険な仕事ができるかといってCROが手
を引いてきたというのがこれまでの現
実なのです。
　かといって、それでは大学などで今
つくっているARO（academic research 
organization）が自立できるかという
と、まず人がいません。ですから自立
するということは無理です。臨床研究
は人手の波があるわけですから、繁忙
期とそうでないとき、それをカバーで
きるように人を全部抱えられるかとい
うと、抱えにくい。もう一つ、特に多
施設の大きな研究になると、事務量が
半端ではない。それを大学の事務がで
きるかということになるのですが、今
の状況ではできません。
　というので、私のNPO、日本臨床研

究支援ユニットでは、70ぐらいの研究
を常時並行して回してきました。だい
たい売り上げが年間10億円以上ありま
した。ところが、そういう大きい研究
を受けると資金が回らないのです。準
備をするのにもお金がいる。予算がき
ちんとおりるかどうかわからない。臨
床研究は準備に相当時間がかかります。
１年なんか簡単にかかってしまいます。
　それで、2015年の10月21日に、これ
ではどうしようもないと、そのまま私
のNPOのデータセンター、事務局部門
は資金を投入して新会社にしてしまい
ました。NPOは銀行からもお金を借り
られない。資本金がないですから。そ
れで資本金を調達して新会社をつくっ
て、そちらに事務を移し、2016年１月
からその体制で動いているのです。こ
れで臨床研究を支えていこうと思って
いますけれども、それでも今までより
は高いチャージにしないと回りません。
　このように臨床研究では金銭的なリ
スクを考えていかないとならないので、
今後は資金を出す側も考えていただか
ないといけないのと、国の予算だけで
は無理でしょう。よって、製薬会社と
の共同研究、受委託が、今後の臨床研
究を支える大きな原資になると思うの
です。
　製薬会社も体制を整えてきました。
Medical affairsという部門です。営業
の部門を縮小し、そちらから人材をか
なり動かしているのです。まだまだ人

材不足で、何をやったらいいかわから
ないという感じもあるのですが、そこ
が今後は資金も含めて、中立な臨床試
験をマネジメントすることになり、１
年ぐらいで形になるでしょう。
　齊藤　今、製薬会社の役割をお話し
されていましたけれども、従来は自ら
のものを売りたいという営業のニュア
ンスがあるような気がしたのですけれ
ども、今はむしろサイエンスに。
　大橋　それから育薬。治験では最小
限の情報しか得られないので、発がん
なども含めて、市販後の有害事象の情
報を得る必要があります。がんなどの
場合は薬剤の組み合わせだとか、ファ
ーストライン、セカンドラインといっ
た使い方を検討する必要があります。
そういうことに関しては治験ではでき
ない。それは研究者主導なり、受委託
なりというところに資金を提供するこ
とにならざるを得ないのです。それが
国際的に高い評価を得たジャーナルに
載って、そしてその薬剤の評価も上が
る。それが回っていくとたいへんいい
ということになるわけです。
　齊藤　そういった意味では、自社の
製品がきちんと評価されて、こういう
よい使い方があることが評価されてい
けば、投じたお金がまた戻ってくると
いうことですね。
　大橋　そういうことです。それがい
い循環になっていくことを期待したい
のです。そのためにも資金の受け渡し、

あるいはやり取りのプロセス、それか
ら事務局の機能、施設の力が必要です。
なかなかドクターがデータを入れてく
れないとか、全部コーディネーター任
せになっているのが実態なのです。医
師の教育の問題が非常に大きい。それ
から、どこまでデータの質を求めるか。
そこでコストを適正化していって、同
じ金額ならば、できるだけ大規模ある
いは多くの数の臨床研究を回していく。
そういう方向に向いていけばいいと思
っています。
　齊藤　そういったかたちで製薬会社、
それから支援機関、病院の医師、スタ
ッフの協力関係がうまく回っていけば、
患者さんにもよいということになるの
ですね。
　大橋　そうですね。かなり回ってい
る部分もあるのです。今、研究者主導
研究が質の高いジャーナルにアクセプ
トされていて、研究者の意欲も高いの
は、間違いなくがんなのです。ただ、
がん以外はちょっと厳しいのが実態で
す。がんは、ある程度資金があれば相
当動いていきます。それが一つのモデ
ルになるのだろうと思っています。
　齊藤　がん領域がうまくいきやすい
というのは何かあるのですか。
　大橋　薬が効かなかったということ
です。日常診療が研究であったという
ことでしょう。それから国際的にも、
アメリカ、ヨーロッパでもがんの共同
研究グループというのは1960～1970年
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からできていたのです。そういう基盤
がある。ほかの領域はそういう基盤が
ありません。それが大きな違いです。
　齊藤　そういうところでうまく回り
出していて、一流誌にそれが日本から
もアクセプトされている。
　大橋　私のNPOが関与した研究でも、
「ランセット」関係の雑誌に１年で３
本ぐらい通っています。
　齊藤　それはすごいですね。
　大橋　そういうことができるように

なりました。一番すごいのが７万6,000
人の対象者にお願いしたJ-STARTと
いう、乳がん検診に超音波を乗せるか
どうかという臨床研究です。これは 
「ランセット」に載ったばかり、日本
では史上最大の研究です。薬だけでは
なくて、検診の試験まであるのです。
がん検診の予防研究は、我々のところ
で、ほかのものもやっています。これ
からは予防も大事な研究だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　データマネジメントというこ
とでうかがいますが、パブリケーショ
ンのマネジメントについてもうかがい
ます。
　臨床試験で、データを集めるという
ことなのでしょうか。
　大橋　データマネジメントという言
葉は、自慢ではないのですが、1985年
ぐらいに私が導入したのです。アメリ
カへ行って、あるいはヨーロッパに行
って、そういう職種がある、システム
がある、センターがあるというので、
びっくりしたのです。歴史をさかのぼ
ると、大規模研究の発祥地というか、
積極的に国策としてやってきたのはア
メリカですが、1967年にNIH（国立衛生
研究所）が、あるいはNIHの下部機関
のNational Heart Lung Blood Institute
が大規模臨床試験をするときのシステ
ムのガイドラインを出しているのです。
そこにデータセンター、コーディネー
ティングセンターと書かれています。
　アメリカに行かれた医師は多いので
すが、臨床試験がどう行われているか

は、特に論文があるわけではないので、
わからず、日本に持ち帰ってこなかっ
たのです。ガイドラインを書いたグリ
ーンバーグという方が、州立ノースカ
ロライナ大学チャペルヒル校というと
ころの生物統計学のdepart ment head
だったのですが、たまたま、私はその
方のところにいたので知っていたので
す。「こんなことをやっているのか」と。
巨大なデータセンターで、専門家がた
くさん働いているのです。国の予算を
受け、一つのプロジェクトに教授が何
人もいる。私が見ていた循環器系の有
名なLRC-CPPTというコレステロール
を落とす試験は、1984年に「JAMA（ア
メリカ医師会雑誌）」に結果が出てい
るのですが、データセンターは60人雇
っていたのです、10年も。
　1988年にそういうことが行われてい
ることを紹介し、日本でデータマネジ
メントという言葉が使われるようにな
って、製薬会社がデータマネジメント
のセクションをつくるようになりまし
た。

臨床試験のABC（Ⅲ）

中央大学理工学部教授
大　橋　靖　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

データマネジメント

ドクターサロン60巻７月号（6 . 2016） （537）  5756 （536） ドクターサロン60巻７月号（6 . 2016）

1607本文.indd   56-57 16/06/13   13:29


	02-0026-1
	02-0026-2
	02-0027-1
	02-0027-2
	02-0028-1



