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第 30 回 GCP 教育支援講座（QC/QA ビギナーズコース）開催報告 
 

GCP 部会 特別プロジェクト 3 

丸石製薬株式会社 山本 英昭 

 

GCP 部会特別プロジェクト 3 主催で、30 回目の教育支援講座となる「GCP 教育支援講

座（QC/QA ビギナーズコース）」を、2012 年 11 月 21 日に日本教育会館中会議室にて開催

致しました。 

当該教育支援講座は、「薬事法・GCP 及び品質管理／品質保証に関する概論」をテーマに、

治験関連業務に従事する初心者及び基礎を確認したい方々を対象として開催され、今回は

87 名が受講されました。 

講座は、10 時 00 分から 16 時 30 分までの終日、特別プロジェクト 3 メンバーによる講

義形式で実施され、午前中に「品質管理／品質保証に関する概論」、午後に「薬事法・GCP

に関する概論」が説明されました。また、講義の後には質疑応答の時間が設けられ、各講

師による解説が行われました。 

 

１．品質管理／品質保証に関する概論 

（１）品質試験とは？（山浦 一朗 氏） 

世間一般における品質とは何を意味するのかについて、ISO 9000 の紹介を含めて説明さ

れました。また、一定の品質を維持するためには品質管理活動が必要であることが説明さ

れるとともに、その内容概略と品質管理をシステム的に実施する「計画(Plan)」、「実施(Do)」、

「確認(Check)」、「改善(Act)」(PDCA サイクル)の重要性が説明されました。 

 

（２）治験における品質とは？（大矢 宰 氏） 

前のセッションを踏まえて、治験に当てはめた場合の品質について説明されました。 

治験における品質確保の対象になるのは、症例報告書、契約書等の依頼手続き関連文書、

モニタリング報告書及び総括報告書等の成果物であり、品質の高い治験とは、これらの成

果物が質の高いものとして入手できることです。また質の高い成果物の背景として次の事

項が挙げられ、品質維持のための品質管理活動として欠かせない事項であると説明されま

した。 
 

 計画・手順に従って各作業が実施されること。 

 各作業の実施内容が正確に記録されていること。 

 その記録を元に実施内容が再現できること。 

 実施内容が基準等に従っているかを確認・検証されていること。 

 

品質管理活動を行う目的は、被験者保護であるとともに質の高い成果物を得ることで調

査時の照会事項が減るなどして早期承認につなげることと説明されました。 
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如何にして品質を維持するかについては、各役割を担う個々がバラバラに取り組んでい

ては限界があることから、企業としてシステム的に取り組むことが必要であり、その一例

として、前のセッションで説明された PDCA サイクルに「教育」を盛り込んだ概念図(イメ

ージ)を提示して説明されました(計画を立てて、それに従って実行するに際し、計画を十分

理解して適切に実行できるように教育の実施が必要になる)。 

 

（３）品質管理／品質保証システムの中でのそれぞれの役割（大矢 宰 氏） 

品質管理活動は全ての作業工程において必要であり、定められたシステムの中で、発生

したデータや記録を治験業務実施部門が治験の進行と並行して、対象資料全てについて確

認することが重要であること、その際、確認して修正するだけでは質を向上させる効果は

薄く、PDCA サイクルによる改善活動に繋げることが重要であることが説明されました。 

その過程における監査の役割は、SOP 等に照らし合わせて、品質管理活動を適切に行う

ことができるシステムが構築されていることを評価するとともに、実際に発生したデータ

や記録を適宜抽出してシステムが適切に機能していることを評価することです。なお、品

質保証に関する誤解として、監査部門が治験の品質を保証すると捉えられがちですが、監

査部門は品質保証システムの一部であり、治験の品質を保証するのは監査部門ではなく、

治験依頼者であると説明されました。 

 

２．薬事法・GCP に関する概論 

（１）「法令」と薬事法（小野 佐織 氏） 

薬事法の理解を深めるために、以下の事項について説明されました。 
 
 企業における基本的な法体系：どの企業にも共通して適用されるのは憲法、民法、

商法であり、更に業態等に応じて薬事法、宅建法、医療法等が適用される。 

 薬事関連の法令：法律として薬事法があり、その下位に政令である薬事法施行令、

更にその下位に省令の薬事法施行規則及び GxP 省令がある。また、法令ではないが、

省令の下位には通知が存在する。法律は根幹をなす部分であり、大枠の記載となっ

ている。法律の下位に存在する政省令、更に通知において、法律を施行するための

必要な手続き等、詳細な内容が盛り込まれている。 

 薬事法の歴史について主な変革が説明されました。 

 

（２）薬事法と GCP の関係（小野 佐織 氏） 

薬事法(以下、法)において GCP がどのように規定されているか、主な事項に関する条文

並びに関連する政省令条文についても説明されました。 
 
 法第 2 条第 16 項：治験の定義 

 法第 14 条第 3 項：医薬品の承認申請書に添付する臨床試験成績に関する資料は厚生

労働大臣の定める基準に従っていなければならない。その基準とは「申請資料の信

頼性の基準(薬事法施行規則第 43 条)」及び「GCP 省令第 3 条」のことである。 
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 薬事法施行規則第 43 条：申請書に添付する資料は、GLP 又は GCP に従っていなけ

ればならない他、次の事項により収集、作成されなければならない。 

 得られた結果に基づき正確に作成されなければならない(正確性)。 

 有効性又は安全性を疑わせる試験成績等も記載しなければならない(完全性・網

羅性)。 

 根拠資料は承認が与えられる日まで保存されていなければならない(保存性) 

 法第 80 条の 2：治験の依頼(同条第 1 項)、実施(同条第 4 項)及び管理(同条第 5 項)に

ついて記載されており、それぞれ GCP 省令第 57 条(治験の準備の基準)、第 58 条(治

験を行う基準)、第 59 条(治験の管理の基準)に従って行わなければならない。 

また、薬害事件、データの捏造及び改ざん事件の経験を踏まえて、旧 GCP(通知)、答申

GCP 及び新 GCP(省令)の制定に至った経緯が説明されました。 

 

（３）GCP と薬事法のねらい（山田 文香 氏） 

GCP の特徴として、①役割分担の明確化、②治験の科学的な質の確保及び③被験者保護

が挙げられ、以下の通り説明されました。 

①についてはGCP省令における治験依頼者及び実施医療機関に係わる内容が章立てで明

記されていること、また治験の科学性、客観性及び透明性の工夫のために治験依頼者は医

学専門家の確保や治験責任医師の選定、実施医療機関においては IRB を設置して（又は外

部 IRB）治験に関する審議を行わせること等が義務づけられている。また、IRB が審議す

る事項を明記するとともに審議結果は文書により意見を述べることを求めて IRB の責務を

明確化している。 

②については治験を行うに際して、治験依頼者に対して治験実施計画書、治験薬概要書

及び各種業務手順書の作成を義務付けている。また、PMDA では各種の治験相談を実施し

ている。 

③については治験責任医師等が治験の内容等を説明し、被験者から同意文書を得ること

が求められている。また、治験中に発生した副作用等は治験依頼者から実施医療機関及び

PMDA に報告することが義務付けられている。この際、被験者の意志に影響を与える情報

が得られた場合は、被験者にその内容を説明し、治験への参加継続の意思を再度確認しな

ければならない。 

 

（４）GCP 適合性調査（谷崎 和也 氏） 

GCP 適合性調査に関する薬事法条文及び GCP 省令について紹介されました。 

GCP 適合性調査には、適合性書面調査(治験依頼者)及び実地調査(治験依頼者及び実施医

療機関)があり、調査は当局が公開しているチェックリストに従って行われることが説明さ

れるとともに、調査に際して事前に提出する資料について紹介されました。 

また、調査時における調査担当者の視点について説明されました。調査担当者は、治験

の科学的な質と成績の信頼性確保、並びに被験者の人権保護、安全性確保及び福祉の向上
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の観点から、臨床試験成績に関する資料が GCP に従って収集、作成されたか(薬事法第 14

条第 3 項)、治験の依頼、実施、モニタリング等が GCP に従って行われたか(薬事法第 80

条の 2)、GCP 及び申請資料の信頼性の基準 (薬事法施行規則第 43 条)に従っているかを確

認されます。 

 

（５）製造販売後臨床試験(GPSP)（谷崎 和也 氏） 

GPSP は再審査及び再評価のために行う製造販売後の調査及び試験に係る業務に関して

遵守するべき事項を定めたものです。また、再審査及び再評価に係る資料は GPSP の他、

GCP 省令第 56 条及び再審査申請資料の信頼性の基準(薬事法施行規則第 61 条)又は再評価

申請資料の信頼性の基準(薬事法施行規則第 66 条第 5 項) に従って収集、作成されなければ

なりません。なお、再審査申請資料の信頼性の基準及び再評価申請資料の信頼性の基準は、

申請資料の信頼性の基準(薬事法施行規則第 43 条)を準用することになります。 

 

３．質疑応答(座長：GCP 部会長 三浦昌巳 氏、講師：各演題の講師) 

当日の参加者から、QC と QA の違い(確認内容等)、監査が確認・評価するデータや記録

の妥当な抽出率、教育の実施頻度等に関する質問が挙げられ、講師から回答及び解説が行

われました。 

 

４．アンケート結果から 

参加者 87 名からアンケートに対する回答を頂きました。その内訳は、医薬品メーカーに

所属する方 53 名（60％）、CRO に所属する方 19 名（21％）でした。他に医療機器メーカ

ー、医療機関、独立行政法人等に所属する方の参加もありました。また、治験関連業務の

経験年数が 1 年未満という方は 43 名（49％）、1 年～3 年未満の方が 14 名（16％）と、3

分の 2 が 3 年未満でした。 

参加者からは品質管理システムにおける PDCA サイクルの重要性が理解できた、薬事法

と GxP 省令の関係が理解できた等の意見をいただきました。また、Q&A では各パネラー

の考えを聞くことができて良かったという意見もいただきました。これらの好評な意見の

一方で、講義内容に対する要望や指摘、またスクリーンが見にくい、休憩時間が長いなど

運営面での指摘もありました。 

参加者からいただいた種々意見を踏まえて、今後のよりよい講座の開催に繋げていきた

いと思います。 

 

今後の講座開催予定 

 今期は、2013 年 2 月 21 日（木）～2 月 22 日（金）に、GCP 監査に関する研修（アドバ

ンスコース）を開催する予定です。 

以上 


