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世界の医薬品開発に
欠かせないCRO。
日本でも今後の成長が
見込まれています。

売上高 従業員数

201520102000 2005

1,500億円突破!

2015年

1,000億円突破!

2008年

500億円突破!

2003年

5,000人突破! 10,000人突破!

15,000人突破!

501億円

1,025億円

1,529億円

1,736人

5,688人

10,126人

18,714人

2018予測

15,678人

CROは製薬会社に代わり、
治験を実施する会社です。

誤解を恐れずに端的にCROを説明すると
41社（正会員16社、賛助会員25社）



非効率な臨床試験
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電子カルテ EDC

製薬会社

モニタリングの
一環として
SDV    を実施

CRA

（モニタリング担当者）

電子的に送られた情報を
医療機関に出向いて確認

治験
カルテ情報のモニタリングが必須

臨床研究
モニタリングが義務化

臨床試験受託会社
CRO

業務委託

*1

*2

*3

＊1: CRO (Contract Research Organization)

＊2: EDC (Electronic Data Capture)

＊3: CRA (Clinical Research Association)

＊4: SDV (Source Data Verification)

非効率!!

*4

１.臨床試験における非効率性 前回までの復習



4

電子カルテ EDC

製薬会社

CRA

臨床試験受託会社
CRO

業務委託

リモートSDVの概念図：
SDVを電子的に実施し、効率を改善

SDV

リモート閲覧室

日本CRO協会
JCROA

CRO協会がSDVリモート閲覧室を構築し、
CROに提供。
CRAは現地まで行かなくても、都内の
SDVリモート閲覧室を利用することで
SDVが可能になる。 日本CRO協会が

第三者的な役割を果たす

モニタリングの
一環として
RSDVを実施

１.臨床試験における非効率性 前回までの復習



静岡がんセンター

5

JCROA
SDV

リモート閲覧室

電子カルテサーバー
仮想電子カルテ端末

SDVデータ処理

リアルタイムモニタリング型RSDVシステム 概念図

画面転送

インターネット

認証サーバー

シンクライアント端末

静岡がんセンターとのリモートSDV実施の実績 第36回日本臨床薬理学会学術総会
(2015/12/9-11)にてポスター発表

１.日本CRO協会リモートSDV 実施状況 前回までの復習
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１.日本CRO協会リモートSDV 実施状況

香川大学K-MIX+を利用したアプローチ

JCROA
SDV

リモート閲覧室

シンクライアント端末

• K-MIX＋と連携することにより、技術的にはかがわ医療情報ネットワーク上の医療機関のSDVが
可能になる。

• まず、香川大学でRSDVを実施し、段階的に拡張する。

前回までの復習
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香川大学医学部附属病院におけるリモートSDV

１.日本CRO協会リモートSDV 実施状況

ANAFIE Registry研究 リモートSDVフィージビリティ実施概要

• 非弁膜症心房細動（NVAF）の後期高齢者30,000

例に対する調査
• 香川県に関しては、K-MIX+を利用してデータ収集を
計画（600例）

• 上記のうち、香川大学病院で実施予定の５例を対象
として、リモート閲覧室でSDVを実施

＊）ANAFIE Registry研究の詳細に関してはHPを参照のこと

http://anafie.net/index.html

＊）

前回までの復習

http://anafie.net/index.html


２．治験の本質、治験（臨床研究）とは何か？
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患者医学的処置 変化 変化量
記録

治験薬
医療機器
新しい術式
治療アプリ
・
・

説明と同意

何をどのように
測定するのか？

プラスに大きく
変化すれば
有効

このプロセスそのものを治験と呼んでいる

治験プロセスの電子化に伴い、
全面的な見直しの期に入っている



２．治験の本質、患者状態を計量的に捉えるということ
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患者の変化を計量的に捉える（患者を計量的に捉える）

特定の側面だけを切り取る

測定項目の設定や、測定時点の捉え方は
非常に属人的でありバイアスがかかりやすい

単項目で捉えるのではなく、多面的なアプローチが重要となる

事例：日本の医薬品安全性対策（RMP)

医薬品の安全対策においても副作用の計量的な取り扱
いにおいて同様であり、過去の反省点に基づき、抜本的
な対策が実施されている。

＝



「医薬品安全性対策に於ける
Data Oriented Approach」

「医薬品の安全性対策に於ける
リアルワールドデータ活用」
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３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



医療ビッグデータの
二次利用

民間レセプトDBの
利用拡大

３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



３．医薬品安全性対策に於けるData Oriented Approach



「臨床試験に於ける
Data Oriented Approach」

「医薬品開発に於ける
リアルワールドデータ活用」
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４．臨床試験に於けるData Oriented Approach



治験（臨床研究）は本当に正しいのか？
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患者医学的処置 変化 調査票

Selection

Bias
Planning

Bias
Evaluation

Bias

Analysis

Bias

Sponsor

Bias

Publication

Bias

４．臨床試験に於けるData Oriented Approach



４．臨床試験に於けるData Oriented Approach



この写真 の作成者不明な作成者 は CC BY のライセンスを許諾されています

調査票
CRF

eSource RWDの活用

RSDV

電子カルテ System validation

に帰着

４．臨床試験に於けるData Oriented Approach

http://ocular.blog97.fc2.com/blog-category-14.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


治験（臨床研究）は本当に正しいのか？
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手書きの調査票は矛盾点を覆い隠していた
（ロジカルな）電子的なアプローチにより、問題点が露呈

Real World Data Real World Evidence

治験（臨床研究）の本質的なアプローチ

４．臨床試験に於けるData Oriented Approach



◆ EHR/EMR (Electronic Medical Records/Electronic Health Records): Covers collection of 
clinical data for use in clinical research from site/patient electronic health record systems.

◆ Devices & Apps: Covers collection and management of clinical data from non-site personnel 
(e.g.: subjects, participants, and caregivers) using mobile devices including smartphone or 
tablet applications (e.g.: electronic clinical outcome assessment), wearables, and sensors 
(e.g.: glucose monitor, smart pill, remote chemistry, ambient sensors).

◆ Non-CRFs: Includes collection and transfer of data in electronic format from internal sponsor 
sources (e.g.: specialty laboratories) or external vendors (e.g.: laboratory results, imaging, 
ECG, randomization, drug accountability) into clinical research data repositories/warehouses 
without entering the data onto a Case Report Form (CRF).

◆ Direct Data Capture: Includes direct entry of clinical data by site staff into a mobile 
application or EDC system.

Trance CelerateのeSource定義

https://transceleratebiopharmainc.com/initiatives/esource/

Benefits
➢ Potential to eliminate duplicate data entry, reduce transcription errors

➢ More informed vendors

➢ More engaged patients

➢ Greater efficiency for sites and monitors (potential for full RBM)

➢ Potential for improved Health Authority review/approval process

➢ Greater traceability for end to end data flow

４．臨床試験に於けるData Oriented Approach
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４．臨床試験に於けるData Oriented Approach

https://transceleratebiopharmainc.com/initiatives/esource/

The eSource Initiative supports TransCelerate Member Companies in accelerating the uptake of eSource for clinical trials. Although regulators have 

urged increased use of eSource for several years, application of the use of electronic sources of data for clinical trials has been slow to be adopted 

across the industry, particularly for registration trials, due in part to difficulties in operationalization. Research indicates there are numerous obstacles 

and challenges behind this delay—some real and some perceived. The eSource Initiative seeks to assist member companies, and ultimately other trial 

sponsors in overcoming these real and perceived challenges to influence more efficient data gathering practices to benefit patients, sites and sponsors.

As the data for clinical trials becomes less about collecting protocol-defined data points, and more about using data from patient records and other 

electronic sources such as devices and apps, electronic interoperability and consistent use of data standards become paramount.

EHR/EMR

日本では主に電子カルテ

Transcelerateによる
eSourceの定義

Non-CRFs

CRFに入力されないデータ
ラボデータ、
画像、ECG、
無作為化の情報も..

Direct-DataCapture

クリニカルスタッフ（CRC他）
によるシステム（EDC）への
直接入力

臨床試験用
症例データ
リポジトリ

RSDVからリモートアクセスへのアプローチ

EDC
CDISC/ODM

スポンサー医療機関

プロトコルで規定される、治験に必要な情報
• Evidenceにより、正確性が担保されなければならない
• Evidenceは様々なかたちで存在する
• 治験のために新たに取得されるEvidenceもある

「医療と治験では、必要とされる情報のメッシュが異なる」
医療が必要とする医療情報と、治験が必要とする治験情報は
正確に等しいわけではない。

夫々のサイトでバリデーション（CSV）が必要
完全にバリデートされれば、SDVは不要

日本とは異なる

リポジトリを用いた場合
原本性を維持できるか

Devices

Apps

スマートフォン
タブレット
ウエアラブル
センサー、etc.

vendorが提供

データは治験責任医師の
管理下にある必要がある

ePRO

EDCの意義

本来、治験のデータエントリーシステム

プロトコルで規定された情報空間を表し、
EDC上の情報が、医療情報と整合性
を
持っているかを確認する仕組み

DDC:医療情報では表現しきれない、情報メッシュの差を埋める役割

本図は、日本CRO協会IT-WGの活動を通じて、

メディデータ社から提供を受けた資料を基に渡
辺が再構成しました。



• 規制の対応

• 個人情報保護法の運用

• 情報の標準化

– CDISC、HL7、ICD10・・・

• 通有の標準化

– ss-MIX2

– K-mix+

• 教育：Data Scientistの育成

電子デバイスはほっておいても進化する

如何に使うか、ヒトの変化への対応が重要
24

５． Data Oriented Approachの課題
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５． Data Oriented Approachの課題
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５． Data Oriented Approachの課題
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日本CRO協会

ご静聴ありがとうございました

日本CRO協会は、今後もより効率的な
臨床試験の推進に努めてまいります。


