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はじめに

併用，放射線治療や外科手術，あるいは，それら
の組み合わせの集学的治療であることが多い，2）
薬物療法の評価であっても単に有効性の存在を証

がん治療をより良いものにしていくためには，

明し，当該薬のもつ副作用などとの同一薬物内の

unmet medical needs を解消するための新しい治

リスク・ベネフィットバランスが忍容可能か否か

療法の開発が必要であり，治療法の開発には臨床

の判断を下すのみならず，複数の薬物間の相対的

試験による評価が不可欠である．本稿では，日本

な順序づけ（第一選択として推奨される治療法の

国内で実施されるがん領域の臨床試験に関する情

確立・標準治療の確立）が重視される，また，3）

報提供を行っている独立行政法人国立がん研究セ

これらが，より良いがん治療の開発と臨床現場へ

ンターがん情報サービスの「がんの臨床試験を探

の導入のために必要であると認識されている，な

す」および「拠点病院の臨床試験」について取り

どといった理由があるために製薬企業でなく研究

あげ，そのような情報提供を行うに至った背景，

者主導の臨床試験が多く行われている．

情報提供内容の概略について紹介する．

1

がん診療と臨床試験の関係

がんの治療開発のために，
臨床試験が行われる．

そこで問題となるのが，そのような臨床試験を
把握する方法である．現在，わが国には 3 つの臨
床試験登録データベースが存在する．

2

日本の臨床試験データベースの概要

がん診療の進歩のためには，適切な計画に基づく
評価が必要である．その一部は医薬品医療機器等

わが国では臨床試験を実施する際には公開デー

法（旧 薬事法）の下で行われる治験・医師主導

タベースに事前に登録するよう求められている

治験であるが，臨床試験はこのような新薬の薬事

（詳細は後述）．国内にある治験・臨床試験の情報

承認申請を取得するために行われる治験・医師

を登録・公開するデータベースとして，国立大学

主導治験のみとは限らない．特にがん領域では他

附属病院長会議（UMIN 臨床試験登録システム；

の疾患領域と比較して相対的に治療開発状況が複

UMIN-CTR）
，財団法人日本医薬情報センター

雑である．すなわち，1）がんの治療は単一の薬

（Japic-CTI），および社団法人日本医師会（臨床

剤で行われるものばかりではなく，複数の薬剤の

試験登録システム ; JMACCT-CTR）によるもの

680（102）

癌の臨床

第 60 巻・第 6 号

2014 年 12 月

が存在する（表 1）．これら 3 つの機関は国立保

tional Committee of Medical Journal Editors；

健医療科学院の運営参画を伴う協力体制を構築し

ICMJE）が，探索的段階の試験などの一部を除

ており，
Japan Primary Registries Network（JPRN）

き公的な臨床試験登録システムへの事前登録を論

という枠組で世界保健機関（WHO）指定の登録

文掲載の要件とする旨の共同声明を出し2），臨床

機関（WHO Primary Registry）として 2008 年 10

試験データベースの整備・事前登録の流れが促進

月に認められている1）．

された．

これらのデータベースには，各々独自項目はあ
るものの共通項目として主に表 2 に挙げる事項の
登録が求められている1）．また各々のデータベー
スはインターフェイスが異なるものの，国立保健

4

臨床試験への制度上の要求事項：
公開データベースへの事前登録

医療科学院の「臨床研究〔試験〕情報検索サイト」
（表 1）が上述の 3 つのデータベースを統合して

治験・医師主導治験に関していえば，医薬品医

おり，全てのデータベースの情報を対象とした検

療機器等法に基づき治験届を独立行政法人医薬品

索を実行できる．

医療機器総合機構（PMDA）に提出する必要が

3

臨床試験データベースが必要な理由

あるため，PMDA ないしは厚生労働省の担当部
局は日本国内で行われている治験を全て把握する
ことができる．治験以外の臨床試験についてはそ

そもそもこのようなデータベースの役割が重要

のような仕組みは従来存在しなかったが，平成

であると認識されるに至った背景には，1）科学

21 年（2009 年）4 月 1 日より施行された「臨床

的観点：出版バイアスの影響の低減・回避が必要

研究に関する倫理指針」
（平成 20 年（2008 年）

であること，2）倫理的観点：回避可能な・意義

厚生労働省告示第 415 号）に「2 研究責任者の責

が失われた研究が行われないようにする必要があ

務等」として，「5）研究責任者は，第 1 の 3（1）

ること，3）透明性・アクセス性の観点：臨床試

①及び②に規定する研究であって，侵襲性を有す

験に参加しようとする and/or 参加している患者

るものを実施する場合には，あらかじめ，登録さ

や社会に対する透明性の確保や臨床試験への参加

れた臨床研究計画の内容が公開されているデータ

を希望する患者へのアクセス性の向上が必要と考

ベース（国立大学附属病院長会議，財団法人日本

えられるようになってきたこと，などが挙げられ

医薬情報センター及び社団法人日本医師会が設置

る．2004 年 9 月には主要医学雑誌の編集者らの

したものに限る．
）に当該研究に係る臨床研究計

組織である国際医学雑誌編集者委員会（Interna-

画を登録しなければならない．ただし，知的財産
等の問題により臨床研究の実施に著しく支障が生
じるものとして，倫理審査委員会が承認し，臨床

表1

わが国の臨床試験データベース

研究機関の長が許可した登録内容については，こ
の限りではない．
」と定められた3）．これにより，

UMIN-CTR

http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.
htm

治験以外の臨床試験は，相（フェーズ）にかかわ

Japic-CTI

http://www.clinicaltrials.jp/user/
cteSearch.jsp

3 つの臨床試験データベースのいずれかへの登録

JMACCT-CTR

https://dbcentre3.jmacct.med.or.jp/
jmactr/

国立保健医療科学院 臨床研究〔試験〕情報検索サイト
http://rctportal.niph.go.jp/search

らず，探索的か検証的かにもかかわらず，上述の
が義務化された．
一方で，治験・医師主導治験は「臨床研究に関
する倫理指針」の規定が適用されないため，デー
タベースへの登録・公開はあくまで任意である．
具体的には平成 25 年（2013 年）5 月 31 日付 厚
労省医薬食品局審査管理課長通知（薬食審査発
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臨床試験データベースへの登録項目

5

日米の登録条件の違い

1

研究に対するユニークな識別番号

2

研究登録日

3

研究に対するその他の識別記号

ministration Amendments Act5）によって，薬剤・

4

研究費提供元

生物製剤などの FDA の規制対象となる薬物の試

5

主要な実施責任組織

験 で 第 Ⅰ 相 試 験 以 外 の 臨 床 試 験，feasibility

6

共同実施組織

study を除く医療機器の試験，小児の市販後調査

7

研究の問い合わせ先

などを ClinicalTrials.gov に登録することが求め

8

研究責任者の連絡先

9

正式な名称

米国においても 2007 年に Food and Drug Ad-

られている．薬事規制対象外の臨床試験に対する
事前登録の要求は日本の方が厳しいが，薬事規制
対象となる医薬品の開発段階に行われる臨床試験

10

科学的な名称

11

臨床研究を実施する国

なっている．わが国においても治験の事前登録・

12

対象疾患

公開が少なくとも米国と同水準で必須となるよう

13

介入

な制度の導入も必要と考えられる．

14

主要な適格基準・除外基準

15

研究のタイプ

16

研究開始予定日

17

目標症例数

ことは，いわゆる広告規制に抵触するのではない

18

進捗状況

かという懸念を持つ方もいらっしゃるであろう．

19

主要アウトカム評価項目

たしかに，平成 11 年（1999 年）6 月 30 日付 厚生

20

副次アウトカム評価項目

省（当時）医薬安全局監視指導課長通知「治療に

（厚生労働省ホームページ1）から引用）

の登録・公開に関しては米国の方が厳しい要求と

6

過去の経緯と誤解

治験の情報を医療機関の名称を伴って公開する

係わる被験者募集の情報提供の取り扱いについて」
（医薬監第 65 号）では「なお，医療法（昭和 23 年
法律第 205 号）では医業等に関する広告が規制さ

0531 第 8 号）
「治験の依頼をしようとする者によ

れており，医療機関が行う治験については医業に

る薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱い

該当することから，医療機関外に情報提供を行う

について」の「4．治験の実施状況等の登録につ

場合，治験を実施する医療機関の名称等を掲げる

いて」に「治験の実施状況等を第三者に明らかに

ことはできないこととされているのでご留意願い

し，治験の活性化に資するため，治験計画届を届

たい．
」という記載なされていたが，
平成 13 年（2001

け出た場合には，国内の治験情報登録センター

年）1 月 31 日付 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬

（Japic-CTI，日本医師会臨床試験登録システム等）

対策課長通知「治験に係わる被験者募集の情報提

に当該治験に係る情報（疾患名・実施医療機関・

供の取り扱いについて」
（医薬監麻第 50 号）にお

実施状況等）について登録することが望ましい．
」

いて，医療法の改正に伴いこの「なお書き」が削

とされているものの，あくまで「望ましい」との

られる改訂がなされており，これ以降は何ら問題

要求に留まっている4）．すなわち，試験実施に関

がないとの解釈が公式のものとなった．

する情報の公開という観点からは，医薬品医療機

さらに平成 19 年（2007 年）7 月 27 日付の厚生

器等法の規制を受けない臨床試験の方が治験より

労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課の事務連

も要求水準が高いという状況になっている．

絡には，
「公的機関等が運営するインターネット
サイト等の媒体を利用して，製薬企業が治験を含
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む臨床研究に関する情報提供を行う場合にあって

よって，類似の臨床試験の重複実施の回避，研究

は，治験薬の名称，治験記号等を表示する場合で

間の優先順位付けなどが可能となる．

あっても，顧客を誘引する意図がないことが明ら

また，単に臨床試験の情報を提供するだけでな

かであることから，広告には該当しないものとし

く，治療法の解説などのコンテンツなどとの連携

て取り扱ってきたところであるが（略）念のため，

をも考えると，キーワード検索の仕組みでなく分

貴管下関係者に周知徹底方よろしくお願いする．
」

類による情報提供が有利であるとも考えられる．

とされていることから，広告規制に抵触するとい

例えば，乳がんの標準治療に対する情報発信を

う懸念は不要である．

行っている web 上のコンテンツに臨床試験にか
かわる解説を盛り込み，そこから一覧表示へのリ

7

2 006 年 10 月からの取り組み：がん
の臨床試験一覧

ンクを張るなどという使い方である．
ただし，いずれのアプローチにも長所・短所が
ある．結果として，がん情報サービスでの取り組
みを始めた後に，国立保健医療科学院で平成 19

以上の様な背景も踏まえ，がん情報サービスで

年（2007 年）10 月より（当時は試験運用），キーワー

は 2006 年 10 月より，国内 3 つのデータベースの

ド検索が可能であるシステムが構築されたことか

データを各機関のご了解を頂いた上で集積し，国

ら，目的に応じて使い分けて頂けるようになった．

がん側で各臨床試験の登録情報をもとにがんの領
域の情報を付加して 15 の領域別（脳・神経・眼，
頭頸部，乳腺，胸部−肺，縦隔，消化器−食道，
消化器−胃，消化器−大腸，肝・胆・膵，泌尿器，

8

 014 年 4 月からの取り組み：がんの
2
臨床試験を探す

婦人科，皮膚，骨・筋肉，血液・リンパ，小児，
その他）に表示し，元の 3 つのデータベースへの

その後，2014 年 4 月より，領域（15 区分），参

リンクを張った一覧表形式で
「がん情報サービス」

加医療機関の所在地（47 都道府県），試験進捗状

内に公開することとした．

況の 3 つの条件のチェックボックスをマウスで

データの提示の方法として「検索機能の実装」

クリックすることで，条件を満たす臨床試験を

と「分類による情報提供」の二つのアプローチを

表示できる仕組みを設け，がん情報サービス内

検討したが，がん情報サービスでは後者を選択し

で「がんの臨床試験を探す」として公開している

た．フリーワードでの検索でなく静的な領域別表

（http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/

示を選択したのは，一般の方にとって検索キー

search1.html；図 1）
．

ワードの選択が困難であること，キーワード検索

結果は試験の相（第Ⅰ相，第Ⅱ相，第Ⅲ相，そ

では領域毎の臨床試験を全て把握することが困難

の他）に分けて表示することも可能である．また，

であることの理由などによる．一例として，固形

検索条件が URL に盛り込まれる形式を採用した

がんを対象とした臨床試験があったとして，その

ため，web ブラウザのブックマークに記録する，

ような臨床試験は「乳がん」
，
「胃がん」などとい

他の web コンテンツからのリンクを張ると言っ

うキーワード検索ではヒットしない．

た使い方が可能である．

さらに，一般の方・患者の方のみならず，研究

例えば，乳がん患者向けの web コンテンツか

者他の専門家による利用を考えても，フリーワー

ら「がんの臨床試験を探す」にリンクを張るとし

ドの検索でなく領域別の一覧表示が実施できるこ

て，検索条件に乳がんが含まれる形でリンクを張

とは重要である．

ることで，閲覧者はわざわざ検索条件を設定しな

というのも，あるがんの領域で現在行われてい

くとも乳がんの臨床試験情報を閲覧できる．これ

る臨床試験を容易に把握できる「台帳」としての

によって，情報収集をしている方にとって不必要

機能を果たすことができるためである．これに

な操作を回避することができる（乳がんの情報を

癌の臨床

第 60 巻・第 6 号

2014 年 12 月

683（105）

図 1  がん情報サービス「がんの臨床試験を探す」
（http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/search1.html）

探している方に対して，胃がんや肺がんの情報が

示できるような仕組みを追加し，
「拠点病院の臨

必要であるかを問う必要はないはずである）
．こ

床試験」として公開している（http://ganjoho.jp/

のように web 上の他のコンテンツとの連携を取

public/dia_tre/clinical_trial/search2.html；図 2）
．

りやすい仕組みにしてあるところも利点の一つで

検索条件は 3 つあり，拠点病院名（第一段階と

あると考えている．別な活用法として，都道府県

して都道府県名を選択，第二段階として当該都道

毎の条件をブックマークしておくことで，各地域

府県内の拠点病院名から目的の病院を選択）
（図 3）
，

の行政的な取り組みへの活用もして頂けるのでは

がんの領域（15 区分）
，試験進捗状況の 3 つの条

ないかと考える．

件のチェックボックスをマウスでクリックするこ
とで，当該拠点病院が実施している臨床試験，あ

9

2 014 年 8 月からの取り組み：拠点病
院の臨床試験

るいは，参加している多施設共同臨床試験が表示
される（図 4）
．

10

がん対策の一環としての情報提供

さらに 2014 年 8 月には，前項のページの機能を
拡張し，がん診療連携拠点病院毎の臨床試験を表

以上のがん情報サービス内での取り組みについ
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癌の臨床

第 60 巻・第 6 号

2014 年 12 月

図 2  がん情報サービス「拠点病院の臨床試験」
（http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/search2.html）

ては，そもそもは一般の方ならびに専門家に対す
る情報発信・情報提供が必要であるとの観点から

の種類及び薬剤名等を広報することが望ましい．
（略）

始めたものであった．しかし昨今のがん対策・が

④臨床研究・治験に対する普及啓発を進め，患

ん関連の施策の推進にともない，がん対策の政策

者に対して臨床研究・治験に関する適切な情報

上の要求事項という観点からもより積極的な情報

提供に努めること．」

発信・情報提供が求められるようになってきた．

このような社会的要請に対応するための一つの

具体的には，
「がん対策基本法」
（平成 18 年
（2006

策として，「がんの臨床試験を探す」「拠点病院の

年）法律第 98 号）制定以降，がん診療連携拠点

臨床試験」の整備を行っているところである．

病院の要件として臨床研究に関する情報公開が求
められるようになった．最新の要件，平成 26 年

11

現行の情報提供方法の課題

（2014 年）
1 月 10 日付 厚生労働省健康局長通知
（健
発 0110 第 7 号）
「がん診療連携拠点病院等の整備
について」 では以下のように定められている．
6）

現在の「がんの臨床試験を探す」，「拠点病院の
臨床試験」にもまだまだ解決すべき課題が多く

「5 臨床研究及び調査研究

残っている．更新頻度が低い，治験が網羅されて

（2）臨床研究等を行っている場合は，次に掲げ

いない，実施医療機関が網羅されていない，一般

る事項を実施すること．
①進行中の臨床研究（治験を除く．以下同じ．
）

の方にとって判りにくい，などが主な課題である．
まず更新頻度が低いことであるが，そのために，

の概要及び過去の臨床研究の成果を広報すること．

タイムリーな情報提供ができていないという問題

②参加中の治験について，その対象であるがん

が生じている．例えば米国の ClinicalTrials.gov
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図 3  がん情報サービス「拠点病院の臨床試験」－検索方法（http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/search2.html）

などでは専任のスタッフが配置されているとも聞

れていないためであり，厳密には「臨床研究に関

くが，そのような体制が取れないために生じてい

する倫理指針」の要求を満たしていない状況とも

る人的リソース不足の問題である．

言える．これについては研究者コミュニティに対

治験の網羅性が低いことについては，前述の通

する啓発が必要である．ただし，多施設共同臨床

りわが国では治験の情報を公開の臨床試験データ

試験は数年単位で実施されることが一般的で，そ

ベースへ登録することが義務化されていないため

の間に参加医療機関の出入りが発生し得るため

に，「がんの臨床試験を探す」
「拠点病院の臨床試

に，リアルタイムでその情報を臨床試験データ

験」の側ではいかんともしがたいところがあるが，

ベースに登録することは実は容易ではない．これ

前述の通り米国においては治験に相当する開発段

に対応するためには臨床試験の支援体制の拡充も

階の医薬品の臨床試験であっても第Ⅰ相試験など

必要である．

の一部の試験を除き ClinicalTrials.gov への登録

最後に，一般の方にとって判りにくいという点

義務があることを踏まえると，わが国でそのよう

については，解決のための方向性がいくつかある

な制度を設けることが不可能である訳ではないは

ものと考える．例えば，医薬品名などで臨床試験

ずである．この点については，がん対策の一環と

を絞り込めるようにするなどという対応は可能か

して行政側での対応を取って頂けるよう提案を行

もしれない．また，使用方法・活用方法などにつ

うなど関係各所への働きかけが必要であろう．

いての解説を加えるなどと言った取り組みも必要

実施医療機関の網羅性を欠くのは，3 つの臨床

で有り，これについても対応は可能である．一

試験データベースに登録されるべき情報が登録さ

方，個々の臨床試験の情報を一般の方にも理解で
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図 4  がん情報サービス「拠点病院の臨床試験」－検索結果（http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/search2.html）

きるように判りやすく説明を加えたものとするこ

準治療」が臨床試験に参加することと記されてい

とは，現行の情報提供の枠組みの下では困難であ

るケースもある（ここでいう「標準治療」とは，

る．ひとつの解決策としては，がん相談支援セン

患者に対して第一選択として推奨されるもの，と

ターの方やがん診療連携拠点病院の臨床試験担当

いう意味である）
．すなわち，現時点では十分に

の方との連携を取ることが考えられる．しかしそ

根拠のある治療法が確立していないために，開発

のような連携体制を取る場合であっても，基礎と

段階・評価段階にある治療法を試行すること，か

なる情報の把握ができなければ実効性のあるもの

つ，それが患者の安全を担保し倫理的な配慮を

とならないため，まずは現行の枠組みの下での情

伴った治験・臨床試験として行われるべきである

報提供を確実なものとするために限られたリソー

という考え方が診療の一部に取り込まれていると

スを投入している状況である．

いう実態がある．そのような実態にあるからには，

おわりに

各々のがんの領域において，今現在どのような研
究がなされているのかといった国内での研究実施
状況の全体像を把握する仕組みを設けておくこと

一部のがんにおいては，
診療ガイドラインで
「標

が必要である．また，そのような状況で臨床試験
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を探す場合には，具体的な薬剤名・治療名をキー
とした検索も必要ではあるものの，どちらかとい
うと疾患をキーとした検索が可能になるような仕
組みが必要である．がん情報サービスでの「がん
の臨床試験を探す」などの情報提供ではその点を
重視している．
単に透明性の確保，出版バイアスの回避のため
に，形式的に臨床試験データベースへの登録を求
めるだけでは不十分であり，登録された情報が患
者・一般の方・専門家などに活用できるようにす
べきとの社会的要請への対応が，がん領域におい
ては喫緊の課題である．そのような観点から，国
立保健医療科学院のポータルサイトとは異なる形
で，特にがん領域に特化し，かつ，疾患の側から
必要な情報にアクセスできるようにする仕組みが
必要である．現在のがん情報サービス上の臨床試
験に関する情報提供の方法が最善のものという訳
ではなくまだまだ改善の余地はあるが，ご活用頂
ければ幸いである．
文
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