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2. 3. 2　臨床研究コーディネーター

● 1. 臨床研究コーディネーターの歴史 

臨床研究コーディネーター（CRC）は臨床試験を実

施する医師のアシスタントとして欧米で誕生した。日

本においてCRCという新たな職種が導入されるきっ

かけとなったのは，GCPが改定されGCP省令として

法制化された1997年にさかのぼる。GCP省令におい

て，CRCは「治験協力者」と定義され，これは「実

施医療機関において治験を実施するチームのメンバー

で，治験責任医師によって指導・監督され，専門的立

場から治験責任医師及び治験分担医師の業務に協力す

る者」と説明される（医薬品GCP第1章第2条ガイダ

ンス5）。GCP省令施行当初は，治験に焦点を絞った

実施体制の基盤整備が当面の課題であったことから，

CRCの日本語訳としては「治験コーディネーター」

という呼称で，データ収集業務や調整業務を行う職種

として認知され始めた。そして，GCP省令のもと適

正に治験を実施するためには，治験コーディネーター

は必要不可欠な存在として認知されていき，その後の

臨床研究を取り巻く環境の変化に伴い，CRCは治験

に限らず臨床研究全般の実施支援へとその守備範囲を

拡大することとなる。

2015年「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針」の施行に際して，臨床研究のあり方が大きく見

直された。この指針は，倫理的規範を示すだけでなく，

臨床研究の信頼性確保に関する事項にも言及されてお

り，被験者保護，研究の質の確保という観点から，こ

れまで規制の対象外で脆弱（未熟）と言わざるを得な

かった治験以外の臨床研究においても実施体制の強化

が提唱されることとなった。新たな指針のもとで実施

される臨床研究において，臨床研究支援職としての

CRCの存在は臨床研究の品質水準向上に寄与するた

めの重要な位置づけとなる。現在では「臨床研究コー

ディネーター」と改称されており，その果たす役割は

拡大を続けている。

● 2. 臨床研究組織におけるCRCの位置づけ 

臨床研究には実施医療機関内外のさまざまな人が関

与している。多職種からなる研究チームが連携し，

各々の業務をスムーズに遂行できるようコーディネー

トする要となるのがCRCである。企業主導治験をモ

デルに治験の実施における研究チームの構成例を図

2.3.1に示す。

● 3. CRCの具体的な業務内容 

CRCは実施医療機関で作成した治験実施に関する

手順書に則り，臨床研究に関するあらゆる補助業務を

実施している。主な業務内容を下記に示す。

①医師の補助業務（規制・プロトコルの遵守，データ

の品質管理）

　被験者スクリーニング，同意取得のサポート，スケ

ジュール管理，服薬状況の確認，有害事象の確認，

診療記録の確認，症例報告書の作成支援，書類作成，

文書保管・管理

治験依頼者
モニター被験者 CRC

治験責任医師

治験分担医師

実施医療機関

看護師

薬剤師治験審査委員会（IRB）

臨床検査技師

診療放射線技師

臨床工学技士臨床心理士

契約事務

会計事務

理学療法士

図2.3.1 �臨床研究組織におけるCRCの位置づけ

用語 臨床研究コーディネーター（Clinical Research Coordinator；CRC）
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②院内調整（研究チームの円滑な運営）

　実施体制の構築，治験説明会の開催，病院スタッフ

の調整・連絡

③被験者ケア（被験者の安全性確保と倫理的配慮）

臨床研究に関する補助説明，服薬指導，有害事象の

聴取・観察，相談窓口

④治験依頼者の対応（正確・迅速な報告・連絡・相談）

依頼者からの連絡対応，モニタリング・監査対応

● 4. ある医療機関のCRCの1日（図2.3.2） 

①朝礼（本日の外来・入院患者さんに関する連絡）

②患者さんへの臨床研究に関する説明補助

③外来患者さん来院，診察前の聴き取り（服薬状況の

確認，有害事象の聴取）

④検査案内（規定通りに実施できるよう段取り）

⑤診察立ち会い

⑥新規に受託予定の治験のヒアリング

⑦実施中の臨床研究に関するモニタリング対応

⑧翌日の準備（翌日来院予定の患者さんに使用する検

査キットの関係部署への配布とスタッフへの事前説

①朝礼
②患者さんへの説明補助：
インフォームドコンセントに
同席し，患者さんが理解しや
すいよう補助説明をします。

⑤診察立ち会い：
患者さんからの聴取事項を
医師に伝えたり，検査項目の
実施もれ，カルテの記載もれ
がないか確認します。

④-1 血液検査案内：
ほとんどの治験では，指定の測定機
関での集中測定項目があります。採
血室や検体処理担当者に，検体の取
扱い方法をお伝えします。

⑥新規に受託予定の治験の
ヒアリング：

製薬会社で計画された新し
い治験の実施可能性につい
ての相談を受けます。

④-2 心電図検査案内：
記録した患者さんの心電図データを
電子的に海外の判定機関に送信す
ることもあります。

⑦モニタリング対応：
第三者によるカルテの確認がありま
す。患者さんの安全性を確認し，デー
タの信頼性を確保するためです。

⑨EDC（Electronic Data 
Capture）入力：
患者さんの身体所見や検査
結果はできるだけ早く治験
依頼者に報告します。

⑩終礼

次回は〇月〇日に規定
の検査があります。

プロトコル通りに進めて
いますね。

どのような患者さんを
対象とした治験です
か？

正確なデータを迅速に
報告

この治験薬は，今まで
のお薬とこういう違い
がありますよ。

治験に参加中の患者さん
です。治験用採血をお願い
します。

治験用の心電計でお願い
します。

図2.3.2 �CRCの1日

041-074_臨床研究_2章.indd   68 2016/07/14   19:58



■ 3章　品質保証

84

国際的には「WHO-Drug」（WHO Drug Dictionary）

が使用されている。

（4）データ固定

データ固定はデータマネジメント責任者が行う。デ

ータ固定前に，解析計画書で定めた重大な逸脱がある

症例，欠測値（検査のミス・不可や未実施），定めら

れた調査時期以外の値，同じ項目で複数の値等，規定

外の処理方法を決め，都合のいい解釈ではないことを

保証する。データ固定は，回収されたCRFに対する

問い合わせがすべて完了し，収集されたデータが正し

くデータベースに反映されていること，すなわち「質

が保証された」ことの宣言であり，これ以降はデータ

ベースに入力されたデータの変更が行われない。固定

されたデータは，集計・解析の担当者へ引き渡される。

● 4.   医療機関における 
 データマネジメント業務 

（1）症例報告書（CRF）の作成

CRFの作成について，GCPでは「正確性」「完全性」

「判読性」に加え，定められた期限に提出することを

求めている。完全性とは，「データの恣意的操作や捏

造がなくCRFが作成され，その過程が保存されてい

る資料から再現できること」を意味している。CRF

の品質は，医療機関での確認と，モニタリングやデー

タマネジメントによって確保されている。

CRFは，「原資料のデータ」と「データに対する医

師の評価」から構成される。すなわち，CRFの内容は，

「原資料と一致」しなければならない。CRFの作成は，

単なる転記作業ではなく，実施計画書を遵守して研究

が実施され，被験者の安全性とデータの信頼性が確保

されていることを確認する業務でもある11）。

（2）原資料の管理

原資料は，モニタリング，監査およびIRBや規制当

局による調査において，臨床研究が規制・指針および

実施計画書を遵守して実施していることを確認するた

め閲覧に供される。原資料を閲覧する時期はそれぞれ

異なり，記載した医師等の異動があった場合でも，原

データを容易に確認できるようにしておく必要がある。

原資料は，「事実経過の再現と評価に必要な記録」と

定義され，原データからCRFで収集されたデータに

至るまでの経緯は，第三者が臨床研究終了後に再構築

できなければならない。

欧米では，原資料とは，「最初にデータが記録され

た資料」という認識である12）。原資料の定義である「症

図3.1.5 �コーディングの例
（MedDRA/Jオープンセミナーから　https://www.pmrj.jp/jmo/）

コーディング
ID AE CODE PT

001 おたふくかぜ 10028257 ムンプス
002 流行性耳下腺炎 10028257 ムンプス
003 ムンプス 10028257 ムンプス
004 Mumps 10028257 ムンプス

有害事象の集計
ID AE

001 おたふくかぜ
002 流行性耳下腺炎
003 ムンプス
004 Mumps

×
有害事象名 件数

おたふくかぜ 1件
流行性耳下腺炎 1件

ムンプス 1件
Mumps 1件

○
有害事象名 件数
ムンプス 4件

MedDRAの基本語（Preferred Term；PT）

・「おたふくかぜ」，「流行性耳下腺炎」，「ムンプス」，「Mumps」の4件が報告された。
・  すべて同じ内容だが，このままでは各々が1件（「おたふくかぜ」1件，「流行性耳下腺

炎」1件，「ムンプス」1件，「Mumps」1件）としか集計できない。
・  標準用語集を用いて，「ムンプス」（MedDRAのPT）に置き換えることで，同じ事象を

同一のことと認識でき，「ムンプスが4件発生した」という結果を得ることができる。
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4. 1. 3　臨床検査技師 臨床研究コーディネーターの実例

●はじめに 

CRCに携わっている職種の多くは，薬剤師，看護

師，臨床検査技師である。それぞれの職種により専門

分野が異なる中で，臨床検査技師CRCが臨床研究の

開始前から実施中そして終了までを，職能を発揮しな

がらどのような対応をしているか，臨床検査技師

CRCのみが対応している業務を臨床研究の流れ（図

4.1.5）に従って実例をあげて紹介する。なお，筆者が

所属する施設では臨床研究外注検体処理，依頼者より

貸与される機器を使用した心電図検査や肺機能検査な

どはすべて臨床検査技師CRCが行っている。

● 1. 開始前 

（1）施設調査

①精度保証

被験者の安全性あるいは有効性を判断する評価項目

に設定されることもある臨床検査はとても重要で，検

査結果の信頼性担保のための精度管理について重要性

が高まっている。そのような状況下で，臨床検査室よ

り最新の外部評価や外部精度管理などに関する資料を

入手し，ホームページ上に公開している。臨床研究依

頼者は外部評価や外部精度管理などの事前確認を

Web上で行うことができ，臨床検査室が取得してい

る外部評価である国際規格のISO 15189の認定証，外

部精度管理の参加証や結果報告書，日臨技精度保証認

定施設などの認証書を入手することができる。

治験責任医師と
依頼者との合意

事前ヒアリング前のチェック

事前ヒアリング

IRB

契約

薬剤搬入

スタートアップミーティング

被験者スクリーニング

同意取得

治験薬投与開始

治験薬投与終了
被験者に対する治験終了

必須文書管理

開始前

実施中

終了後

・施設調査
・院内臨床検査基準範囲
  一覧表
・検体処理手順書の確認
・検査関連の設定

・外注検体管理
・検査関連の設定
・生理検査
・夜間休日対応

・検査伝票整理
・精度管理記録の整理
・検査関連の設定解除

実施計画書の確認

臨床検査技師CRC

選択・除外基準の確認
（医学的判断を除く）

同意取得
（同意説明文書の補助説明）

スケジュール管理
被験者ケア

CRF作成サポート
モニタリング，監査の対応

図4.1.5 �臨床研究の流れ
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4. 2 │ 集中測定への対応

4. 2. 1　外注検査の取り扱い

検体検査には自施設で測定する院内検査と外部の測

定機関に委託する外注検査とがある。本項では，治験

における外注検査の取り扱いについて，筆者の施設で

の運用を紹介する。

治験では院内測定が可能な項目であっても実施計画

書の規定に従い，外部の測定機関（国内または海外）

に検体を送付する場合が多い。院内で測定可能な項目

を外注検査とする理由は，全施設の検体を同一測定機

関で集中測定（中央一括測定）することにより，各施

設で使用している測定機器や試薬の違いによって生じ

る施設間差の影響を回避し，比較可能な検査データを

得るためである。

治験外注検査は同一検査項目であっても実施計画書

ごとに検体処理手順や，回収までの院内での保管温度

が異なる。治験外注検査を取り扱う場合，治験開始前

に担当CRCから検体処理手順書を入手し内容を確認

する。疑問点がある場合は担当CRCを通して治験依

頼者に問い合わせをし，回答を得た後，その内容を検

体処理手順書に書き込み検体処理時に使用している。

治験外注検査の取り扱いにおいて特に注意が必要と

なるのが，採血から遠心までに規定がある場合である。

採血後30分以内に遠心しなければならないものや，

氷冷が必要なもの，まれではあるが5分以内に遠心が

必要なものもある。これらの規定は検体処理手順書に

記載されているので手順書を遵守できるよう「どこで」

「だれが」採血するのか治験開始前に担当CRCと事前

に打ち合わせをしている。また，特別な規定がないも

のも含め採血前には担当CRCから連絡を入れてもら

うようにしている。

検体処理手順書を遵守するためには，採血時間が重

要な情報であるため，治験外注用検査キットの外袋に

検体送付用ラベル（図4.2.1）を貼付し採血者に採血時

間の記載をお願いしている。検査部では検体到着後，

治験台帳に採血日，被験者名，治験名，測定機関名

（国内測定機関のみ），採血時間を記載し記録を保管し

ている。また，治験では被験者の来院日が実施計画書

で規定されているため，検体に不備がある場合は速や

かに担当CRCに報告している。国内治験と海外治験

では回収業者は異なるが，いずれも回収時間はあらか

じめ決まっているため回収に間に合うよう計画を立て

る必要がある。

国内測定機関または国内測定機関を経由して海外測

定機関に検体が送付される場合，検査部には検体と検

査依頼伝票がセットで届けられる。回収業者は回収時，

保管検体と検査依頼伝票を照合する。その後，臨床検

査技師CRCは検査依頼伝票の控えを受領し，治験ご

ここが
ポイント！ ・治験における外注検査の取り扱いについて，検体処理手順書を遵守するため

の手法を理解する。
・国際共同治験における検体送付における注意事項を理解する。

103-120_臨床研究_4章.indd   116 2016/07/14   19:59



■ 5章　トレーニング

122

5. 1 │ トレーニングの実際

5. 1. 1　実施医療機関におけるトレーニング

● 1. CRCへのトレーニング 

臨床研究実施の支援を行う臨床研究コーディネータ

ー（CRC）は看護師，薬剤師，臨床検査技師など各専

門職として業務を行ってきた者が多い。CRC業務の

開始に当たっては各種機関のCRC養成研修等でCRC

としての知識を習得するとともに，各実施施設におい

て実践でのトレーニングを行っている。当院では臨床

検査技師，看護師がCRCとして業務を行っているが，

専門職により業務の分担を行うことなく，すべての

CRC業務を行っている。そのため当院では院内で作

成した「新人CRC研修内容」を使用し，指導担当

CRCと新人CRCがそれぞれトレーニング状況の把握

や到達度の評価を行っている。

理解度の目安と評価時期・方法は表5.1.1の基準で

行う。

以下，当院の「新人CRC研修内容」に沿ったトレ

ーニング項目を紹介する。

（1）治験開始まで

治験を実施するうえで医薬品の臨床試験の実施に関

する基準（GCP）を含めた遵守すべき事項の理解と，

各治験の実施に向けた準備としての依頼者との対応，

院内関連各部署との打ち合わせ，さらにそれらを元に

院内の手順作成ができる（表5.1.2）。

①外来・入院患者の流れを理解する

当院では，治験被験者も通常の受診の流れに沿って

検査・診察・治療を行っている。また，基本的に

CRCは診察前の面談と診察時の同席のみで，CRCが

作成したスケジュール表に従い検査や処置・治療を実

施し，すべてに同行はしない。そのため治験期間中は，

検査・診察・治療（投薬や処置）の各種評価のための

受診時のスケジュール作成と関連部署への周知が必要

であり，院内での患者の流れを把握しておくことが必

表5.1.1 �理解度の目安と評価時期
【理解度の目安】

0：まったく知らない。語句を見ても理解できない。
1：詳しくはわからないが，語句を見て理解できる。
2：意味，内容を理解できる。経験できる。実践できる。

【チェックシートの評価時期】
・原則3カ月時，6カ月時，12カ月時とする。
・指導者は12カ月時に3段階で評価する。
（0：理解できていない。1：ほぼ理解できている。2：理解で
きている。）

用語 臨床研究コーディネーター（Clinical Research Coordinator；CRC）

ここが
ポイント！

・治験開始から終了時までのトレーニング時のポイントを理解する。

121-130_臨床研究_5章.indd   122 2016/07/14   20:00



■ 7章　臨床研究の実施計画書

138

7. 1 │ 臨床研究のデザイン

7. 1. 1　臨床研究の分類とエビデンスレベル

病院をはじめとした医療現場は医師・看護師・医療

技術者および事務職等の多職種で構成されている。医

師は診断と治療を，看護師は看護を，そして臨床検査

技師は臨床検査を日々行っている。そのような中，カ

ルテ等の記録や検査値などの毎日蓄積されるデータは

膨大なものである。日常業務の中で遭遇した希少症例

や自部署の新たな取組みとその成果を学会や研究会等

で発表することは多いが，それ以外にも過去に遡って

一定の症例を抽出し，興味のある事象で2群に分けて

検査値を比較してみたりすることもある。これら臨床

検査技師が行う研究の多くは人（＝患者）の症例やデ

ータが主体で，人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針（以下，指針）1）を遵守して研究を行うことが必

要である。臨床研究に含まれない臨床研究には基礎実

験，動物実験，医療経済学的研究や医療に関する各種

公開データを用いた研究が含まれ，これらと合わせて

医学研究と呼ぶことがある。

研究は表7.1.1のように，介入のある介入研究と介

入のない観察研究に大きく分けられる。観察研究はさ

らに比較対象の有無によって分析的・記述的に分けら

れ，分析的研究は研究の方法によりコホート研究，症

例対照研究および横断研究に分けることができる2）。

臨床検査技師が行う研究で多いのは，記述的観察研究

である症例発表（Case Report）と試薬・機器の性能の

検討等の研究である。後者は臨床研究というよりは医

学研究に相当する。

記述的観察研究としてCase Reportと症例集積

（Case Series）がある。違いは対象となる症例数の違

いのみである。症例は発表する臨床検査技師の視点に

委ねられるが，一般的に通常とは異なる経過をたどっ

た症例，極めて稀な症例，診断に難渋した症例や特徴

的な検査所見を呈した症例などが発表されることが多

い。 指 針 と 照 ら し 合 わ せ る とCase ReportやCase 

Seriesを発表することは，個人情報の保護に最大限の

注意を払う※1ことで可能である。そのため臨床検査

技師としても発表も行いやすく研究の原点ともいえる

研究である。発見者が病名になっている橋本病，川崎

病やBrugada症候群などはこの研究から生まれたも

表7.1.1 �臨床研究の分類
研究の種類

臨床研究
（臨床試験を除く）

介入研究 ランダム化比較試験
非ランダム化比較試験

観察研究

記述的 Case Report
Case Series

分析的
横断研究
症例対照研究
コホート研究

ここが
ポイント！ ・臨床研究は介入研究と観察研究に大きく分けられ，観察研究はさらに「記述

的」と「分析的」に分けられていることを理解する。
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