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I．はじめに 

GCP では、治験の品質保証のためにシステム監査及び個々の治験の監査の実施を求めている。

治験のシステムに対する監査は、治験依頼者、実施医療機関及び治験の実施に係るその他の施設

における治験のシステムが適正に構築され、かつ適切に機能しているか否かを評価するために行

うものである（GCPガイダンス第 23条第 1項 3）。 

また、JIS Q 19011 マネジメントシステム監査指針では、ISOの規格に基づく内部監査の考え方

が示されており、マネジメントシステム監査に対するリスクの概念を導入している。この概念は、

マネジメントシステムの内部監査もしくは外部監査を実施する必要のある、又は監査プログラム

の管理を行う必要のある全ての組織に適用できる。 

本ガイダンスは、GCP 監査担当者が臨床試験の品質管理状況を評価する場合のうち、RBM に

関するシステム監査の観点や留意すべき点を整理したもので、システム監査時に RBM に関する

システムを確認する場合のガイダンスとして利用して頂くことを目的として作成した。RBMを取

り入れた臨床試験を実施するにあたっては、新たな治験システムが導入されており、本ガイダン

スが有用であると考えている。 

・本ガイダンスの活用例： 

・RBMが導入された時に、GCP監査担当者が利用できる参考書 

・GCP監査担当者以外に、RBMに関与する治験依頼者関係者及び実施医療機関関係者にも

留意すべき事項を理解して頂くための参考資料 

 

本ガイダンスに関連する通知等は、本邦の当局からの事務連絡「リスクに基づくモニタリング

に関する基本的考え方について（2013年 7月）」、米国食品医薬品局（FDA）の「Oversight of Clinical 

Investigations-A Risk-Based Approach to Monitoring」及び欧州医薬品局（EMA）の「Reflection paper 

on risk based quality management in clinical trials」等が発出されている。 

また、医薬品規制調和国際会議（ICH）においても、2016年 11月 9日に「ICH E6(R2)：医薬品

の臨床試験の実地に関する基準のガイドラインの補遺」のステップ 4 が公開されており、その中

では品質マネジメントシステムではリスクに基づくアプローチを利用することが盛り込まれてい

る。 
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II．用語の解説・略称  
用語・略称 解説・略していない表現 

CAPA Corrective Action and Preventive Action（是正措置・予防措置） 

Issue 問題、問題点 

QC/QM Quality Control/ Quality Management 

本ガイダンスでは、品質保証及び品質管理システムにより治験の

プロセスを管理する部門を指す 

RACT Risk Assessment and Categorization Tool 

TransCelerateが提案したリスク評価ツールモデル* 

*参考：TransCelerate HP, RACTの URL 

http://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-

content/uploads/2013/10/2_RACT_20140411.xlsx 

SDR Source Data Review（原データの品質チェック） 

SDV Source Data（Document） Verification 

（原資料との照合・検証） 

オフサイトモニタリング 実施医療機関への訪問によらないモニタリング 

（電話、E-mail、web等） 

オンサイトモニタリング 実施医療機関を訪問して直接行うモニタリング 

モニタリング 臨床試験の実施において被験者の人権と福祉が保護されているこ

と、臨床試験データが正確かつ完全で原資料に照らして検証でき

ること、臨床試験が最新の治験実施計画書、GCP並びに適用さ

れる規制要件を遵守して実施されていることを確認すること 

中央モニター 中央モニタリングを実施する担当部門及び担当者。中央モニタ

リングは集積するデータの時宜にかなった遠隔的な評価であ

り、適用する試験に応じて決定する。 
リスクインディケーター 当該治験のリスクを把握するために特定されたリスクの検出を容

易にするため設定する指標。本指標を活用することで潜在的

issueの顕在化やリスクの検出に活用し、issueに繋がりにくい仕

組み・対応を講じる、もしくは再発抑制効果を目的に設定する 

臨床開発 本ガイダンスでは、治験関連業務のうちモニタリング業務とそれ

以外の業務（治験実施計画書作成等）に分け、モニタリング業務

以外を実施する部門として使用 
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III．本ガイダンスの構成 
本ガイダンスでは、GCP監査担当者が RBMを導入した試験のシステムを評価するために実

施する監査において RBMに関する事項を確認する場合にどのような点に注意すべきか、対

象システムごとに確認ポイントをまとめた。なお、対象システムは、RBMに関する特定の

試験に偏らない共通の標準システムとした。 

 

各項目の説明 

 監査対象部門：対象システムの監査における被監査部門として考えられる役割・機能を

記載した。 

 確認ポイント：対象システムの監査において確認すべき点を質問形式で列挙した。また

当該確認ポイントに対して、必要に応じ解説を入れた。 

 確認資料：対象システムの監査において確認対象として考えられる資料 
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IV．対象システム 
 
1. 治験実施計画書のリスク評価 

 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、安全性情報管理、DM、統計解析、治験薬管理、QC/QM 

 

 確認ポイント 

 治験実施計画書のリスクを評価するための手順が定まっているか。 

＜解説＞ 

RBMを導入するためには、対象となる治験実施計画書の重要なプロセスやデータ及

びリスクが特定され、リスク評価が行われていることが必要であり、そのための手

順書が作成されていることを確認する。 

 

 リスク評価基準は明確になっているか。 

＜解説＞ 

リスク評価基準が明文化されていることを確認する。 

 

 関係部署が治験実施計画書のリスク評価の検討に参加しているか。 

＜解説＞ 

治験実施計画書のリスク評価には、モニタリングを実施する部門だけでなく、治験

実施計画書作成に関与する部門（臨床開発、安全性情報管理、DM、統計解析、治験

薬管理、QC/QM）が検討に参加すべきであり、関係部署が治験実施計画書のリスク

評価の検討に参加していることを確認する。 

 

 リスク評価の検討経緯が記録されているか。 

 

 リスク評価結果に対して、対応する部門・部署が明確になっているか。また、対応

する計画書、手順書等に軽減策・対応策が記載されているか。 

＜解説＞ 

治験開始前にリスク評価結果に対するリスク軽減策・対応策が、対応する計画書・

手順書等に記載されていることを確認する。さらに、治験実施中においても、必要

に応じ、リスク評価の見直しが行われ、計画書、手順書等の改訂が行われているこ

とを確認する。 
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確認資料 

 治験実施計画書のリスクを評価するための評価シート（例：RACT）及びリスクを評

価するための手順書 
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2. モニタリングプランの作成、改訂 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、安全性情報管理、DM、統計解析、治験薬管理 

 

 確認ポイント 

 モニタリングプランにモニタリングの戦略、全ての関係者の責任、使用するモニタ

リング方法及び使用根拠が記載されているか。 
（モニタリングの種類（オンサイト・オフサイト等）、頻度と時期、SDV/SDRの設
定等） 

＜解説＞ 

治験依頼者は、被験者の保護及びデータの完全性について、治験ごとにリスクに応

じたモニタリングプランを作成する責任を有しており、モニタリングプランには、

モニタリングの戦略、全ての関係者の責任、使用するモニタリング方法及び使用根

拠を記載する必要がある。また、モニタリングプランは、重要なデータ及びプロセ

スの特定、使用するモニタリング手法の記載、日常的な診療業務で実施しない事項

や追加的なトレーニングを要する事項についても記載が必要であり（ICH-E6(R2)）、

これらの内容とその根拠が明記されていることを確認する。 

 

 モニタリングプランの改訂基準が記載されているか。 

＜解説＞ 

モニタリングプランを改訂する基準について、モニタリングプランや手順書等で明

確になっていることを確認する。 

 

 実施医療機関に対して、RBMの説明を実施することが規定されているか。 
（治験固有、リスク評価によって追加されるトレーニングを含む） 

 

 

確認資料 

 モニタリングプラン策定の手順書 

 モニタリングプラン及び改訂記録 
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3. トレーニング 
3-1. トレーニング（施設モニター対象） 

 

監査対象部門：モニタリング 

 

 確認ポイント 

 ICH-E6(R2)についてトレーニングされているか。 

＜解説＞ 
ICH-E6(R2)にはリスクベースド・アプローチ及びリスクベースド・アプローチによ

るモニタリング方法について記載されているため、トレーニングが実施されている

ことを確認する。 

 

 担当試験について、以下の項目をトレーニングされているか。 

 モニタリングプラン（RBMに関連する事項：リスク評価結果に基づいた適切
なモニタリング手法、リスクに対する低減措置） 

 治験のリスク評価結果と、重要なデータ及びプロセス 
 実施医療機関のリスク評価結果 
 実施医療機関に対する説明項目 

（RBM概要、タイムリーな EDC入力及びクエリー対応） 

＜解説＞ 

施設モニターに対するトレーニングは、治験を十分にモニタリングするための必要

な科学的、臨床的知識を習得させるため実施される。RBMを適用する治験におい

ては、通常のトレーニング項目に加え、RBM特有の項目（モニタリングプラン、

当該治験及び実施医療機関のリスク等）に対するトレーニングが実施されているこ

とを確認する。また、モニタリングプランが改訂された場合、トレーニングが実施

されていることを確認する。 

 

実施医療機関に対しては、モニターが RBMの概要及び実施医療機関への要請事項

について説明し、理解してもらうことが重要である。そのためには、モニター自身

が RBMについて十分に理解しておく必要がある。 

 

 

確認資料 

 モニタリングプランなどのトレーニング資料 

 トレーニング記録 
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3-2. トレーニング（中央モニター対象） 
 

監査対象部門：中央モニタリングを実施する部門（モニタリング、DM、統計解析等） 

 

 確認ポイント 

 ICH-E6(R2)についてトレーニングされているか。 

＜解説＞ 
中央モニターについても、ICH-E6(R2)に記載されているリスクベースド・アプロー

チ及び中央モニタリングについて理解するためのトレーニングが実施されているこ

とを確認する。 

 

 以下の項目をトレーニングされているか。（資格要件にトレーニングがある場合） 

 中央モニタリングの目的、役割、評価項目(必須) 

 中央モニタリングプラン（必要に応じて） 

 各リスクインディケーターの設定根拠と評価方法(必要に応じて) 

＜解説＞ 

中央モニターの場合、トレーニングの要否や対象者及び対象範囲を確認しておく。

中央モニターに対するトレーニングは、それぞれの役割に応じた中央モニタリング

実施に必要な知識を習得させるため実施され、役割に応じてその内容が決定され

る。 

中央モニタリング特有の項目（中央モニタリングの目的、役割、評価項目とその設

定根拠）に対するトレーニングが実施されていることを確認する。 

 

 

確認資料 

 トレーニング資料 

 トレーニング記録 
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4. 実施医療機関のリスク評価 
4-1. 実施医療機関のリスク評価（治験開始前の評価） 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、DM、統計解析、QC/QM 

 

 確認ポイント 

 リスク評価シートの作成に関わる組織及び責任部門が明確になっているか。 

＜解説＞ 

RBMの導入に際しては、医療機関の特性やリスクのレベルを特定するために、治験

開始に先立ち実施医療機関ごとのリスク評価が行われる。 

リスク評価シートとは、リスクを特定、分析・評価し、リスク軽減策・対応策を講

じる担当部署及びその概要を記載したものである。 

なお、実施医療機関のリスク評価シートは、実施医療機関及び治験責任医師選定チ

ェックリスト等に盛り込むことも可能であり、独立した文書として作成しなくても

よい。 

 

 リスク評価を行う組織及び責任部門が明確になっているか。 

 

 リスク評価の実施手順及び実施時期が明確になっているか。 

 

 リスク評価基準は明確になっているか。 

＜解説＞ 

実施医療機関のリスク評価では、実施手順、時期、評価基準を明確にするとともに、

リスク評価結果に基づき誰がどのように当該実施医療機関のリスクレベルを特定す

るかが明らかにされていることを確認する。 

 

 リスク評価の実施は手順どおり行われており、その記録方法は適切か。 

 

 リスク評価結果がモニタリング活動に連動しているか。 

＜解説＞ 

手順書又はモニタリングプランで、リスク評価結果がどのようにモニタリング活動

に連動するのか明記されていることを確認する。 
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確認資料 

 実施医療機関のリスクを評価するための評価シート（例：選定チェックリスト）及

びリスクを評価するための手順書 

 モニタリングプラン 

 リスク評価シート（選定チェックリスト、等） 
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4-2. 実施医療機関のリスク評価（治験実施中の評価） 
 

監査対象部門：臨床開発、DM、統計解析、QC/QM 

 

 確認ポイント 

 手順書やモニタリングプランに基づき、定期的にリスク評価が実施されているか。

＜解説＞ 

治験中の中央モニタリングにより得られる情報に基づいて、定期的に実施医療機関

のリスク評価が行われ、その結果に基づいて施設に対するモニタリング方法やモニ

タリング頻度の変更手順が各種手順書やモニタリングプランに規定されていること

を確認する。 

 

 中央モニタリングの結果や DM・統計解析から提出されるクエリー等により得られ
るリスク評価に基づいて適切な指示が出されているか。 

＜解説＞ 

リスク評価結果に基づき、モニタリング方法やモニタリング頻度の変更の有無とそ

の通知が明確に記録されていることを確認する。 

 

 モニタリングで発見した重要な発見事項/事実、逸脱等に対して、講じられた/講じ
られる予定の措置、モニターの見解等に基づいて、リスクの評価方法や項目につい

て見直しされているか。 

＜解説＞ 

リスクの評価方法や項目について、見直しの過程と結果、理由が明確に記録されて

いることを確認する。 

 

 

確認資料 

 中央モニタリング記録 

 DM/統計解析部門作成資料（例：CRF入力時期に関するクエリー等） 

 モニタリング報告書 
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5. 中央モニタリング 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、DM、統計解析 
 

 確認ポイント 

 中央モニタリングの運用に関する規定やマニュアルがあるか。 

＜解説＞ 

中央モニタリングの運用は規定された文書に従って行なわれる必要があり、予め規

定やマニュアルが作成されていること、中央モニタリングの運用に変更が生じた場

合などには適時更新されていることを確認する。 

 

 中央モニタリングの目的、役割、評価項目が明確になっているか。 

 

 中央モニタリングに用いるツールが明確になっているか。 

＜解説＞ 

どのようなツールや帳票を利用するか、明確になっていることを確認する。 

 

 実施者や実施頻度が明確になっているか。会議の場合、開催頻度や出席者が特定さ

れているか。 

 

 評価のためのデータは特定され保存されるようになっているか。 

 

 保存資料は明確になっているか。 

＜解説＞ 

評価・判断に用いられたデータ・資料が特定され保存されていることを確認する。 

 

 リスクインディケーターの作成・管理は明確になっているか。 

 リスクインディケーターの設定根拠は明確になっているか 

 リスクインディケーターの結果に対して、いつ、誰が、どう判断したか 

 その経緯はどのように記録されるか 

＜解説＞ 

リスクインディケーターの設定根拠が記録として明確になっていることを確認す

る。 
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 中央モニタリングによる評価結果が実施医療機関に対して改善を求める場合、実施

医療機関に提供される内容や伝達方法が明確になっているか。また、その評価結果

が適切に提供されたか。 

（例：中央モニター→実施医療機関に直接提供される場合もある） 

＜解説＞ 

中央モニタリングの評価結果によっては、中央モニターから治験責任医師等に対し

て改善策を要求する場合があるが、その際の提供情報・方法が明確になっているこ

とを確認する。 

 

 

確認資料 

 中央モニタリングプラン 

 中央モニタリングの運用に関して規定された文書、運用マニュアル 

 リスクインディケーターの一覧とその設定根拠 
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6. モニタリング方法 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング 

 

 確認ポイント 

 手順書やモニタリングプランに則り、リスク評価結果に基づいて、モニタリング活

動が実施されているか。 

＜解説＞ 

RBMについて定められた手順書やモニタリングプランに則りモニタリング活動が

行われていることを確認する。 

 

 実施医療機関の品質管理プロセスについて確認しているか。 

＜解説＞ 

実施医療機関における治験データの品質管理プロセスの適切性を治験の早期段階

（遅くとも最初の被験者の登録前が望ましい）に確認していることを確認する。 

 

 実施医療機関のリスク評価結果がモニタリング活動に反映されているか。また適切

なリスク対策が講じられているか。 

（頻度と時期、SDV/SDRの設定、追加訪問等） 

＜解説＞ 

実施医療機関における治験データの品質管理体制にばらつきがある中で、共通のモ

ニタリング方法を全ての実施医療機関に使用することは適切ではない。モニタリン

グ方法を実施医療機関ごとに使い分けることで、効率のよいモニタリングを実施す

ることができる。治験実施中は定期的に実施医療機関のリスク評価を行い、実施医

療機関の品質管理レベルに合わせたモニタリング方法に変更し、過剰に実施されて

いないか、またリスクの大きさに基づくモニタリングが、モニタリングプランの規

定通りに実施されていることを確認する。 

 

 リスク評価結果に伴うモニタリング方法の変更の最終決定が手順どおり行われてい

るか。 

＜解説＞ 

リスク評価結果に伴うモニタリング方法の変更が評価基準に照らし合わせて確認・

判断できることを確認する。 
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確認資料 

 治験医療機関のリスクを評価するための評価シート及びリスクを評価するための手

順書 

 モニタリングに関する手順書 

 モニタリングプラン 

 モニタリング報告書 

 リスク評価シートや代替ツール、資料 

 中央モニタリング記録 
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7. コミュニケーション 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、安全性情報管理、DM、統計解析、治験薬管理、

QC/QM等全ての関与する部門 

 

 確認ポイント 

 RBM適用試験に関わる担当者の役割が明確になっているか。 

＜解説＞ 

関与する部署・担当者を特定し、各々の役割について文書で明確化されていること

を確認する。 

例）担当者一覧、コミュニケーションプラン、CROとのすり合わせ手順書など。 

 

 報告展開先が明確になっているか。 

＜解説＞ 

RBMを適用する試験は関与する部署・担当者が多岐にわたることが想定される。

よって、各組織・部署単位の情報展開・報告展開先だけでなく、他組織・部署への

情報展開・報告展開先が予め明確化されていることを確認する。 

 

 必要とする場合、情報のタイムラインが明確になっているか。 

＜解説＞ 

関与する部署・担当者に適切な時期に情報が展開・共有されるために、報告展開先

と報告内容を明確化した文書が作成されていることを確認する。また、組織内又は

組織横断的に展開する場合のタイムラインが異なる場合は、その期限についても規

定されていることを確認する。 

 

 

確認資料（※会社ごとに異なるため、以下は例示である） 

 RBM適用試験における組織体制/指名書等 

 RBM適用試験における Job Description（職務記述書） 

 RBM適用試験におけるコミュニケーションプラン 

 担当者一覧 

 CROとのすり合わせ手順書 
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8. Issue escalation 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、安全性情報管理、DM、統計解析、治験薬管理、

QC/QM等全ての関与する部門 

 

 確認ポイント 

 Issueの影響度等の評価の基準が定められているか。 

＜解説＞ 

Issueの影響度（例：critical、major、minor / 重大、重要、軽微など）及び対応の要

否に関して規定されていることを確認する。 

 

 Issue escalationの対応期限は明確になっているか。 

＜解説＞ 

報告対象となりうる Issue を知り得てから展開するまでの対応期限が規定されてい

ることを確認する。また、Issueの影響度により評価の対応期限が異なるため、明確

にされていることを確認する。 

 

 Issueの報告及び管理方法が明確になっているか。 

＜解説＞ 

治験に関与する全ての部署の Issue について報告されるための手順が明確になって

いることを確認する。Issueを知り得てから対応完了までの管理の仕組みが、会社と

して明確になっていることを確認する。 

 

 

確認資料 

 Issueの影響度分類とその対応期限を規定した文書（手順書、各種計画書等） 

各種計画書の例）モニタリングプラン、中央モニタリングプラン、DM計画書等 
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9. CAPA Management 
 

監査対象部門：臨床開発、モニタリング、安全性情報管理、DM、統計解析、治験薬管理、

QC/QM等全ての関与する部門 

 

 確認ポイント 

 CAPA Managementの手順が決められているか。 

＜解説＞ 

Issueに対して有効な処置を講じるために、CAPA（是正処置・予防処置）は Issue

に関わる全ての部署が関係する。 

CAPA Managementの考え方は組織やポリシーによって会社ごとに異なるため、そ

の手順、責任者、対応期限が規定されていることを確認する。 

 

 どのような issueが CAPAを必要とするか決められているか。 

＜解説＞ 

治験において大小さまざまな Issueが発生する。そのため、どのような Issueが

CAPA Managementの対象となるかあらかじめ規定されていることを確認する。 

例：起こった Issueを critical、major、minorの 3段階に区分し、major以上について

は CAPA Managementの対象とする。 

 

 CAPAが手順に基づいて計画され、記録されているか。 

＜解説＞ 

Issueが発見されたときに、CAPAが計画され、記録されていることを確認する。

計画時には、実施内容、実施責任者、対応期限が明確になっていることを確認す

る。 

 

 根本原因分析を実施する場合の手順が決められているか。 

＜解説＞ 

重大な Issueが発見された場合は根本原因分析が必要であり、対応期限、責任者、

実施方法及び記録方法が規定されていることを確認する。 
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 根本原因分析を行った場合、適切な CAPAが立てられているか。 

＜解説＞ 

根本原因分析の結果について、GCP監査担当者が妥当性を評価することは難しい

が、CAPA Managementの手順に則り実施され、かつ結論が記録されており、第三

者視点で妥当な内容であることを確認する。また、GCP監査担当者は CAPA（是正

処置・予防処置）の妥当性を評価するためにも、根本原因分析の結論を理解してお

く。 

 

 CAPAの実施結果が記録されているか。 

＜解説＞ 

CAPAが計画通りに完了していることを記録から確認する。計画から変更があった

場合には、変更記録を含めて確認する。実施結果を確認する際には、根拠資料を確

認して実施記録と齟齬がないことを確認する（例：予防処置の内容が再教育であれ

ば、該当する再教育の記録を確認する）。 

 

 手順に基づいて必要とされている場合、有効性は検証されているか。 

＜解説＞ 

ISO9001では有効性の検証（Effectiveness Check）が求められている。有効性の検証

は根本原因分析及び CAPAの実効性を確認するために重要なプロセスである。しか

しながら、治験に関係する全ての CAPAについて有効性を検証できるとは限らない

ため、手順書又は CAPA計画時に有効性の検証の有無が決められている必要があ

る。 

 

 

確認資料 

 CAPA Managementの手順書 

 CAPAの記録 

発生要因（Root cause）の分析と評価（緊急対応の記録も含む） 

根本原因分析の結果の記録（緊急対応の記録も含む） 

CAPA計画書（是正処置計画・予防処置計画） 

CAPA実施記録（CAPAの完了確認） 

有効性評価及び確認記録 
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10. モニタリング報告書の作成方法 
10-1. モニタリング報告書の作成方法（施設モニター） 

 

監査対象部門：モニタリング 

 

 確認ポイント 

 モニタリング結果の記録方法は、モニタリングプランに従っているか。 

＜解説＞ 

モニタリングの種類、頻度、時期、モニタリング内容、モニタリングプランの遵守

状況の確認、実施状況に応じた定期的な見直しのために、モニタリング結果につい

て、モニタリングプランに従って記録が作成されていることを確認する。 

 

 記載事項は適切か。 

（試験名、実施医療機関名、実施日時、実施場所、面会者、実施者、モニタリング

の内容・結果、モニターの見解、モニタリングの方法（訪問、郵送、電話、メー

ル、web等）） 

 

 モニタリングで発見した重要な発見事項/事実、逸脱等に対して、講じられた/講じ
られる予定の措置、モニターの見解等が記載されているか。 

 

 中央モニターからの指示に基づいた対応が記録されているか。 

＜解説＞ 

RBMでは、中央モニターから実施医療機関において対応すべき事項が伝達される

ため、実施医療機関への対応内容の記録が作成されていることを確認する。 

 

 オフサイト（電話、メール、web等）で実施したモニタリングについても記録を作
成しているか。 

＜解説＞ 

モニタリング方法（オンサイト/オフサイト）に関わらず、実施したモニタリング

については記録が作成されていることを確認する。 

 

 

確認資料 

 モニタリング報告書 
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10-2. モニタリング報告書の作成方法（中央モニター） 
 

監査対象部門：モニタリング 

 

 確認ポイント 

 記載事項は適切か。 

（試験名、実施日時、モニタリングの内容・結果、モニターの見解等） 

＜解説＞ 

ICH-E6(R2)には、中央モニタリングの実施について記録を作成することが定められ

ているため、実施したモニタリングについて記録が作成されていることを確認す

る。 

 

 実施医療機関のリスクレベルが変更された場合、どのように記録するか特定されて

おり、その記録が作成されているか。 

＜解説＞ 

モニタリングの結果は情報伝達、関係者間の情報共有のために適切に記録を作成す

る必要がある。また、実施医療機関のリスク評価の結果、リスクレベルを変更する

場合には、中央モニタリングプラン、モニタリングプラン、治験実施医療機関のリ

スクを評価するための評価シート及びリスクを評価するための手順書に規定された

方法で変更に至った経緯の記録が作成されていることを確認する。 

 

 

確認資料 

 中央モニタリング記録 
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11. 施設モニターの行動評価 
 

監査対象部門：モニターリーダー、施設モニターの管理者 

 

 確認ポイント 

 モニターリーダーは、以下の対応を実施しているか。 

 施設モニターがモニタリングプランを遵守してモニタリングを実施しているこ

とを確認しているか。 

 施設モニターの行動を適切に管理監督しているか。 

 施設モニターが実施医療機関スタッフに正しく情報を伝達していることを確認

しているか。 

 懸案事項がある場合、治験依頼者に適切なタイミングで報告しているか。 

 中央モニタリングからモニターの問題が検出された場合の対応がとられている

か。 

＜解説＞ 

RBMでは、施設モニターがモニタリングプランに沿った適正な行動（リスクに応じた

最適なモニタリング活動の実施や、必要以上にモニタリングを実施していないこと）を

とっていることが重要である。モニターリーダー等が施設モニターを統括管理する体制

である場合、施設モニターの行動評価を適切に実施していることを確認する。 

また、モニタリング業務を CROに委託した場合でも、委託業務に関する最終責任は治

験依頼者にある。CROのモニターリーダー等が施設モニターの行動評価を適切に実施

していることを確認する。 

 

 

確認資料 

 行動評価（Oversight）に関する手順書 

 Oversight Plan（ある場合） 

 評価シート 
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＜参考資料＞ 

JIS Q 19011マネジメントシステム監査指針 

 

「リスクに基づくモニタリングに関する基本的考え方について（2013年 7月）」 

 

米国食品医薬品局（FDA https://www.fda.gov/ ） 

「Oversight of Clinical Investigations-A Risk-Based Approach to Monitoring」 

 

 

欧州医薬品局（EMA http://www.ema.europa.eu/ema/ ） 

「Reflection paper on risk based quality management in clinical trials」 

 

 

ICH E6(R2)：医薬品の臨床試験の実地に関する基準のガイドラインの補遺 ステップ 4 
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