
（財）日本科学技術連盟 

臨床試験セミナー統計手法専門コースの 

総合実習プログラムを通した生物統計家の養成 

―受講生の立場から― 

上野真治1） 大竹優哉2） 奥田英樹3） 永田均4） 田辺大樹5） 

高畑隆之6） 笹川佳則6） 坂井絵理7） 池田敏広8） 吉川俊博9） 

 

1）ACメディカル株式会社 2）株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 

3）株式会社デンソー 4）株式会社ユートラム 5）扶桑薬品工業株式会社 

6）シスメックス株式会社 7）塩野義製薬株式会社 

8）株式会社ベル・メディカルソリューションズ 9）小野薬品工業株式会社 



NURTURING OF BIO-STATISTICIAN THROUGH 

PRACTICAL SIMULATED CLINICAL TRIALS IN 

CLINICAL TRIAL SEMINAR：BIOSTATISTICS 

ADVANCED COURSE BY UNION OF JAPANESE 

SCIENTISTS AND ENGINEERS 

- FROM A PERSPECTIVE OF STUDENTS – 

Shinji Ueno 1)  Yuya Ohtake 2)  Hideki Okuda 3)  Hitoshi Nagata 4)  Daiki Tanabe 5)  

Takayuki Takahata 6)  Yoshinori Sasagawa 6)  Eri Sakai 7)  Toshihiro Ikeda 8)  Toshihiro Yoshikawa 9) 

 

1)  AC MEDICAL INC.  2) Japan Tissue Engineering Co., Ltd.  3) DENSO CORPORATION 

4) uTRAM Corporation  5) Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.  6) Sysmex Corporation 

7) Shionogi & co., ltd.  8) Bell Medical Solutions inc.  9) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 



要旨： 

（財）日本科学技術連盟が主催する「臨床試験セミナ
ー 統計手法専門コース」の総合実習による生物統計
家の育成プログラムについて、受講生がどのような教
育を受け、その実践にどの程度の時間をかけたのか、
受講生の立場から報告する 

キーワード：医薬品開発、医療機器開発、臨床試験、生物統計家、 

         試験統計家、統計教育、実地教育 
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背景： 

医薬品開発における臨床試験 

 

 

厚生省医薬安全管理局審査管理課（1998）. 
臨床試験のための統計的原則．医薬審第1047. 

医療機器開発における臨床試験 

 

 

厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室（2005）. 
医療機器の製造販売承認申請に際し留意すべき事項について．薬食機発第0216001号． 
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臨床試験に関連したすべての統計的業務に対する実際の責任は、適切
な資格と経験のある統計家が果たすことが前提 

症例数は、当該医療機器の有効性、安全性を証明するに足りる統計学
的に評価可能な症例数とする 

生物統計家の需要が高まる！ 



試験統計家とは： 

「十分な理論」を修得可能な教育機関 

 

「十分な経験」を積むことが可能な教育機関 
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国内において限定的！ 

更に限定的！！ 

ICH E9ガイドラインに明確に述べられた原則を実行するために十分な
理論又は実地の教育及び経験を併せ持つべき者 

厚生省医薬安全管理局審査管理課（1998）. 
臨床試験のための統計的原則．医薬審第1047. 



BioSの総合実習とは： 

 BioSとは 

 （財）日本科学技術連盟が主催する「臨床試験セミナー 統計手法専門 

 コース」の略称 

総合実習とは 

 BioS受講生同士がグループとなって取り組む模擬臨床試験の実施 
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試験実施計画書 

の作成 

被験者の募集 

同意説明・取得 

モニタリング 

データ収集 

データ 

マネジメント 

解析の実施 

総括報告書 

の作成 

実地の教育及び経験の機会！ 



総合実習の概要： 
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実施月 内容 

4月 試験物質、評価項目に関する情報収集（～5月） 

5月 

6月 
パイロット試験準備（試験デザイン検討、実施計画書・症例報告書作成、割付、
データベース作成） 

7月 パイロット試験実施（データ入力、データクリーニング、統計解析計画書・解析用
データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成（～10月）） 

8月 

9月 

中間報告会準備（実施計画書骨子・プレゼンテーション資料作成） 

10月 本試験準備（実施計画書・同意説明文書・日誌・症例報告書・データベース・統計
解析計画書作成）（～11月） 

11月 本試験実施（同意説明・取得、モニタリング、データ入力、データクリーニング）（～
12月） 

12月 

1月 
症例検討会実施、解析用データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成、最
終報告会準備 

2月 総括報告書仕上げ、文書整理 

＜試験計画のための情報収集＞ 

・試験物質の効果は何か？ 

・その効果を評価するのに適した評価指標は何か？ 

・その効果を評価するのに必要な期間はどれくらいか？ 



総合実習の概要： 
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実施月 内容 

4月 試験物質、評価項目に関する情報収集（～5月） 

5月 

6月 
パイロット試験準備（試験デザイン検討、実施計画書・症例報告書作成、割付、
データベース作成） 

7月 パイロット試験実施（データ入力、データクリーニング、統計解析計画書・解析用
データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成（～10月）） 

8月 

9月 

中間報告会準備（実施計画書骨子・プレゼンテーション資料作成） 

10月 本試験準備（実施計画書・同意説明文書・日誌・症例報告書・データベース・統計
解析計画書作成）（～11月） 

11月 本試験実施（同意説明・取得、モニタリング、データ入力、データクリーニング）（～
12月） 

12月 

1月 
症例検討会実施、解析用データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成、最
終報告会準備 

2月 総括報告書仕上げ、文書整理 

＜試験の計画＞ 

・試験計画を報告し、講師から助言をいただく 

・試験実施に至る経緯と、その根拠のまとめ 



総合実習の概要： 
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実施月 内容 

4月 試験物質、評価項目に関する情報収集（～5月） 

5月 

6月 
パイロット試験準備（試験デザイン検討、実施計画書・症例報告書作成、割付、
データベース作成） 

7月 パイロット試験実施（データ入力、データクリーニング、統計解析計画書・解析用
データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成（～10月）） 

8月 

9月 

中間報告会準備（実施計画書骨子・プレゼンテーション資料作成） 

10月 本試験準備（実施計画書・同意説明文書・日誌・症例報告書・データベース・統計
解析計画書作成）（～11月） 

11月 本試験実施（同意説明・取得、モニタリング、データ入力、データクリーニング）（～
12月） 

12月 

1月 
症例検討会実施、解析用データセット作成、試験結果解析、総括報告書作成、最
終報告会準備 

2月 総括報告書仕上げ、文書整理 

＜試験の実施＞ 

・試験実施許可を得て試験開始 

・試験結果を報告 

・総括報告書のまとめ 



総合実習の利点： 
総合実習の性質・構成による3つの利点 

1. グループ編成であること 

• バックグラウンドや得意分野の異なる者が協働することで、 

不慣れな部分を互いに補い合い、より優れた人の考え方や 

作業の進め方に触れることができる 

2. 経験豊富な講師・専門家の指導・助言を受けられること 

• 各業務の作法や形式の必要性について学ぶことができる 

3. 総合実習の進捗状況と、講義の内容が連動していること 

• 講義で得た知識を即時に実践できるため、 

その活かし方も併せて学ぶことができる 

10 



総合実習の利点： 
企画立案から総括報告書の作成までの作業を行うことにより得られる利点 

1. 試験食品（器具）の開発コンセプトを自ら考案する 

• 受講生の多くは、開発コンセプトについての知識や 

経験が乏しく、「臨床試験を実施する」に至るまでの 

難しさを実感することができる 

2. 試験計画見直しの危機と常に隣り合わせである 

• 受講生自ら試験計画を考えるため、立てた仮説や論理展開が 

崩れるような事態に陥ると、計画を練り直すことが必要となる 

このような事態に陥らないようリスクマネジメントの重要性を 

認識することができる 
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作業時間の要約： 

• 8時間/1日として平常業務に換算 

 ⇒最大：約36日、平均：約18日 

 

• BioSの講義時間の累計は約100時間 

 ⇒総合実習の作業時間（平均値）は、5割近く講義時間を上回った 
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合計値 平均値 最小値 最大値 

作業時間（時間） 1623.3 147.6 70.8 284.4 

グループ全員に対してアンケートを実施し、
総合実習の作業工数の定量化を行った 



月毎の作業時間及び送信メール数の要約： 
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4,7,8,9月を除き
190件を超過 

11,12月は 

250時間を超過 

500件を超過 

月
別
時
間
（時
間
）の
合
計 

送
信
メ
ー
ル
数
の
合
計 

4,9月を除き 

100時間を超過 



作業項目及びその作業時間の要約： 
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⇒幅広く検討事項を試験に盛り込み、
試験後にそれらを精査したため 

パイロット試験：約225時間 

作
業
時
間
（時
間
）の
合
計 



作業項目及びその作業時間の要約： 
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⇒仮説・理論の再確認及び試験結果
の考察を入念に行ったため 

総括報告書作成：約115時間 

作
業
時
間
（時
間
）の
合
計 



作業項目及びその作業時間の要約： 
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⇒開発コンセプトの考案や、試験計画の仮説
や理論構築に時間をかけたため 

解析計画書作成、試験結果解析、 

背景情報収集：約60時間 
作
業
時
間
（時
間
）の
合
計 



講義時間と作業時間の比較： 

• BioSの1演題の講義時間 

 ⇒3時間 

• 総合実習の1項目（会議を除く）の1人あたりの作業時間 

 ⇒約5.1時間 
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講義で得た知識を実践するには、 

講義以上の時間を要した 



個々の作業以外の収穫： 
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1. 臨床試験の一連の流れにおける各業務の関連性への理解 

• 統計解析業務以外の業務を経験することで、 

その性質・必要性・重要性及び統計解析との関連性を 

認識することができる 

2. 難題に直面することによる、問題解決能力の向上 

• 臨床試験全般の問題発生パターンを知ることで、 

解析実施前の段階で対策を講じられる 

3. 所属企業等、異なるバックグラウンドを持つ者との協働によ
る、発想・知識・技術の補完 

• 様々な企業の考え方を共有することで、 

相互に技術を高め合うことにつながる 



総合実習から得られたもの： 

BioSの総合実習を振り返り、実感として得られたものは大きく3つある 
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1. 充分な実践的教育 

• 総合実習は、充分な時間をかけてスキルを修得できる 

「実践の場」を提供している 

2. 相互の能力開発 

• 総合実習は、異なる人材・企業との協働による技術の 

高め合いが行われる稀有な場である 

3. 実地の教育及び経験 

• 総合実習は、新規参入企業の人にとって 

裾野を拡げる貴重な「実地の場」である 



終わりに： 
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医薬品・医療機器分野の発展に貢献 

スキル修得 

「実地の教育及び経験を併せ持つ」 
生物統計家の養成 

生物統計家の供給 

能力開発 裾野の拡張 
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ご清聴ありがとうございました 
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