
分散型治験
複雑なプロセスを効率的に実現する方法 

COVID-19は、治験環境に極めて大きな影響を与えています。
「3月18日、Addexはパーキンソン病患者の不随意運動の治療に
関する治験の開始を遅らせることを発表しました。翌週には、
インディアナ州インディアナポリスに拠点を置く医薬品大手
イーライリリーは、進行中の治験への登録を中止し、新たな治
験の開始を遅らせると発表しました」（Ledford, H 

2020）。このように、COVID-19のパンデミックにより、従来の
実施医療機関を中心とした治験デザインの弱点が明確になって
います。

「パンデミックのため、治
験の約53.5%が中断されて
います」（Frost & Sullivan 

PB21-52 August 2020)



「全治験のうち85%は十分な
患者を募集できておら
ず、80%には募集上の問題の
ため遅れが出ています」
（Biopharmadive.com 2019）

「全治験のうち85%は十分な患者を募集できておらず、80%には
募集上の問題のため遅れが出ており、脱落率が高い状態です…」
（Biopharmadive.com 2019）。地域ベースの治験は、患者に
とって参加が容易になるだけでなく、実施医療機関での登録率
や登録速度が上がります。また、治験依頼者はより広範な地域
から患者を募集し、結果として医薬品を迅速かつ効率的に上市
できます。

患者との直接的な分散型または地域ベースの治験が話題になる
ことがかつてなく多くなっており、業界で最新のバズワードの
ようになっていますが、この種の治験を14年前に開拓した企業
である当社は、これが簡単なプロセスではないことを理解して
います。これは複雑なものを取り扱って簡単にすることではな
く、複雑なものが効率的かつ安全に遂行されるようにすること
です。

治療中の患者の安全、ケア、不快感の軽減を確保することや、
データをスケジュールに従って正確に収集し、治療の有効性を
すぐに実証したり、反証したりすることは簡単ではありませ
ん。また、医療従事者、患者、治験薬が決められた時間と場所
に集まるよう調整することや、検体の採取と処理の管理、複数
の場所からの中央検査機関への発送も簡単ではありません。
多くの患者、場所、Visitがある中で、これを1つに集約するのは
非常に複雑です。当社の運営チームは、業界における最良の方
法を集約して各治験の接点を調整し、貴社の治験が患者の地域
において効率的かつ安全な方法で行われるようにしますが、こ
れは簡単なことではありません。

実施医療機関で3名の患者が治験のために来院していると想像し
てください。実施医療機関の薬剤部と連絡を取り、検体を確実
に採取および処理し、データを収集してシステムで照合する必
要があります。ではこれらの作業を在宅中の患者に対して行う
と想像してください。患者は実施医療機関に足を運ぶ必要がな
いため、患者集団は3名ではなく10名に拡張されるとします。治
験訪問の都度、看護師と治験薬配送業者の調整が必要になりま
す。

これは複雑なものを
取り扱って簡単にす
ることではなく、複
雑なものが効率的か
つ安全に遂行される
ようにすることで
す。



患者は決まった場所（自宅、職場、学校など）にいて、看護師は時間通りにそこに到着し、治験薬配送
業者も、治験薬の安定性が確保される一定の時間範囲内に到着する必要があります。それだけでなく、
治験薬配送業者は、医療機関の薬剤部から治験薬を集荷し、患者から採取した検体を期限内に中央検査
機関に返送する必要があります。また、看護師が必要な機器と備品（携帯用遠心分離機や他の専門機器
を含む）をすべて持っていることを確認する必要があります。その後、収集データを確認したうえで、
実施医療機関へ返送する必要があります。これらは膨大な仕事のように見えますが、当社はこれを顧客
に代わって毎日実施します。当社の治験訪問完了率は98%を超え、地域ベースの治験に十分な知識と経
験を有しています。
何を検討する必要があるのでしょうか？

地域ベースの治験の実施を検討する際に考慮すべき点をいくつかご紹介します。

1.治験実施計画書で何が求められているのでしょうか？
a. 治験実施計画書の範囲内で、自宅／職場／学校環境
で何ができるでしょうか？実施医療機関の外部で
は、どのVisitを実施すべきでしょうか？治験実施
計画書ではVisitが非常に集中していたり（つまり
Visitが頻繁である）、評価作業が集中していたり
しますか？治験において、患者の募集、登録、参
加継続が最も適したものとなるため、どのような
患者中心の提言を行うことができるでしょうか？
当社が実施医療機関の外部で実施する治験業務で
適用するのは単純なルールです。即ち、看護師が
実施でき、必要な機器を持ち運べて、患者宅でも
治験薬を安全に投与できることが証明されていれ
ば、Visitを自宅、職場、または学校で実施できる
ということです。

2.患者はどんな人々でしょうか？
a. 対象患者集団について考えてみてください。彼らはどの
ような人物で、どこにいて、その場所は実施医療機
関からどの程度の距離離れていて、その疾患の有病
率はどの程度であると考えられますか？「現在、患
者候補の70%は実施医療機関から2時間以上離れた
場所に住んでいます…」（Parexel, 2019）



患者や担当医師と定期的に連絡を取る必
要があるのであれば、その患者には実施
医療機関に比較的近い場所にいてもらう
のが便利です。しかしその患者が実施医
療機関の近くに住んでいなければ、治験
実施計画書で定められたVisitのための通
院が大変になるため、治験への参加登録
に至らないか、あるいは登録しても脱落
してしまうかもしれません。
b.患者を念頭に置きつつ治験実施計画書
を作成することは、非常に重要です。患者
擁護団体と病態について話し合ってみてく
ださい、それらの団体は患者の視点から、
治験参加が何を意味するのか、どのような
負担が生じるか、管理しようとする病態の
難しさを理解しています。

c.通院のため家族が患者を連れてくるこ
とも多いため、この要素も考慮しなければ
なりません。Visitの場所は患者とその介護
者や家族の負担を軽減するために重要で
す。実施医療機関で医師の診察や治験に参
加するために、患者に数百キロもの移動を
期待することはできません。

d.バーチャルVisitを可能にするためにIT技
術の使用を検討している場合は、患者集団
の年齢を考慮する必要があります。患者は
心拍数モニターやタブレットの使用方法が
わかるでしょうか？

e.治験の実施対象となる患者集団や地理
的位置についての社会経済的情報はあるで
しょうか？

治験実施計画書でIT技術を利用するには、
対象となる国のインフラを考慮する必要が
あります。例えばWi-Fiやブロードバンドの
品質はどうでしょうか？5Gには対応してい
ますか？患者が使用できるWi-Fiネットワー
クはあるでしょうか？

3.どのような治療を行うのでしょうか？

a.治験薬の安全な在宅投与とは、私たちが
近くで見守るような投与です。投与番号、
治験実施計画書に記載されている安全性
データを確認するほか、治験薬概要書や治
験薬管理手順書も確認し、治験薬が在宅投
与可能かどうかを十分に理解します。ま
た、特に血液検体を採取したり、治験薬を
投与する場合には、Visit時のロジスティク
スを検討することも重要です。治験薬がど
こから提供されるか（中央薬局又は実施施
設の薬剤部）、薬剤部の準備にサポートは
必要か、どの宅配業者を利用するか、配送
にドライアイスは必要かなどを考慮する必
要があります。さらに、必要な知識と経
験・資格を有する担当者が看護、薬剤部、
プロジェクト管理、および契約の観点か
ら、治療について徹底的な安全性レビュー
を行うことが必要となります。



4.どのような人物や物が必要でしょうか？

a.何を提供すべきかを考えるとき、大量の詳細な情報が必要となります。訪問看護師が適切なトレーニング
を受けていれば、Visitの成功率は高くなります。治験業務に必要となるトレーニングや設備には、どのよう
なものがあるでしょうか？訪問看護師は治験を適切に実施するためにどのような経験を有している必要があ
るでしょうか？　すべての業務を適切に実施するため、訪問看護師の資格・要件調査をどのように適切に行
い、また、どのようなトレーニング資料を作成し、サポートを行う必要があるでしょうか？

5. 各国に考慮すべき固有の規制はありますか？
a. 各国に固有の規制があることで、地域での治験実施が複雑化する場合があります。例えば一部の国で
は、特定の種類の薬剤の投与が診療所や病院以外では禁止されていますし、評価や薬剤の投与を看護師
ではなく医師が実施するよう求められる場合もあります。治験関連の規制について精通しておく必要が
あるだけでなく、治験が行われるすべての国の医療環境についても理解を深める必要があります。

b. 国ごとに規制上の相違があるほか、考慮すべき文化的差異もあります。患者が担当医以外の専門家を自
宅に招き入れることが無礼にあたり、その範囲が看護師にも及ぶ可能性がある国もあります。

「現在、患者候補の70%は
実施医療機関から2時間以上

離れた場所に住んでいます…」
Biopharmadive.com 2019



6.収集すべきデータポイントにはどのよう
なものがありますか？

a. 複雑な治験の早期の接点においては、
看護師マネージャーまたは各国リー
ダーが詳細な監視を行い、看護師がす
べての治験業務を正確に完了できるよ
うにすることを推奨しています。初回
Visit時のデータの品質チェックを看護
師一人ひとりについて実施する必要は
ありますか？あるいは、原資料の正確
さについて相違点のチェックを実施す
る必要はありますか？

b. 当社は、治験実施中、すべてのデータ
について独立した内部品質チェックを
行うほか、監査グループによるチェッ
クとモニタリングの定期的な実施を推
奨しています。
また、独立した監査担当者により、す
べてのプロジェクトとプロセスを確認
することも推奨しています。最良の結
果が得られるよう、治験でのVisit実施
に関わるすべての担当者が同一のSOP
に従って遂行することが求められま
す。
データ収集の一貫性を保つため、治験
受託者が治験を中央で管理することが
極めて重要です。



COVID-19に伴うロックダウンによる警戒措置に変化がみられる国もありますが、この難しい状況がなくなっ
たわけではありません。治験実施にかかるコストは増大しつつあり、最新の予測では新薬の上市にあたって25

億ドルが必要になるとされています（DiMasi, J et al 2015）。従来の治験では、患者の募集や参加継続の圧力
が影響し続け、募集率や継続率が低下し続けているため、実施期間が長くなっています。

パレクセルが発表している新しい治験の登録ベンチマークに関する20回目の年次解析では、新薬承認申請あた
りの患者数中央値は、2015年に5,034名であったのが2017年には3,452名に減少しました（パレクセル
2018）。これらの治験はいずれも、より頑健なデータを求める規制当局の圧力の高まりにさらされています。

多くの組織は、治験での患者募集率や登録率の落ち込みを支えるために遠隔診療に注目しており、「世界各国
の3000ヵ所もの医療機関で実施された企業主導治験の93%に関する情報を収集している企業、WCG Clinicalの
モニタリング対象となっている実施医療機関の3分の2近くが、COVID-19の期間中の治験実施にあたって何ら
かの遠隔診療を導入しています」（Cahan, E 2020）。とはいえ、当社はその経験から、遠隔診療ですべての
治験に対応できないことを理解しています。遠隔診療は治験に関わるコミュニケーションの改善には効果を発
揮しますが、分散型治験の実施における複雑さを効率的に管理することはできません。分散型治験における遠
隔診療の重要性については、次回の白書で扱います。

結論

当社の提言は、個々の治験実施計画書を検討し、患者集団のニーズを理解したうえで適宜適応させるというこ
とです。地域ベースの治験では、14年間にわたり、患者の募集率と参加継続率が上昇しており、実施医療機関
へのアクセスに関連して適切な安全措置が講じられていることから、患者の安全性やデータ品質を確保しつつ
治験を継続する理想的な方法となっています。貴社がこの分野の専門組織とパートナーシップを締結するので
あれば、その専門組織に世界への展開力があり、中央管理を行っており、対象とする必要のある現地地域での
実施能力があることを確認してください。

分散型治験の細部は複雑ではありますが、適切な専門知識とシステムがあれば、安全かつ効率的に実現でき、
貴社と患者に多大な利益をもたらします。
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分散型治験の細部は複
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