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はじめに
これまでの臨床試験のあり方が変わろうとしています。増大する試験実施コ
ストと失敗したときの商業的リスクを考えると、持続することは不可能です。
こうした破壊的状況が新技術の採用を推進し、臨床試験のデジタル化への
変革を促進しています。

臨床試験は医薬品開発の最も重要な段階であり、あらゆる臨床
試験依頼者の予定表の中でハイライトとなる活動です。臨床試
験は、予測不可能なスケジュールで行なわれるためコストがかか
り、試験の結果は製薬会社の未来に短期的および長期的な影響
を及ぼします。目安として、およそ7,000件のフェーズ3臨床試
験 1が現在実施中です。フェーズ3臨床試験のコストは数千万
ドルにのぼることがあることを考えると、臨床試験依頼者のバラ
ンスシートに与える影響は多大です。臨床試験は、規制当局、投

資家、さらには患者支援グループの関心の的です。各国から複
数のステークホルダーが臨床試験に関与し、公表結果が主流メ
ディアに取り上げられることも珍しくありません。結果、成功を求
められる製薬会社には、財政面のみならず世評面でのプレッ
シャーもかかります。本書では、臨床試験依頼者が直面する主
要課題を認識し、課題に対処するためにデジタルテクノロジーを
活用することを提案します。また、臨床試験の変革を促進する根
本的なテクノロジーソリューションも提示します。

1 https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=b&recrs=a&recrs=f&recrs=d&age_v=&gndr=&type=&rslt=&phase=2&Search=Apply
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変革の理由
サステナビリティ

臨床試験コストの高騰に伴って膨張する治療開発コストが薬剤の
価格に反映され、医療補償制度を圧迫します。アメリカ国内のバ
イオ医薬品企業が依頼した6,199件の臨床試験コストは、2013

年単独でおよそ100億ドル 2と算出されました。臨床試験の実施
も、特に登録数が2009年3以降4倍になり、その複雑さに同様の
傾向が見られます。結果として、製薬会社は、開発コストを削減し、
到達したエンドポイントとアウトカムに従って製品価格を正当化し
なければならないプレッシャーがかかります。それだけ危機的状
況にあるため、臨床試験依頼者はリスクを軽減し、改善点を見つ

け、コストの上昇を抑える必要があります。臨床試験依頼者が何
もしなければ、製品を購入する側にそのつけが回ってきます。

アジリティ

臨床試験は本来、大きく変更されることはありません。臨床試験
実施計画書に瑣末な変更を行なうだけでも、実施するまでに時間
がかかります。臨床試験責任医師は、薬物の効力および性能（有
効性）と副作用の発現または持続を考慮して滴定投与することが
多いです。投与の変更を判断するには、臨床試験責任医師が十

2 http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/biopharmaceutical-industry-sponsored-clinical-trials-impact-on-state-economies.pdf 

3 https://clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends 
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分な情報に基づいた意思決定をできるようにするために、情報へ
の適時のアクセスが不可欠です。ただし、それには通常、患者と
対面する場が必要であるため、リソースを消費し、情報をまとめる
時間を要します。同様に、多施設間で標準化された方法の変更
を処理することは容易ではありません。テクノロジーには、このよ
うなギャップを縮め、効率を高めてスケーラブルなデータアクセス
を可能にする余地があります。

患者報告アウトカムのクオリティ

患者報告アウトカム（PRO）の管理の効率を向上させる必要があ
ります。患者は、臨床試験期間中、所定の時点で行なわれる
PRO調査を最低2回完了する必要があります。この要件を満た
さない場合、データの品質に影響し、患者を必要のない安全上の
リスクにさらす恐れがあります。Kyteら4による最近の研究では、
このプロセスの管理方法について臨床試験施設間で一貫性がな
い部分が複数あることが明らかになりました。PROが完了してい
ないケースが多々ある一方、誤った時点で完了しているものもあり
ます。さらに、臨床試験スタッフが未完了または期限切れのPRO

に標準的な方法で対応していないため、収集されるデータにバイ
アスが生じています。研究の著者は、患者が心理的苦痛を被って
いるエビデンスがある場合など、臨床試験スタッフがPROの警告
に適時標準的な方法で対応していない状況はあり得るとも発表し
ています。完了に関しては、標準化のレベルを上げれば、PROの
処理と分析は臨床試験にプラスの影響を与えるでしょう。

患者アドヒアランス

臨床試験依頼者にとって、不遵守はコストを増大させ、アウトカムと
エンドポイントの双方に影響するため、最大の課題となります。ア
ドヒアランスの監視システムがなければ、治療法の有効性と安全性
に関してデータの解釈を誤る恐れが生じます。臨床試験から収集
したデータを分析した数 の々研究が、報告されるアドヒアランスの多
くに一貫性がなく、データ分析にバイアスが生じると結論付けてい
ます5,6。アドヒアランスの欠如が、データ分析の段階で適切に考慮
されていれば、研究サンプルの統計的検出力が低減され、自動的
に研究の妥当性に反映されます。臨床試験薬への不遵守は、臨
床試験の開始から150日後に40%まで増加する可能性があると
報告されています。興味深いことに、ある臨床試験でサンプルの
統計検出力を維持するために募集する必要のある患者の数と、不

遵守のレベルとの間には、指数関数的関連があります。不遵守の
レベルが40%の場合、サンプルサイズ7で200%の増加が必要と
なり、この問題に対処する必要があることがはっきりと分かります。

臨床試験活動

試験参加者の募集

ランダム化対照臨床試験の患者サンプルは、実際に医療従事者
が治療する患者の代表的なタイプではないため、多くの場合、外
部妥当性または一般化可能性は低いものとなるでしょう。地理的
および人口統計学的範囲を拡大して参加者を募集する必要があ
り、治療が使用される臨床シナリオにより合った患者が必要となり
ます。はじめから、スクリーニング基準の種類を増やすと、参加者
募集のプロセスにより多くのリソースが必要となり、コストと時間
がかかります。臨床試験依頼者が参加者募集プロセスを効率的
に推進するには、克服すべき多くの制約があります。1つは、患
者が臨床試験に参加したくなるような魅力ある提案をすることで
す。たとえば、患者は、臨床試験 8中に生成されたデータの取り
扱いやそのデータについてのセキュリティメカニズムに関して疑念
を抱くことが多々あります。また、生成されたデータを自身が選ん
だ医療従事者がアクセスできないことや、そのデータが通常のカ
ルテには記載されないことを患者は快く思っていません。臨床試
験への参加を促す取り組みが必要です。

インフォームドコンセント

患者のインフォームドコンセントは、臨床試験の土台であり、きち
んと同意要件を満たすことができなければ、研究の妥当性に破壊
的な影響を及ぼす恐れがあります。現行のプロセスは、膨大な
事務作業を要し、煩雑で、患者の責任感に頼るところがあり、堅牢
なシステムではありません。インフォームドコンセントを得ること
は臨床試験予定表に一回だけ出てくるイベントではなく、よりオー
プンエンドのプロセス（患者はいつでも同意を撤回できる）である
ため、苛立ちから見落としや不適切な取り扱いにつながります。
FDA（食品医薬品局）が評価したかなりの割合の臨床試験で同意
確認の問題 9が見られると報じられています。臨床試験は、同意
のプロセスを合理化して労働集約を軽減し、管理効率を向上させ
ることで恩恵を受けます。このプロセスは、すべてのステークホル
ダーによる常時監視を可能にする透明性の高いシステムによって
利益を得るでしょう。

4 http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012281 

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22709676 

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26797242 

7 http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/non-adherence-direct-influence-clinical-trial-duration-and-cost 

8 Personal communication with clinical trials patients

9  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664866
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臨床試験変革までの道のり
製薬会社は、公正価格でありなおかつ安全で有効な治療薬へ
の要請に従う必要があるため、必ず臨床試験を行う必要があり
ます。それだけ逼迫した状況にあるため、臨床試験の効率を改
善する時期が来ており、この変革が現在進行中である証拠もあ
ります。

第一に、過去10年以上にわたり、官民共同の臨床試験変革イニ
シアティブ（Clinical Trials Transformation Initiative：CTTI）に
よって、臨床試験の効率と品質を向上させる必要性が組織的に
推進されています。CTTIのエンドポイントに関する推奨事項と、
デジタルサービスおよびツールによる臨床試験デザインの新た
なゴールドスタンダードの創出が臨床試験を変革する上で重要
になってきています。

第二に、グローバル臨床試験電子化ソリューションソフトウェア市
場は、2016年から2024年の間に複合年間成長率（CAGR）
13.4%で成長し、2024年までに106億ドル規模に達すると予測
されています10。臨床試験向けソフトウェアの成長は、臨床試験
数の増加を管理する必要性が起爆剤となります。臨床試験数の
増加が、多施設かつ数カ国に及ぶ複雑な参加者募集要件など、現
在臨床試験依頼者が直面する課題を深刻化させています。ソフ

トウェアの成長は、膨れ上がるコストを抑えつつ、研究をアウトソー
シングしたいという臨床試験依頼者の思いからも来ています。

したがって、この分野のベンチャーキャピタルの資金額が年々増
加し、臨床試験ソフトウェアソリューションを専門とする企業が資
金調達で大きな成功を収めているのは当然です。その好例が臨
床試験向けソフトウェアのデベロッパーであり、規制コンプライア
ンスの柔軟性と効率性の実現を提唱していBio-Optronicsです。
最近では、Mainsail Partners11から3000万ドルの出資を受けて
います。同じく資金調達に成功したのはgoBalto12で、創業以来
10年間で3500万ドルを超える資金を調達しました。これら2例
は氷山の一角にすぎません。

変革のもう一つの兆しは、製薬会社が行なっている新しいテクノロ
ジーへの投資です。多くの優良企業が、臨床試験の実施方法を
改革して、競争優位性を確立するためのソリューションを盛んに
模索しています。Novartis、大塚製薬およびJanssenなどの企業
は、臨床試験の実施方法を一新するようなイノベーションの採用
についての業界ニュースにたびたび登場しています 13。これらの
優良製薬会社とScience37社（技術を使った分散型臨床試験を
提案する臨床開発会社）との連携は、その一例です 14,15,16。

10 https://www.variantmarketresearch.com/report-categories/pharmaceuticals/e-clinical-solution-software-market 

11 https://bio-optronics.com/blog/press/bio-optronics-announces-30-million-growth-investment-mainsail-partners/ 

12 https://www.gobalto.com/ 

13 https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2018/03/26/ai-telemedicine-quantum-new-novartis-boss-says-tech-will-finally-change-the-drug-biz/#172c83c36b54 

14 https://www.science37.com/science-37-novartis-sign-strategic-alliance-advance-decentralized-clinical-trials/ 

15 https://www.science37.com/science-37-otsuka-pharmaceutical-collaborate-advance-digital-health-innovation-focus-technology-enabled-clinical-trials-home/ 

16 https://www.science37.com/science-37-sanofi-introduce-new-partnership/ 
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製薬会社がこの変革の最前線にあり続けるために
臨床試験を根本的に変革するためには、複数のテクノロジーと
技術的能力を高い技量でまとめる必要があります。この組み合
せによって、データの収集、分析および処理の方法を改革し、臨
床試験における患者の役割を再定義します。次に、この変革 17

を推進するテクノロジーとツールの概要を述べます。

デバイスのコネクティビティと 
超低コストIOT
コネクテッドドラッグデリバリーデバイスとスマートプライマリー
パッケージングは、いずれも患者のアドヒアランスデータの収集方
法を一新するテクノロジーです。コネクテッドデバイスにより、薬
剤投与量に関連した副作用、アウトカムおよび患者の健康への影
響に関するデータの誤解釈を防止できるでしょう。呼吸器系装置
と非経口装置の両方にドラッグデリバリーデバイスのコネクティビ
ティを実現するために様々な工夫が加えられました。たとえば、
Novartisでは、臨床試験中の患者の薬剤摂取量を綿密にモニタリ
ングするコネクテッドBreezHaler18を導入しています。情報はリア
ルタイムに共有可能で、臨床試験依頼者がアドヒアランスの低下
に反応して対処することができます。そのほかデバイスのコネク
ティビティへの投資の例では、Janssen19が最近スマートブリスター
パックを使用する新規の臨床試験システムに投資しました。

NB-IoT/LTE-Mなど、超低コストなコネクティビティコンポーネン
トとクラウドに直結する技術の連携は、臨床試験の完全なコネク
ティビティとデジタル化に向けた変革を加速します。IoTデバイ
スのコストの大幅削減により、コネクテッドドラッグデリバリーデ
バイスのみならず、ウェアラブルセンサーの採用を阻んでいた最
大の障壁がなくなります。今日まで、無線のコストはアナログの
コンポーネントによって決まっていましたが、アナログコンポーネ
ントを完全なデジタル無線送受信機に置換する取り組みが進行
しました。Cambridge ConsultantsのPizzicatoは、周波数、帯域
幅、無線規格を瞬時に変更できる柔軟性を備えたソフトウェア無
線を実現し、電波スペクトルの用途をダイナミックに拡大させてい
ます。このシステムにより、コネクテッドウェアラブルセンサーの
みならず、注射器などのコネクテッド低コストドラッグデリバリー
デバイスの使用を経済的に正当化できるでしょう。

ブロックチェーン

ブロックチェーンは、相互に信頼関係のない当事者間に透明性の
高いトランザクションネットワークを構築する場合に効果的である
ことが証明されています。ブロックチェーンベースのソリューショ
ンは、臨床試験の早期段階（特に参加者募集関連）をより効率的
に処理する鍵を握っています。ブロックチェーンでは、管理された
方法で存在証明が行われますが、これを同意の有無の監視に利
用できるかもしれません。それは、多施設臨床試験のステークホ
ルダーにとって重要な価値となり得ます。つまり、臨床試験責任
医師、臨床試験依頼者および規制当局の三者が同意情報を共有
し、再同意要件を特定のバージョンの臨床試験実施計画書に対
応する患者データのバッチ毎に効率的に管理することができるの
です。このようなメカニズムでは、同意の存在証明が保証され、
データを共有する前にタイムスタンプが押されます。Benchoufi

ほか 20は、ブロックチェーンを使用したゴールドスタンダード（オー
プンで安全な同意収集形式）について記述しています。

ブロックチェーンは、共有するレジャーとして使用され、臨床試験
データへのアクセスを可能にすると同時に監視し、透明性を確保
しつつ制御された方法で患者情報を共有します。このようなシス
テムがあれば、患者は自身のデータ（通常データサイロに保存さ
れている）にアクセスし、一般臨床医などの医療専門家とそれを
共有することで恩恵を受けられるでしょう。パーソナルデータを
共有して、患者の健康記録の更新にも使用できることから、患者
の臨床試験への参加意欲が高まり、別の活動や計画されたアセ
スメントへの積極的な参加を維持できると思われます。

センシング技術

臨床試験のデータ収集を一新できるセンシング技術の分野は、
多大な進歩を遂げています。センサーの種類、モニタリング対象
が進歩し、マニュアルで行っている調査や評価をセンサーで実施
することが実質可能となります。さらに、センサーは小型化して
おり、統合が容易で、患者の日常生活に支障をきたすことなく継
続的に使用することが可能になっています。

17 Siteless studyの臨床試験管理ソリューションについては、本レポートの対象外であり、ここでは言及いたしません。
18 Colthorpe et al. Adding Electronics to the Breezhaler®: Satisfying the Needs of Patients and Regulators, Respiratory Drug Delivery 2018, in press

19 http://www.mobihealthnews.com/content/janssen-set-launch-clinical-trial-system-uses-smartphone-app-smart-blister-packs 

20 https://f1000research.com/articles/6-66/v1#ref-11 
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たとえば、非接触センシングは、データの収集方法において重要
な役割を果たすと考えられます。通常、バイタルサインモニタリ
ングには、On-body電極が使用されますが、直接肌に接触させる
ため、あらかじめ皮膚の前処置をして干渉を軽減する必要があり
ます。今日では、バイタルサインモニタリングでさえ、近接コヒー
レントセンシング（near field coherent sensing: NCS）を使用す
ることで、皮膚接触を避けることが可能であるという証拠があり
ます。Huiほか 21は、このようなシステムを心拍数、血圧、呼吸数
および呼吸努力のモニタリングに使用できることを実証しました。
テストされたシステムには、胸部と手首の衣服に装着されたパッ
シブタグが使用されていました。このタイプのセンシングは、生
理学的方法と臨床試験中の患者報告アウトカム（PRO）データの
収集方法に革命的変化を起こし得ます。当該分野のイノベーショ
ンは、データ品質の問題に対応するだけではなく、患者のエン
ゲージメントの改善を促進する効果も期待できるでしょう。

材料の進歩は、センシング技術を向上させる推進力ともなるで
しょう。グラフェンおよび金属ナノワイヤー22の使用によって、韓
国チームは血糖値と眼圧を測定するコンタクトレンズのプロトタ
イプを開発しました。「インビジブル (存在を意識させない )」セン
シングは、マルチパラメータデータを収集し、臨床試験中の治療
への反応も含めた個人の疾患状態のホリスティックな定量化を
可能にするセンシングシステムの生成に重要な役割を果たすこ
とが予想されます。

データ分析とAI

コネクテッドデバイス、コネクテッドウェアラブルおよび臨床試験
中の常時モニタリングの可能性は、収集されるデータの品質とそ
こから生成できる総合的理解に新境地を拓きます。しかし、総合
的理解を生成するには、多様な患者母集団から抽出された莫大
な規模のデータセットを処理する必要が生じます。複合した疾
患の発現とその症状には個人差があるため、多様性を考慮する
ことは特に重要です。それには、個人の進行度を評価できる「多
様な」個別化したベンチマークが必要です。たとえば、ある臨床
試験で、患者の健康に関して活動レベルが重要な指標とされる
場合、活動量の測定は容易ですが、データ分析と患者の疾患状
態との関連付けははるかに困難なプロセスです。データを理解
するには、疾患や臨床試験の介入と相関する度合いを判断し、所
見を一般化する前に相関関係を検証する能力が必要です。

データ分析プラットフォーム次第で、臨床試験のコネクテッドエコ
システムの影響力が決まります。これは、個人の「エコロジー」の
加重適用を反映して較正できるシステムと関係があります。同じ
く、AIを使用すれば、個人の環境によって生成されたデータを除
去して、望ましくないバイアスを排除できるようになるでしょう。そ
うした客観的データ分析プラットフォームでは、個別の患者を評
価する合理的なベンチマークを計算することが可能になります。
管理されない環境下で医学的評価を目的とした有意なデータを
収集することは重要課題であり、信頼性が高く影響力のある洞
察を得るための鍵です。

AIの使用は、データ分析ソリューションに限らず、施設を利用し
ない臨床試験の確立にも重要な役割を果たすことが想定されま
す。その結果、参加者募集、患者エンゲージメントが促進され、
臨床試験スタッフの介入を軽減してリモートで試験を実施できる
ようになります。この種のテクノロジーの一例が、従来より簡単
に在宅で臨床評価を完了できるとされているOrbitaの音声ホー
ムヘルスアシスタント23です。この分野は多大な可能性を秘め
ており、臨床試験実施施設の必要のない臨床試験を推進する可
能性があります。

21 https://www.nature.com/articles/s41928-017-0001-0 

22 https://www.medgadget.com/2018/01/soft-transparent-comfortable-contact-lens-measures-glucose-intraocular-pressure.html 

23 http://adigaskell.org/2017/07/03/voice-technology-deployed-in-clinical-trials/ 
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35% 米国内の比率
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$38,000

402%
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デジタルテクノロジーが
臨床試験に変革をもたらす理由

より多くの施設で多数の臨床試験実施の需要がある

需要の増大は続く
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2013年単独で、バイオ医薬品企業は
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コストは管理できる

デジタルテクノロジーは試験コストを削減し、
大きな利益をもたらす可能性がある
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未来に向けて
臨床試験実施に必要なコストが急増している確固たる証拠があ
り、特定のプロセスを改善する必要性があることは明らかです。
臨床試験のデジタル化は、対処する必要のある大半の課題への
ソリューションとなりますが、新しいテクノロジーの統合と臨床試
験のデジタル化はどれだけ容易に実現できるのでしょう。

臨床試験の開発と導入のコストは、デジタル化への移行を明ら
かに阻んでいるのでしょうか。参加者募集、患者エンゲージメン
ト、データ品質、治療法とプロトコルの調整および臨床試験のア
ジリティ改善に対するデジタルテクノロジーのプラスの影響を評
価すると、変革がもたらす価値がすぐに見えてきます。臨床試験
に参加する患者1人あたりの平均コストは、およそ38,000ドル
です 24。繰り返し使用されるデジタルツールの導入コストは（開
発後の商用化があった場合でも）、臨床試験コスト全体のほんの
一部にすぎません。それどころか、臨床試験のデジタル化によ
り、多くの費用効率がもたらされるでしょう。何より、臨床試験の
失敗や不適切な管理に要するコストは、デジタル化のコストをは
るかに上回ります。その点に関して、米国保健社会福祉省に委
託された報告書は、在宅検査単独でも、平均してフェーズ1臨床
試験では16%、フェーズ2臨床試験では22%、フェーズ3臨床
試験では17%のコスト削減が見込めると結論付けました。相試
験の平均コストが推計2000万ドル 25であったことが同報告書
に記されていたことを考慮すれば、各相の正味コストへの影響は
甚大です。

臨床試験は、効率に関する懸念に対処するため、徐々に変革が
進んでいます。これらの変革は、臨床試験依頼者に競争優位性
もたらす可能性を秘めています。製薬会社は臨床試験を合理化
して、研究開発の効率を改善し、コストを削減して開発のリスクを
最小化することができます。臨床試験の数を増大させ、同時に
多数の治療法を開発し、テストし、遠隔地および小規模な患者グ
ループにまで対象を拡大して、より良い臨床試験実施計画書を
作成し、治療法をテストすることができます。そのために、製薬
会社は新しいテクノロジーを導入する意欲をはっきりと示す必要
があります。対応を誤れば、長期にわたり事業に影響する恐れ
があります。

24 http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/biopharmaceutical-industry-

sponsored-clinical-trials-impact-on-state-economies.pdf 

25 https://aspe.hhs.gov/report/examination-clinical-trial-costs-and-barriers-drug-

development 
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詳細または業務のご依頼に関するご相談は、下記
にご連絡ください。

Jaquie Finn, Head of Digital Health 

Jaquie.Finn@CambridgeConsultants.com

Harshal Shah, VP, Global MedTech 

Harshal.Shah@CambridgeConsultants.com

Cambridge Consultantsにつ
いて
Cambridge Consultantsはワールドクラスの画期的な製品開発および
技術コンサルティングを提供しています。弊社は世界中の企業と協力
して、技術環境の変化によるビジネスへの影響に対応できるよう支援
しています。

英国、米国、シンガポール、日本に800人以上のスタッフを擁するチー
ムにより、革新的なコンセプト創造から製品開発に至るまで、お客様
の支援に必要なあらゆるスキルを社内に有しています。プロジェクトの
大半は、プロトタイプのハードウェアまたはソフトウェアと試験製造バ
ッチを提供しています。同時に、弊社の技術コンサルティングによりお
客様の製品ラインの最大化や技術ロードマップの手助けを行います。

弊社は、『模倣』製品の単なる改良版を提供するのではなく、不可能
と思えることを実現するためのサポートを行います。また、世界の大手
一流企業だけでなく、現状の早急な変革を望む革新的な小規模のス
タートアップ企業とも連携しています。

Cambridge Consultantsは、イノベーションのグローバルリーダーであ
るAltran Groupの一員です。www.Altran.com
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