
ヘルスケア・デンマーク通知-激励-招待

デンマークにおける 
分散臨床試験



「世界的な研究を計画してい医学物開発チームは、患者の情報取得の
ニーズおよび規制当局の意思決定のニーズを満たすために、各国が分
散化された方法をどのように導入するかの違いを理解しようと努力し
ています。デンマークからの熟考の立場は開放協力という明確な信号
を送り、同国を次世代臨床試験の重要な目的地にします。」

-  クレガー・リプセット（Craig Lipset） 
共同主席、 分散試験及び研究同盟（Decentralized Trials & Research Alliance）



はじめに
臨床研究は将来の最良の治療案に対する患
者のニーズを満たすために極めて重要です。
そのため、臨床試験はデンマーク政府の生
命科学戦略の核心的な政治優先事項です。
ヘルスケアの公平性を高めるためには、患
者の流動性と地理的位置にかかわらず、臨
床試験に参加する可能性があります。分散
臨床試験の発展は、より広範な患者の代表
性、およびより多くの患者の組み込みと保持
を確保することができます。

臨床試験の分散化はデンマークのヘルスケ
アの全面的なデジタル化と並んで発展しま
す。デンマークの分散臨床試験を推進する

デジタル技術は、我々が長年にわたって構築
してきた高度に先進的なデジタルインフラに
依存しています。現在、デンマークのヘルス
ケアシステムはおそらく世界で最もデジタル
化されています。持続的な政治的関心と有
利な構造とシステムの発展を維持すること
によって、我々はデンマークを分散臨床試験
を行う魅力的な場所と位置づけ続けます。

マグナス・ハイニク（Magnus Heunicke） 
健康大臣
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デンマーク医薬庁は規制改革を推進するこ
とに力を入れていることは患者のために価
値を創造し、健康を向上させます。臨床研究
はデジタル化と分散化の方向に向かって急
速に発展しており、デンマーク医薬庁はデジ
タル化と臨床試験の分散化のための現代的
で強力な規制枠組みを確保する雄大なプロ
ジェクトを開始しました。

デンマークは分散臨床試験の独特なサンド
ボックスであり、我々は国家レベルで多くの
初期の洞察を得ています。しかし、発展して
国境を越えることに同意すれば、規制改革
は最も広範な影響を及ぼします。したがっ
て、我々はまた経験を共有して、EUの議事日
程を推進することに多くの精力を投入して
います。

ラルス・ボ・ニルソン（Lars Bo Nielsen） 
総合局長、 
デンマーク医薬庁
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分散臨床試験は、薬の患者への直接
配達のように、患者に臨床試験を持ち
込むためにデジタルツールおよび革新

的プロセスを使用しています。
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紹介
分散臨床試験（DCT）はより迅速な試験実
行を可能にし、より代表的で多様性のあるデ
ータセットを提供し、参加者の参加を容易に
しながら便利な臨床試験を提供することに
より、臨床試験業界の革命をもたらします。

デンマークはDCTの世界的なリーダーになる
ために全速力で前進しています。当局、臨床
医、企業および患者のようなすべての関係者
間の密接な協力は優位性が顕著で、デンマ
ークのDCT対話フォーラムの設立に現れまし
た（ページ12参照）。この過程の鍵となるの
はデンマーク医薬庁（DKMA）の積極的な役
割であり、同機構は2021年にDCTガイドライ
ン1を発表しました。この文書は外国の利益
関係者に広く認められ、規制と臨床分野の
重要な協同のために道を開きました。DCT
におけるデンマークの高い地位も、集中的
な政治優先順位付けと持続的な投資によっ
ても可能になります。

デンマークでDCTの発展は既存の有利な構
造とシステムに基づいて構築され、デンマー
クを1人当たりの臨床試験が最も多い国の
リストのトップに置くのに役立ちます（100万
人当たり229回の試験2）。デンマーク人登録
システム（CPRシステム）は、すべての公民の
健康項目を終身記録し、疾病特定登録と生
物ライブラリを含むすべての個人データを
結びつけることができます。これらのデータ
は、認可された研究のために利用可能すで。
デンマークの高度なデジタル化と集中化の
医療システムは、全国各地で新しいシステム
を普及させます。また、デジタル化の考え方
と医療システムへの高い信頼性のため、人々
はDCTに参加する意欲が高いです。

デンマークの分散臨床試験に関するこの高
レベルの説明は、将来にどのように臨床試
験を実行するかを啓発し、対話を推進する
ことを望んでいます。
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デンマークの分散
臨床試験方法

デンマークの分散臨床試験方法

デンマークでは、臨床試験生態系が分散臨床試験の準
備を示している。当局、企業、および医療専門家による
と、DCTは簡略化された、より速くて安価な試験過程を
リードします。これはデンマーク国内外の人口のより広範
な代表性がDCTに参加できることを意味すると同時に、
多様性を増加させ、治療効果に対する理解を深めます。

デジタル臨床環境
デンマークを分散臨床試験を実行する理想的な場所
にする基本的な要因は、高度にデジタル化された臨床
環境です。2021年に、欧州委員会はデンマークがEUの
最先端のデジタルインフラ3を持っていると結論付け
ました。DCTを実行する場合、プロセスがデジタルツー
ルの使用に非常に依存するため、よく機能するデジタ
ル環境が重要です。デンマークの病院は技術的に柔軟
で、COVID-19が爆発したとき、デジタルツールを迅速に
実施することができることを示していました。
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デンマークを分散臨床試験のリ
ーダーにしたのは何でしょうか。

  高度にデジタル化された医療保
健システム:デンマーク人は社会
デジタル化においてEUの1位で
す。

  規制当局のサポート:デンマーク
のDCTは高度な政治的優先を得
ています。

  生態系の中心的な利益関係者の
間で強力な協力:DCT対話フォー
ラムは、強力な規制枠組みを確
保するために設立されました。

   集中的公共全国民ヘルスケアシ
ステム:意思決定、優先順位、お
よび技術が集中されます。

通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク
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完全な公共医療システムは完全に協調した
医療システムです

デンマークの治療は東から西、北から南ま
で同じ基準を満たし、国のすべての地域の
試験地点でDCTを実行することがより簡単
にします。デンマークのほとんどの病院は5
つの公共衛生地域で運営されており、99%
の病床は公立病院にあります。これにより、
この5つの地域が中央政府によって協調さ
れ、規制される高度に統一され結合された
医療システムを実行することができます。デ
ンマークの保健局は、公的に資金を供給さ
れたすべての病院とその所在する36の医療
専門病院のために専門病院サービスを定め
て、割り当てることに責任があります。

デンマーク医薬庁（DKMA）の規制枠組

デンマークの分散臨床試験はかなりの政治
的注目を集めています。2021年、DKMAは、
臨床試験1において分散化された要素をどの
ように実施すべきかを規制する枠組みを提
案しました。ガイドラインは生態系の公私協
力をを強化しました。DCT実施の成功のため
の重要な要因です。臨床生態系の基準を設
定することによって、規制当局はデンマーク
の臨床研究における強い地位を高め、デン
マークの利益関係者は臨床試験の分散の未
来を実現することを加速しています。

デンマークの分散臨床試験方法



デンマークの倫理的アプローチ

デンマーク国立倫理センター（DNCE）は
DCTに注目し、分散試験活動を可能にする
多くの倫理面を認めています。　
 
医学研究倫理委員会（MREC）のメンバーは
DCTの一般的な側面の教育を受けて、このよ
うな研究を評価する方法に関する議論に積
極的に従事しています。これは、DCTが従来
の試験の高い倫理的な基準を満たすことを
確保し、分散活動の組み込みが参加者の安
全性と快適性を低下させると見なすべきで
はないことを強調します。
 
DNCEはスポンサー、調査員、参加者のため
に専用のDCTガイダンス5を公開し、DCTプ
ロトコルの設計やDCTへの参加を選択する
際の倫理的考慮と意思決定を改善すること
を目的としています。さらに、DNCEはこのよ
うなDCTを通常制限する不必要な規則を取
り除くことによって、完全に分散したインフ
ォームドコンセントプロセスに関する知識を
得ようとする時間制限の実験計画6を実行し
ています。
 
DCTの倫理面にに注目することによって、従
来の試験から混合および完全に分散された
臨床試験への転換に一般市民の信頼が維持
されます。

「デンマークは分散臨床試
験の開発と実施において先
頭に立っていることは素晴
らしいです。そしてデンマー
クの高レベルのデジタル化
がこのことを推進するのに
不可欠であることは疑いあ
りません。LEO 製薬（LEO 

Pharma）は全世界で臨床試
験を行っているため、DCTの
アジェンダを促進するため
には、EMAとFDAでどのよう
にこれを促進するかについ
てもグローバルな展望が必
要です」。

-スティーブン・ルーチ 
（Stephen Lutsch） 
ディレクター–革新臨床試験
（Revolutionize Clinical Trials）、LEO製薬

通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク
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デンマークのDCT対話フォーラム

臨床試験の分散化に強力で最新の規制
枠組みを確保するために、DKMAは試験国
（Trial Nation）と共同でデンマークのDCT対
話フォーラムを設立しました。

このフォーラムには、学術研究機関、良好
な臨床実践機関、デンマーク国家衛生研究
倫理委員会、デンマーク患者、5つの衛生地
域、契約研究組織（Cro）、生命科学業界と
関心組織からの利益関係者が含まれてい
ます。

このフォーラムは四半期ごとに2回の会議を
行い、この急速に発展している分野で予見で
きない挑戦とチャンスに積極的に対応する
ための最適な条件を提供しています。当局、
患者、研究者、業界間で広範なインタラクシ
ョンを行い、臨床試験生態系全体の観点か
ら優位と障害の両方について観点を交換す
ることを可能にします。　

「DCT対話フォーラムは、企業の
ために業界の観点から経験を共
有するスペースを提供しており、非
常に価値があります。対話フォー
ラムでは、業界が非公式環境で意
思決定者、他の会社、臨床医と患
者の代表とDCTを議論し、学習を
活用することができるようにしま
す。そういう意味で、DCT対話フォ
ーラムはとてもユニークです。」

-マリア・ベントソン（Maria Bengtsen） 
臨床研究医学顧問、ノヴァティス・デンマーク
（Novartis Denmark）



ヘルスケア・デンマーク 通知―激励―招待

試験国 

公営企業は、非営利の公私協力組織で
す、デンマークで臨床試験を協賛、参加
また実行することを望んでいる生命科学
企業、患者組織、臨床研究者のために単

デンマーク医薬庁

デンマーク医薬庁（DKMA）は継続的に
臨床試験のための革新的で強力な規制
枠組みを開発しています。これは、患者
および臨床試験生態系におけるすべて
の他の重要な利益関係者との対話によ
って達成されます。

これらの努力の中心は、多くの革新的
な方法を含む分散臨床試験を安全に実
施することを目標としている2020年に
DKMAによって発起された雄大なプロ
ジェクトです。これは2021年に最初の公
式な分散ガイドラインの発表に伴い、ピ

一で全国的な切り込み点を提供します。 

詳細についてはtrialnation.dk

ークに達しました。分散化の方法が発
展するにつれて、ガイダンスは更新され
ます。

全国的に開発されたノウハウと強力なプ
ロセスは、EUの提案に積極的に組み込
まれています。DKMAは、すべてのEU加
盟国の分散化のために、協調と実用的
な解決策を強化することに力を入れて
います。 

詳細についてはdkma.dk
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一人当たりの商業試験数  

図1- 特定のヨーロッパ諸国における一人当たりの商業および非商業の臨床試験数。
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デンマークの分散臨床試験方法
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デンマークの生活
科学戦略

2021年、デンマーク政府は雄大な生命科学
戦略を発表しました4。最初のセクションで
は、「より良い研究開発枠組み」がデンマー
クの生命科学分野の発展に方向と指導を提
供します。臨床試験はこのセクションで中心
的な位置を占め、また分散試験が特に強調
されます。

最近、国家生命科学委員会の設立はこの戦
略を実行するための一歩でした。関連省庁
の参加と指導の下で、生命科学企業、財団、
患者協会、大学と衛生サービス代表の高い
レベルの参加で、同委員会は協力と透明性

デンマークの生命
科学戦略について
の詳細をご覧くだ
さい

がデンマークを世界生命科学の頂点に置き
続けることを保証します。
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分散臨床試験 
の定義
分散臨床試験はデジタルツールと革新的なプロセスを用
いて臨床試験を患者に持ち込みます。これにより、患者
が従来の臨床試験のように頻繁に病院に行く必要はあ
りません。例えば、デジタルツールには、デジタル加入、
電子相談、データ収集のための電子システム、着用可能
なデバイス、および患者への直接配達を含みます。

分散臨床試験の概念

DCTの概念には自宅およびコミュニティなど患者のまわ
りで試験を実行することが含まれており、臨床研究が患
者を中心とする新たな可能性を提供します。患者のニー
ズをめぐって試験を行うことは、患者に有利であるだけ
でなく、試験関連コストが削減され、試験の公平性と包
容性が改善されるため、社会健康にも有利です。

世界的なCOVID-19のパンデミックの爆発とその後の厳格
な制限と感染リスクは、分散された要素が医療システム
全体で迅速に実施できることを示しています。COVID-19
の大流行の間に見られるように、患者と医療システムの
間のデジタル会議は、デンマークだけでなく、世界の他
の地域での臨床研究も変えました。　患者と研究者が
必ずしも同じ部屋にいる必要がない場合、または患者が
研究機関に行って臨床試験に参加する必要がない場合、
研究に参加することはより便利になります。

分散臨床試験の定義
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ロレムイプサム

「分散臨床試験は腫瘍患者に
とって魅力的であり、原因はそ
の一般的な魅力と同じです。
試験の可及性を向上させるこ
とは、より速い募集とより代表
的なグループの募集を意味し
ます。腫瘍学の臨床試験は、特

定の、通常珍しく、ゲノム変化を伴
う患者の選択にますます依存し、
そして関連試験の場所から遠く離
れて、さらに国外に住んでいる患
者が多いため、分散試験の実際
の負担の削減は私の患者に特に
魅力的です。」

—クリストファー・ロバーグ（Kristoffer Rohrberg）、医学博士 
コペンハーゲン大学病院（University Hospital of Copenhagen）リグショスピタレ（Rigshospitalet）
腫瘍科一期主任

ヘルスケア・デンマーク 通知―激励―招待
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分散臨床試験はどこの患者のニーズも
満たす
臨床試験設計

すべての試験手順は、研究場所を
介して行われます

複雑な試験手順は、研究場所を介して
行われます

直接受診を必要とするそれほど複
雑でない試験手順は移動臨床医
または他の場所で行われます

直接受診する必要のないそれほ
ど複雑でない試験手順は、遠隔医
療、遠隔データ収集または直接患
者の供給によって行われます

デジタル技術と供給の提供によ
り、すべての試験手順が実質的に
行われます

混合

完全集中

完全分散

図2- 臨床試験における分散スペクトル8

分散臨床試験の定義



分散の程度

DCTはスペクトルとして、試験の分散の程度
が試験中にどれだけの要素が遠隔的である
かまたは現場に依存するかに依存します。図
2は、分散化の大きさおよび様々な要素がど
のように分散試験設計のスペクトルを作成す
るかを示します。　

完全に分散された臨床試験はデジタルツー
ルのみで通信し、患者に試験関連用品を直
接提供するような遠隔の場所で行われます。

「分散臨床試験の重要な側面は、患者に選択を提供する
可能性です。彼らに試験案を制定する際により多くの発言
権を持たせることは、患者に対してより友好的な試験を行
うことができ、また患者の生活の質も向上できます。さら

に、研究場所への輸送など、多くの要求を提出する必要が
ないため、資源または精力の限られた患者を含めることが

でき、試験結果をより代表的にすることができます。」

-モテン・フレア（Morten Freil） 
デンマーク患者（Danish Patients）CEO 

しかし、最も一般的な形は、試験が部分的
に分散される混合アプローチです。これは、
利害関係者と参加者が、試験設計7にデジタ
ルツールを使用する適切な位置を判断する
ことを意味します。混合ソリューションは、選
択肢を患者に提供するカスタマイズ可能な
アプローチであり、従来の臨床試験で同じ
程度の選択は提供されません。　

ヘルスケア・デンマーク 通知―激励―招待
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デンマークで分散臨床試験を行う際、最初
のステップはデンマーク医薬庁（DKMA）の
DCTガイドライン1およびデンマーク国立倫
理センター（DNCE）の分散臨床試験ガイダ
ンス5に問い合わせ、草案に関する修正をす
ることです。この後、DKMAとDNCEはそれぞ
れ、彼らとの初歩的な対話を開始すること
を奨励します。DKMAは特にDCT申請者が
科学的なアドバイスを求めることを奨励しま
す。さらに、地域の良好な臨床実践（GCP）機
関は、非商業研究者9にDCT指導を提供しま
す。同時に、臨床の実行可能性のプロセスを
理解するために、経験豊富な関連するデン
マークの臨床医に連絡することが推奨され

ガイダンス:デンマークで
アイデアから試験まで

ます。試験国は高度に調整された実行可能
性のある国家プログラムを無料で提供しま
す。図3はデンマークでDCTを実行するプロ
セスの概要を示します。

ガイドラインの遵守、医学的および倫理的
な事前対話、および指導された臨床的実行
可能性のあるプロセスを通じて、DKMAと
MRECに対して、汎欧州の臨床試験情報シス
テム（CTIS）10を介してより良い立場で研究の
承認を申請することができます。　

「分散臨床試験は次の進化の飛躍であり、デンマークの臨床医は経験
豊富なDCT研究者となっています。完全に異なるのではなく、連続的で
あるため、はるかに良いデータを生成することができます。DCTSがよ
り魅力的でより容易に実行できるため、患者を試験とよりよく一致させ
ることができます。そして、DCTがより少ない輸送と物流に関連する一
方で、個体が試験結果を得る機会につながるため、患者により良い、よ
り安全な体験を提供することができます。」

—シモン・フランシス・トムソン（Simon Francis Thomsen）、教授、医学博士 
ビスペベッグ病院（Bispebjerg Hospital）皮膚科主任

ガイダンス:デンマークでアイデアから試験まで



選択可能なサービス

強制的

選択可能なサービス

デンマークの分散臨床試験（DCT）ガイドラインを参照

対話を始める

汎欧州の臨床試験情報システム（CTIS）による承認を申請する

デンマークで分散臨床試
験の開始

 デンマーク医薬庁のDCTガイドライン1

 デンマーク国立倫理センター（DNCE）のDCTガイドライン5

デンマーク医薬庁

対話および科学的
なアドバイス

地域の良好な臨床
実践機関

非商業研究者のた
めのDCT指導

試験国

調整された実行可
能性のある国家プ

ログラム

デンマーク国立倫
理センター

倫理的な対話

デンマーク医薬庁 医学研究倫理委員会

図3− フローチャートは接点とデンマークでの分散臨床試験を開始するために利用可能な活
動を概説します

通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク
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デンマーク 
での投資
デンマークでの投資は、デンマーク外務省の一部であり、ビジネ
スの成長を加速させようとする外国企業のために、 
デンマークで彼らの生命科学活動を確立また 
は拡大することによって、機密で特化したソ 
リューションを提供します。デンマークで 
の投資はビジネスを重要な地元の利害 
関係者と結びつけ、事実調査を手配し、 
またデンマークでビジネスを行うこと 
に関する全面的な背景資料を提供 
するのに役立ちます。

詳細については 
investindk.com

ガイダンス:デンマークでアイデアから試験まで

国際的展望
デンマークの分散臨床試験方法は国際的な経験と
教訓に啓発されました。
 
2022年、デンマーク・イノベーション・センター
（Innovation Centre Denmark）はDCT展望報告書を
発表し、その中で米国7を重点的に紹介しました。
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「我々は、20年以上の間患者へまたは患者
からの直接配達に従事し、患者に薬物を提供
し、CROまたはCMOに血液サンプルを提供し
てきました。現在、特にCOVID-19のパンデミッ
クによるこの分野が急速に拡大しているとい
う世界的な傾向が見えます。スポンサーから
得られるフィードバックによれば、我分散試験
が将来の臨床試験設計の特徴になると予想
されています。その地理的面積が小さいため、
デンマークは理想的な国であり、そこで患者
へまたは患者からの配達を行い、臨床研究で
このような分散化された要因を組み込むのは
比較的容易です。」

—アンドレア・ゾベル（Andrea Zobel） 
ワールドクーリエ（World Courier）パーソナルサプライチェーン
（Personalized Supply Chain）常務取締役



目的
LEO Pharmaは2022年に参加者が快適な家
で評価を行い、研究データを収集する第1回
の完全分散乾癬臨床試験を行う予定です。

研究の設定
この研究には、次のDCT要素が含まれます。
•  ソーシャルメディア活動による募集
•  遠隔医療—必要に応じてビデオ通話で

調査者と会話
•  適格な電子署名による電子的に同意書の

見直しおよび署名
•  彼らの家に直接研究用薬の配達 

ケース:乾癬DCT

•  自分の携帯電話で撮影した画像による重
症度評価

•  患者報告結果（ePRO）の取得
•  潜在的有害事象の報告

この研究案はデンマーク衛生局と倫理委
員会とドイツ衛生局によって承認されま
す。2022年までに105名の参加者を対象と
する計画です。

24 — 25

デンマーク分散臨床試験の例

デンマーク分散臨床試験の例
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学習
LEO製薬は、インフォームドコンセント、
データモニタリングおよびクリーンアッ
プ、安全性報告、適格性の検証、病歴お
よび重要データエンドポイントのような
重要な臨床試験の側面のため新しいプ
ロセスを実施しました。これらの新規な
方法は、受容を確保するために、規制当
局と事前に積極的に議論されました。

患者中心を確保するために、LEO製薬は
患者のニーズをよりよく理解するために
CROとベンダーと協力しました。臨床試
験実施のすべての段階は、患者の体験を
最適化し、技術の使用を強化することに
焦点を当てます。

研究の準備と草案作成の過程で、挑戦、
懸念と提案された緩和措置を議論する
ために、デンマークとドイツ当局は何度
もインタラクションがありました。同時
に、DKMAはスポンサーのために分散臨
床試験に関するガイダンスを制定し、ま
たLEO製薬は研究特定のインタラクショ
ンとDCT対話フォーラムへの参加の間に
これらの考慮に大いに貢献しました。



目的
2021年2月、マーカー・デンマーク
（Merck Denmark）は患者の募集を簡
略化し、ドロップアウト率を低下させる
ことを目的として、多発性硬化症（MS）
に対する第1のIV期分散臨床試験を開始
しました。

研究の設定：
この研究には、次のDCT要素が含まれ
ます。
•  遠隔モニタリングと参加者とのコミュ

ニケーション
•  健康関連の生活の質と身体機能アン

ケートのためのEPROの使用

•  EPROはアプリベースのソリューション
に移行される

•  参加者は家でアンケート回答
•  患者がアンケートの回答を入力する

タブレットデバイス
•  潜在的有害事象の遠隔報告
   
この研究案はデンマーク医薬庁と倫理
委員会によって承認されます。2021第1
四半期から2024年第1四半期にかけて、
世界中に最高320人の患者が登録されま
す。2025年第3四半期に試験を発表され
る予定です。

ケース：多発性硬化症DCT 

26 – 27 

学習
デンマークでは、今までのところ、マーカーグループの経験は、DCTを成功させるに
は、公私協力が重要であるということです。時間が経つにつれて、新しい経験はDCTが
患者をより容易に募集し、保持率を高め、特定の場所への交通コストを低減できるこ
とを示すことになります。

これは、ドロップアウト率を低下させ、文書作業を減少させ、患者がおそらく革新的な
薬物をより速く獲得することを確保する可能性があります。したがって、マーカーは患者
に指示された他の会社に臨床試験設計に分散する方法を採用するよう推薦します。

デンマーク分散臨床試験の例



ロレムイプサム

通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク 通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク
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ロレムイプサム

28 – 29 
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目的
2022年、ローチェ・デンマーク（Roche 
Denmark）はデンマークで複雑な腫瘍学研
究のために分散試験設計を実施し、2026年
に終了する予定です。この研究の目的はこの
タイプの腫瘍学研究が分散した環境で行え
ることを確認することであり、このような環
境では全国各地の患者が主な研究場所から
離れた場所に住んでいても研究に組み込ま
れる可能性があります。

研究の設定：
この研究には、次のDCT要素が含まれます。
•  すべての安全性と有効性に関する評価を

行う移動医と看護師 
•  移動医、患者、または主要な研究者間の

ビデオ会議
•  適格な電子署名による電子的に同意書の

見直しおよび署名
•  研究用薬を直接自宅への配達
•  在宅看護師による自宅で患者の血液採取
•  患者報告結果（ePRO）の取得
•  主な場所への移動を避けるに患者に最も

近い病院でのスキャン
• 潜在的有害事象の遠隔報告

ケース：腫瘍DCT

学習
研究準備中、挑戦、懸念と提案され
た緩和措置を議論するためにDKMA
と何度も効果的なインタラクション
を行いました。ローチェでのDCT腫
瘍研究は計画段階にあるため、これ
まで得られた経験限られています。

ローチェは彼らの研究で分散化され
た試験設計を組み込むいくつかの理
由を見つけます。第一に、大学病院
から遠く離れた患者は研究場所間の
移動にあまり時間を費やすことなく
参加できるため、募集の多様性が確
保されます。

さらに、DCTは、患者の入院治療を
減少させ、医療従事者の負担を軽減
するため、将来の臨床試験のニーズ
に適応できます。臨床試験における
技術の使用を増やすことは、患者の
治療を再考し、患者のニーズを満た
す方法でもあります。

デンマーク分散臨床試験の例
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目的
2021年、スダディアンドミー（Studies&Me）
はノボ・ノーディスク（Novo Nordisk）と協力
して観察的分散臨床研究を実行しました。
この研究は完全に分散されており、すなわ
ち、すべての研究訪問とデータサンプリング
が遠隔で処理されました。　

この試験研究の目的は、DCT設計要素を
用いて2型糖尿病患者の募集、登録、参加

ケース：2型糖尿病–分散観察研究

デンマーク分散臨床試験の例

の可能性を研究することでした。この試験
は、2022年にノボ・ノーディスクとスダディ
アンドミーによって実行されるつもりで、よ
り広範な2型糖尿病DCTのために準備され
ました。

研究の設定
この研究の時間枠は3週間で、デジタルデバ
イスによる遠隔モニタリングされた26人の
参加者を含みました。それゆえに、この研究

30 –31 
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学習
2型糖尿病研究において、オンライン募
集過程、各種電子デバイスからデータの
収集及び研究参加者の関与は非常に成
功したことは、2型糖尿病研究における
DCT要素の統合が可能であることを証明
しました。

この研究では、26人の参加者が17時間
以内にデンマーク各地からオンラインで
募集されました。研究後のインタビュー
によると、参加者は自宅からの参加に自
信を持っており、研究任務を日常生活に
溶け込むことが容易であることが分かり
ました。

この研究の保持率は87%であったことは
参加者が寄与し、参加する有意な意欲を
示しました11。

には場所が全くなく、参加者がいつでもクリ
ニックに通う必要がないことを意味してい
ます。

この研究には、次のDCT要素が含まれます。
•  ソーシャルメディアの指向性広告によるオ

ンライン募集
•  研究に参加する電子的同意（eConsent）
•  研究参加者の携帯電話にダウンロードさ

れ、研究の過程で使用される研究アプリ

•  アンケートで収集された電子患者報告結
果（ePRO）

•  連続血糖モニタリングデバイス 
•  心拍数、追跡活動、GPSと睡眠パターンを

モニターするためのハイブリッドスマート
時計

ヘルスケア・デンマーク
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忠実な国家公私協力はデンマ
ークの分散臨床試験を徹底
的に変えます
デンマークイノベーションファンド
（Innovation Fund Denmark）によって新し
く承認された重大な援助決定は、デンマー
クの生命科学利益関係者に強力なコンソー
シアムを構成させ、デンマークを主要なDCT
国として革新させ、発展させるのを可能にし
ます。

500万ユーロを費やしたこのプロジェクトは、
デンマークで患者中心の分散臨床試験の実
施を支援する公私的な枠組みを構築します‘
。このプロジェクトは、患者、医療従事者や
企業がデンマークで臨床試験に参加する経
験障害と感知障害を減少させ、臨床試験に
おける分散化された要素の一般的な使用の

ために物流を作成し、実施します。さらに、
このプロジェクトは患者が臨床試験に参加
できるようにする公共およびデジタル臨床
試験ツールの開発と実施を促進し、ヘルスケ
アシステムが付加価値イニシアチブと患者中
心のケアへの発展を推進します。デンマーク
のすべての臨床試験についての概説を更新
し、臨床医および患者に提供します。公共の
デジタル募集プラットフォームの実施を通し
て、すべての患者は将来の臨床試験に参加
する興味を登録し、その後臨床試験と一致
することができます。
 
このよう公私協力に関する詳細については、
試験国にご連絡ください。

国家公私協力
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デンマークにおける分散臨床試験——2022年5月
トリプルI（Triple-I）論文シリーズの出版物：デンマーク通知―激励―招待
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通知―激励―招待ヘルスケア・デンマーク

フォトクレジット

 フロントページ   ゲティ・イメージス（Getty Images）/フレデックス8（Fredex8）

 ページ3：            衛生部、外部カメラマンクのラウス・ベッキー（Claus Bech）

 ページ4：            デンマーク医薬庁、外部カメラマンのトロル・ハイン（Troels Heien）

 ページ6：            ファンク・ダンマークA / S（Falck Danmark A/S）

 ページ9：            ゲティ・イメージス/ウェステルソエ（Westersoe）

 ページ10：          ゲティ・イメージス/ムルサ・イメージス（Morsa Images）

 ページ12-13：    ゲティ・イメージス/フィズクス（fizkes）

 ページ15：          ゲティ・イメージス/ビジュアルスぺース（visualspace）

 ページ17：          ゲティ・イメージス/ダミルクディッチ（damircudic）

 ページ22-23：    ゲティ・イメージス/マジェヤコック（mattjeacock）

 ページ24-25：    ゲティ・イメージス/ガイバー86（Geber86）

 ページ27：         ゲティ・イメージス/ケマル・イルドリン（Kemal Yildirim）

 ページ28:          ゲティ・イメージス/ハーフポイント（Halfpoint）

 ページ30-31：    スダディアンドミー

 ページ32-33：    ゲティ・イメージス/クラカン社（ClarkandCompany）



より多くの情報、インスピレ
ーション、それとも対話の
招待がほしいでしょうか？

ヘルスケア・デンマークは円卓会
議、ネットシンポジウムと代表団
の訪問を手配し、デンマークの生
命科学とヘルスケアを代表して海
外の会議に出席します。

私たちはあなたからの来信を楽
しみにしております。

ヘルスケア・デンマーク 
より良い生活を革新

www.healthcaredenmark.dk 
info@healthcaredenmark.dk


