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1　はじめに

　治験を計画・実施するに当たり，意外と忘れられてい

ることがある。それは「被験者は集まる前提で試験計画

を立案している」という事である。試験実施面での効率

化やマネジメント，施設での逸脱防止や患者の脱落防止

対策（Retention：リテンション）などに課題がフォー

カスされがちだが，そもそも臨床試験は被験者が集まら

ない限りスタートラインにも立てないという事を忘れて

はならない。

　本稿において高齢者の被験者リクルートメントに関す

る情報提供を行うに当たり，まず被験者リクルートメン

トの定義を明確にしたい。被験者リクルートメントとは

「被験者を募集し，適格性の確認と同意説明の実施，治

験参加の同意を得るまでの一連の活動」の事を言うもの

である。

　日本において被験者リクルートメントというと「被験

者募集」つまり院内および院外（広告等）からの被験者

募集活動の事を意味するケースが多いが，それらは正し

くは被験者リクルートメントの一部であるという点に，

ご留意いただきたい。

　なぜこのような言葉の定義を厳格に行うかというと，

日本ではこれらの活動が CRC によって日常的に実施さ

れているケースもあり，特別な活動と認識されていない

事があるためである。

2　被験者リクルートメントの考え方

　被験者リクルートメントは一連の活動である。よくこ

の流れを「漏れたパイプの図」（図 1）で表すことがある。

被験者を水に例えるなら，水が流れるパイプは一連の治

験における活動（被験者募集→スクリーニング→同意取

得→組入）を表す。パイプは活動ごとの節目で水が漏れ

ており，その漏れる水がスクリーニングでの不適格例や

同意に至らない症例，観察期脱落等の症例を表す。

　想像してもらえればお分かりの通り，被験者リクルー

トメントの成功には，パイプに多くの水を流し込むだけ

ではだめで，途中の漏れを抑える事も水をそそぐ以上に

大切である。

　特に高齢者を対象とした試験の場合，そそぐ水を増や

す活動（被験者募集）のハードルも高いが，パイプの漏

れを止める活動（主に院内での活動）の難易度も高い。

この両面を考えるうえで必ず必要となることが，募集対

象となる被験者の背景（デモグラフィック）である。

　被験者が治験に参加・継続するうえでハードルとなる

要素は，被験者の身体的な症状に伴う要素（行動範囲・

理解力・緊急性等）だけではなく，被験者を取り巻く環

境（居住地域・家族構成・職業等）や考え方（学歴・性

格傾向・成長した時代背景等）によって影響を受ける。

　ゆえに，被験者リクルートメントの最適化を考える上

では，被験者のデモグラフィックに合わせた募集媒体の

選定（Web ／新聞／折込広告／テレビ／ラジオ／交通

広告／調剤薬局／医師紹介／院内ポスター等），院内で

のオペレーションの検討（来院予約の簡便化／同意説明

補助資料の活用／脱落率低減施策等）が必要となる。
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　これらの考え方は，あらゆる年代や疾患を対象とした

治験・臨床試験について適応が可能な，被験者リクルー

トメントの基本的な考え方である。

3　 高齢者特有のデモグラフィックに見る具体的な対策
　前置きが長くなったが，本稿の主題となる高齢者の

被験者リクルートメントにフォーカスする。以下に記載

される内容は，被験者リクルートメント専門の CRO で

ある，株式会社クロエおよび株式会社クリニカル・ト

ライアル社が行った 2005 年から 2015 年にかけての被

験者リクルートメント業務における実績を参考にして

いる。特に高齢者を対象とした被験者募集手段として，

2011 年から 2015 年にかけて実施された「健康イベン

ト」（疾患および治験啓発を目的とした活動）に参加さ

れた，高齢者を中心とする約 18,000 人の方からの定性

情報と，前項に記載したあらゆる募集媒体のうち，外

部広告を経由して実際に治験や臨床試験に本登録された

65 歳以上の高齢者約 6,300 人の実際の傾向より，次の

ような高齢者特有のデモグラフィックが見受けられる。

　それぞれの要素に対して，解説と具体的な治験や臨床

試験での計画・実施に応用する考え方を記載する。

＜ A：身体的な要素＞

1）活動時間の中心は午前中

2） 体調を崩しやすいので，真夏や真冬は活動しな

くなる

3） 同伴者を必要としない場合，通院できる範囲は

30 分程度

4）転倒／骨折をしやすいため，試験参加の日程変

更や，参加の中止が起こりやすい

5）亡くなってしまうこともある

　高齢者は活動量に時刻や時期の差があるので，被験者

リクルートメントの時期を真夏や真冬にせざるを得ない

場合は，通常より多くの中止・脱落症例を想定すべきで

あり，医療機関での治験外来枠の設定を行う場合は，午

前中の枠を多くするなどの対応が良い結果につながる。

院内・院外からの被験者候補

適格性
確認 同意 組入

プレスクリーニング 同意プロセス 観察期 無作為化後の脱落

被験者リクルートメントは
漏れたパイプで表されます

「適切な患者」を見つける
院内・関連施設・外部ソース

検査の侵襲性が高い
来院回数が多い
試験期間が長期間

適格性の確認
併用薬の問題等 患者に参加意志が無い

ICF が難解で興味消失
患者が来院しない
I/E 基準，併用薬
臨床検査値等

全て完了した
被験者

図 1　「国内における被験者リクルートメント最前線－被験者リクルートメントの有効活用で治験を変える－」
株式会社クロエ主催　被験者リクルートメントセミナー資料　2014 年 11 月 5日
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被験者募集として広告を実施する場合は，医療機関のご

く近隣を対象とした広告戦略が求められ，一つの目安と

して施設から 30 分圏内となるが，対象疾患によっては

さらに狭い範囲をターゲットとする場合もある。

　日程変更やキャンセルについて，同様の結果が多い

若年女性と比較すると理由の違いが明確で，若年女性は

突然のキャンセルが多いが，その多くは私的な理由であ

る。高齢者の場合は中止・変更の場合，事前に連絡があ

る場合が多く，突然のキャンセルがあった場合でも，そ

の理由は怪我や体調不良，悪天候である。基本的に約束

を守る意思が強い傾向にある。しかしながら，加齢に伴

う記憶力の減退は否めないため，来院スケジュールを本

人のスケジュール管理方法に組み入れる（手帳／カレン

ダー／スマートフォン等）事が大切で，施設でのフォロ

ーでは手帳やスマートフォンのスケジューラーに，その

場で次回のスケジュールを記載するように促したり，自

宅のカレンダーに貼付できるような付箋を渡したりする

などの工夫があるとよい。また電話による来院日前日や

3 日前のリマインドも良い方法である。

＜ B：環境的な要素＞

1） ご自身で治験への参加を決めても，家族に反対

されてお断りになることが多い

2） 普段通院している病院の経験上，病院は待ち時

間が長いと思っており，治験が予約制で待ち時

間が無いことに感謝される

　治験参加の意思決定に，環境要因として家族の判断が

挙げられる。そこには昨今の高齢者対象の犯罪（振り込

め詐欺や詐欺まがいの商品販売等）も影響している。治

験や臨床試験に参加することを怪しい活動と思われない

ように，高齢者本人から家族に正しく説明できる紙資料

を渡し，そこには家族からの電話問い合わせを受けられ

るような電話番号を記載しておくなどの対策が必要であ

る。

　また高齢者は医療機関に良く通っているが故に固定観

念も持っており，通院＝長い待ち時間を想起して嫌がる

傾向があるため，事前に治験での外来は待ち時間が無い

ことをアピールすることで，参加意欲を上げることがで

きる。もちろんスケジュール通りの実施が可能な施設運

営体制を整えておく事も大切である。

＜ C：考え方に関する要素＞

1） 治験参加の動機は「社会貢献」が大きい。逆に

嫌う話の上位は「お金」

2） 治験参加の意思決定には，治験デザインやコン

パウンドではなく，説明をしている人の人柄や

対応の仕方が大きく影響する

3） 治験参加・継続のモチベーションには，人との

つながりに対する影響が強く，信頼関係が優先

される

　昨今，若い方の中にも社会貢献をしたいという意識が

増えてきたが，高齢者においてはこの考え方は以前から

非常に強く，社会から必要とされたいという気持ちを満

たす形で治験への参加を訴えかけられれば，より参加モ

チベーションを上げることができる。お金の話も元来好

きな話題であるにもかかわらず，治験参加からお金を得

ることについてネガティブなイメージを持っているのも

高齢者に多い。それを踏まえて，同意説明の際には負担

軽減費の意味を丁寧に説明し，それを得ることに罪悪感

を抱かないような工夫が必要な点は，他の年代ではあま

り見られない傾向である。例えばそのお金で，お孫さん

へのプレゼントを買ってあげることもできるなど，誰か

に喜んでもらえることにつながるお金であり活動である

ことを想像してもらうのも良い方法の一つである。

　また治験参加・ 継続の意思決定には， 高齢者特有の

「信頼」に対する考え方が影響しており，以前の自分と

比較して思うようにならない自分自身を受け入れたり拒

絶したりする周りの人たちに疑念や迷いを生じやすくな

る反面，高齢者は人を頼らざるを得ない機会が多くなる

ことより，他者を信頼できると意識的に思う考え方が働

く傾向にある 1）。他の年代より，他者への信頼や不信が

高齢者の意思決定に影響を与える度合いは高いので，そ

れに対する配慮が必要である。

4　 高齢者の被験者リクルートメントに
おける今後の課題と展望

　日本は 2013 年時点で，65 歳以上の高齢者が 3 千万

人を超え，総人口に占める割合も 25.1％と，実に 4 人

に 1 人は高齢者である 2）。世界的に見てもいち早く超高

齢化社会に突入する日本は，高齢者が快適に生活する社
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会を実現するための一大社会実験の場となっている。そ

れは治験や臨床試験においても例外ではない。

　今後しばらくは，多くの高齢者を対象とした治験・臨

床試験が計画・実施されることは間違いない。特に認知

症に関しては 2016 年 2 月 1 日に，欧州医薬品庁（EMA）

がアルツハイマー型認知症治療薬開発ガイドラインの改

訂案を公表した 3）。改定のポイントとして，早期かつ無

症候性ステージを含む治療薬の臨床試験デザインにおけ

る新規の診断基準の影響が挙げられており，これは今後

計画される治験や臨床試験・臨床研究のターゲットとな

る対象患者の中心が，医療機関に通っていない患者に移

行していく事を意味している。

　そのような中，診断を受けていない未治療の高齢者

の患者に対して，疾患および治験の啓発を行う機会と必

要性は増えていく事になる。その際，前述した高齢者特

有のデモグラフィックを意識したプロトコールの立案が

大切である。 病態から適格性の高い患者像を描くだけで

は，そもそも試験に参加する患者を集めることができな

いので，試験として成立しないのである。

　高齢者の身体的・環境的・思考的な背景を理解し，試

験に参加しやすいスケジュール設定や医療機関での体制

や運営方法の工夫が必要である。さらに，他者との信頼

関係や社会貢献を重視する考え方に配慮した治験や臨床

試験の説明方法を意識する事も大切である。しかし注意

しなくてはいけない点が，5 年後には高齢者の状況が大

きく変わっている可能性がある事象がある。それは IT

（Information Technology：情報技術）に関するリテラ

シーの変化である。

　現在 50 代後半から 60 歳前半の方は，仕事やプライ

ベートでパソコンや携帯・スマートフォンに慣れ親しん

でおり，今まで高齢者には届かないと思われていたイン

ターネットでの広告や，治験の運用に電子日誌を取り入

れた場合のコンプライアンス面での不安などが解消され

ていく事が想定される。そういった社会的変化は治験環

境を変えていく動きよりも早く変わっていく可能性が高

く，旧態依然とした医薬品開発プロセスにとらわれてい

ては，試験の成功は遠のいていくばかりである。

　医薬品開発の業界は変化の緩やかな業界である。それ

は人の生命に関わる仕事であるがゆえ，品質と安全性に

配慮する事から慎重にならざるを得ない部分は理解でき

る。しかし，ここ数年で起こる日本での社会の変化は，

これから世界が直面する高齢化社会に対して，日本がい

ち早く情報や知見を提供できる，世界の健康増進に貢献

できるまたとない機会である。そのような機会において，

変化を「保留」し続けていては日本として果たす社会へ

の貢献を失ってしまう事にもなりかねない。

　新しいテクノロジーを使った臨床試験の運用とデータ

取得について積極的に検討・活用を行うことが大切であ

る。例えばモバイルヘルスを活用した自宅での臨床デー

タ取得は，身体的な要素で移動が難しい高齢者を対象と

した臨床試験において，大きな貢献を果たすことが想像

できる。このような変化に対して，現場に携わひとり一

人が前向きに取り組む意識を持つ必要がある。

　最後に，治験・臨床試験に携わる皆さんにとって本稿

が，高齢者の被験者リクルートメントを再考していただ

き，世界が注目する高齢者対象の試験において，世界が

求めるデータを日本から出す事に少しでも寄与できれば

幸いである。
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