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How to strengthen Japan’s clinical research enterprise through large pragmatic adaptive
platform trials and an efficient clinical research network: lessons from REMAP-CAP
現実主義に基づくアダプティップ・プラットフォーム試験と高効率臨床研究ネットワークにより日
本の臨床試験体制を強化するために：REMAP-CAPにおける教訓
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REMAP-CAPは、パンデミック対策を主眼に置く国際共同アダプティップ・プラットフォーム試
験（adaptive platform trial、APT）であり、無駄を削ぎ落とした設計および実施手順に基づく
現実主義的大規模試験（large simple trial, LST）である。当初の目的に加え、すでにREMAPCAP上で複数の治験が実施されている。国内では、約30の施設が参加しており、国内独自APT
の準備も進んでいる。
APTおよびLSTは、従来答えを出せなかった臨床課題にエビデンスをもたらしうる。また、国際
共同研究への参加は、施設がノウハウを蓄積する機会となる。APT、LST、そして国際共同試験
を臨床研究推進体制の中に適切に位置付けることが、本邦の臨床研究全体の発展につながりうる。
本発表では、APT、LST、および国際共同研究の特徴を述べ、この役割の広がりを紹介した上で、
これを国内で活かす方策として以下を検討する：(1)大規模臨床研究ネットワーク構築の方策、
(2)人材育成策、(3)法制度、研究助成、倫理審査、試験登録等のシステムの改善。
REMAP-CAP is an international adaptive platform trial (APT) with a primary goal of
quickly responding to a pandemic. It is also a large simple/pragmatic trial (LST) that
achieves scale by relatively simple design and minimum burden on sites. Despite its
original goal, multiple clinical trials for drug approval are already running on REMAP-CAP.
In Japan, approximately 30 hospitals are participating in REMAP-CAP. Some original APTs
are also being developed.
APTs and LSTs may allow generation of otherwise difficult clinical evidences. Joining
international clinical trials allows researchers to learn. Appropriately positioning APTs,
LSTs, and international clinical trials will strengthen the entire clinical research enterprise.
The following are important considerations for maximizing this opportunity: (1)
Strategies for developing large clinical research networks, (2) Strategies for developing
necessary human resources, and (3) Strategies for improving related regulations, funding
programs, ethical review, trial registration, and other related systems.
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