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説明文書 

1. はじめに 

この説明文書は、臨床試験「T1-2N0M0 声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分

割照射法のランダム化比較試験」（JCOG0701）」（以下、JCOG0701 試験）の参加に同意いただ

いた患者さんを対象に、JCOG0701 試験の附随研究（より多くの疑問を解決するために追加で

計画された研究）について説明したものです。 

JCOG0701 試験は 2016 年 6 月に統計学的な詳しい解析を行いました。その結果、治療を始

めた日から再発なく 3 年以上過ごせた患者さんは、標準分割照射法も加速照射法もいずれもほ

ぼ 8 割でした。そのため、どちらの照射法も、ほぼ同じくらいの治療効果があると考えています。

JCOG0701試験にご参加いただきありがとうございました。 

この附随研究では、どちらの照射法で治療を受けた方も対象として、ご参加をお願いしていま

す。研究の内容は、あなたの腫瘍組織（放射線治療の前に採取された腫瘍組織の一部）を用い

て治療効果に関連するがんのタンパク質の発現と放射線治療の結果との関連を調べる、という

ものです。本研究に用いる腫瘍の組織の一部は治療開始前に既に採取された検体の一部を用

いますので、本研究のためにあなたに負担が生じたり、新たに苦痛を強いたりすることはありま

せん。 

この説明文書は、この研究に参加するかどうかを決める際に、担当医による説明を補い、あ

なたの理解を助けるために用意されています。ご家族と一緒にお読みいただいてもかまいませ

ん。担当医の話やこの説明文書の内容で分からないことや疑問点などがありましたら、担当医

に遠慮なくお尋ねください。 

2. 研究の目的 

早期声門がんの標準治療は放射線治療であり、放射線治療により治癒が期待できます。し

かし、残念ながら一部の患者さんでは放射線治療を行っても再発を生じる場合があります。これ

までのところ放射線治療を受けた患者さんに再発が生じるかどうか、あるいは長く生存できるか

どうかを予測する指標（「予後因子」といいます）として信頼できる因子は見つかっていませんが、

その候補となり得る因子がこれまでの研究でいくつか報告されています。本研究ではそれらのう

ち、タンパク質の一種である EpCAM、p53、p16 が腫瘍組織で発現しているかどうかと放射線治

療後の結果を比較検討することにより患者さんの予後因子となり得るかどうかを目的とします。 
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3. 腫瘍組織におけるタンパク質の発現解析の研究へのご協力について 

この研究では、あなたの腫瘍組織（放射線治療の前に採取された腫瘍組織の一部）を使って、

タンパク質の発現解析を行い、予後との関連を調べます。これにより、早期声門癌に対する放射

線治療の予後因子を見つけられる可能性があります。 

この研究にご賛同いただいた場合、将来あなたと同じ声門がんになる患者さんに対する治療

の向上に役立つ多くの知見が得られると私たちは期待しています。このため、腫瘍組織を放射

線治療後の経過情報とともにこの研究に利用させていただきたいと考えています。 

放射線治療前に採取された腫瘍組織は病気の診断のために利用されますが、その検査が終

わり、残った腫瘍部分をこの研究に利用します。具体的には、放射線治療への抵抗性と関連が

あるといわれているがん幹細胞のマーカーの一種である Epithelial cell adhesion molecule

（EpCAM）というタンパク質、放射線治療への感受性が良いといわれているヒトパピローマウイル

スの感染を示す p16 というタンパク質、そして悪性腫瘍全般でよく知られたバイオマーカーであ

り、がん抑制遺伝子の一種である p53の発現を詳しく調べる予定です（図 1）。 

  

 

図 1 この研究の流れ 
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研究の方法を含め、あなたに同意していただくための手続きについて次章以降で詳しく説明

します。 

4. 研究協力の任意性と撤回の自由 

この研究に参加されるかどうかは、この研究の説明を聞いた後、最終的にご自身で選択し、

決めていただくことになります。その結果、どのような決定をされたとしても、あなたの不利益に

なるようなことはありません。 

また、いったんこの研究への参加に同意された場合でも、いつでも同意を取り消すことができ

ます。その場合には提供していただいた腫瘍組織を調べた結果は廃棄され、診療情報などもそ

れ以降はこの研究で使われることはありません。この場合にも、あなたの不利益になるようなこ

とはありません。ただし、同意を取り消した時にすでにこの研究の結果が論文などで公表されて

いた場合には（公表される結果には個人を同定できる情報は含まれません）、あなたの腫瘍組

織から得た結果を取り除くことができない場合があります。 

この研究に参加いただける場合は、最終ページの「同意書」にご自身で署名をいただくか、担

当医に参加に同意する旨を直接お伝えください。また、後日同意を撤回される場合には、担当

医までお知らせください。 

5. 研究の方法 

（1）研究の方法 

放射線治療の前に採取された腫瘍組織の一部を使用します。ホルマリンで固定された病理

標本を薄く切って作られたスライドを用い、タンパク質の発現量や分布を組織上で直接観察でき

る免疫
めんえき

染色法
せんしょくほう

を行います。さらに、あなたに参加いただいている JCOG0701 試験で得られた診

療情報をあわせて使わせていただきます。 

（2）タンパク質の発現解析を行う施設 

あなたからいただいた腫瘍組織は、国立がん研究センター中央病院病理診断科でタンパク質

の発現解析を行います。 

（3）研究の期間 

この研究の予定期間は、［ 医療機関の長の研究実施許可 年月を記入 ]月から 2019年頃ま

での予定です。 
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6. あなたにもたらされる利益および不利益 

この研究の結果が、ただちにあなたに有益な情報をもたらす可能性はなく、今後の医学の発

展に寄与するもので、将来、がんの治療がより効果的に行われるようになる可能性を期待して

います。 

この研究ではすでに採取された腫瘍組織を用いるため、新たに負担が生じることはなく、あな

たに不利益を及ぼすこともありません。 

7. 研究計画書の開示 

ご希望があれば、他の患者さんの個人情報保護やこの研究に支障が生じない範囲内で、こ

の研究の研究実施計画書の内容をご覧いただくことができます。また、タンパク質を調べる方法

などに関する資料が必要であればご用意します。詳細は、担当医までお問い合わせください。 

8. 研究の費用について 

この研究で行われるタンパク質の研究に必要な費用を、あなたが負担することはありません。

また、あなたがこの研究のために腫瘍組織を提供していただくにあたって、謝礼金や交通費など

をお支払いすることもありません。 

9. 個人情報の保護について 

あなたの診療に関する記録は、当院と JCOG データセンターで保管し、秘密を厳守いたしま

す。またこの研究の結果を医学雑誌や学会で報告する場合にも、あなたのプライバシーは守ら

れます。 

担当医は、あなたの腫瘍検体から、氏名、生年月日、カルテ番号などの個人情報を削除し、

代わりに新しい番号（JCOG0701 の登録番号）をつけ、誰の腫瘍組織かが分からないように匿名

化してから、検体の解析を行う機関（国立がん研究センター中央病院）に送付します。つまり、氏

名、生年月日、カルテ番号など、個人が特定できるような、あなたの個人情報が外部に漏れるこ

とはありません。このような方法によって、あなたの個人情報と診療情報は、外部の者はもちろ

ん、タンパク質の発現解析を担当する研究者にもあなたのものであると分からなくなります。 

10. この研究の倫理審査について 

この研究は、当院の倫理審査委員会と JCOG の委員会によって、研究計画が審査されてい

ます。これらの組織の審査によって、研究に参加される方の権利が守られていることや医学の

発展に役立つことなどが検討され、研究の計画が適切であることが認められています。 
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また、この研究を実施する間は JCOG の効果・安全性評価委員会が、患者さんの安全が確

保され、プライバシーが守られているかどうかを監視しています。 

11. 研究から生じる知的財産権の帰属 

この研究の結果から特許権などの知的財産権が生じる可能性がありますが、これらの権利

は研究代表者、研究事務局、病理研究事務局、この研究を実施したグループのグループ代表

者、国立がん研究センターに帰属します。その知的財産権から経済的利益が生じた場合も、研

究に参加いただいたことによる、ご自身への経済的な利益の還元はありません。 

12. 研究成果の公表 

この研究の成果は、あなたやあなたのご家族を特定できるような氏名などの情報を排除し匿

名化されたうえで、学会発表や学術雑誌および Web 上に公開されたデータベースなどで公に発

表されることがあります。 

また、この研究に参加してくださった患者さん全員の情報をあわせて統計学的に解析すること

によって、はじめて意味のある結果が得られることになります。したがって、タンパク質の発現を

解析した結果をお知らせすることはありません。このような研究の成果は将来の医学の発展に

貢献するものであることをご理解ください。 

なお、研究の進み具合やこの研究の成果については、あなたの求めに応じ、担当医からご説

明します。 

13. この研究が終了した後の検体の取扱いの方針と情報の二次利用について 

あなたの腫瘍組織は、この研究のためだけに使わせていただきます。この研究が終了次第、

ご提供いただいたあなたの腫瘍組織は適切な方法ですみやかにすべて廃棄し、将来別の目的

のために行われる研究で利用されることはありません。また、研究で得られた情報もこの研究の

のためだけに利用され、将来別の目的のために行われる研究で二次利用されることはありませ

ん。 
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14. この研究の研究資金について 

この研究で行われるタンパク質発現の解析等に必要な費用は、以下の研究費によりまかな

われています。また、この研究に関連する費用をあなたが負担することはありません。 

 国立がん研究センター研究開発費 26-A-4 

「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究」班 

 文部科学省学術研究助成基金助成金、若手研究（B） 

「頭頸部扁平上皮がんにおけるがん幹細胞関連分子と放射線抵抗性に関する

研究」 

 文部科学省学術研究助成基金助成金、基盤（C） 

「頭頸部がんにおける癌・幹細胞関連遺伝子群を標的とした治療法の開発」 

15. 利益相反について 

研究における利益相反（C O I
シーオーアイ

：Conflict of Interest）とは「主に経済的な利害関係によって公

正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められているのではないかと疑われかね

ない事態」のことを指します。具体的には、製薬企業や医療機器メーカーから研究者へ提供され

る謝金や研究費、株式、サービス、知的所有権等がこれにあたります。このような経済的活動が、

研究の結果を特定の企業や個人にとって有利な方向に歪曲させる可能性を判断する必要があ

り、そのために利害関係を管理することが定められています。 

JCOG における利益相反（COI）の管理は JCOG 利益相反委員会で行っております。また、当

院における利益相反（COI）の管理は倫理審査委員会が行っておりますので、詳細をお知りにな

りたい場合は、担当医までお問い合わせください。 

なお、この臨床試験に中心的な役割を持つ研究者（研究代表者、研究代表者、グループ代表

者、グループ事務局）については、試験開始時点での利益相反はありません。試験の途中で新

たな利益相反が生じた場合には、JCOGホームページにて公開されます。 

16. どんなことでも質問してください 

ご質問があれば遠慮なくお尋ねください。 

これまでの説明をよくご理解いただいたうえで、あなたがこの研究への参加に同意していただ

ける場合には、「同意文書」にご署名のうえ、担当医までご提出くださいますようお願いいたしま

す。  
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17. 担当医の連絡先、研究代表者、研究事務局 

担当医：  

 

施設研究責任者： 小西 浩司  

大阪国際がんセンター放射線腫瘍科 〒541-8567 大阪市中央区大手前 3-1-69 

TEL：06-6945-1181  FAX：06-6945-1900   E-mail：konisi-ko@mc.pref.osaka.jp 

 

この臨床試験全体の責任者・連絡窓口は以下のとおりです。 

研究事務局（附随研究の実務責任者、連絡窓口） 

村上 直也 

国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 

TEL：03-3542-2511  FAX：03-3545-3567 

E-mail：namuraka@ncc.go.jp 

研究代表者（附随研究全体の責任者） 

加賀美 芳和 

昭和大学医学部 放射線治療科 

〒142-8555 東京都品川区旗の台 1-5-8 

TEL：03-3784-8835  FAX：03-3784-8835 

E-mail： kagami@med.showa-u.ac.jp 

病理研究事務局（附随研究のタンパク質発現解析担当者） 

森 泰昌 

国立がん研究センター中央病院 病理診断科 

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 

TEL：03-3542-2511  FAX：03-3545-3567 

E-mail：tamori@ncc.go.jp 
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同 意 書 

大阪国際がんセンター総長  殿           

JCOG0701A1：EpCAM と放射線治療の予後に関する研究 

「T1-2N0M0 声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割照射法のランダム

化比較試験（JCOG0701）」の附随研究 

説明内容：  

 この研究が JCOG の臨床試験（JCOG0701）の附随研究であること 

 この研究へのご協力について 

 研究協力の任意性と撤回の自由 

 研究の意義、目的と方法 

 予測される研究結果および提供者等に対して予測される危険や不利益 

 研究計画書の開示 

 腫瘍組織や診療情報等の提供は無償であること 

 個人情報の保護について 

 研究の倫理審査 

 研究結果は、匿名化された上研究成果として公表されること 

 研究から生じる知的財産権の帰属 

 この研究終了後の検体と情報の取扱いの方針 

 研究資金について 

 利益相反について 

 研究責任者の氏名と職名 

 どんなことでも質問してください 

 担当医師の連絡先、研究代表者、研究事務局 

上記の研究について、私が説明しました。 

説明年月日：       年      月      日 

説明医師署名：                                         （自署） 

                  

私はこの臨床研究に参加するにあたり、研究の内容について担当医より十分な説明を受けまし

た。  

臨床研究の内容を理解しましたので、この研究に参加することについて  

 

□同意します。   □同意しません。 

 

同意年月日：       年      月      日  

本人氏名：                                  （自署） 


