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1. はじめに 

この説明文書は、当院で実施している『切除不能進行胃癌に対するニボルマブ治療不

応・不耐後の化学療法における有効性と安全性の前向き観察研究（REVIVE
リ バ イ ブ

 study: 

CSPOR-GC01）』という臨床研究について説明したものです。 

この臨床研究に参加するか決めていただく際に、担当医による説明を補い、患者さん

にこの臨床研究を理解していただくために用意しました。担当医の話やこの説明文書の

内容でわからないことや疑問点がありましたら、担当医に遠慮なく質問してください。

この臨床研究に参加するかどうかは、あなたが自由に決定することができます。参加を

お断りになられても診療上の不利益はありません。また、参加に同意をいただき治療を

始めた後でも、この臨床研究への参加を取りやめることができます。 

 

2. 臨床研究とは 

臨床研究とは、治療法や診断法の有効性・安全性を科学的に確かめる研究です。現

在、標準的な治療法として推奨
すいしょう

されている治療・診断法の多くも、国内及び海外で行

われた臨床研究により有効性・安全性が確認され進歩してきました。 

実際に患者さんに協力して頂くことで｢新しい治療法がその病気に対してどれくらい

効くか(効果)｣、「どのような種類の副作用がどのくらいの頻度でおこるのか（安全

性）」について調査することができます。 

なお、この研究は、人間を対象とする医学研究の倫理原則を示した「ヘルシンキ宣

言」や、本邦で臨床研究を行う際に遵守すべき事項を定めた「人と対象とする医学系研

究に関する倫理指針」などに則って計画され、当院の倫理
りんり

審査
しんさ

委員会
いいんかい

で、科学的、倫理

的に問題がないか審議され、承認された上で実施しています。 

 

3. あなたの病気と治療について 

胃がんに対する治療には、「手術」と「抗がん剤による治療（化学療法※1）」などがあ
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ります。がんの進行度合いや患者さんの体の状態に応じて、最適な治療法を選択します。

今のあなたは、手術ではがんを完全に取り除けない（切除不能）胃がんであり、ニボル

マブを用いた治療を受けています。胃がんにおけるニボルマブ治療の有効性は、日本人

を含めた臨床研究で確認され、その結果をもとに日本でも保険承認されました。 

現在、さまざまな抗がん剤が使用されておりますが、全ての患者さんに効果が認めら

れる治療ではありません。そのため、ニボルマブの治療効果が不十分となることも考え

られます。その場合には、今までに受けたことがない抗がん剤治療を行うことが多いと

考えられています。 

 

※1抗がん剤には以下のようなものがあります。 

フルオロウラシル 

（商品名5-FUⓇ） 

胃がんの標準的な治療薬です。がんの増殖を抑え、

縮小させる効果があります。 

レボホリナートカルシウム 

（商品名レボホリナートⓇ） 

ビタミンの一種で5-FUと合わせて使用すると、

がんの増殖を抑える効果が強まります。 

S-1（エスワン） 

（商品名ティーエスワンⓇ） 

カペシタビン 

（商品名ゼローダⓇ） 

いずれも経口の抗がん剤（飲み薬）です。腸管か

ら吸収されフルオロウラシルに変換され抗腫瘍効

果を発揮します。 

パクリタキセル 

（商品名タキソールⓇ） 

ドセタキセル 

（商品名タキソテールⓇ） 

ナブパクリタキセル 

（商品名アブラキサンⓇ） 

いずれもタキサン製剤に分類される抗がん剤で

す。微小管に作用することで、がん細胞の分裂を

抑えることでがんの増殖を抑える効果がありま

す。 

イリノテカン 

（商品名トポテシンⓇ、カンプトⓇ） 

カンレンボク由来の抗腫瘍性物質から合成された

抗がん剤です。DNAに作用して、がんの増殖を抑

え、縮小させる効果があります。 

オキサリプラチン 

（商品名エルプラットⓇ） 

シスプラチン 

（商品名ブリプラチンⓇ、ランダⓇ） 

いずれも白金製剤に分類される抗がん剤です。

DNA に作用してがんの増殖を抑え、縮小させる

効果があります。 

トラスツズマブ 

（商品名ハーセプチン®） 

がんの成長に関するシグナルのひとつである

HER2（ハーツー）を阻害することで、がんの増

殖シグナルを遮断する分子標的薬です。 

ラムシルマブ 

（商品名サイラムザ®） 

がんの栄養を供給する血管に関するシグナルのひ

とつであるVEGF（ブイーイージーエフ）系に結

合して、抗腫瘍効果を発揮する分子標的治療薬で

す。 

ニボルマブ がんが免疫から逃れるためのチェックポイントシ
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（商品名オプジーボ®） グナルである PD-1（ピーディーワン）の働きを

抑えることで、リンパ球によるがんの攻撃を促す

薬です。 

 

 

4. この臨床研究の目的 

この臨床研究では、日常診療でニボルマブ治療を受けている患者さんに参加いただき

ます。そのニボルマブ治療の効果が不十分であったのちに、抗がん剤治療を受けている

患者さんの実際の治療経過を観察し、抗がん剤治療の有効性と安全性のデータを集める

ことを目的としています。 

 

5. 研究期間、実施施設および参加人数 

 この臨床研究の研究期間は、倫理審査委員会承認後から24か月、追跡期間12か月、

研究全体で 3 年間を予定しています。200 名の患者さんが参加する予定です。最後の

患者さんが登録された後１年間、治療継続の有無にかかわらず、経過を観察させていた

だきます。この臨床研究は、愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 室 圭が研究代

表者となり実施する臨床研究です。 

 

6. この臨床研究の手順 

① 適格性の確認と研究への登録 

この臨床研究に参加していただくためには、患者さんの安全確保の観点から、以下

の条件を満たしていることが必要です。さらに研究の参加に同意いただいた場合、こ

れらの条件に適しているかを細かく確認するため、事前の診察・検査を行います。同

意いただく前の検査で代用できる場合は、追加の検査は必要ありません。担当医が適

格性を確認したのち、臨床研究への登録を行います。 

 対象となる主な条件は以下の通りです。 
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(1) 切除不能な進行・再発の胃がんの方。 

(2) 全身状態が良好な方 

(3) 研究の内容について納得し、文書による同意をいただける方 

(4) 進行・再発の胃がんに対して、過去にフルオロピリミジン（ティーエスワン、5-

FU、ゼローダなど）、プラチナ系薬剤（シスプラチン、オキサリプラチン）、タキ

サン系薬剤（ドセタキセル、パクリタキセルなど）を含む抗がん剤治療を受けたこ

とがある方 

(5) 十分な臓器機能、骨髄
こつずい

機能
きのう

を有する方 

(6) ニボルマブ治療を受けている方 

(7) ニボルマブ治療の効果が不十分であったのちに、抗がん剤治療を受ける予定の方

（予定されている抗がん剤治療として、オキサリプラチンを含む治療法または、

イリノテカンによる治療を予定されている方） 

 

② 研究全体のながれ 

 

 

 

 

 

 

図 研究の全体のながれ 

 

③ 検査スケジュール 

あなた自身の安全と治療法の正しい評価のため、検査を定期的に行います。検査の回

数は、この臨床研究に参加せずに同じ治療を受けた場合に比べてほぼ変わりません。検

ニボルマブによる治療 

 

ニボルマブ治療

の終了 

同意取得 

その後の経過を観察

させていただきます 

治療経過を観察させてい

ただきます 

抗がん剤による治療 

抗がん剤による

治療の終了 
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査は、問診、血液、心電図、画像検査（ＣＴなど）などです。 

 

 

 治療前 治療中 治療中止時 

同意取得 ●   

診察 ● ● ● 

血液検査 ● ● ● 

画像検査 ● 

● 

 治療開始後4週毎 

（8週以降は8週毎） 

● 

 

 

7. 予測される研究参加の利益および不利益 

この臨床研究は、日常診療の中であなたの治療経過を調査する研究であり、研究参加

に伴う治療上の利益や不利益はありません。また、研究の実施中は、この臨床研究の研

究事務局が患者さんの安全が確保されているかどうかを監視することになっています。

なお、この臨床研究に参加することによる、ご自身への経済的な利益はありません。 

 

8. 研究への参加を中止する場合 

以下の項目に該当した場合、研究の継続を中止します。 

① 胃がんの増悪が認められたとき 

② 副作用のため、研究治療を続けることが危険であると考えられるとき 

③ 理由に関係なく、あなたが中止を希望したとき 

④ その他、担当医が中止したほうがよいと考えたとき 

研究を中止した場合でも、担当医師が責任をもってその後の最善の治療を提供します。

なお、途中で研究を中止した場合でも、中止するまでの記録は貴重な資料として、使用

させていただくことをご了承ください。 

今まで知られていなかった重い副作用、または既に知られている重い副作用が頻繁に
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起こるなど、あなたが研究への参加を継続するかどうかの判断に影響を与える可能性の

ある情報が得られた場合には、直ちにその情報を担当医からお伝えします。その内容に

より、この研究への参加を取りやめることもあなたの自由ですので、その際には研究へ

の参加の継続あるいは取りやめをご判断ください。 

その他、研究期間中に、本研究の治療に関する新しい情報が得られ、治療自体の安全

性に問題があることがわかった場合などに、臨床研究そのものが中止になることがあり

ます。もし、あなたがこの臨床研究による治療が中止となった場合でも、その後の治療

について担当医が責任を持って対応いたします。 

 

9. 健康被害が発生した場合 

この研究の参加中または終了後に、本研究において使用する医薬品の投与により、予

測できなかった重い副作用などの健康被害が生じる可能性がありますが、この研究が日

常診療内での研究である性質上、健康被害については通常の診療における健康被害に対

する治療と同様に適切に対処いたします。本研究では、お見舞い金や各種手当てなど、

健康被害に対する特別な経済的な補償は準備しておりません。 

 

10. 費用負担について 

本研究に参加されている間にあなたが受ける治療薬や補助的な治療、検査など、実際

の治療にかかる費用については、保険診療で実施します。そのため、あなたが加入され

ている健康保険に応じた自己負担が生じます。本研究に、参加していただくことによる

金銭的な利益はありません。 

 

11. 研究への参加の自由と同意撤回の自由 

 この臨床研究への参加はあなたの自由意思に基づくものです。本研究に参加されない

場合でも、そのことにより不利益を被ることはありません。担当医師はあなたと病状に

合った最適の治療をご相談します。 
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 また、本研究に参加いただいたあとでも、理由に関係なく、中止を希望する場合や継

続が難しい場合にはいつでもやめることができますので、担当医師にご相談ください。

本研究を中止した場合も、その後は担当医師が最適の治療をご相談します。不明な点や

疑問な点などは担当医に遠慮なくご質問ください。十分に検討された後、この研究に参

加いただける場合は、「同意書」にご自身で署名をお願いします。本研究への参加には、

ご本人の同意が必要です。なお、「同意書」はこの臨床研究を十分にご理解頂き、参加

に同意したことの確認であり、臨床研究実施に不可欠な条件として求められるものです。

担当医の診療に関する責任を軽減するのではありません。 

 

12. 研究登録、結果公表、成果物およびその権利の帰属先 

本研究は、以下のホームページに概要が公開されています。また、研究の結果は学会で

の発表、医学雑誌への投稿などを通じて公表することがあります。そのような場合には

あなたを含め本研究に参加いただいた患者さんの個人が特定される情報は含まれません。 

 ・UMIN臨床試験登録システム：http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm 

 

  また、本研究により得られた成果から、何らかの特許権が生み出された場合には、

その特許権は研究者に帰属することになり、あなたには帰属しませんのでご了承くださ

い。 

 

13. この研究の利益相反について 

利益相反とは研究成果に影響する可能性のある利害関係を指し、金銭及び人的、物的関

係を含みます。本研究は、小野薬品工業株式会社、ブリストル・マイヤーズ株式会社お

よび公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターの臨床研究支援契約に基づいて、

この研究に係る資金提供を受け、その研究資金により実施いたします。 

運営事務局である公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターや研究費を出資する
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小野薬品工業株式会社およびブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社は、臨床研究の

計画、実施、発表に関する意思決定、及びデータ解析には関与しません。従って、本研

究の計画、実施、発表に関して、結果（科学的な成果）に影響するような利害関係は想

定していません。 

 なお、この臨床研究における参加施設の研究者の利益相反の管理は、それぞれが自施

設の研究者に関して行います。本研究に関わる当院の研究者の利益相反の管理は、利益

相反審査委員会の審査のうえ、倫理審査委員会により確認されています。 

 

14. プライバシーの保護について 

この臨床研究に参加されますと、個人情報と診療情報記録の一部は、当院の他、横浜市

立大学次世代臨床研究センターに保管されます。当院とデータセンターとのやり取りの

際は、あなたのお名前ではなく、研究に限定した登録番号を使用します。当院とデータ

センターではこれらの情報が外部にもれたり、臨床研究の目的以外に使われたりしない

よう最大の努力をしています。この臨床研究にご参加いただける場合はこれらの個人情

報の使用につきましてご了承くださいますよう、お願い申し上げます。 

また、臨床研究の結果は国内外の学術誌や学会で公表されます。この場合もお名前や個

人を特定できるような情報は使用いたしません。本研究のために集められた情報は、個

人情報保護のもと、施設及びデータセンターで当該研究の終了について報告された日か

ら 5 年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表について報告された日から 3 年

を経過した日のいずれか遅い日まで保管され、その後適切に廃棄されます。 

 

15. 監査とモニタリングについて 

1) 監査 

監査とは、研究が適切で安全に行われ、臨床研究に参加している患者さんの人権が守ら

れているか、検査や診断の結果が正しく報告されているかなどを確かめる調査です。監
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査については「人を対処とする医学的研究に関する倫理指針」によって、各臨床研究で

必要と判断した場合に計画することになっています。ただし、この臨床研究は、日常診

療の中であなたの治療経過を調査する研究であり、研究参加に伴う治療上の利益や不利

益はありません。そのため、監査は原則として実施しない予定になっています。 

2) モニタリング 

この研究が、安全かつ研究実施計画書に従って実施され、データが正確に収集されてい

ることを確認する目的で中央モニタリングがおこなわれます。モニタリングの結果は、

研究代表者に報告されます。 

 

16. この研究に関する資料の閲覧について 

あなたのご希望により、本研究に参加いただいた患者さんの個人情報保護および本研究

の独創性の確保に支障がない範囲で、本研究や方法に関する資料をご覧いただくことが

できます。資料の閲覧を希望される方は、担当医師にお申し出ください。 

 

17. データの二次利用について 

この臨床研究のために集めたデータを、この臨床研究とは別の研究に利用する場合があ

ります。今はまだ計画・予想されていないものの、将来、非常に重要な検討が必要とな

るような場合です。例えば、この臨床研究と同じ胃がんの患者さんを対象とする別の臨

床研究のデータを併せて解析して、より詳しい検討を行う場合などです。その場合でも、

あなたのプライバシーは保護されます。この臨床研究に参加される際に受けられた説明

の目的や項目の範囲を超えて、データを利用させていただく場合は、当院のホームペー

ジ内でお知らせいたします。 

 

18. 守っていただきたいこと 

1. 定期的に来院してください 
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治療効果の確認だけでなく、副作用が現れていないかどうかを確認するために定期

的な来院が必要となりますので、ご都合が悪くなったときは、必ずご連絡をお願い

します。 

2. いつもと体調が違うときはご連絡ください。 

担当医に詳しくお話しください。適切に対応いたします。 

3. 連絡先が変わった場合はお知らせください 

引っ越しなどにより、住所や電話番号などの連絡先が変更になる場合は、必ず担当

医までお知らせください。 

 

19. この研究の責任者と質問の自由 

何かわからないことがありましたら、いつでも遠慮なく担当医に尋ねて下さい。担当医

の説明でどうしても納得がいかない場合や不明な点についての詳しい説明を望まれる場

合は、下記の連絡先にご連絡いただければ対応させていただきます。 

 

     担当医：                         

     所 属：                         

     連絡先(TEL)：                      

 

〇当院における責任医師 

 所 属  ：   腫瘍内科                  

 責任医師名 ：   杉本直俊                  

連絡先(TEL) ：   06-6945-1181                  

                           

本臨床研究全体の責任者は下記のとおりです。当院の医師に尋ねにくい場合や本臨床研

究の責任者に直接質問されたい場合は、下記の研究代表者までお問い合わせください。 
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〇 研究代表者（臨床研究全体の責任者） 

室(むろ) 圭(けい) 

愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 

〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 

TEL: 052-762-6111（代表） 

 

〇 お問い合わせ先 

成田(なりた) 有季哉(ゆきや) 

愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 

〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 

TEL: 052-762-6111（代表） 

 

そのほか、苦情等がありましたら下記の苦情の受付先へご連絡ください。 

〇 苦情の受付先 

大阪国際がんセンター 研究所病院共同研究連携室 

  室長  片山 和宏 

        住所：〒５４１－８５６７ 大阪市中央区大手前３－１－９６ 

        Fax：０６－６９４５－１８３４  

        e-mail：kbyori01@mc.pref.osaka.jp 

（お問い合わせは、Fax、e-mail又は郵送でお願いいたします。また、氏名及び診察券

に記載されているカルテ番号を必ず記載するようにして下さい。） 
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同 意 書 

 

医療機関名：大阪国際がんセンター 総長 殿 

臨床研究名：「切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法に 

おける有効性と安全性の前向き観察研究」（REVIVE study） 

説明内容： 

1.はじめに 

2.臨床研究とは 

3.あなたの病気と治療について 

4.この臨床研究の目的 

5.研究期間、実施施設および参加人数 

6.この臨床研究の手順 

7.予測される研究参加の利益および不利益 

8.研究への参加を中止する場合 

9.健康被害が発生した場合 

10.費用負担について 

11. 研究への参加の自由と同意撤回の自由 

12. 研究登録、結果発表、成果物およびその権利

の帰属先 

13. この研究の利益相反について 

14. プライバシーの保護について  

15. 監査とモニタリングについて 

16. この研究に関する資料の閲覧について 

17. データの二次利用について 

18. 守っていただきたいこと 

19. この研究の責任者と質問の自由 

責任医師の連絡先、研究代表者 

 

私は、本臨床研究について以上の項目を説明しました。 

説明日：     年   月   日 

説明医師氏名：                （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師より十分な説明を受けまし

た。 

 

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。 

 

 

同意日：     年   月   日 

患者氏名：                （自署） 

  

診療録保管用 
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同 意 書 

 

医療機関名：大阪国際がんセンター 総長  殿 

臨床研究名：「切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法に 

おける有効性と安全性の前向き観察研究」（REVIVE study） 

説明内容： 

1.はじめに 

2.臨床研究とは 

3.あなたの病気と治療について 

4.この臨床研究の目的 

5.研究期間、実施施設および参加人数 

6.この臨床研究の手順 

7.予測される研究参加の利益および不利益 

8.研究への参加を中止する場合 

9.健康被害が発生した場合 

10.費用負担について 

11. 研究への参加の自由と同意撤回の自由 

12. 研究登録、結果発表、成果物およびその権利

の帰属先 

13. この研究の利益相反について 

14. プライバシーの保護について  

15. 監査とモニタリングについて 

16. この研究に関する資料の閲覧について 

17. データの二次利用について 

18. 守っていただきたいこと 

19. この研究の責任者と質問の自由 

責任医師の連絡先、研究代表者 

 

私は、本臨床研究について以上の項目を説明しました。 

説明日：     年   月   日 

説明医師氏名：                （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師より十分な説明を受けまし

た。 

 

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。 

 

 

同意日：     年   月   日 

患者氏名：                （自署） 

  

本人保管用 
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同意撤回確認書 

 

医療機関名：大阪国際がんセンター 総長  殿 

臨床研究名：「切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法に 

おける有効性と安全性の前向き観察研究」（REVIVE study） 

 

私は、本臨床研究への参加に同意し同意書に署名しましたが、その同意を撤回します。 

 

本研究で得られた検査等の今までのデータについては以下の通りです。 

□ 使用可能   □ 使用不可 

 

 

撤回日：     年   月   日 

患 者 氏 名：                （自署） 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

本臨床研究への参加について、患者さんに同意撤回の意思を確認いたしました。 

 

確認日：     年   月   日 

確認医師氏名：                （自署） 

 

 


