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患者さんへの同意説明文書

小細胞肺がんの多施設共同研究へのご協力のお願い
門不良(PS2‑鋤の進展型小細胞肺がん患者に対する

カルボプラチン＋工トボシド＋デユルバルマプ療法の第1I相試験

−よくお読みください−

この説明文書は、この臨床試験の内容について説明したものです。担当医師の説明を
補い、この試験についてご理解をいただくために用意しました。

この説明文書だけでは担当医師の説明の代わりにはなりませんので、必ず担当医師の
説明を受けてください。

この試験の内容を、十分にご理解いただいた上で、この試験に参加するかどうかを、
ご自身の意思によってお決めください。

内容についてわからないことや心配なことがありましたら、遠慮なく担当医師または
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本研究は帯広厚生病院倫理雷査委員会で審議のうえ承認を得ています。
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1臨床試験とこの説明文書について
私たちは、患者さんによりよい医療を提供するとともに、新しい治療法や診断法を開発す
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新しい治療法の効果や安全性を調べる試験を「臨床試験」といいます。臨床試験は、患者さ
んのご理解とご協力によって初めて成り立つものであり､医療が進歩するためには不可欠な

ものです。私たちが現在使用している薬や治療法も、臨床試験によってその効果や安全性が
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のです。

この臨床試験は、新しい治療法を保険者である国に認めてもらうための研究（治験）では
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行う、 「多施設共同研究」でもあります。

この臨床試験は、 「特定非営利活動法人北東日本研究機構」（以下、NEJSG)」で、この
臨床試験を実施することが医学の進歩に役立つか、患者さんが不利益を受けないかなど、試
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委員会でも試験内容の科学性､倫理性について審査が行われ、この試験を実施することにつ
いて当院の管理者の許可を得ております。

この臨床試験は、「医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は
ｰへA牛若、ロ戸へ0−→つ市詫0一一Jへ

一−

ユニヒ.l土莚ロノゴつ″･ I←ソ己)ﾛ汀ナL」LaJVノ、

ノーLノレノVしYノk《一Uノ面恥翫LI丈卜けソつ奉耳リノご表狸別X

1 1

0 ，承1 0‑→／一へ一ｰ＝ｰ国→つ一寺UI、去圭01と口[＝

売するアストラゼネカ株式会社からの資金提供を受ける「特定臨床研究」です。アストラゼ
ネカ株式会社は本試験のデータの収集、解析や解釈には関わらず、研究者が金銭的な利益や
それ以外の個人的な利益のために専門的な判断を曲げることもありません(P1619この
試験の資金と利益相反についてをご参照ください)。
臨床試験にはいくつかの段階があります。第一段階は、薬の人間に対する副作用の種類と

程度を調べ、治療に適切な投与臺を検討するための試験で、第1相試験といいます。この試
験では、薬を少ない臺から一定の副作用が認められるまで、数人の患者さん毎に段階的に臺
を増やして総きます。第1相試験で安全な投与量がわかったら、第二段階として、その投与
臺で効果と副作用を検討します。この試験を第ll相試験といいます。第三段階として、より

多くの患者さんを対象として現在行われている標準的な治療薬と新しいお薬の効果と安全
性を比較して優れているかどうかや劣っていないかどうかを検討します｡この試験を第Ⅲ相
試験ども,います。この臨床試験は、第W相試験にあたるものです。

この説明文害は、全身状態（パフォーマンス・ステータス:PS)(PSにつきましてはP4
表ECOGの髭rformanceSEtus(E)をご参照ください）が低下した未治療進展型

小細胞肺がんの患者さんに対し、デュルバルマブ、カルボプラチン、エトボシド併用療法を
行い、安全性（副作用の程度など）や効果（がんを小さくすること、がんが進行するまでの
1
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期間を延長できるかどうか）を調べることを目的とした試験について説明するものです。

この臨床試験への参加rついて橦討する上で、担当医師の説明時r、この臨床試験の内容
を理解して、参加するかどうか考えていただくためにこの説明文書をご用意いたしました。
必ず担当疾師から説明を聞き、この説明文書をよくお読みになってください。わからないこ
とや疑問点などがありましたら、担当医師または研究事務局になんでもご質問ください。
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これから、この試験についての詳しい説明をお読みになり、また、担当医師から説明を受
け、この研究の内容を理解し、ご参加いただける場合は、最後のページの同意書にサインを
お願いいたします。
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この試験についてさらにくわしく知りたい場合は窓研究計画書の開示手続きを経て､閲覧
することができます。担当医師にお尋ねください。

この研究に参加しない場合でも、あなたはなんら不利益を受けませんし、担当医師と気ま
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つでも、またどんな理田でも参班同意を撤回することができますbその場合も、あなたはな

んら不利益を受けません。参加同意を撤回しても、あなたにとって最善の医療(P139こ
の試験に参加しない場合の治療法についてをご参照ください）を提供します。
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した情報の利用についての同意を確認させてい庭だきます｡すでに収集した情報の利用につ
いて同意しない場合は、情報は廃棄され、診療記録もそれ以降は本研究のために用いられる
ことはありません。ただし、匿名化されてしまっている場合には、廃棄することができませ
いことがあります｡もしこの研究に参加されだ後に、この研究への参班の同意を撤回したい

場合は同意撤回書をご記入のうえ、担当医師にお伝えください。研究に協力されてもされな
くても、同じように最善の医療を提供いたします。
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あなたがこの研究へ参班されても､次の場合I塞躯を牢辻していただくこととなります僅あ
なたの意思に反して中止せざるをえない場合もありますが、あらかじめご了承ください。中
止する場合は､その理由およびそれまでのデータの活用方法などを担当医師からご説明いた
1
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ださい。

①あなたが研究への参加の中止を希望された場合
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②あなたの病気の状態や治療経過などから､担当医師が研究を中止したほうがよいと判断
した場合
③Fの臨床試齢全休が中1ﾄﾉｰｰ底っ存濤合

④その他、担当疾師が中止しだほうがよ& Iと判断した場合
⑤あなたが別の病院に移って肺がんの治療などを行う場合
⑥

（あなたが女性の場合）治療中に妊娠していることがわかった場合

菊モセーヘロー＝1−F〃､−1−−『

､一

今α〕心ノニUﾉ酒乳〔一j画痘1−ノUIL

あなたの痛気はこれまでの検査鑑栗鼠 :『進屋型班擁諦がん』:で蕊ることがわかって駐
ます。肺がんにはさまざまな種類がありますが、あなたの肺がんは「小細胞肺がん」という

種類の肺がんです。小細胞肺がんはタバコと関連が深いがんで、肺がんの中でも進行が早い
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他の臓器（§刊蔵･骨葱ど）に転移している篝おしくは腿の臓器に転移はしていないちのの蹄
の周りに広がっている状態であり、 「進展型」です。
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チナ製剤［カルボプラチンやシスブラチン］とエトポシド）が黒いられてきまし廷。−忘．
ここ数年で肺がんに対する免疫療法（免疫チェックポイント阻害剤率）の優れた治療効果が

報告されるようになりました。免疫チェックポイント阻害剤のうち、デュルバルマブやアテ
､
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においてち報告されています。その綣票塞全臺斌態のよい壁治療歴のない進展型剛細鯉蹄が
んに対する現在の標準1次治療は､以下の免疫療法と抗がん剤の併用療法となっています。
・デュルバルマブ＋カルボプラチン（もしくはシスプラチン）＋工トポシド
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この2つの治療の違いは主に免疫チェックポイント阻害剤（デュルバルマブちしく賎アテ
ゾリマブ）が異なること、カルボブラチンの代わりにシスプラチンが使用できるか、およ

び維持療法(P56この試験の方法について3)抗がん剤の投与方法をご参照くださ
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台療を比較し庭試験はなく墨どちらの治療が優

れているかはわかっていません。
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私たちの体には等細菌やウイルスなど外からの異麹や¥体の中ででき左がん細胞などの巽壼
な細胞のはたらきを抑え込み、排除するためのr免疫」という仕組みがあります。免疫が過
剰に働き、自分の体を攻撃しないように、免疫にブレーキをかける仕組みの−つが免疫チェ
． ‐ハーグ、0 1＝→
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細胞など〉の機能を抑えることで、免疫による排除から逃蕊て帆ることがわかってい:まず。
免疫チェックポイント阻害剤は罷この免疫チェックポイント機構を阻害することで抗腫瘍免
嬉春調鑿1 ，．杭がん軸早春奔濯す高桁がん割の一種 r雨す←

肺がんに対する治療選択にあたっては、全身状態や合併症も考憲されます。一般に、全
身状態はECOGPSスケールという基準を用いて評価します（表ECOGの
PPrfnrrnanf‑､PR十角十1 IQ(PR))̲FnPRヌケールlF上うて言正価奏す嘉左．温海炉(n全阜吠

態は低下している(PS2またはPSS) と考えられます。
表ECOGのPerformanceStatus(PS)
フヨーワ
〆、一グ
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定義
全く問題なく活動できる。

発病前と同じ日常生活が制限なく行える。

肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は
判Ｉ

仁二−1−べ宗一＝
IJ−ノーーノJ‐L＝‐o

例：軽し､家臺、事務作業
2

歩行可能で自芳の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。
日中の5畷以上はベッド外で過ごす。
17円たし可十二一と̲＆〆六白／穴『戸Wハ／ハールーIへ秀幸表I ,
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椅子で過ごす。
全く動けない。自分の身の回りのことは全くできなijl・

4

完全にベッドか椅子で過ごす。
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は、過去の臨床試験の結崇に基づい‑て刀ルボブラチン+エトポシド審彊し＜は分割シスブ
ラチン＋工トポジドが行われています。この2つの治療の有効性ば同程度であり、より取

り扱いが簡便なカルボプラチン＋工トポシドが一般的に用いられています。
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つである窪カルボブラチン＋エトポシド＋デュルバルマブ療法の苣熟性や安全性ば諺全皇賦
態がよい(PSOまたはPS1)患者さんにおいては明らかになっていますが、全身状態が
低下した(PS2またはPS3)患者さんに対しての安全性や有効性に関してはわかってい
＝当ノー

ひk二′Uo

全身状態が低下した（庵2また'ま尾3）進展型小細胞肺がん患者さんに対するカルボ
プラチン＋エトボシド＋デュルバルマブ療法の安全性や有効性の情報は不十分であり､十分
程一戸去一生一
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らこの試験の目蝋便われるお薬について
この試験は、全身状態が低下した(PS2またはPS3)進展型小細胞肺がん患者さんに対
オZh1 1 .剴芋→＝ェ、ノーL‑rL了特ごノ睦̲L=弓1l . ノや11 .マフ寸医§土/ハー今締r=.l一通巨云＝ヱナハ古11
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作用の程度など）と効果（がんを小さくすること、がんが進行するまでの鯏司を延長できる

かどうか）を調べることを目的としています。特に、安全性に関しては、全身状態が低下し
た(PS2またはPS3)患者さんにおいても、抗がん剤が予定通りの回数投与できるかどう
‑ﾅf−ht手ナ辰三市j評T百F．弄弐
ダリノJ一〃・口TI四塁亡コ追うo

全身状態が低下している鯉PS2以上の患者さんにおいては軽全身状態が低下していない
患者さんと比較すると､様々な副作用が強くでるおそれがあ:り､安全性を慎重にみながら治
療を行います。
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デュルバ鶏マブ（謹呈名ざイミフィンジ>"PD‑L1−Pe‑#経路と蕊う、免疫チェッ

クポイントの機能を阻害するお薬です。PD‑L1は免疫のブレーキとして働いており、がん
を攻撃する免疫系の細胞(T細胞）の働きを抑えます。デュルバルマブはPD‑L1の機能を

阻害することで免疫のブ:レーキを外し、免疫系の細胞<T総胞）を活性化し、がんを攻撃で

きるように堤します．進展型小細胞肺がんに対するデュルバノしマブ､カルボブラチン、エト
ポシド併用療法は日本で承認されています。
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カルボプラチン雲エトポシド還いずれ這義錘ん劃蓬塞がん細鯉の分裂を抑える遍薬です。
それぞれ小細胞肺がんに対して広く使われています。
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#＞対象と悪る患者さん
この試験に参加できる条件および参加いただけない条件は以下のとおりです。

（参加できる主な条件）
′方、

、佳一＝11〆戸0 l bし、n句ロ士÷ヤク

L一二へ111J亡寺や−9

，ラー

uノ些瞠=UノノJWTmⅡ巴MII｣〃･'U(一面シ出ICイLLVIaノ」

②化学療法による澄療歴が悪い童
③20歳以上の方
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④全身状態が低下している方(PS2またはPSS)

鄙、､志､ヒマに口到も､

｣皿パ父鉦日日ヒノ

の値が一定の基準以上の壷

⑥脳転移を有する場合、症状がないか､または脳転移に対する局所治療後の方。

⑦体重が30kgを超えている方
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⑨病名為よび病状、本試験内容について担当疾騨等から十分な説明を受け、十分な理解の
上で、本人の文書による同意が得られている方
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①がんの脳転移による症嘘があ蓋忘

②活動性の感染症(B型肝炎、C型肝炎、HiV感染症、活動性結核感染症）がある方
③重篶な合併症（活動性感染症、症状を有するうっ血性心不全、コントロール不良の高血
庁一一一X市.A､一六片声庶&牛壬古々pF

n可;nmpp

匹、

l日当L収百百．nT‑ F弓う大志ﾉふく一ノ

〆1，茎人こう大jU11止、主XグD.lエンI，＝け爪、

ﾛ〒

匿口､壱一走1』、÷そ七つ一

ノJ･αﾉ6JノJ

④登録前28日以忠匡大手癒を鐘っ庭万
⑤登録前30日以内に生ワクチン、弱毒ワクチンを投与された方

⑥避妊する意思のない男性。または妊婦授乳婦、妊娠検査を行い陽性であった女性また
l÷､ロゥ令丁→壱一ロコハナ夷1
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⑦担当医師が試謹への参狐が困難と半噛 しだ童
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2）抗がん剤の投与方法
治療は大きく分けて、 「導入療法」と「維持療法」に分かれます。
鬘入唐宗では、〒可ルバルマブ．カルボプ弓千ソ、TトポミノドのR種籍の杭がん割春田い

て治療を行います。 1サイクルを3〜4週間として最大4サイクル行います。

喜入療法の闇に画像検査を行い､治療効果が得られているかどうかを調べます。治療効果が
得られている場合は、維持療法に移ります。治療効果が認められない場合は治療の変更を検
言寸｜ ，主す‐

維拷療法では蚤デュルバルマブのみを用いて治療を行います。 1サイクルを4週間として
効果が続く限り治療を続けていきます。
導入療法

デュルバルマブ、カルボプラチン、エトポシドの3種類の抗がん剤を点滴します｡デュル
バルマブ、カルボプラチンは1日目のみ、エトボシド は1日目〜3日目に投与します。 1
サイクルを3〜4週間として、最大4サイクル（12〜j6週間）実施します。
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です。全身斌憩が良彊な鯉SOまだはPS1)患者さんと固臺の猿がん剤査投呈すると諺
副作用が強く出るおそれがあるため、当初は2種類の抗がん剤（カルボブラチン、エトボ
シド）の投与量を少し減らして(80%=)で投与します。副作用の程度に応じて、2サイ
局1 1戸←、戸0÷＋−÷ぞノー01若上鐘E三ヨ0一十no岸→→−1−←モダハ→÷

もノノlノヒゴノJ｡Qld,剣b〃P'UHliご上百皇星LノLゴヌゴソaX−〔一 ロαノツd，ソ"○

デュルバルマブ（1日目）

デュルバルマブ（22日目〜29日目）

カルボプラチン（1日目）

カルポプラチン（22日目〜29日目）

エトボジド (↑・2．3巳:目）

エトボシド（22．23．24日目〜亘9．30．31日目）
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減量（8蝿量）して投与

1サイクル目の副作用の程度

＊投与間隔（21〜28日
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当医師が判断します｡
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導入療法、維持療法は入院、または外来で行います。どちらが通Lﾉているかは患者さんそ
れぞれで異なります。臨床試験の担当医師とご相談ください。
1円日か尾つ1円問r弍存IオクRR間) 1#.

gl1ｲ乍田か尾の陸の同橲客待つ甑間ﾄｰ底r)=

す。血液検査や尿検査鍵レントゲン検杳喜適官行砧ます。

なお、副作用の程度により、治療を延期または中止、蘂の臺を減らすこともあります。
維持療法

喜入療法で治療効果が認められている患者さんは、維拷療法へ移行します。

デュルバルマブを第1日目に点滴します｡ ‑fサイクルを4週箇として、がんが進行する、
または副作用などで中止となるまで継続します。
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デュルバルマブ

1日目

29日目
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＊臨床試験期間中は、試験の治療薬（デュルバルマブ、カルボブラチン、エトボジド）以
外の抗がん剤、ホルモン療法、放射線療法、免疫療法を行うことはできません。ただし、臨
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参加の自田についての項をご参鰯くださ&遡。

3）検査のスケジュールについて
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ルに造って謹血液嬢査や窪レントゲン・CTなどの画爆嬢査を行います窪またまここf二記載
された以外にも､体調等により診療̲卜泊当医師が必要と判断した場合には追加の検査を行う
ことがあります。
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導入療法中

治療中止
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。：必須O:百常診療に準じて行います
*1 :SpO2またはPaO2のいずれか
*2：妊娠の可能性がある女性のみ
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7予想さ掘る副作馬等につ総て
この試験で使用されるデュルバルマブ漣カルボプラチン蕊エトボシドにおいて、発生する
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副作露情報はお薬の最新の添鍾文書（以下のホームベージ＞からご確認ください。

※参考：独立行政法人医薬品医療機器総合機構'httpr//www・pmdago.jp/
/イ1つ1
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アレルギー症猿懲抗がん剤の惠漉中又は点涜直接に認めら鈍る鐙合が多く逢湿疹や
掻痒感ゞ(かゆみ）、また頻度は高くありませんがひど0i場合は呼吸困難を伴うこと

があります。万が一治療中に上記のような症状を認めた場合は、すぐに担当の医師
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②全身倦怠感・疲碧。蕊力症

疲れやすくなったり、だるさを感じやすくなったりします。冨常生活に支障が出る
場合ちあります。
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(3)食欲不振・悪心･嘔吐

抗がん剤投与後より食欲不振や吐き気を認めることがありますも
(4)便秘
杭がん割治療のあい岸、傅祁が紀定ることがあいます 痒吠に含わぜで、倖呑讓ら

かくする薬や腸の動きを促す薬を使います。
(5)下痢

症状が軽い場合は下痢止めで軽快します。下痢の回数が増えると脱水状態になるた
ゆ、点滴による治繧喜行弓Fj−が温い式す．

(6)皮疹

かゆみや発疹を認めることがあります。ほとんどはまり薬で慈処司龍です。
‐かんしっせいはいえん

(7)問質性肺炎
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すぐに担当医師に伝えるようにしてください。
(8)脱毛
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なお、全身状態がよい(PSOまたはPS1)、治療歴のない進展型小細胞肺がん患者さん
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の頻度*で副露患が謹褒して睡毒宣途
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*すべての程度の副作用の発現率が10%以上の副作用、あるいは特徴的な副作用として
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*蒙副炸用の程度をI ;軽度の筵猿や検査巽霞のみ蘂2;卑等度の症嘘や鍾査異篇、

3；重症で治療が必要となることが多い、4;重症で命にかかわる、と分けたときの
3と4を重い症状として分類
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過去の臨床試験で報窒されだデュルバルマブと震連のある副鮮麗です。
非常に高い頻度でみられた副作用(10%を超える方にみられたもの）
・疲労（つかれ）
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下痢

●

発疹・皮虐蚕

●

掻痒症（皮喜のかゆみ）
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・含欲減ﾔ艮

・関節癌・溌肉癌・四肢の痛み
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・発熱
・感雷雲蛍

・薑血
曇頭痛

・胸痛
・腹痛

・口内炎
含ほてり

・味覚異常
・霊1特痴疹

・高トリグリセリド血症
毒高尿酸癌症
・注入に伴う反応
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大腸炎・重度の下痢〔下痢や腹癌舞血痩蓉ど）

●

副書機能障害（様々な器官の発達や活動を調眉
(様々な器官の発達や活動を調節 する内分泌腺の−種である副弩がホ
ルモンを産生する能力の低下）
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青障害（青臓の炎症による青磯詫異語）

◆

筋炎･摸紋筋融解症（筋肉の炎症や障害）
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じて、Zサイクル百からは抗がん剤を増量Lﾉて授与することもあります）。これにより、抗
がん剤の有効性が十分発揮できない可能性もあります。
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に体調の変化は、小さなことでも桓当医師にご相談ください。担当医師が治療などの適切
な処置を検討いたします。
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本試験に参加しない場合であっても、担当医師と利益。不利益についてよくご相談された上
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10この試験に参期する患者さんの人数について
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良と思われる治療法などをご提案させていただきます。
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ような時に利用できるのが高額療寶費制度です｡この制度は1か月間(1 日から月末まで）
の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に､各種健康保険に申請を行うことで限
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度額までとなります｡実際にご負担いただく金額は所得区分に心じた自己負担額までとなり
ます。
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14健康被害が発生した露合の慈悪。補農につふ､て
この試験に参加中または終了後に穂この試験に参期したことが原因となって予想しなかっ
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その際の医療費は通濤の診療と同様の取鯵擬聴であり、あなだが加入している健康探険で、
あなた自雪がご負担して賊ただくことになります。この点を十分にご理解いただき、この試
験への参加をご判断ください。
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健康被害が発生した場合の照会、お箇疏合わせ等は乏尋闘い合わせ先(P‑ig)に記載さ
れているｷ日当医師までご連絡、ご相談ください。

‐'一…へ雨0ハやﾛ

型戸

1。

､､一一ﾛ

､一

1E'八1冒祇Uノ側X里ﾉ趣UIk−ノゼ8L
=一G一■一一口

■庁F甲一一一一一一一一−一ヴーマ

q

あなだのプライグ駕シーを守る庭診;こ､こ：諺鶏…で得ら鍵だ姦悪だ…壹霊箏淘

鈴テ

の情報等は、あなたの個人情報を特定できないよう、特別な番号で管理・保存します。これ
を「匿名化(とくめいか)」といいます。当院であなたのお名前と匿名化番号を記載した「対
応表」
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この臨床試験では、試験が適正かつ安全に実施され、患者さんの人権が寄られている事や検
査や診断の結果が正しく報告されている事を確認する目的で、他の医療機関や研究機関の研究
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人的情報は厳重に守られ、外部に漏れることはありません。また、この試験により得られ
た知見が、医学関係の学会などで発表される場合や医学雑誌に掲載される場合でち、あな
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また零治療熱栗の評錘の左融蘂Cr種ど…選鐸を癖例麺栗識定委員会（噂央で画曝
データを確認する委員会）が確認しますが、その際にはあなたの名前や個人を識別する情報
が漏れないように十分に配慮いたします。
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よび研究の進み具合に応じて登録内容を更新していきます。研究を終了したときは、研究の
結果を登録します。また、この試験から得られた結果は、医学関係の学会や医学雑誌などで
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公表いだします｡発表に際しあなたのお名:義など偲人が4乗できる檮報を使用することはあ
りません。
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され、原則としてこの研究のために使用し、試験の終了から5年間、NEJSG事務局*で保

管した後、患者さんの個人情報が特定できないようにLﾉて廃棄します。なお、血液検体等の
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*:NEJSG:特定非営利活動法人北東日本研究機構

肺がんや胸部疾患に関する多施設臨床研究を行い､肺がんや胸部疾患の診断及び治療の進歩に寄与することを
目的としているNPO法人です。

18データの二次利用について
この臨床試験で得られたあなたの検査結果やカルテの情報等は、将来計画・実施される別
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には、改めてその研究計画を適切な審査委員会において審査し、承認された後に行います。
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19この試験の資金と利益相反について
臨床試験存行うに際し、作業の利補のために公TFで滴TF燕判断が防げられている吠熊、ま

たは損なわれるのではないかと第三者に疑われる状態廷『利益輻反』と呼びます。具体的

には、資金などの提供を受けだ特定の企業に有利となるようにデータを解釈することや、都
合の悪いデータを無視してしまう傾向にあることなどが考えられます。
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株式会社からの資金提供を受け庭NEJ串 により狸研究者が実礎する臨床試験ですが、ア
ストラゼネカ株式会社は本試験のデータの収集､霧輯や解袈には関わらず､ 研究者が金銭的
な利益やそれ以外の個人的な利益のために専門的な判断を曲げることもありません。
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るお薬を製造販売する会社から個人的な利益を得ている研究者がいる場合でも蕊研究の公正
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試験を行う際の法律である「臨床研究法』に従って計画さぉた試験であることも審査されて
います。
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なるべく早めiここ連絡ください。

○他の病院や他の診療科にかかる場合は前もってお知らせください。
一斤､一一廿口日日市'一ﾉl｣令へ,＝、古シ侭菫令,ーエ､I j−へ÷、一七唇一J÷＝吟1−−全もnO

Uノ5上､謎罰I司干k‑I出Uノブ間､陶砥、写･面シ厚1雲fIも一人J･fJ・ ‑ノノー麺‑4か、

‑‑I

,ラー去乏

面上､麩I←="ULノLV8 手逵 廷

の窪懸鍾蕊渥え頂くと蓑寵二篝担塞擦鐵鷺に邉嬢…くださ

，

○この試験中に他のお薬を使甫する湯合は前もってご相談ください。

お薬には、一緒に使う事で効果が弱まることや、反対に効果が強くなることがある
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○いつもと体調が違うように感じられた場合は直ちに24筒い合わせ先に記載されて
いる担当疾師までご連絡、ご相談ください。
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人に謹磁yて蕊薬を痩露童壼蕊二懲唾熱羅を露璽Yてそ迩安学捧套雷蚕…が
行われます。動物実験でデュルバルマブ、カルボブラチン、エトボシドいずれも母
親動物に投与すると胎仔に異常が起こることが報告されています。
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て影譽を及ぼす可能性が考えられます。
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この試験には、妊嬢していない意にのみ参躯してい庭だくため、試験薬の使用前に
妊娠の有無を確認する検査を実施させて頂きます。また、必要に応じて試験期間中
君粁娠橇杳春琴1‑ﾅ rい7F炉＜『たが方W)主すの下戸了童＜汚六い

なお、万が一あなだ怠嗜式験期闇申に妊娠され、母体及び新生児に慈善る健康被害が
この試験又はこの試験のお薬によって発生しても、原則として補農の慈象とはなり
ません。
＜里桙の壼老六んへ＞

この試験に参班い莚だく鍛遥牢憾ゞ鑑藪避妊を行&､窪確実にあ蓉涯の舞一トナーの
妊娠を避けてください。また、パートナーにはr妊婦、又は赤ちゃんへの影響が確
認されていないお薬を使用すること」を試験参加の前にご説明の上、認識していた
ﾌ芦ぐ上弓￨戸1 ，了ご溶六い‐

ちし、試験期間卒に姦蓉だのパートナー鐡妊娠さ総蓬ことを知つだときIこは鴎その
旨壱担当医師にお揺らせください。

あなたのパートナーに直接説明させていただき､ 同意が得られた場合には妊娠に関
す二群言謂呑六‑け‑r1,Wニプ芦去守す

なお、万が一あなだのパートナー鐸期間申に妊娠塞抵、屡鰯試験薬により母体
及び新生児に対する健康被害が発生しても、原則として補償の対象とはなりませ
ん。
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の意思に影響を与える新しい情報などを入手しましたら、担当疾師から随時ご説明し、あら
ためてこの試験への参加、又は継続の意思を確認させていただきます。
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鯉の患童さ録の耀人毒謬醗窒全俸f韮造言蕊曇事項職繁感蕊溌らせす墨逗と錘できます鋒
ご希望される場合はi日当疾師にお申し出ください。
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さい。あなたご自身だけではなく、ご家族などからのご相談にも対応いたします。また、担

当医師に尋ねにくいことや、この試験の責任者に直接質問されたい場合は肇24問い合わせ
垰1−−＝司圭捨寺4へ‑0

,つT而壷J一心一F向孟＝庄令壱三勺ー三詞一壷＝TTT壷一圭一二三−1‑一七､白白l

、一一」÷I

アE'一百Lj雫ルCイししV9?aJUJTフ写hl､衣lzhill‑5上､識弓ヨ壷ノロJ，回心人r拝m､"WTフも雲居ヨーニーlと−0J哩jV3E．4ノヒニV

だだけ誕鐵錘恋いだします聖

,

︒︺

１１

Jたこ恰向･ヘヘハ〆、＝イダ、ロヘイ、′‐−4へlL臣、
1 1‑ﾉ麹.轡･ニ写ユ噂笥一

一l写ノコ9.1

24惠驍合わせ莞

へ＋同､12F台索

ｰ正u言唾blN

氏名：

菊潅…罰● 高村"圭…

‐

施設：帯広厚生病院
診療科＃

第一志科
や■､b¥〆

住所：

守

帯広市西14南10‑1
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研究代表医師 二渡郵聡
燕潟大学医歯学総合癌院呼哩器・感染症囚科
〒g51‑8520新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地
TEL:O25‑368‑9325FAX:O25‑368‑9326

試譲事務愚：霧毫豊雲菫
順天堂大学医学部付属順天堂医院呼吸器内科
〒113‑8431束京都文京区本郷3‑1‑3
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O震弱試験錫黄援溌雷ぱ下記のとおりです。
特定非営利活動法人北東日本研究機構(NEJ")
〒330‑084S埼玉県さいたま市大宮医吉敷町1‑133‑1
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○この試験の研究審杳を行う委員会は下記のとおりです。
(認定番号:CRB3180025)
新潟大学中央臨床研究審査委員会（認定番号:CRB312
〒951‑8520

新譲票新溌蓉突区潅遜逢一霊亨逼尋蓄鍵
TELf025‑368=9343

FAXrOZ5 227‑o72u
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NEJO45A試験に伴う健康被害に対する補償について
副■１

0÷Iいー0−

1参UaJk−

この臨床研究ぼ、細齢鰯ﾂ素意壱壱つで実施61だし表す談臨床研究に起因して万が
一患者さんに健康被害が発生した場合に備え、厚生労働省が制定した「臨床研究法」
の規定に従って補償*制度を用意しています。この冊子は､同意説明文害に記載されて

いる補償の函容について奎より詳しく説岨したものです。

なお、体調不晨など副作用とみられる症炊が現れだ揚言は、遠憲なく担当医師にお
申し出ください。治療その他、最善と思われる適切な措置を行います。
､し巻巾笥・輝潅寸＝令f‑‑hn→乏酷一工五幸'一土．国
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の過失の薑無にかかわり悪く雲頭定銀金銭蓬謹払"蚕姦ことで蓼6姦悪涯謬こ癖鰐書瞳よ理補償
の概要を蓮毒し、同意書により同意いただくことにより､補演が可能になります。なお、臨床研究の

不備や医療行為上の過失葱ど篭担当医師や当院に法律上の賠償責任がある場合には、捕償ではなく、
「＋二一R立吟＝j工I
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2補償制度の概要
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④轟蓉左が蕊償を受鐵ること謬毒きる醗感筆姦悪たが垂鍾霊鐸認究に参蕊匙虜皇こ
の臨床研究に起因Lﾉてあなたiこ健康被害が発生した場合に限ります｡下記(3)

①､②のように、臨床研究とあなたの健康被害との因果関係が否定される場合
l−−I

h−I÷巻唐耆＝I÷戸や圭些′

一三V9LI｡、

T田1裏ご＝Iノつイも参ヒグUo

②遍蓉蓬Z蝿豊を受惑左壜急電這議睡涯鯉簔篝鶴篝簔塞艤の繧使を蕊鐵るち錫
ではありません｡挿当医師や当院に法律上の賠償責任があると考える場合には、
いつでも損害賠償請求を提起することができます。
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①あなたがこの臨床研究iこ起因する健康被害を受け、死亡または所定の後遣障害
を被った場合の補償金
/六､若壼差令ゼーヘーーァ両穴'一一十司国÷ラ…ー今市一考＝I→
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逼曝蕊懸要と蓉垂蓬壗念錘医療費や医療手菫鐙蕊農
補償庵容の詳細は舞本冊子の末尾に記載されています。これ以外の健康被害に
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(3)補償が受けられない、または制限される露合
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②臨床研究域外の原因が明確に説明できる篇合や、研究に使甫した藥罰

服用と

健康被害発生との間で時間的につじつまが合わない場合など、臨床研究との因
雷白白ノ毒圭寺奉『＝．÷←ラノ毒声今市一'一一I

､一J÷挫鍔去垂
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⑧:『臨舜謬警で実蕊X望蓮澄辱塞に塞蕊蓉謡琴涯』:恋ど…墜二よ臺遷会《こ
れを;『効龍不発揮」といいます）は、補償の対象になりません。

④健康被害について煽りの申告をした場合や、担当医師の指示に従わず薬剤の用
､十
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⑤補償金額を減額すること、または補償しないことに合理的な理由があると研究
責任医師が判定した場合は、補償が受けられない、または補償金が滅額される
一レヘセイバ→→
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⑥医薬墨認霧塞溌雲麹濠識度蕊よ壷生 羅窒塞鑿墨譲染症譲薑議湊識匿の窺定 に墓
障害莞養育年金､遺族年金、 遺族一時金または葬祭
づき､医療手当、障害手当、障害児言
補償を受けられません。
料の給付を受けた場合には慾補償を
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⑳窪罎逓ら熱るかどうか遠萎こ鍾癖醗霊に設けられだ識壼委臺会錘遍な
たの健康被害の状況や健康被害の原因究萌を通じて臨床研究との西栗関係につ
いて調査を行い書担当医師や当院の意見も踏まえて判定します。
／六､､IJIIーj一モロローハャ七つ‐一l÷モナ罠÷三J÷、＝＝〆干、匡．声呈匡二J.1＝し士一J−し〃、今圭h当〆干､二圭一怪七一
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痘うこと錘でき壷目｡：
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補償を受ける手続きについて
患副炸牽ど鱈霊溌害灘蕊っ庭と墨わ舞臺霊懲奏担当医鰯に蕊串迄患ください鐸
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