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ABSTRACT
Introduction Recently, inhibition of programmed cell 
death 1 or its ligand has shown therapeutic effects 
on non- small cell lung cancer (NSCLC). However, the 
effectiveness of preoperative nivolumab monotherapy for 
stage I NSCLC remains unknown. The present study aimed 
to investigate the pathological response of preoperative 
treatment with nivolumab for clinically node negative but 
having a high risk of NSCLC recurrence.
Methods and analysis The Preoperative Nivolumab 
(Opdivo) to evaluate pathologic response in patients 
with stage I non- small cell lung cancer: a phase 2 
trial (POTENTIAL) study is a multicentre phase II trial 
investigating efficacy of preoperative nivolumab for 
clinical stage I patients at high risk of recurrence. This 
study includes histologically or cytologically confirmed 
NSCLC patients with clinical N0 who were found on 
preoperative high- resolution CT to have a pure solid 
tumour without a ground- glass opacity component 
(clinical T1b, T1c or T2a) or a solid component measuring 
2–4 cm in size (clinical T1c or T2a). Patients with 
epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation 
(deletion of exon 19 or point mutation on exon21, L858R), 
anaplastic lymphoma kinase (ALK) translocation or c- ros 
oncogene 1 (ROS-1) translocation are excluded from 
this study. Nivolumab (240 mg/body) is administrated 
intravenously as preoperative therapy every 2 weeks for 
three cycles. Afterward, lobectomy and mediastinal lymph 
node dissection (ND 2a-1 or ND 2a-2) are performed. The 
primary endpoint is a pathological complete response in 
the resected specimens. The secondary endpoints are 
safety, response rates and major pathological response. 
The planed sample size is 50 patients. Patients have been 
enrolled since April 2019.
Ethics and dissemination This trial was approved by the 
Institutional Review Board of Hiroshima University Hospital 
and other participating institutions. This trial will help 
examine the efficacy of preoperative nivolumab therapy for 
clinical stage I NSCLC.
Trial registration number jRCT2061180016.

INTRODUCTION
With the recent advancements in 
high- resolution CT (HRCT) or 
18- fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography/CT (18F- FDG- PET/CT), early- 
stage lung cancer is becoming more frequently 
detected.1 The standard treatment strategy 
for clinical stage I non- small cell lung cancer 
(NSCLC) is radical resection. The prognosis 
of stage I NSCLC after complete resection is 
expected to be favourable. However, a large 
number of patients experience recurrence 
after complete resection, such that the 5- year 
disease- free survival rate is 84.3% for clinical 
stage IA and 65.8% for stage IB.2 To improve 
postresection prognosis, adjuvant chemo-
therapy has been considered for patients 
with lymph node metastases3 4 or large- sized 
primary tumors5; nonetheless, this method 
has not yet achieved sufficiently satisfactory 
survival outcomes.

Strengths and limitations of this study

 ► This study is a multi- institutional phase II trial to 
investigate the efficacy of preoperative nivolumab 
in patients with stage I non- small cell lung cancer 
(NSCLC).

 ► In patients with clinical stage IB–IIIA NSCLC, favour-
able pathological responses have been reported af-
ter preoperative nivolumab monotherapy.

 ► There are no studies focused on patients with stage I 
investigating efficacy of preoperative immune check 
point inhibitor.

 ► If favourable pathological responses have been 
achieved by nivolumab for included patients, pre-
operative nivolumab can be a standard therapy for 
clinical N0 NSCLC with high risk of recurrence.
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Comparable outcome between preoperative and adju-
vant chemotherapies has been shown in a meta- analysis.6 
One of the benefits of neoadjuvant chemotherapy is its 
potential for preoperative identification of clinical and 
biological surrogate markers that may correlate with 
responses to therapy and potential long- term outcomes.

Recently, inhibition of programmed cell death 1 (PD-1) 
or its ligand (PD- L1) has shown therapeutic effects on 
NSCLC, coupled with other immunological mechanisms 
that may be more common.7 Pembrolizumab mono-
therapy, for example, represents the standard of care as 
first- line treatment for stage IV or relapsed NSCLC.8 9 
Furthermore, the combination of chemotherapy and PD-1 
or PD- L1 inhibitors have shown survival advantages over 
chemotherapy alone.10 11 In patients with clinical stage 
IB–IIIA NSCLC, favourable pathological responses have 
been reported after preoperative nivolumab mono-
therapy.12 Nevertheless, the majority of the patients in 
this study had stage IIA or more NSCLC with lymph node 
metastasis. Therefore, the effectiveness of preoperative 
monotherapy of immune checkpoint inhibitor for stage 
I NSCLC has still remained unknown. Moreover, a slight 
benefit of anti- PD-1 inhibitor is seen compared with anti- 
PD- L1 inhibitor.13 The present study aimed to investigate 
the pathological response to preoperative nivolumab, 

anti- PD-1 inhibitor and therapy for clinical stage I NSCLC 
in patients at high risk for recurrence.

Study design
Protocol V.7.0, modified 24 November 2020.)

Objective of potential trial
The aim of this study was to investigate the efficacy of preop-
erative nivolumab in patients with stage I NSCLC. The 
graphic digest of this trial is shown in figure 1, and summary 
data are shown in online supplemental materials 1.

Study setting of potential trial
This study is a multi- institutional, non- blinded single- arm 
phase II trial. Because this study is not a randomised trial, 
there will be no concealment and comparators. The chief 
investigator is MO, and the trial statistician is KY.

Resources
This study is funded by Ono Pharmaceutical Co, Ltd 
(Osaka, Japan, https://www. ono. co. jp/ eng/). However, 
the sponsors are not involved in patient aggregation or 
analysis.

Figure 1 Graphic summary of POTENTIAL trial. This trial includes stage I non- small cell lung cancer (NSCLC) having a high 
risk of recurrence (pure solid or containing a solid component 2–4 mm in size) without epidermal growth factor receptor (EGFR) 
mutation, anaplastic lymphoma kinase (ALK) translocation or c- ros oncogene 1 (ROS-1) translocation tests. Nivolumab (240 
mg/body) is administrated intravenously as preoperative therapy on day 1 of each 2- week cycle for a total of three cycles. After 
preoperative therapy termination, lobectomy and mediastinal lymph node dissection are performed in all operable patients. 
The primary endpoint is the pCR rate in the resected specimens. The secondary endpoints are: (1) safety, (2) response rates 
and (3) major pathological response. MPR, major pathological response rate; OS, overall survival; pCR, pathological complete 
response.
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Patients
All patients with histologically or cytologically confirmed 
NSCLC with clinical N0 who were identified to have a 
pure solid tumour without a ground- glass opacity compo-
nent (clinical T1b, T1c, or T2a) or a solid component 
measuring 2–4 cm in size (clinical T1c or T2a) on a 
preoperative HRCT are determined eligible. Patients who 
have tumour with clinical T1a are excluded because it is 
difficult to measure therapeutic effect. After obtaining 
informed consent by registered clinical investigators of 
each institute (informed consent form written in Japanese 
is shown in online supplemental materials 2), baseline 
data (Eastern Cooperative Oncology Group Performance 
status, vital signs, ECG, blood examination, urine exam-
ination, chest X- ray, pulmonary function test, HRCT, 
18F- FDG- PET/CT and MRI of brain) is captured to judge 
eligibility. These data are also captured before resection. 
Patients with EGFR mutation (deletion of exon 19 or 
point mutation on exon21, L858R), ALK translocation or 
ROS 1 translocation tests are excluded from this study. 
All eligibility criteria are shown in box 1. Patients have 
been enrolled since April 2019. Registration is scheduled 
to run until September 2022.

Treatment method
Nivolumab (240 mg/body) is administrated intrave-
nously every 2 weeks as preoperative therapy on day 1 of 
the cycle for a total of three cycles.

Reduction of nivolumab is not set, and administration 
of nivolumab is postponed in the following cases with 
adverse events (AEs) evaluated on Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE) (V.4.0): (1) grade 
2 non- skin AEs related to nivolumab other than fatigue; 
(2) grade 2 abnormalities in creatinine, AST, ALT and/
or total bilirubin that are related to nivolumab; (3) grade 
3 skin AE related to nivolumab; and (4) other grade 3 
laboratory abnormalities related to nivolumab. If the AE 
returns to grade 1 or to baseline status, nivolumab can 
be restarted. However, if the AE does not return to grade 
1 within 6 weeks from last administration of nivolumab, 
preoperative therapy is discontinued.

After the preoperative therapy period, including 
discontinuation of nivolumab administration, radical 
surgery (lobectomy and mediastinal lymph node dissec-
tion, ND2a-1 or ND2a-2) is performed for all operable 
patients. Surgery is supposed to be performed within 
10 weeks of the preoperative therapy completion, but 
in cases of nivolumab- related AEs, surgery has to be 
performed after recovery from the AE. The use of immu-
nosuppressants, systemic corticosteroids (>10 mg/day of 
prednisolone or equivalent) and all kinds of anti- tumour 
therapy are forbidden. Postoperative adjuvant treatment 
is neither prescribed nor prohibited.

Serum samples are stored in Hiroshima University 
Hospital. The specimens used for diagnosis at enrolment, 
and resected specimens used for diagnosis are also stored 
in Hiroshima University after central review.

Box 1 Inclusion and exclusion criteria of potential trial

Inclusion criteria
Patients are required to fulfil all of the following inclusion criteria.
1. Histologically or cytologically confirmed non- small cell lung cancer 

(NSCLC).
2. Resectable NSCLC patients with clinical stage I (by Union for 

International Cancer Control- TNM classification V.8), defined as 
having a high risk of recurrence (pure solid without ground- glass 
opacity component or solid tumour size: 2–4 cm).

3. Eastern Cooperative Oncology Group Performance status 0–1.
4. Have a measurable target lesion, designated by Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors V.1.1.
5. Patients with no serious disease that make the surgery to be im-

possible to do.
6. Patient who is considered capable of lobectomy.

a. Postoperative predicted forced expiratory volume in 1 s (FEV1.0) 
≥800 mL * postoperative predicted FEV1.0=preoperative FEV1.0 
× (total lung segments − numbers of segments to be resected) / 
total lung segments.

b. Saturation of percutaneous oxygen (SpO
2)≥93% (room air).

7. Age: more than 20 years old.
8. Meet the defined criteria of the results of laboratory tests on 

screening visit.
a. White cell count ≥2000/mm3.
b. Neutrophil count ≥1500/mm3.
c. The number of the platelets ≥10 × 104/mm3.
d. Haemoglobin ≥9.0 g/dL.
e. Serum creatinine ≤1.5 × upper limit of normal (ULN) or creatinine 

clearance ≥50 mL/min/1.73 m2 by Cockcoft- Gault estimation.
f. AST ≤3.0 × ULN.
g. ALT ≤3.0 × ULN.
h. Total bilirubin ≤1.5 × ULN (patients with Gilbert’s disease: ≤3 × 

ULN).
9. For women of childbearing potential (WOCBP), the result of preg-

nancy test (14 or less days before enrolment) is negative.
10. WOCBP who has agreed with contraception until 5 months after 

last administration of nivolumab.
11. Patient of aspermia did not need contraception.
12. Patient with written informed consent for participation of the study.
13. Patient who observed the rules about scheduled visit, study sched-

ule and laboratory tests.
Exclusion criteria
Patients who meet any of the following exclusion criteria cannot be reg-
istered to this study.
1. Positive for epidermal growth factor (EGFR) mutation (deletion of 

exon 19, or point mutation on exon21, L858R), anaplastic lympho-
ma kinase (ALK) translocation or translocation or c- ros oncogene 1 
(ROS-1) translocation tests.

2. Known or suspected autoimmune disease.
3. Patients requiring treatment with systemic corticosteroids (over 

10 mg/day dose) or immunosuppressants within 14 days before 
enrolment.

4. Receive or plan to receive live or attenuated vaccine within 28 days 
prior to registration.

5. Patients who have obvious interstitial lung disease or pulmonary 
fibrosis by chest CT test.

6. Patients with concomitant or a history of tuberculosis.
7. Patients who have serious or uncontrollable disease.
8. Patients who have prior therapy with chemotherapy or any other 

anticancer therapy for early stage of NSCLC.

Continued
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Endpoints
The primary endpoint is the pathological complete 
response (pCR) rate in the resected specimens. The 
secondary endpoints are safety (AE within 90 days of 
surgery), response rates (Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumors V.1.1), major pathological response rate 
(MPR) and overall survival (OS).

The pathological responses (pCR and MPR) of resected 
specimens are evaluated by central review. The average 
percentage of viable tumour tissue for each patient was 
calculated. The entire tumour bed was examined histo-
logically in patients who had a pCR, defined as the 
absence of viable tumour cells in all slides. Major patho-
logical response was defined as the presence of 10% or 
less of viable residual tumour cells. AE occurring from the 
day of first administration of nivolumab to 90 days from 
surgery is evaluated using the CTCAE (V.4.0). Postopera-
tive complications are classified according to the Clavien–
Dindo classification.14 OS was defined as the time interval 
from the date of surgery until the date of death due to any 
cause or until the last follow- up visit. Because main subject 
of this study is pathological response of resected speci-
mens, survival is analysed at the 6 months from surgery 
and more long- term survival is going to be analysed as 
a different observational study. When other studies are 
planned using specimens collected in this study, review by 
Hiroshima University Hospital Institutional Review Board 
will be done again.

Postoperative follow-up
The clinical trial period lasts up to postoperative 
day (POD) 90, with the subsequent follow- up left to 

clinical practice at each facility. Physical examination 
and measurement of vital signs are required on PODs 1, 
3, 7, 30, 60 and 90 (at trial termination). Besides, blood 
sampling is required on PODs 30, 60 and 90, whole body 
enhanced CT on POD 90 (at trial termination) and ECG 
on PODs 1 and 7.

Study design and statistical analysis
This trial is conducted as a single- arm trial, not as a 
randomised clinical trial. In a clinical trial of two doses of 
preoperative nivolumab for clinical stage IB- IIIA NSCLC, 
2 of the 21 patients scheduled for resection showed a 
pCR.11 In the present study, the threshold for the pCR 
rate is set at 10%, and the expected value is 23%, because 
preoperative nivolumab is administered in three doses, 
and the study includes patients with earlier stage NSCLC. 
With an alpha error (one sided) of 0.05 and a power of 
0.8, the required number of patients is 48. Therefore, the 
number of cases in the study is limited to 50. The study 
is validated if 10 of the 50 patients have a pCR. Patients 
who cannot undergo surgery are going to be counted as 
non- pCR.

Interim analysis, data handling and other provisions
No interim analysis is planned for this trial. The in- house 
monitoring will be performed by EP- Force Co, Ltd 
(Tokyo, Japan) to evaluate and improve study progress 
and quality. In order to evaluate the accuracy of preop-
erative diagnosis and pathological evaluation, we will 
centrally review the preoperative imaging studies and 
resected specimens in all the registered patients.

The results of this article will be shared immediately 
via publication in appropriate journal and meeting. 
Authorship eligibility is in chief investigator. There are 
no plans to release the dataset or raw data to the public. 
The changes made to the protocol will be communi-
cated to the ethics committee and also be included in 
the clinical trial register. Each case of missing data will 
be discussed with a statistician to determine the best way 
to handle it. Protocol revisions and termination of this 
study will be decided in consultation with the chief inves-
tigator and other participants when necessary based on 
propose from safety evaluation committee. The patient’s 
personal information will be collected in an anonymised 
form and managed by the case registration centre oper-
ated by FiveRings Co, Ltd (Osaka, Japan). The statistical 
analysis will be performed by Clinical Study Support Co, 
Ltd (Nagoya, Japan), and all investigators will not be able 
to access the data. In addition, compensation for health 
damage caused by this clinical trial will be paid.

Patients and public involvement
Neither patients nor members of the public were directly 
involved in construction of this study.

Participating institutions (from north to south)
National Cancer Center Hospital East, Tokyo Medical 
University Hospital, Juntendo University Hospital, 

Box 1 Continued

9. Patients who have medical history of treatment with antipro-
grammed cell death 1 antibody, antiprogrammed cell death ligand 
1/programmed cell death 2 antibody, anti- CTLA-4 antibody or any 
other antibody for inhibition or modulation of T cell costimulatory 
pathway.

10. Positive for hepatitis B surface (HBs) antigen, hepatitis C virus 
(HCV) antibody, HIV antibody or human T- cell leukemia virus type 1 
(HTLV-1) antibody tests.

11. Negative for HBs antigen test, but positive for HBs or hepatitis B 
core (HBc) antibody test and positive for hepatitis B virus (HBV)- 
DNA quantitative test.

12. Females who are pregnant, lactating or suspected pregnancy.
13. Patients who have a treatment history of active malignant tumour 

within 3 years before enrolment.
14. Patients who have a medical history of allergy or hypersensitivity to 

ingredients of nivolumab.
15. Patients with psychosis or dementia to interfere to obtain informed 

consent appropriately.
16. Patients who have diverticulitis or symptomatic peptic ulcer 

disease.
17. Patients who have medical history of haematopoietic stem cell 

transplantation.
18. Patients whom the physicians in the study consider inappropriate 

for entry.
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Kanagawa Cancer Centre, Kobe University Hospital and 
Hiroshima University Hospital.

ETHICS AND DISSEMINATION
This trial was approved by the ethics committee of all 
participating institutions (Hiroshima University Hospital 
Institutional Review Board, National Cancer Center 
Hospital East Certified Review Board, Institutional Review 
Board of Tokyo Medical University, Juntendo Hospital, 
Institutional Review Board, Kanagawa Cancer Center 
Institutional Review Board and Institutional Review Board 
for Kobe University Hospital). The POTENTIAL study is 
a multicentre phase II trial investigating efficacy of preop-
erative nivolumab for clinical stage I patients at high risk 
of recurrence. If favourable pathological responses are 
achieved by nivolumab for included patients, preopera-
tive nivolumab can be a standard therapy for clinical N0 
NSCLC with high risk of recurrence.
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Supplemental Materials 1. Summary of this study based on the WHO Trial Registration Data Set 

Data category Information 

Primary registry and trial identifying number Japan Registry of Clinical Trial  

jRCT2061180016 

Date of registration in primary registry Jan. 29, 2019 

Secondary identifying numbers Not applicable 

Source(s) of monetary or material support ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD (Osaka, Japan). 

Primary sponsor ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD (Osaka, Japan). 

Secondary sponsor(s) Not applicable 

Contact for public queries potential+jimukyoku@fiverings.co.jp 

Contact for scientific queries potential+jimukyoku@fiverings.co.jp 

Public title Preoperative Nivolumab (Opdivo) to evaluate 

pathologic response in patients with stage I non-small 

cell lung cancer: a phase 2 trial (POTENTIAL) 

Scientific title Preoperative Nivolumab (Opdivo) to evaluate 

pathologic response in patients with stage I non-small 

cell lung cancer: a phase 2 trial (POTENTIAL) 
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Countries of recruitment Japan 

Health condition(s) or problem(s) studied non small cell lung cancer 

Intervention(s) Nivolumab (240 mg/body) is administrated i.v. as 

preopierative therapy on day 1 of 2-week cycle for a 

total of 3 cycles. After period of the preoperative 

therapy, inclucing discontinuation of nivolumab 

administration, radical surgery is performed for all 

operable patients. 

Key inclusion and exclusion criteria Key inclusion criteria                             

1) Histologically or cytologically confirmed Non Small 

Cell Lung Cancer 2) Resectable NSCLC patients with 

clinical stage I (by UICC-TNM ver. 8), defined as 

having a high risk of reccurrence (pure solid or solid 

tumor size:2-4cm) 3) ECOG PS 0-1 4) Have a 

measurable target lesion, designated by RECIST 

ver.1.1 5) Patients with no serious disease which 

make the surgery to be impossible to do 6) Patient 

who is considered capable of lobectomy 7) Age: More 

than 20 years old 8) Meet the defined criteria of the 

results of laboratory tests on screening visit 9) For 

Women of Childbearing Potential (WOCBP), the 

result of pregnancy test (14 or less days before 

enrollment) is negative 10) WOCBP who has agreed 

with contraception until 5 months after last 

administration of nivolumab 11) Patient of aspermia 

did not need contraception 12) Patient with written 

informed consent for participation of the study 13) 

Patient who observed the rules about scheduled visit, 

study schedule, and laboratory tests                  

Key exclusion criteria 

1) Positive for EGFR mutation (deletion of exon 19, or 

point mutation on exon21, L858R), ALK translocation 
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or ROS 1 translocation tests 2) Known or suspected 

autoimmune disease 3) Patients requiring treatment 

with systemic corticosteroids (over 10 mg/day dose) 

or immunosuppressants within 14 days before 

enrollment 4) Receive or plan to receive live or 

attenuated vaccine within 28 days prior to registration 

5) Patients who have obvious interstitial lung disease 

or pulmonary fibrosis by chest CT test 6) Patients 

with concomitant or a history of tuberculosis 7) 

Patients who have serious or uncotrollable disease 8) 

Patients who have prior therapy with chemotherapy 

or any other anti-cancer therapy for early stage of 

NSCLC 9) Patients who have medical history of 

treatment with anti PD-1 antibody, anti PD-L1/L2 

antibody, anti CTLA-4 antibody or any other antibody 

for inhibition or modulation of T cell costimulatory 

pathway 10) Positive for HBs antigen, HCV antibody, 

HIV antibody or HTLV-1 antibody tests 11) Negative 

for HBs antigen test, but positive for HBs or HBc 

antibody test and positive for HBV-DNA quantitative 

test 12) Females who are pregnant, lactating or 

suspected pregnancy 13) Patients who have a 

treatment history of active malignant tumor within 3 

years before enrollment 14) Patients who have a 

medical history of allergy or hypersensitivity to 

ingredients of nivolumab 15) Patients with psychosis 

or dementia to interfere to obtain informed consent 

appropriately 16) Patients who have diverticulitis or 

symptomatic peptic ulcer disease 17) Patients who 

have medical history of hematopoietic stem cell 

transplantation 18) Patients whom the physicians in 

the study consider inappropriate for entry  
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Study type Interventional 

Allocation: single arm study 

Masking: open (masking not used) 

Primary purpose: treatment purpose 

Phase II 

Date of first enrolment April,3, 2019 

Target sample size 50 

Recruitment status Recruiting 

Primary outcome(s) pathological CR rate (IPR) 

Key secondary outcomes 1) Safety (adverse event to 90 days post-operation)  

2) Response rate (RECIST v1.1)(IPR)              

3) Major pathological response rate (IPR)           

4) Overall survival 
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1. はじめに 

この文書は、肺がんに対するニボルマブの安全性と有効性を調べる治験「再発高リ

スク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ療法の安全性・有効性探索

試験」について説明した文書です。 

この説明文書の内容でわからないことや不安なことがありましたら、どんなことで

も遠慮せずに治験責任医師、治験担当医師または治験コーディネーターに質問してく

ださい。また、必要に応じて、あなたのご家族やかかりつけの医師にご相談ください。

あなたが参加してもよいと判断された場合には、この説明文書の最後のページにある

同意書に署名してください。 

 

2. 治験とは 

お薬が世に出るためには、国（厚生労働省）からお薬についての承認を得る必要が

あります。そのためには、動物などを使って有効性や安全性を調べた後に、実際に患

者さんに使っていただいて有効性と安全性を検討する必要があります。さらに現在お

こなわれている標準の治療薬や治療法と比較して、生存率変化についても検討します。

このように人での有効性や安全性を確認する試験を「治
ち

験
けん

（臨床試験）」といい、治

験に用いられるお薬を「治験薬」といいます。治験には主に、薬の安全性をみる試験

（第Ⅰ相試験）、臨床効果（がんであれば腫瘍
しゅよう

がどの程度縮小するか）をみる試験（第

Ⅱ相試験）、さらに長期生存をみる試験（標準治療との比較）（第Ⅲ相試験）があり、

次ページの図のように、それぞれ段階を踏みながら実施されます。 

治験には、製薬企業が主体となっておこなっている治験と、医師自らが計画を立て

て実施する治験（医師
い し

主導
しゅどう

治
ち

験
けん

）があり、今回あなたに参加をお願いする治験は“医

師主導治験”です。また、治験は研究を伴う試験であるため、国が定めたルール（医

薬品の臨床試験の実施に関する省令：G C P
ジーシーピー

）に従って計画が立てられています（図

1）。治験には研究的な側面があり、治験担当医師が細心の注意を払いながら治験薬

の有効性と安全性について調べます。 
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効性）、副作用はどのような程度、頻度でおこるのか（安全性）を調べることです。

また、この治療法による手術に与える影響についても確認します。 

 

5. 治験薬について 

今回使用する治験薬は「ニボルマブ」といいます。このお薬はたくさんある抗がん

剤の中でも「分子標的薬」と呼ばれるものです。分子標的薬とは、がん細胞に特有の

分子に対して特異的に作用することによってがん細胞の増殖を抑える薬剤で、正常な

細胞に与える影響が他の抗がん剤に比べて少ないことから近年開発が進んでいます。 

 

人の体には、外部からの異物やがん細胞を認識して、これを排除しようとする免疫

機能が備わっています。がん細胞の表面上にはがん細胞に特有のタンパク質（がん抗

原）があり、がん抗原を認識したリンパ球が活性化することで、同じがん抗原を持つ

がん細胞を選択的に攻撃するようになります。しかし、がん患者さんの体の中では免

疫機能がさまざまな要因によって抑制され、十分に働かないことがわかっています。

その要因の一つに、「ピーディーワン（PD-1）」という免疫機能の低下に関係するタ

ンパク質が知られています。 

PD-1は、免疫を担うリンパ球の表面上に存在するタンパク質です。PD-1は、が

ん細胞の表面上にある「ピーディーエル（PD-L）」というタンパク質と結合すると、

リンパ球の働きを低下させ、リンパ球ががん細胞を攻撃できない状況になります（図

2）。 

 

図2 がん細胞が PD-Lと PD-1を介してリンパ球の働きを低下させるため、リンパ

球はがん細胞を攻撃できない。 

 

ニボルマブは、PD-1と特異的に結合するタンパク質（抗体）です。ニボルマブが

PD-1と結合することによって、PD-1が PD-Lと結合することを防ぎます。これに

より、ニボルマブはリンパ球の働きが低下することを防ぎ、リンパ球ががん細胞を攻

PDPD--11

がん細胞

活性化活性化

抑制抑制

リンパ球

PDPD--LL

がん抗原

PDPD--11

がん細胞

活性化活性化

抑制抑制

リンパ球

PDPD--LL

がん抗原
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撃することができます。そのため、がん細胞を小さくする効果を示すと考えられてい

ます（図 3）。 

 

図3 ニボルマブはリンパ球の働きが低下することを防ぎ、リンパ球はがん細胞を攻

撃することができる。 

 

ニボルマブは日本においてオプジーボ®のブランド名で悪性黒色腫
あくせいこくしょくしゅ

、非小細胞肺

がんなどの治療薬として製造販売承認を取得しています。 

 

6. 治験の方法 

１）対象となる患者さん 

あなたが本治験への参加に同意された場合、まず、本治験への参加基準を満たして

いるかどうかを確認します。本治験への参加基準は以下のようになっています。 

治験に参加していただくためにはこのほかにもいろいろな基準がありますが、それ

らは治験担当医師が詳しく検査、診察して判断します。場合によっては、以下の基準

をすべて満たしている方でも、治験に参加できないことがあります。また、既に治験

が始まっていても、参加するための基準にあてはまらないことが明らかになった場合

や、この治験を続けないほうがあなたにとってよいと治験担当医師が判断した場合は、

治験を中止させていただくことがあります。 

（参加できる主な基準） 

① 細胞や組織を検査して非小細胞肺がんと確認された方 

② 根治切除可能な再発高リスク※1非小細胞肺がんと診断されている方 

③ 手術の実施に問題となる病態がなく手術がおこなえると医師が判断した方 

④ 年齢が 20歳以上の方 

⑤ 画像検査で病変が確認できる方 

⑥ 登録前 2週間以内の最新の検査値が、定められた値の範囲内の方 
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⑦ 妊娠可能な女性※2 の場合、参加に同意いただいてからニボルマブの最後の点滴

から少なくとも 5か月間の避妊※3に同意している方。男性の場合、ニボルマブ

の点滴開始後からニボルマブの最後の点滴から少なくとも 7か月間の避妊※4に

同意している方 

⑧ 本治験に参加することについて、十分な説明を受けたのちに、文書による同意

が得られている方 

 

※1：再発高リスクの定義：画像上すりガラス成分を伴わない完全充実型または

がんの充実成分径が 2 センチメートルを超えるが 4センチメートル以下。 

※2：妊娠可能な女性とは、初潮を経験し、不妊手術（子宮摘出術、両側卵管摘

出術または両側卵巣摘出術）を受けておらず、閉経していない女性です。閉経

とは、45歳以上の女性が薬剤投与などの別の医学的理由を伴わずに月経の無い

状態が 12か月以上にわたる場合です。 

※3：妊娠可能な女性患者さんのための避妊法として、以下の方法が挙げられま

す。 

  混合型（エストロゲン及びプロゲステロンを含む）ホルモン避妊薬と排卵阻

害剤との併用 

  プロゲステロンのみを含むホルモン避妊薬と排卵阻害剤との併用 

  植込み型プロゲステロンのみのホルモン避妊薬と排卵阻害剤との併用 

  エストロゲン及びプロゲステロンの両方を含む経口避妊薬、膣リング、注射

剤、インプラント及び子宮内避妊システム含むホルモン法 

  子宮内器具 

  両側卵管結紮 

  パートナーの精管切除 

  性的禁欲 

※4：妊娠可能な女性をパートナーに持つ男性患者さんのための避妊法として、

以下の方法が挙げられます。治験期間中とニボルマブの最後の点滴から 7 ヶ月

間は、以下のことを守ってください。 

  すべての女性パートナーに、薬剤に関する臨床試験に参加することおよび治

験担当医師が指示した避妊法に従う必要があることを知らせてください。 

  患者さんは、治験期間中およびニボルマブの最後の点滴から 7ヶ月後までコ

ンドームの使用が必要となります。 

  妊婦又は授乳婦をパートナーに持つ患者さんは、ニボルマブの点滴期間中お

よびニボルマブの最後の点滴から 7 ヵ月間、引き続き陰茎膣性交を控える

か陰茎挿入時に男性用コンドームを使用することに同意してください。 

  点滴期間中およびニボルマブの最後の点滴から 7 ヵ月間は精子の提供を控

えてください。 
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  治験期間中にパートナーが妊娠した場合は、治験担当医師にお知らせ下さい。 

 

（参加いただけない主な基準） 

① がん細胞にE G F R
イージーエフアール

、ALK
ア ル ク

、ROS1
ロ ス ワ ン

の遺伝子変異があることが確認されている

方。 

② 末梢神経の障害（足先や手足のしびれや筋力低下等の症状）で日常生活動作に

支障がでたことのある方。 

③ 自己免疫性疾患を患っている、または患ったことのある方。 

④ 登録前14日以内にステロイド剤または免疫抑制剤による全身治療を受けた方。

（ぬり薬や使用が少量の場合等は除きます。） 

⑤ C T
シーティー

検査で明らかな間質性肺炎又は肺線維症を患っている方。 

⑥ 重度またはコントロール不良の病気を患っている方。 

⑦ 本治験での手術の前に、肺がんに対する他の治療を受けた方。 

⑧ 過去に抗 PD-1 抗体、抗 PD-L1抗体、抗 PD-L2抗体、抗C T L A
シーティーエルエー

-4抗体

などの免疫力を高めることを目的とした抗体療法を受けた方。 

⑨ B
ビー

型肝炎ウイルス、C
シー

型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、ヒト T
ティー

細胞白

血病ウイルスに感染している方。 

※これらのウイルスに感染していることが判明した場合は、届出義務がありま

す。 

⑩ 妊娠中または妊娠している可能性がある、または授乳中の女性。 

⑪ 過去 5 年以内に別のがんを患った方。（一部の種類のがんについて、明らかに

治癒している場合は除きます。） 

⑫ 本治験で使うお薬の成分について、アレルギーまたは過敏症を起こしたことの

ある方。 

⑬ 精神障害または認知症を合併しており、本治験への同意が困難と判断される方。 

⑭ 憩室炎または症候性消化管潰瘍疾患を患っている方。 

⑮ 造血幹細胞移植などの移植療法をおこなった方。 

⑯ その他、治験担当医師により、本治験への参加が難しいと判断された方。 

 

あなたが治験への参加基準を満たしていることを確認するために、以下の検査を実

施します。あなたに同意いただく前の検査結果で代用できる場合には、その検査結果

を使用する場合もあります。 

  自覚症状、その他の症状のチェック 

 全身状態の確認 

 バイタルサイン（血圧、脈拍数、体温、呼吸数、経皮的動脈血酸素飽和度） 
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  体重 

 血液検査（血液学的検査、生化学的検査、ウイルス検査） 

 甲状腺検査、免疫学的検査 

 尿検査 

 心電図 

 肺機能検査 

 妊娠検査（妊娠可能な女性） 

 胸部レントゲン 

 病理学的診断（組織または細胞の生検）：診断時の検査結果を確認します。新

たな組織の採取はおこないません。 

 画像診断（CT、M R I
エムアールアイ

、PET
ペ ッ ト

） 

 

２）治療方法 

この治験に参加いただいた場合、「①術前療法」と「②手術（肺葉切除術 + 所属

リンパ節郭清）」による治療を受けていただきます。 

① 術前療法 

治験に登録いただいてから 7日以内にニボルマブ 240 m g
ミリグラム

を 30分かけて点滴

します。その日がサイクル 1の初日となります。 

サイクル 2、3は、あなたの状態に問題がなければ、ニボルマブをサイクル 1と同

じ分量で最大 3 サイクルまで 2 週間毎に点滴させていただきます。診察や血液検査

の結果によって、点滴を延期したり、中止したりする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 手術（肺葉切除術 + 所属リンパ節郭清） 

術前療法のあと、手術（肺葉切除術 + 所属リンパ節郭清）をおこないます。手術

では、がんが存在する肺と、その周りのリンパ節を切除します。手術の前に明らかで

なかったリンパ節などにも、がんがあることがわかった場合は、その部分も切除しま

す。手術にかかる時間は、3時間程度です。 

通常、手術を受けた後は酸素吸入を数日間おこないます。また、肺を切除した部分

には、血液混じりの液状成分や、空気（肺を切除した部位から漏れ出た場合）がたま

1週目 2週目 4週目 3週目 6週目 

サイクル 1 サイクル 2 

手
術 

ニボルマブ 

5週目 

● ● 

7週目 

サイクル 3 

● 
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るため、ドレーンと呼ばれる管を脇から入れて体の外へ出します。ドレーンは数日間

付けたままになります。手術の翌日より、ベッドから離れて歩行を始めます。また、

飲食は当日または翌日から開始します。入院期間は、通常 7～10日程度です。 

 医師が必要と判断した場合には、手術後に肺がんの標準治療にあたる術後補助化学

療法（テガフール・ウラシル配合剤療法）等の治療がおこなわれます。 

 

3）治験中の検査内容およびスケジュール 

治験期間中は、スケジュール（表 1）に従って、定期的にあなたの体調を調べさせ

ていただきます。これは、安全性の確認とともに、ニボルマブの効果を確認するため

のものです。ただし、あなたのお体の状態により、変更となる場合もあります。その

場合は、治験担当医師の指示に従ってください。 

実施する検査は、以下の通りです。 

 自覚症状、その他の症状のチェック 

 全身状態の確認 

 体重 

 バイタルサイン（血圧、脈拍数、体温、呼吸数、経皮的動脈血酸素飽和度） 

 血液検査（血液学的検査、生化学的検査） 

 甲状腺機能検査・免疫学的検査 

 尿検査 

 心電図 

 肺機能検査 

 胸部レントゲン 

 病理学的診断（手術で取り除いたがん組織） 

 画像診断（CT、MRI、PET） 
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表 1 検査スケジュール 
 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
期 

術前療法期 周術期 

サイクル 1 サイクル 2 サイクル 3 点
滴
中
止
時 

手
術
前 

手
術
日
（
術
前
） 

手
術
日
（
術
後
） 

手
術
後
1
日 

手
術
後
3
日 

手
術
後
7
日 

手
術
後
30
日 

手
術
後
60
日 

治
験
終
了
時 

1 

日目 

15 

日目 

1 

日目 

15 

日目 

1 

日目 

15 

日目 

ニボルマブの点滴  ○  ○  ○            

同意取得 ○                 

症状及び所見 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全身状態の確認 4) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          

体重 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          

バイタルサイン 5) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12誘導心電図 ○      ○ ○ ○  ○6) ○6)  ○6)    

一般血液検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ 

甲状腺機能検査／免疫学的検査 ○      ○ ○          

尿検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          

胸部レントゲン ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○          

肺機能検査 ○        ○         

ウイルス検査 ○                 

妊娠検査 ○                 

病理学的診断 ○          ○       

画像診断 7) ○       ○ ○        ○ 

有害事象                  

周術期合併症の有無                  

研究用試料の採取 8) 
血液 ○      ○ ○         ○ 

がん組織 ○          ○       

採血量（ m L
ミリリットル

） 

約
67- 

107

mL 

約

13

mL 

約

13

mL 

約

13

mL 

約

13

mL 

約

13

mL 

約
53-

93

mL 

約
53-

93

mL 

約 

13 

mL 

－ － － － － 

約

13

mL 

約

13

mL 

約
53-

93

mL 

1) ニボルマブの最後の点滴から手術までに治験中止した場合を含みます。 

2) ニボルマブの最後の点滴から 100日目または手術後 90日目のいずれか遅い時点から 14日以内に規定の観察・検査を実施します。周術期に治験中止した場合は、治験中止決定日から 14日

以内に治験終了時に規定の観察・検査を実施します。 

3) 特に必要と判断される場合を除き、各サイクル 1日目の結果は前サイクル 15日目の結果を利用します。 

4) 米国の腫瘍学の団体の 1つであるECOG
イ ー コ グ

が定めた指標に基づき、あなたの全身状態を判定します。 

5) 血圧、脈拍数、体温、呼吸数、経皮的動脈血酸素飽和度を測定します。 

2) 

3) 3) 

1) 
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6) モニター心電図での測定となる場合があります。 

7) 画像診断として、スクリーニング期に胸部高分解能 CT、胸部～腹部造影 CT、F D G
エフディージー

-PET/CT および頭部造影 MRI 又は CT、手術前は胸部高分解能 CT、胸部～腹部造影 CT および

FDG-PET/CT、点滴中止時または治験終了時は胸部～腹部造影 CTを実施します。 

8) 将来的な研究に使用する目的で血液やがん組織を採取します。詳しくは「23 本治験で採取する試料やデータの利用について」をご参照下さい。 
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7. 治験への参加予定期間と参加人数 

この治験は、全国の 6施設の病院で 50名の患者さんに参加いただく予定です。治

療開始前にいくつかの検査、問診等をおこない（スクリーニング）、ニボルマブを点

滴しても良い状態かどうかの確認等をおこないます。治験薬であるニボルマブは点滴

のお薬で、外来での治療が可能です。治療期間中は、1～2 週間に１回程度の検査を

おこないます。ニボルマブの点滴が終了しますと、6週間以内に手術をおこないます。

手術後 3か月まで観察をおこなって、治験は終了です。患者さんのお体の状態によっ

ても異なりますが、参加の同意をいただいてから、治験の終了まで約 24週間かかり

ます。 

 

8. 本治験への参加によってあなたが受ける利益 

ニボルマブは、あなたよりさらにステージの進んだ肺がんの患者さんを対象におこ

なわれた国内外の治験において、がんの消失または縮小などの効果が認められました。

また、固形がんの悪性黒色腫、非小細胞肺がんなどに対する効果が認められ、日本・

海外で承認を取得しています。よって、ニボルマブを点滴することでがんが縮小した

場合、より安全に手術を実施できる可能性や術後再発のリスクを減らす可能性があり

ます。 

また、この治験に参加していただいて得られたあなたの情報は、将来あなたと同様

の肺がん患者さんに対する治療法の開発のための有益な情報となります。 

 

9. 予測される不利益および副作用について 

１）本治験による予想される不利益について 

 一般診療にくらべて、来院回数が増える、検査回数が増えるなどの可能性が

あります。 

 ニボルマブに関連した副作用、およびニボルマブとの関係はなくても症状・

所見の変化や検査値の異常が出る可能性があります。重い副作用が現れた場

合、予定していた手術が受けられない可能性もないとは言えません。 

 

２）副作用について 

治験薬が投与された患者さんに生じた、医学的に好ましくないあらゆる事象のこと

を「有害事象」と言います。有害事象のうち、治験薬が原因と考えられるものが「副

作用」と呼ばれます。 

ここでは、ニボルマブでこれまでにみられている、特に注意が必要な副作用と、そ

れぞれの主な自覚症状について説明します。ここにあげている副作用以外も起こる可

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-043234:e043234. 11 2021;BMJ Open, et al. Kagimoto A



 

12  版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

能性はありますので、いつもと様子が違うと感じたときは、ただちに治験担当医師に

お知らせください。抗がん剤による副作用は、お薬で予防したり症状を和らげたりす

ることができるものもありますので、副作用がつらいと感じたときも治験担当医師に

お知らせください。 

 

① ニボルマブに伴う副作用 

がん患者さんを対象としたニボルマブ単剤および他のお薬と併用した治験は、日本

や海外において、悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がんおよび食道がんなど、さ

まざまながんを対象におこなわれています。 

 

＜臨床試験から懸念される副作用＞ 

ニボルマブによって起こりうる副作用は下記のとおりです。この情報は、ニボルマ

ブの他の治験に参加いただいた患者さんのデータに基づいています。 

 

ニボルマブによる副作用（発生頻度 10％以上：10人に 1人以上の割合で発生） 

下痢 

疲労 

そう痒 症
ようしょう

（かゆみ） 

発疹
ほっしん

（皮膚の赤み、ぶつぶつ、かゆみなどの異常） 

ニボルマブによる副作用（発生頻度 1％以上 10％未満：10～100人に 1人の割

合で発生） 

腹痛 

A l - P
エーエルピー

値の上昇：肝臓または骨の異常に伴う臨床検査値の異常 

アレルギー反応（過敏症） 

A L T
エーエルティー

（G P T
ジーピーティー

）値の上昇：肝機能の異常に伴う臨床検査値の異常 

アミラーゼ値の上昇：膵炎に伴う臨床検査値の異常 

A S T
エーエスティー

（G O T
ジーオーティー

）値の上昇：肝機能の異常に伴う臨床検査値の異常 

ビリルビン値の上昇：肝機能の臨床検査値の異常 

悪寒（さむけ） 

便秘 

咳嗽
がいそう

（せき） 

クレアチニン値の上昇：腎機能の低下に伴う臨床検査値の異常 

食欲減退 

浮動性めまい、または回転性めまい（体は静止しているにもかかわらず、自分自身

が回転しているように錯覚する状態です。浮動性めまいを引き起こす可能性があり

ます。） 

口内乾燥 
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皮膚乾燥 

発熱 

頭痛 

高血圧 

血糖値の上昇 

大腸炎 

口内炎 

インフュージョンリアクション（アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、

高血圧、低血圧、呼吸困難等を含む） 

関節痛または関節硬直 

リパーゼ値の上昇：膵炎に伴う臨床検査値の異常 

白斑（皮膚が白くなる） 

肺の炎症（肺臓炎） 

筋骨格痛 

悪心
お し ん

（吐き気） 

皮膚の発赤
ほっせき

（皮膚が赤くなる） 

息切れ 

血中ナトリウム値の低下 

顔、上肢および下肢の腫脹 

甲状腺機能の低下（甲状腺刺激ホルモン値の上昇：甲状腺機能の異常に伴う臨床検

査値の異常） 

甲状腺機能の亢進 

上肢、下肢、手足のピリピリ感、灼熱感、しびれ感または脱力 

上気道感染症 

嘔吐 

ニボルマブによる副作用（発生頻度 0.1％以上 1％未満：100～1,000人に 1人

の割合で発生） 

副腎機能の低下 

気管支炎 

脳神経障害 

糖尿病 

ドライアイ 

脱毛 

心拍数の増加 

心拍の異常 

蕁麻疹
じんましん

 

眼の炎症 

腎炎 

膵炎 
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下垂体炎 

胃炎 

甲状腺炎 

肝炎 

低血圧 

感染症や炎症を伴う肺浸潤 

類天
るいてん

疱瘡
ぽうそう

：皮膚の表皮と真皮の境にある基底膜部のタンパク質に対する自己抗体に

より、皮膚や粘膜に水ぶくれやびらん、紅斑を生じる自己免疫疾患です。 

下垂体機能の低下 

乾癬
かんせん

：皮膚の所々に起こる異常、うろこ状の皮膚といった症状が特徴的な疾患のこ

とです。 

腎不全または腎障害 

呼吸不全 

霧
む

視
し

（目のかすみ） 

ニボルマブによる副作用（発生頻度 0.01％以上 0.1％未満：1,000～10,000人

に 1人の割合で発生） 

アナフィラキシー反応（重篤なアレルギー反応） 

脳や脊髄の神経を保護する組織の障害 

血液が酸性に傾いたり、昏睡を引き起こす糖尿病の合併症 

ギラン・バレー症候群：進行性の筋力低下または麻痺を伴う自己免疫障害 

血管炎 

生命に関わるまたは重篤化する可能性のある脳炎 

心臓の炎症 

筋炎 

重症筋無力症（眼や顔面を動かす筋肉、呼吸および飲み込む際に使う筋肉の力が低

下します）を含む筋無力症候群（筋力の低下を特徴とする神経疾患） 

横紋筋融解症：骨格筋の細胞が融解、壊死することで筋肉の痛みや脱力を生じる病

気です。その際、血液中に流れ出た大量の筋肉の成分が腎臓に障害を与え、腎臓が

機能しなくなることがあります。 

酒さ：皮膚の赤みにつながるにきびのような皮膚の状態をいいます。 

サルコイドーシス：肺、皮膚、リンパ節などの臓器で炎症を起こした細胞の異常な

集合体（肉芽腫）の形成を引き起こす疾患のことです。 

スティーブンス・ジョンソン症候群：水ぶくれができたり、皮膚がはがれるといっ

た症状につながる皮膚や粘膜の炎症性の疾患のことです。 

中毒性表皮壊死融解症：重度のやけどのように、皮膚の表層に水ぶくれができたり、

皮膚の表層がはがれるといった症状が特徴的な生命を脅かす可能性のある疾患の

ことです。 

組織球性壊死性リンパ節炎または菊池病：リンパ節の肥大や腫脹、痛み（首のリン

パ節でよく起こります）、発熱または筋肉や関節の痛みを引き起こすリンパ節の疾

患のことです。 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-043234:e043234. 11 2021;BMJ Open, et al. Kagimoto A



 

15  版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

フォークト・小柳・原田症候群：目の腫れ、痛み、かすみ目、難聴、耳鳴、皮膚の

白斑など、色素性組織に影響を及ぼす疾患のことです。 

 

 

＜添付文書に記載されている重大な副作用＞ 

ニボルマブは、日本においてオプジーボ®のブランド名で製造販売承認を取得して

います。その添付文書において、重大な副作用として以下の事象が注意喚起されてい

ます。 

①間質性肺疾患（肺臓炎、肺浸潤、肺障害など） 

②重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症 

③大腸炎、重度の下痢 

④1型糖尿病（劇症 1型糖尿病を含む） 

⑤免疫性血小板減少性紫斑病 

⑥肝機能障害〔AST（GOT）増加、ALT（GPT）増加、γ
ガンマ

- G T P
ジーティーピー

増加、

Al-P増加、ビリルビン増加など〕、肝炎、硬化性胆管炎 

⑦甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、甲状腺炎など） 

⑧神経障害（末梢性ニューロパチー、多発ニューロパチー、自己免疫性ニュー

ロパチー、ギラン・バレー症候群、脱髄など） 

⑨腎障害（腎不全、尿細管間質性腎炎など） 

⑩副腎障害（副腎機能不全など） 

⑪脳炎 

⑫重度の皮膚障害（中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、類天
るいてん

疱瘡
ぽうそう

、多

形紅斑など） 

⑬静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症、肺塞栓症など） 

⑭インフュージョンリアクション（注入に伴う反応） 

 

添付文書の情報は適宜更新されますので、最新の情報は治験担当医師にご確認くだ

さい。 

 

＜間質性肺疾患（肺臓炎、肺浸潤、肺障害など）＞ 

間質性肺炎ともいわれる肺の組織に起こる炎症のことです。この副作用は、ニボル
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マブを点滴された患者さんで報告されています。 X
エックス

線や CT検査所見で異常がみら

れた患者さんの多くは無症状でしたが、一部の患者さんでは、重症化し入院が必要と

なったり、死に至った場合もあります。肺の炎症の兆候・症状として、呼吸困難、呼

吸時の痛みまたは不快感、胸痛、咳嗽、息切れ、頻呼吸、発熱、血中酸素濃度の低下、

疲労などがあります。 

 

治験担当医師は、あなたの呼吸状態に変化がないか慎重に観察して、これらの肺の

炎症が疑われる兆候や症状がないか調べます。また、診察、血液検査、胸部 X線検査、

CT検査などの検査を定期的に実施します。 

 

下記のいずれかがみられた場合は、ただちに治験担当医師にご連絡ください。 

 息切れの出現または悪化 

 胸痛の出現または悪化 

 呼吸時の痛み、呼吸困難の出現または悪化 

 咳嗽の出現または増加あるいは咳嗽のタイプの明らかな変化 

（痰
たん

の出現または増加、痰に血が混じるなど） 

 呼吸症状やその他の肺症状が変化し、それと同時期に発熱、疲労、その他の

症状が出現 

 

これらの症状が出現した場合、治験担当医師はあなたに来院をお願いして、追加の

検査を実施します。その検査の内容として、診察、血中酸素濃度の測定、血液検査、

胸部 X線検査、CT検査などが考えられます。あなたの肺の症状全体に変化がないか

注意深く観察します。こうした観察のために入院が必要となることや、治療を受けて

いただくこともあります。また、専門医による治療を受けていただくこともあります。 

 

＜1型糖尿病＞ 

膵臓からインスリンが分泌されず、血糖値が高まる病気です。1型糖尿病は、発症・

進行形式により劇症、急性発症、緩徐進行の 3 種類に分類されます。劇症 1 型糖尿

病は糖尿病性ケトアシドーシスを伴って数日の単位で非常に急激に進行します。 

ニボルマブでは重篤な 1 型糖尿病、糖尿病性ケトアシドーシス、劇症 1 型糖尿病

の発症も報告されています。1型糖尿病（劇症 1型糖尿病を含む）は、経過によって

は生命の危機（死亡を含む）にいたる可能性がありますので、下記のいずれかがみら

れた場合は、ただちに治験担当医師にご連絡ください。 

 

 体がだるい 

 体重が減る 
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 喉や口の渇き、喉の痛み、水を多く飲む 

 尿の量が増える 

 意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下 

 発熱 

 悪心、嘔吐 

 上腹部痛 

 

これらの症状が出現した場合、治験担当医師はあなたに来院をお願いして、追加の

検査を実施します。その検査の内容として、診察、血液や尿の検査などが考えられま

す。あなたの糖代謝機能に変化がないか注意深く観察します。こうした観察のために

入院が必要となることや、インスリン製剤の投薬、点滴（輸液や電解質の補充）の治

療を受けていただくこともあります。 

 

＜その他の注意点＞ 

ニボルマブによる副作用の治療のために炎症を抑えるお薬を長期間投薬する場合

がありますが、それによって体の抵抗力が低下し、日和見
ひ よ り み

感染症
かんせんしょう

*を起こす可能性が

あります。これらの感染症は、抗生物質や抗真菌薬による治療が必要となる場合なら

びに生命を脅かす場合があります。 

＊日和見感染症とは、免疫力が弱っているために、健康な人では症状が現れないような病原性の

弱い微生物の感染によって生じる症状のことです。 

このお薬の特徴から考えて、予防接種でワクチンを接種した場合に通常よりも強い

反応が起こる可能性があります。 

また、ニボルマブによる治療前または治療後に、同種造血幹細胞移植（ H S C T
エイチエスシーティー

）

を受けた患者さんにおいて、生命を脅かす可能性のある症状を含む合併症が確認され

ています。 

臓器や組織の移植を受けた患者さんにおいても、拒絶反応を含む合併症が報告され

ています。ニボルマブによる治療は臓器や組織の移植の拒絶反応のリスクを増加させ

る可能性があります。 

 

＜妊娠の結果＞ 

妊娠中または妊娠を希望する女性患者さんは本治験に参加いただけないため、妊娠

中のニボルマブの使用について、本治験にて十分な解析がおこなわれておりません。 

 

＜基礎試験から懸念
け ね ん

される副作用＞ 

サルを用いた動物実験ではニボルマブ 50 mg/ k g
キログラム

を 1週間に 2回、13週間繰

り返し投薬した結果、ニボルマブの投薬により問題となる異常は認められませんでし
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た。 

なお、サルを用いた一部の実験ではニボルマブ 50 mg/kgを 1週間に 1回、4週

間繰り返し投薬した結果、脈絡
みゃくらく

叢
そう

という部位（脳脊髄液を産生する組織）にリンパ

球が集まっていましたが、その周囲に炎症や傷害などの有害な影響は認められません

でした。この変化がヒトで認められるか不明ですが、脳脊髄液の産生に影響した場合

には、視力の低下、倦怠感や易疲労感、悪心や嘔吐などの症状が出ることが知られて

います。 

ニボルマブが遺伝子（D N A
ディーエヌエー

）の損傷を引き起こすかどうかを確認するための試

験は実施していません。ただし、ニボルマブは抗体であり分子量が大きいため、細胞

内の DNA に近づくことができないため、DNA の損傷を生じる可能性は低いと考え

られています。 

ニボルマブが、がんを引き起こすかどうかについて調べるための動物や培養細胞を

用いた試験は実施していません。 

妊娠中のサルを用いて、妊娠に対するニボルマブの影響を評価しています。その結

果、妊娠後期の流産あるいは新生児の死亡の増加が認められました。これらの結果か

ら、ヒトにおいても妊婦に対してニボルマブが継続的に投薬された場合、妊娠の継続

および新生児に対してリスクがある可能性があります。 

 

＜PD-1を持たない動物から予測される副作用＞ 

PD-1の発現を人為的
じんいてき

になくした特殊な動物（PD-1欠損
けっそん

マウス）では、様々な自

己免疫疾患関連症状および自己免疫疾患が起こることが報告されています。 

 

個々の副作用に対する対応は、治験担当医師より発生時に説明があります。副作用

を適切にコントロールすることは、治療を継続し、よりよい治療をおこなうにあたり、

大変重要です。また、ここにあげた以外にも予測外の副作用が現れる可能性もありま

す。 

 

本治験に安全に参加していただくため、治験担当医師が常にあなたのお体の状況や

検査結果などに注意をはらい、上記のような症状がおきていないかどうか確認します。

もし、本治験に参加している間に、何らかのお体の不調や気になる症状がありました

ら、直ちに治験担当医師または治験コーディネーターにお知らせください。必要に応

じて、適切な治療をおこないます。また、その結果、治験担当医師の判断により検査

を追加したり、場合によっては本治験を中止したりすることもあります。 

なお、副作用の発現には個人差があり、すべての患者さんに同じような症状が現れ

るとは限りません。また副作用の種類や程度などもさまざまです。 
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② 手術合併症 

手術（肺葉切除術 + 所属リンパ節郭清）で起こりうる合併症を説明します。 

合併症には個人差があり、ここであげている合併症すべてが起こるわけではありま

せん。いつもと様子が違うと感じたときには治験担当医師にお知らせください。 

 

1) 肺炎： 

手術の後は痰が増加しますが、呼吸機能の低下や痛みなどによって痰が出

しづらくなります。加えて、手術後には免疫力が低下しているため、肺炎に

なりやすい状態になっています。特に、喫煙している方は痰が多くなるため、

すぐに禁煙することが、肺炎の予防のために大切です。 

2) 肺瘻
はいろう

： 

肺切除をおこなう際に、正常な肺の一部に切り込みを入れることがあり、

手術後にこの部分から空気が漏れることがあります。これを肺瘻と呼びます。 

切り込みを入れた部分は、漏れがないかを確認しながら閉じるのですが、

手術後に肺が十分に膨らんだ時や、咳をするなど肺に強い圧力がかかった場

合などに、空気が漏れ出すことがあります。通常は漏れている部分が数日で

自然にふさがるのですが、なかなか漏れが止まらないことがあります。いつ

までも空気が漏れたままだと、漏れた空気から細菌に感染して胸膜炎になる

ことがあります。 

通常は、胸膜を癒着させる薬剤などで漏れが止まりますが、どうしても止

まらない場合には再手術が必要なこともあります。 

3) 気管支断端瘻
きかんしだんたんろう

： 

肺切除をおこなう際には、気管支を切断する必要があります。 

切断した気管支は縫い合わせて空気が漏れないようにしますが、まれに手

術後に穴が開いてしまうことがあります。この穴から肺と胸壁の間に空気や

痰が入り込み、細菌に感染して膿が溜まることがあります（膿胸）。 

また、それを再び吸い込んで肺炎になることもあります。気管支断端瘻が

発生した場合には、もう一度穴をふさぐ手術の必要があるかを検討します。 

4) 嗄声
さ せ い

： 

肺がんの手術で切除（郭清）するリンパ節のすぐ近くに、反回神経という

神経があります。この神経は声を出すのに必要な声帯を動かす神経なのです

が、リンパ節をきれいに郭清する必要があるため、反回神経が麻痺すること
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があります（反回神経麻痺）。 

反回神経麻痺が起こると、声帯が十分に閉まらないため、声がかすれて出

にくくなります。また、飲み込んだ水や食べ物が気管に入ってしまい、むせ

たり肺炎になったりすることがあります。 

通常は 3～6 か月程度で自然に回復しますが、治らない場合には耳鼻科で

治療をおこなうことがあります。 

5) 肺梗塞、脳梗塞、心筋梗塞： 

肺梗塞、脳梗塞、心筋梗塞は、いずれも足などの血管の中でできた小さな

血のかたまりが流されて、肺や脳、心臓の血管を塞いでしまうことで起こり

ます。 

肺がんの手術中や手術後には長時間体を動かさないでいるため、血行が悪

くなり、血のかたまりができやすくなります。また、動脈硬化が進んでいる

患者さんは血管が狭くなっており、血のかたまりもできやすいため、脳梗塞

や心筋梗塞を起こしやすくなります。 

肺梗塞、脳梗塞、心筋梗塞が起こることはまれですが、後遺症を残したり、

命に関わることもある重大な合併症です。 

6) 不整脈： 

通常、心臓が脈打つリズムは一定ですが、手術の影響でこのリズムが乱れ

る状態のことをいいます。自然に治る場合もありますが、点滴や内服薬によ

る治療が必要となることもあります。 

7) 乳び胸： 

腸から吸収された脂肪成分は胸管
きょうかん

といわれる管を通り、首の静脈に流れ込

みます。胸管は胸腔
きょうくう

内を通っているため、手術で胸管が傷つくと脂肪成分が

胸腔
きょうくう

内に漏れてしまいます。これを乳
にゅう

び胸
きょう

といいます。軽度であれば食事制

限により治りますが、場合によっては、胸腔
きょうくう

（肺が入っている空間）内に薬

を注入したり、もう一度手術をして、漏れている部分をふさぐ必要がありま

す。 

8) 膿胸： 

肺の手術後に胸腔
きょうくう

内に膿
うみ

がたまった状態のことで、軽症の場合は胸に管を

入れて洗浄することで治りますが、状態によっては手術による胸腔
きょうくう

内の洗浄

が必要となることがあります。さらに治りにくい場合は、再手術が必要とな

ることがあります。まれに、数回の手術が必要になり、治るまでに月単位の

時間がかかることがあります。 
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9) 術中出血： 

胸腔
きょうくう

中には、肺動脈や大動脈など、血流量が多く生命維持に重要な大血管

が存在します。肺がんの手術では、これらの重要な大血管を傷つけないよう

細心の注意を払っておこないますが、手術操作やがんの場所（血管に近いな

ど）によっては大血管の損傷をきたす場合があります。状態によってはまれ

に生命に関わる場合もあり、出血を止める処置をおこなうために創部を広げ

たり、出血量が多い場合には輸血が必要となることがあります。 

10) 術後出血： 

術後出血
じゅつごしゅっけつ

は手術の際には止まっていた出血が、手術が終了してしばらくし

たあとに再度出血することをいいます。自然に出血が止まる場合もあります

が、状態によっては止血剤の点滴や輸血、あるいは再手術による止血が必要

となることがあります。 

 

③ 本治験での検査による副作用 

● 採血や点滴用チューブの使用に伴うリスクとして、針を刺した部位の感染、内出

血、発赤、不快感または出血などが生じることがあります。 

● 患者さんによっては、CT検査などに使用する造影剤に対してアレルギー反応が生

じることがあります。アレルギー反応が生じることはまれですが、生じた場合に

はそう痒や発疹などが現れます。重度のケースでは、呼吸困難が生じたり、血圧

が危険なレベルに低下することがあります。あなたに造影剤、ヨウ素または甲殻

類に対するアレルギーがあることがわかっている場合は、治験担当医師と放射線

科医にお知らせください。また、CT検査などの画像検査は放射線被曝を伴い、被

曝の程度はそのときによって異なります。 

● スクリーニング期に病理学的診断のために生検を新たに実施する場合、採取方法

によってリスクが異なります。針を用いた採取方法では、挿入部位の痛み、挿入

部位周辺での若干の腫れやあざが起こる場合があります。外科的な採取方法では、

切開部の痛みまたは腫れ、麻酔薬または局部麻酔用物質へのアレルギー反応、切

開部を閉じるのに使われた縫合糸またはステープラーによる刺激、感染症が起こ

る場合があります。 

 

10. 副作用が起こったときの治療について 

薬剤の副作用は、個人差が大きく、どのような人にどんな副作用が出るかは人それ

ぞれで、治療開始前に完全に予測することはできません。副作用が出たときは、ニボ

ルマブの点滴を一旦中止したり、症状をやわらげるための治療（内服薬や注射薬）を
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おこなう場合もあります。 

何かお体に変化や異常を感じた場合は、些細
さ さ い

なことでも遠慮なく、治験担当医師に

お伝えください。必要に応じて、適切な処置や治療をおこないます。ニボルマブの副

作用について詳しく知りたい場合も、治験担当医師にご相談ください。 

 

11. 自由意思による治験への参加といつでも同意の撤回ができること 

本治験への参加についてはあなたの自由ですので、本治験の内容についてよく理解

していただいた上で、参加するかしないかをあなたの自由な意思で決めてください。 

その場ですぐに署名していただかなくても、ご家族と相談するなど十分考えてから

お返事していただいても構いません。参加を辞退することもできますし、同意書に署

名された後でも理由に関わらず、いつでも自由に本治験への参加を取りやめることが

できます。この場合でも、あなたが今後の治療を受ける上で不利な扱いを受けること

はなく、治験担当医師があなたとよく相談し、あなたにとって適切な他の治療をおこ

ないます。同意を撤回される場合は、治験担当医師または治験コーディネーターに口

頭で伝えていただくか添付の同意撤回書を提出してください。同意を撤回された患者

さんの未使用の検体については原則廃棄します。ただし、患者さんと検体の対応表が

破棄された後など、当該検体を特定できなくなっている場合は検体を廃棄しない場合

もあります。 

なお、ニボルマブの点滴を開始した後にニボルマブによる治療を中止したり、参加

を取り止めた場合、あなたのお体の状態を確認するための検査をおこないます。本治

験に参加された後に参加を取りやめたり、ニボルマブによる治療が中止となった場合

でも、本治験に参加いただいた期間の検査結果や追跡調査についての情報は、本治験

に関する情報として貴重な資料となりますので、使用することをご了承ください。 

それらの情報を使用してほしくない場合は、治験担当医師にその旨をお申し出くだ

さい。あなたのお名前などがわからないようにして廃棄します。ただし、すでに検査

結果が論文などで公表されていた場合などのように、廃棄することができない場合が

あります。 

 

12. 治験に参加しない場合の治療 

現在、外科的切除をおこなった後に、必要に応じ術後化学療法を加えた療法がわが

国の治療として標準的にもちいられます。この治験では、肺がんを切除する前にニボ

ルマブを点滴することが従来の治療と異なっています。 

治験担当医師から詳しく内容をお聞きの上、本治験に参加するかどうか決めてくだ

さい。なお、あなたが今回本治験に参加されない場合でも、現在通常おこなわれてい

る最善の方法で治療をおこないます。 
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13. 治験の参加後の中止について 

治験参加に同意をいただいた後でも、次のような理由で、本治験を中止する場合が

あります。 

1) あなたが本治験に関わる同意を撤回された場合 

2) 本治験開始後に「対象となる患者さん」の基準に合わないことが判明した場合 

3) 決められた通りの観察や検査がおこなえなくなった場合 

4) その他、本治験の継続が適当ではないと治験担当医師が判断した場合 

本治験を中止した場合は、あなたの状態を確認するために、「表 1 検査スケジュ

ール」に定める各種の検査をおこないます。 

なお、途中で本治験を中止した場合でも、そこまでの記録は今後の研究に役立つ貴

重な資料となりますので、使用することをご了承ください。 

 

14. 補償と治療について 

本治験の参加中または終了後に、本治験に参加したことが原因で、予測できなかっ

た重い副作用などの健康被害が生じた場合には、通常の診療と同様に病状に応じて適

切に対処いたします。その際の医療費にはあなたが加入している健康保険が使用され

ますので、一部をご負担いただくことになります。 

保険診療が適用とならない様な場合は別途、本治験を運営している組織が加入して

いる医師主導治験保険より補償を受けられる場合があります。ただし、以下の場合は

医師主導治験保険による補償の支払い対象となりません。 

① あなたの健康被害とこの治験との間に因果関係がない場合は、保険金（「医療

費」「医療手当」）の支払い対象となりません。例えば、この治験のための通

院途上で運転者の不注意により車にはねられた場合の「けが」等は、この治験

との因果関係がありませんので、保険金（「医療費」「医療手当」）の支払い

対象になりません。 

② 治験担当医師、医療機関、治験調整委員会、その他第三者に法的責任がある場

合は、保険金（「医療費」「医療手当」）の支払い対象ではなく、健康被害に

法的責任をもつ者が損害を賠償することになります。 

③ 治験薬／治験製品が効かなかった場合には、保険金（「医療費」「医療手当」）

の支払い対象になりません。 

なお、最後のページにあります同意書に署名されますと、この健康被害補償につい

てもご了解いただいたことになります。健康被害があったと思われる場合には、治験

担当医師、治験コーディネーターに申し出てください。 
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15. 新しい重要な情報が得られた場合 

ニボルマブに関して、あなたの健康や、治験への参加や継続の意思に影響を与える

可能性のある新たな情報（効果や安全性についての新たな情報など）を入手した場合

は、速やかに治験担当医師があなたに内容を説明し、この治験に継続して参加いただ

けるかを確認いたします。 

 

16. 治験の実施および施設における審査について 

本治験は、治験の妥当性や方法について多くの専門医によって十分検討されていま

す。また、本院では、医師以外の委員および病院外の一般の方をメンバーに加えた治

験審査委員会により、本治験が科学的、倫理的に問題ないかどうかについて審査を受

け、承認を得ております。 

以下に本院における治験審査委員会の概要をお示しします。さらに詳しい情報が知

りたい方は、相談窓口にお問い合わせください。 

 

名称：広島大学病院治験審査委員会 

設置者：広島大学病院長 

所在地：広島県広島市南区霞一丁目２番３号 

情報公開：当委員会に関する手順書、委員名簿、会議の記録の概要等については以

下のホームページに掲載しております。 

（http://cimr.hiroshima-u.ac.jp/index.html） 

 

17. 個人情報の保護について 

この治験で得られた結果は、手術前にニボルマブを使用する治療法を認めてもらう

ための申請資料として、国（厚生労働省および関係機関）へ提出いたします。それに

伴って、治験に関するあなたの診療内容や検査結果が、製薬会社など（この治験にニ

ボルマブを提供している小野薬品工業株式会社や、国内外を問わず小野薬品工業株式

会社の関係会社、共同開発会社などの提携会社、小野薬品工業株式会社が業務を委託

している会社など）、厚生労働省や海外当局（日本以外の国で、厚生労働省のように

お薬の使用についての承認・許可を司る機関）に伝達・提供されます。この際、あな

たの個人情報は法令などに従って適切に取り扱います。また、学会や医学論文などで

治験の成績が発表される場合もありますが、その場合もあなたのプライバシーは同様

に守られます。 

また、治験がきちんとおこなわれているかどうかを調べるために、この病院の職員

や調査の委託を受けた会社の担当者、この病院の治験審査委員会の委員、厚生労働省
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および関係機関の調査官が、病院で保管しているあなたの医療に関する記録（他の診

療科や治験に参加する以前のカルテも含む）などを見ることがあります。これらの調

査や判定に関わる者には守秘義務が課せられております。 

この治験に参加されている期間中のあなたの治療の状況や検査値、症状など情報を、

使用させていただきます。情報は、記録としてまとめられ、所定の解析機関で集計、

解析されます。その際、連結可能匿名化という方法で本治験で割り振られた符号を用

いますので、個人が識別されたり特定されたりすることはありません。 

あなたがこの説明文書についている同意書に署名することにより、あなたの医療記

録を見ること、あなたが受診する他の医療機関からの情報収集に関しても承諾してい

ただいたことになります。 

 

18. 治験参加中の費用について 

ニボルマブのお薬代はかかりません。しかし、それ以外のお薬代や手術費用、検査

費用などは、通常の診療と同様にあなたが加入している健康保険をご利用いただきま

すので、一部あなたにもご負担いただくことになります。 

来院に伴う交通費など、治験参加の負担軽減を目的とした費用は支払われません。 

 

19. 本治験に参加されている間のお願い 

本治験に参加される場合は、次のことを守ってください。 

● 治験担当医師の指示にしたがって、定期的に来院してください。 

ご都合が悪くなった場合には、なるべく早めに治験担当医師または治験コーディ

ネーターにご連絡をお願いします。日程調整をいたします。 

● 他の病院または他の診療科にかかる場合はお知らせください。 

お渡しした治験参加カードを常に携帯して、他の病院または他の診療科の医師に

「治験参加カード」を見せて治験に参加していることをお伝えください。また、

その旨を事前に治験担当医師にもお知らせください。 

● 治験中に他の薬を使用する場合は、前もってご相談ください。 

現在使用している薬（市販薬・健康食品を含む）がある場合や、治験参加後に新

しく薬を使用する場合には、前もって治験担当医師にご相談ください。薬には相

互作用といって、一緒に使うと効果がなくなったり、反対に効果が強くなったり

して、お体に悪い影響を及ぼすことがあるからです。なお、この治験では、治験

中に免疫抑制剤、規定をこえる副腎皮質ホルモンの使用や治験以外の抗がん治療

などは禁止されています。 

● いつもと体調が違うと感じられた場合は、いつでも治験担当医師までご連絡くだ

さい。 
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● 治験参加中は避妊してください。 

ニボルマブの点滴は胎児への安全性が確認されていませんので、女性の場合はこ

の治験への参加について同意された日～ニボルマブの最後の点滴から5か月後ま

で、男性の場合はニボルマブの点滴開始後～ニボルマブの最後の点滴から7か月

後までは、必ず避妊をしてください。 

● あなたやあなたのパートナーの妊娠が判明した場合、あるいは妊娠が疑われる場

合、その他月経が来なかったり遅れたりした場合、もしくは月経周期がいつもと

違う場合（例：経血量が多いまたは月経期間以外の不正出血）は、ただちに治験

担当医師にご連絡ください。 

妊娠が判明した場合には、妊娠の経過観察をおこないます。妊娠の経過に関する

情報は、ニボルマブの使用中に妊娠する可能性のある他の女性に提供されます。

お調べするのは以下の項目です。 

・ 妊娠の状況（妊娠確認日と確認方法、妊娠週、胎児数、出産予定日） 

・ 既往歴、合併症（追加のある場合） 

・ 過去の妊娠歴 

・ 妊娠の転帰 

・ 出産情報（誕生日、分娩の方法、出産数、新生児情報（性別、身長、体重）） 

・ 併用薬、併用療法 

・ その他、妊娠から出産直後までに認められた妊婦、新生児に関する問題など 

● 妊娠およびその結果について、本治験にニボルマブを提供している製薬会社など

（小野薬品工業株式会社や、国内外を問わず小野薬品工業株式会社の関係会社、

共同開発会社などの提携会社、小野薬品工業株式会社が業務を委託している会社

など）に報告します。適切ながん治療の選択肢とあわせて、治験担当医師と相談

していただくことになります。なお、本治験では、産科、胎児や新生児に関わる

費用について、お支払いする予定はありません。 

● あなたのパートナーが妊娠された場合は、別途パートナーの同意を得た上で情報

を提供していただきます。 

● 住所や電話番号など連絡先が変更になる場合は、必ず治験担当医師までお知らせ

ください。 

 

20. 利益相反について 

治験における利益相反とは、治験に関わる医師等が企業等から経済的な利益（謝金、

研究費、株式等）の提供を受け、その利益の存在により治験の結果に影響を及ぼす可

能性がある状況のことをいいます。この治験は、小野薬品工業株式会社から研究費と
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治験薬ニボルマブの無償提供を受けますが、そのことが研究結果の解釈に影響を及ぼ

すことがないように、研究の透明性、信頼性の確保を図りながら研究を実施します。 

 

21. 研究成果の公表および知的財産について 

この治験で生じた知的財産権（特許、実用新案、意匠など）については、それが一

人の担当者でおこなわれた場合にはその担当者が所属する組織が単独で、複数でおこ

なわれた場合はその担当者が所属する組織が共同で、知的財産権の出願をおこないま

す。取得した知的財産権は出願した組織に帰属することとなります。 

この治験で得られた結果は、原則あなたに開示されることはありません。検査結果

が公開されるまでには長い年月がかかるため、あなたの現在受けている治療、今後の

治療に影響を与えることはほとんどないと考えています。 

 

22. 治験内容の公開 

この治験の内容は、以下のウェブサイトに公開しています。 

j R C T
ジェイアールシーティ

（https://jrct.niph.go.jp/） 

どなたでも、治験内容や進捗状況等をご覧いただけます。治験終了後、治験結果の

概要が公開されます。ただし、結果が公開されるまでには長い年月がかかる場合があ

ります。   

 

23. 本治験で採取する試料やデータの利用について 

この治験と同じくニボルマブの安全性や有効性の評価を目的とした別の研究に、こ

の治験のためにあなたから採取した試料（血液やがん組織）やデータを使わせていた

だきたいと考えています。これらの研究には、現在計画中のもの、並びに、将来必要

になった場合に新たに計画されるものが含まれ、別途、計画書を作成し、科学的・倫

理的に問題ないか本院の倫理審査委員会で審査を受け、承認されてから実施されます。

これらの研究について、検査を実施する会社や試料の保管期間などの詳細はまだ決ま

っておりません。なお、この研究には遺伝子・ゲノム解析が含まれる可能性がありま

す。詳しくは、別に用意しております「ゲノム・遺伝子解析研究」についての説明文

書を用いてご説明いたします。 

このような将来的な研究に使用する目的で試料を保存することに同意いただけた

場合のみ、あなたから採取した試料を保存します。試料の保存にあなたが同意されな

い場合は、この治験に参加いただくことができません。つきましては、将来的な検査

のための試料の保存について、同意書の（同意します・同意しません）のどちらかを

○で囲んでください。また、同意された後に、この検査に関する同意を取り消すこと
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も可能ですが、その場合、あなたは、この治験を継続することはできません。この場

合でも、あなたが今後の治療を受ける上で不利な扱いを受けることはなく、治験担当

医師があなたとよく相談し、あなたにとって適切な他の治療をおこないます。同意を

撤回される場合は、治験担当医師または治験コーディネーターに口頭で伝えていただ

くか添付の「将来的な検査への試料の利用に関する同意撤回書」を提出してください。

試料やその結果などは、あなたのお名前などがわからないようにして廃棄します。た

だし、同意を取り消した時、すでに検査結果が論文などで公表されていた場合などの

ように、試料や検査結果などを廃棄することができない場合があります。 
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24. 治験担当医師の連絡先および治験相談窓口 

この治験について、わからないことや心配なことなど疑問に思ったことがありま

したら、遠慮なく治験担当医師または治験コーディネーターにご相談ください。 

 

本治験の研究責任医師：広島大学病院 呼吸器外科 教授 岡田 守人 

 

本院の治験責任医師：呼吸器外科 教授  岡田 守人    

治験担当医師： 呼吸器外科                 

平日・昼間（土日・祝日を除く）8:30～17:00  

呼吸器外科外来 電話番号：082-257-5476    

夜間 17:00以降・休日             

6階西病棟  電話番号：082-257-5498           

 

 

 

 

治験の相談窓口：総合医療研究推進センター     

治験コーディネーター：            

平日・昼間（土日・祝日を除く）8:30～17:00 

電話番号： 082-257-5596           
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同意書 

広島大学病院長殿 

 

【治験名】再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ

療法の安全性・有効性探索試験 
 

私は、上記試験について、説明文書を受け取った上で、この治験の内容について文書によ

り十分説明を受けました。私の自由意思にもとづいて、私がこの治験に参加することに同意

し、同意説明文書、同意書（患者保管用）を受領しました。 

 

1. はじめに 

2. 治験とは 

3. あなたの病気と治療について 

4. 治験の目的 

5. 治験薬について 

6. 治験の方法 

7. 治験への参加予定期間と参加人数 

8. 本治験への参加によってあなたが受ける

利益 

9. 予測される不利益および副作用について 

10. 副作用が起こったときの治療について 

11. 自由意思による治験への参加といつでも

同意の撤回ができること 

12. 治験に参加しない場合の治療 

13. 治験の参加後の中止について 

14. 補償と治療について 

15. 新しい重要な情報が得られた場合 

16. 治験の実施および施設における審査につ

いて 

17. 個人情報の保護について 

18. 治験参加中の費用について 

19. 本治験に参加されている間のお願い 

20. 利益相反について 

21. 研究成果の公表および知的財産について 

22. 治験内容の公開 

23. 本治験で採取する試料やデータの利用に

ついて 

24. 治験担当医師の連絡先および治験相談窓

口 

 

将来的な検査について試料を提供することに 同意します ・ 同意しません 

 

（本人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

説明文書をお渡しした日：      年   月   日   

（立会人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

患者との続柄：                           

 

（説明をおこなった治験責任医師または治験担当医師） 

（説明日）    年   月   日 氏名                

（補足的説明をおこなった治験コーディネーター）※ 

（説明日）    年   月   日 氏名                

※ 治験協力者の欄は、治験協力者が補足的説明をおこなった場合のみ記入してください。 
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（治験事務局用） 

版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

同意書 

広島大学病院長殿 

 

【治験名】再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ

療法の安全性・有効性探索試験 
 

私は、上記試験について、説明文書を受け取った上で、この治験の内容について文書によ

り十分説明を受けました。私の自由意思にもとづいて、私がこの治験に参加することに同意

し、同意説明文書、同意書（患者保管用）を受領しました。 

 

1. はじめに 

2. 治験とは 

3. あなたの病気と治療について 

4. 治験の目的 

5. 治験薬について 

6. 治験の方法 

7. 治験への参加予定期間と参加人数 

8. 本治験への参加によってあなたが受ける

利益 

9. 予測される不利益および副作用について 

10. 副作用が起こったときの治療について 

11. 自由意思による治験への参加といつでも

同意の撤回ができること 

12. 治験に参加しない場合の治療 

13. 治験の参加後の中止について 

14. 補償と治療について 

15. 新しい重要な情報が得られた場合 

16. 治験の実施および施設における審査につ

いて 

17. 個人情報の保護について 

18. 治験参加中の費用について 

19. 本治験に参加されている間のお願い 

20. 利益相反について 

21. 研究成果の公表および知的財産について 

22. 治験内容の公開 

23. 本治験で採取する試料やデータの利用に

ついて 

24. 治験担当医師の連絡先および治験相談窓

口 

 

将来的な検査について試料を提供することに 同意します ・ 同意しません 

 

（本人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

説明文書をお渡しした日：      年   月   日   

（立会人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

患者との続柄：                           

 

（説明をおこなった治験責任医師または治験担当医師） 

（説明日）    年   月   日 氏名                

（補足的説明をおこなった治験コーディネーター）※ 

（説明日）    年   月   日 氏名                

※ 治験協力者の欄は、治験協力者が補足的説明をおこなった場合のみ記入してください。 
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療法の安全性・有効性探索試験 
 

私は、上記試験について、説明文書を受け取った上で、この治験の内容について文書によ

り十分説明を受けました。私の自由意思にもとづいて、私がこの治験に参加することに同意

し、同意説明文書、同意書（患者保管用）を受領しました。 

 

1. はじめに 

2. 治験とは 

3. あなたの病気と治療について 

4. 治験の目的 

5. 治験薬について 

6. 治験の方法 

7. 治験への参加予定期間と参加人数 

8. 本治験への参加によってあなたが受ける

利益 

9. 予測される不利益および副作用について 

10. 副作用が起こったときの治療について 

11. 自由意思による治験への参加といつでも

同意の撤回ができること 

12. 治験に参加しない場合の治療 

13. 治験の参加後の中止について 

14. 補償と治療について 

15. 新しい重要な情報が得られた場合 

16. 治験の実施および施設における審査につ

いて 

17. 個人情報の保護について 

18. 治験参加中の費用について 

19. 本治験に参加されている間のお願い 

20. 利益相反について 

21. 研究成果の公表および知的財産について 

22. 治験内容の公開 

23. 本治験で採取する試料やデータの利用に

ついて 

24. 治験担当医師の連絡先および治験相談窓

口 

 

将来的な検査について試料を提供することに 同意します ・ 同意しません 

 

（本人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

説明文書をお渡しした日：      年   月   日   

（立会人） 

同意日：      年   月   日  氏名（署名）：                            

患者との続柄：                           

 

（説明をおこなった治験責任医師または治験担当医師） 

（説明日）    年   月   日 氏名                

（補足的説明をおこなった治験コーディネーター）※ 

（説明日）    年   月   日 氏名                
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（カルテ保管用） 

版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

 

同意撤回書 
 

広島大学病院長 殿 
 

治験課題名：再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマ

ブ療法の安全性・有効性探索試験 

 

 
 

私はこの治験への参加にあたり、説明文書の記載事項について説明を受け同意しま

したが、同意の是非について再度検討した結果、同意を撤回いたします。 

なお、同意撤回書（患者保管用）を受領しました。  

 

本人  

撤回日 西暦 年 月 日 氏名（自署）  

 

 

私は、この同意の撤回について確認しました。 

治験担当医師 

撤回確認日 西暦  年 月 日   署名  

治験コーディネーター 

撤回確認日 西暦   年 月 日   署名  
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治験課題名：再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマ

ブ療法の安全性・有効性探索試験 
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したが、同意の是非について再度検討した結果、同意を撤回いたします。 

なお、同意撤回書（患者保管用）を受領しました。  

 

本人  

撤回日 西暦 年 月 日 氏名（自署）  

 

 

私は、この同意の撤回について確認しました。 

治験担当医師 

撤回確認日 西暦  年 月 日   署名  
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撤回確認日 西暦   年 月 日   署名  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-043234:e043234. 11 2021;BMJ Open, et al. Kagimoto A



 

（患者さん用） 

版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

 

同意撤回書 
 

広島大学病院長 殿 
 

治験課題名：再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマ

ブ療法の安全性・有効性探索試験 

 

 
 

私はこの治験への参加にあたり、説明文書の記載事項について説明を受け同意しま

したが、同意の是非について再度検討した結果、同意を撤回いたします。 
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（カルテ保管用） 

版数：1.1 作成年月日：2018年 11月 21日 

 

将来的な検査への試料の利用に関する 

同意撤回書 

 

 患者さん記載用  

 

 

広島大学病院長 殿 

 

 

私は「再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ療法の安

全性・有効性探索試験」の、将来的な検査への試料の利用に関する同意を撤回いた

します。 

 

20   年   月   日 

 

署名（本人）                       

 

 

 

＜患者さんへ＞ 

将来的な検査への試料の利用に関する同意の撤回を希望される場合は、 

上の    のなかに 

 

 治験に参加した患者さん本人の署名 

 署名をした日 

 

を記載し、このページを切り離して治験をおこなった病院に提出してください。 
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将来的な検査への試料の利用に関する 

同意撤回書 

 

 患者さん記載用  

 

 

広島大学病院長 殿 

 

 

私は「再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ療法の安

全性・有効性探索試験」の、将来的な検査への試料の利用に関する同意を撤回いた

します。 

 

20   年   月   日 
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＜患者さんへ＞ 

将来的な検査への試料の利用に関する同意の撤回を希望される場合は、 

上の    のなかに 
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同意撤回書 

 

 患者さん記載用  

 

 

広島大学病院長 殿 

 

 

私は「再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺がんに対する術前ニボルマブ療法の安
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