
2022年 1月 17日 第 5.0版 

 

 1 / 8 

 

 

Appendix A: Informed Consent Form for Patients 

 

高齢がん患者さんのニーズにあった治療選択・治療継続のための

包括的機能評価とコミュニケーション支援に関する研究のお願い 

 

正式な研究課題名：高齢進行・再発がん患者のニーズに即した治療選択・継続のための

アプリケーションを活用した高齢者機能評価とマネジメント強化に

よる支援プログラム開発 
 

 

 

 

＜本説明同意文書のまとめ＞ 

・ この説明文書は、臨床研究の内容について説明するものであり、研究対象者の

候補となる方が臨床研究の参加について検討する上で、研究者の説明を補い、

この研究の内容を理解して、参加するかどうかを考えていただくために用意し

ました。必ず研究者から説明を聞いていただき、わからないことなどがありま

したら研究者に遠慮なくご質問ください。 

・ この臨床研究に参加するかどうかは、あなた自身の考えで決めることができま

す。くわしく知りたい場合は、研究計画書を閲覧することもできます。なお、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。 

・ 今回私たちは、高齢患者さんの身体・心理機能や社会生活の状況を適切に評価

したうえで必要なサポートを提案し、加齢に伴う治療や生活の心配事について

医師と話し合うことで、より患者さんのニーズに合った治療選択や治療継続に

つながると考えて、この研究を計画しました。 

・ 研究の目的は、①加齢に伴って生じる体や心、生活の変化について評価し、治

療への影響が少なくなるように定期的にサポートすることに加え、②加齢に伴

う治療や療養上の心配事を患者さんと医師とで共有することが、診察時のコミ

ュニケーションをより良くするかを確認することです。 

・ 研究の対象となる方は、消化器（食道・胃・大腸・肝・胆・膵）のがんと診断され、

７０歳以上の方で、新たに化学療法を受ける、もしくはお薬を変更する予定の

方です。 

・ 新しい取り組みでは、患者さんの身体・心理機能や社会生活の状況について、

アンケート調査を行い、結果に基づいて必要なサポートを個別に提案します。さ

らに加齢に伴う心配事について、医師と相談できるよう質問支援をします。 
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1. 臨床研究とこの説明文書について 

病気の診断や治療の方法の開発のためには多くの研究が必要です。現在行われている診

断や治療の方法も長い時間をかけて研究され、進歩してきました。 

国立がん研究センターも、がん医療の発展に貢献するため、さまざまな研究に積極的に取

り組んでいます。こうした研究の中でも、患者さんにご協力いただいて行うものを、「臨床研

究」といいます。臨床研究は、皆様のご理解とご協力によって初めて成り立つものであり、現

在ある治療法もこれまで研究に参加してくださった多くの方々のご協力の結果によるもの

です。 

この臨床研究を実施するにあたっては、患者さんの人権や安全への配慮について、医学の

発展に役立つかどうかについて国立がん研究センター研究倫理審査委員会で審査され、承認

を受け、理事長の許可を受けています。また、その際、国の定めた倫理指針に従って計画され

た研究であることも審査されています。 

この説明文書は、臨床研究の内容について説明するものであり、研究対象者の候補となる

方が臨床研究の参加について検討する上で、研究者の説明を補い、この研究の内容を理解し

て、参加するかどうかを考えていただくために用意しました。必ず研究者から説明を聞いて

いただき、わからないことなどがありましたら研究者に遠慮なくご質問ください。 

 

2. 参加の自由について 

この臨床研究に参加するかどうかは、あなた自身の考えで決めることができます。 

この臨床研究についてさらにくわしく知りたい場合は、研究の実施に支障のない範囲で研

究計画書を閲覧することもできますので、研究者にお尋ねください。 

なお、この研究に参加しない場合でも、通常通りの治療を受けることは保証され、あなた

が不利益を受けることはありません。また、研究の参加に同意したあとでも、いつでも、また

どんな理由でも研究参加をとりやめることができます。その場合も、不利益を受けることは

ありません。 

これから、この臨床研究についての詳しい説明をお読みになり、また、研究者からの説明

を受け、臨床研究の内容を理解し、参加を希望する場合は、研究の説明者に同意する旨をお

伝えください。 

 

3. この臨床研究の対象となる方 

この研究では、進行・再発期の消化器がん（食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、胆道が

ん、膵臓がんを含みます）と診断され、7０歳以上の方で、新たに化学療法を受けることにな

った、もしくは化学療法のお薬を変更する予定の患者さんを対象とします。 

研究に参加し、最初に実施するアンケート（高齢者機能評価）で、体や心の機能、社会生活の

状況の評価において問題がなかった場合には、その後のアンケートや面談の対象にはなりま

せん（化学療法の有害事象について、3か月後、6か月後のカルテ調査のみ行います）。 
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4. この臨床研究の意義と目的について 

７０歳以上の患者さんの化学療法では、患者さんの年齢を考慮して、体や心の機能や社会

生活の状況を確認したうえで、患者さんの価値観も考慮した、より良い治療を患者さんと相

談して決めることが勧められています。高齢がん患者さんには、ご自分の意向を医師に伝え

ることに不安を持っている方もおられるため、本研究では面談を行い、ご意向に即した内容

を医師に質問できるように支援させていただきます。 

今回私たちは、新しい診察の方法として、アプリケーションを用いたアンケート（高齢者機

能評価）を実施することで、患者さんの体や心の機能や社会生活の状況を確認し、加齢による

治療への影響を軽減するための支援をすすめるとともに、パンフレットを用いた面談によっ

てコミュニケーション支援を実施すると、患者さんと医師との話し合いがより良くなるか、と

いうことを調べるために研究を計画しました。本研究により、より安全で有効な治療を受け

ることができる可能性があります。 

また、最初に実施する、体や心の機能、社会生活の状況についてのアンケート（高齢者機能

評価）と、化学療法の有害事象との関連についても検討させていただきます。 

 

5. この臨床研究の方法 

「図. 研究の概要について」をご参照ください。研究に参加される場合、患者さんの体や心

の機能や社会生活の状況についてアンケート（高齢者機能評価）への回答をお願いします。ア

ンケートはアプリケーションを用いて入力し、回答にかかる時間はおよそ10～20分です。こ

のアンケート（高齢者機能評価）で、体や心の機能、社会状況の評価でサポートが提案されな

かった場合には、その後の面談やアンケート、診察録音の対象にはなりません。化学療法の有

害事象について、3か月後、6か月後のカルテ調査のみ実施させていただきます。 

最初に実施するアンケート（高齢者機能評価）で何らかのサポートが提案された患者さんは、

診察時の様子を知るために診察を一度、録音をさせていただきます。そのほかに治療に関連

する診療記録を研究調査員がカルテから確認させていただきます。カルテから確認する情報

は、診断名、診断されたがんの特徴（進行度・深達度・組織型の分類）、治療内容、治療に伴う症

状の程度、介護保険、診療報酬明細書などの情報です。また、これらの情報について、もしも

転院された場合には、医師の許可を得て転院先の病院に問い合わせを行うことがあります。 

一部の方（新しい診察グループ）には、事前に介入マニュアルに基づいた研修を修了した介

入者が面談させていただきます。面談は、診察の待ち時間や治療の合間に、初回は 30～40

分程度、2回目以降は10～20分程度で行わせていただきます。ご同意を得られた場合のみ、

面談を録音させていただきます。その際アプリケーションを用いて入力したアンケートをもと

に個別に作成したパンフレットを用いて、体や心の状況と治療との関係について情報提供を

いたします。また、体や心の状況に応じて、加齢による治療への影響を軽減するために、具体

的にどのようなサポートを受けることができるかを提案します。この情報は医師にも共有い

たします。さらに、新しい診察グループでは、加齢による治療への影響を軽減するためのサ

ポートの実施状況について、面談または電話にて確認させていただきます。 

その他の方（通常の診察グループ）には面談は行われません。どちらのグループになるか
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コミュニケーションが促進され、病気や治療に関する理解が増したり、長期的には不安が軽減

したりといった利益を得る可能性があります。また、体や心の状況に応じたサポートを受ける

ことで、加齢による治療への影響が軽減され、より安全で有効な治療が継続できる可能性が

あります。ただし、研究に参加することの不利益として、時間的な拘束の可能性があります。

新しい取り組みによる診察として、初回はアンケートへの回答と面談で 40 分から 1 時間程

度要します。2回目以降は 20～30 分程度になります。外来での待ち時間や、治療中の患者

さんが都合の良いときに実施するなど最大限に配慮します。 

通常診察の患者さんは、本研究へ参加することによる利益はないと考えます。しかし新し

い支援方法の確立に貢献することができます。一方で、アンケートへの回答として 10～20

分程度の時間を要します。 

研究参加によって不都合が生じたり、対応が難しかったりする場合には担当スタッフや研

究者まで遠慮なくお伝えください。 

 

7. この臨床研究に参加しない場合の治療や支援について 

この臨床研究に参加しない場合にも、あなたにとって最も適切だと思われる治療や支援が

行われます。研究に参加しない場合にも、医師と治療について話し合うことはできますし、通

常の診察同様に、心理師やソーシャルワーカーなどがいる相談外来を利用することは、いつ

でもあなたの意向で自由に決めることができます。 

 

8. 臨床研究全体の実施予定期間 

この臨床研究に参加される患者さんの研究登録期間は、研究が許可された日から 3 年間

を予定しており、参加された患者さんの追跡期間は登録が終了してから 1年間です。 

研究全体の期間は研究が許可された日から5年間の予定です。 

 

9. 費用負担と謝礼の支払いについて 

この臨床研究に参加することに伴って必要になる、その他の診察や検査については健康保

険が適用されますが、通常の治療を受ける場合と同じように自己負担分をお支払いいただく

ことになります。また研究参加に伴う謝礼はありません。 

 

10. 健康被害が発生した場合の対応・補償について 

この臨床研究は、アンケートと面談による支援であり、予測できなかった重い副作用など

の健康被害が生じることは想定されません。 

 

11. 個人情報の保護について 

この臨床研究に参加すると、個人情報と診療情報に関する記録の一部は、研究事務局であ

る国立がん研究センターがん対策研究所と、データセンターである中央病院支持療法部門内

に保管され、研究代表者が責任を持って管理します。臨床研究で使用するデータ管理のため
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に収集する情報には、カルテ番号、生年月日、その他（年齢、性別、がん種、進行期、治療レジメ

ン）が含まれます。また、アンケートの郵送や、電話連絡のために、氏名、住所、電話番号を個

人情報として取得させていただく可能性があります。 

 

研究事務局と病院とのやり取りの際には、あなたのお名前ではなく研究で個別につけた研

究番号を使用します。この固有の研究番号は、その後に行われる調査の際、医師が転勤した

場合でも、臨床研究に参加していただいているあなたの情報を適切に管理するために、大変

重要な情報となります。 

研究に携わる研究者のうちデータ解析担当者に対して、個人情報を含まないデータを適切

な管理の下で情報提供することがあります。提供する情報は、診断・治療に関する情報とアン

ケート結果を含みます。 

【この臨床研究のデータ解析担当者】 

 静岡がんセンター臨床試験支援センター 統計解析室 室長：盛啓太 

 

臨床試験の個人情報保護方法や管理について、国立がん研究センター研究倫理審査委員会

の許可を得ています。研究事務局と共同研究施設では、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様、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。 

この研究が適切に行われているかどうかを第三者の立場で確認するために、当センター臨

床研究監査を担当する部門の者などがあなたのカルテやその他の診療記録などを拝見する

ことがあります。このような場合でも、これらの関係者には、守秘義務があり、あなたの個人

情報は守られます。 

 

12. データの二次利用について 

この臨床研究で得られた情報を二次利用することがあります。この場合は、個人を識別

する情報を結びつかないように匿名化した上、がん患者さんの生活の質の向上に役立て

る目的に限り、データを利用いたします。 

 

13. 試料・情報の取扱いについて 

この臨床研究で得た情報は、研究者の所属する研究機関のルールに従い、研究終了報告書

提出日から5年、あるいは、本研究に関連したあらゆる論文の公表日から3年のいずれか遅

い日まで保管いたします。これは現在、研究結果を他の誰かがあとから検証できるようにす

るためには必要な措置だと考えられています。なお、定められた期間が過ぎ、廃棄が必要に

なった場合は、それらが誰のものか直ちにわからないよう加工した後に廃棄させて頂きます。

音声録音データも含めた電子媒体はデータを完全削除し、紙媒体はシュレッダーにかけて廃

棄いたします。 
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14. この臨床研究の結果の公表と返却について 

 この臨床研究から得られた結果は、医学関係の学会や医学雑誌などで公表いたします。

発表に際しあなたのお名前など個人を特定できる情報を使用することはありません。 

なお、この臨床研究の解析結果は研究段階のものであり、原則としてあなたにお伝えする

ことはありません。ただし、もしもそれらの情報があなたの健康状態にとって有用である可

能性が高まった場合には、専門家や医師と慎重に協議した上で、あらためて医師からご連絡

を差し上げることがあります。この臨床試験に関する情報については、定められた規定に従

って 、大学病院医療情報ネットワーク臨床試験登録システム (UMIN-CTR)

【https://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm】に登録し、公開いたします。 

 

15. この臨床研究の資金と利益相反について 

1）「利益相反」の説明 

臨床研究における利益相反とは、研究者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臨床研究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。 

2）利益相反の有無および内容説明に関する記載 

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 令和3年度革新的がん医療実用化研

究事業 領域6（研究代表者：藤森麻衣子、課題管理番号21ck0106６８２h0001）を資金源

として実施します。この他に、特定の団体からの資金提供や薬剤等の無償提供などは受けて

おりませんので、研究組織全体に関して起こりうる利益相反はありません。 

3）利益相反の管理方法に関する記載 

研究者の利益相反の管理は、参加施設それぞれが自施設の研究者に関して行っています。

当センターの研究者の利益相反の管理は国立がん研究センター利益相反委員会が行ってい

ますので、詳細をお知りになりたい場合は、医師までお問い合わせください。 

 

16. 研究組織・連絡先 

この臨床研究について何か知りたいことや、何か心配なことがある場合や、同意を

撤回したい場合、遠慮なくおたずね下さい。また、臨床研究終了後の結果についてお

知りになりたい方も、研究事務局におたずね下さい。対応時間は平日9～17時です。 

 

研究代表者：藤森 麻衣子 

研究事務局：松岡 歩 

連絡先   ：国立がん研究センター がん対策研究所  

住所：〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 

TEL：03-3547-5201 （PHS ５５３９／ 内線 3329） 

E-mail: aymatsuo@ncc.go.jp （松岡 歩） 
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共同研究者 

国立がん研究センター中央病院 消化管内科 施設研究責任者：高島淳生 

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科長：奥坂拓志 

静岡がんセンター臨床試験支援センター 統計解析室 室長：盛啓太 

杏林大学医学部附属病院 腫瘍内科学 教授：長島文夫
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ご本人保管用/診療録保管用 
 

同 意 文 書 

 

国立がん研究センター中央病院 病院長 殿 

 

研究課題名：高齢進行・再発がん患者のニーズに即した治療選択・継続のためのアプリケ

ーションを活用した高齢者機能評価とマネジメント強化による支援プログラ

ム開発 

 

1. 臨床研究とこの説明文書について 

2. 参加の自由について 

3. この臨床研究の対象となる方 

4. この臨床研究の意義と目的について 

5. この臨床研究の方法 

6. 研究参加により予想される利益と不利益 

7. この臨床研究に参加しない場合の治療や支援について 

8. 臨床研究全体の実施予定期間 

9. 費用負担と謝礼の支払いについて 

10. 健康被害が発生した場合の対応・補償について 

11. 個人情報の保護について 

12. データの二次利用について 

13. 試料・情報の取扱いについて 

14. この臨床研究の結果の公表と返却について 

15. この臨床研究の資金と利益相反について 

16. 研究組織・連絡先 

 

 

 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： 令和         年       月       日 

 

説明者氏名：                  （自署） 

 

私はこの研究に参加するにあたり、研究の内容について担当者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、参加することについて同意します。 

 

同意日： 令和         年       月       日 

 

 

氏名：                         （自署） 
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