進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究
研究実施計画書

【研究代表者】
山﨑 直也

河上

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

慶應義塾大学医学部

〒104-0045

〒160-8582

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

裕
先端医科学研究所

東京都新宿区信濃町 35

TEL：03-5363-3777

【研究事務局】
高橋 聡
国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科
〒104-0045

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511
【統計解析責任者】
山中 竹春
横浜市立大学大学院 医学研究科臨床統計学
〒236-0004

神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9

TEL：045-787-2572
2014 年 10 月 23 日

:原案作成

2015 年 7 月 6 日

:最終原案作成

2015 年 7 月 21 日

:倫理審査承認日

2015 年 8 月 11 日

:第 1.0 版

本実施計画書は、研究代表者の許可を得ずに外部に公開してはならない。

目次
0 概要

１

1 目的

５

2 背景

５

3 試験薬の概要

８

4 対象

９

5 説明と同意

１０

6 目標症例数と研究実施期間

１０

7 登録

１０

8 研究方法

１１

9 観察・検査・調査項目とスケジュール

１２

10 安全性について

１７

11 評価項目の基準と定義

１８

12 統計的事項

２５

13 症例報告書の入力と提出

２６

14 倫理的事項

２７

15 研究対象者の個人情報の保護

２９

16 研究資金および利益相反

３０

17 研究実施計画書の変更

３１

18 研究の終了又は中止

３１

19 記録の保管及び廃棄

３２

20 品質管理

３２

21 研究の登録、成果の帰属と公表

３３

22 研究組織

３４

23 参考文献

３７

別添資料
A）説明文書・同意書
B）症例登録票
C）症例報告書（分冊 01～05）

0 概要
0.1.目的
根治切除不能な悪性黒色腫を対象に抗 PD-1 抗体ニボルマブ（以下、ニボルマブ）が本邦で承認され
た。国内治験では 35 例と症例数が少なく、患者集団も限定されていた。従って、市販後に日常診療下
において多数の患者を対象にニボルマブの有効性（奏効率、全生存期間）の情報を得る事を目的とする。
また、ニボルマブ（免疫チェックポイント阻害薬）によって有効性が期待される患者集団の、選択可能
なバイオマーカーを探索的に研究する。
0.2.背景 最近新しいがん免疫の考えの中で免疫応答に特徴的な免疫抑制環境の解除を目指す免疫抑制
阻害療法 などがある。とりわけ、免疫チェックポイント阻害剤などは進行悪性黒色腫に対する治療の臨
床報告が 出てきて、今後のがん免疫療法の新しい時代になってきた。我が国でも免疫チェックポイント
分子群の 抗 PD-1 抗体治療薬ニボルマブが実施医療の場で使用されるようになってきたが、有用性を確
認するこ とは今後の課題である。
0.3.研究対象者
根治切除不能な悪性黒色腫患者で Response Evaluation Criteria in Solid Tumor；RECIST 法によ
る有効性評価が可能な患者。
適格基準：
1) 悪性黒色腫の患者で、実地治療として二ボルマブの投与が予定されている患者
2) 根治切除不能の悪性黒色腫を有する患者
3) コンピュータ断層撮影（CT）検査または核磁気共鳴画像法（MRI）で RECIST ガイドライン ver. 1.1
による測定可能病変を 1 つ以上有する患者
4) 20 歳以上で本研究に対する同意が得られている患者
除外基準：
1) 活動性の感染症を合併している患者
2) 間質性肺疾患又は肺線維症を有する患者
3) 妊婦又は妊娠している可能性のある患者
4) 精神病または精神症状により治療が困難である
5) 主治医により本研究の対象として不適格と判断される
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0.4.研究対象者数と研究実施期間
1) 調査対象者数：２００例
2) 登 録 期 間：研究許可日～2016 年 12 月 31 日
3) 研究実施期間：研究許可日～2020 年 3 月 31 日（観察期間は 2018 年 12 月 31 日）
0.5.研究方法
1) 研究デザイン
本研究は、根治切除不能な悪性黒色腫を有する適格性を満たした患者を対象に、日常診療において
実施する診療情報を収集し、有効性を確認する観察研究である。
2) ニボルマブの投与方法
研究対象者に対し、ニボルマブを 1 回２ｍｇ/ｋｇを３週間隔で 1 時間以上かけて点滴静注し、治
療の継続が妥当と医師に判断された場合は繰り返す。
3) 血液学的検査
日常診療の中で実施する血液学的検査を、二ボルマブ投与前、7 週目、13 週目、19 週目、25 週
目、1 年目に実施する。
4) 画像診断（CT 又は MRI）
中央判定委員による画像診断のための検査は、ニボルマブ投与開始前、投与後 10 週目、19 週目、
２8 週目、1 年目に実施する。
各研究機関における画像判定は、研究対象者の状況により日常診療の中で実施するものとする。
5) バイオマーカー検査（任意検査）
日常診療の中で実施する血液学的検査と合わせて、ニボルマブ投与開始前、7 週目、13 週目、19
週目、25 週目、1 年目に実施する。
0.6.評価項目 主
要評価項目：
1) RECIST による奏効率（Response rate；RR）
2) 全生存期間（Overall Survival；OS）
副次的評価項目：
1) 無増悪生存期間（Progression-free Survival；PFS）
2) 免疫反応の基準による奏効率（Immune-Related Response Criteria；irREＣIST）
3) ニボルマブ投与中止・終了後の薬物療法に関する情報
4) ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択
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0.7.問合せ先、送付先
研究代表者
河上

裕

慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所
〒160-8582

東京都新宿区信濃町 35

TEL：03-5363-3777

FAX：03-5362-9259

E-mail：yutakawa@z5.keio.jp
山﨑直也
国立がん研究センター中央病院
〒104-0045

皮膚腫瘍科

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

FAX：03-3542-3815

E-mail：nyamazak@ncc.go.jp
研究事務局
［医学的判断を伴う問い合わせ］
高橋

聡

国立がん研究センター中央病院
〒104-0045

皮膚腫瘍科

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

FAX：03-3542-3815

E-mail：atakahas@ncc.go.jp
［バイオマーカーに関する問い合わせ］
藤田

知信

慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所
〒160-8582

東京都新宿区信濃町 35

TEL：03-5363-3778

FAX：03-5362-9259

E-mail：tomofujita@a3.keio.jp
北野

滋久

国立がん研究センター中央病院

先端医療科

先端医療開発センター

免疫療法開発分野

〒104-0045

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

FAX：03-3547-5228

E-mail：skitano@ncc.go.jp
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運営事務局
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター がん臨床研究支援事業（CSPOR）事務局
〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-1-7

TEL：03-5287-2636

FAX：03-5287-2634

E-mail：cspor-melanoma@csp.or.jp
画像に関する問い合わせ 株式会社マイ
クロン 画像解析事業部
〒100-0005

東京都千代田区丸の内 3 丁目 8 番１号

TEL：03-6268-0308

住友不動産丸の内ビル

FAX：03-6268-0309

E-mail：recist_tokyo@micron-kobe.com
検体の保管・運搬に関する問い合わせ
株式会社 LSI メディエンス
〒174-0053

メディカルソリューション本部 業務運営統括部 治験管理部

東京都板橋区清水町 36 番 1 号 板橋本町ビル

TEL：03-5943-9270

FAX：03-5375-9211

E-mail：Namiki.Haruchiyo@mx.medience.co.jp
登録・症例報告書に関する書類の送付先、問い合わせ
NPO 日本臨床研究支援ユニット（J-CRSU データセンター）
〒113-0034

東京都文京区湯島 1-10-5

TEL：03-5689-2930

湯島 D&A ビル

FAX ：03-5842-7472

E-mail：melanomadc@crsu.org
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1 目的
根治切除不能な悪性黒色腫を対象に抗 PD-1 抗体ニボルマブ（以下、ニボルマブ）が本邦で承認された。
国内治験では 35 例と症例数が少なく、患者集団も限定されていた。従って、市販後に日常診療下におい
て多数の患者を対象にニボルマブの有効性（奏効率、全生存期間）の情報を得る事を目的とする。
また、ニボルマブ（免疫チェックポイント阻害薬）によって有効性が期待される患者集団を選択する事
が可能なバイオマーカーを探索的に研究する。
主要評価項目：
1) RECIST による奏効率（Response rate；RR）
2) 全生存期間（Overall Survival；OS）
副次的評価項目：
1) 無増悪生存期間（Progression-free Survival；PFS）
2) 免疫反応の基準による奏効率（Immune-Related Response Criteria；irREＣIST）1）8）
3) ニボルマブ投与中止・終了後の薬物療法に関する情報
4) ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択

2 背景
2.1.疫学・対象症例 悪性黒色腫は皮膚悪性腫瘍の中で悪性度が高く、手術・放射線療法が基本治療であ
る。ただ切除不能
進行悪性黒色腫の場合は手術療法の他、抗がん剤やサイトカインなどの薬物療法を使用している。また
リンパ球などを使った免疫療法も試みられている。 最近新しいがん免疫の考えの中で免疫応答に特徴
的な免疫抑制環境の解除を目指す免疫抑制阻害療法 などがある。2）4）6）7）とりわけ、免疫チェックポイ
ント阻害薬などは進行悪性黒色腫に対する治療の臨 床報告が出てきて、今後のがん免疫療法の新しい
時代になってきた。
対象症例は、根治切除不能な悪性黒色腫患者で RECIST による有効性評価が可能な患者である。
2.2.現在の標準治療および問題点 現在までの切除不能悪性黒色腫に対する治療は化学療法、サイトカイ
ン療法、免疫療法などが使用さ
れているが、標準治療としてはダカルバジンがあるだけである。 奏効率等に関してもその効果は弱く、
新しい薬剤開発が期待される領域であった。我が国でも免疫チ
ェックポイント分子群の抗 PD-1 抗体治療薬ニボルマブが実施医療の場で使用されるようになってき
たが、有用性を確認することは今後の課題である。3）5）

５

2.3.研究の根拠
新しい免疫療法としてのニボルマブの臨床的有用性を検討する事は、今回の評価項目である RECIST
及び irRECIST による奏効割合を知り、がん治療の真の目的である全生存期間の延長に関する評価を得る
事である。
また、効果的な臨床使用を考えると効果予測因子であるバイオマーカーを検索し、より高効率な薬剤効
果を見出し、将来の臨床試験の基本的なデータを科学的な根拠に基づいて提案することとなり、本研究を
実施する意義はある。
2.4.エンドポイントの設定根拠
ニボルマブの国内第Ⅱ相試験時の症例数は 35 例と少なく、また、この研究の対象症例は PS2 以上、
高齢者や脳転移を除く等の限定された症例であった。一方、市販後の日常診療下においては、高齢者や
PS 不良例、脳転移合併例等、治験時には除外された患者にも投与が行われることが予想される。このよ
うな状況において、実臨床下での多様な背景を有する多数例を対象として臨床研究を行い、ニボルマブの
有効性および安全性の情報を得て、これまでに国内外で実施された臨床試験の成績と比較考察を行うこと
は有意義であると考えられる。
本研究の主評価項目は奏効率（RR）及び全生存期間（OS）である。国内第Ⅱ相試験時とほぼ同等の結
果である奏効率 20％の場合に±5%の信頼区間幅の精度で情報を得るために必要な症例数として、目標
症例数を 200 例と設定した。
尚、200 例で国内第Ⅱ相試験時とほぼ同等の全生存期間の中央値（MST）450 日を得た場合には約
150 日の信頼区間幅の精度で情報を得る事が可能である。目標症例数である 200 例での奏効率が 5％～
30％であった場合の 90％信頼区間を表 1 に、全生存期間の中央値が 350 日～600 日であった場合の
90％信頼区間を表 2 に示す。
表1

奏効率及びその 90％信頼区間
奏効率

90％信頼区間

5％

2.8－8.7

10％

6.7－14.6

15％

10.9－20.2

20％

15.3－25.7

25％

19.8－31.0

30％

24.4－36.3

６

表2

MST 及びその 90％信頼区間
MST

90％信頼区間

350 日

296－414

400 日

338－473

450 日

380－532

500 日

423－591

550 日

465－650

600 日

507－710

2.5.本研究の意義
2.5.1.バイオマーカー探索について
悪性黒色腫に対する抗 PD-1 抗体治療における治療効果予測バイオマーカーの探索は、これまで欧米の
アカデミアと製薬企業を中心に行われてきた。これまでに報告されている有望なバイオマーカーは腫瘍組
織での PD-L1 発現である。しかし、悪性黒色腫における PD-L１発現単独では治療反応性予測バイオマ
ーカーとしては、感度・特異度ともに、未だ満足のいくものではない。従って、治療反応性を予測するた
めのより良いバイオマーカーの同定は、今後の適切な抗 PD-1 抗体治療のために必須な課題である。同様
に副作用を予測するバイオマーカーの同定も重要である。
抗 PD-1 抗体治療においては、治療前にすでに抗腫瘍 T 細胞が誘導され腫瘍内に浸潤しているが、が
ん細胞が PD-L1 を発現するために PD-1 陽性 T 細胞の攻撃を阻害している症例において、治療として
抗体で PD-1/PD-L1 経路を阻害することにより、T 細胞によるがん細胞排除が起こるとの仮説がある。
このような抗 PD-1 抗体が効果を示す状態になるためには、
抗腫瘍免疫応答は誘導相から効果相まで多様
な免疫・腫瘍因子、細胞・分子が関与しており、その中のキー分子や細胞を同定して適切に組み合わせた
診断法を開発することにより、抗 PD-1 抗体治療の反応性を高感度・高特異度で予測することが可能にな
る。本研究においては任意検査として、同意が得られた症例に関しては実施する。
2.5.2.抗 PD-1 抗体治療について
ニボルマブはヒト PD-1（Programmed cell death-１）に対するヒト型 IgG４モノクローナル抗体で
ある。
PD-1 は、活性化リンパ球及び骨髄系細胞に発現する CD28 ファミリーに属する受容体である。ニボ
ルマブは PD-1 と PD-L1 あるいは PD-L2 との結合を阻害することにより、がん抗原特異的な T 細胞
活性化及びがん細胞に対する細胞障害活性を増強することで持続的な抗腫瘍効果を示すことが確認され
ており、悪性腫瘍の治療薬として新たな作用機作を持った薬剤として開発された。
日本においては第Ⅰ相試験ののちダカルバジンによる化学療法歴を有する根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又
は再発の悪性黒色腫に対する第Ⅱ相試験を行い、臨床的評価を得て世界で最初に日本で承認された薬剤で
ある。しかし希少疾患であることから治験時の症例数が少なく、市販後に日常診療下において多数の患者
を対象に本治療薬の有効性を評価することは意義ある事である。
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2.6.研究参加に伴って予想される利益・不利益及び研究終了後の対応について
本研究のプロトコール治療には、厚生労働省から既に承認され保険適用されている薬剤を用いる。薬剤
費を含む診療費は健康保険および自己負担により支払われるため、研究参加者は、診療上および経済上の
特別な利益はない。
しかしながら、新しい免疫療法として市販後に本治療薬の臨床的有用性を評価し、治療効果予測因子で
あるバイオマーカーを検索することは、科学的な根拠に基づく提案が可能となり、治療効果向上やガイド
ライン作成の基礎情報等、将来にわたる社会的利益は大いに期待できる。
本研究で使用する薬剤により、「3.2.2.既知および可能性のある副作用」に示すような副作用が予想さ
れる。また、化学療法未治療患者における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、通常診療より
も重篤な有害反応が起きる可能性がある。本研究では、これらの有害事象のリスクや不利益を最小限にす
る。ニボルマブ投与開始後 1 年間は販売元である小野薬品工業株式会社による全例調査により安全性情報
を収集し、それ以降の継続症例について、Grade3 以上の有害事象（ニボルマブとの因果関係なしを除く）
が生じた場合は、運営事務局へ報告する。登録された研究対象者の状態を、十分に留意した上で実施する。
本研究は、将来的な治療法の開発をめざす研究であり、結果が直ちに研究参加者の利益につながるもの
ではない。任意検査の同意を得られた患者には、1 回あたり 30mL の末梢血採血を行うが、患者の症状
に応じた診療目的の採血を優先し、十分な配慮をした上で実施する。この採血量が医学的に問題があると
は考えにくいが、万一、身体への影響が出現された場合には、日常診療と同様に担当医師が適切に対処す
る。この研究実施期間が終了した後の治療についても、その時に最良とされる治療により対処する。

3 試験薬の概要
3.1.ニボルマブについて
ニボルマブは小野薬品工業株式会社とブリストル・マイヤーズ スクイブ社が共同開発したヒト PD-1
に対するヒト型 IgG4 モノクローナル抗体である。
PD-1 の細胞外領域に結合し、PD-1 と PD-1 リガンドとの結合を阻害することにより、がん抗原特異
的な T 細胞の活性化およびがん細胞に対する細胞障害活性を増強することで持続的な抗腫瘍効果を示す
と考えられている。
1) 製品名
オプジーボ点滴静注 20 ㎎（２０㎎／2mL）、オプジーボ点滴静注 100 ㎎（100 ㎎／10mL）
2) 構造式又は示性式
440 個のアミノ酸残基からなる重鎖 2 本及び 214 個のアミノ酸残基からなる軽鎖 2 本が鎖間ジス
ルフィド結合により結合した糖たんぱく質である。
3) 剤型
注射剤（バイアル）
4) 投与方法
成人には二ボルマブとして、1 回 2 ㎎/㎏（体重）を 3 週間間隔で、1 時間以上かけてゆっくり点滴
静注する。
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3.2.ニボルマブの臨床試験での所見の要約
3.2.1.臨床試験（悪性黒色腫を対象とした国内第Ⅱ相試験）
ダカルバジンによる化学療法歴を有する根治切除不能なⅢ期／Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者 35 例を
対象に、ニボルマブ２ｍｇ/ｋｇを３週間間隔で点滴静注した。主要評価項目である奏効率（RECIST ガ
イドライン ver.1.1 版に基づく中央判定による CR または PR）
は 22.9％（90％信頼区間：13.4～36.2％）
であった。
海外においても悪性黒色腫以外の臨床試験が実施されている。特に腎細胞がん、非小細胞肺がん、消化
器がん等において評価されている。
3.2.2.既知および可能性のある副作用
国内第Ⅱ相試験の安全性評価対象 35 例中、30 例（85.7％）に副作用（臨床検査値異常を含む）を認
めた。
主な副作用は以下の通りであった。
そう痒症、遊離トリヨードチロニン減少、血中 TSH 増加、白斑、白血球数減少、遊離サイロキシン減少、
甲状腺機能低下症、疲労、AST（GOT）増加、血中 Al-P 増加、血中 CK 増加、血中 LDH 増加、CRP
増加、リンパ球数減少、下痢、ALT（GPT）増加、γ-GTP 増加、好酸球数増加、サーファクタントプ
ロテイン増加及び皮膚色素減少であった。
重大な副作用としては、間質性肺疾患、肝機能障害、肝炎、甲状腺機能障害、Infusion reaction が
報告されている。

4 対象
以下の適格基準を満たし、除外基準のいずれにも該当せず、本研究の同意が得られた患者を研究対象者
とする。
4.1.適格基準
1) 悪性黒色腫の患者で、実地治療として二ボルマブの投与が予定されている患者
2) 根治切除不能の悪性黒色腫を有する患者
3) コンピュータ断層撮影（CT）検査または核磁気共鳴画像法（MRI）で RECIST ガイドライン ver.1.1
に よる測定可能病変を 1 つ以上有する患者
4) 20 歳以上で本研究に対する同意が得られている患者
4.2.除外基準
1) 活動性の感染症を合併している患者
2) 間質性肺疾患又は肺線維症を有する患者
3) 妊婦又は妊娠している可能性のある患者
4) 精神病または精神症状により治療が困難である
5) 主治医により本研究の対象として不適格と判断される
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5 説明と同意
研究責任医師または分担医師は以下の手順に従い、研究対象者の同意を取得後、すみやかに登録を行う。
研究対象者のインフォームドコンセント
1) 研究責任医師または分担医師は、本研究の登録適格基準を満たし、除外基準に該当しない患者に対し て
「説明文書」
（別添資料 A）を渡し、本研究に関する目的や研究内容等について口頭で十分に説明 す
る。研究の説明を行った後、患者本人が研究の内容をよく理解したことを確認した上で、研究への 参
加を依頼する。また、任意研究の試料の提供に関しても、研究内容をよく理解した事を確認する。
2) 患者本人が研究参加に同意した場合は、「同意書」
（別添資料 A）を用いて本人の自由意思による同 意
を得る。同意書には、説明を行った研究責任医師または分担医師ならびに患者本人が、説明文書の 内
容を十分理解した上で、同意書様式に必要事項と各自日付を記入し、記名捺印または署名をする。
3) 同意書の写しを研究対象者本人に渡し、原本は共同研究機関で保管する。

6 目標症例数と研究実施期間
6.1.目標症例数 調査対
象者数：200 例
6.2.研究実施期間
登 録 期 間 ：研究許可日～2016 年 12 月 31 日
研究実施期間 ：研究許可日～2020 年 3 月 31 日（観察期間は 2018 年 12 月 31 日）

7 登録
7.1.共同研究機関登録 研究責任医師または分担医師は、各共同研究機関での症例登録開始までに参加医
師登録票、臨床検査
基準値一覧を、NPO 日本臨床研究支援ユニット（以下、J-CRSU データセンター）に E メール又は
FAX で送付する。
NPO 日本臨床研究支援ユニット（J-CRSU データセンター）
〒113-0034

東京都文京区湯島 1-10-5

TEL：03-5689-2930

湯島 D&A ビル

3階

FAX：03-5842-7472

E-mail：melanomadc@crsu.org
受付時間：平日 10 時～17 時（祝祭日、土曜・日曜、年末年始は受け付けない）
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7.2.症例登録
1) 参加医師登録済みの研究責任医師または分担医師は、研究対象者がすべての選択基準を満たし、いず
れの除外基準にも当たらないことを確認し、症例登録票に必要事項を記入し、J-CRSU データセン
ターに FAX で送付する。
2) J-CRSU データセンターは、受領した症例登録票に基づき、適格性を確認して登録する。
3) J-CRSU データセンターは、登録確認通知書を FAX 送信する。
4) J-CRSU データセンターは、症例登録完了後に、運営事務局ならびに株式会社マイクロンおよび株
式会社 LSI メディエンスに報告をする。
【症例登録に関する補足】
(1) 症例登録票の記載が不十分な場合は登録されない。
(2) 登録日は、一連の登録手続きが完了した日であり、登録確認通知書に記載される。J-CRSU
データセンターに症例登録票を FAX した日付が登録日とは限らない。
(3) データセンター管理番号は、一連の登録手続きの完了後に発番され、登録確認通知書に記載さ
れる。
(4) データの研究利用の拒否を含む同意撤回があった場合を除き、一度登録された研究対象者は登
録取り消し（データベースから末梢）されない。
誤登録・重複登録が判明した場合、データベース上の処理が必要なため、担当医師は可及的速
やかに J-CRSU データセンターへ報告する。

8 研究方法
8.1.研究デザイン 本研究は、根治切除不能な悪性黒色腫を有する適格性を満たした患者を対象に、日常診
療において実施
する診療情報を収集し、有効性を確認する観察研究である。
8.2.ニボルマブの投与方法
研究対象者に対し、ニボルマブを 1 回２ｍｇ/㎏（体重）を３週間隔で 1 時間以上かけて点滴静注し、
治療の継続が妥当と医師に判断された場合は繰り返す。
8.3.ニボルマブの併用薬物療法、休薬、減量及び中止基準 ニボルマブ投与時の併用薬物療法、
休薬、減量および中止基準については特に規定しない。 ニボルマブ投与を休薬、減量及び中
止・終了した場合は、症例報告書に記入する。
8.4.併用注意 生ワクチン、弱毒ワクチン、不活化ワクチンの相互作用におい
て注意する。
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8.5.画像診断（CT 又は MRI）
中央判定委員による画像診断のための検査は、ニボルマブ投与開始前、投与後 10 週目、19 週目、
２8 週目、1 年目に実施する。
各共同研究機関における画像判定は、研究対象者の状況により日常診療の中で実施するものとする。
8.6.バイオマーカー検査（任意検査） 日常診療の中で実施する血液学的検査と合わせて、ニボルマブ
投与開始前、7 週目、13 週目、19
週目、25 週目、1 年目に実施する。

9 観察・検査・調査項目とスケジュール
9.1.観察期間
本研究の観察期間は登録後全例調査終了予定の 2018 年 12 月 31 日までの間とし、研究責任医師
または分担医師は定められた項目について、観察・検査・調査を行う。
9.2.観察・検査・調査の実施
「9.5.

観察スケジュール」の記載に従う。

1) 症例報告書
J-CRSU データセンターは、予め共同研究機関に症例報告書を送付する。研究責任医師または分
担医師は、各調査時期に直近の診療記録簿等で確認し、症例報告書を記入の上、J-CRSU データセ
ンターへ郵送により提出する。J-CRSU データセンターは、実施状況を月 1 回、運営事務局へ報告
をする。
NPO 日本臨床研究支援ユニット（J-CRSU データセンター）
〒113-0034

東京都文京区湯島 1-10-5

TEL：03-5689-2930

湯島 D＆A ビル

３階

FAX：03-5842-7472

E-mail：melanomadc@crsu.org
受付時間：平日 10 時～17 時（祝祭日、土曜・日曜、年末年始は受け付けない）
2) RECIST 中央判定の為の画像診断データ 株式会社マイクロンは、共同研究機関から送付された画像
診断データを集積し、中央判定委員の判
定を支援する。中央判定委員による画像判定終了後、読影結果をまとめた報告書及び画像診断データ
を J-CRSU データセンターへ送付する。株式会社マイクロンは、実施状況を月１回、運営事務局へ
報告をする。
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3) バイオマーカーに関する検体
①回収及び保存
共同研究機関にて採取し処理した検体と組織は、株式会社 LSI メディエンスが回収し、保存する。
株式会社 LSI メディエンスは、実施状況を月 1 回、運営事務局へ報告をする。
②測定及び解析
9.7.1.1）の検査項目については、国立がん研究センター中央病院 先端医療科/先端医療開発セン
ター 免疫療法開発分野にて測定及び解析を実施する。9.7.1.1）以外の検査項目については、慶應
義塾大学医学部

先端医科学研究所にて測定及び解析を実施する。

9.3.評価項目 主
要評価項目：
1) RECIST による奏効率（Response rate；RR）
2) 全生存期間（Overall Survival；OS）
副次的評価項目：
1) 無増悪生存期間（Progression-free Survival；PFS）
2) 免疫反応の基準による奏効率（Immune-Related Response Criteria；irREＣIST）
3) ニボルマブ投与中止・終了後の薬物療法に関する情報
4) ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択
9.4.ニボルマブ投与開始以降の観察・検査・調査項目 以
下の項目について、観察・検査・調査を実施する。
9.4.1.ニボルマブ投与開始前
1) 研究対象者背景
性別、年齢（登録時）
、身長、体重、既往歴および合併症、悪性黒色腫診断日、病理組織学的診断、
病期分類（TNM 分類）
、前治療歴（手術、放射線療法、化学療法）、同意取得日
2) 一般所見
全身状態（ECOG の Performance Status；PS）
3) 血液学的検査
赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、白血球数、白血球分画
4) 画像診断
胸部/腹部および骨盤の CT 検査または MRI 検査
5) ニボルマブ初回投与開始予定日
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9.4.2.ニボルマブ投与開始後
1) 一般所見（10 週目、19 週目、28 週目、1 年目に行う）
全身状態（ECOG の Performance Status；PS）
2) 血液学的検査（7 週目、13 週目、19 週目、25 週目、1 年目に行う）
赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、白血球数、白血球分画
3) 画像診断（10 週目、19 週目、28 週目、1 年目に行う）
胸部/腹部および骨盤の CT 検査又は MRI 検査による効果判定は、各研究機関において実施する。
別途、中央判定においても同様に効果判定を行い、解析する。
4) ニボルマブ投与状況（日常診療に基づいて継続投与し、ニボルマブ投与中止若しくは１年目まで行う）
投与日、投与量、投与量変更有無とその理由
5) 転帰調査（10 週目、１9 週目、２8 週目、1 年目に行う）
増悪の有無（増悪日、増悪部位）、生存（最終生存確認日）、死亡（死亡日）、
死因（原病死、他がん死、その他）
、追跡不能（最終生存確認日）
ニボルマブ投与継続症例は、可能な限り調査する。
6) 任意検査のバイオマーカー検査
観察検査スケジュールは、血液学的検査と同じ「9.7. バイオマーカー検査」に記載
9.4.3.ニボルマブ投与後の観察・検査・調査の中止・終了 ニボルマブ投与中止・終了時には、最終
観察日、理由（以下の項目による）、ニボルマブ投与状況
（総投与回数、最終投与日）を症例報告書に記載する。
1) 調査完了（研究実施期間終了まで調査を完遂した場合）
2) 死亡による調査完了
3) 担当医師判断による中止
4) 研究対象者の希望による調査中止（同意撤回を含む）
5) 追跡不能による調査中止（転院等により経過観察が継続できなくなった場合）
6) その他の理由による調査中止

9.4.4.全例転帰調査
最終登録研究対象者投与開始から 2 年が経過した時点で、以下の項目について全例転帰調査を行う。
1) 転帰
生存（最終生存確認日）、死亡（死亡日）、死因（原病死、他がん死、その他）、
追跡不能（最終生存確認日）
2) 増悪の有無（増悪日、増悪部位）
3) ニボルマブ投与継続の有無
4) ニボルマブ投与終了後の後治療
後治療に用いられる各種薬剤による免疫反応・予後に関する影響を考察するために、ニボルマブ投与
終了後の薬物療法の有無とその詳細について、情報収集を行う。
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5) ニボルマブ継続投与例で、CTCAE ver.4.0 に基づく Grade3 以上の有害事象の有無と詳細（ニボ
ルマブとの因果関係なしを除く）
9.5.観察スケジュール（同意の取得、研究対象者背景、PS、画像診断、転帰調査）
データ取得時期
実施項目
開始前

最終登録研究対

１週目
（投与開始時）

10 週目

１9 週目

２8 週目

１年目

象者投与開始日
から２年目

○

同意の取得

ニボルマブ投与
研究対象者背景

○

PS

○

画像診断
（CT/MRI）

○*1

○

転帰調査

○

○

○

○

○*2

○*2

○*2

○*2

○

○

○

○

○

*1 初回投与前直近の画像
*2 投与日の前後 14 日以内
9.6.観察スケジュール（血液学的検査・バイオマーカー検査(血液・腫瘍組織)）
データ取得時期
実施項目
開始前

血液学的検査
血液（9.7.1）
バイオマーカー

（任意検査）

検査

腫瘍組織（9.7.2）
（任意検査）

○*4

１週目
７週目

１３週目

１９週目

２５週目

１年目

○

○*3

○*3

○*3

○*3

○*3

○

○

○

○

○

○

（投与開始時）

○（治療上必要と判断された時に合わせて実施）

*3 投与当日または前日
*4 初回投与前直近の検体を提出
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9.7.バイオマーカー検査
バイオマーカー研究に関して同意の得られた症例につき、下記検査項目を測定予定である。但し探索的
研究のため、すべての項目を完全実施するとは限らない。
9.7.1.検査項目（血液 1 回 30mL）
1) 免疫細胞サブセット解析（T 細胞、B 細胞、NK 細胞、単球、樹状細胞、制御性 T 細胞、制御性 B
細胞、骨髄由来抑制細胞（MDSC）等） T/B 細胞分化（CCR7、CD45RA、 CD45RO、 CD62L、
CD127、 KLRG1）、 MDSC、 costimulatory-inhibitory molecules

測定にはフローサイト

メーター（LSR Fotessa Cell Analyze（
r BD、US））を、解析には FlowJo Softwea（
r TOMY Digital
Biology, Tokyo）を用いる。
2) 免疫誘導効果（腫瘍抗原特異的免疫応答）
ELISPOT、HLA-multimer、ICS（細胞内サイトカイン染色）（IFNγ）法等で抗腫瘍抗原特異的免
疫応答の解析。
全血を ex vivo 刺激し、刺激による免疫関連遺伝子の発現変化をｑPCR 法で解析。
3) 血漿因子解析（サイトカイン・ケモカイン、免疫調節分子、腫瘍関連分子等）
血漿（血清）因子について以下の方法で解析する。
(1) がん精巣抗原タンパクに対する血清中 IgG 抗体産生のタンパクアレイ解析
(2) 血清中 arginase の解析
(3) Multiple 法による サイトカイン・ケモカイン の網羅的解析 （lL6、lL8、lL10、lFNγ、
CXCL9/10、CX3CL1 等）
(4) 血清もしくは血漿中の各種サイトカイン・ケモカイン、タンパク質成分を ELISA 法でより正
確に解析。slL2R, sMlCA, CD155, HMGB1 等。
4) 遺伝子発現解析（非生殖細胞の解析）
(1) 末梢血 T 細胞を用いた T 細胞受容体レパトア解析
(2) 血漿（血清）中のエクソソーム解析
(3) T 細胞エピトープ等の解析に必要な HLA タイプ解析
5) 代謝物
(1) ガスクロマトグラフィー/質量分析法と液体クロマトグラフィー/質量分析法を用いたリピド
ミクス解析
(2) キャピラリー電気泳動/質量分析法によるメタボロミクス解析
9.7.2.検査項目（腫瘍組織；生検標本または手術標本最低 5 枚）
患者腫瘍組織については以下の解析を予定している。
1) 遺伝子発現解析（非生殖細胞の解析）
(1) ｃDNA マイクロアレイ（Agilent or Affymetrix）解析（pathway analysis 等）
(2) miRNA アレイ + qPCR 解析
(3) ターゲットシークエンス解析（がん遺伝子等）
(4) 腫瘍浸潤 T 細胞の T 細胞受容体レパトア解析
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2) 免疫組織学的染色
(1) 浸潤免疫細胞関連分子の解析（CD3、CD4、CD8、FOXP3、CD20、CD68、CD206、
PD1、CXCR5、CCR4、T-bet、 GATA3、 RORgt 等）
(2) がん細胞関連分子の解析（PDL1、B7family、pErk、β-catenin、STAT3、pAKT、PTEN、
NF-κB 等）
(3) 間質細胞関連分子の解析（CAF、HSP47、MSC 等）

9.7.3.検体の採取・保存・廃棄と、他の研究に利用する可能性
9.6.観察スケジュール（バイオマーカー検査(血液・腫瘍組織)）のとおり、6 週間おきに全６回（投与
開始前ないし開始時、７週目、13 週目、19 週目、25 週目、1 年目）行い、日常診療で行われる採血検
査（約 2mL）にあわせ、別途任意検査について同意が得られた患者には、バイオマーカー検査として 1
回あたり 30mL の採血を行う。遺伝子発現解析（非生殖細胞の解析）及び免疫組織学的研究として組織
標本を採取する。採血のための針刺し場所を追加ですることはない。
また治療効果を見るために、腫瘍組織を日常診療の中で必要とした場合には採取をし、その一部を研究に
使用する。
共同研究機関にて採取し処理した血液検体と腫瘍組織は、株式会社 LSI メディエンスが回収し保存する。
保存期間は本研究終了後、原則５年間とする。保管後の試料は、研究終了後紙上発表がなされた段階で、
医療廃棄物の処分方法のとおり、個人情報の取り扱いに注意をして焼却処分および溶融処理をする。
研究対象者に対する同意は、同意説明文書にこの臨床研究にバイオマーカー検査を任意検査として実
施する内容を加え、担当医師による説明を行い、試料提供の可否を同意書により得る。

10 安全性について
本研究と同時期に、1 年間は販売元である小野薬品工業株式会社による全例調査が行われているため、
本研究では有害事象を調査しないこととした。
ただし、ニボルマブ投与開始後１年以上継続投与した症例においては、Grade3 以上の有害事象（ニボ
ルマブとの因果関係なしを除く）が生じた場合は、運営事務局へ報告する。最終登録患者投与開始から 2
年目に全例調査を実施する際に、1 年以上継続投与例の安全性についても調査する。運営事務局は、研究
代表者の指示のもと、共同研究機関への通知を行う。
有害事象の報告 重篤な有害事象が生じた場合、担当医師は通常の方法で報告を行う。通常の方法での報
告とは、所属す
る医療機関の長への報告、厚生労働省事業「医薬品・医療用具等安全性情報報告制度」による医療機関か
ら厚生労働省医薬局への自発報告、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律」に基づく「企業報告制度」による医療機関から企業への自発報告を指し、それぞれの共同研究機関の
規定に従って、医師の責任において適切に行う。
１７

ニボルマブ投与開始後１年以上継続投与した症例において、Grade3 以上の有害事象（ニボルマブとの
因果関係なしを除く）が生じた場合
研究責任医師は、ニボルマブ投与開始後１年以上継続投与した症例において、Grade3 以上の有害事象
（ニボルマブとの因果関係なしを除く）を知り得た時、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
に則り、各施設の規定に従って、速やかに研究機関の長への報告、必要に応じて規制当局への報告、及び
CSPOR 事務局に報告を行う。報告を受けた CSPOR 事務局は、共同研究機関の研究責任医師に情報を提
供する。CSPOR 事務局より、情報提供を受けた各施設の研究責任医師は、研究機関の長への報告、規制
当局への報告等、各施設で必要な対応を行う。

11 評価項目の基準と定義
11.1.本試験で用いる基準
1) Eastern cooperative oncology group Performance status
全身状態の評価には、Eastern cooperative oncology group（ECOG）の Performance status
（PS）日本語版を用いる。
Score

定義

0

全く問題なく活動ができる。
発病前と同じ日常生活が制限なく行える。

1

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
行うことができる。
例：軽い家事、事務作業

2

歩行可能で自分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 50%以上はベッド外で過ごす。

3

限られた自分の身の回りのことしかできない。
日中の 50%以上をベッドか椅子で過ごす。

4

全く動けない。
自分の身の回りのことは全くできない。
完全にベッドか椅子で過ごす。

2) 効果判定基準
評価可能病変を持つ症例について、腫瘍縮小効果を判定する。
本試験における腫瘍縮小効果 に関する評価は、「固形がんの治療効果判定 のための新ガイドライン
（response evaluation criteria in solid tumours：RECIST ガイドライン）改訂版 ver.1.1 日本語訳
JCOG 版」 による。
免疫反応の基準による奏効率は、「Immune-Related Response Criteria； irREＣIST」による。
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11.2.評価項目の定義
本研究における主要評価項目は、ニボルマブ投与における奏効率（RR）とニボルマブ投与開始後の生
存期間（OS）である。腫瘍効果判定基準は RECIST ガイドライン ver.1.1 に従い、画像判定を中央判定
委員により行う。
また副次的評価項目は、無増悪生存期間（PFS）、免疫反応の基準による奏効率（irRECIST）
、ニボル
マブ投与中止・終了後の薬物療法に関する情報、ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択で
ある。
なお、各評価項目の定義は下記の通りとする。
11.2.1.主要評価項目
1) RECIST による奏効率（RR）
腫瘍縮小効果判定は RECIST ガイドライン ver.1.1 に準じて行う。また、免疫療法の基準として
irRECIST も参考として行う。
標的病変の評価、非標的病変の評価、新規病変出現の有無を含む標的病変と非標的病変の腫瘍縮小
効果の組み合わせによる総合効果（Overall Response）は、下記の通りとする。ただし、標的病変
または非標的病変のうちいずれかの病変において評価不能（Not Evaluable；NE）の場合の標的病
変の評価または非標的病変の評価は NE とする。ベースラインで非標的病変が存在しない場合の総合
効果は、標的病変の効果と新病変出現の有無により判定する。
最良総合効果（Best Overall Response）は、ニボルマブ投与中に判定された総合効果のうち最
良の効果とする。総合効果は、CR＞PR＞SD＞PD＞NE の順に良好とする。CR または PR は、CR
または PR に最初に到達した後、少なくとも 4 週以上を経て行う検査で確定する。SD はニボルマブ
投与開始前画像の撮像日から少なくとも 4 週以上を経て行う検査で確定する。PD は、CR、PR お
よび SD の基準を満たさずに標的病変または非標的病変の PD が確認された、もしくは新病変の出現
が確認された場合とする。
【標的病変の評価】
定義
完全奏効
Complete Response；CR
部分奏効
Partial Response；PR
安定
Stable Disease；SD
進行
Progressive Disease；PD

すべての標的病変の消失。標的病変として選択したすべてのリンパ節
病変は、短径で 10ｍｍ未満に縮小しなくてはならない。
ベースライン径和に比して、標的病変の径和が 30%以上減少。
経過中の最小の径和に比して、PR に相当する縮小がなく PD に相当す
る増大がない。
経過中の最小の径和（ベースライン径和が経過中の最小値である場合、
これを最小の径和とする）に比して、
標的病変の径和が 20％以上増加、
かつ、径和が絶対値でも 5ｍｍ以上増加。
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【非標的病変の評価】
定義
すべての非標的病変の消失。すべてのリンパ節は病的腫大とみなされ
ないサイズ（短径が 10ｍｍ未満）とならなければならない。

完全奏効
Complete Response；CR
非 CR／非 PD

1 つ以上の非標的病変の残存。

（Non-CR/Non-PD）
進行

既存の非標的病変の明らかな増悪。

Progressive Disease；PD

【表１ 各時点での効果：標的病変（非標的病変の有無にかかわらず）を有する場合】
標的病変

非標的病変

新病変

総合効果

CR

CR

なし

CR

CR

Non-CR/non-PD

なし

PR

CR

評価なし

なし

PR

PR

Non-PDor 評価の欠損あり

なし

PR

SD

Non-PDor 評価の欠損あり

なし

SD

評価の欠損あり

Non-PD

なし

NE

PD

問わない

あり or なし

PD

問わない

PD

あり or なし

PD

問わない

問わない

あり

PD

【表 2

CR と PR の確定が必要とされる場合の最良総合効果】

最初の総合評価

その次の総合評価

最良総合効果

CR

CR

CR

CR

PR

SD, PD or PRa

CR

SD

SD の最短規準を満たせば SD、それ以外は PD

CR

PD

SD の最短規準を満たせば SD、それ以外は PD

CR

NE

SD の最短規準を満たせば SD、それ以外は NE

PR

CR

PR

PR

PR

PR

PR

SD

SD

PR

PD

SD の最短規準を満たせば SD、それ以外は PD

PR

NE

SD の最短規準を満たせば SD、それ以外は NE

NE

NE

NE
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最初の時点で本当に CR であった場合、それ以降の時点で病変が認められると、それがベースラインと
の比較で PR 規準を満たす病変であっても、その時点で PD となる（CR 後に病変が再出現したとみなす
ため）。その場合の最良総合効果は SD の最短期間の規準が満たされていたか否かによって決まる。ただ
し、いったん「CR」と判定された場合でも、その次の検査で小病変が残存していたと判断され、最初の
評価時点では実際には CR ではなく PR であったということが後から考察されることがある。そうした場
合には、最初の CR は PR に変更すべきであり、最良総合効果は PR となる。

2) 全生存期間（OS） ニボルマブ投与開始時点からの全生存期間は、投与開始日を起算日とし、死亡日
(死因は問わない)ま での期間と定義する。死亡が確認されない場合には、最終生存確認日をもって評
価打ち切りとする。

11.2.2.副次評価項目
1) 無増悪生存期間（PFS）
ニボルマブ投与における無増悪生存期間は、投与開始日を起算日とし、RECIST ver.1.1 に基づく
総合効果の判定で PD が最初に確認された日または死亡日（死因は問わない）のいずれか早い時点ま
での期間と定義する。
適切な腫瘍評価とは、RECIST ver.1.１に基づく総合効果の判定で、完全奏効（CR）
、部分奏効（PR）
または安定（SD）と評価された場合とする。
2) 免疫反応の基準による奏効率（irREＣIST）
irRECIST は、免疫療法ががん領域に使用されるようになり、従来の RECIST 判定では早期 PD に
対する評価が免疫療法においてはそぐわないと考えられている。よって本研究では、以下の評価基準
によって調査する。今後、免疫療法の臨床試験を行う際の参考資料として検討する。
【ベースラインにおける評価（irRECIST）】
RECIST ver.1.1 と同様に、ベースラインにおいて認められた腫瘍病変および、リンパ節病変を標的病
変または非標的病変に分類し、評価する。
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【投与開始後の評価（irRECIST）】
投与開始後の各時点において、ベースラインで記録された病変および新病変の評価を行う。なお、ベー
スライン後の各時点において現れた新病変は、新規標的病変または新規非標的病変に分類し、評価する。

【標的病変・新規標的病変の評価】
定義
完全奏効
Complete Response；irCR

すべての標的病変および新規標的病変の消失。標的病変および新規標
的病変として選択したすべてのリンパ節病変は、短径で 10ｍｍ未満に
縮小しなくてはならない。

部分奏効

ベースライン径和に比して、標的病変および新規標的病変の径和が

Partial Response；irPR

30%以上減少。

安定
Stable Disease；irSD

経過中の最小の径和に比して、irCR または irPR に相当する縮小がな
く irPD に相当する増大がない。

進行

経過中の最小の径和（ベースライン径和が経過中の最小値である場合、

Progressive Disease；irPD

これを最小の径和とする）に比して、標的病変および新規標的病変の
径和が 20％以上増加、かつ、径和が絶対値でも 5ｍｍ以上増加。

不十分なデータがある例外的な
場合 ；irNE

病変において評価不能の場合。
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【標的病変・新規標的病変の irCR 判定後における評価】
定義
irCR

病変区分が「標的病変」及び「新規標的病変」となっている病変で、
「臓器名」が「リンパ節」の病変の短径がすべて「10mm 未満」かつ
「臓器名」が「リンパ節」以外の病変の長径がすべて「0mm」の時

irPD

病変区分が「標的病変」及び「新規標的病変」となっている病変で、
「臓器名」が「リンパ節」の病変の短径が「10mm 以上」もしくは「臓
器名」が「リンパ節」以外の病変の長径が「0mm 以外」の病変が 1
つでも存在する

irNE

病変区分が「標的病変」及び「新規標的病変」となっている病変の「病
変の状態」＝「評価不能」が 1 つでも存在する時

【非標的病変・新規非標的病変の評価】
定義
irCR

すべての非標的病変および新規非標的病変の消失。すべてのリンパ節
は病的腫大とみなされないサイズ（短径が 10ｍｍ未満）とならなけれ
ばならない。

irNN

1 つ以上の非標的病変および新規非標的病変の残存。

irPD

非標的病変および新規非標的病変の明らかな増悪。

irND

非標的病変かつ新規非標的病変がない

irNE

病変において評価不能の場合。
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【総合効果の算出】
標的病変/新規標的病変の評価

非標的病変/新規非標的病変の評価

総合効果

irCR

irCR

irCR

irCR

irNN

irPR

irCR

irPD

irPD

irCR

irNE

irPR

irCR

irND

irCR

irPR

irCR

irPR

irPR

irNN

irPR

irPR

irPD

irPD

irPR

irNE

irPR

irPR

irND

irPR

irSD
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3) ニボルマブ投与終了後の薬物療法に関する情報
ニボルマブ投与中止症例の中止内容およびその後の治療に関しては、予後との関連で大きな意味が
ある。ニボルマブ投与後の薬物療法の種類（化学療法剤、免疫療法剤、支持療法）
・投与期間・その
際の総合効果（PFS、RR）を評価する。
4) ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択
9.7.バイオマーカー検査であげた各アッセイの中から、どのような免疫細胞ポピュレーション、お
よび細胞内外分子が治療効果予測としてのバイオマーカーとなるかについて、臨床情報（治療効果、
予後、治療歴）等と関連付けを試み、治療効果・予後予測バイオマーカーを同定する。
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12 統計的事項
12.1.解析対象集団の定義
1) 全登録例
登録された患者のうち、重複登録や誤登録を除いた集団を「全登録例」とする。
2) 全適格例
「全登録例」から、実行委員での検討によって決定された「不適格例」を除く集団を「全適格例」と
する。ただし、担当医師や臨床研究コーディネーター（CRC）
、さらには共同研究機関の研究実施責
任医師のみの判断による「不適格例」は「全適格例」に含める。実行委員による「不適格例」の決定
に際しては、最終解析において研究代表者の承認を要する。
3) 全治療例
「全適格例」のうち、プロトコール治療の一部または全部が施行された全患者を「全治療例」とする。
12.2.統計解析項目
12.2.1.評価項目
以下の解析は、原則「全治療例」を対象として実施する。
主要評価項目：
1) RECIST による奏効率（Response rate；RR）
2) 全生存期間（Overall Survival；OS）
副次的評価項目：
1) 無増悪生存期間（Progression-free Survival；PFS）
2) 免疫反応の基準による奏効率（Immune-Related Response Criteria；irREＣIST）
3) ニボルマブ投与中止・終了後の薬物療法に関する情報
4) ニボルマブ投与による治療反応性を予測する因子選択

12.2.2.評価方法
1) ニボルマブ投与における奏効率（RECIST、irREＣIST、RR）
ニボルマブ投与における ORR の解析は、
「全治療例」に対する奏効(CR または PR)した患者の割合
とその 95%信頼区間を算出する。
2) ニボルマブ投与開始時点からの全生存期間（OS）
ニボルマブ投与開始時点からの全生存期間の解析は、Kaplan-Meier 法を用いて生存曲線を示し、全
生存期間の中央値とその 95%信頼区間を算出する。
3) ニボルマブ投与における無増悪生存期間（PFS）
ニボルマブ投与における PFS の解析は、Kaplan-Meier 法を用いて PFS 曲線を示し、PFS の中央
値とその 95%信頼区間を算出する。
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4) バイオマーカー検討に関しては別添の評価内容にて評価する。また探索的な研究であるため、必要項
目を随時検討し、情報を収集する。
12.3.最終解析 最終解析は、最終調査によりデータを確定した後に、すべてのエンドポイントに対す
る解析を行う。

13 症例報告書の入力と提出
13.1.症例報告書の提出
本研究では、データの収集を症例報告書（Case Report Form；CRF）によって行う。研究責任医師
または分担医師は、本研究に登録されたすべての研究対象者について、本研究終了まで研究の進捗にあわ
せて J-CRSU データセンターに CRF を提出する。
なお、CRF の種類および提出方法は、下記の通りとする。

CRF の種類

提出方法

症例登録票

FAX

分冊 01：初回症例報告書（ニボルマブ投与開始 10 週目）

郵送

分冊 02：継続症例報告書（ニボルマブ投与開始 19 週目）

郵送

分冊 03：継続症例報告書（ニボルマブ投与開始 28 週目）

郵送

分冊 04：継続症例報告書（ニボルマブ投与開始 1 年目）

郵送

分冊 05：全例転帰調査票（最終症例登録後 2 年目）

郵送

13.2.データマネジメント
J-CRSU データセンターは、提出されないデータの督促、提出されたデータの精査および問い合わせ、
問い合わせ結果に基づくデータ修正、データベース管理を行う。また入力されたデータをもとに統計解析
用データセットを作成する。
NPO 日本臨床研究支援ユニット（J-CRSU データセンター）
〒113-0034

東京都文京区湯島 1-10-5

TEL：03-5689-2930

湯島 D＆A ビル

３階

FAX：03-5842-7472

E-mail：melanomadc@crsu.org
受付時間：平日 10 時～17 時（祝祭日、土曜・日曜、年末年始は受け付けない）
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14 倫理的事項
14.1.順守すべき諸規則
本研究に関係するすべての研究者は、ヘルシンキ宣言（2013 年 10 月改訂、日本医師会日本語訳、
http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html）、および人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第３号。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html、平成 27 年４月１日から
施行）を遵守して本研究を実施する。
1) 研究対象者の登録、データの収集および解析に際して匿名化をする。
2) 症例報告書（CRF）等はデータセンター管理番号で管理し、対象患者の氏名を特定できないように
する。
3) 本研究の研究成果が公表される際も研究対象者の秘密を保全する。
14.2.研究実施計画書の遵守 本研究に参加する研究者は、研究対象者の安全性と人権を損なわない限りに
おいて、本計画書を遵守す
る。また、科学性及び社会的利益よりも研究対象者の福利を優先すること。
14.3.説明文書・同意書（様式）の作成、改訂
14.3.1.作成
研究責任医師は、説明同意文書・同意書様式、及び同意撤回書様式を作成し、研究開始前に所属する医
療機関の倫理審査委員会等に提出し、その承認を得る。
14.3.2.改訂 本研究開始後に研究責任医師または分担医師が研究対象者の同意に関連する新たな知見を得、
説明・同
意文書様式の改訂が必要と判断した場合には、それを改訂する。研究対象者の同意に関連する新たな知見
とは、例えば当該治療法等に関連する新たな有害事象の情報、あるいは当該疾患に関わる新治療法等の開
発に関する情報などを指す。なお、改訂の内容を重大と判断する場合は所属する医療機関の倫理審査委員
会等に提出し、その承認を得る。

14.4.説明と同意（インフォームド・コンセント） 研究責任医師または分担医師は、本研究の登録に先立
ち、対象となる患者からインフォームドコンセン
トを取得する。患者への説明の際には、共同研究機関で承認の得られた説明文書（別添資料 A）を渡し、
本研究について口頭で十分に説明する。説明後、患者が研究の内容をよく理解したことを確認した上で本
研究への参加を依頼し、同意書（別添資料

A）を用いて本人の自由意思による同意を文書で得る。

同意書には、以下の事項を記載すること。
1) 本研究が医師主導臨床研究（観察研究）であること
2) 病名病状、代替治療の有無およびその内容に関する説明
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3) 本研究のデザインおよび根拠
意義、必要性、目的、適格例、研究実施期間など
4) 研究の方法・治療の内容
薬品名、投与法、手技内容、プロトコール治療の期間など
5) 予期される利益と不利益
治療成績の向上、有害事象、重篤な有害事象、合併症の程度と頻度、対処法などについて
6) 同意拒否と同意撤回
研究参加に先立っての同意拒否が自由であることや、いったん同意した後の同意の撤回も自由であり、
それにより不当な診療上の不利益を受けないこと
7) 費用負担と補償
本研究は、通常の保険診療の範囲内で行われ、本研究実施期間中の観察・検査、使用薬剤等は研究対
象者の健康保険が適用される。任意検査のバイオマーカー検査については、研究対象者の自己負担は
ない。健康被害が生じた場合の補償は、一般診療での対処に準ずること等、一般診療と同様であるこ
とを説明する
8) 試料の取り扱いについて
任意検査として、試料を保管し新たな検査等に使用することを説明する。
9) 結果の公表について
10) 利益相反について
11) 個人情報の取り扱い
個人情報は守秘されるための最大限の努力が払われること。
12) 質問の自由
研究担当者の連絡先のみでなく、各研究機関の研究責任医師および研究代表者の連絡先を文書で知ら
せ、研究や研究内容について自由に質問できることを説明する
【同意取得に関する補足】
(1) 同意の取得時期は、本研究参加の前とする。
(2) 説明を行った担当医師および説明を受け同意した患者本人は、所定の同意書に同意を得た日付
等を各々自署する。
(3) 同意書の写しを研究対象者本人に渡し、原本は共同研究機関で保管する。
14.5.審査委員会（臨床試験審査委員会、倫理審査委員会等）の承認 本研究の実施に際しては、共同研究
機関の審査委員会（臨床試験審査委員会、倫理審査委員会等）にお
いて、本研究の計画内容における人権と安全性を最大限考慮し、かつ科学性および倫理性について審議を
受け承認を得なければならない。ただし、所属する医療機関の長が、他の共同研究機関に本研究実施の妥
当性の審議を委託する場合は、委託した共同研究機関の審査委員会の承認をもって、本研究を実施できる。
承認が得られた場合、承認文書の写しを運営事務局へ送付する。承認文書原本は共同研究機関で保管し、
写しは運営事務局で保管する。
また、共同研究機関の長への実施状況について、年 1 回報告する。
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15 研究対象者の個人情報の保護
15.1.個人情報の保護 本研究に関わるものは、参加するすべての研究対象者の個人情報を保護するため、
以下の事項に配慮す る。また、業務上患者の個人情報を知りうるものはその秘匿を保持する。
1) 本研究では連結可能匿名化をする。共同研究機関の研究責任医師または分担医師は、研究対象者の氏
名および院内 ID とは無関係の共同研究機関独自の登録番号を患者に付与し、その番号にて J-CRSU
データセンターに登録する。
2) 本研究の登録のために付与した登録番号は、データセンター管理番号と照合ができるように、院内 ID
等と本研究のため付与した独自の登録番号の対応表を作成して管理する。
3) 共同研究機関の研究責任医師または分担医師は、対応表を施錠可能なキャビネットなどに厳重に保管
する。また、症例報告書（CRF）等における患者の診療記録および患者個人を特定できる情報を含
まない研究結果などについては、対応表とは別に管理する。なお、これらについては医療機関外への
持ち出しは禁止する。
4) 登録患者の氏名は、共同研究機関から J-CRSU データセンターへ知らせない。研究対象者の同定お
よび照会は、登録時に付与されるデータセンター管理番号を用いて行い、研究対象者の氏名など第三
者が直接その研究対象者を識別できる情報はデータベースに登録しない。

15.2.情報の開示
1) 研究対象者本人が情報の開示を希望する場合は、原則的に結果を開示する。
2) 研究対象者本人が情報の開示を希望していない場合は、開示しない。
3) 研究対象者本人以外が情報の開示を希望する場合は、原則的に結果を開示しない。
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16 研究資金および利益相反
16.1.研究資金について 本研究は、小野薬品工業株式会社と公益財団法人パブリックヘルスリサーチセン
ター（運営事務局）と
の契約に基づき、小野薬品工業株式会社とその提携先であるブリストル・マイヤーズ株式会社より経済的
学術的業務支援を受けて公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターが研究資金管理および研究支
援を行う医師主導臨床研究である。本研究に係わる研究資金は、運営事務局より支払われる。

16.2.研究対象者の費用負担及び補償
1) 研究対象者の費用負担
本研究は、通常の保険診療の範囲内で行われ、本研究実施期間中の観察・検査、使用薬剤等は研究対象
者の健康保険が適用される。任意検査のバイオマーカー検査については、研究対象者の自己負担はない。
2) 健康被害に対する補償
本研究は、通常の保険診療内で実施することから、経済的な補償は行わない。また、本研究で使用さ
れるニボルマブは医薬品副作用被害救済制度の補償対象外医薬品であり、現時点ではがんを対象とした
医師主導研究に係る補償責任保険も存在しないことから、補償内容は金銭ではなく医療給付とする。し
たがって、本研究において有害事象などの健康被害が発生した場合には、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な治療を行うことから、研究対象者の医療保険による一部自己負担を伴うこ
ととする。
16.3.資金源および利益相反 本研究は、小野薬品工業株式会社と公益財団法人パブリックヘルスリサーチセ
ンターとの契約に基づき、
小野薬品工業株式会社とその提携先であるブリストル・マイヤーズ株式会社より経済的学術的業務支援を
受けて公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターが研究資金管理および研究支援を行う医師主導
臨床研究である。スポンサー企業からの中立性・独立性を確保するために、公益財団法人パブリックヘル
スリサーチセンターの利益相反検討委員会において利益相反に関する管理を行う。
また研究の実施については、研究代表者と公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターとの間およ
び、本研究に参加を申請する共同研究機関と公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターとの間で、
委受託契約を締結する。
本研究の計画、実施、発表に関する意思決定は、研究者で構成される実行委員会が行い、データ管理は、
NPO 日本臨床研究支援ユニットのデータセンターが行う。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支援する小野薬品工業ならびにブリストル・マイヤーズ株式会社は、本
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ない。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ない。
本研究に関わる研究者の利益相反は、共同研究機関の定めるところに従う。
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17 研究実施計画書の変更
審査委員会（臨床試験審査委員会、倫理審査委員会等）承認後の本研究中に、実施計画書内容の変更
の必要性が生じた場合、研究代表者は改訂を行い、その後速やかに変更内容とその理由を共同研究機関
の研究担当医師に通知する。
内容変更の区分として、実施計画書内容の変更を改正と改訂の 2 種類に分けて取り扱う。定義と取り扱
いは下記の通りとする。
17.1.改正 本研究に参加する研究対象者の危険を増大させる可能性のある、もしくは本研究の主要評価項
目に関連
する実施計画書の大幅な変更については研究代表者が協議の上、改正とする。倫理審査委員会の審査承認
を要し、カバーページに倫理審査委員会の承認日を記載する。ただし、実施計画書の重大な変更が行われ
る場合には、共同研究機関の研究責任医師または分担医師は、研究機関の長に報告し、審査委員会（臨床
試験審査委員会、倫理審査委員会等）の承認を得る。
17.2.改訂 本研究に参加する研究対象者の危険を増大させる可能性がなく、かつ本研究の主要評価項目に
関連しな
い実施計画書の変更については研究代表者の承認にて行う。審査委員会（臨床試験審査委員会、倫理審査
委員会等）の審査承認については、共同研究機関の取り決めに従う。表紙に研究代表者の承認日を記載す
る。

18 研究の終了又は中止
18.1.研究の終了
1) 共同研究機関は、各研究機関の全研究対象者の症例報告書を送付した場合を研究終了とし、研究責任
医師は、研究終了時に研究機関の長に研究が終了した旨を文書で通知する。
2) 共同研究機関の長は、必要に応じて研究終了を臨床試験審査委員会または倫理審査委員会に文書で通
知する。
18.2.研究の中止・中断
1) 本研究実施期間途中で治療法による重大な問題が生じ、研究対象者に著しく不利益を与えると判断さ
れた場合は、研究代表者は世話人と協議の上、本研究を中止または中断する。
2) 研究代表者が本研究の中止または中断を決定した場合には、その理由及び以後の対応を直ちに、共同
研究機関の研究責任医師、実行委員会、運営事務局および J-CRSU データセンターに連絡する。
3) 連絡を受けた研究責任医師は、研究対象者に中止または中断及びその理由を伝え、直ちに然るべき対
応を行う。
4) 加えて、所属する医療機関の長及び医療機関内の関連部門にその旨を報告し、当該医療機関に定めら
れた手続きに従う。
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19 記録の保管及び廃棄
研究代表者、研究責任医師、運営事務局及び J-CRSU データセンターは、本研究の実施に係る記録（文
書・電子記録）を本研究終了後 10 年間保管する。保管後の試料は、研究終了後紙上発表がなされた段階
で医療廃棄物の処分方法のとおり、個人情報の取り扱いに注意をして焼却処分または溶融処理をする。

20 品質管理
20.1.症例報告書レビュー 本研究が安全に、かつ実施計画書に従って実施されているかを確認するため、
中央モニタリングを実施
する。
J-CRSU データセンターに収集された症例報告書（CRF）を対象として、実行委員が指名した医師、
研究事務局および J-CRSU データセンターが、症例報告書レビューを年１回実施し、モニタリングレポ
ートを作成する。
20.2.監査 監査については「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」によって必要と判断した場合
は計画す
る。
20.3.プロトコール逸脱・違反 治療、臨床検査および有効性の評価などが実施計画書の規定に従って行わ
れなかったものを実施計画書
逸脱とする。 症例報告書レビューに際しては、原則として研究代表者・研究事務局間で取り決めた一定の
許容範囲を超 える逸脱は、研究事務局および実行委員会の検討を経て以下のいずれかに分類される。
1) 違反 violation 臨床的に不適切で、担当医師/研究機関に原因があり、かつ以下のいずれかに該当す
るプロトコール 規定からの逸脱を「違反」とする。
(1) 研究のエンドポイントの評価に影響を及ぼす
(2) 故意または系統的
(3) 危険または逸脱の程度が著しい
「違反」は論文公表する際に原則として個々の違反の内容を記載する。
2) 逸脱 deviation
実施計画書に定められた範囲以外かつ 1)の違反に該当しない場合。
その取り扱いについては、実行委員会等で決定する。
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21 研究の登録、成果の帰属と公表
21.1.本研究登録
本研究は、UMIN 臨床試験登録システム（UMIN Clinical Trials Registry, UMIN-CTR,
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）に登録し、情報公開する。登録は、最初の研究対象者の
組み入れまでに行うこととし、登録作業は、運営事務局が行う。
21.2.研究成果の公表 研究成果の公表の際には、研究対象者のプライ
バシーを保全する。
研究代表者及び実行委員会は、収集したすべてのデータ、結果、報告およびその他すべての情報の所有
者であり、本研究で得られたデータに基づく公表権を有する。研究代表者及び実行委員会が研究成果を
公表する際に、研究費を支援する小野薬品工業株式会社およびブリストル・マイヤーズ株式会社の協力
が適切な方法で言及されることを保証する。これら収集したすべてのデータ、結果、報告およびその他
すべての情報は小野薬品工業株式会社およびブリストル・マイヤーズ株式会社により解釈が曲げられる
可能性等はない。
本研究の研究成果は、共同研究機関の研究責任医師または担当医師の中から、実行委員会が指名する
医師が、一部または全部をまとめ、国内外の学会および論文として報告する。 研究代表者は、研究費
を支援する小野薬品工業株式会社およびブリストル・マイヤーズ株式会社ならび にそれらの関連会社
が研究成果を公表した論文等の原稿または要約を無償にて期限の定めなく、また方 法の如何を問わずに
利用することを許諾する。
21.3.成果の帰属と公表 本研究の成果は、研究代表者を含む共同研究者に帰属するものとする。結果の
公表にあたっては、結
果の内容に関わらず、主たる解析結果を必ず公表することとする。研究結果を公表する際には、事前に
研究費支援先へ報告を行う。
21.4.データの二次利用 本研究データの
二次利用は、しない。
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22 研究組織
22.1.研究代表者
山﨑 直也

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

〒104-0045

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

FAX：03-3542-3815

E-mail：nyamazak@ncc.go.jp
河上 裕

慶應義塾大学医学部

〒160-8582

先端医科学研究所

東京都新宿区信濃町 35

TEL: 03-5363-3777

FAX：03-5362-9259

E-mail：yutakawa@z5.keio.jp
22.２.研究事務局
高橋 聡

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

〒104-0045

東京都中央区築地 5-1-1

TEL：03-3542-2511

FAX：03-3542-3815

E-mail：atakahas@ncc.go.jp
22.3.世話人
島田 眞路

山梨大学医学部附属病院

〒409-3898

皮膚科

山梨県中央市下河東 1110

TEL：055-273-6737

FAX：055-273-7108

22.4.実行委員会
委員長
副委員長
委員

河上

裕

（慶應義塾大学医学部

先端医科学研究所）

山﨑

直也

（国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科）

堤田

新

（国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科）

藤田

知信

（慶應義塾大学医学部

北野

滋久

（国立がん研究センター中央病院 先端医療科

先端医科学研究所

/先端医療開発センター
高橋

聡

細胞情報研究部門）

免疫療法開発分野）

（国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科）

並川健二郎

（国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科）

竹之内辰也

（新潟県立がんセンター新潟病院 皮膚科）

中村

（埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）

泰大

末廣 敬祐

（千葉大学医学部附属病院

山中 竹春

（横浜市立大学大学院

皮膚科）

医学研究科臨床統計学）
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22.5.統計解析責任者
山中 竹春

横浜市立大学大学院

〒236-0004

医学研究科臨床統計学

神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9

TEL：045-787-2572
22.6.RECIST 及び irRECIST 中央判定委員及び支援
楫

靖

獨協医科大学

放射線医学講座

〒 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880
TEL：0282-86-1111
株式会社マイクロン 画像解析事業部
〒100-0005

東京都千代田区丸の内 3 丁目 8 番１号

TEL：03-6268-0308

住友不動産丸の内ビル

FAX：03-6268-0309

E-mail：recist_tokyo@micron-kobe.com
株式会社マイクロンは、共同研究機関から送付された画像診断データを集積し、中央判定委員の判定を
支援する。
22.7.検体の保管・運搬
株式会社 LSI メディエンス
〒174-0053

メディカルソリューション本部

東京都板橋区清水町 36 番 1 号

TEL：03-5943-9270

業務運営統括部 治験管理部

板橋本町ビル

FAX：03-5375-9211

E-mail：Namiki.Haruchiyo@mx.medience.co.jp
株式会社 LSI メディエンスは、共同研究機関にて採取し処理した検体と組織を回収し、保存する。
22.8.データセンター
NPO 日本臨床研究支援ユニット（J-CRSU データセンター）
山川 道代／河田 恵
〒113-0034

東京都文京区湯島

TEL：03-5689-2930

1-10-5 湯島 D&A ビル

3階

FAX：03-5842-7472

E-mail：melanomadc@crsu.org
症例登録の受付、症例報告書の回収及びデータマネジメント、中央判定による画像の読影結果報告書及
び中央判定後の画像データ管理を行う。
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22.9.運営事務局
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター がん臨床研究支援事業（CSPOR）事務局
山尾 彰／中里

淳子／秋田 美穂

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-1-7

TEL：03-5287-263６

FAX：03-5287-2634

E-mail：cspor-melanoma@csp.or.jp
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターは、1984 年に厚生労働省を主務官庁とする特定公益
増進法人として設立し、2013 年 4 月に内閣府より認可された公益財団法人である。
2000 年、同財団により、治療・予防のためのエビデンス構築を目指し、研究者主導の臨床研究支援と基
盤整備のために臨床研究支援事業が開始された。 その中で、がん臨床研究支援事業（CSPOR）は、乳が
んにはじまり、肺がん・大腸がん・腎臓がん・頭 頸部がんなど幅広い領域の臨床研究およびアウトカム
研究を支援している。また、事務局を開設し、各種 委員会、諮問委員会を立ち上げ、大規模な多施設共同
研究を実施するインフラストラクチャの整備を行っ てきた。本支援事業ではわが国におけるがん臨床研
究の質とがん患者の QOL 向上をめざし以下の事業を 行うものとする。
1) 研究者主導のがん臨床研究の企画と実施
2) がん患者の HRQOL に関する調査研究
3) インターネットを活用した乳がん患者、医師研究者、CRC に対する情報提供
本事業の英語名称（略称）は Comprehensive Support Project for Oncology Research（CSPOR）
である。本研究はがん臨床研究支援事業の一環として実施される。

22.10.資金提供 小野薬
品工業株式会社
〒541-8564

大阪市中央区久太郎町１－８－２

TEL：06-6263-2992

FAX：06-6263-2959

ブリストル・マイヤーズ株式会社
〒163-1328

東京都新宿区西新宿６丁目５－１

TEL：03-6705-7508

FAX：03-6705-7954

22.11.共同研究機関 別紙「共同研究機関一覧」を参照する。尚、本一覧の改訂については、本実施計画
書とは別に管理する。
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