
 

Japan Clinical Oncology Group（日本臨床腫瘍研究グループ） 

肺がん外科グループ 

日本医療研究開発機構委託研究開発費 革新的がん医療実用化研究事業 

「特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する肺縮小手術に関するランダム化比較第 III 相試験」 

国立がん研究センター研究開発費 2020-J-3 

「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究」班 

JCOG1708 

特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する肺縮小手術に 

関するランダム化比較第 III 相試験実施計画書 ver. 1.4.0 

Sublobar resection versus lobectomy for patients with resectable stage I  

non-small cell lung cancer with idiopathic pulmonary fibrosis: 

a phase III study evaluating survival 

略称： SURPRISE 

グループ代表者：渡辺 俊一 

国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科 

研究代表者：岡田 守人 

広島大学病院 腫瘍外科 

〒734-8551 広島県広島市南区霞 1-2-3 

 

 

 

研究事務局（主）：津谷 康大 

近畿大学病院 呼吸器外科 

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2 

 

 

 

研究事務局（副）：青景 圭樹 

国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 

〒277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 

 

 

 

 

2017 年 9 月 16 日 JCOG 運営委員会プロトコールコンセプト承認（PC1708） 

2018 年 3 月 7 日 JCOG プロトコール審査委員会承認 

2019 年 7 月 29 日 ver. 1.1.0 改訂 JCOG データセンター長承認 

2020 年 2 月 6 日 ver. 1.2.0 改訂 JCOG データセンター長承認 2 月 10 日発効 

2022 年 4 月 27 日 ver. 1.3.0 改訂 JCOG データセンター長承認 5 月 16 日発効 

2022 年 12 月 23 日 ver. 1.4.0 改訂 JCOG データセンター長承認 12 月 26 日発効  



JCOG1708 ver. 1.4.0 

 2/99 

0. 概要 

 シェーマ 

 

 目的 

特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期 I 期の非小細胞肺癌を対象として、試験治療である縮小手術（原則楔

状切除）の臨床的有用性を現在の標準治療である肺葉切除とのランダム化比較により検証する。 

Primary endpoint： 全生存期間 

Secondary endpoints： 無再発生存期間、局所再発発生割合、手術時間、出血量、 

術後特発性肺線維症（IPF）急性増悪発生割合、 

術後呼吸機能（6 か月後、1 年後：FVC（努力性肺活量）、FEV1.0（努力性 1 秒

量）、%DLCO（一酸化炭素肺拡散能））、 

有害事象（有害反応）発生割合、重篤な有害事象（有害反応）発生割合 

 対象 

※患者登録の際には「4.2. 一次登録の除外規準」も参照すること。 

一次登録（術前） 

以下の適格規準をすべて満たし、除外規準のいずれにも該当しない患者を一次登録適格例とする。 

1） 胸部造影 CT および高分解能 CT、FDG-PET/CT にて以下のすべてを満たす。 

① 臨床病期 T1a-2a（充実成分径が 4 cm 以下）N0M0 の非小細胞肺癌が疑われる。 

② 腫瘍の中心部が肺野末梢（外套 3 分の 1）に存在する。 

③ 病変全体径（充実成分径ではない）が 3 cm 以下の場合は、すりガラス成分優位の腫瘍（C/T 比が

0.5 以下）ではない。 

④ 病変全体径が 4 cm を超えない。 

※ リンパ節の評価には胸部造影 CT が望ましいが、造影剤に対するアレルギー、気管支喘息、

腎機能障害が原因で造影 CT が不可能な場合や造影剤使用拒否の場合は単純 CT も許容す

る。 

※ 画像上リンパ節転移が疑われても組織学的に転移陰性が確認されている場合は登録可。 

※ リンパ節の反応性腫大が疑われる場合は、短径が 1 cm を超えていても N0 とみなしてよい。 

2） 副腫瘍を認めない。副腫瘍とは、原発巣を除くすべての腫瘍性結節を指す。10 mm 未満の pure GGN や

臨床病期T1a-2aN0M0の非小細胞肺癌の疑い、かつ
画像により特発性肺線維症（IPF）※の合併が疑われる

一次登録

開胸/胸腔鏡下手術

術中適格性確認

二次登録：術中ランダム化

（施設、充実成分径、%DLCO、高分解能CTにおける画像パターン）

A群：肺葉切除 B群：縮小手術
原則楔状切除、困難な場合は区域切除

※画像による特発性肺線維症の定義： 高分解能CTによるUIPパターンまたはpossible UIPパターン
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陳旧性結核、肺内リンパ節、器質化肺炎などの充実性結節は副腫瘍とはせず、切除が予定されていな

い場合のみ適格とする。 

3） 画像上特発性肺線維症（IPF）の合併が疑われ、以下のすべてを満たす。 

① 高分解能 CT 所見が、放射線画像診断医により ATS/ERS/JRS/ALAT 2011 年の国際分類に基づ

く UIP パターンあるいは possible UIP パターンのいずれかと判断されている（表 3.7.2 参照）（放射

線診断レポートまたは診療録に必ず記載すること）。 

② 膠原病や薬剤性、サルコイドーシス、過敏性肺臓炎など原因の明らかな間質性肺疾患（ILD）では

ない。 

※ 特発性肺線維症（IPF）の診断においては放射線画像診断医、呼吸器内科医、病理診断医

によって総合的に判断することを推奨する。 

③ 特発性肺線維症（IPF）の急性増悪の既往がない。 

④ 特発性肺線維症（IPF）に対するステロイド薬の全身投与の既往がない。 

※ ピルフェニドンやニンテダニブなど、特発性肺線維症（IPF）に対する抗線維化薬は投与され

ていてもよい。 

4） 登録前に病理組織診または細胞診を行った場合、神経内分泌腫瘍と確定診断されていない（登録前の

病理組織診・細胞診は必須ではない）。 

5） 登録日の年齢が 40 歳以上である。 

6） Performance status（PS）は ECOG の規準で 0 または 1 である（PS は必ず診療録に記載すること）。 

7） 他のがん種に対する治療も含めて 2 年以内に化学療法の既往がない。 

8） 他のがん種も含めて放射線治療の既往がある場合、胸部（肺・肺門・縦隔）が照射野に含まれていない。 

9） 肺葉切除可能であると判断される。すなわち、以下のすべてを満たす。 

① 術後予測%1 秒量（%FEV1.0）が 30%以上である。 

② 術後予測%DLCO（%DLCO）が 30%以上である。 

※ %1 秒量（%FEV1.0 = FEV1.0 実測値 / FEV1.0 予測値 X 100 (%)）は 1 秒率（FEV1.0% = FEV1.0 

実測値/ FVC 実測値 X 100 (%)）とは異なるので注意すること。 

※ %FEV1.0： 代表的な予測式はBerglundの予測式と日本呼吸器学会（JRS）の予測式があるが、

複数の報告がある場合は日本呼吸器学会（JRS）の予測式を用いる。 

※ 術後予測 1 秒量の算出式 

術後予測%1 秒量 = 術前%1 秒量 × （全区域数－予定切除区域数）/全区域数 

※ %FVC： 代表的な予測式は Baldwin の予測式と日本呼吸器学会（JRS）の予測式があるが、複

数の報告がある場合は日本呼吸器学会（JRS）の予測式を用いる。 

※ 術後予測%DLCO の算出式 

術後予測%DLCO = 術前%DLCO × （全区域数－予定切除区域数）/全区域数 

※ %DLCO：代表的な評価法は DLCOと DLCO’があるが、複数の報告がある場合は DLCO’を用いる。 

※ 全区域数は 18 とし、予定切除区域数は肺葉切除を行うと仮定した際に切除する区域の数とす

る。ただし、肺切除の既往がある場合は、既に切除された区域数を差し引いた区域数を全区

域数とする。楔状切除の既往は切除された区域数を差し引く必要はない。 

10） 登録前 28 日以内の最新の検査値（登録日の 4 週間前の同一曜日は可）が、以下のすべてを満たす。 

① 白血球数≧3,000 /mm3 

② ヘモグロビン≧8.0 g/dL 

③ 血小板数≧10×104 /mm3 

④ 総ビリルビン≦2.0 mg/dL 

⑤ AST≦100 U/L 

⑥ ALT≦100 U/L 

⑦ 血清クレアチニン≦1.5 mg/dL 

⑧ PaO2≧65 Torr（room air） 

11） 最新の安静時 12 誘導心電図にて虚血性変化を認めない。ただし、12 誘導心電図にて虚血性変化を認

める場合、心臓超音波検査、運動負荷心電図検査などを実施し、虚血性心疾患に対する治療が必要で

ないと判断された場合は適格とする。 

12） 試験参加について患者本人から文書で同意が得られている 
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二次登録（術中） 

以下のすべてを満たす患者を二次登録適格例とする。 

1） 本試験に一次登録されており、かつ二次登録日が一次登録日から 14 日以内である（2 週間後の同一曜

日まで許容）。 

2） 二次登録前に非小細胞肺癌※1 と診断されている。術前に非小細胞肺癌と診断されている場合は術中迅

速病理診断を必須としない※2, ※3。 

※1 腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌、腺扁平上皮癌、多形癌、紡錘細胞癌、巨細胞癌、癌肉腫、肺芽腫、

分類不能癌、唾液腺型腫瘍、非小細胞癌-詳細不明のいずれかである。 

※2 生検診断による診断のうち、「非小細胞癌、扁平上皮癌を示唆」は扁平上皮癌と扱い、「非小細胞癌、

腺癌を示唆」は腺癌と扱う。「非小細胞癌 NOS」は「非小細胞癌-詳細不明」と扱う。 

※3 局在により確定診断時に針生検または楔状切除が困難な場合に限り、診断目的の区域切除を許

容する。 

3） 高度の癒着や分葉不全、リンパ節の炎症性変化（肺血管や気管支への固着）がなく、技術的に肺葉切

除または楔状切除で完全切除が可能と判断される。楔状切除で完全切除が困難な場合は区域切除で

完全切除が可能と判断される。 

※ 縮小手術群になった場合の完全切除が可能な術式（楔状切除かまたは区域切除）を明示すること。 

4） 開胸時肉眼的に以下のいずれも認めない。 

①悪性胸水、②胸膜播種、③所属リンパ節転移、④隣接肺を除く隣接臓器浸潤 

なお、肉眼的に①～③が疑われる場合には各検体を迅速病理診断へ提出し、迅速病理診断で転移陰

性であることが確認されている。 

 治療 

A 群：肺葉切除 

B 群：縮小手術（原則楔状切除、困難な場合は区域切除） 

※両群とも術後補助化学療法は行わない 

 予定登録数と研究期間 

予定登録患者数：一次登録患者数 500 人、二次登録患者数 430 人 

予定登録期間：5.5 年。追跡期間：登録終了後 5 年。解析期間：1 年。総研究期間：11.5 年 

＜ver.1.4.0.での追記事項＞ 

予定登録患者数：一次登録患者数 500 人、二次登録患者数 430 人 

予定登録期間：8 年。追跡期間：登録終了後 5 年。解析期間：1 年。総研究期間：14 年 

 問い合わせ先 

適格規準、治療変更規準など、臨床的判断を要するもの：研究事務局（表紙、16.6.） 

登録手順、CRF 入力など：JCOG データセンター（16.15.） 

有害事象報告：JCOG 効果・安全性評価委員会事務局（16.12.） 


	0. 概要
	0.1. シェーマ
	0.2. 目的
	0.3. 対象
	一次登録（術前）
	二次登録（術中）

	0.4. 治療
	0.5. 予定登録数と研究期間
	0.6. 問い合わせ先

	1. 目的
	2. 背景と試験計画の根拠
	2.1. 対象
	2.1.1. 疫学
	2.1.2. 臨床病理
	2.1.3. 病期分類
	2.1.4. 病期別の標準治療と予後の概略
	2.1.5. 腫瘍関連合併症
	2.1.6. 再発/増悪形式
	2.1.7. 予後因子/予測因子
	2.1.8. 対象集団選択の根拠
	1）特発性肺線維症（IPF）合併肺癌を対象とした理由
	2）病変全体径が2 cmを超えるT1-2aを対象に含め、4 cmを超える病変を除外した理由
	3）肺野末梢型（外套3分の1）とした理由
	4）病変全体径3 cm以下かつすりガラス成分優位の腫瘍（C/T比が0.5以下）を除外する理由
	5）本試験の対象とする特発性肺線維症（IPF）の定義とその根拠
	6）神経内分泌腫瘍（小細胞癌・大細胞神経内分泌癌・カルチノイド腫瘍）を除く根拠
	7）肺葉切除可能の規準とその根拠


	2.2. 対象に対する標準治療
	1）標準治療の安全性
	2）標準治療の有効性

	2.3. 治療計画設定の根拠
	2.3.1. 本試験の試験治療
	1）安全性
	2）術後呼吸機能
	3）有効性
	4）本試験の継続や結果の解釈に影響を与えうる試験

	2.3.2. 標準治療と試験治療のリスク/ベネフィットバランスのまとめ
	2.3.3. 後治療

	2.4. 試験デザイン
	2.4.1. エンドポイントの設定根拠
	2.4.2. 臨床的仮説と登録数設定根拠
	2.4.3. 患者登録見込み
	2.4.4. 割付調整因子設定の根拠
	1）施設
	2）充実成分径（≦3 cm vs. ＞3 cm）
	3）%DLCO（≦55% vs. ＞55%）
	4）高分解能CTにおける画像パターン（UIP vs. possible UIP）

	2.4.5. 画像中央判定について
	2.4.6. 病理中央判定について
	2.4.7. 手術の妥当性に関する中央判定について
	2.4.8. 特発性肺線維症（IPF）急性増悪中央判定について

	2.5. 試験参加に伴って予想される利益と不利益の要約
	2.5.1. 予想される利益
	2.5.2. 予想される危険と不利益

	2.6. 本試験の意義
	2.7. 附随研究（試料解析研究を含む）
	2.8. JCOG-バイオバンク・ジャパン（BBJ）連携バイオバンク

	3. 本試験で用いる規準・定義
	3.1. 解剖学的事項
	3.2. 病期分類規準
	3.2.1. TNM臨床分類 （UICC-TNM分類第8版）
	病期分類


	3.3. 病理組織分類
	3.3.1. 生検・細胞診に基づく病理組織分類（WHO分類第4版）
	3.3.2. 組織分類（WHO分類第4版）
	3.3.3. 脈管侵襲（UICC-TNM分類第8版）
	リンパ管侵襲
	血管浸潤

	3.3.4. 病理組織学的分化度分類

	3.4. 高分解能CTに関する定義
	3.4.1. 高分解能CTの定義
	3.4.2. 画像所見の定義
	1）GGN（Ground-Glass Nodule）
	2）Consolidation（solid component）
	3）病変全体径/すりガラス成分優位/充実成分優位の定義
	4）solid noduleとpart-solid noduleの定義
	5）肺野末梢


	3.5. 術式の定義
	3.5.1. 肺葉切除
	3.5.2. 縮小手術
	1）楔状切除
	2）区域切除

	3.5.3. リンパ節郭清の範囲（リンパ節の番号は肺癌取扱い規約第8版）
	3.5.4. リンパ節マップ
	3.5.5. 肺癌手術記載（肺癌取扱い規約第8版）
	1）胸膜浸潤
	2）胸膜播種
	3）胸水
	4）胸腔内洗浄細胞診（Pleural lavage cytology：PLC）
	肺内転移
	5）リンパ節転移

	3.5.6. R分類－治療後の遺残腫瘍の有無（UICC-TNM分類第8版、肺癌取扱い規約第8版）

	3.6. 複数病変を有する場合の定義
	3.6.1. 重複がん、多発がん、二次がん
	3.6.2. 多発肺がんと肺内再発の鑑別

	3.7. 特発性間質性肺炎（IIPs）の分類
	3.7.1. 特発性間質性肺炎（IIPｓ）の分類
	3.7.2. 画像による特発性肺線維症（IPF）の診断規準
	3.7.3. 病理組織診による特発性肺線維症（IPF）の診断規準
	3.7.4. 画像と病理組織診断を組み合わせた特発性肺線維症（IPF）の診断規準
	3.7.5. 特発性肺線維症（IPF）急性増悪の診断規準3


	4. 患者選択規準
	4.1. 一次登録の適格規準（組み入れ規準）
	4.2. 一次登録の除外規準
	4.3. 二次登録（術中）の適格規準

	5. 登録・割付
	5.1. 一次登録の手順
	5.1.1. 一次登録に際しての注意事項

	5.2. 二次登録の手順
	5.2.1. 開胸から二次登録までの手順
	1）開胸
	2）術中適格性確認

	5.2.2. 二次登録の適格規準（「4.3. 二次登録（術中）の適格規準」の再掲）
	5.2.3. 二次登録に際しての注意事項

	5.3. ランダム割付と割付調整因子
	5.4. 登録終了の手続き

	6. 治療計画と治療変更規準
	6.1. プロトコール治療
	6.1.1. 術者の規定（両群共通）
	6.1.2. 標準治療群（A群）：肺葉切除
	1）肺葉切除
	2）リンパ節郭清

	6.1.3. 試験治療群（B群）：縮小手術
	1）縮小手術
	2）リンパ節郭清


	6.2. プロトコール治療中止・完了規準
	6.2.1. プロトコール治療完了の定義
	6.2.2. プロトコール治療中止の規準

	6.3. 治療変更規準
	6.3.1. 治療変更に関する相談

	6.4. 併用療法・支持療法
	6.5. 後治療
	抗線維化薬の投与（推奨）
	1）開始規準
	2）用法・用量

	6.6. 手術の妥当性に関する中央判定
	1）撮影時期
	2）撮影部位（撮影枚数）
	3）画像ファイル名の記載方法
	4）画像ファイルの送付
	5）術式中央判定委員


	7. 予期される有害事象
	7.1. 予期される有害反応
	7.1.1. 外科的切除術により予期される有害反応・手術合併症（CTCAE v4.0）
	1）全身麻酔合併症
	2）術中合併症
	3）術後早期合併症（手術日より30日以内に発現）
	4）術後晩期合併症（手術日より31日以降に発現）


	7.2. 有害事象/有害反応の評価
	7.2.1. 有害事象のgrading
	7.2.2. 有害事象と治療との因果関係の判定


	8. 評価項目・臨床検査・評価スケジュール
	8.1. 登録前評価項目
	8.1.1. 一次登録までに行う検査（登録前であれば時期を問わない）
	8.1.2. 一次登録前84日以内に行う検査
	8.1.3. 一次登録前56日以内に行う検査
	8.1.4. 一次登録前28日以内に行う検査
	8.1.5. リンパ節評価のための胸部造影CTに関する規定
	1）高分解能CTの撮影条件
	2）高分解能CT画像の評価


	8.2. 術中の検査と評価
	8.2.1. 手術の評価項目
	8.2.2. 術中合併症（CTCAE v4.0-JCOGで記載）

	8.3. 手術終了後の検査と評価項目
	8.3.1. 閉胸から術後30日以内の評価項目（手術日をday 0としてday 30まで：最低値または最高値）
	8.3.2. 特発性肺線維症（IPF）急性増悪
	8.3.3. 術後早期合併症（術後30日以内に発現）
	8.3.4. 切除肺の処理と病理所見
	1）主腫瘍
	2）主腫瘍と同一肺葉内の副腫瘍
	3）非癌部（特発性肺線維症（IPF）に関する所見）

	8.3.5. 手術終了後の有効性評価
	1）手術終了後より術後1年まで行う検査（3か月に1回）
	2）手術終了後より試験終了まで行う検査（6か月に1回）
	3）評価項目

	8.3.6. 術後晩期合併症（手術終了後31日以降に発現）：手術日をday 0としてday 31からday 365まで
	8.3.7. 呼吸機能検査
	8.3.8. 追跡調査
	1）追跡調査時の転帰確認
	2）追跡調査時の再発の確認


	8.4. スタディカレンダー

	9. データ収集
	9.1. 症例報告書（Case Report Form ： CRF）
	9.1.1. CRFの種類と入力期限
	9.1.2. CRFの保管
	9.1.3. CRFの修正


	10. 有害事象の報告
	10.1. 重篤な有害事象と緊急報告の対象
	10.2. 施設研究責任者の報告義務と報告手順
	10.2.1. 緊急報告
	1）10.1. 1）、2）に定めた死亡、死亡につながるおそれのある有害事象
	2）10.1. 3)治療のために医療機関への入院または入院期間の延長が必要とされる有害事象、または、その他の医学的に重要な状態（10.1. 4）～7））と判断される有害事象のうち予期されないもの
	3）追加報告

	10.2.2. 医療機関の長に対する報告
	10.2.3. その他の報告先に対する報告
	医薬品・医療機器・再生医療等製品安全性情報の報告：


	10.3. 研究代表者/研究事務局の責務
	10.3.1. 登録停止と施設への緊急通知の必要性の有無の判断
	10.3.2. 効果・安全性評価委員会への報告
	1）研究事務局から効果・安全性評価委員会事務局への報告
	2）追加報告

	10.3.3. 施設の研究者への通知
	10.3.4. 定期モニタリングにおける有害事象の検討

	10.4. 参加施設（当該施設を含む）の施設研究責任者の対応
	10.5. 有害事象発生施設の研究機関の長の対応
	10.6. 効果・安全性評価委員会での検討

	11. 効果判定とエンドポイントの定義
	11.1. 効果判定
	11.2. 解析対象集団の定義
	11.2.1. 全一次登録例
	11.2.2. 一次登録適格例
	11.2.3. 全二次登録例
	11.2.4. 二次登録適格例

	11.3. エンドポイントの定義
	11.3.1. 全生存期間Overall survival
	11.3.2. 無再発生存期間（RFS：Relapse-free survival）
	11.3.3. 局所再発発生割合
	1）局所再発
	2）遠隔再発
	3）局所・遠隔再発
	4）分類不能

	11.3.4. 手術時間
	11.3.5. 出血量
	11.3.6. 術後特発性肺線維症（IPF）急性増悪発生割合
	11.3.7. 術後呼吸機能（6か月後、1年後）
	11.3.8. 有害事象（有害反応）発生割合
	1）術中合併症
	2）術後早期合併症（手術日より30日以内に発現）：手術日をday 0としてday 0からday 30まで
	3）術後晩期合併症（手術日より31日以降に発現）術後1年まで：手術日をday 0としてday 31からday 365まで

	11.3.9. 重篤な有害事象（有害反応）発生割合
	1）Grade 4の非血液毒性発生割合
	2）早期死亡割合
	3）治療関連死亡発生割合（TRD発生割合）



	12. 統計学的事項
	12.1. 主たる解析と判断規準
	12.1.1. 試験結果の主たる判断規準
	12.1.2. 試験全体の有意水準および多重性の調整

	12.2. 有効性の解析
	12.2.1. Primary endpoint（全生存期間）の解析
	1）主たる解析の方法
	2）モデルを用いた解析の方法
	3）サブグループ解析の方法
	4）感度解析の方法
	5）追跡状況の要約
	6）その他の解析

	12.2.2. 無再発生存期間の解析
	1）主たる解析の方法
	2）モデルを用いた解析の方法
	3）サブグループ解析の方法
	4）感度解析の方法
	5）その他の解析

	12.2.3. 局所再発発生割合の解析
	1）主たる解析の方法
	2）モデルを用いた解析の方法
	3）サブグループ解析の方法
	4）感度解析の方法
	5）その他の解析


	12.3. 安全性の解析
	12.3.1. 手術時間
	12.3.2. 出血量
	12.3.3. 術後特発性肺線維症（IPF）急性増悪発生割合
	12.3.4. 術後呼吸機能（6か月後、1年後）
	12.3.5. 有害事象（有害反応）発生割合
	12.3.6. 重篤な有害事象（有害反応）発生割合
	1）Grade 4の非血液毒性発生割合
	2）早期死亡割合
	3）治療関連死亡発生割合


	12.4. その他の解析
	12.5. 中間解析
	12.5.1. 中間解析の目的
	12.5.2. 中間解析の時期
	12.5.3. 中間解析における多重性の調整方法
	12.5.4. 判断規準
	1）第1回中間解析
	2）第2回中間解析
	3）無効中止判断の参考情報

	12.5.5. 結果の報告と審査

	12.6. 最終解析
	12.6.1. 最終解析の目的と時期
	12.6.2. 方法

	12.7. 予定登録数・登録期間・追跡期間
	12.8. 試験早期中止
	12.8.1. 中間解析による試験早期中止
	12.8.2. 有害事象による試験早期中止
	12.8.3. 登録不良による試験早期中止
	12.8.4. その他の理由による試験早期中止

	12.9. 試験早期中止後の手続き

	13. 倫理的事項
	13.1. 患者の保護
	13.2. インフォームドコンセント
	13.2.1. 患者への説明
	説明する内容

	13.2.2. 同意
	13.2.3. 同意後の問い合わせ、相談等に対する対応
	13.2.4. 同意撤回

	13.3. 個人情報の保護と患者識別
	13.3.1. JCOGが従うポリシー、法令、規範
	13.3.2. 個人情報の利用目的と利用する項目、および利用方法
	1）利用目的
	2）利用する項目
	3）利用方法

	13.3.3. 参加施設における試料・情報等の提供の記録の作成
	13.3.4. 試料・情報等の保管
	13.3.5. 匿名化と対応表の管理
	13.3.6. データの二次利用について
	13.3.7. 安全管理責任体制
	13.3.8. 患者情報の開示等に対する対応
	13.3.9. 一般的な問い合わせおよび苦情の受付

	13.4. プロトコールの遵守
	13.5. 医療機関の承認
	13.5.1. 試験参加開始時の承認
	13.5.2. 研究の進捗状況や研究継続に関する審査・承認

	13.6. プロトコールの内容変更について
	13.6.1. プロトコールの内容変更の区分
	1）改正（Amendment）
	2）改訂（Revision）
	3）メモランダム/覚え書き（Memorandum）

	13.6.2. プロトコール改正/改訂時の医療機関の承認
	13.6.3. CRFの修正（9.1.3.を再掲）

	13.7. JCOG研究に関わる者の利益相反（COI）について
	13.7.1. JCOG研究に関わる者のCOI管理について
	13.7.2. 本試験に中心的な役割を持つ者のCOIについて

	13.8. 補償について
	13.9. 知的財産について
	13.10. 本試験に関する情報公開

	14. モニタリングと監査
	14.1. 定期モニタリング
	14.1.1. モニタリングの項目
	14.1.2. 適格性（適格・不適格）
	1）適格
	2）事後不適格
	9）登録時不適格
	99）違反登録

	14.1.3. プロトコール逸脱・違反
	1）違反 violation
	2）逸脱 deviation
	3）許容範囲（の逸脱）acceptable deviation


	14.2. 施設訪問監査

	15. 特記事項
	15.1. 画像診断の中央判定
	15.2. 病理診断の中央判定（病理中央診断）
	15.3. 手術の妥当性に関する中央判定
	15.4. 特発性肺線維症（IPF）急性増悪中央判定
	15.5. 附随研究
	15.6. JCOG-バイオバンク・ジャパン（BBJ）連携バイオバンク

	16. 研究組織
	16.1. 本試験の主たる研究班（資金源）
	16.2. JCOG（Japan Clinical Oncology Group：日本臨床腫瘍研究グループ）
	16.3. JCOG代表者
	16.4. 研究グループとグループ代表者
	16.5. 研究代表者
	16.6. 研究事務局
	16.7. 画像中央判定委員
	16.8. 病理判定委員
	16.9. 特発性肺線維症（IPF）急性増悪中央判定委員
	16.10. 参加施設
	16.11. JCOGプロトコール審査委員会
	16.12. JCOG効果・安全性評価委員会
	16.13. JCOG監査委員会
	16.14. JCOG利益相反委員会
	16.15. データセンター/運営事務局
	16.16. プロトコール作成

	17. 研究結果の発表と研究の終了
	17.1. 論文および学会発表
	17.2. 総括報告書
	17.3. 研究終了

	18. 参考文献
	19. 付表Appendix



