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放射線医学総合研究所（放医研）では、癌の患者さんに対して有益な新しい治療法を
提供できるようにする目的で、「重粒子（炭素イオン）線」と呼ばれる新しい放射線を
使った臨床試験を試みております。臨床試験とは、患者さんを対象として新しい治療法
の安全性（副作用などの有無）と効果（ききめ）を科学的に評価するための研究のこと
です。
私達は、あなたの病状が「重粒子（炭素イオン）線による臨床試験」に適していると
判断をいたしましたので、参加をお願いするものです。まずご理解いただきたいのは、
参加はあなたの自由意思によって決めていただくものであり、強要するものではないと
いうことです。参加を断ったからといって何ら不利益を被ることはなく、途中で断るこ
とも自由です。参加を断った場合でも、あなたは現在ある治療法のうち最も適した治療
を受けられることが保証されています。この重粒子線による臨床試験は、1964 年に世
界医師会で採択された「ヒトを対象とする生物医学的研究に携わる医師のための勧告
（通称：ヘルシンキ宣言）」に基づいて実施されます。この勧告（日本医師会訳）では、
「医学の進歩は、最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない研究に基
づく」とされながらも、「ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対す
る配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない」とされています。
この重粒子（炭素イオン）線の臨床試験に参加していただけるかどうかを決めていただ
くために、あなたの病気の状態、臨床試験とは何か、重粒子線照射法の特徴や内容およ
び予想される効果と副作用、従来の標準的治療法の効果と副作用、あなた自身に守って
いただきたいことなど、順を追って説明いたします。分からないことがあればその都度
お聞きください。この説明文書をお持ち帰りになり、じっくりと読み返したり、ご家族
と相談なさってください。
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１．あなたの病気と治療法について

大腸癌肝転移の一般的な治療について
診断学や外科的手技の進歩により、大腸癌では治癒切除が 80％、その 80％に根治が
得られていますが、一方、大腸癌の診断時に約 25％に肝転移、約 15％に肺転移が合併
します。また、年間４万人の大腸癌死亡例のうち 50％以上が肝転移を合併しており、そ
の大半が肝転移による死亡です。したがって、大腸癌の予後をさらに改善するには肝転
移に対する治療法の開発・改善が重要です。
大腸癌の肝転移に対する外科的切除の成績は、５年生存率が 20％〜40％と報告されて
おり、決して満足すべきものではありませんが、もっとも効果の高い治療法として評価
されています。肝転移例のうち転移病巣が肝のみに限られているのは 25％ですが、肝切
除適応例はそのわずか 10‑25％であることから、大多数を占める切除不能例に対する治
療法の選択は大変重要な課題です。肝切除の適応はないが転移が肝内に限局している症
例に対して、肝動注療法（HAI）やラジオ波熱凝固療法（RFA）の臨床研究が行われてい
ますが、局所治療効果、生存率とも満足すべき結果は得られていません。また最近は、
切除不能例に対して化学療法を行い切除可能になった症例に肝切除を行う臨床研究が
注目されており、良い治療成績の報告もありますが、きちんとした研究はごくわずかし
かなく、肝切除に勝る結果は得られていません。
以下、特にあなたの病状について説明します。
あなたの病気の診断名

大腸がん肝転移

組織型
あなたの病気の進行状態とその他の治療法：

２．臨床試験について
癌の診断や治療は近年目覚しい進歩をとげています。しかし、現在の治療法では決し
て十分とは言えません。今も新しい治療を望む声が強くあり、新しい薬、新たな放射線
療法、遺伝子治療などが研究されています。新しい治療法を開発するときは、「効果」
だけでなく、好ましくない作用（副作用）にも十分な注意が払われなければなりません。
癌の治療は一夜にして完成されるものではありません。さまざまな人の研究や協力、と
りわけ患者さんの協力によって成し遂げられるものなのです。新しい治療法が発見また
は発明されると、まず動物によって副作用やその効果が試されます。しかし動物で得ら
れた知識だけでは人の癌にどの程度の効果があるのか、副作用の程度や種類は同じなの
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かなど不明な点が多くあり、すべての患者さんの治療に使うことはできません。そのた
め、新しい治療法がこれまでの治療法より効果が期待できると考えられる患者さん、こ
れまでの治療法では効果が不十分とされた患者さんにご協力いただき、新しい治療法の
効果や副作用を調べて、最も適した治療方法についての研究を行います。これを臨床試
験といい、ここで得られた知識は科学的に評価され、新しい治療法が確立されることに
なります。
このように臨床試験には研究的側面がありますが、これはご協力いただく患者さんの
みならず、将来の患者さんの治療に役立てるためにどうしても必要な過程です。現在広
く行われている治療法もこのような過去の患者さんの貴重なご協力の賜物と言えるの
です。放医研では癌に対する新しい放射線治療として期待されている重粒子（炭素イオ
ン）線による臨床試験研究を続けています。
３．重粒子線治療について

重粒子線とは
重粒子線とは、一般に、電子よりも重い粒子（重粒子）を加速器で高速に加速したも
のをいいます。重粒子線はさらに速中性子線、陽子線、重イオン（炭素イオン、ネオン
イオン、アルゴンイオンなど）線などに分けられ、それぞれに特徴をもっています。放
医研では、この重粒子線を癌治療に利用するため、世界で初めて医療を目的とした重粒
子加速装置（略称ハイマック）を開発・建設しました。ハイマック装置はこれまで順調
に稼働しており、期待どおりの安定性と信頼性を示しております。
臨床試験を行うにあたって私たちは、ハイマックで得られるいろいろな重粒子線の性
質を比較検討しました。その結果、総合的にみて最も優れていると判断した炭素イオン
（炭素原子から電子を剥ぎとったもの）線を選び、1994 年（平成 6 年)６月より、その
安全性と有効性を調べるための臨床試験を開始しました。

その特徴
ところで、現在一般に癌治療に使われている放射線（エックス線、ガンマ線、電子線）
は、その量（放射線の量）を増やしていくと、よほど工夫しない限り癌周囲の正常組織
まで痛めつけてしまい、その割に癌には十分量の放射線を照射できないという問題があ
ります。その点、この臨床試験で用いられている炭素イオン線は、一般に使われている
放射線に比べて、体内の癌病巣を狙い撃ちしやすく、周囲の正常組織への影響が少なく、
しかも癌細胞の増殖をおさえる作用がより大きいという、癌治療において大変都合のよ
い性質を持っています。このため炭素イオン線は、一般の放射線治療では治癒しにくい
種類の癌にも効果が期待されますが、この臨床試験でそれを具体的に明らかにしたいと
思っています。なお、この文書では特に断わらない限り、重粒子線という場合は炭素イ
オン線のことを指します。
４．臨床試験計画書（プロトコール）について
癌の臨床試験にはいくつかの段階（相）があります。第Ⅰ相試験は、ヒト（有効性が
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期待できる癌患者さん）に対して初めて行われるもので、新しい治療法の安全性を中心
に検討するものです。例えば、副作用の種類や程度をみながら治療として最も適した照
射量（推奨線量）を決めたり、これ以上照射すると副作用が強すぎると予想される照射
量（許容線量）を予測したりすることを目的とします。第Ⅱ相試験では、推奨線量を用
いて有効性が期待できる少数の癌患者さんを対象に、新しい治療法が効果的か、安全性
はどうかを客観的方法で確認します。例えば、客観的な指標を使って推奨線量の効果を
確認し、必要であれば安全性を見ながら線量を増減したり、その治療期間を確認するも
のです。この第Ⅰ相試験と第Ⅱ相試験を組み合わせたものは、第Ⅰ／Ⅱ相（フェイズⅠ
/Ⅱ）試験と言われ、新しい治療法の安全性と有効性の両方を見ながら、最適な照射量
や照射期間などを検討します。第Ⅲ相試験は、第Ⅱ相試験までで確認された安全性と有
効性を踏まえ、対象患者さんを多くして、従来の方法との比較を行い、より優れた標準
的治療法を確立するために行われるものです。
重粒子線による臨床試験では、まずこの第Ⅰ／Ⅱ相試験を実施し、その結果を受けて、
疾患によっては第Ⅱ相試験を行っています。臨床試験を倫理的かつ科学的に実施するた
めには、試験開始前に臨床試験計画書（プロトコール）を作成しなければなりません。
放医研で行われる臨床試験のプロトコールは、重粒子線治療の疾患別分科会および計画
部会で作成され、臨床医学研究倫理審査委員会で倫理面の審査を受け、さらに重粒子線
治療ネットワーク会議で承認されたものです。これらの委員会はいずれも、所内外の専
門家および学識経験者から構成されています。
あなたの場合は、第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験「大腸癌肝転移に対する１回照射による炭素イ
オン線治療の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験計画書（0506）」というプロトコールに従って治療さ
れます（ご希望の方には、プロトコールのコピーを差し上げますので遠慮なくおっしゃ
ってください）。

本試験の理論的根拠
重粒子線治療の大腸癌関連の臨床試験は、直腸癌の術後骨盤内再発に対する研究が
2001 年 4 月から進められており、安全性と有効性が確認されています。現在進行中の
73.6GyE/16 分割照射での局所再発はこれまでのところ 30 例中 1 例に見られるのみです。
また、線量増加試験が行われたにもかかわらず、全 56 例の粗生存率は、１年 91%、２年
75%、３年 55%と他の放射線療法より著明に高く、外科的治療に匹敵する成績です。
一方、肝腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験は、肝細胞癌を対象として 1995 年 6
月より開始されています。5 週間 15 回分割照射法に関する第Ⅰ/Ⅱ相試験（第一次プロ
トコール：9401）、短期小分割照射法（3 週間 12 回、2 週間 8 回、1 週間 4 回）に関す
る第Ⅰ/Ⅱ相試験（第二次プロトコール ：9603）、1 回線量 13.2GyE、総線量 52.8GyE
の 1 週間 4 回分割照射法に関する第 II 相試験（第三次プロトコール ：0004）を経て、
2 日間 2 回分割照射法の第Ⅰ/Ⅱ相試験（第四次プロトコール：0202）が 2003 年 4 月か
ら 2005 年 8 月まで行われ、1 回線量 19.4GyE、総線量 38.8GyE までの安全性と有効性が
確認されています。総線量 52.8GyE/4 回の短期小分割照射治療において、１年 98%、２
年以降 95%という高い局所制御率が得られています。
肝細胞癌に対する第一次プロトコールの研究成果として 5 週間 15 回分割照射法の至
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適線量が 72.0GyE であることが明らかにされていますが、これは、先に述べた直腸癌の
術後骨盤内再発の治療で高い安全性と有効性が示されている総線量 73.6GyE、4 週間 16
回分割照射とほぼ同じ治療内容であることから、大腸癌の肝転移に対しても重粒子線治
療の高い安全性と有効性が期待されます。
全症例が肝硬変もしくは慢性肝炎という慢性肝障害を合併していた肝細胞癌に対する
臨床試験で、2 日間 2 回分割照射法の安全性と有効性が確認されていることから、大半
が正常肝である大腸癌の肝転移例では放射線肝障害の可能性はさらに低いことが予想
されます。このため、本プロトコールでは、患者さんへの負担のさらなる軽減の観点か
ら、究極の短期小分割照射である 1 回照射法の確立を目指すことになりました。肝転移
に対する重粒子線治療の最初の臨床試験であり、肝に対する１回照射も初めてであるこ
とから、まず安全性の確認を行い合わせて治療効果の確認も行う第Ⅰ/Ⅱ相試験としま
した。したがって、放射線量を安全と思われるレベルから少しずつ上げていく線量増加
試験を行うため、特に初めの段階では線量が足りないことにより十分な治療効果が得ら
れないという事態が生じる可能性があります。
５．あなたに対する重粒子線治療の方法と線量
この治療においては、重粒子線をできるだけ正確に病巣部に集中させる必要がありま
す。そうしないと癌細胞ではなく正常な組織を傷つけることになるからです。実際の照
射のときあなたには、硬いベッドか椅子の上でしばらくの間動かないようにしていただ
きますが、そのとき体を固定するための鋳型のようなものに入っていただくことになり
ます。固定具などがうまく合ってないため痛みを感じる場合は、我慢しないでお知らせ
ください。実際の照射は、専用の治療室でおこなわれます。放射線が照射される時間は
数分間ですが、あなたが治療室内にいる時間は、照射前後の準備や処置などに要する時
間もいれると合計 20〜30 分以上になることがあります。照射中とその前後何回かは、
部屋の中にあなた１人が残されますが、私たちが部屋の外から、テレビカメラで見守っ
ていますから心配ありません。照射中に放射線による痛みや熱さを感じることはありま
せん。
重粒子線照射は、1 日 1 回、合計１回、総線量
GyE（注）です。照射は１日で終了
する予定です。ただしこの予定は、あなたの体調や病気の状態、照射の準備状況、ある
いは照射装置の運転スケジュールなどによって変更されることもあり、場合によっては
照射そのものを中止することもあります。
（注）GyE（グレイ等価線量）：重粒子線の照射量をエックス線に換算して表した単位。

重粒子線照射に関連してなされる処置・検査：
重粒子線を照射する位置を正確に確認するための指標として、直径 0.5 ミリ、
長さ 3 ミリ程の小さな金属を、細長い針を用いて肝臓内に刺入します。
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6．予想される効果と副作用

予想される効果
すでに説明しましたように、重粒子線は従来の放射線に比べると、病巣に正確に高線
量を集中でき、かつ癌細胞に対しては従来の放射線よりも高い致死作用が期待できると
いう利点があります。さらに形が複雑な癌にも優れた照射手法により高い治療効果が期
待されます。
私たちはあなたの病気に対して、こういった優れた性質を持つ重粒子線が有効である
と判断しましたが、この治療法はまだ臨床試験の段階ですので、癌を十分に制御（増殖
を抑えたり、消滅させること）できない場合もあります。もし、治療した患部が再発し
たり、他の部位に転移した場合には、私たちは紹介して下さった医師と連携を密にして、
その時点で最善と思われる方法で対処いたします。

予想される副作用
放射線治療では、照射後すぐに出る副作用（早期有害反応）と、時間が経ってから発
生する副作用（遅発性有害反応）があります。重粒子線照射においては、Ｘ線に比べて
高い線量を病巣に集中させることが可能ですが、病巣のすぐ近くの組織に重粒子線が当
たることは避けられません。これまでの重粒子線の臨床試験の結果から、予想される副
作用としては以下のようなものがあげられます。
1) 消化管
癌が食道、胃、十二指腸、大腸などの消化管に近接している場合は、重粒子線照射に
よりこれらの消化管が障害を受ける可能性があります。疼痛、食欲不振、悪心、下痢な
どが主な症状ですが、はっきりした症状がなくて出血による貧血でみつかることもあり、
注意が必要です。薬の服用や食事療法で回復するびらんや潰瘍の軽いものから、出血、
穿孔(穴があくこと)、狭窄(狭くなり、ものが通りにくくなること)、閉塞(内腔が塞が
り、ものが通らなくなること)、癒着など入院治療が必要な重症のものまで様々です。
他の部位のがんでの臨床試験結果から、消化管に照射された場合の安全な線量がある程
度予測できますので、重い合併症が起こらないよう、消化管に照射される線量が安全と
思われる線量以下になるように工夫いたします。これまでに肝細胞癌に対して重粒子線
治療が行われた約 200 人の患者さんにおいては、十二指腸潰瘍と食道びらんがそれぞれ
2 人ずつに見られましたが、いずれも抗潰瘍薬で治癒しました。
2) 皮膚
重粒子線照射により種々の程度の放射線皮膚炎が出現します。多くの場合、軽い日焼
けのような症状（発赤、痒み、軽い痛みなど）で済むことが多いのですが、場合によっ
ては皮膚の表面が剥げて浸出液が出たり、色素沈着や小さな痕（あと）が残ることがあ
ります。病巣が比較的皮膚に近い所にある場合は、皮膚にも高い線量が照射されるため、
紅斑、びらん、潰瘍、萎縮などが生じる可能性があり、軟膏等での処置が必要な場合も
あります。極めてまれですが皮膚移植など外科的な処置が必要となる場合もあり得ます。
3) 肝臓
重粒子線が当たった部分の肝機能は低下もしくは消失しますので、肝全体の機能も低
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下する可能性があります。照射範囲を広くせざるを得ないような場合は、高度の肝障害
のため、黄疸、腹水、肝性脳症などが出現し、最悪の場合は肝不全の危険性もあります。
4) 胆管
重粒子線の照射により胆管炎を起こしたり、胆管の狭窄や閉塞を起こす可能性があり
ます。
5) 肺
肺の一部に重粒子線が照射された場合は、画像上の変化や胸水、せき、発熱、鈍痛な
どが出現する可能性があります。重症の場合は、痰、血痰、息切れ、間質性肺炎様陰影、
肺線維症様陰影、呼吸不全の可能性もありますが、肝細胞癌の治療では通常、肺のごく
一部にしか照射されませんので、重い副作用が出現する可能性は少ないです。
6) 血液
末梢血白血球数・赤血球数・血小板数の減少、ヘモグロビン濃度の低下などが生じる
可能性があります。
7) ２次発癌の可能性
従来の放射線治療では、長期間経過した場合にはまれに放射線による新たな癌が発生
（２次発癌）する可能性がありますが、重粒子線治療でも同様な可能性があります。
8) その他
全身のだるさなどが起こる可能性があります。この他、照射された部分の正常組織が
弱くなるため、肋骨骨折など予期せぬ副作用がおこる可能性があります。
現在の放射線治療技術では、重粒子線をもってしても周囲の正常組織を全く外して
癌のみを照射することは困難です。あなたにはこの様な副作用の可能性があることを
納得の上、重粒子線治療を了承して頂きたいのです。もしこのような症状が生じてき
た場合にはその病状に応じて最善と考えられる処置を行います。

７．臨床試験後の診察、治療
あなたの病気は、治療後も慎重に経過をみていく必要があります。また臨床試験です
ので、治療効果や安全性を判断するためにも長期にわたって定期的に（照射後、6 カ月
間は 1 カ月に１回、その後は 2〜3 カ月に１回程度）私たちの病院やあなたを紹介して
くださった医師の病院で診察を受けて下さい。遠隔地に転居される場合は、前もって私
たちにご連絡下さい。新しい土地で引き続いて診察を受けられるようにするため、紹介
状や必要なアドバイスをさしあげます。
万一、再発等によりさらに治療が必要と判断された場合には、手術を含め適切な治療
が速やかに行われるよう配慮し最善を尽くします。
８．診療録・臨床試験記録の点検・公表と個人情報（プライバシー）の保護
この臨床試験で得られた臨床データ（検査資料、治療の経過、治療結果など）は、癌
の治療精度の向上を目的として医学的研究に用いられたり、研究発表・討議、教育、出
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版物などに公表されることがあります。その際、年齢、性別などが公になることがあり
ますが、あなたを特定できるような名前などの個人情報は、一切判らないように配慮い
たします。また、臨床試験が適切に実施されているかどうか、倫理的に問題がないかな
どを確認するために、本研究所の臨床試験従事者と共に所内外の専門家や学識経験者か
らなる委員会（注）の委員などが、あなたの診療録や臨床データをみることがあります。
上記の関係者は、いずれも自分が知った個人情報を理由なく他にもらしてはならない
という、秘密保持の責務を負っています。
（注）ここでいう委員会とは、重粒子線治療ネットワーク会議、臨床医学研究倫理審査
委員会、重粒子線治療ネットワーク会議評価部会、重粒子線治療ネットワーク会
議計画部会、部位別分科会、部位別研究班などをいう。
9．重粒子線治療に係わる費用および健康障害に対する処置について
この重粒子線照射は研究段階のものですので、まだ健康保険の適用になっていません。
従って、今回の重粒子線治療に要する費用のうち、重粒子線照射開始日から照射終了日
までの費用はすべて放医研が負担します。ただし、これ以外のもの（費用）については、
あなたの負担であり、健康保険に加入している場合は健康保険が適用されます。
また、重粒子線治療に関連してあなたに健康障害が生じたときは、誠意を持って適切
な治療および措置を講じます。
10．同意とその撤回について
この臨床試験への参加は、あなたの同意を文書で得ることが前提になっています。本
試験に参加するかどうかはあなた自身の判断によって決まります。ご家族や友人、他の
お医者さんなどと相談するなどしてお決め下さい。同意があなたの意思にもとづき適正
に行われているかどうか、あなたがこの臨床試験に参加することが妥当かどうかを、臨
床医学研究倫理審査放射線治療部会が判断し、了承しなければ実施できないことになっ
ています。
あなたが書面により同意した後も、いつでもあなたの自由意思に基づいてそれを撤回
することができます。もしあなたが参加されなかったり、途中で参加をとりやめたとし
ても、そのために不利益を被ったりすることはありません。その時点で最善と思われる
他の治療法を受けられるように保証します。
11．臨床試験の中止と参加辞退について
あなたの体の状態によって臨床試験への参加が適さないと判断された場合には、臨床
試験への参加をお断りすることがあります。臨床試験中であっても、あなたが臨床試験
で安全を損なう恐れがあると医師が判断した場合、あるいは偶発的事故（機械の故障を
含む）、予想外の癌の進行、副作用が見られた場合には試験を中止することがあります。
このような場合には、あなたにその理由を具体的に説明いたします。
また、あなたが臨床試験への参加を辞めたいと思ったときには、理由のいかんを問わ
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ず、いつでも参加を辞めることができます。
12．重要情報の継続的提供について
この治療は、まだ臨床試験であり、確立されたものではありません。そのため予期し
ない副作用が起こる可能性は否定できません。あなたの他にも現在この施設で臨床試験
が実施されていますが、あなた以外の患者さんについて、新たな情報（これまでに経験
したことのない副作用の発生や予測よりも高い頻度で副作用が起きた場合など）が得ら
れた場合には、できるだけ速やかにお知らせして、あなたに臨床試験を続けるかどうか
を確認いたします。
13．あなたに守っていただきたいこと
これまで申し上げた通り、重粒子線治療はまだ確立された方法とはいえないため、照
射にあたってはあなたの安全性に細心の注意を払いながら進めていきます。また、科学
的に有効性や安全性を判断するために、あなたの安全性に重大な影響が考えられる場合
を除いて、先にのべた臨床試験計画書を遵守して照射を行います。そのため、以下にお
示しした事項をお守りいただくとともに、入院中は医師、薬剤師、看護師、放射線技師
など病院のスタッフの指示に従ってください。
(1)治療前、治療中、治療後に異常な症状または著しい体調の変化などがあった場合は、
医師または看護師などに直ちにご連絡ください。
(2)治療後の経過観察にはご協力ください。もし何らかの理由で医療機関にかかること
ができない場合は、担当医師や下記の事務取扱窓口にご連絡ください。
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14．その他
この臨床試験について分からないことがあればいつでも担当医師にお尋ね下さい。ま
た、担当医師に尋ねにくいことや、この臨床試験の他の関係者に直接尋ねたいことがあ
る場合は、下記のいずれかの連絡先にご連絡いただいても構いません。
研究事務局（この臨床試験の事務取扱窓口）
重粒子医科学センター臨床試験担当者

直通電話 043‑206‑3368
(または内線 7352)

重粒子臨床試験責任者
鎌田 正
重粒子線治療プロジェクトリーダー

直通電話 043‑206‑3314
(または内線 7237）

以上、患者さんに説明したことを確認します。
説明した相手
平成
平成

年
年

月
月

日
日

（
（

）
）

説明日と同意日が同一のときは、その理由：

主治医

：

印

同席者：医師

：

印

同席者：医師

：

印

同席者：看護師

：

印

同席者：看護師

：

印

放射線医学総合研究所
重粒子医科学センター病院
〒２６３ー８５５５
千葉市稲毛区穴川４−９−１
電話（代表）０４３−２５１−２１１１
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同

意

書

放射線医学総合研究所
理事長

米倉

義晴

殿

私は、このたび「重粒子（炭素イオン）線による臨床試験」に参加するにあたり、別
紙「患者さんへの説明文書」を受け取り､そこに記載された以下の各項目
１．あなたの病気と治療法について
２．臨床試験について
３．重粒子線治療について
４．臨床試験計画書（プロトコール）について
５．あなたに対する重粒子線治療の方法と線量
６．予想される効果と副作用
７．臨床試験後の診察、治療
８．診療録・臨床試験記録の点検・公表と、個人情報（プライバシー）の保護
９．重粒子線治療に係わる費用および健康障害に対する処置について
10．同意とその撤回について
11．臨床試験の中止と参加辞退について
12．重要情報の継続的提供について
13．あなたに守っていただきたいこと
14．その他

について、担当医師から詳細な説明を受け、十分理解・納得しましたので、そこに記載
された上記の条件で臨床試験に参加することに同意します。
平成

年

月

本人氏名：

日
印

住所：

同席者：

印
〔本人との続柄：

〕

住所：

「患者さんへの説明文書」とともに「同意書」のコピー１部を受け取りました。
氏名

印
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