
2020 年 3 月 31 日 

【公開文書】 

 臨床研究「前立腺がんに対する強度変調放射線治療の多施設前向き登録」について 

 

当院では、標題の臨床研究を実施しております。 

 本研究の概要は以下のとおりです。 

 

① 研究の目的 

  本邦で行われている前立腺がんに対する強度変調放射線治療において、患者さんのデータを多施設で

前向きに登録し、治療効果、有害事象等についての実態を把握する。 

② 研究対象者 

倫理審査承認日(2018 年 9 月 26 日)から 2020 年 10 月 31 日までに当院で強度変調放射線治療を受

けた患者さん 

③ 研究期間：倫理審査委員会承認日(2018 年 9 月 26 日)〜2025 年 10 月 31 日まで 

④ 研究の方法 

  上記期間内に強度変調放射線治療を受けた患者さんのカルテより情報収集をする。集めた情報 は、

匿名化（個人が特定できないように情報を加工）し、解析に用いる。 

⑤ 試料・情報の項目（具体的に記載すること） 

  同意取得時年齢、性別、病期分類（TNM 分類 UICC 第 8 版）、グリソンスコア（優勢病変スコア、随伴

病変スコア、合計スコア）、既往・合併症、自他覚症状、KPS（患者さんの全身状態を示すスコア）、特異

的腫瘍マーカー（PSA）、治療情報（治療開始日、治療終了日、照射回数、総線量、ほか）、有害事象、併

用薬・併用療法 など 

⑥ 試料・情報の管理について責任を有する者 

  筑波大学医学医療系臨床医学域 放射線腫瘍学 教授 奥村 敏之 

⑦ 研究機関名および研究責任者名 

   別紙「参加施設一覧」を参照してください。 

⑧ 本研究への参加を希望されない場合 

  患者さんやご家族が本研究への参加を希望されず、試料・情報の利用又は提供の停止を希望される場

合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。すでに研究結果が公表されている場合など、ご希望に添

えない場合もございます。 

⑨ 問い合わせ連絡先 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

所属・担当者名：放射線治療科 板坂 聡 

E-mail： kenkyu★kchnet.or.jp（臨床研究センター） 

（★を＠に変換して使用してください） 



施　設　名 所　属 職　名 研究責任者名

1 筑波大学附属病院 放射線腫瘍科 教授 櫻井　英幸

2 京都大学医学部附属病院
放射線腫瘍学
画像応用治療学

教授 溝脇尚志

3 日本大学医学部付属板橋病院 放射線科　 准教授 前林俊也

4 山形大学医学部附属病院 放射線治療科 教授 根本建二

5 浜松医科大学附属病院 放射線腫瘍学講座 教授 中村和正

6 高知大学医学部付属病院 放射線部 准教授 刈谷真爾

7 群馬大学医学部附属病院 腫瘍放射線学 准教授 河村　英将

8 東京慈恵会医科大学 放射線医学 教授 青木学

9 長崎大学病院 放射線科 教授 上谷　雅孝

10 川崎医科大学附属病院 放射線腫瘍科 教授 平塚純一

11 朝日大学歯学部付属村上記念病院 放射線治療科 准教授 田中修

12 がん研究会有明病院 放射線治療部 部長 吉岡　靖生

13 聖隷三方原病院 放射線治療科 部長 山田　和成

14 愛知県がんセンター中央病院 放射線治療科 部長 古平　毅

15
茨城県立中央病院・
茨城県地域がんセンター

放射線治療科 部長 玉木　義雄

16 神戸市立医療センター中央市民病院 放射線治療科 部長 小久保　雅樹

17 鳥取大学医学部付属病院 放射線治療科 教授 内田　伸恵

18 倉敷中央病院 放射線治療科 主任部長 板坂　聡

19 高清会　高井病院 放射線科 医員 井上　和也

20 磐田市立総合病院 放射線治療科 部長 今井　美智子

21
順天堂大学医学部付属病院
順天堂医院

放射線治療学講座 教授 笹井　啓資

22 滋賀県立総合病院 放射線治療科 科長 山内　智香子

23 東京女子医科大学病院 放射線腫瘍学 教授 唐澤　久美子

24 NTT東日本関東病院 放射線科 医長 豊田　達也

25 国立病院機構福山医療センター 放射線治療科 医長 兼安　祐子

26 兵庫県立がんセンター 放射線部、放射線治療科 部長 辻野　佳世子

27 東邦大学医療センター大森病院 放射線科 教授 寺原 敦朗

28 獨協医科大学埼玉医療センター 放射線科 教授 野崎　美和子

29 香川大学医学部附属病院 放射線治療科 教授 柴田　徹

30 大阪急性期・総合医療センター 放射線治療科 主任部長 島本 茂利

31 北海道大学病院
北海道大学大学院医学研究院
放射線医学教室

教授 白土　博樹

32 京都府立医科大学附属病院 放射線診断治療学講座 准教授 山崎　秀哉

33 静岡県立静岡がんセンター 放射線・陽子線治療センター
小線源治療科

部長
朝倉 浩文

34 新潟大学医歯学総合病院 放射線治療科 講師・総括医長 海津　元樹

35 国立がん研究センター東病院 放射線治療科 科長 秋元　哲夫

36 山梨大学医学部付属病院 放射線医学講座 教授 大西　洋

37 北里大学病院 放射線科学 放射線腫瘍学 講師・総括医長 石山　博條

38 医療法人藤井会 石切生喜病院 放射線治療科 部長 永田　憲司

39 京都桂病院 放射線治療科 部長 坂本　隆吏

40 自治医科大学附属病院 放射線科/中央放射線部 教授 若月　優

41 JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センタ− 放射線治療科 部長 大久保　悠

42 岩手医科大学附属病院 放射線腫瘍科 教授 有賀　久哲

43 宮城県立がんセンター 放射線治療科 診療科長 久保園　正樹

44 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 放射線治療科 部長 小塚　拓洋

45 がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科（治療部） 部長 唐澤　克之

46 北海道がんセンター 放射線診療部 部長 西山　典明

47 自治医科大学附属さいたま医療センター 放射線科 教授 白井　克幸

48 聖路加国際病院 放射線腫瘍科 部長 河守　次郎
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