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放射線治療科に受診中の患者さんへ 

 

臨床研究の実施に関するお知らせ 

 

現在放射線治療科では、下記の臨床研究を実施しております。 

この研究では、患者さんの日常診療で得られたデータ（情報）を利用させていただきます。 

ご自身のデータがこの研究に利用されることについて、異議がある場合は、情報の利用や他の研究機

関への提供をいつでも停止することができます。研究の計画や内容などについて詳しくお知りになり

たい方、ご自身のデータがこの研究で利用されることについて異議のある方、その他ご質問がある方

は、以下の「問い合わせ先」へご連絡ください。 

 

●研究課題名 

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 

 

●研究の目的 

前立腺がんの患者さんを対象に、通常の診療で得られたデータを収集・解析することにより、強度変

調放射線治療の効果および安全性を評価し、より良い治療法を確立することを目的としています。 

 

●対象となる患者さん 

2018年 4月 1日から 2020年 10月 31日の間、当科を受診され、前立腺癌に対し強度変調放射線治療

を行う予定となった患者さん。 

 

●研究期間：当院の臨床研究審査委員会承認日から 2025年 10月 31日 

 

●使用させていただく診療データ 

・年齢、性別、 

・病期分類（TNM分類 UICC 第 8版）、 

・特異的腫瘍マーカー（PSA）、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）、 

・放射線治療情報（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 

 

●個人情報の取り扱いと倫理的事項 

研究データは、電子メールやインターネットを通じて、又は郵送や FAX等により共同で研究を実施し

ている他の施設へ提供することもありますが、患者さんを直接特定できる情報（お名前やカルテ番号

など）を削除し匿名化しますので、当院のスタッフ以外が当院の患者さんを特定することはできませ

ん。 

この研究成果は学会や学術雑誌などで発表することがありますが、その場合でも上記のとおり匿名化

していますので、患者さんのプライバシーは守られます。 
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なお、この研究は、国の定めた指針に従い、当院の臨床研究審査委員会の審査・承認を得て実施して

います。 

 

●研究代表機関 

筑波大学医学医療系臨床医学域 放射線腫瘍学   

代表者名 櫻井 英幸 

住所：茨城県つくば市天王台 1-1-1 

電話：029-853-7100 

 

●情報管理責任者 

筑波大学医学医療系臨床医学域 放射線腫瘍学   

代表者名 奥村 敏之 

住所：茨城県つくば市天王台 1-1-1 

電話：029-853-7100 

 

●研究事務局（本研究全般の窓口） 

筑波大学医学医療系臨床医学域 放射線腫瘍学   

代表者名 奥村 敏之 

住所：茨城県つくば市天王台 1-1-1 

電話：029-853-7100 

 

●共同研究機関・研究責任者 

別紙「参加施設一覧」を参照してください。 

 

●問い合わせ先（当院の連絡窓口） 

神戸市立医療センター中央市民病院 放射線治療科   

今葷倍 敏行 

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町 2-1-1 

電話：078-302-4321 



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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