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北播磨総合医療センター 2022年 9月 28日 第 1版 

2021 年 1月 1 日から 2021 年 6 月 30日の間に放射線治療科で骨転移あるいは脳転移への放射線治療を受

けた患者さんへ 

 

「Quality Indicatorを用いて緩和的放射線治療の質を評価する遡及的多機関共同研究」に対するご協力

のお願い 

 

北播磨総合医療センターでは、下記の臨床研究を行います。研究目的や研究方法は以下のとおりです。皆

様方におかれましては研究の趣旨をご理解いただき、本研究へのご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

臨床研究課題名: Quality Indicatorを用いて緩和的放射線治療の質を評価する遡及的多機関共同研究 

 

共同研究機関 

(1) 順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科  

  研究責任者：鹿間 直人  連絡先：03-3813-3111   

(2) 荒尾市民病院 放射線治療科  

  研究責任者：斉藤 哲雄  連絡先：0968-63-1115   

(3)埼玉医科大学総合医療センター 放射線腫瘍科  

  研究責任者：髙橋 健夫  連絡先：049-228-3411   

(4) 北海道大学大学院医学研究院 放射線治療学教室  

  研究責任者：青山 英史  連絡先：011-716-1161   

(5) 獨協医科大学病院 放射線医学講座  

  研究責任者：江島 泰生  連絡先：0282-86-1111   

(6) 杏林大学医学部付属病院 放射線治療科  

  研究責任者：江原 威  連絡先：0422-47-5511   

(7) 前橋赤十字病院 放射線治療科  

  研究責任者：清原 浩樹  連絡先：027-265-3333   

(8) 大阪大学医学部附属病院 放射線治療科  

  研究責任者：小泉 雅彦  連絡先：06-6879-3482   

(9) 国立がん研究センター東病院 放射線治療科  

  研究責任者：秋元 哲夫  連絡先：04-7133-1111   

(10) 帝京大学医学部附属溝口病院 放射線治療学教室  

  研究責任者：多湖 正夫  連絡先：044-844-3333   

(11) 旭川医科大学 放射線医学講座  

  研究責任者：中島 香織  連絡先：0166-68-2572   

(12) 聖マリアンナ医科大学 放射線科  

  研究責任者：中村 直樹  連絡先：044-977-8111   

(13) 静岡県立静岡がんセンター 放射線・陽子線治療センター  



 

 

  研究責任者：原田 英幸  連絡先：055-989-5222   

(14) 南部徳洲会病院 放射線治療科  

  研究責任者：平安名 常一  連絡先：098-998-3221   

(15) 千葉ろうさい病院 放射線科  

  研究責任者：安田 茂雄  連絡先：0436-74-1111   

(16) 東京医療センター 放射線治療科  

  研究責任者：萬 篤憲  連絡先：03-3411-0111   

(17) 量子科学技術研究開発機構 QST病院 治療診断部  

  研究責任者：若月 優  連絡先：043-206-3306   

(18) 千葉大学医学部附属病院 放射線科  

  研究責任者：渡辺 未歩  連絡先：043-222-7171   

(19) 国立病院機構京都医療センター 放射線治療科  

  研究責任者：荒木 則雄  連絡先：075-641-9161   

(20) 東京都済生会中央病院 放射線治療科  

  研究責任者：内田 伸恵  連絡先：03-3451-8211   

(21) 順天堂大学医学部附属静岡医院 放射線科  

  研究責任者：川本 晃史  連絡先：055-948-3111   

(22) 藤枝市立総合病院 放射線治療科  

  研究責任者：小杉 崇  連絡先：054-646-1111   

(23) 北播磨総合医療センター 放射線治療科  

  研究責任者：関井 修平  連絡先：0794-88-8800   

(24) KKR札幌医療センター 放射線科  

  研究責任者：永倉 久泰  連絡先：011-822-1811   

(25) 獨協医科大学埼玉医療センター 放射線科  

  研究責任者：野崎 美和子  連絡先：048-965-1111   

(26) 公立昭和病院 放射線科  

  研究責任者：宮澤 一成  連絡先：042-461-0052   

(27) 聖隷三方原病院 放射線治療科  

  研究責任者：山田 和成  連絡先：053-436-1251   

(28) 秋田大学医学部附属病院 放射線治療科  

  研究責任者：和田 優貴  連絡先：018-834-1111   

(29) 広島大学病院 放射線治療科  

  研究責任者：永田 靖  連絡先：082-257-5555   

(30) 仙台厚生病院 放射線科  

  研究責任者：三輪 弥沙子  連絡先：022-222-6181   

(31) 市立福知山市民病院 放射線科  

  研究責任者：西村 岳  連絡先：0773-22-2101   

(32) JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 放射線治療科  

  研究責任者：大久保 悠  連絡先：0267-62-8181   

(33) 佐久医療センター 伊勢崎市民病院放 射線治療科  

  研究責任者：樋口 啓子  連絡先：0270-25-5022   



 

 

 

【研究代表者 機関名：順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科】  

  研究責任者名：鹿間 直人  連絡先：03-3813-3111   

【研究事務局 機関名：荒尾市民病院 放射線治療科】 

  研究責任者名：斉藤 哲雄  連絡先：0968-63-1115 

 

1. 研究の目的 

日本において緩和的放射線治療が標準的な方法で行われている割合を明らかにすることで、診療の質向

上のための資料とすることを主な目的としています。 

 

2. 研究の対象者 

西暦 2021年 1月 1日から西暦 2021年 6月 30日の間に骨転移あるいは脳転移への放射線治療を受けた 20

歳以上の方です。 

 

3. 研究責任者 

放射線治療科 関井修平 

 

4. 研究の方法 

(1) 研究のデザイン 

後ろ向き観察研究 

(2) 研究調査項目 

利用させていただくカルテ情報、およびカルテ期間は下記です。 

診断名、診察所見、薬剤に関する情報、放射線治療情報  

期間：西暦 2021年 1月 1日～西暦 2021年 6月 30日 

 

5. 本研究の実施期間 

倫理委員会実施許可日から 2024年 3月 31日 

 

６、プライバシーの保護について 

本研究で取り扱う患者さんの情報は、個人情報をすべて削除し、第 3 者にはどなたのものか一切わから

ない形で使用します。 

 

７、この研究に参加しなくても不利益を受けることはありません。 

この臨床研究への参加はあなたの自由意思によるものです。この臨床研究にあなたの医療情報を使用す

ることについて、いつでも参加を取りやめることができます。途中でとりやめる場合でも、今後の治療で

不利益を受けることはありません。 

 

８、利益相反について 

本研究に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。 

 



 

 

９、研究成果の公表について 

研究成果が学術目的のために論文や学会で公表されることがありますが、その場合には、患者さんを特

定できる情報は利用しません。 

 

１０、本研究について詳しい情報が欲しい場合の連絡先 

この臨床研究について知りたいことや、ご心配なことがありましたら、遠慮無くご相談ください。また、

この研究にあなたご自身のデータを使用されることを希望されない方は、ご連絡ください。 

 

お問い合わせ先 

 北播磨総合医療センター 放射線治療科 関井修平 

 電話番号０７９４－８８－８８００（平日）９：００～１６：００ 


