
（別添） 

重粒子線治療を受けられる皆様へ 

群馬大学重粒子線医学センターでは、日本で行われた重粒子線治療における全ての患者様のデータを収

集し、重粒子線治療の安全性と有効性を疾患ごとに評価する研究事業を行っております。これにより、重

粒子線治療の保険収載化を検討するために必要な統計データが得られ、将来の患者様方に成果が還元され

ます。 

この研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」により、対象

となる患者さんのお一人ずつに直接説明を行った上で同意をいただく代わりに、研究内容の情報を公開す

ることが必要とされております（重粒子線治療自体や、臨床研究についての説明は、本データ収集研究と

は別に詳しく行います）。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、以下の「問い合わせ先：

窓口」へご照会ください。 

もし、詳しいことをお知りになりたい場合には、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護等に支

障がない範囲で、より詳しい計画書や関連資料を閲覧いただくことができます。また、個人情報保護法に

基づく開示・利用停止等の手続きを希望される場合にはお申し出ください。 

[研究課題名]  全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価（実施期間：2016年5月1日～2026年3月31日） 

[研究機関]   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST病院 

[研究責任者]  辻 比呂志 

[協力/共同研究機関] 日本放射線腫瘍学会及び計画書に規定する重粒子線治療施設 

 （これら外部機関に個人を識別できる情報が提供されることはありません。） 

[本院における責任者] 大野達也 

[研究の目的]   国内の重粒子線治療施設で行われる重粒子線治療における全ての患者様のデータを

収集すると共に、治療後の有害事象などフォローアップ情報を継続的に収集し安全

性と有効性を評価する。 

[研究の方法]   

●対象となる方々 

平成28年（2016年）5月1日～令和6年（2024年）3月31日に重粒子線治療を開始した方。 

●利用する情報・利用方法 

  重粒子線治療時に得られた、診断名、年齢、性別、病歴、有害事象、予後情報 

2026年3月までに得られたデータを情報取扱いの安全管理された電子システムにより集計します。

新たな質問や検査はありません。 

[個人情報の取り扱い] 

 患者様の権利と安全を守り、データの信頼性を確保するために、専門家がカルテを確認することはあ

りますが、外部と共有される研究データからは、お名前、ご住所、その他の個人を直接識別できる情報は

削除します。また、研究成果は、解析した全体の数字として学会や学術雑誌で発表されますが、その際に

個人名などが表に出ることは絶対にありません。（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医

学総合研究所個人情報保護規程に従い、資料の保管管理及び利用等に関する措置を行います。） 

この研究にご自分のデータを使ってほしくない方（又はご家族の方）は、重粒子線治療を開始してから

半年以内に下記窓口にお申し出いただけるようお願いいたします（この期間を過ぎると個人識別できない

情報は取り除けなくなることがあります。）。この調査へのご自分のデータの使用をお断りになっても、

不利益を受けることは全くありません。 

 

[問い合わせ先：窓口] 

千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 

国立研究開発法人 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構  

量子医学・医療部門 QST病院 

倫理審査委員会事務局 電話：043-206-4709（平日9:00 ～ 17:00） 

[本院における問い合わせ先] 

群馬県前橋市昭和町3-39-22 群馬大学・重粒子線医学研究センター 

電話：027-220-8378（平日9:00 ～ 17:00）  
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患者さんへ 

 

 
  

（放医研研究計画書番号：16-007） 

「全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価」 

の説明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは臨床研究への参加についての説明文書です。 

本臨床研究についてわかりやすく説明しますので、内容を十分ご理解され

たうえで、参加するかどうか患者さんご自身の意思でお決め下さい。また、

ご不明な点などがございましたら遠慮なくご質問下さい。 

 

 

 

 
 

研究代表者 

鎌田 正 （神奈川県立がんセンター） 

 

研究代表組織 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

量子医学・医療部門 QST 病院 

 

研究責任医師 

大野 達也 

群馬大学重粒子線医学センター 
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１． この臨床研究について 

この臨床研究は患者さんの治療のためではなく、重粒子線治療の保険収載化

に資するデータを得るために行われるものです。重粒子線治療は、平成 28 年

度に一部の疾患が保険収載されましたが、今後これを更に拡大させるために、

重粒子線治療の安全性と有効性を疾患ごとに高い精度で継続的に検証する必

要があります。放射線治療全般の症例を収集している研究として、JASTRO

放射線治療症例全国登録事業（JROD）がありますが、この研究では国内の重

粒子線治療に関するデータをより詳細に収集します。 

この病院では、このような研究を行う場合には臨床試験審査委員会を設置し、

その研究内容について医学的な面だけでなく、患者さんの人権、安全および福

祉に対する配慮も十分検討し、問題がないと考えられた研究だけ、病院長の許

可を得て行うこととしております。 

 

２． この研究の目的および意義 

この研究では、国内の重粒子線治療データを施設単位だけでなく、施設横断

的にデータを解析し重粒子線治療の安全性と有効性を疾患ごとに評価し、重粒

子線治療の保険収載化に資するデータ分析を長期的に行うことを目的としま

す。更に重粒子線治療を受けた患者の予後ばかりでなく、これから重粒子線治

療を受ける患者の予後、有害事象や危険性の予測なども行うことができると考

えられます。 

 

３． この研究の方法 

(1) 被験者 

今回研究に参加していただくのは当施設で平成 28 年（2016 年）5 月 1 日

から令和 6 年（2024 年）3 月 31 日までに重粒子線治療を開始した全ての

患者さんです。 

 

(2) 調査項目 

以下の項目の情報を収集しますが、患者さんの疾患の種類に応じて収集項目

には差異がありえます。 

① 患者基本情報（管理コード、性別、照射開始時年齢） 

② 病歴（重複がん情報、照射歴） 

③ 疾患情報（疾患名、併存疾患、既往歴、部位、腫瘍サイズ・体積、病巣

数、浸潤） 

④ 他の治療（重粒子線治療や治療対象疾患に影響があると考えられるもの） 

⑤ 生活習慣（喫煙、飲酒） 

⑥ 病期（治療対象疾患の進行度情報） 

⑦ 治療情報（プロトコル ID、診療区分、照射開始日、照射総線量、分割数） 

⑧ 治療結果（放射線治療完遂度、一次効果） 

⑨ 予後情報（重粒子線治療や治療対象疾患による影響があると考えられる

もの） 

 

 

４． この研究の予定期間 

この研究は 2016 年８月から 2026 年３月にかけて行います。 
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５． 研究に参加する予定の被験者数 

この研究では、本邦における重粒子線治療の全症例のデータを収集すること

が目的のため、重粒子線治療を受けられるすべての患者さんが対象となります。

当院では年間約 400-600 人の患者さんがこの研究に参加することになると

思われます。 

 

６． 予想される臨床上の利益（効果）および不利益（副作用など）について 

【予想される利益（効果）】 

この研究は、通常診療下で行われる治療内容および診察・検査の結果を調査

する研究です。そのため、この研究に参加することによる直接的な利益はあり

ません。 

 

   【予想される不利益（副作用など）】 

この研究に参加することにより被ると予測される臨床上の不利益は特にあり

ません。 

 

７． 自由意思による参加について 

この研究に参加するかしないかは、あなたの自由な意思で決めることができ

ます。信頼している人に相談されるなどして、よくお考えの上、ご自分の意思

で決めて下さい。 

もし、この研究に参加されることを希望されない場合には研究対象としませ

んので、下記の連絡先までお申出ください。この場合も診療において不利益を

生じることはありません。 

 

８． 同意撤回の自由について 

いったんこの研究に参加した後でも、いつでも自由に研究への参加をとりや

めることができます。その場合でも、あなたは何ら不利益を受けることはあり

ません。 

 

９． 参加した患者さんのプライバシー保護について 

この研究では先述のような臨床情報を研究代表組織よって開発・管理される

データベースに登録いたします。しかし、そこには個人情報は含まれないため

に、プライバシーが第三者に漏れることはありません。またデータの管理につ

いては個人情報と同等の安全性と守秘性が確保された管理を行います。 

 
１０．研究に関する情報公開の方法 

この研究の最終的な結果は学会や学術雑誌で公表される予定ですが、結果は
研究に参加いただいた患者さんの情報をまとめた形で報告されますので、あな
たのお名前などの個人情報を特定できる情報が公開されることはありません。
最終的な結果が出た際には、あなたと、ご要望があればあなたのご家族に、担
当医師より結果をご説明いたします。 

 

１１．患者さんに金銭等が支払われる場合はその内容 

この研究に参加していただいても謝礼はありません。 

   

１２．この研究にかかる費用の拠出元 
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本研究に要する費用は、文部科学省から国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構放射線医学総合研究所臨床研究クラスタへの運営費交付金及び各共

同研究機関での研究資金によって行なわれます。 

 

 

１３．情報の保管および廃棄の方法 

この研究に参加している間、あなたの健康状態、治療内容などの個人データ

は、あなたの個人情報が記載されていない匿名化したデータ（コード化したデ

ータ）として、研究代表組織よって開発・管理されるデータベースにおいて厳

重に保管されます。 

あなたの個人データを廃棄する場合には、匿名化を行い、あなたの個人情報

が特定できないようにして廃棄します。 

 

１４．データの二次利用について 

この研究のために集めたデータのうち、JROD に登録する必要がある項目に

ついては、JROD のデータベースにも登録します。また、この研究のために集

めたデータを別の研究に利用する場合があります。今はまだ計画・予想されて

いないものの、将来、非常に重要な検討が必要となるような場合です。この研

究に参加される際に受けられた説明の目的・項目の範囲を超えて、将来データ

を利用させていただく場合は、当院のホームページ内でお知らせいたします。 

 

１５．利益相反 

研究グループが公的資金以外に製薬企業などからの資金提供を受けている場

合に、臨床研究が企業の利益のために行われているのではないか、あるいは

臨床研究の結果の公表が公正に行われないのではないか（企業に有利な結果

しか公表されないのではないか）などといった疑問が生じることがありま

す。これを利益相反（患者さんの利益と研究グループや製薬企業などの利益

が相反している状態）と呼びます。本研究の利害関係については、群馬大学

利益相反マネジメント委員会の承認を得ております。また、当該研究経過を

定期的に群馬大学利益相反マネジメント委員会へ報告等を行うことにより、

本研究の利害関係についての公正性を保ちます。 

 

１６．責任医師または分担医師の氏名、職名および連絡先 
 

 この研究を担当する医師および連絡先は以下のとおりです。 

 

 研究責任医師（この病院で行うこの研究について責任を持つ医師で、患者さ

んを担当する場合もあります） 

 

  職名   群馬大学重粒子線医学センター 教授   

  氏名   大野達也         

  連絡先  ０２７－２２０－８３８３  

 

 研究分担医師（この研究に関して支援業務を行う医師） 

 

  職名   群馬大学放射線科 講師   
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  氏名   岡本 雅彦         

  連絡先  ０２７－２２０－８３８３  

 

 職名   群馬大学放射線科 助教   

  氏名   佐藤 浩央         

  連絡先  ０２７－２２０－８３８３  

 

 

１７．患者さんの権利に関する情報についてお聞きになりたい場合の相談窓口 
あなたがこの研究およびあなたの権利に関してさらに情報が欲しい場合に、あ

なたが連絡をとる病院の担当者は下記のとおりです。何かお聞きになりたいこ

とがありましたら、どうぞ遠慮なくいつでもご連絡ください。 

 

   【問合せ・苦情等の相談窓口（連絡先）】 

  職名   群馬大学放射線科 講師   

  氏名   岡本 雅彦         

  連絡先  ０２７－２２０－８３８３  

 

   上記の窓口では、次の事柄について受け付けています。 

   （１）研究計画書および研究の方法に関する資料の閲覧（又は入手）ならび

にその方法  ※他の患者さんの個人情報および知的財産の保護等に

支障がない範囲内に限られます。 

   （２）患者さんの個人情報についての開示およびその手続（手数料の額も含

まれます。） 

   （３）患者さんの個人情報についての利用目的の通知 

   （４）患者さんの個人情報の開示、訂正等、利用停止等について、請求に応

じられない場合にはその理由の説明 



同 意 書 
 

群馬大学重粒子線医学センター 
研究責任医師 
放射線科 大野 達也 殿 

 

臨床研究課題名：「全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価」   

 

1. この臨床研究について 
2. この研究の目的および意義 
3. この研究の方法 
4. この研究の予定期間 
5. 研究に参加する予定の被験者数 
6. 予想される臨床上の利益および不利益について 
7. 自由意思による参加について 

8. 同意撤回の自由について 
9. 参加した患者さんのプライバシー保護について 

10. 研究に関する情報公開の方法 
11. 患者さんに金銭等が支払われる場合はその内容 

12. この研究にかかる費用の拠出元 
13. 情報の保管及び廃棄の方法 
14. データの二次利用について 
15. 利益相反 
16. 責任医師または分担医師の氏名・職名・連絡先 

17. 相談窓口 

 

【患者さんの署名欄】 
                                              

私はこの研究に参加するにあたり、以上の内容について十分な説明を受けました。研究の内容を理

解いたしましたので、この研究に参加することについて同意します。 
 

同意日：令和   年   月   日 

 

患者さん氏名（自署）                     

 

【代諾者の署名欄】 
                                              

私は             さんが、この研究に参加するにあたり、以上の内容について十分

な説明を受けました。研究の内容を理解いたしましたので、この研究に参加することについて同意し

ます。 
 

同意日：令和   年   月   日 

                                                

代諾者氏名（自署）                  続柄        

 

【担当医師の署名欄】 
                                              

私は、上記の患者さんに本研究について十分に説明した上で同意を得ました。 
 

説明日：令和   年   月   日 

 

説明者氏名（自署）                      
 

研究代表者：鎌田 正（神奈川県立がんセンター 重粒子センター） 

研究責任医師：大野 達也（群馬大学重粒子線医学センター、027-220-8383) 


