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１．本年度の研究成果	 

放射線治療の推進及び品質管理について以下四つの小班を構成し、それぞれの課題の把握、

対策の立案および実施を検討した。	 

1)	 放射線治療の推進に必要な拠点病院の機能に係る研究：	 

がん診療連携拠点病院の指定要件に対する提言案を作成するとともに、日本放射線腫瘍学

会のシンポジウムで提示し、広く拠点病院勤務医師や放射線治療専門医からのコメントを

募った。平成23年度末までに提言を取り纏める予定である。	 

2)	 地域連携ネットワークの推進による拠点病院の機能強化ならびに人材育成に係る研究：	 

東北がんネットワーク放射線専門委員会と連携し、東日本大震災後の放射線治療施設の被

災状況および治療再開・患者受け入れ状況等の確認、施設間の情報共有・連携強化を図っ

た。山陰地区（島根・鳥取）ではプロトコールの共有、放射線治療計画の遠隔支援等、地

域連携の強化にむけて県担当者との意見交換を開始した。北部九州地区においてもネット

ワークを構築し、プロトコールの共有、情報共有、研修会等を開始した。	 

3)	 放射線治療モダリティ別（強度変調放射線治療、小線源治療等）の拠点病院支援プログ

ラムに係る研究：	 

先端的な治療である強度変調放射線治療の安全な普及に向けて、放射線治療医および診療

放射線技師を対象とした研修会を沖縄県拠点病院である琉球大学病院で開催した。平成24

年2月には兵庫県拠点病院である兵庫県立がんセンターでも開催を予定している。	 

小線源治療においては、地域間、施設間格差が著明である子宮頸がん腔内照射技術の標準

化・均てん化に向けて、前処置に関する患者アンケートを実施し患者満足度の評価および

改善点の検討を行った。また手技の標準化に資するツールとして手技のデモンストレーシ

ョンを含む研修用DVDを作成し、日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第13回研究会で上映す

るとともに腔内照射保有全173施設に送付した。送付した施設を対象とした研修用DVD評価

アンケートでは、医師、診療放射線技師、看護師の計302名より回答が寄せられ、高い評価

が得られた。	 

4)	 放射線治療の品質管理・第三者評価に係る研究：	 

安全かつ質の高い放射線治療を実施するために必要な品質管理、品質保証の確立に向けて、

英国による報告書「Toward	 Safer	 Radiotherapy」の翻訳資料を日本放射線腫瘍学会のセミ

ナー等の参加者約750名に配布し、医療安全に対する啓発を行った。強度変調放射線治療の

品質管理に関しては、前立腺がんに対する臨床試験を計画している研究班と協力し、国際

標準に準じた品質保証・第三者評価として参加予定10施設を対象にIMRTファントムを用い

た線量測定による質の保証を行うとともに、第三者評価手法の確立を図った。	 

	 

	 



 

２．前年度までの研究成果	 

平成22年度まで、四つの小班において以下の研究成果を得た。	 

1)	 放射線治療の推進に必要な拠点病院の機能に係る研究：	 

平成21年度に実施された拠点病院の現況調査結果のうち放射線治療関連項目を分析すると

ともに海外のガイドラインも参考にして、今後拠点病院が実施すべき放射線治療の内容、

備えるべき人員、設備体制など、指定要件に対する提言案の作成を開始した。	 

2)	 地域連携ネットワークの推進による拠点病院の機能強化ならびに人材育成に係る研究：	 

東北6県および島根県において、都道府県および地域がん診療連携拠点病院が連携した放射

線治療専門医の育成計画を作成した。またインターネットを利用した遠隔カンファレンス

の実施とともに、県拠点病院である山形県立がんセンターおよび島根大学病院において、

それぞれ地域拠点病院の診療放射線技師を対象とした2日間の研修会を開催した。	 

3)	 放射線治療モダリティ別（強度変調放射線治療、小線源治療等）の拠点病院支援プログ

ラムに係る研究：	 

先端的な治療である強度変調放射線治療の安全な普及に向けて、放射線治療医および診療

放射線技師を対象とした研修を島根大学病院で実施した。小線源治療では、地域間、施設

間格差が著明である子宮頸がん腔内照射技術の標準化・均てん化に向けて、琉球大学病院

及び静岡県立静岡がんセンターの施設訪問、手技の相互比較を行った。また、標準化に資

するツールとしてDVDを用いた手技のデモとともに「子宮頸がん腔内照射マニュアル」の作

成を開始し、日本アイソトープ協会の高線量率ラルス医療安全取扱講習会の教材とした。

今後、日本放射線腫瘍学会小線源治療ガイドラインに反映される予定である。その他、施

設間差の大きい食道癌の3次元放射線治療計画に関する実技研修会を開催した。	 

4)	 放射線治療の品質管理・第三者評価に係る研究：	 

安全かつ質の高い放射線治療を実施するために必要な品質管理、品質保証の確立に向けて、

英国からの報告書「Toward	 Safer	 Radiotherapy」を翻訳した。日本放射線技術学会のシン

ポジウムにおいて翻訳資料を参加者約450名に配布し、医療安全に対する啓発を行った。強

度変調放射線治療の品質管理に関しては、前立腺がんに対する臨床試験を計画している研

究班と協力し、国際標準に準じた品質保証・第三者評価として参加予定施設を対象にIMRT

ファントムを用いた訪問・郵送線量測定による質の保証を開始した。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

1)	 放射線治療の推進に必要な拠点病院の機能に係る研究：	 

拠点病院の指定要件に対する提言が今後の指定要件の改定に反映されることにより、より

効果的な放射線治療の均てん化、質の向上が期待される。	 

2)	 地域連携ネットワークの推進による拠点病院の機能強化ならびに人材育成に係る研究：	 

特に専門医不足が顕著である地域に重点をおいた、都道府県および地域がん診療連携拠点

病院が連携した放射線治療専門医の育成モデルは、各地域におけるネットワーク構築の参

考となり、より効果的な人材育成と質の向上が期待される。	 

3)	 放射線治療モダリティ別の拠点病院支援プログラムに係る研究：	 



 

先端的な治療である強度変調放射線治療や地域間格差の著明な小線源治療の標準化・均て

ん化に必要な対策の提示ならびに都道府県拠点病院の指導者の育成により、地域格差の解

消ならびに一部機能のセンター化につながることが期待される。	 

4)	 放射線治療の品質管理・第三者評価に係る研究：	 

国際協調に基づく国際標準の品質管理の導入により、質の高い安全な放射線治療の普及が

期待される。	 

これらの研究はいずれもがん医療の均てん化、放射線治療の推進及び品質管理おいて必要

不可欠なものである。また、本研究により先進諸国に比較して遅れている我が国の放射線

治療の推進および質の向上ならびにがん医療の均てん化ならびに一部機能のセンター化が

図られ、ひいてはがんの治療成績向上につながり、行政および社会に多大な貢献をするこ

とが期待される。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

本研究では患者への介入研究は行わない。該当する場合には疫学指針や臨床指針等におけ

る倫理指針を順守する。	 
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