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研究課題名：がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及び品質管理に係る研究	 

課 題 番 号：H22－がん臨床－一般－001	 

研究代表者：順天堂大学医学部放射線医学講座先任准教授	 石倉	 聡	 

	 

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に対して実施されている現況調査結果から放射線治療関連項目に関する

経時的変化ならびに現状を分析し、昨年度に作成した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、設備体制などの提言との乖離を把握するとともに、今後の重点課題を検討した。	 

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：	 

	 本研究班で働きかけた島根県の放射線治療のネットワーク化計画について行政レベルで具体的

に検討中であり、今後島根県内の拠点病院ネットワークによるプロトコールの共有、品質管理支

援、遠隔治療計画支援等が進む見込みである。隣接の鳥取県からは、医療圏の人口が少なく病院

当たりの患者数・放射線科医の人数が少ない現状から、従来より地域のニーズが診断も治療も血

管内治療等も全て対応できる放射線科医であったこと、地方の中小規模地域拠点病院全てに専任

や専従の放射線治療専門医の配備が現実的かとの意見があった。限られた医療資源・人資源を有

効に活用していくためには医療圏内、県単位だけでなく、県境を越えた放射線治療施設の機能分

担と連携の必要性も認識された。	 

	 その他、東北6県では東北がんネットワーク、北部九州地区では北部九州放射線治療研究グルー

プとして、ホームページ、メーリングリスト等による情報共有、治療プロトコールの共有、リク

ルートセミナー、遠隔カンファレンス等を実施し、地域連携の強化を進めた。	 

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：	 

	 強度変調放射線治療(IMRT)においては、昨年度までの主として技術的物理的研修会に加え、拠

点病院の医師を対象とした前立腺がん治療計画の実技研修会を計画し、H25年3月までに開催する

予定である。	 

	 小線源治療においては、海外で普及が進む画像誘導小線源治療(IGBT)を我が国でも導入するた

め、国内IGBT実施施設の視察ならびにアンケートによる現状調査を実施し今後の課題を抽出した。

また、2010年に改定された診療報酬の検証およびIGBTを含めた再改定の必要性につき検討を行っ

た。さらに、昨年度実施した患者を対象とした子宮頸癌腔内照射の鎮痛・鎮静に関するアンケー

ト調査結果を踏まえ、医療機関における鎮痛・鎮静の現状調査を行い、ガイドライン・マニュア

ルの作成を開始した。	 

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、放射線治療に関する我が国でのヒヤリハット・

インシデント報告システムの構築につき検討を行い、今後報告システムの立ち上げに積極的に協

力することとした。その他、あらたなIMRT線量検証判定手法の開発、IMRTコミッショニングの第
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三者評価法の検討を行った。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

	 平成23年度は、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：	 

	 がん診療連携拠点病院の指定要件に対して、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、設備体制などの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踏まえて提言を取り纏め

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行った。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

院では、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。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（IMRT、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IMRT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

した研修会を県拠点病院である島根大学病院、琉球大学病院および兵庫県立がんセンターで開催

した。	 

	 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「子宮頸がん腔内照射マニュアル」を作成

した。また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。	 

	 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。IMRT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。	 

	 

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：	 
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	 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れば、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スタッフの育成モデルは、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IMRT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および第三者評価の実施により、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。	 

	 

５．発表論文	 

① Ishikura	 S.	 Optimal	 radiotherapy	 for	 non-small	 cell	 lung	 cancer	 (NSCLC):	 current	 

progress	 and	 future	 challenges.	 Gen	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg	 2012;60(3):127-131	 

② Sanuki	 N,	 Ishikura	 S,	 Shinoda	 M,	 Ito	 Y,	 Hayakawa	 K,	 Ando	 N.	 Radiotherapy	 quality	 

assurance	 review	 for	 a	 multi-center	 randomized	 trial	 of	 locally	 advanced	 esophageal	 

cancer:	 the	 Japan	 Clinical	 Oncology	 Group	 (JCOG)	 trial	 0303.	 Int	 J	 Clin	 Oncol	 

2012;17(2):105-111	 

③ Nemoto	 K,	 Murakami	 M,	 Ichikawa	 M,	 Ohta	 I,	 Nomiya	 T,	 Yamakawa	 M,	 Itho	 Y,	 Fukui	 T,	 Yoshioka	 

T.	 Influence	 of	 a	 multidisciplinary	 cancer	 board	 on	 treatment	 decisions.	 Int	 J	 Clin	 

Oncol	 2012	 (in	 press)	 

④ Toita	 T,	 Kitagawa	 R,	 Hamano	 T,	 Umayahara	 K,	 Hirashima	 Y,	 Aoki	 Y,	 Oguchi	 M,	 Mikami	 M,	 

Takizawa	 K;	 Cervical	 Cancer	 (Vulva	 Cancer)	 Committee	 of	 the	 Japanese	 Gynecologic	 

Oncology	 Group	 (JGOG).	 Feasibility	 and	 acute	 toxicity	 of	 concurrent	 chemoradiotherapy	 

(CCRT)	 with	 high	 dose	 rate	 intracavitary	 brachytherapy	 (HDR	 -ICBT)	 and	 40-mg/m2	 weekly	 

cisplatin	 for	 Japanese	 patients	 with	 cervical	 cancer:	 results	 of	 a	 multi-institutional	 

phase	 2	 study	 (JGOG1066).	 Int	 J	 Gynecol	 Cancer	 2012;22:1420-1426	 



4  

⑤ Nakamura	 K,	 Akimoto	 T,	 Mizowaki	 T,	 Hatano	 K,	 Kodaira	 T,	 Nakamura	 N,	 Kozuka	 T,	 Shikama	 

N,	 Kagami	 Y.	 Patterns	 of	 practice	 in	 intensity-modulated	 radiation	 therapy	 and	 

image-guided	 radiation	 therapy	 for	 prostate	 cancer	 in	 Japan.	 Jpn	 J	 Clin	 Oncol	 

2012;42:53-57	 

⑥ 戸板孝文．子宮頸癌の治療.	 同時化学放射線療法（CCRT）．日本臨床	 2012;70(suppl):255-259	 

⑦ 辻野佳世子，戸板孝文，幡野和男，大野達也，内田伸恵，石倉聡．子宮頸癌腔内照射におけ

る患者満足度アンケート調査報告．臨床放射線	 2012	 (in	 press)	 

⑧ 西村哲夫．小線源治療の現況と将来；国内のラルス稼働状況と子宮頸癌の治療．JASTRO	 

Newsletter	 2012;102:21-22．	 

⑨ 大野達也，野田真永，久保亘輝，中川彰子，渋谷圭，清原浩樹，斉藤淳一，鈴木義行，中野

隆史．子宮頸癌に対するイメージベース小線源治療の展望．臨床放射線	 2012;57:502-509	 

⑩ 渥美和重，中村和正，吉留郷志，塩山善之，佐々木智成，大賀才路，吉武忠正，篠藤誠，浅

井佳央里，坂本勝美，平川雅和，本田浩．遠隔放射線治療計画支援：当院の現状と将来．福

岡医誌	 2012;103:159-162	 

	 

６．研究組織	 

①研究者名	 ②分 担 す る	 研 究 項 目	 

③所 属 研 究 機 関	 

及び現在の専門	 

（研究実施場所）	 

④所属研究	 

機関にお	 

ける職名	 

石倉	 聡	 

	 

鹿間直人	 

	 

内田伸恵	 

	 

辻野佳世子	 

	 

幡野和男	 

	 

西村哲夫	 

	 

戸板孝文	 

	 

中村和正	 

	 

大野達也	 

	 

石川正純	 

	 

成田雄一郎	 

	 

	 

遠山尚紀	 

	 

野宮琢磨	 

(～H24.5.31)	 

黒田勇気	 

(H24.6.1～)	 

放射線治療における拠点病院の機能に係る

研究及び研究統括	 

放射線治療における拠点病院の機能に係る

研究	 

地域連携による放射線治療の機能強化及び

人材育成に係る研究	 

放射線治療における拠点病院の機能および

モダリティ別支援プログラムに係る研究	 

放射線治療モダリティ別拠点病院支援プロ

グラムに係る研究	 

放射線治療モダリティ別拠点病院支援プロ

グラムに係る研究	 

放射線治療モダリティ別支援プログラム及

び地域連携による人材育成に係る研究	 

放射線治療における拠点病院の機能及び地

域連携による人材育成に係る研究	 

放射線治療モダリティ別支援プログラムに

係る研究	 

放射線治療モダリティ別拠点病院支援プロ

グラム及び品質管理に係る研究	 

放射線治療モダリティ別支援プログラム、地

域連携による人材育成及び品質管理に係る

研究	 

放射線治療モダリティ別拠点病院支援プロ

グラム及び品質管理に係る研究	 

地域連携による放射線治療の機能強化及び

人材育成に係る研究	 

地域連携による放射線治療の機能強化及び

人材育成に係る研究	 

順天堂大学医学部・放射線腫瘍学、

放射線治療品質保証	 

埼玉医科大学国際医療センター・

放射線腫瘍学	 

鳥取県立中央病院・放射線治療	 

	 

兵庫県立がんセンター・放射線治

療	 

千葉県がんセンター・放射線治療	 

	 

静岡がんセンター・放射線治療	 

	 

琉球大学医学部・放射線腫瘍学	 

	 

九州大学大学院医学研究院・放射

線腫瘍学	 

群馬大学重粒子医学研究センタ

ー・放射線治療	 

北海道大学大学院医学研究科・放

射線医学物理学	 

弘前大学大学院医学研究科・放射

線医学物理学	 

	 

千葉県がんセンター・医学物理学	 

	 

山形大学医学部・放射線腫瘍学	 

	 

山形大学医学部・放射線腫瘍学	 

先任准教授	 

	 

教授	 

	 

室長	 

	 

部長	 

	 

部長	 

	 

副院長	 

	 

准教授	 

	 

准教授	 

	 

教授	 

	 

教授	 

	 

講師	 

	 

	 

技師(物理)	 

	 

准教授	 

	 

助教	 

	 


