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「前立腺癌に対する、週4回寡分割照射法による画像誘導陽子線治療の 

前向き観察研究（Prostate-001）」説明・同意文書  

 

前立腺癌に対する陽子線治療を受けられる方へ 

 

以下の項目の記載内容について、十分に理解できた場合には、項目タイトル左の

「□」に確認の印「レ」を入れてください。 

 

□1. はじめに 

この説明文書は、陽子線治療について説明したものです。 

あなたがこの治療を受けるかどうかを決める際に、担当医による説明を補足し、理

解を助けるために用意されています。この文書の内容でわからないことや疑問点など

がございましたら、担当医に遠慮なくおたずねください。説明に同意され、治療をお受

けになる場合は「同意書」に署名をお願いいたします。  

 

□2. 病気の状態  

診断名： 前立腺癌  

病期・病態・組織型など： 

   T   N0 M0, ステージ    

生検前PSA値  ：       ng/ml 

グリソン・スコア ：(  )＋(  )＝      

 

リスク分類   ：     リスク 

 

あなたの前立腺癌の主たる病巣は ＜□ 前立腺内に限局（T1－2）、□ 前立腺の

外まで広がる（T3）＞ し、リンパ節や原発巣から離れた他の臓器などへの転移はない

状態と診断されています。このような病状では、前立腺（＋浸潤臓器）局所への治療

が有効であると考えられます。 

 

□3. 陽子線治療について  

前立腺癌の治療は、主に、手術、放射線治療、ホルモン療法、およびそれらを組み

合わせた集学的治療が行われており、当院においては令和元年より陽子線治療を開

始しています。陽子線治療は放射線治療の一つです。一般に、電子よりも重い粒子を

加速器で高速に加速したものを粒子線と呼びます。粒子線はさらに速中性子線、陽

子線、重粒子（炭素イオン、ネオンイオン、アルゴンイオンなど）線などに分けられ、そ

れぞれ固有の特徴があります。当施設では、水素の原子核である陽子を用いた陽子

線治療を行っています。 

現在がん治療で使われている一般の放射線（エックス線、ガンマ線、電子線）では、

がんに対する放射線の投与量が多くなるにつれて周囲の正常組織への障害が増える

ため、がんに対して十分量の放射線を照射できない場合があります。  
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これに対し陽子線治療は、体内のがん病巣に集中して照射を行うことができるた

め、周囲の正常組織への影響を軽減することが可能で、身体的負担が少ないことが

特徴です。  

陽子線治療では、治療後の悪影響（有害反応と呼ばれます）を抑えつつ高い治療

効果が期待できます。ただし、従来の放射線治療で起こりうる有害反応がないとは言

い切れません。有害反応については、後ほど詳しく説明します。 

 

これまでの前立腺癌の陽子線治療では、1回につき2GyE（グレイ等価線量：陽子線

の照射量を表す単位）もしくは3GyEの陽子線を週5回、計37-39回もしくは20-21回照

射することが必要であり、約1－2ヵ月間の治療期間を要していました。そこで今回、1

回の照射量を4.3GyEに増やすことにより、1週間当たりの照射回数を週4回とし、総照

射回数を12回に減らした照射方法（寡分割照射といいます）を行い、治療期間を短く

（約3週間）する陽子線治療を計画しました。 

この寡分割照射法は、国内の多くの重粒子線治療施設で行われるようになってお

り、従来の1回2-3GyEを1-2ヵ月間行う照射法と同等の治療効果が報告されていま

す。しかし、陽子線でも同じような治療効果をあげ、安全に実施できるかどうか明らか

になっていません。 

 

□4. プロトコール治療について 

新しく開発された薬剤や新しく考案された治療法が有用であるかどうか、また安全

に使用できるかどうかを調べるためには、実際に患者さんにご協力いただいて、効果

や不具合をいろいろな観点から検討することが必要です。このような研究を目的として

治療が行われる場合、あなたの治療は研究と伴うものになり、「プロトコール治療（予

め計画された実施計画書に基づき実施される治療法）」と呼ばれます。 

私達は、前立腺癌の方に対する週4回寡分割照射法による画像誘導陽子線治療
＊の治療効果と安全性を検討するプロトコール治療を計画しました。  

＊：予め陽子線を照射する場所に目印として金マーカーを留置し、画像で金マーカーを確

認しながらmm単位で照射部位を調整して行う高精度な陽子線治療のこと。  

 このプロトコール治療は、北海道大野記念病院倫理審査委員会（所在地：札幌市

西区宮の沢2条1丁目16番1号）において医学、薬学その他の医療又は臨床研究に

関する専門家や専門以外の方により倫理性や科学性についての審査を受け、実施

することが承認されています。また、この委員会では、このプロトコール治療が適正に

実施されているか継続して審査を行います。北海道大野記念病院ホームページの

「倫理審査委員会」よりご確認いただくことができます。 

 

□5. プロトコール治療の目的  

本プロトコール治療は、前立腺癌 (T1-T3bN0M0)に対する週4回寡分割照射法によ

る画像誘導陽子線治療の治療効果と安全性を検討することを目的としています。  

なお、100名の方にご参加いただく予定です。 
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□6．責任医師・分担医師の氏名及び連絡先  

責任医師：北海道大野記念病院  札幌高機能放射線治療センター 

センター長  岸  和史  

 

分担医師：北海道大野記念病院  札幌高機能放射線治療センター 

溝江  純悦、相川  剛亮  

 

連絡先：北海道大野記念病院  札幌高機能放射線治療センター 

TEL：011- 665- 0020（代表） 

平日（月～金）9:00～17:00 

夜間・休日は当直担当者を通じて連絡されます。 

 

□7. 方法および参加する期間  

7-1)プロトコール治療  

前立腺癌の状態（低リスク、中リスク、高・超高リスク）に応じて、陽子線治療と合わ

せてホルモン療法が行われます。陽子線治療の内容は同じですが、ホルモン療法の

有無やその治療期間が異なります。 

あなたの前立腺癌の状態から、下記チェック☑のプロトコール治療を受けることにな

ります。 

□低リスク、及び、予後良好な中リスクの場合：原則ホルモン療法は行いません。陽

子線を1週間に4回（月曜日～金曜日のうちの4日間）注１）（1日1回

につき4.3GyE）照射し、全体で12回（合計51.6GyE）実施されます。 

□中リスクの場合：陽子線照射を開始する前に、6-8ヶ月程度のホルモン療法注２）が

行われます。ホルモン療法終了後、陽子線を1週間に4回（1日1回

につき4.3GyE）照射し、全体で12回（合計51.6GyE）実施されます。 

□高・超高リスクの場合：陽子線照射を開始する前に、6-8ヶ月程度のホルモン療法

が行われます。その後もホルモン療法を継続しながら、陽子

線を1週間に4回（1日1回につき4.3GyE）照射し、全体で12回

（合計51.6GyE）実施されます。陽子線治療終了後もホルモ

ン療法は継続し、ホルモン療法は薬剤投与開始から2年間

継続して行われます。 

注1）大型連休などで、長期の休日・祝日が重なる場合、休日照射を行うことがあり

ます。 

注2）注射薬（皮下注射）や内服薬による治療が行われます。あなたが、プロトコー

ル治療ではなく、従来の方法での陽子線治療を選択された場合も、ホルモン

療法は同様に行われます。 

なお、この陽子線治療は保険診療で行われます。そのため、あなたが加入する健

康保険による自己負担額をお支払いいただくことになります。  

 

 



前立腺癌 Prostate-001説明同意文書 ver.1.0  2020.8.11 

4 

 

7-2)陽子線治療の流れ 

担当医から診断、病状についての説明を受け、陽子線治療の適応があると判断さ

れた場合は下図のような流れに沿って準備が行われ、陽子線治療が行われます。 

 

 

ただしこの予定は、あなたの体調や病気の状態、照射の準備状況、あるいは照射

装置の運転スケジュールなどによって変更することもあり、場合によっては照射そのも

のを中止することもあります。 

金マーカー留置と吸収性ゲル留置に関しては、別紙にてご説明させていただきま

す。 

 

7-3)照射に際して必要な処置・準備など 

治療計画CT撮影時と治療照射時の膀胱内の尿量が同じ程度になるように、照射

までの一定時間は排尿しないようにしていただきます。これは、治療CT撮影時と治療

照射時の膀胱の膨らみを同じにすることで、膀胱の周りの臓器の位置を同じにし、正

常組織（膀胱やその周囲の組織）への影響を防ぐためです。 

私たちは、あなたの安全性に細心の注意を払いながら陽子線治療を進めていきま

す。そのため、治療期間中は医師、看護師、放射線技師、薬剤師、検査技師、事務

員など病院のスタッフの指示に従ってください。また、治療期間中に異常な症状または

著しい体調の変化などがあった場合は医師または看護師などに直ちにご連絡くださ

い。 

この治療では、陽子線を出来るだけ正確に病巣部に集中させなければなりません。

そうしないと、がん細胞ではなく正常な組織を傷つけることになるからです。実際の照

射では、専用の治療室で治療用ベッドの上に横になり、からだを固定するための器具

（固定具）を装着するとともに、しばらくの間体を動かさないように協力していただく必

要があります。もし、固定具がうまく合ってないために痛みを感じる場合は、がまんしな

診断・病巣の把握 必要に応じてホルモン治療開始

金マーカー留置・吸収性ゲル留置

固定具の作成

治療計画用CT撮影

治療計画

照射器具の製作

照射野確認、線量測定

照射開始
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いでお知らせください。 

毎日の陽子線照射は、専任の診療放射線技師により位置が正確に合っているか

どうか確認しながら行います。照射中は、治療室の中であなたは１人になりますが、私

たちが部屋の外からテレビカメラで見守っています。また、必要な時には緊急用のブザ

ーを押していただければ照射を止めて部屋にかけつけますので心配ありません。な

お、照射中に陽子線による痛みや熱さを感じることはありません。治療室に入っている

時間は15分程度で、そのうち照射に要する時間は1-2分程度です。できるだけ静かな

呼吸を心がけ、力を抜いて体を動かさないように注意してください。  

治療期間中であっても、治療を続けることが適さないと医師が判断した場合、ある

いは偶発的事故（機械の故障を含む）、予想外のがんの進行や有害反応が見られた

場合など、治療の休止や中止を検討することがあります。このような場合には、あなた

にその理由を具体的に説明いたします。 

 

□8. 治療で期待される有効性  

米国ロマリンダ大学において、1990年代からリンパ節転移の可能性が少ない前立

腺癌症例に対する前立腺局所のみへの陽子線照射が実施され、2000年の報告で

は、5年非再発生存率が82%と当時のX線治療成績と比較して良好であると報告され

ました（1）。また、日本では、2008年～2011年に陽子線治療をうけた、限局性前立腺癌

1291例  (70-80GyE/ 35-40回もしくは63-66GyE/21-22回 ) の後方視的多施設共同

研究が2018年に結果が報告されました。それによると、5年生化学的非再発率は、低

リスクで97%、中リスクで91%、高・超高リスクで83%であり、グレード 2以上の有害反応

の頻度は尿路が4.1%、消化器（主に直腸）が4.0%でした ( 2)。 

このように前立腺癌に対する陽子線治療は、腫瘍周囲の臓器（消化管や尿路）へ

の障害を増やすことなく高線量の投与ができるので、より高率に再発が抑えられること

が期待されます。 

治療後の効果や有害反応の頻度は、病変の性質や合併症の有無など患者さんの

背景によっても変わりますので個人差があることになります。  

 

1. Schulte RW, Slater JD, Rossi CJ Jr, Slater JM. Value and perspectives of 

proton radiation therapy for limited stage prostate cancer. Strahlenther Onkol 

176: 3-8, 2000. 

2. Iwata H, Ishikawa H, Takagi M, et al. Long-term outcomes of proton therapy 

for prostate cancer in Japan: a multi-institutional survey of the Japanese 

Radiation Oncology Study Group. Cancer Med 7:677-689, 2018. 

 

□9. 治療に伴う有害反応  

放射線治療にともなう悪影響を有害反応と呼びます。一般の放射線治療と同じよ

うに、陽子線治療でも有害反応が出現する可能性があります。  

照射開始から３か月以内すぐに出現する有害反応（早期反応）と３か月以降（時に

数年後）に発生する有害反応（晩期反応）があります。有害反応は照射される部位に
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より異なり、すべてがあなたに当てはまるわけではありません。照射される範囲や線量

により有害反応の種類や頻度は異なります。 

 

◆ 一般的な有害反応  

腹部・骨盤  

早期：吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、血便、腸閉塞、頻尿、排尿困難、夜間頻尿、  

血球減少  

晩期：胃潰瘍、小腸潰瘍、腸閉塞、胃・腸の穿孔、直腸炎、直腸出血、直腸潰

瘍、大腸炎、大腸潰瘍、膀胱萎縮、尿閉、血尿、排尿障害、胆管萎縮ま

たは狭窄、下肢浮腫、睾丸浮腫、勃起の減退または不能、不妊化、性的

機能低下、  

肝臓・腎臓への障害、骨折、関節痛、関節の運動制限、関節の硬直  

 

皮膚・皮下組織  

早期：脱毛、発赤、皮膚炎、浮腫、潰瘍、出血、壊死  

晩期：萎縮、色素の沈着、皮膚の脱色、毛細血管の拡張、潰瘍、  

脱毛、皮下組織の線維化・硬結・浮腫、皮膚の潰瘍、  

皮膚・皮下組織の壊死、感染や膿瘍  

 

その他  

骨髄抑制（白血球減少、血小板減少、貧血）、体重減少、倦怠感、感染症（肺炎

など）、２次がん（治療後に診断された新たながん）がみられることがあります。また、

心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病、高血圧、腎機能障害などの既往症の悪化や予期せ

ぬ疾患が起こる可能性もあります。その他、照射された部分の正常組織が弱くなる

ため予期せぬ有害反応がおこる場合があります。一般に、糖尿病や膠原病を合併

している方、血液をさらさらにする薬を内服している方では、有害反応がおこりやす

いことが知られています。 

 

また、いずれの有害反応も重篤な場合には生命に影響することがあります。 

 

◆ その他、特に考慮される有害反応  

1）直腸： 

前立腺に対する陽子線照射では、前立腺のすぐ後ろにある直腸が障害を受

ける可能性があります。直腸の合併症で最も多いのは排便時の直腸出血で、多

くが治療後1～2年して発症します。十分に注意して安全と思われる線量以下が

直腸に照射されるように治療を行いますが、線量と障害の関係には個人差もあ

るため、完全に避けることは困難です。重症化すると直腸には疼痛や出血を伴う

潰瘍を生じることがあります。障害が生じてもほとんどの場合は、無治療経過観

察、もしくは内服治療などで改善しますが、難治性の場合には、アルゴンプラズマ

焼灼治療（APC）や高気圧酸素療法、またまれに人工肛門を造設する外科的処
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置が必要になる可能性もあります。一般的には5%未満と報告されています。 

また前立腺癌とは別に大腸癌が新たに発生した場合にも同様の症状が出る

ので、出血が持続する場合などには遅滞なく下部消化管内視鏡検査を受けるこ

とが大切です。 

2）尿道・膀胱： 

尿道は前立腺の中心部を通っている管で、膀胱もその一部が前立腺と接して

いるため、これらの組織にも陽子線照射による有害反応が生じる可能性があり

ます。治療中におこる急性期の有害反応で最も多いのは、頻尿と排尿障害で

す。7-8割の方が自覚されますが、これらの症状はほとんどの場合、無治療また

は内服治療で軽快完治します。通常は1-2ヶ月程度で治療前の状態にもどりま

す。現在使用している線量は高度の障害に関しては十分に安全と考えられる量

ですが、治療中から治療直後には膀胱炎、尿道炎を生じて頻尿、排尿困難、排

尿時痛などの症状がでることがあります。また膀胱の晩期有害反応で最も多い

のが血尿で、多くは1～2年以上経過してから発症し、さらに数年後にはじめて起

こることもあります。難治性の血尿や高度の尿道狭窄や尿道の潰瘍に対して、

尿路変更などの外科的処置が必要になる可能性もあります。一般的には5%未

満と報告されています。 

また前立腺癌とは別に膀胱癌が新たに発生した場合にも同様の症状が出る

ので、泌尿器科的診察を必ず受けることが重要です。  

3）皮膚： 

陽子線照射により皮膚に種々の程度の放射線皮膚炎と呼ばれる有害反応が

出現することがあります。前立腺癌に対しては原則として2方向（左右）から照射

するため、ほとんどの場合には無症状か軽い日焼けのような症状（発赤、軽い痛

み、かゆみなど）で済みます。症状の強いものは軟膏等での処置が必要になりま

す。 

4）性機能： 

前立腺癌に対する放射線療法の利点の一つは、性機能、特に勃起障害を回

避できる可能性があることです。放射線療法でも前立腺の近くを通る神経や血

管が障害を受けて勃起障害を生じる可能性はありますが、外科療法に比べると

その可能性は低いと考えられます。 

この治療では、内分泌療法を併用する際には、ホルモン剤によって勃起障害

が惹き起こされます。また、内分泌療法を併用しない場合でも、陽子線照射によ

って前立腺近傍の神経や血管が障害を受けることにより勃起障害を生じる可能

性があるものと考えられます。 

5）股関節： 照射後数か月経過したのちに股関節に3-4%程度で疼痛が生じることが

あります。 

6）その他： 

治療後10-20年程度経過した場合に、従来の放射線治療ではごくまれに放

射線照射による新たながんが発生（2次発がん）することがありますが、陽子線治

療でも同様の可能性があります。 
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上記の有害反応は、すべての方に現れるというわけではありません。今までに報告

されているものが、一度に出現するわけではなく、患者さんによって有害反応の種類

や程度、発現の頻度は異なります。また、これまでに知られていない有害反応が起き

る可能性もあります。 

有害反応が出現してこないかどうか、担当医師はあなたの身体に起こることを注意

深く診察します。もし、治療期間中にいつもと違った体調の変化がありましたら、すみ

やかに担当医師に連絡してください。担当医師が迅速かつ適切な対応を行います。  

図は前立腺と周辺臓器の位置関係を示します。放射線が照射される範囲には、直

腸、膀胱、尿道の一部が含まれます。これらの周囲正常臓器には放射線が強く照射

される部分があるので、排尿や排便に関する有害反応が生じる可能性があります。こ

れら以外には皮膚や骨の一部に放射線が照射され、それらにも軽微な影響が出る可

能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽子線治療開始3ヶ月以内に生じる早期（急性期）の症状は、治療終了後に次第

に改善します。一方、3ヶ月以降に生じる晩期の症状はなかなか改善しません。それで

も多くの場合は軽微な症状で処置も不要です。しかし、まれに重篤で手術が必要にな

る場合もあります。 

 

【注意事項】 

日常生活の中で、前立腺癌による有害反応を治すために有効な手段は明らかで

はありませんが、下記に示す有害反応をご自身で予防する方法はあります。 

時期 原因 部位 症状

炎症 膀胱・尿道 頻尿、排尿困難、排尿痛、血尿

直腸 頻回な便意

皮膚 皮膚の紅斑、色素沈着、痒み

その他 白血球・血小板の軽度低下など

繊維化 膀胱・尿道 頻尿、排尿困難、排尿痛、血尿

直腸 血便

皮膚 色素沈着・脱失、潰瘍

その他 がんの誘発など

急性期
（治療開始直後）

晩期
（治療半年以降）
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１）治療中～直後  

① 禁酒：アルコールは放射線の炎症を悪化させます。  

② 入浴：熱い風呂、温泉を避ける。皮膚を強く刺激しない。  

 

２）治療後  

① 長時間しゃがんだ姿勢で行う作業（草取り作業など）を避ける。  

② 便秘をしない：便秘は直腸出血（血便）の原因になります  

糖尿病や膠原病を合併している方、血液をさらさらにする薬を内服している方に

有害反応が多いことが知られていますので、該当する方は特に日常生活に注意し

てください。 

 

□10. 健康被害の補償に関すること、有害反応発生時の対応  

このプロトコール治療に参加して、あなたに障害あるいは病気等の健康被害が生じ

た場合、通常の診療と同様に適切に対処いたします。その際の医療費は、あなたが

加入する健康保険による自己負担額をお支払いただくことになります。 

 

□11. 治療後の診察と注意事項  

治療後の経過観察にはご協力ください。あなたの病気は治療後も慎重に経過をみ

ていき、必要に応じて検査などを行います。担当医師の指示に従って、定期的に私た

ちの病院や紹介してくださった医師の病院でも診察を受けて下さい。遠隔地に転居さ

れる場合は担当医師にご連絡ください。新しい土地で引き続いて診察を受けられるよ

うにするため、紹介状や必要なアドバイスを提供いたします。  

また、当院への通院が困難になった場合、担当医もしくは転院された施設にあなた

の状態などをお聞きする場合があります。 

 

□12. 代替可能な治療  

その他の治療として、従来の陽子線治療の方法（1回につき2GyEもしくは3GyEの陽

子線を週5回、計37-39回もしくは20-21回照射する方法）を受けることができます。 

また、あなたが陽子線治療を希望されない場合には、下記に示したとおり、手術の

ほかに、X線による放射線治療、ホルモン療法を受けることも可能です。 

 

1）手術： 

前立腺癌に対する手術療法としては、最近ではロボットを使って内視鏡的に

手術を行うロボット支援手術が広く実施されるようになりました。しかし、施設によ

ってロボットを用いない内視鏡手術や開腹による手術を行っている施設もありま

す。手術の治療効果は、癌が前立腺内に限局している場合には高い確率で治癒

が期待できます。また、万一完全にとりきれなかった場合には手術後に放射線治

療を行うことによって治癒を期待できる場合もあります。しかし、生存率等での比

較では最近の放射線治療とは明らかな差はありません。有害反応としては尿漏
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れや性機能障害、下腿浮腫など放射線治療では通常生じない有害反応が出現

する可能性があり、また手術自体の身体的負担もありますので、ロボット支援手

術であっても身体への侵襲性は放射線治療より高いということになります。また、

一般に年齢による適応制限もありますし、ロボット支援手術では緑内障があると

実施できないという条件もあります。治療は１日で終わりますが、入院期間は数

日～数週間程度必要です。 

2）放射線治療： 

大きく外部照射と小線源治療に分類され、いずれの治療効果も、とくに低リス

ク群においては陽子線治療と同等と考えられています。外部照射では強度変調

放射線治療（IMRT）と呼ばれる治療法が一般的で、従来の照射方法より前立腺

に集中した照射が可能となっています。また、定位放射線治療という照射精度を

高めた治療法によって短期間で治療するという試みも行われていますが、現状で

はまだ有害反応の頻度がやや高いようです。中リスクないし高リスク群に対する

外部放射線治療ではホルモン療法を併用や、照射線量の増加によって治療成

績の改善が図られ、成果を上げていますが、特に高リスク群における治療成績は

まだ十分に良好とは言えません。 

小線源治療は前立腺組織内に放射線の線源を挿入してがんを治療する方法

で、特に低リスクの患者さんに適しています。線源を刺入するための手術が必要

ですが、前立腺を摘出する手術よりはずっと負担の軽い手術です。中リスク以上

では外部照射との併用で行われる場合もあります。線源の留置を短時間にでき

る高線量率の小線源治療では高リスクの患者さんでも良好な成績が得られてい

ます。この治療では、線源を挿入する為の管の位置を維持するため数時間〜数

日にわたって体位を維持する必要があります。 

放射線治療の有害反応については、陽子線治療で起こりうる有害反応と同様

の有害反応がエックス線、小線源治療や重粒子線治療でも起こりうるということ

になります。発症率は放射線の線量集中性や照射される線量によって異なりま

す。小線源は線量集中性が高いのですが、線量が高いので外部照射法と同じよ

うな有害反応が発生する可能性があります。 

3）その他： 

ホルモン療法も前立腺癌に対する有力な治療法の一つです。治癒することは

ないとされていますが、通常は数年から10年以上にわたって増殖を押さえること

ができます。男性ホルモンが遮断されますので、開始直後より性機能の低下が起

こり、さらに筋力の低下や、のぼせ・ほてり・発汗などのホットフラッシュと呼ばれる

有害反応が比較的高頻度に認められます。骨粗鬆症を併発するリスクもあるとさ

れています。 

病状によっては無治療経過観察という方針が適応になる場合もあります。低リ

スクの中でも特に再発のリスクが低い方で、特に高齢の方には積極的に勧めら

れる場合もあります。 
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□13. 何も治療を行わなかった場合に予想される経過  

治療を何も行わない場合、病気が進行し、特に排尿障害などの泌尿器系症状が

悪化する可能性があります。また遠隔転移は骨に生じやすく、疼痛の原因となる可能

性があります。一方で前立腺癌は非常にゆっくり進行する場合が多いので、無治療で

経過観察をした場合でも、症状が悪化したり、骨転移の症状が出たりすることなく天

寿を全うできる可能性もあります。 

 

□14. 具体的な希望、質問の自由  

この病気や治療について、具体的な希望がある場合や質問がある場合は、担当医

や看護師などのスタッフに遠慮なくお申し出下さい。 

 

□15. 治療の医療制度と費用および故障時の対応  

今回行う予定の陽子線治療は、保険診療として行われます。  

治療装置については十分なメンテナンスを行っておりますが、装置が大がかりであ

るため不具合が生じた場合、すぐには修理が困難な場合があります。その場合、治療

期間が延長します。数日間の治療休止となった場合には装置復旧後には土日祝日

等にも治療を行う可能性もあります。万が一、復旧の目途のたたないような事態が生

じた場合は、他施設あるいは他の治療を紹介させていただきますが、遠方での治療と

なる可能性があります。 

 

□16. 学会・厚労省への報告について 

当院では、診療を行いながら、新たな知見を加えることで陽子線治療の発展に寄

与していくことを目指しています。いままで蓄積された患者さんの診療情報・検査およ

び治療の結果に関して、患者さんのプライバシーを最優先に考慮したうえで、これらの

情報を活用した調査を実施しており、公益社団法人日本放射線腫瘍学会が定める

データベースに中央登録され、厚労省に報告することになっています。これは、学会で

承認された一定の治療方針に基づく治療結果を集積することにより、将来の医学の

進歩に役立てることを目的としています。 

これらの調査はあくまで診療情報をベースに行われるもので、あなたにあらためて投

薬や治療をお願いするものではありません。これらの調査で得られた知見は論文や学

会発表を通じて広く社会に知らしめることによって、個々の患者さんに最適な医療を

行うための参考資料とさせて頂きます。また、医学教育にも活用させて頂きます。  

本調査に参加されたくない（本データベースにあなたのデータを使ってほしくない）場

合は、医療者にその旨をお伝えください。 

 

□17. 個人情報の保護  

プロトコール治療ではあなたの人権が守られながら、正しく行われているかどうかを

調べるため、プロトコール治療の関係者などが、あなたの医療記録を直接見ることが

あります。また、このプロトコール治療から得られた成績が、学術雑誌や学会等で発表
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されることがあります。 

しかし、いずれの場合も、あなたのお名前やご住所などの個人を特定できるような

情報は一切わからないようにされますので、あなたのプライバシーは守られます。  

あなたがこの同意書に署名されますと、あなたの医療記録をプロトコール治療の関

係者が見ることについて、了承していただいたことになります。 

 

□18. 文書による同意とその撤回  

このプロトコール治療への参加はあなたの自由意思によるものです。このプロトコー

ル治療に参加することに同意された後であっても、あなたの申し出により、いつでも参

加を取り止めることができます。また、あなたが同意されない場合や、一旦同意した後

に参加を取り止めた場合でも、その後の治療に不利益な取り扱いを受けることはあり

ません。その時点で他の適切な方法での治療を検討いたします。  同意を撤回された

い場合は、遠慮なく担当医にお申し出ください。 

 

□19. セカンドオピニオン 

検査・治療を受ける際、最初の診断や方針（主治医から聞く意見）を「ファーストオ

ピニオン」と呼びます。ファーストオピニオンに対して、さらに主治医以外の医師の意見

を求めることが、セカンドオピニオンです。 

治療を受けられる方ご自身が治療方法を選択し、決定する上で、主治医以外の意

見を聞きたいなどお考えの際は、遠慮なく担当医または看護師にお申し出下さい。  

 

□20. プロトコール治療について、さらに詳しい情報がほしい場合、又は健康被害が発

生した場合の実施医療機関の相談窓口  

このプロトコール治療についてわからないこと、ご心配なことがあれば、いつでも担

当医師や看護師などにお尋ね下さい。また、このプロトコール治療が終了してその結

果がまとめられた後、あなたの希望があれば、このプロトコール治療の結果をお知らせ

することができます。 

連絡先：北海道大野記念病院 札幌高機能放射線治療センター 

1階受付 患者相談窓口 

月～金 9:00～17:00  電話番号 011-665-0020（代表） 

 

□21. このプロトコール治療の資金源と利益相反について 

なお、この治療プロトコールの担当医師は、当院の利益相反に関する審査を受けて

おり、関連する企業や団体などと研究の信頼性を損ねるような利害関係を有していな

いことが確認されております。 

 

□22. 知的財産権等について 

本治療プロトコールの結果、新たなアイデアが生まれ、あるいは製品開発に結びつ

き、特許権等の知的財産や経済的利益を生み出す可能性がありますが、その場合の

知的財産権等は研究者もしくは所属する研究機関に帰属します。この研究に参加頂
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いた方が権利を主張することはできません。 

 

□23. その他  

①このプロトコール治療中にあなたの治療参加への意思に影響を及ぼすと考えられ

るような新しい情報が得られた場合は、お知らせします。  

②あなたがこのプロトコール治療に同意し、開始された後にあなたの体の状態やそ

の他の理由でプロトコール治療担当医師が中止したほうが良いと判断した場合

など、このプロトコール治療が中止されることがあります。  

③新たに他院へ受診する場合や薬剤を使用する場合、プロトコール治療担当医師

にお知らせください。 

  



前立腺癌 Prostate-001説明同意文書 ver.1.0  2020.8.11 

14 

 

同 意 書 
  

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院長 殿 

私は、この研究内容について説明を受け十分理解しましたので、各項目の□欄に「レ」

を記載し、自らの自由意思に基づきこの研究に参加することに同意します。 

 

   

同意日：西暦       年     月     日  

 

同意者（本人）氏名：                      （自署） 

 

         住所：                                        

 

 

【担当医師記載欄】 

 

説明日：西暦       年     月     日  

 

担当医師    氏名：                        

 

【同席者記載欄】 

 

同席者     氏名：                        職種：             

 

 

以下の全てにあてはまる方は、本プロトコール治療に参加いただけます。  

① 病理学的に前立腺癌であると診断された方  

② 満20歳以上で、15分程度の安静が保て、陽子線治療が技術的に可能な方。  

③ 重篤な合併症や他の部位に治療を要する癌のない方  

 

以下の条件の１つにあてはまる方は、本プロトコール治療に参加いただけません。  

① 診断確定のための病理標本が入手不可能な方  

② 照射予定部位に対して過去に放射線治療歴のある方  

③ 登録前に手術による前立腺に対する治療が施行されている方  

④ 活動性で難治性の感染巣があるなど、重篤な合併症を有する方  

⑤ 抗凝固剤・抗血小板剤の2剤以上成分を含む薬剤の内服している方  

⑥ 潰瘍性大腸炎や直腸癌術後など腸疾患のある方  

⑦ 金マーカーおよび吸収性ゲルが留置できない方、もしくは拒否された方  
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同 意 撤 回 書 
  

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院長 殿 

私は、この研究内容について十分説明を受け、自らの自由意思に基づきこの研究に

参加することに同意しましたが、同意を撤回します。 

また、私の秘密が保全されることを条件に本同意撤回書の保管を認めます。 

 

この撤回につきまして、 

□ 同意撤回書を提出するまでの情報は使用してかまいません。 

□ 全ての情報の使用について同意を撤回します。 

 

  

  同意撤回日：西暦       年     月     日  

 

同意撤回者（本人）氏名：                      （自署） 

 

         住所：                                        

 

 

【担当医師記載欄】 

 

同意撤回確認日：西暦       年     月     日  

 

担当医師    氏名：                        

 

【同席者記載欄】 

 

同席者     氏名：                        職種：             

 

 

 


