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理事長ご挨拶

　放射線医学総合研究所（放医研）は、放射線と人々の健康に関わる研究を総合的

に行う研究機関として1957年に設置されました。放射線による人体への影響と、放

射線による障害の予防、診断及び治療に関する研究を進めるとともに、放射線を診

断や治療に利用して人々の健康を守る医学利用の研究を一体として行っています。

　放射線の医学利用は、20世紀後半から飛躍的な発展を遂げてきましたが、その中

でも放射線によるがん治療は、身体への負担が少ない治療法として、医療において

重要な役割を果たしています。放医研では、高速の炭素イオン線をがん細胞に照射

する重粒子線治療に着目して、世界で初めて医療用の重粒子線加速器を開発し、

1994年に炭素イオン線によるがん治療の臨床研究を開始しました。全国の専門家の

方々の協力を得て臨床研究のネットワークを構築し、20年間に8500例に及ぶ治療

を行ってきました。その結果、他の治療法では治癒が困難な難治がんに対して高い

治療効果が認められるなど、最先端の放射線治療技術として注目される成果が得ら

れています。

　一方、これらの臨床研究の成果に基づいて、重粒子線治療の臨床への普及を目指

す取り組みを積極的に進めてきました。2003年には固形がんに対する重粒子線治療

が高度先進医療として承認され、その後先進医療として多くの悪性腫瘍の治療が行

われています。2004年から開始した普及型炭素線がん治療装置の開発では、大きさ・

費用ともに従来型装置の約三分の一となる小型装置の開発に成功し、その技術実証

機が群馬大学に設置されました。さらに、2011年から導入したスキャニング照射技

術によって、がんの形状に合わせたさらに精密な治療が可能になり、治療成果のさ

らなる向上に寄与しています。

　本講演会では、重粒子線がん治療の開発からこれまで進んできた道を振り返り、

治療成績の現状と将来展望、さらに今後の装置開発計画について紹介します。また、

新しく導入の計画を進めている施設の関係者を交えて、この新しい治療法への期待

についてさまざまな角度から議論します。

　重粒子線によるがん治療は、わが国が中心となって技術開発を行い、国内の専門

家が一体となって着実な臨床研究の成果を積み上げてきました。世界をリードする

最新の医療技術として、今なお治療が困難とされているがんに対する新たな治療法

の開発に挑戦するとともに、わが国のみならず世界の人々が幅広くその恩恵を受け

られるようにその普及推進に努力してまいります。

独立行政法人
放射線医学総合研究所

理事長　米倉 義晴
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講師のご紹介

作家

海堂　尊

佐賀新聞客員論説委員

寺﨑　宗俊

神奈川県立がんセンター

放射線腫瘍科

部長

中山　優子

山形大学医学部附属病院

がん臨床センター

教授

根本　建二

国立がん研究センター東病院

名誉院長

海老原　敏

独立行政法人放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター

放医研フェロー

辻井　博彦

独立行政法人放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター

センター長

鎌田　正

独立行政法人放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター　物理工学部

部長

野田　耕司
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総合司会

NHK横浜放送局

渡邉　あゆみ

佐賀新聞社報道局長、取締役編集主幹を歴任。退職後、現職。

ジャーナリストとして文化、県政、農政など幅広い分野で活動

するとともに、郷土史家としても著作活動に活躍。2009年に

放医研で前立腺がん患者として重粒子線がん治療を体験し、自

身の治療経験公表後、患者の視点から各地で講演活動を行う。

1988年千葉大学医学部卒業。医学博士。放射線医学総合研究

所臨床検査室医長を経て、2009年より Ai 情報研究推進室長。

2006年にデビュー作「チーム・バチスタの栄光」が宝島社第

４回『このミステリーがすごい！』大賞を受賞。以降、ミステリー

を中心に多数の著書がある。2008年『死因不明社会』では、

第３回科学ジャーナリスト賞を受賞。

1964年群馬大学医学部卒業。医学博士。頭頸部がん治療医と
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放射線治療の提供に尽力。
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2．重粒子線がん治療の歴史1．放射線でがんを治すとは

10 11

新治療棟正面

　重粒子線がん治療は、1946（昭和

21）年に米国の物理学者 R. R. ウィル

ソンによって提唱された、ヘリウム、

炭素、ネオンなどのイオン線でがんを

治す放射線治療です。最初の深部がん

の臨床研究は、1975（昭和 50）年か

ら米国サンフランシスコ近郊のローレ

ンス・バークレー研究所（LBL）で物

理学研究用の装置を活用し、ヘリウム

やネオンのイオン線を用いて 20年近く

行われましたが、先駆的な研究は装置

の廃止とともに貴重な経験を残して打

ち切られました。

　日本では 1981（昭和 56）年にがん

が脳卒中を抜いて死因の第１位となり、

1984（昭和 59）年に政府によりがん

制圧を目指した対がん 10 ヶ年総合戦

略がスタートしました。当時、放射線

医学総合研究所（放医研）は科学技術

庁の国立研究所として陽子線や速中性

子線など様々な放射線を用いて臨床研

究に取り組んでいましたが、総合戦略

の中でより高い効果が期待できる重粒

子線がん治療の研究に取り組むことと

なり、同年、医学用として世界最初の

重粒子線がん治療研究施設HIMAC（ハ

イマック、Heavy Ion Medical Accelerator 

in Chiba）の建設に着手、1993（平成５）

年完成、翌 1994（平成６）年６月に

炭素の重粒子線を用いて臨床研究を開

始しました。以来20年、放医研は途中

で文部科学省所管の独立行政法人にな

りましたが 2014（平成 26）年７月ま

でに8500人を超える患者さんに臨床

研究や先進医療を行い、それまで治せ

なかったがんを治し、治療中の苦痛や

負担が少なく、治療後の副作用が少な

い治療を実現してきました。ヨーロッ

パやアジアでも放医研を追いかけて研

究、治 療 が 始 ま り ま し た。放 医 研

HIMAC では、さらに高度な治療を目指

して研究を進めており、現在も世界を

リードしています。

放医研HIMAC 鳥瞰図

　がんは、無秩序に増殖する《がん細胞》

という異常な細胞が体内に発生して、

体の機能が損なわれる病気です。この

がん細胞から増殖能力を奪うことがで

きれば、がんを治すことができます。

　放 射 線 に は、細 胞 の 核 の 中 に あ る

DNAを破壊する作用があります。細胞

には自己修復能力がありますが、それ

に勝る力で DNAを破壊すれば、細胞か

ら増殖能力を奪うことができます。全

てのがん細胞から増殖能力を奪うこと

ができれば、がんは治ります。放射線

には物質を通り抜けて進む性質がある

ので、体内深部にあるがんも正確に狙っ

て照射すれば、体を切らずに治療でき

ます。

　放射線でがんを治療するには、がん

があちこち転移する前に早期発見し、

CTなどで病巣の位置と形を確定する必

要があります。がんの放射線治療で一

番大切なことは、放射線の効き目を病

巣に集中して十分にがんをたたくと同

時に、放射線が正常組織に当たるのを

極力避けて正常組織を温存することで

す。そうすれば、副作用のリスクが低

くて治療効果が高いがん治療ができま

す。どれだけ集中できるかは放射線の

種類とがんの病巣の位置と形によるた

め、治療の成績もそれにつれて変って

きます。

新治療棟治療室

主加速器

イオン源

治療室

治療室

新治療棟
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３．重粒子線は、どこがどういいのか

12 13

　各種放射線の線量集中性と生物学的効果比の特性比較
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　重粒子（炭素）線の良いところは、

線量集中性が高く、生物学的効果比が

放射線治療に最適な形で高いところで

す。

　線量とは、体内を通過する放射線が

体の単位質量の組織に与えるエネル

ギーの量です。体の組織は、このエネ

ルギーが大きいほど大きく傷つきます。

放射線には、陽子線や重粒子線のよう

に線量が１ヶ所に集中するタイプのも

のと、Ｘ線や速中性子線のように透過す

る道筋に線量が分散するタイプのもの

があります。線量が１ヶ所に集中する

割合が大きいことを線量集中性が高い

といいます。線量集中性が高い放射線

を用いて、線量が集中している部分を

体内のがんの部分にぴったり合わせる

ことができれば、安全で有効ながん治

療ができます。

　生 物 学 的 効 果 比（RBE: relative 

biological effectiveness）とは、放射線

の《生物に対するＸ線を基準にした効

き目の倍率》です。放射線の効き目は、

線量にこの倍率をかけたものになりま

す。線量計で測った値が同じでも、放

射線の効き目は放射線の種類によって

異なります。同じ細胞に同じ線量を投

与しても、速中性子線の効き目はＸ線

のおよそ３倍大きく、これを「生物学

的効果比がおよそ３」といいます。

　それでは、速中性子線を使うと得を

するでしょうか。答えは「いいえ」です。

なぜなら、速中性子線は線量集中性が

低く体内のどこでも同じように生物学

的効果比がおよそ３となっているので、

体内深部のがんに速中性子線を照射す

るとがんの前後の正常組織にも同様に

高い効き目を発揮してしまうために、

副作用のリスクが高くなるからです。

　これに対して、重粒子（炭素）線の

場合、生物学的効果比は、線量が集中

している部分で２～３、そうでない部

分でおよそ１です。すなわち、線量が

集中している部分に限って生物学的効

果比が高いのでその部分だけ突出して

効き目が高くなる一方、集中していな

い部分の副作用のリスクが高まること

もありません。ちなみに、陽子線では、

どちらの部分でも生物学的効果比はお

よそ１でＸ線とあまり違いません。

　これ以外にも、重粒子線には、酸素

効果と細胞周期位相依存性（22、23 ペー

ジの用語解説をご参照ください）がＸ

線や陽子線に比べて低いという長所も

あります。このように重粒子線には原

理的に放射線そのものが持つ優れた特

徴があるので、副作用のリスクが低く

効き目が高いがん治療ができるように

なりました。重粒子線がん治療は、他

に持病をお持ちのご高齢の方など体力

がおちている患者さんにも適した治療

法と期待されています。

突き抜ける

ここだけ
やや強い
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３．重粒子線は、どこがどういいのか
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　放医研 HIMAC では、実証的、科学的根

拠に基づくがん治療を行うために、外部

の専門家で構成される公開のネットワー

ク会議を設けて臨床試験と先進医療を含

めた研究開発全般について総合的な計画

の立案と点検評価を行っています。治療

を希望される患者さんは、臨床試験や先

進治療の対象となっているかどうかの判

定を受けます。治療を受けることが認め

られた患者さんは、以下の流れ図に示す

流れに従って治療を受けます。治療後も

治療効果を確認するために定期的に診察

を受けます。これは、患者さんご自身の

健康管理に役立つと同時に、ネットワー

ク会議に報告されて重粒子線がん治療の

さらなる研究開発の貴重なデータになり

ます。

Ｑ：入院は必要？

Ａ：がんの種類によって、入院が必要なも

のと、外来でできるものがあります。

Ｑ：麻酔はするの？

Ａ：重粒子線照射は痛くも、熱くもありま

せん。ですから、麻酔をしません。

Ｑ：治療費はいくら？

Ａ：先進医療の対象になっている場合は、

314 万円の重粒子線治療の費用が自己

負担で、それ以外の診察、検査、投薬、

入院料など通常の治療と共通する部分

は健康保険が使えます。一部の疾患に

ついては、臨床試験として重粒子線治

療の費用を無料として治療する場合も

あります。

４．HIMAC での重粒子線がん治療

治療の流れ 実際の治療では

もう何人に

(1994年6月～2014年7月22日）　　合計　8,531人 (1994年6月～2014年7月22日）

放医研における重粒子線がん治療の
　　　登録患者数　　(部位別）

放医研における重粒子線がん治療の
登録患者数の推移
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１４

　放医研 HIMAC では、1994（平成６）

年６月に臨床試験を開始しました。2003

（平成 15）年には、高度先進医療（現在の

制度では先進医療）の指定を受けました。

先進医療は、新しい治療法が安全で有効

と認められたときに、保険診療の手前の

段階として国から認定される医療制度で

す。先進医療で治療を受ける患者さんの

割合は年々増加し、現在では 85％に達し

ています。過去 20年間の治療患者数

8531人の部位別割合を円グラフに、臨床

試験と先進医療の患者数の年次変化を棒

グラフに示します。

患者さんが紹介されてくると

説　明　と　同　意

症　例　登　録

照射方針検討会

固定具作成・治療計画 CT 撮像・治療計画

重 粒 子 線 治 療 検 討 会

治　療　リ　ハ　ー 　サ　ル

重　粒　子　線　照　射

終了時効果判定（抗腫瘍効果・有害反応）

    診察（１～３ヶ月ごと）
　画像診断（３ヶ月ごと）など

臨床研究班会議

評　価　部　会

ネットワーク会議

追　跡　調　査

外部委員のによる公開の

症 　例 　検　 討　 審 　査 　会

適　格　性　検　討

腎臓
5(0.1%)

照射後再発
600(7.0%) 900(10.5%) 2097(24.6%) 981(11.5%)

947(11.1%)

817(9.6%)

502(5.9%)

457(5.4%)

435(5.1%)246(2.9%)153(1.8%)106(1.2%)91(1.1%)

81(0.9%)

69(0.8%)

27(0.3%)

11(0.1%)

6(0.1%)

総合 前立腺 骨・軟部

頭頸部

肺

肝臓

膵臓

直腸術後婦人科眼中枢神経頭蓋底

消化管

腹部リンパ節

涙腺

スキャニング照射

乳腺
先進 :98 先進 :594 先進 :1765 先進 :764

先進 :624

先進 :234

先進 :272

先進 :215

先進 :365先進 :23先進 :111先進 :62

先進 :62

先進 :8

S:11 S:8 S:464 S:18

S:17

S:2

S:1

S:5

Total
8,531

先進医療 :5,195
スキャニング :526
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重粒子線でがんはどこまで治る

　放射線治療では、放射線を当てた直

後にがんがすぐに消えてなくなるとい

うことがないために、治療効果の判定

に時間がかかります。そもそも放射線

治療とは、放射線でがん細胞を焼き殺

したり、切り刻んだりするようなもの

ではなくて、放射線を当てることによっ

て、がんが将来消えてなくなる《しかけ》

のスイッチをそっと入れるようなもの

です。実際、十分な線量の放射線を投

与しても、照射を受けた直後のがんに

外見上は大きな変化は現れません。し

かし、その細胞の核の中では、遺伝情

報を記録している DNA が修復不可能な

までに破壊されているという重大な変

化が起きています。これが後からじわ

りじわりと効いてきます。がんの種類

にもよりますが、放射線治療によって

がん細胞の増殖能力が衰えた結果、が

んの固まりがだんだん小さくなってき

たり、消えてしまったりするには１か

月から１～２年の時間がかかります。

そこで、治療成績を評価するために、

局所制御率、生存率、副作用の発生率

という３つの指標を設けて、３年後、

５年後など一定期間毎に経過観察を行

います。

　局所制御率とは、放射線を投与した

がんが一定期間後に良い状態に保たれ

ている割合です。ある程度進行したが

んでは転移を起こしている可能性があ

りますが、局所制御率では、転移は除

いて今回放射線を投与したがんだけに

ついて調べます。良い状態とは、がん

が消えた、あるいは、一度は消えたが

んが再び現れたり、小さくなったがん

が再び大きくなったりしていないなど

という状態です。放射線を投与したが

んが制御されているかどうかは、画像

で見た大きさの変化や活動性があるか

どうか、内部の所見、腫瘍マーカー値

の推移や患者さんの症状の変化などか

ら総合的に判定します。この判定基準

は、プロトコールに規定されています。

　プロトコールとは、どのような患者

さんに対してどのような治療を行うか

ということを詳細に規定したもので、

《治療のレシピ》のようなものです。重

粒子線治療の場合、治療する部位が同

じでも、投与する総線量や分割回数が

違えば別のプロトコールになります。

科学的根拠に基づくがん治療のために

大事なことは、患者さんがそのプロト

コールで規定した治療法の対象として

ふさわしいかどうかを判定する基準で

す。患者さんの選択と治療の内容に一

定の条件を設けることで、新しい《レ

シピ》の有効性や安全性が評価できる

ようになります。

　生存率には、原病生存率や全生存率

など数種類の指標がありますが、治療

成績には全生存率が多く用いられます。

原病生存率とは、その病気が原因で死

亡したかどうかで判定する生存率です。

他の病気や事故など別の原因で死亡し

た場合を除きます。全生存率は、別の

原因による死亡も含めた評価です。

　放医研では外部の専門委員により構

成された重粒子線ネットワーク会議を

毎年開催し、公開の場で最新の治療成

績を報告しています。次の見開きペー

ジの表に、1994（平成 6）年 6 月から

2013（平成 25）年 2 月までに放医研

HIMAC で行った臨床試験と先進医療の

成績の一部についてプロトコールごと

の照射法と 3年局所制御率、5年生存率

を示します。

　プロトコールが異なると対象の選定

や治療条件が異なるため単純に率を比

較することはできませんが、治療成績

の向上や治療できる対象の拡大を目指

して同じ部位のがんでも古いプロト

コールから新しいプロトコールへと修

正を重ね（登録番号の上二桁が登録開

始年です）、一つずつ先進医療として確

立してまいりました。これからもより

多くのがんの研究を継続してまいりま

す。
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重粒子線でがんはどこまで治る

　放射線治療では、放射線を当てた直

後にがんがすぐに消えてなくなるとい

うことがないために、治療効果の判定

に時間がかかります。そもそも放射線

治療とは、放射線でがん細胞を焼き殺

したり、切り刻んだりするようなもの

ではなくて、放射線を当てることによっ

て、がんが将来消えてなくなる《しかけ》

のスイッチをそっと入れるようなもの

です。実際、十分な線量の放射線を投

与しても、照射を受けた直後のがんに

外見上は大きな変化は現れません。し

かし、その細胞の核の中では、遺伝情

報を記録している DNA が修復不可能な

までに破壊されているという重大な変

化が起きています。これが後からじわ

りじわりと効いてきます。がんの種類

にもよりますが、放射線治療によって

がん細胞の増殖能力が衰えた結果、が

んの固まりがだんだん小さくなってき

たり、消えてしまったりするには１か

月から１～２年の時間がかかります。

そこで、治療成績を評価するために、

局所制御率、生存率、副作用の発生率

という３つの指標を設けて、３年後、

５年後など一定期間毎に経過観察を行

います。

　局所制御率とは、放射線を投与した

がんが一定期間後に良い状態に保たれ

ている割合です。ある程度進行したが

んでは転移を起こしている可能性があ

りますが、局所制御率では、転移は除

いて今回放射線を投与したがんだけに

ついて調べます。良い状態とは、がん

が消えた、あるいは、一度は消えたが

んが再び現れたり、小さくなったがん

が再び大きくなったりしていないなど

という状態です。放射線を投与したが

んが制御されているかどうかは、画像

で見た大きさの変化や活動性があるか

どうか、内部の所見、腫瘍マーカー値

の推移や患者さんの症状の変化などか

ら総合的に判定します。この判定基準

は、プロトコールに規定されています。

　プロトコールとは、どのような患者

さんに対してどのような治療を行うか

ということを詳細に規定したもので、

《治療のレシピ》のようなものです。重

粒子線治療の場合、治療する部位が同

じでも、投与する総線量や分割回数が

違えば別のプロトコールになります。

科学的根拠に基づくがん治療のために

大事なことは、患者さんがそのプロト

コールで規定した治療法の対象として

ふさわしいかどうかを判定する基準で

す。患者さんの選択と治療の内容に一

定の条件を設けることで、新しい《レ

シピ》の有効性や安全性が評価できる

ようになります。

　生存率には、原病生存率や全生存率

など数種類の指標がありますが、治療

成績には全生存率が多く用いられます。

原病生存率とは、その病気が原因で死

亡したかどうかで判定する生存率です。

他の病気や事故など別の原因で死亡し

た場合を除きます。全生存率は、別の

原因による死亡も含めた評価です。

　放医研では外部の専門委員により構

成された重粒子線ネットワーク会議を

毎年開催し、公開の場で最新の治療成

績を報告しています。次の見開きペー

ジの表に、1994（平成 6）年 6 月から

2013（平成 25）年 2 月までに放医研

HIMAC で行った臨床試験と先進医療の

成績の一部についてプロトコールごと

の照射法と 3年局所制御率、5年生存率

を示します。

　プロトコールが異なると対象の選定

や治療条件が異なるため単純に率を比

較することはできませんが、治療成績

の向上や治療できる対象の拡大を目指

して同じ部位のがんでも古いプロト

コールから新しいプロトコールへと修

正を重ね（登録番号の上二桁が登録開

始年です）、一つずつ先進医療として確

立してまいりました。これからもより

多くのがんの研究を継続してまいりま

す。
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18 19

頭頚部腫瘍 Ⅰ/Ⅱ

頭頚部腫瘍Ⅱ

頭頚部腫瘍Ⅲ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

頭頚部Ⅳ（骨軟部）

頭頚部Ⅴ（悪性黒色腫）

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

非小細胞肺癌

非小細胞肺癌Ⅱ

非小細胞肺癌Ⅲ

非小細胞肺癌Ⅳ

非小細胞肺癌Ⅴ

非小細胞肺癌Ⅵ

非小細胞肺癌Ⅶ

非小細胞肺癌Ⅷ

非小細胞肺癌Ⅸ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

肝細胞癌

肝細胞癌Ⅱ

肝細胞癌Ⅲ

肝細胞癌Ⅳ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

転移性肝癌 Ⅰ/Ⅱ

前立腺癌

前立腺癌Ⅱ

前立腺癌Ⅲ

前立腺癌Ⅴ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

腎癌Ⅰ Ⅰ/Ⅱ

(9301)

(9504)

(9602)

(0006)

(0007)

(9303)

(9701)

(9801)

(9802)

(9903)

(0001)

(0005)

(0201)

(0503)

(9401)

(9603)

(0004)

(0202)

(0506)

(9402)

(9703)

(9904)

(1002)

(1203)

18 回 /6 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週　化学療法併用

肺野型＋肺門近接型＋局所進行癌　18 回 /6 週

肺野型　　　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

肺門近接型　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

肺野末梢型　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

局所進行型　　　　　　　　　　   16 回 /4 週

肺野末梢型　　　　　　　　　　　  4 回 /1 週

肺門・縦隔リンパ節転移　　　　　12 回 /3 週

肺野型　　　　　　　　　　　　　  1 回 /1 日

肺門・肺門近接型　　　　　　　　12 回 /3 週

15 回 /5 週

12 回 /3 週→8 回 /2 週→4 回 /1 週

4 回 /1 週

2 回 /2 日

1 回 /1 日

重粒子線＋ホルモン

重粒子線単独・及び重粒子線 + ホルモン

20 回 /5 週→16 回 /4 週→12 回 /3 週

12 回 /3 週

○　先進医療として実施しているプロトコール

注：表中の用語・略語の意味については、16 ページ「重粒子線でがんはどこまでなおる」、22 ページ「用語解説」を併せてご覧ください。

12 回 /3 週

プロトコール名
登録

番号 相 適応、照射法（分割照射の回数／週または日） 患者数
3 年局所

 制御率

生存率

3 年 5 年

備考 プロトコール名
登録

番号
相

適応、照射法

（分割照射の回数／週または日）
患者数 3 年局所

 制御率

生存率

3 年 5 年

備考

34 81% 48% 37%

455 83% 69% 55% 先進医療
2003 ～
先進医療
2008 ～
先進医療
2003 ～

先進医療
2003 ～

先進医療
2003 ～

先進医療
2012 ～
先進医療
2012 ～

先進医療
2006 ～

先進医療
2003 ～
先進医療
2013 ～

44 89% 71% 52%

120 82% 62% 50%

47 65% 64% 41%

34 91% 55% 40%

23 91% 64% 31%

50 95% 66% 50%

37 93% 38% 32%

79 90% 62% 36%

21 94% 36% 6%

151 83% 76% 55%

18 100% 60% 34%

24 81% 50% 25%

82 87% 48% 26%

44 96% 58% 35%

144 79% 62% 34%

25 38% 86% 64%

35 97% 94% 89%

61 100% 97% 90%

1247 99% 98% 96%

68 100% 96% -
1 - - -

子宮頚癌

子宮頚癌Ⅱ

子宮頚癌Ⅲ

子宮癌Ⅳ

子宮癌Ⅴ

子宮癌Ⅵ

子宮腺癌

子宮腺癌Ⅱ

乳腺Ⅰ

骨・軟部腫瘍

骨・軟部腫瘍Ⅱ

食道癌（術前）

食道癌（術後）

食道癌（根治）

食道癌（術前短期）

食道化療併用術前

Ⅰ期食道根治

直腸癌術後再発

頭蓋底腫瘍

膵癌Ⅰ（術前）

膵癌Ⅱ（術前）

膵癌Ⅴ（術前）

膵癌Ⅲ

膵癌Ⅳ（化療併用根治）

眼腫瘍Ⅱ

涙腺Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

(9403)

(9702)

(9902)

(0508)

(1207)

(1302)

(9704)

(1001)

(1301)

(9501)

(9901)

(9502)

(9503)

(9905)

(0301)

(1206)

(0701)

(0003)

(9601)

(9906)

(0203)

(1205)

(0204)

(0513)

(0002)

(0102)

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ

均等分割

原発部のみ線量増加

20 回 /5 週

20 回 /5 週

20 回 /5 週化学療法併用

12 回 /3 週＋ブースト 8 回 /2 週

4 回 /1 週

16 回 /4 週

20 回 /5 週

24 回 /6 週

切除非対応 12 回 /3 週

8 回 /2 週

8 回 /2 週　化学療法併用

12 回 /3 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

8 回 /2 週

8 回 /2 週化学療法併用

局所進行 12 回 /3 週

局所進行 12 回 /3 週

重粒子線 5 回 /8 日

12 回 /3 週

20 回 /5 週化学療法併用

12 回 /3 週＋ブースト 8 回 /2 週

36 72% 52% 45%

26 75% 58% 54%

4

67 59% 53% 38%

57 63% 47% 36%

589 79% 69% 58%

7 *14%

31 74% 59%

16 75% 100% 86%

197 89% 67% 42%

84 93% 92% 85%

22 *86% *20%

35 86% 40% 40%

47 *70% *11% -

30 49% 40% 37%

- - -

0 - - -

19 - - -

3 - - -

- -

14 *7%- -

2 - - -

-

0 - - -

-

3 - - -

127 96% 89% 80%

21 76% 69% 69%

81 *33% *47% -

開始したばかり

開始したばかり

先進医療 2014 ～

先進医療 2012 ～

先進医療 2012 ～

先進医療 2014 ～

先進医療 2003 ～

先進医療 2004 ～

先進医療 2004 ～

先進医療 2011 ～

先進医療 2012 ～

先進医療 2004 ～

先進医療 2011 ～

*2 年生存率

*2 年生存率

*2 年制御・生存率

*2 年制御・生存率

開始したばかり

開始したばかり

開始したばかり

開始したばかり

16 回 /4 週

放医研におけるこれまでの研究結果（期間：1994（平成 6）年 6月～ 2013（平成 25）年 2月）
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頭頚部腫瘍 Ⅰ/Ⅱ

頭頚部腫瘍Ⅱ

頭頚部腫瘍Ⅲ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

頭頚部Ⅳ（骨軟部）

頭頚部Ⅴ（悪性黒色腫）

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

非小細胞肺癌

非小細胞肺癌Ⅱ

非小細胞肺癌Ⅲ

非小細胞肺癌Ⅳ

非小細胞肺癌Ⅴ

非小細胞肺癌Ⅵ

非小細胞肺癌Ⅶ

非小細胞肺癌Ⅷ

非小細胞肺癌Ⅸ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

肝細胞癌

肝細胞癌Ⅱ

肝細胞癌Ⅲ

肝細胞癌Ⅳ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

転移性肝癌 Ⅰ/Ⅱ

前立腺癌

前立腺癌Ⅱ

前立腺癌Ⅲ

前立腺癌Ⅴ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

腎癌Ⅰ Ⅰ/Ⅱ

(9301)

(9504)

(9602)

(0006)

(0007)

(9303)

(9701)

(9801)

(9802)

(9903)

(0001)

(0005)

(0201)

(0503)

(9401)

(9603)

(0004)

(0202)

(0506)

(9402)

(9703)

(9904)

(1002)

(1203)

18 回 /6 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週　化学療法併用

肺野型＋肺門近接型＋局所進行癌　18 回 /6 週

肺野型　　　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

肺門近接型　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

肺野末梢型　　　　　　　　　　　  9 回 /3 週

局所進行型　　　　　　　　　　   16 回 /4 週

肺野末梢型　　　　　　　　　　　  4 回 /1 週

肺門・縦隔リンパ節転移　　　　　12 回 /3 週

肺野型　　　　　　　　　　　　　  1 回 /1 日

肺門・肺門近接型　　　　　　　　12 回 /3 週

15 回 /5 週

12 回 /3 週→8 回 /2 週→4 回 /1 週

4 回 /1 週

2 回 /2 日

1 回 /1 日

重粒子線＋ホルモン

重粒子線単独・及び重粒子線 + ホルモン

20 回 /5 週→16 回 /4 週→12 回 /3 週

12 回 /3 週

○　先進医療として実施しているプロトコール

注：表中の用語・略語の意味については、16 ページ「重粒子線でがんはどこまでなおる」、22 ページ「用語解説」を併せてご覧ください。

12 回 /3 週

プロトコール名
登録

番号 相 適応、照射法（分割照射の回数／週または日） 患者数
3 年局所

 制御率

生存率

3 年 5 年

備考 プロトコール名
登録

番号
相

適応、照射法

（分割照射の回数／週または日）
患者数 3 年局所

 制御率

生存率

3 年 5 年

備考

34 81% 48% 37%

455 83% 69% 55% 先進医療
2003 ～
先進医療
2008 ～
先進医療
2003 ～

先進医療
2003 ～

先進医療
2003 ～

先進医療
2012 ～
先進医療
2012 ～

先進医療
2006 ～

先進医療
2003 ～
先進医療
2013 ～

44 89% 71% 52%

120 82% 62% 50%

47 65% 64% 41%

34 91% 55% 40%

23 91% 64% 31%

50 95% 66% 50%

37 93% 38% 32%

79 90% 62% 36%

21 94% 36% 6%

151 83% 76% 55%

18 100% 60% 34%

24 81% 50% 25%

82 87% 48% 26%

44 96% 58% 35%

144 79% 62% 34%

25 38% 86% 64%

35 97% 94% 89%

61 100% 97% 90%

1247 99% 98% 96%

68 100% 96% -
1 - - -

子宮頚癌

子宮頚癌Ⅱ

子宮頚癌Ⅲ

子宮癌Ⅳ

子宮癌Ⅴ

子宮癌Ⅵ

子宮腺癌

子宮腺癌Ⅱ

乳腺Ⅰ

骨・軟部腫瘍

骨・軟部腫瘍Ⅱ

食道癌（術前）

食道癌（術後）

食道癌（根治）

食道癌（術前短期）

食道化療併用術前

Ⅰ期食道根治

直腸癌術後再発

頭蓋底腫瘍

膵癌Ⅰ（術前）

膵癌Ⅱ（術前）

膵癌Ⅴ（術前）

膵癌Ⅲ

膵癌Ⅳ（化療併用根治）

眼腫瘍Ⅱ

涙腺Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

(9403)

(9702)

(9902)

(0508)

(1207)

(1302)

(9704)

(1001)

(1301)

(9501)

(9901)

(9502)

(9503)

(9905)

(0301)

(1206)

(0701)

(0003)

(9601)

(9906)

(0203)

(1205)

(0204)

(0513)

(0002)

(0102)

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ

均等分割

原発部のみ線量増加

20 回 /5 週

20 回 /5 週

20 回 /5 週化学療法併用

12 回 /3 週＋ブースト 8 回 /2 週

4 回 /1 週

16 回 /4 週

20 回 /5 週

24 回 /6 週

切除非対応 12 回 /3 週

8 回 /2 週

8 回 /2 週　化学療法併用

12 回 /3 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

16 回 /4 週

8 回 /2 週
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放医研におけるこれまでの研究結果（期間：1994（平成 6）年 6月～ 2013（平成 25）年 2月）

19



重粒子線が有用な治療例
ここでは、重粒子線を使うことでより良く治せるようになったがん治療の例を３例示します。

③分割回数の大幅削減を達成

　肺野（はいや、肺の中の呼吸をする

部分）にできた早期肺がんは、１日（１

回）の照射で治療できるようになりま

した。この１回というのは、患者さん

が治療室に入る回数が１回という意味

です。早期肺がんの治療の場合、１回

の治療の中で、治療台を左右に 2 度傾

けて、それぞれ水平・垂直の２方向か

ら照射します。つまり、合計４方向か

ら照射（４門照射）することになります。

がんの種類にもよりますが、通常、1

度の照射に要する時間は数分から 30

分くらいですので、早期肺がんの照射

に要する時間は他の場合よりも長くな

り、全体で１時間ほどです。

20 21

〔画像の向き〕CT画像では、体の断面を足の方から見ています．

CT画像 CT 画像

CT 画像 CT 画像

早期肺がんの１回照射を行うときの４門照射

①仙骨肉腫の治療に成功

　仙骨は背骨の下端にある骨盤の後壁

になっている骨です。ここにできた骨

肉腫は手術が困難で、以前は放射線も

効かないといわれていましたが、４週

間（１６回）の重粒子線照射で治療で

きるようになりました。重粒子線がん

治療では、いのちが助かるだけではな

く運動機能も良好に保てます。治療後、

患者さんは普通に歩いたり、飛んだり

跳ねたりできるようになりました。

②大きな肝細胞がんの治療に成功

　以前は手術でもＸ線でも治せない

といわれていた大きな肝細胞がんが、

重粒子線で治せるようになりました。

直径 11.5 センチもある大きながんも

１週間（４回）の照射で治ります。

治療前 治療後

治療前 治療後

治療前 治療後

1 ２ ３ ４

CT 画像には照射後にがんが繊維化した跡が残っていますが、PET 画像からは影がすっかり消えて、

がん細胞が消滅したことがわかります。

CT画像CT 画像
PET 画像 PET 画像
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化学療法併用（かがくりょうほうへいよう）
化学療法併用照射、化療併用。重粒子線の照射と抗がん剤の投
与を併せて行うこと。

加速器（かそくき）
放射線発生装置の１つ。電子、陽子、各種イオンなど、電気を
帯びた超ミクロ粒子を電気の力で加速して、非常に高いエネル
ギーのビーム（粒子の束）をつくります。放医研の HIMAC は、
重粒子線が体内深部のがんまで到達できるように重粒子（炭素
イオン）にエネルギーを与える装置です。

がん放射線治療（がんほうしゃせんちりょう）
放射線の透過力と電離作用を利用して、がん細胞から増殖能力
を奪って、がんを死滅させる治療。[ 原理 ] 放射線は体内を通
過するとき、生体組織内に無数に存在する電子を次々と跳ね飛
ばして行きます。跳ね飛ばされた電子を２次電子といいます。
２次電子は、ほとんどの場合エネルギーが低いので生体組織内
を１ミクロンも進まないうちに止まってしまいますが、直接
DNA を破壊することがあります。また、２次電子が体内を通
過する途中で活性酸素をつくることがよくあります。細胞核の
中を２次電子が通過して活性酸素をつくることもあれば、活性
酸素が生体組織内をフラフラと拡散し近くの細胞核の中にある
DNA に近づいたりすることもあります。活性酸素が細胞核の
内部にたくさん入り込むと、DNA を酸化して（DNA がボロボ
ロにさびて）、DNA を破壊します。一般に活性酸素は生物に有
害ですが、相手ががん細胞なら有益です。細胞には自己修復能
力があって、DNA が破壊された場合もある程度までは修復で
きますが、放射線を病巣に集中的に投与し、高密度の２次電子
によって DNA を修復不能なまでに破壊されると、細胞の増殖
能力が失われます。全てのがん細胞から増殖能力を奪うことが
できれば、がんは治ります。

均等分割（きんとうぶんかつ）
均等分割照射。放射線の分割照射で毎回同じ線量を投与するこ
と。

根治（こんち）
根治治療。他の治療法に対する補助的役割ではなく、重粒子線
で根治を目指す照射のこと。

細胞周期位相依存性（さいぼうしゅうきいそういぞんせい）
細胞の状態によって放射線の効き目が違うこと。がん細胞など
細胞分裂を活発に繰り返している細胞では、細胞分裂が始まっ
てからまた次の細胞分裂が始まるまでの１周期の間に、いくつ
かの段階を経て変化します。その段階を位相といいます。細胞
の自己修復能力は、位相によって異なります。従来の放射線は
位相によって効き目の違いがありましたが、重粒子線はどんな
位相でも高い効き目を発揮します。

酸素効果（さんそこうか）
酸欠状態の細胞には放射線の効き目が弱くなること。がんの固
まりが大きくなると、内部に血管新生が追いつかず、血流が不
足して、酸欠状態になる場所ができます。そこに放射線を照射
しても、活性酸素ができにくくなります。従来の放射線は酸欠
状態の細胞に対して効き目が弱いという難点がありましたが、
重粒子線には、ほとんどありません。

CT（シーティー）
Ｘ線コンピューター断層撮影法。[ 原理 ] 体の周りをＸ線線源
と検出器が回転し、どの方向でどれくらいＸ線が吸収されたか
記録して、そのデータをコンピューターで解析してからだの断
面像を作る装置。Ｘ線線源と検出器を走査することで色々な部
分の断面像を作ります。その画像は、各点で物質（電子）の密
度を、黒い方が密度が低く、白い方が密度が高くなる（骨が白
く写る）グレースケール（白黒の濃淡）で示されます。[ 利用法 ]
CT 画像からは、がんの位置や大きさや形に関する精密な情報
が得られます。同時に、がんの所で重粒子線をピタリと止める
計算に必要な体内の電子密度分布データも得られます。

縦隔（じゅうかく）
左右の肺に挟まれ、前は胸骨、後ろは胸椎で囲まれる部分。心臓、
食道、大動脈などがあります。

縦隔リンパ節転移（じゅうかくりんぱせつてんい）
がんが縦隔のリンパ節に転移すること。

術前（じゅつぜん）
術前照射。がんを小さくして外科手術がしやすくなるように、
手術の前に放射線を照射すること。

術後（じゅつご）
術後照射。外科手術後に取り残しや再発の率を下げる目的で、
手術の後に放射線を照射すること。

術後再発（じゅつごさいはつ）
外科手術後に再発したがんに放射線治療を行うこと。

線量増加（せんりょうぞうか）
放射線治療で安全かつ有効な線量を求める目的で、低い線量か
ら始め、徐々に線量を増加していく試験。

相（そう）
[Ⅰ相試験 ] 線量を段階的に増加させ、安全性を確かめる目的
をもった試験。放射線治療では、がんを治療できないほどの少
量の線量での試験は行いませんので、Ⅰ相試験とⅡ相試験を一
つの段階と考えて試験を行うことが多いです。[Ⅱ相試験 ] 同
一条件を持つ患者さんのグループ毎に決まった方法で治療を行
い、有効性、安全性を確かめながら最終的に用いる方法を決め

る目的をもった試験です。 

多門照射（たもんしょうしゃ）
多方向からの照射。放射線治療で、１つの病巣を多方向から照
射することを多門照射といいます。病巣をとりまく正常組織に
対する副作用のリスクを抑えるのが目的です。照射方向の数を

《門》で数えるのは、昔の軍艦や城壁の砲門の連想です。

肺門（はいもん）
肺の中央部の気管支や動脈、静脈が出入りする部分。

肺野（はいや）
肺の中の呼吸をする部分。

肺野末梢型（はいやまっしょうがた）
肺野の末梢にできたがん。

非小細胞肺がん（ひしょうさいぼうはいがん）
肺がんの種類。小細胞がんと呼ばれる早期発見がしにくい場所
にできて早期に転移する悪性度の高いがんがありますが、小細
胞がん以外の肺がんが治療対象です。

病巣（びょうそう）
体内の病気がある部分、ここでは、がんの固まりがある部分。

ブースト（ぶーすと）
再発率を下げる目的で特定の場所に線量を追加照射すること。

分割照射（ぶんかつしょうしゃ）
放射線治療で所定の線量を数回～数十回に分けて投与するこ
と。[ 原理 ] 分割照射は、周辺の正常組織に対する障害の発生
を低く抑えると共に、がん細胞を確実に殺傷するために行いま
す。がん細胞に比べて正常細胞の自己修復能力が高いことを利
用しています。細胞周期位相依存性の影響を避けるという意味
もあります。分割回数が多い（１回分の線量が低い）ほど障害
の発生が低くなりますが、治療に必要な総線量は高くなります。
分割回数を減らすためには、線量集中性が高く、線量が集中し
ている部分だけで生物学的効果比が高いような放射線が必要で
す。[ 実例 ] 重粒子線治療では、前立腺がんの場合、総線量を
12 回に分けて分割照射します。１週間に４回照射とすると３
週間かかりますが、この 12 回という回数は、Ｘ線治療のおよ
そ３分の１です。なお、前立腺がんの場合は早期肺がんの場合
と違い、１回の分割照射ごとに１方向だけの照射を行い、全部
で２方向から照射するようにします（「多門照射」参照）。他の
多くのがんについても同様です。

PET（ペット）
陽電子放射断層撮影法。がんを見つけるために、活発に活動し
ている細胞を放射能で《光らせる》検査です。がん細胞は活発

に細胞分裂を繰り返しているので、エネルギー源となるブドウ
糖やアミノ酸を盛んに取り込む《食いしん坊》細胞です。人工
的に放射能を持たせたブドウ糖やアミノ酸などの薬剤を投与す
ると、がん細胞は普通のブドウ糖やアミノ酸と同じように取り
込みます。放射能としては、陽電子を放出するフッ素 18 や炭
素 11 などを使います。これらの原子は２本のガンマ線を同時
に反対向きに出すので、体の外の２点で出てきた２本のガンマ
線を同時に検出して《光った》細胞の位置を推定します。画像
はきめ細かいとはいえませんが、そこに活発に活動している細
胞があるかどうかはわかります。CT では、体内に異常な固ま
りがあることはわかってもそれががんとして活動しているかど
うかまではわかりません。がんの診断には CT と PET の両方が
重要です。ただし、PET では、がん細胞に限らず脳細胞など活
発に活動している細胞は全て《光って》しまうので、がんを探
す目的には使えない場所もあります。

放射線（ほうしゃせん）
[ 何？ ] 放射線は、原子やイオン、原子核、電子、あるいは光
子など物質を構成している小さな超ミクロ粒子が、物質から離
れて超高速で飛んでいるものです。物質にぶつかって止まると、
物質の一部に戻ります。[ 種類 ] 高いエネルギーの光子（こうし、
光の粒子）が毎秒 30 万キロの光速で飛んでいるものがＸ線や
ガンマ線、水素原子の原子核である陽子が超高速で飛んでいる
ものが陽子線、中性子が超高速で飛んでいるものが速中性子線、
炭素や酸素などのイオンが超高速で飛んでいるものが重粒子線
です。[ 何をしている？ ] 放射線は、真空中では、ただ飛んで
いるだけです。物質中では、電離を起こします。放射線が物質
に入射すると、超高速で飛んでいる超ミクロ粒子は、物質中に
無数に存在する電子を次々と跳ね飛ばして行きます。このよう
に放射線が電子を跳ね飛ばすことを電離といいます。（中性子
は物質中の陽子を跳ね飛ばし、この陽子が電子を跳ね飛ばしま
す。）放射線は物質中で電離作用を繰り返しながら徐々にエネ
ルギーを失い、物質が十分に厚ければ物質中で止まります。[ 飛
程 ] 放射線が物質中で止まる深さを飛程（ひてい）といいます。
同じ種類で同じエネルギーの放射線が何本も物質中に入射した
とき、放射線の種類によって必ず同じ深さで止まるものと、そ
うでないものとがあります。陽子線と重粒子線は物質中をほぼ
まっすぐ進んで決まった深さでぴたりと止まります。Ｘ線、γ
線、速中性子線はそうなりません。ぶつかって飛び跳ねる向き
や止まる深さは不規則です。これらの違いは、超ミクロ粒子の
質量や電気の有無などで決まります。[ 線量分布 ] 陽子線や重
粒子線は、止まった深さで線量が最大になるピークを持ちます。
Ｘ線、γ線、速中性子線は不規則に止まりますが、全体として
線量分布は浅い所で最大になり、そこからだんだん下って行く
ようにみえます。

放射能（ほうしゃのう）
①放射線を出す能力、②放射線を出す物質（放射性物質）。

用語解説（50音順）
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ギーのビーム（粒子の束）をつくります。放医研の HIMAC は、
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イオン）にエネルギーを与える装置です。

がん放射線治療（がんほうしゃせんちりょう）
放射線の透過力と電離作用を利用して、がん細胞から増殖能力
を奪って、がんを死滅させる治療。[ 原理 ] 放射線は体内を通
過するとき、生体組織内に無数に存在する電子を次々と跳ね飛
ばして行きます。跳ね飛ばされた電子を２次電子といいます。
２次電子は、ほとんどの場合エネルギーが低いので生体組織内
を１ミクロンも進まないうちに止まってしまいますが、直接
DNA を破壊することがあります。また、２次電子が体内を通
過する途中で活性酸素をつくることがよくあります。細胞核の
中を２次電子が通過して活性酸素をつくることもあれば、活性
酸素が生体組織内をフラフラと拡散し近くの細胞核の中にある
DNA に近づいたりすることもあります。活性酸素が細胞核の
内部にたくさん入り込むと、DNA を酸化して（DNA がボロボ
ロにさびて）、DNA を破壊します。一般に活性酸素は生物に有
害ですが、相手ががん細胞なら有益です。細胞には自己修復能
力があって、DNA が破壊された場合もある程度までは修復で
きますが、放射線を病巣に集中的に投与し、高密度の２次電子
によって DNA を修復不能なまでに破壊されると、細胞の増殖
能力が失われます。全てのがん細胞から増殖能力を奪うことが
できれば、がんは治ります。

均等分割（きんとうぶんかつ）
均等分割照射。放射線の分割照射で毎回同じ線量を投与するこ
と。

根治（こんち）
根治治療。他の治療法に対する補助的役割ではなく、重粒子線
で根治を目指す照射のこと。

細胞周期位相依存性（さいぼうしゅうきいそういぞんせい）
細胞の状態によって放射線の効き目が違うこと。がん細胞など
細胞分裂を活発に繰り返している細胞では、細胞分裂が始まっ
てからまた次の細胞分裂が始まるまでの１周期の間に、いくつ
かの段階を経て変化します。その段階を位相といいます。細胞
の自己修復能力は、位相によって異なります。従来の放射線は
位相によって効き目の違いがありましたが、重粒子線はどんな
位相でも高い効き目を発揮します。

酸素効果（さんそこうか）
酸欠状態の細胞には放射線の効き目が弱くなること。がんの固
まりが大きくなると、内部に血管新生が追いつかず、血流が不
足して、酸欠状態になる場所ができます。そこに放射線を照射
しても、活性酸素ができにくくなります。従来の放射線は酸欠
状態の細胞に対して効き目が弱いという難点がありましたが、
重粒子線には、ほとんどありません。

CT（シーティー）
Ｘ線コンピューター断層撮影法。[ 原理 ] 体の周りをＸ線線源
と検出器が回転し、どの方向でどれくらいＸ線が吸収されたか
記録して、そのデータをコンピューターで解析してからだの断
面像を作る装置。Ｘ線線源と検出器を走査することで色々な部
分の断面像を作ります。その画像は、各点で物質（電子）の密
度を、黒い方が密度が低く、白い方が密度が高くなる（骨が白
く写る）グレースケール（白黒の濃淡）で示されます。[ 利用法 ]
CT 画像からは、がんの位置や大きさや形に関する精密な情報
が得られます。同時に、がんの所で重粒子線をピタリと止める
計算に必要な体内の電子密度分布データも得られます。

縦隔（じゅうかく）
左右の肺に挟まれ、前は胸骨、後ろは胸椎で囲まれる部分。心臓、
食道、大動脈などがあります。

縦隔リンパ節転移（じゅうかくりんぱせつてんい）
がんが縦隔のリンパ節に転移すること。

術前（じゅつぜん）
術前照射。がんを小さくして外科手術がしやすくなるように、
手術の前に放射線を照射すること。

術後（じゅつご）
術後照射。外科手術後に取り残しや再発の率を下げる目的で、
手術の後に放射線を照射すること。

術後再発（じゅつごさいはつ）
外科手術後に再発したがんに放射線治療を行うこと。

線量増加（せんりょうぞうか）
放射線治療で安全かつ有効な線量を求める目的で、低い線量か
ら始め、徐々に線量を増加していく試験。

相（そう）
[Ⅰ相試験 ] 線量を段階的に増加させ、安全性を確かめる目的
をもった試験。放射線治療では、がんを治療できないほどの少
量の線量での試験は行いませんので、Ⅰ相試験とⅡ相試験を一
つの段階と考えて試験を行うことが多いです。[Ⅱ相試験 ] 同
一条件を持つ患者さんのグループ毎に決まった方法で治療を行
い、有効性、安全性を確かめながら最終的に用いる方法を決め

る目的をもった試験です。 

多門照射（たもんしょうしゃ）
多方向からの照射。放射線治療で、１つの病巣を多方向から照
射することを多門照射といいます。病巣をとりまく正常組織に
対する副作用のリスクを抑えるのが目的です。照射方向の数を

《門》で数えるのは、昔の軍艦や城壁の砲門の連想です。

肺門（はいもん）
肺の中央部の気管支や動脈、静脈が出入りする部分。

肺野（はいや）
肺の中の呼吸をする部分。

肺野末梢型（はいやまっしょうがた）
肺野の末梢にできたがん。

非小細胞肺がん（ひしょうさいぼうはいがん）
肺がんの種類。小細胞がんと呼ばれる早期発見がしにくい場所
にできて早期に転移する悪性度の高いがんがありますが、小細
胞がん以外の肺がんが治療対象です。

病巣（びょうそう）
体内の病気がある部分、ここでは、がんの固まりがある部分。

ブースト（ぶーすと）
再発率を下げる目的で特定の場所に線量を追加照射すること。

分割照射（ぶんかつしょうしゃ）
放射線治療で所定の線量を数回～数十回に分けて投与するこ
と。[ 原理 ] 分割照射は、周辺の正常組織に対する障害の発生
を低く抑えると共に、がん細胞を確実に殺傷するために行いま
す。がん細胞に比べて正常細胞の自己修復能力が高いことを利
用しています。細胞周期位相依存性の影響を避けるという意味
もあります。分割回数が多い（１回分の線量が低い）ほど障害
の発生が低くなりますが、治療に必要な総線量は高くなります。
分割回数を減らすためには、線量集中性が高く、線量が集中し
ている部分だけで生物学的効果比が高いような放射線が必要で
す。[ 実例 ] 重粒子線治療では、前立腺がんの場合、総線量を
12 回に分けて分割照射します。１週間に４回照射とすると３
週間かかりますが、この 12 回という回数は、Ｘ線治療のおよ
そ３分の１です。なお、前立腺がんの場合は早期肺がんの場合
と違い、１回の分割照射ごとに１方向だけの照射を行い、全部
で２方向から照射するようにします（「多門照射」参照）。他の
多くのがんについても同様です。

PET（ペット）
陽電子放射断層撮影法。がんを見つけるために、活発に活動し
ている細胞を放射能で《光らせる》検査です。がん細胞は活発

に細胞分裂を繰り返しているので、エネルギー源となるブドウ
糖やアミノ酸を盛んに取り込む《食いしん坊》細胞です。人工
的に放射能を持たせたブドウ糖やアミノ酸などの薬剤を投与す
ると、がん細胞は普通のブドウ糖やアミノ酸と同じように取り
込みます。放射能としては、陽電子を放出するフッ素 18 や炭
素 11 などを使います。これらの原子は２本のガンマ線を同時
に反対向きに出すので、体の外の２点で出てきた２本のガンマ
線を同時に検出して《光った》細胞の位置を推定します。画像
はきめ細かいとはいえませんが、そこに活発に活動している細
胞があるかどうかはわかります。CT では、体内に異常な固ま
りがあることはわかってもそれががんとして活動しているかど
うかまではわかりません。がんの診断には CT と PET の両方が
重要です。ただし、PET では、がん細胞に限らず脳細胞など活
発に活動している細胞は全て《光って》しまうので、がんを探
す目的には使えない場所もあります。

放射線（ほうしゃせん）
[ 何？ ] 放射線は、原子やイオン、原子核、電子、あるいは光
子など物質を構成している小さな超ミクロ粒子が、物質から離
れて超高速で飛んでいるものです。物質にぶつかって止まると、
物質の一部に戻ります。[ 種類 ] 高いエネルギーの光子（こうし、
光の粒子）が毎秒 30 万キロの光速で飛んでいるものがＸ線や
ガンマ線、水素原子の原子核である陽子が超高速で飛んでいる
ものが陽子線、中性子が超高速で飛んでいるものが速中性子線、
炭素や酸素などのイオンが超高速で飛んでいるものが重粒子線
です。[ 何をしている？ ] 放射線は、真空中では、ただ飛んで
いるだけです。物質中では、電離を起こします。放射線が物質
に入射すると、超高速で飛んでいる超ミクロ粒子は、物質中に
無数に存在する電子を次々と跳ね飛ばして行きます。このよう
に放射線が電子を跳ね飛ばすことを電離といいます。（中性子
は物質中の陽子を跳ね飛ばし、この陽子が電子を跳ね飛ばしま
す。）放射線は物質中で電離作用を繰り返しながら徐々にエネ
ルギーを失い、物質が十分に厚ければ物質中で止まります。[ 飛
程 ] 放射線が物質中で止まる深さを飛程（ひてい）といいます。
同じ種類で同じエネルギーの放射線が何本も物質中に入射した
とき、放射線の種類によって必ず同じ深さで止まるものと、そ
うでないものとがあります。陽子線と重粒子線は物質中をほぼ
まっすぐ進んで決まった深さでぴたりと止まります。Ｘ線、γ
線、速中性子線はそうなりません。ぶつかって飛び跳ねる向き
や止まる深さは不規則です。これらの違いは、超ミクロ粒子の
質量や電気の有無などで決まります。[ 線量分布 ] 陽子線や重
粒子線は、止まった深さで線量が最大になるピークを持ちます。
Ｘ線、γ線、速中性子線は不規則に止まりますが、全体として
線量分布は浅い所で最大になり、そこからだんだん下って行く
ようにみえます。

放射能（ほうしゃのう）
①放射線を出す能力、②放射線を出す物質（放射性物質）。

用語解説（50音順）
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HIMAC 物語

放医研 NEWS2012 年 5 月 NO.174 ～ 2014 年 3 月 NO.185 において、
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HIMAC - The Inside Story

重粒子線がん治療の特徴のひとつが、腫瘍に合わせ限
局して照射できること。そのために重粒子線を腫瘍の
形に成形する重要なパーツが「ボーラス」と「コリメ
ータ」です。スポットライトのように広がった重粒子
線ビームを、ボーラスで深さ方向の調整を行い、さら
にコリメータで 2 次元的に腫瘍の形に切り出します。
これにより、腫瘍に対して 3 次元的に制御した照射を

可能にし、正常組織への副作用を極力抑えることがで
きるのです。このためボーラス・コリメータは患者ひ
とりひとり、腫瘍ひとつひとつにオーダーメイドで作
る必要があり、また非常に高い精度が要求されます。
　HIMAC 物語第 1 回目は、このボーラス・コリメー
タの製作に取り組んでいる今野さんにお話をうかがい
ました。

思ったんです」。その思いは通じ、彼は

HIMAC の工作技術チームの一員となり

ます。「実際に HIMAC を見て感動した

のはもちろん、他にも雑誌でしか見られ

ないような最先端の装置ばかりなので、

好奇心丸出しで関係ない部署まで見て回

っていました（笑）」

敢えて“何でも引き受ける
技術者”に
「私が入ったときはすでに技術は完成

していましたから、特に新しい技術を開

発する必要もなく、今までルーティーン

でやってこれましたね」といいながら、

大きなこだわりもあるそうです。それは

研究機関に設けられた加工現場ならでは

の役割について。「私ができる程度のこ

とは外部の技術者なら誰でもできると思

うのですが、すぐにできる、多くを説明

しなくてもできるというわけではありま

せん」。実験器具の製作を外部に依頼す

れば時間もお金もかかる。なによりいつ

も近くにいてコミュニケーションができ

ているから多くの説明を要さない。敢え

て“便利な技術者”として今野さんはど

んな要望にも応えるよう心がけてきまし

好奇心と思い入れで
現職に !?
「もともと科学技術を専攻して、この

仕事についたわけではないんですよ」と

HIMAC との出会いを語る今野さん。10

年前からボーラスとコリメータの加工に

携わっています。10 年前の当時、持ち

前の好奇心から「科学技術分野の仕事が

したい、それで人の役に立てるなら、こ

れが自分にとって一番良い仕事だ」との

思いだけで転職先を探していたといいま

た。「できない、っていうのが嫌なんで

すよ」という言葉には、技術者としてさ

らに幅を広げたい、より多くのスキルを

身につけたいという向上への強い意志も

込められているのです。

想像力の射程を伸ばして
モチベーションを高める

がん治療の最前線を支えていながら今

野さんが患者さんの顔を見ることはあり

ません。しかし、ボーラスやコリメータ

は患者ひとりひとりの臓器や患部の形に

あわせて加工される、いわばたった一人

のためのオーダーメイド。「確かに私が

加工したものが患者さんの治療に役立っ

たとしても、感謝の言葉をいただけるわ

けではありません。患者さんはその存在

すら知らないでしょう。でも想像力の射

程を伸ばせば私には患者さんの顔が見え

るし、さらにそのご家族が喜んでいる姿

も見えます。これが私のモチベーション

を高めてくれるんです」と語る今野さん。

自分のもっている技術で人を喜ばせたい

と飛び込んだ分野で 10 年、「今の仕事

は夢のようだ」と言い切れるうらやまし

い技術者（スペシャリスト）です。

す。そんなとき、たまたま HIMAC を知

ったのでした。

「実は放医研が見えるほどすぐ近くに

住んでいたのに、こんなすごい装置があ

るとはまったく知りませんでした」。し

かも、重粒子線を制御するために中間材

が必要で、それを加工する電子工作技術

が求められていると聞いて、今野さんは

それにチャレンジすることを決意。「偶

然なんですが当時その方面の技術を勉強

していまして、これなら俺もやれる ! と

ボーラスを加工するマシニングセンターを注意深く見守
る。「ひとつ間違うと自分で自分を削っちゃう機械なの
で目が離せませんね」。

散乱体 ボーラス
マルチリーフ コリメータ

患者コリメータ

がん病巣

重粒子線電磁石

仕上がったボーラスを検査する。交差に収まらなか
ったものは破棄される。

放医研が世界で初めて実用化した重粒子線がん治療。体への負担が少なく、難治性のがんに対しても高
い治療効果が認められる最先端の放射線治療として、世界中から大きな期待と高い関心が寄せられてい
る。この治療に不可欠である強力な重粒子線を生み出すのが HIMAC。1993 年に誕生した世界初の医療
用重粒子線加速装置だ。装置とは名ばかりで、全長 120m、全幅 65m にも及ぶ大きな“施設”である。

重粒子線がん治療と HIMAC（Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba）

第 1 回 ボーラス・コリメータの匠

患者コリメータ ボーラス

加速器から導かれた細いビームを、標的をおおうように電磁
石と散乱体でいったん広げる。正常な細胞へのダメージを抑
えるため、がん細胞の形に合わせてくり抜かれた真鍮製のコ
リメータとボーラスで　ビームの形状を整え、均一な線量が
当たるようにしている。

ボーラス・コリメータを使った
重粒子線の照射法

同僚と仕事の話が弾む。３人とも放医研の野球チー
ムに所属するチームメートだけにコミュニケーション
は良好。

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器 HIMAC をはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

コリメータの型を抜くワイヤ放電加工機にデータを入
力し起動させる。「起動時にワイヤがうまく通らないと
なかなか修正できないんですよ」1 日のうちでもっと
も緊張する瞬間だ。

今野紀章（こんの のりあき）

ボーラス・コリメータの加工技術者
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HIMAC - The Inside Story

重粒子線がん治療の特徴のひとつが、腫瘍に合わせ限
局して照射できること。そのために重粒子線を腫瘍の
形に成形する重要なパーツが「ボーラス」と「コリメ
ータ」です。スポットライトのように広がった重粒子
線ビームを、ボーラスで深さ方向の調整を行い、さら
にコリメータで 2 次元的に腫瘍の形に切り出します。
これにより、腫瘍に対して 3 次元的に制御した照射を

可能にし、正常組織への副作用を極力抑えることがで
きるのです。このためボーラス・コリメータは患者ひ
とりひとり、腫瘍ひとつひとつにオーダーメイドで作
る必要があり、また非常に高い精度が要求されます。
　HIMAC 物語第 1 回目は、このボーラス・コリメー
タの製作に取り組んでいる今野さんにお話をうかがい
ました。

思ったんです」。その思いは通じ、彼は

HIMAC の工作技術チームの一員となり

ます。「実際に HIMAC を見て感動した

のはもちろん、他にも雑誌でしか見られ

ないような最先端の装置ばかりなので、

好奇心丸出しで関係ない部署まで見て回

っていました（笑）」

敢えて“何でも引き受ける
技術者”に
「私が入ったときはすでに技術は完成

していましたから、特に新しい技術を開

発する必要もなく、今までルーティーン

でやってこれましたね」といいながら、

大きなこだわりもあるそうです。それは

研究機関に設けられた加工現場ならでは

の役割について。「私ができる程度のこ

とは外部の技術者なら誰でもできると思

うのですが、すぐにできる、多くを説明

しなくてもできるというわけではありま

せん」。実験器具の製作を外部に依頼す

れば時間もお金もかかる。なによりいつ

も近くにいてコミュニケーションができ

ているから多くの説明を要さない。敢え

て“便利な技術者”として今野さんはど

んな要望にも応えるよう心がけてきまし

好奇心と思い入れで
現職に !?
「もともと科学技術を専攻して、この

仕事についたわけではないんですよ」と

HIMAC との出会いを語る今野さん。10

年前からボーラスとコリメータの加工に

携わっています。10 年前の当時、持ち

前の好奇心から「科学技術分野の仕事が

したい、それで人の役に立てるなら、こ

れが自分にとって一番良い仕事だ」との

思いだけで転職先を探していたといいま

た。「できない、っていうのが嫌なんで

すよ」という言葉には、技術者としてさ

らに幅を広げたい、より多くのスキルを

身につけたいという向上への強い意志も

込められているのです。

想像力の射程を伸ばして
モチベーションを高める

がん治療の最前線を支えていながら今

野さんが患者さんの顔を見ることはあり

ません。しかし、ボーラスやコリメータ

は患者ひとりひとりの臓器や患部の形に

あわせて加工される、いわばたった一人

のためのオーダーメイド。「確かに私が

加工したものが患者さんの治療に役立っ

たとしても、感謝の言葉をいただけるわ

けではありません。患者さんはその存在

すら知らないでしょう。でも想像力の射

程を伸ばせば私には患者さんの顔が見え

るし、さらにそのご家族が喜んでいる姿

も見えます。これが私のモチベーション

を高めてくれるんです」と語る今野さん。

自分のもっている技術で人を喜ばせたい

と飛び込んだ分野で 10 年、「今の仕事

は夢のようだ」と言い切れるうらやまし

い技術者（スペシャリスト）です。

す。そんなとき、たまたま HIMAC を知

ったのでした。

「実は放医研が見えるほどすぐ近くに

住んでいたのに、こんなすごい装置があ

るとはまったく知りませんでした」。し

かも、重粒子線を制御するために中間材

が必要で、それを加工する電子工作技術

が求められていると聞いて、今野さんは

それにチャレンジすることを決意。「偶

然なんですが当時その方面の技術を勉強

していまして、これなら俺もやれる ! と

ボーラスを加工するマシニングセンターを注意深く見守
る。「ひとつ間違うと自分で自分を削っちゃう機械なの
で目が離せませんね」。

散乱体 ボーラス
マルチリーフ コリメータ

患者コリメータ

がん病巣

重粒子線電磁石

仕上がったボーラスを検査する。交差に収まらなか
ったものは破棄される。

放医研が世界で初めて実用化した重粒子線がん治療。体への負担が少なく、難治性のがんに対しても高
い治療効果が認められる最先端の放射線治療として、世界中から大きな期待と高い関心が寄せられてい
る。この治療に不可欠である強力な重粒子線を生み出すのが HIMAC。1993 年に誕生した世界初の医療
用重粒子線加速装置だ。装置とは名ばかりで、全長 120m、全幅 65m にも及ぶ大きな“施設”である。

重粒子線がん治療と HIMAC（Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba）

第 1 回 ボーラス・コリメータの匠

患者コリメータ ボーラス

加速器から導かれた細いビームを、標的をおおうように電磁
石と散乱体でいったん広げる。正常な細胞へのダメージを抑
えるため、がん細胞の形に合わせてくり抜かれた真鍮製のコ
リメータとボーラスで　ビームの形状を整え、均一な線量が
当たるようにしている。

ボーラス・コリメータを使った
重粒子線の照射法

同僚と仕事の話が弾む。３人とも放医研の野球チー
ムに所属するチームメートだけにコミュニケーション
は良好。

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器 HIMAC をはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

コリメータの型を抜くワイヤ放電加工機にデータを入
力し起動させる。「起動時にワイヤがうまく通らないと
なかなか修正できないんですよ」1 日のうちでもっと
も緊張する瞬間だ。

今野紀章（こんの のりあき）

ボーラス・コリメータの加工技術者
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HIMAC - The Inside Story

放医研の重粒子医科学センター病院は放射線診療を基
礎に置く我が国唯一の放射線診療単科病院。HIMAC
を使った重粒子線がん治療を牽引する最先端の病院と
して世界中から大きな注目と期待を集めています。同
病院では、数多くのスタッフがそれぞれの立場から患
者さんの心の痛みを理解し、心身ともに癒される医療
を提供するため、一丸となって奮闘しています。中で

も看護師は患者さんともっとも身近に、そして長時間
触れあう存在であり、さらにはスタッフをつなぐ架け
橋として、重粒子線がん治療におけるとても重要な役
割を担っています。
今回のHIMAC物語は、そんな看護師を代表して副看
護師長の工藤さんにお話をうかがいました。

には医師との仲介役として双方にわかり

やすい言葉でそれぞれの考えや思いをお

伝えして患者さんの不安を取り除くこと

も大切な仕事です。また、治療には薬剤

師、検査技師、放射線技師、栄養士など

様々なスタッフが関わりますから、それ

ぞれと情報交換を行い、治療から退院ま

でが円滑に行われるように調整するコー

ディネーターの役割もあると思います」。

さらには副看護師長という立場上、病院

としての年間目標の達成、チームリーダ

ーとの意見交換、後輩の育成など様々な

責任を負っています。

「最近は所外の看護師を対象とした放

射線看護課程という講座を受け持ってい

ます」と言う工藤さん。休日の大半を講

義の資料作りに費やすことも珍しくあり

ません。

高校を卒業して6年。
目指し続けた看護師への道

高校卒業後、働きながら看護師資格を

取得したという工藤さん。その道は平坦

ではなく、正看護師になるまでに 6 年

かかりました。

その後看護師としての経験を積み、い

治療の準備から心のケアま
で、多岐にわたる業務
「一般の外科手術などとは違い、1日に

何件と決められた回数で治療を行うので

はなく、1日 80 ～ 90 人にものぼる患者

さんが治療室に入りますので、時間のロ

スがないよう、患者さんの治療準備をし

っかり行うことが大切な仕事の一つです

ね」と重粒子線がん治療における看護師

の役割の一端を語る工藤さん。治療準備

とは具体的にはどのようなものでしょう。

「重粒子線がん治療では、放射線をが

んにピンポイントで照射するため患者さ

んお一人お一人に合わせた固定具という

ものを装着します。装着時は決められた

着衣で、専用の下着を着用しなくてはな

らないため、着衣を病棟でしっかりと確

認し、着替えのお手伝いもします。また、

便通を確認し治療がスムーズに受けられ

までは講義を受け持つほどの工藤さんで

すが、重粒子医科学センター病院へは重

粒子線がん治療のことはなにも知らずに

転職してきたと言います。

「ある総合病院に勤務していた時、た

またま当院に就職していた友人から重粒

子線がん治療について教えてもらったの

です」。放医研の存在すら知らなかった

という工藤さん。「どうせならまったく未

知の分野での看護を体験してみたい」と

転職を決めますが、当時はテキストや専

門書などがほとんどなかったため、日々

真剣に看護に取り組むことで放射線がん

治療に関する知見を少しずつ深めてきま

した。「先生の治療説明に立ち会って話

を聞いているだけでも勉強になりまし

た。仕事の現場で一番学んだと思います」

また、生きたお手本が身近にあったの

も工藤さんには幸いでした。

「もう退職されてしまいましたが、前

の看護師長が本当に経験豊富な方で、し

かも放射線治療における看護に関する知

識が広くて深いんです。こんな看護師さ

んになれたらいいな、少しでも近づきた

いなと憧れていました」

こうして得た様々な知識と経験が、今

は教える立場となった工藤さんの講義に

生きています。

元気になった !
うれしい笑顔をもっと見たい
「患者さんたちは、ほんとに明るいん

ですよ」と工藤さん。身体にメスを入れ

ることなく治療できるので体に優しく、

ごく普通に生活ができるほど生活の質

（Quality of Life）が高い重粒子線がん

治療。なかには毎週外泊したり、会社に

通勤しながら治療を受ける患者さんもい

るそうです。それでも重篤な場合は自分

では動けないため看護師 4 人がかりで

ベッドからストレッチャーに移し、治療

室まで搬送することもあります。入院中

は自分で歩行できない患者さんが、退院

後の定期検査では自分で歩いて病棟まで

会いに来てくれた事があります。工藤さ

んにとって、患者さん達が元気になって

来院してくださった時が一番うれしいそ

うです。

「重粒子線がん治療の結果、劇的に元

気になられる患者さんが本当に多いんで

す。歩けなかった入院患者さんが退院後

歩いて外来に来られ、『皆さんのおかげ

でこんなに元気になりました、ありがと

う』と心からの笑顔でお礼を言っていた

だいた時などはびっくりもしますし、本

当にこの仕事をしていて良かった ! と思

える瞬間です。がんの治療法はいろいろ

ありますが、現在はどうしても外科的な

ものが主流で、重粒子線がん治療の素晴

らしさはまだまだ知られていません。こ

れを皆さんにお伝えするのも私たちの役

割だと思っています。重粒子線がん治療

がさらに認知されれば、患者さんのあり

がとうの笑顔がもっともっと見られるは

ずですから」

一人の患者を大切にし、スタッフ全員

が専門的な能力を出し合うことで成り立

つ重粒子線がん治療。工藤さんたち看護

師は、これからも患者と治療スタッフを

結ぶ信頼の架け橋として、笑顔の輪を幾

重にも広げていくに違いありません。

るようにしたり、痛み止めを使用して苦

痛なく治療を受けられるようにサポート

しています。治療を受ける方だけでなく、

治療準備や治療後の定期検査で入院して

くる患者さんを複数受け持ち、点滴や処

置などの看護を行うわけですから、これ

だけでも大変な労力ですが、仕事はそれ

だけではありません。

「当院に入院されている患者さんは皆

さん明るくて前向きなのですが、それで

も人知れず不安を抱えている方も多いの

です。医師やご家族にも言えない悩みを

私たち看護師に打ち明けてくださること

があります。それを真剣にうかがい、時

第2回 看護師は信頼の架け橋

治療説明に立ち会う。患者の疑問や不安にとことん対応
するため、1 時間を超える話し合いになることも。

麻酔を施す外科手術とは違い、患者は意識があるまま治療を受ける
のでスタッフとのコミュニケーションにも心を砕く。「治療中の患者
さんがリラックスできるような会話を心がけています」　点滴の準
備は必ず 2 人で声を出し合って確認しながら行う。「絶対に間違い
は許されない」真剣さがまなざしに宿る。毎日のミーティングは大
切な情報交換の場。「チームワークには自信があります」

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器HIMACをはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

工藤紀子（くどう のりこ）

重粒子医科学センター病院　副看護師長
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HIMAC - The Inside Story

放医研の重粒子医科学センター病院は放射線診療を基
礎に置く我が国唯一の放射線診療単科病院。HIMAC
を使った重粒子線がん治療を牽引する最先端の病院と
して世界中から大きな注目と期待を集めています。同
病院では、数多くのスタッフがそれぞれの立場から患
者さんの心の痛みを理解し、心身ともに癒される医療
を提供するため、一丸となって奮闘しています。中で

も看護師は患者さんともっとも身近に、そして長時間
触れあう存在であり、さらにはスタッフをつなぐ架け
橋として、重粒子線がん治療におけるとても重要な役
割を担っています。
今回のHIMAC物語は、そんな看護師を代表して副看
護師長の工藤さんにお話をうかがいました。

には医師との仲介役として双方にわかり

やすい言葉でそれぞれの考えや思いをお

伝えして患者さんの不安を取り除くこと

も大切な仕事です。また、治療には薬剤

師、検査技師、放射線技師、栄養士など

様々なスタッフが関わりますから、それ

ぞれと情報交換を行い、治療から退院ま

でが円滑に行われるように調整するコー

ディネーターの役割もあると思います」。

さらには副看護師長という立場上、病院

としての年間目標の達成、チームリーダ

ーとの意見交換、後輩の育成など様々な

責任を負っています。

「最近は所外の看護師を対象とした放

射線看護課程という講座を受け持ってい

ます」と言う工藤さん。休日の大半を講

義の資料作りに費やすことも珍しくあり

ません。

高校を卒業して6年。
目指し続けた看護師への道

高校卒業後、働きながら看護師資格を

取得したという工藤さん。その道は平坦

ではなく、正看護師になるまでに 6 年

かかりました。

その後看護師としての経験を積み、い

治療の準備から心のケアま
で、多岐にわたる業務
「一般の外科手術などとは違い、1日に

何件と決められた回数で治療を行うので

はなく、1日 80 ～ 90 人にものぼる患者

さんが治療室に入りますので、時間のロ

スがないよう、患者さんの治療準備をし

っかり行うことが大切な仕事の一つです

ね」と重粒子線がん治療における看護師

の役割の一端を語る工藤さん。治療準備

とは具体的にはどのようなものでしょう。

「重粒子線がん治療では、放射線をが

んにピンポイントで照射するため患者さ

んお一人お一人に合わせた固定具という

ものを装着します。装着時は決められた

着衣で、専用の下着を着用しなくてはな

らないため、着衣を病棟でしっかりと確

認し、着替えのお手伝いもします。また、

便通を確認し治療がスムーズに受けられ

までは講義を受け持つほどの工藤さんで

すが、重粒子医科学センター病院へは重

粒子線がん治療のことはなにも知らずに

転職してきたと言います。

「ある総合病院に勤務していた時、た

またま当院に就職していた友人から重粒

子線がん治療について教えてもらったの

です」。放医研の存在すら知らなかった

という工藤さん。「どうせならまったく未

知の分野での看護を体験してみたい」と

転職を決めますが、当時はテキストや専

門書などがほとんどなかったため、日々

真剣に看護に取り組むことで放射線がん

治療に関する知見を少しずつ深めてきま

した。「先生の治療説明に立ち会って話

を聞いているだけでも勉強になりまし

た。仕事の現場で一番学んだと思います」

また、生きたお手本が身近にあったの

も工藤さんには幸いでした。

「もう退職されてしまいましたが、前

の看護師長が本当に経験豊富な方で、し

かも放射線治療における看護に関する知

識が広くて深いんです。こんな看護師さ

んになれたらいいな、少しでも近づきた

いなと憧れていました」

こうして得た様々な知識と経験が、今

は教える立場となった工藤さんの講義に

生きています。

元気になった !
うれしい笑顔をもっと見たい
「患者さんたちは、ほんとに明るいん

ですよ」と工藤さん。身体にメスを入れ

ることなく治療できるので体に優しく、

ごく普通に生活ができるほど生活の質

（Quality of Life）が高い重粒子線がん

治療。なかには毎週外泊したり、会社に

通勤しながら治療を受ける患者さんもい

るそうです。それでも重篤な場合は自分

では動けないため看護師 4 人がかりで

ベッドからストレッチャーに移し、治療

室まで搬送することもあります。入院中

は自分で歩行できない患者さんが、退院

後の定期検査では自分で歩いて病棟まで

会いに来てくれた事があります。工藤さ

んにとって、患者さん達が元気になって

来院してくださった時が一番うれしいそ

うです。

「重粒子線がん治療の結果、劇的に元

気になられる患者さんが本当に多いんで

す。歩けなかった入院患者さんが退院後

歩いて外来に来られ、『皆さんのおかげ

でこんなに元気になりました、ありがと

う』と心からの笑顔でお礼を言っていた

だいた時などはびっくりもしますし、本

当にこの仕事をしていて良かった ! と思

える瞬間です。がんの治療法はいろいろ

ありますが、現在はどうしても外科的な

ものが主流で、重粒子線がん治療の素晴

らしさはまだまだ知られていません。こ

れを皆さんにお伝えするのも私たちの役

割だと思っています。重粒子線がん治療

がさらに認知されれば、患者さんのあり

がとうの笑顔がもっともっと見られるは

ずですから」

一人の患者を大切にし、スタッフ全員

が専門的な能力を出し合うことで成り立

つ重粒子線がん治療。工藤さんたち看護

師は、これからも患者と治療スタッフを

結ぶ信頼の架け橋として、笑顔の輪を幾

重にも広げていくに違いありません。

るようにしたり、痛み止めを使用して苦

痛なく治療を受けられるようにサポート

しています。治療を受ける方だけでなく、

治療準備や治療後の定期検査で入院して

くる患者さんを複数受け持ち、点滴や処

置などの看護を行うわけですから、これ

だけでも大変な労力ですが、仕事はそれ

だけではありません。

「当院に入院されている患者さんは皆

さん明るくて前向きなのですが、それで

も人知れず不安を抱えている方も多いの

です。医師やご家族にも言えない悩みを

私たち看護師に打ち明けてくださること

があります。それを真剣にうかがい、時

第2回 看護師は信頼の架け橋

治療説明に立ち会う。患者の疑問や不安にとことん対応
するため、1 時間を超える話し合いになることも。

麻酔を施す外科手術とは違い、患者は意識があるまま治療を受ける
のでスタッフとのコミュニケーションにも心を砕く。「治療中の患者
さんがリラックスできるような会話を心がけています」　点滴の準
備は必ず 2 人で声を出し合って確認しながら行う。「絶対に間違い
は許されない」真剣さがまなざしに宿る。毎日のミーティングは大
切な情報交換の場。「チームワークには自信があります」

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器HIMACをはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

工藤紀子（くどう のりこ）

重粒子医科学センター病院　副看護師長
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HIMAC - The Inside Story

放射線治療の理想像とは、がん細胞だけに放射線を照射し正常組織に照射しないことです。
そうすれば、がん細胞は確実に死滅し正常組織に副作用が起こることがありません。
重粒子線がん治療は、この理想像に非常に近い照射を実現しています。そのためには、
超高速に加速された放射線をミリ単位で制御する必要があり、極めて高度な技術を要します。
患者さんひとりひとりの症状や状態に合わせ、放射線のエネルギー、線量、方向など無限とも言える
パラメータの組み合わせの中から理想的なひとつの値を導き出すのが「治療計画」。
それは治療成績に直結する重要なステップで、ひとつのミスも許されません。
HIMAC物語第3回目は、この治療計画を担当し、
さらに新しいシステムの開発に取り組む古場さんにお話を伺いました。

ような役割ですね」

がんだけを狙い撃ちしながら正常組織

をしっかりと守るという、世界の最先端

を行く 技術を駆使した重粒子線がん治

療。夢のような出来事は、こうして現実

のものとなるのです。

新たな治療計画システムの
開発に向けて

古場さんは現在、治療計画の仕事と並

行して、新たな業務にも取り組んでいま

す。治療開始以来 17 年間にわたって使

われてきた治療計画システムの更新です。

「システムは導入しても、すぐに使える

わけではありません。放医研独自のやり

方や既存の設備に合わせ、調整していく

『コミッショニング』という作業と、計算

された線量分布が実際の照射と合致して

いるかどうかを確認する『品質保証』と

いう作業が不可欠です」

新システムを使って、現在行っている

業務を何の問題もなくこなせる状態にま

でもっていくこと、これが古場さんの課

題です。新しい治療計画システムはどん

な点が今までと違うのでしょうか。

「より滑らかに 3D 表示ができるように

なり、頭・頸部など複雑に神経や器官が

入り組んでいる患部も観察しやすくなり、

ターゲット部位と正常臓器の位置関係を

きちんと把握しながら照射方向を決める

ことができます。これまで再現できてい

なかったビームの広がりの影響や、体内

でのビームの散乱をシミュレートできる

ようになったのも画期的ですね。より正

確な線量分布の計算を行うことによって、

信頼性の高い治療計画を立てることが可

能になりました」

理想的な線量分布を計算する
「治療計画は、どのような治療を行いた

いのか、担当医の治療方針を聞き取るこ

とから始まります」

がんは体の深部にあることが多く、ま

た正常組織がそのまわりを囲んでいます。

ブラッグピーク（※）を持つという重粒

子線の特性を活かし、がんに集中するよ

うに照射方法を決めて行くのが治療計画

です。古場さんは医師の方針に従って、

照射する重粒子線ビームのエネルギーや

線量、方向などを経験に基づいてコンピュ

ータに入力し、計算結果を確認して、最適

な数値を決めていきます。理想的な線量

分布を実現しつつ、がんよりも手前にある

重要な臓器への照射を回避するために何

度もシミュレーションを繰り返します。

「この段階で医師と再検討し、修正を加

えることもあります。データが確定した

らボーラス・コリメータを発注します」

加工技術者から運び込まれたボーラ

ス・コリメータをチェックするのも古場

さんの仕事です。

「実際に照射台にセットして、計画通り

に照射が行われるかどうかを QA 測定

操作性の点でも進化がありました。

「マウスの他に、ペン入力が可能となり、

医師が直接 CT 画像中にターゲットや正

常臓器の輪郭を書き込むことができるよ

うになりました。これにより、医師の輪

郭入力時間が短縮され、治療計画をスム

ーズに進めることができます」

さらに使いやすく、さらに正確で、わ

かりやすく、という改良を加えていくこ

とが古場さんの次の目標です。それは治

療成績のさらなる向上につながっていく

はずです。

専門知識を治療に生かす
大学・大学院時代、専攻していた物理

の実験に HIMAC を使うため、たびたび

放医研を訪れていたという古場さん。放

医研の活動を知るにつれ、自分が学んだ

知識を実社会に役立てたいという思いが

強くなり、医学物理士の資格を取得して、

3 年前、放医研に入所しました。日本で

はまだ数少ない医学物理士のひとりであ

る古場さん。医学物理士とはどんなお仕

事なのでしょうか。

「放射線治療機器の発達に伴い、工学

や物理の専門知識が求められるようにな

りました。医学物理士とは、そういった

専門知識を生かし、医師や技師の間に立

って、放射線治療計画を立てたり、出力

の校正や安全の管理を行うことを主な仕

事としています。新しい治療計画システ

ムの研究開発もそのひとつですね」

自分の知識を実社会に役立てるという

夢を放医研を舞台に実現しつつある古場

さん。

「大きな責任もありますが、やりがいを

感じます。私自身、これからを楽しみに

しています」

（Quality Assurance）で確認します」

ここで問題がなければ、最終的に決定

したデータを放射線技師に渡して、古場

さんの仕事はひとまず完了し、第 1 回目

の照射が行われます。

「治療計画の仕事は、単独では成立し

ません。医師の治療方針を聞き、ベスト

な照射方法を見つけ出し、次のステップ

に渡します。いわば、ジャンクションの

第3回 重粒子線照射の司令塔

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器HIMACをはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

古場裕介（こば  ゆうすけ）

重粒子医科学センター
次世代重粒子治療研究プログラム

※ブラッグピーク（Bragg peak）
重粒子線がヒト組織を通過する際、急激にエネルギーを
失い、最大の線量を発生して停止するが、そのエネルギ
ー損の極大部分がブラッグピークと呼ばれる。ブラッグ
ピークは非常に鋭く、周辺組織に大きな障害を与えない
ことが特徴。

オフではマラソンランナーで活躍。チームワー
クづくりはこんなところにも！
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HIMAC - The Inside Story

放射線治療の理想像とは、がん細胞だけに放射線を照射し正常組織に照射しないことです。
そうすれば、がん細胞は確実に死滅し正常組織に副作用が起こることがありません。
重粒子線がん治療は、この理想像に非常に近い照射を実現しています。そのためには、
超高速に加速された放射線をミリ単位で制御する必要があり、極めて高度な技術を要します。
患者さんひとりひとりの症状や状態に合わせ、放射線のエネルギー、線量、方向など無限とも言える
パラメータの組み合わせの中から理想的なひとつの値を導き出すのが「治療計画」。
それは治療成績に直結する重要なステップで、ひとつのミスも許されません。
HIMAC物語第3回目は、この治療計画を担当し、
さらに新しいシステムの開発に取り組む古場さんにお話を伺いました。

ような役割ですね」

がんだけを狙い撃ちしながら正常組織

をしっかりと守るという、世界の最先端

を行く 技術を駆使した重粒子線がん治

療。夢のような出来事は、こうして現実

のものとなるのです。

新たな治療計画システムの
開発に向けて

古場さんは現在、治療計画の仕事と並

行して、新たな業務にも取り組んでいま

す。治療開始以来 17 年間にわたって使

われてきた治療計画システムの更新です。

「システムは導入しても、すぐに使える

わけではありません。放医研独自のやり

方や既存の設備に合わせ、調整していく

『コミッショニング』という作業と、計算

された線量分布が実際の照射と合致して

いるかどうかを確認する『品質保証』と

いう作業が不可欠です」

新システムを使って、現在行っている

業務を何の問題もなくこなせる状態にま

でもっていくこと、これが古場さんの課

題です。新しい治療計画システムはどん

な点が今までと違うのでしょうか。

「より滑らかに 3D 表示ができるように

なり、頭・頸部など複雑に神経や器官が

入り組んでいる患部も観察しやすくなり、

ターゲット部位と正常臓器の位置関係を

きちんと把握しながら照射方向を決める

ことができます。これまで再現できてい

なかったビームの広がりの影響や、体内

でのビームの散乱をシミュレートできる

ようになったのも画期的ですね。より正

確な線量分布の計算を行うことによって、

信頼性の高い治療計画を立てることが可

能になりました」

理想的な線量分布を計算する
「治療計画は、どのような治療を行いた

いのか、担当医の治療方針を聞き取るこ

とから始まります」

がんは体の深部にあることが多く、ま

た正常組織がそのまわりを囲んでいます。

ブラッグピーク（※）を持つという重粒

子線の特性を活かし、がんに集中するよ

うに照射方法を決めて行くのが治療計画

です。古場さんは医師の方針に従って、

照射する重粒子線ビームのエネルギーや

線量、方向などを経験に基づいてコンピュ

ータに入力し、計算結果を確認して、最適

な数値を決めていきます。理想的な線量

分布を実現しつつ、がんよりも手前にある

重要な臓器への照射を回避するために何

度もシミュレーションを繰り返します。

「この段階で医師と再検討し、修正を加

えることもあります。データが確定した

らボーラス・コリメータを発注します」

加工技術者から運び込まれたボーラ

ス・コリメータをチェックするのも古場

さんの仕事です。

「実際に照射台にセットして、計画通り

に照射が行われるかどうかを QA 測定

操作性の点でも進化がありました。

「マウスの他に、ペン入力が可能となり、

医師が直接 CT 画像中にターゲットや正

常臓器の輪郭を書き込むことができるよ

うになりました。これにより、医師の輪

郭入力時間が短縮され、治療計画をスム

ーズに進めることができます」

さらに使いやすく、さらに正確で、わ

かりやすく、という改良を加えていくこ

とが古場さんの次の目標です。それは治

療成績のさらなる向上につながっていく

はずです。

専門知識を治療に生かす
大学・大学院時代、専攻していた物理

の実験に HIMAC を使うため、たびたび

放医研を訪れていたという古場さん。放

医研の活動を知るにつれ、自分が学んだ

知識を実社会に役立てたいという思いが

強くなり、医学物理士の資格を取得して、

3 年前、放医研に入所しました。日本で

はまだ数少ない医学物理士のひとりであ

る古場さん。医学物理士とはどんなお仕

事なのでしょうか。

「放射線治療機器の発達に伴い、工学

や物理の専門知識が求められるようにな

りました。医学物理士とは、そういった

専門知識を生かし、医師や技師の間に立

って、放射線治療計画を立てたり、出力

の校正や安全の管理を行うことを主な仕

事としています。新しい治療計画システ

ムの研究開発もそのひとつですね」

自分の知識を実社会に役立てるという

夢を放医研を舞台に実現しつつある古場

さん。

「大きな責任もありますが、やりがいを

感じます。私自身、これからを楽しみに

しています」

（Quality Assurance）で確認します」

ここで問題がなければ、最終的に決定

したデータを放射線技師に渡して、古場

さんの仕事はひとまず完了し、第 1 回目

の照射が行われます。

「治療計画の仕事は、単独では成立し

ません。医師の治療方針を聞き、ベスト

な照射方法を見つけ出し、次のステップ

に渡します。いわば、ジャンクションの

第3回 重粒子線照射の司令塔

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
その表舞台には多くの医師が見えます
が、医師だけで治療は機能しません。巨
大な加速器HIMACをはじめとする多
くの分野の技術が組み合わされて高精度
な治療システムを作り上げ、それを稼働
させる数多くのスペシャリストがいるの
です。本シリーズでは、重粒子線がん治
療を支える人たちへのインタビューを通
して、その技術やがん治療にかける思い
を紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

古場裕介（こば  ゆうすけ）

重粒子医科学センター
次世代重粒子治療研究プログラム

※ブラッグピーク（Bragg peak）
重粒子線がヒト組織を通過する際、急激にエネルギーを
失い、最大の線量を発生して停止するが、そのエネルギ
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ことが特徴。

オフではマラソンランナーで活躍。チームワー
クづくりはこんなところにも！
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強力かつ極めてシャープな照射を実現している重粒子線がん治療。
この世界最先端を行くがん治療を確実に成功へと導くには、
患者さんの体を蝕

むしば

むがんがどこにあるのか、
どのような状態なのかを正確に把握する必要があります。
今回登場するのは、患者さんと接してさまざまな情報を得たうえで、
PET/CT と呼ばれるもっとも進んだ検査方法でがん細胞を画像化し、
読影によってがんを見極める診断医。
最適な治療を行うための重要なプロセスに携わる、
桃原幸子さんに聞きました。

HIMAC - The Inside Story

め、肝臓に近い部分の診断には不向きで

す。これら二つの薬剤のそれぞれの特徴

をふまえ、症例ごとに適した薬剤を使い

分けて検査を行っています」

決め手は
画像の先にある患者像

放医研では、重粒子線治療の前後に前

立腺がん以外のほとんどの患者さんが

PET/CT 検査を受けます。再発や転移の

チェックのために訪れる患者さんも含め

ると、多い時には 1日に 10 名を超える

方々の検査が行われています。

「治療前の検査は、重粒子線治療の対

象になるかどうかの判断や、がんの進行

状態を確認し、治療計画を立てる目的で

行われています。治療後の検査は、効果

を確かめるための重要な検査です。その

後は再発・転移がないかどうかを調べる

ために定期検査を行っています。

患者さんの中には、身体の不自由な方

や、体調がすぐれない方もいらっしゃい

ます。そういう情報は事前のカルテチェ

ックのみではどうしても不十分になって

しまいますので、検査開始前に看護師が

がんの実態を
PET/CT で見抜く
「PET は『Posi tron Emiss ion 

Tomography（陽電子断層撮影）』の略

称で、放射性同位元素を使った薬品（PET

薬剤）を投与し、薬が患部に集まる様子

を体の外から撮影する検査方法です。レ

ントゲン・CT・MRI などでは、組織の形態・

大きさ・位置などの解剖学的な情報が得

られるのに対し、PET 検査では細胞の活

動の度合いを知ることができます。がん

細胞は正常な細胞よりも代謝が活発で、

そのぶん多くの PET 薬剤を取り込むの

で、画像上で正常な組織と病巣との区別

がつき、がんの悪性度も調べることがで

きるのです。放医研では、両者の優れた

特徴を併せ持つ PET/CT という装置を使

ってがんの診断を行っています」

「使用している薬剤には 2 種類ありま

す。ひとつは一般的に人間ドックなどで

も使われている『FDG』で、これはブド

ウ糖にごく微量な放射性同位元素（F-18）

をつけた薬剤です。もうひとつは『MET』

で、アミノ酸の一種であるメチオニンに

放射性同位元素（C-11）をつけた薬剤で

合にはスタッフが声かけを行うなど、検

査が滞りなく行えるようにサポートして

います」

検査で得られた画像は、桃原さんを含

む 2 名の読影医によって一次読影された

後、指導医によって二次読影され、結果

レポートが即日配信されます。

「指導医である吉川先生に日頃よく言わ

れますが、『患者さんを把握すること』が

何よりも大切です。診断をする上で、問

題となっている部分の状態を正確に把握

するのはもちろんのこと、個々の患者さ

んの症状や病歴など全体を把握すること

も非常に重要です。私達が患者さんと向

き合う機会は、PET 検査室という限られ

た場所になってしまいますが、この検査

が患者さんひとりひとりの今後の人生に

大きく関わってくることを考えると、画

像診断をするということの責任の重さと

重要性に改めて気づかされます」

患者さんの疼痛の有無な

ど状況の確認やバイタル

チェックを行い、何か問

題があった場合は看護

師・検査医・放射線技師

間で情報を共有し、検査

時の患者さんの体勢を工

夫するなど、少しでも負

担を軽くするようにして

います。また、検査への

不安が強い患者さんの場

経験を重ね、
診断医の道を究める

歯学部の大学院生として研究を行って

きた桃原さんは、重粒子線治療に出会っ

た時の感動をこう振り返ります。

「私は研修医時代、総合病院の歯科口腔

外科で研修を受けていました。外科手術

の場合、がんの位置や大きさによっては

体の機能を大きく損ねることがあります

が、日常生活を送る上で基本的な会話の

能力や、食べ物を噛んだり飲み込んだり

する機能に障害をきたしたり、顔の形が

変わってしまったりすると、術後の QOL

（生活の質）の低下は避けられません。当

時、担当した患者さんの中に、口腔がん

の再発でターミナルケアを受けている方

がいらっしゃいました。手術で顔の一部

が取られており、そういった障害の影響

の大きさを目の当たりにしました。その方

と時間を共にする中で気づかされたこと

があります。それは、病気そのものだけ

でなく心のケアがいかに重要であるかと

いうことです。その後、大学院に進学し

てから重粒子線治療の存在を知り、『がん

に強く、患者さんに優しい治療だ！』と

いう印象を受けました。それがこの治療

のすばらしさだと思います。

今後さらなる重粒子線治療の研究・開

発が進み、近い将来は一般的な治療法と

して『がんは切らずに重粒子線で治す』

日が来るのでは…と、希望と期待でいっ

ぱいです。 私自身、これからも PET 検査・

研究に携わりながら、診断の道を究めて

いきたいと考えています」

すが、これは半減期が FDG の 110 分に

対して 20 分と短いため、同じ施設内で

つくらなければ検査に間に合いません。

放医研ではサイクロトロンで C-11を生成

し、MET を合成したものを直接提供して

います。

また、それぞれの薬剤の特徴ですが、

FDG はブドウ糖と同じように脳に多く取

り込まれ、尿中に排泄されます。そのため、

脳や膀胱に近い部分では、病巣があった

としても見えづらくなってしまいます。ま

た炎症を起こしている部分にも取り込ま

れてしまうため、がん病巣なのか、炎症

なのか判断が難しい場合もあります。そ

の場合は、最新の CT や MRI 画像とよく

比較しながら慎重に診断を行っています。

一方、MET は肝臓に多く取り込まれるた

第4回 がんを読み解く診断医

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器 HIMAC をはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

桃原幸子（とうばる・さちこ）

診断医

吉川先生を中心とした画像診断室のみなさん
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強力かつ極めてシャープな照射を実現している重粒子線がん治療。
この世界最先端を行くがん治療を確実に成功へと導くには、
患者さんの体を蝕

むしば

むがんがどこにあるのか、
どのような状態なのかを正確に把握する必要があります。
今回登場するのは、患者さんと接してさまざまな情報を得たうえで、
PET/CT と呼ばれるもっとも進んだ検査方法でがん細胞を画像化し、
読影によってがんを見極める診断医。
最適な治療を行うための重要なプロセスに携わる、
桃原幸子さんに聞きました。

HIMAC - The Inside Story

め、肝臓に近い部分の診断には不向きで

す。これら二つの薬剤のそれぞれの特徴

をふまえ、症例ごとに適した薬剤を使い

分けて検査を行っています」

決め手は
画像の先にある患者像

放医研では、重粒子線治療の前後に前

立腺がん以外のほとんどの患者さんが

PET/CT 検査を受けます。再発や転移の

チェックのために訪れる患者さんも含め

ると、多い時には 1日に 10 名を超える

方々の検査が行われています。

「治療前の検査は、重粒子線治療の対

象になるかどうかの判断や、がんの進行

状態を確認し、治療計画を立てる目的で

行われています。治療後の検査は、効果

を確かめるための重要な検査です。その

後は再発・転移がないかどうかを調べる

ために定期検査を行っています。

患者さんの中には、身体の不自由な方

や、体調がすぐれない方もいらっしゃい

ます。そういう情報は事前のカルテチェ

ックのみではどうしても不十分になって

しまいますので、検査開始前に看護師が

がんの実態を
PET/CT で見抜く
「PET は『Posi tron Emiss ion 

Tomography（陽電子断層撮影）』の略

称で、放射性同位元素を使った薬品（PET

薬剤）を投与し、薬が患部に集まる様子

を体の外から撮影する検査方法です。レ

ントゲン・CT・MRI などでは、組織の形態・

大きさ・位置などの解剖学的な情報が得

られるのに対し、PET 検査では細胞の活

動の度合いを知ることができます。がん

細胞は正常な細胞よりも代謝が活発で、

そのぶん多くの PET 薬剤を取り込むの

で、画像上で正常な組織と病巣との区別

がつき、がんの悪性度も調べることがで

きるのです。放医研では、両者の優れた

特徴を併せ持つ PET/CT という装置を使

ってがんの診断を行っています」

「使用している薬剤には 2 種類ありま

す。ひとつは一般的に人間ドックなどで

も使われている『FDG』で、これはブド

ウ糖にごく微量な放射性同位元素（F-18）

をつけた薬剤です。もうひとつは『MET』

で、アミノ酸の一種であるメチオニンに

放射性同位元素（C-11）をつけた薬剤で

合にはスタッフが声かけを行うなど、検

査が滞りなく行えるようにサポートして

います」

検査で得られた画像は、桃原さんを含

む 2 名の読影医によって一次読影された

後、指導医によって二次読影され、結果

レポートが即日配信されます。

「指導医である吉川先生に日頃よく言わ

れますが、『患者さんを把握すること』が

何よりも大切です。診断をする上で、問

題となっている部分の状態を正確に把握

するのはもちろんのこと、個々の患者さ

んの症状や病歴など全体を把握すること

も非常に重要です。私達が患者さんと向

き合う機会は、PET 検査室という限られ

た場所になってしまいますが、この検査

が患者さんひとりひとりの今後の人生に

大きく関わってくることを考えると、画

像診断をするということの責任の重さと

重要性に改めて気づかされます」

患者さんの疼痛の有無な

ど状況の確認やバイタル

チェックを行い、何か問

題があった場合は看護

師・検査医・放射線技師

間で情報を共有し、検査

時の患者さんの体勢を工

夫するなど、少しでも負

担を軽くするようにして

います。また、検査への

不安が強い患者さんの場

経験を重ね、
診断医の道を究める

歯学部の大学院生として研究を行って

きた桃原さんは、重粒子線治療に出会っ

た時の感動をこう振り返ります。

「私は研修医時代、総合病院の歯科口腔

外科で研修を受けていました。外科手術

の場合、がんの位置や大きさによっては

体の機能を大きく損ねることがあります

が、日常生活を送る上で基本的な会話の

能力や、食べ物を噛んだり飲み込んだり

する機能に障害をきたしたり、顔の形が

変わってしまったりすると、術後の QOL

（生活の質）の低下は避けられません。当

時、担当した患者さんの中に、口腔がん

の再発でターミナルケアを受けている方

がいらっしゃいました。手術で顔の一部

が取られており、そういった障害の影響

の大きさを目の当たりにしました。その方

と時間を共にする中で気づかされたこと

があります。それは、病気そのものだけ

でなく心のケアがいかに重要であるかと

いうことです。その後、大学院に進学し

てから重粒子線治療の存在を知り、『がん

に強く、患者さんに優しい治療だ！』と

いう印象を受けました。それがこの治療

のすばらしさだと思います。

今後さらなる重粒子線治療の研究・開

発が進み、近い将来は一般的な治療法と

して『がんは切らずに重粒子線で治す』

日が来るのでは…と、希望と期待でいっ

ぱいです。 私自身、これからも PET 検査・

研究に携わりながら、診断の道を究めて

いきたいと考えています」

すが、これは半減期が FDG の 110 分に

対して 20 分と短いため、同じ施設内で

つくらなければ検査に間に合いません。

放医研ではサイクロトロンで C-11を生成

し、MET を合成したものを直接提供して

います。

また、それぞれの薬剤の特徴ですが、

FDG はブドウ糖と同じように脳に多く取

り込まれ、尿中に排泄されます。そのため、

脳や膀胱に近い部分では、病巣があった

としても見えづらくなってしまいます。ま

た炎症を起こしている部分にも取り込ま

れてしまうため、がん病巣なのか、炎症

なのか判断が難しい場合もあります。そ

の場合は、最新の CT や MRI 画像とよく

比較しながら慎重に診断を行っています。

一方、MET は肝臓に多く取り込まれるた

第4回 がんを読み解く診断医

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器 HIMAC をはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

桃原幸子（とうばる・さちこ）

診断医

吉川先生を中心とした画像診断室のみなさん
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重粒子線によるがん治療は、診断、撮像、治療計画の立案、固定具や
ボーラス・コリメータの製作を経て、放射線技師による重粒子線の照射で完遂します。
治療計画を完璧に実現していく厳密さと、
生身の患者さんに寄り添う配慮が同時に求められる
そんな技師の仕事について診療放射線室の黒岩俊隆さんに伺いました。

HIMAC - The Inside Story

ば、短い時間で効率的に、決められた線

量の照射が可能ですが、タイミングが合

わないとしばらく重粒子線が出ないこと

もあります」

患者さんによって呼吸の仕方もさまざ

まなので、「息を吐いているほうが長い方

には重粒子線を長く当てることができま

すが、短い方は照射時間が短くなり、治

療にかかる時間は逆に長くなってしまい

ます。それでも一定のリズムで呼吸され

る患者さんはともかく、タイミングや深

さが毎回変わるような方もいますので、

あくまで私たちのほうで、患者さんに合

わせるように努めています」

人のためになる
仕事を目指し、医療の道に

黒岩さんは、三重県桑名の出身。地元

の医療系大学を卒業すると同時に、放医

正確さを求められる
技師の仕事
 「重粒子線治療における放射線技師の重

要な役割の一つには、照射前に行う『位

置決め』があります」と、診療放射線室

の黒岩さんは語ります。

黒岩さんの前のモニターには、あらか

じめ治療計画された治療部位の垂直と水

平の画像と、重粒子線治療室で撮影した

患者さんの垂直と水平の画像が並べられ

ています。「二つの画像の骨の位置が正確

に重なるように、患者さんの体勢の位置

補正をしていきます。簡単に言えば、パ

ズルの絵合わせのようなものです」

二つの画像の同じ箇所をクリックして

表示される数値情報のずれから、修正の

度合いを黒岩さんは頭の中で計算します。

それをもとにベッドをどれだけ動かすか

という信号を送ります。この作業を繰り

返し、最終的には位置決め精度をサブミ

リメートル（0.1 ～ 1㎜程度）まで縮め、

治療計画に沿った重粒子線を当てる作業

に入ります。

「治療は、早ければ入室から退室まで

15 分ほどですみます。しかし、時には、

30 分も 40 分もかけて、位置決めをする

こともあります。がんの治療ですのでい

い加減にはできません」

研に入所しました。「放医研に HIMAC が

導入された翌年の 1995 年の入所で、今

年で 17 年目になります。先輩が HIMAC

以後につくられた佐賀や群馬の重粒子線

治療施設に移られたので、いつの間にか

治療ホールの中では 2 番目の古株になり

ました」

医療の道を目指したのは、人のために

なる仕事をしたいという願いからで、進

学の際に迷いはなかったそうです。「そも

そも放射線技師を養成する大学に通って

いたのですが、世界初の医療用重粒子加

速装置（HIMAC）によるがん治療の現場

に教え子を送り込みたいという担当教授

の熱意もあって、放医研に推薦されて入

所しました」

はじめのうちは、重粒子線治療のすご

さはわからなかったといいます。「やって

いくうちに、今までの治療法では治らな

かった方が治っていく。実際に治療効果

が上がった患者さんにお会いすると、そ

れが喜びに変わり、この仕事に就いて良

かったなあ、と思うようになりました」

患者さんと直接顔を合わせ、治療を行

う放射線技師ならではの感想です。

人材育成への貢献
放医研には、後進の技術者を育てると

いう使命もあります。現在導入が進めら

れている施設から、研修生を受け入れて

います。

　「一緒に作業することによって基本的な

仕事を覚えてもらいます。その上で、重

粒子線治療のノウハウを実践的に覚えて

もらうようにしています。研修期間はお

よそ半年で、もう少し時間があればと思

いますが、限られた時間の中で、できる

だけ多くのものを学び持ち帰ってもらい

たいと考えています」

重粒子線治療は、最短 1日、約 1 時間

の治療で終わることもありますが、最長

20 回、約一月かかります。

患者さんの
呼吸に合わせて照射

主に頭頸部と前立腺の治療を除いて、

照射の際には呼吸同期が必要です。治療

計画用の CT 画像は、患者さんの呼吸を

変換した波形を見て、息を吐いた時（呼

気時）に撮影されます。位置決め画像も

同様に呼気時に撮影します。そして照射

も呼気時に行われるので、狙った位置ピ

ッタリに照射できるようになります。

「呼吸の波形が設定範囲内に入ったら、

自動的にビーム照射を行うという設定が

できます。ただ、重粒子線の場合、照射

は 3.3 秒ごとに行われるという制約があ

ります。呼吸と照射のタイミングが合え

第5回 位置決め精度「サブミリ」を目指して

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

黒岩俊隆（くろいわ としたか）

重粒子医科学センター病院　
診療放射線室　診療放射線技師

重いボーラス、コリメータの扱いにはとりわけ緊張します。

診療放射線室のみなさん

患者さんごとにあつらえた固定具を正確にセットします。

治療計画で撮られた画像と重粒子線治療室で撮られた画
像の 2 枚を骨の位置でぴったりと合わせます。（モニタ
ー室）

仕事を離れれば、バスケットボールが趣味と

いう黒岩さんですが、多忙で緊張の続く日々を

過ごしているからこそ、限られたプライベート

の時間を大切にしています。患者さんが少しで

も快適に治療を受けられるよう気を配る心優し

い黒岩さんが、今後ますます頼れる存在になる

ことはまちがいありません。
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重粒子線によるがん治療は、診断、撮像、治療計画の立案、固定具や
ボーラス・コリメータの製作を経て、放射線技師による重粒子線の照射で完遂します。
治療計画を完璧に実現していく厳密さと、
生身の患者さんに寄り添う配慮が同時に求められる
そんな技師の仕事について診療放射線室の黒岩俊隆さんに伺いました。

HIMAC - The Inside Story

ば、短い時間で効率的に、決められた線

量の照射が可能ですが、タイミングが合

わないとしばらく重粒子線が出ないこと

もあります」

患者さんによって呼吸の仕方もさまざ

まなので、「息を吐いているほうが長い方

には重粒子線を長く当てることができま

すが、短い方は照射時間が短くなり、治

療にかかる時間は逆に長くなってしまい

ます。それでも一定のリズムで呼吸され

る患者さんはともかく、タイミングや深

さが毎回変わるような方もいますので、

あくまで私たちのほうで、患者さんに合

わせるように努めています」

人のためになる
仕事を目指し、医療の道に

黒岩さんは、三重県桑名の出身。地元

の医療系大学を卒業すると同時に、放医

正確さを求められる
技師の仕事
 「重粒子線治療における放射線技師の重

要な役割の一つには、照射前に行う『位

置決め』があります」と、診療放射線室

の黒岩さんは語ります。

黒岩さんの前のモニターには、あらか

じめ治療計画された治療部位の垂直と水

平の画像と、重粒子線治療室で撮影した

患者さんの垂直と水平の画像が並べられ

ています。「二つの画像の骨の位置が正確

に重なるように、患者さんの体勢の位置

補正をしていきます。簡単に言えば、パ

ズルの絵合わせのようなものです」

二つの画像の同じ箇所をクリックして

表示される数値情報のずれから、修正の

度合いを黒岩さんは頭の中で計算します。

それをもとにベッドをどれだけ動かすか

という信号を送ります。この作業を繰り

返し、最終的には位置決め精度をサブミ

リメートル（0.1 ～ 1㎜程度）まで縮め、

治療計画に沿った重粒子線を当てる作業

に入ります。

「治療は、早ければ入室から退室まで

15 分ほどですみます。しかし、時には、

30 分も 40 分もかけて、位置決めをする

こともあります。がんの治療ですのでい

い加減にはできません」

研に入所しました。「放医研に HIMAC が

導入された翌年の 1995 年の入所で、今

年で 17 年目になります。先輩が HIMAC

以後につくられた佐賀や群馬の重粒子線

治療施設に移られたので、いつの間にか

治療ホールの中では 2 番目の古株になり

ました」

医療の道を目指したのは、人のために

なる仕事をしたいという願いからで、進

学の際に迷いはなかったそうです。「そも

そも放射線技師を養成する大学に通って

いたのですが、世界初の医療用重粒子加

速装置（HIMAC）によるがん治療の現場

に教え子を送り込みたいという担当教授

の熱意もあって、放医研に推薦されて入

所しました」

はじめのうちは、重粒子線治療のすご

さはわからなかったといいます。「やって

いくうちに、今までの治療法では治らな

かった方が治っていく。実際に治療効果

が上がった患者さんにお会いすると、そ

れが喜びに変わり、この仕事に就いて良

かったなあ、と思うようになりました」

患者さんと直接顔を合わせ、治療を行

う放射線技師ならではの感想です。

人材育成への貢献
放医研には、後進の技術者を育てると

いう使命もあります。現在導入が進めら

れている施設から、研修生を受け入れて

います。

　「一緒に作業することによって基本的な

仕事を覚えてもらいます。その上で、重

粒子線治療のノウハウを実践的に覚えて

もらうようにしています。研修期間はお

よそ半年で、もう少し時間があればと思

いますが、限られた時間の中で、できる

だけ多くのものを学び持ち帰ってもらい

たいと考えています」

重粒子線治療は、最短 1日、約 1 時間

の治療で終わることもありますが、最長

20 回、約一月かかります。

患者さんの
呼吸に合わせて照射

主に頭頸部と前立腺の治療を除いて、

照射の際には呼吸同期が必要です。治療

計画用の CT 画像は、患者さんの呼吸を

変換した波形を見て、息を吐いた時（呼

気時）に撮影されます。位置決め画像も

同様に呼気時に撮影します。そして照射

も呼気時に行われるので、狙った位置ピ

ッタリに照射できるようになります。

「呼吸の波形が設定範囲内に入ったら、

自動的にビーム照射を行うという設定が

できます。ただ、重粒子線の場合、照射

は 3.3 秒ごとに行われるという制約があ

ります。呼吸と照射のタイミングが合え

第5回 位置決め精度「サブミリ」を目指して

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

黒岩俊隆（くろいわ としたか）

重粒子医科学センター病院　
診療放射線室　診療放射線技師

重いボーラス、コリメータの扱いにはとりわけ緊張します。

診療放射線室のみなさん

患者さんごとにあつらえた固定具を正確にセットします。

治療計画で撮られた画像と重粒子線治療室で撮られた画
像の 2 枚を骨の位置でぴったりと合わせます。（モニタ
ー室）

仕事を離れれば、バスケットボールが趣味と

いう黒岩さんですが、多忙で緊張の続く日々を

過ごしているからこそ、限られたプライベート

の時間を大切にしています。患者さんが少しで

も快適に治療を受けられるよう気を配る心優し

い黒岩さんが、今後ますます頼れる存在になる

ことはまちがいありません。
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重粒子線がん治療は、患者さんが楽な姿勢のまま行えるのが理想。
同時に、複数回にわたる照射の精度を高めるためにも、
患者さんの体を正確に固定することが必要です。
同じ姿勢を繰り返し再現できるよう、一人ひとりの患者さんのために
カスタマイズした手作りの固定具が、その鍵を握っています。
診療放射線技師の鶴岡さんに話を伺いました。

HIMAC - The Inside Story
　「そのままでは患者さんが火傷（やけど）
してしまうので、体に当たる部分を 40℃

強になるまで冷まします」。ここで登場す

るのが、たくさん用意されている団扇（う

ちわ）です。

　「扇風機などの機械を使うと一様に温度

が下がり、シート全体が硬くなってしま

うため、体にフィットさせることができま

せん。体に当たる部分は冷まし、その他

の部分は、軟らかいままにしておく必要

があります。固定具は患者さん一人一人

に合わせるオーダーメイドなので、きめ

細かな調整のきく、アナログな方法が効

果を発揮します」。

　たいていの患者さんが、団扇でシート

をパタパタあおぐ鶴岡さんたちの姿を見

て、笑い出すといいます。「最先端の治療

を受けに来たらあまりに身近なものが使

われているからホッとするのでしょう

か？笑うことで、余計な緊張がほぐれま

すから、それも良い点ですね」。熱が取れ

たら、患者さんの上にかぶせ、水や扇風

機の風を当てて、冷やして固めます。こ

の時間は 10分程度です。

緊張や不安や頑張りを
取り除く
　固定具製作は、重粒子線治療の入り口

に当たると鶴岡さんはいいます。「それだ

けに患者さんの緊張や不安は大きいし、

頑張ろう、という気負いも強い。頑張る

と人間は力が入ります。力の入った状態

を一定にキープすることはできませんか

治療に合う楽な姿勢を求めて
　「固定具製作は、基本的に 4 名体制で

行われます。私たち放射線技師が 2 名、

曜日替りの医師と看護師が各 1 名です。

医師が立ち会うのは、事前の担当医から

のオーダーに対し、私たちの方から、照

射現場のことを考えるとこうした方がい

いのではないか、という新たな提案が出

た場合、その場ですぐに結論を出しても

らうためです。看護師は、患者さんの状

態を見守るという意味もありますが、女

性の患者さんが増えたこともあり、こん

な胡散臭(うさんくさ)いおじさんたちに、

一人で囲まれるのは不安ではないかとい

うことで（笑）、数年ほど前から、常時つ

いてもらうようにしました」。患者さんに

ついて語る鶴岡さんの口調には、ユーモ

アと温かみがあふれています。

　患者さんは多い時で 1日 8 名、平均す

ると 5 名位だそうです。がんの部位によ

って、固定具を製作する難しさは変わる

のでしょうか。

　「部位というよりも、患者さんの状態で

すね。痛みがひどく、じっとしているの

がつらい人は、照射に求められる姿勢と、

その人が 30 分程度は耐えられる姿勢の

両方を同時に満たす体位を探さねばなら

ないという難しさがあります」。固定具製

作の所要時間は 30 分という想定ですが、

基本的にその時間内で終わることは殆ど

無く、時には、姿勢を決めるだけで 1 時

間程度を要することもあるそうです。

固定具製作の流れ
～最先端治療を支える秘密兵器とは？～
　姿勢が決まったら、いよいよ固定具の

ら、患者さんは無意識のうちに、体位の

微調整を繰り返すことになります。例え

ば位置を合わせる時に、右に 2 ミリだな

と修正して、再チェックすると、今度は

左に 2 ミリずれているというようなイタ

チごっこが発生しやすくなります」。

　照射がスムーズに行われるように、緊

張や不安、力みを取り除いた状態で、固

定具をつくるのが自分たちの役目だと鶴

岡さんは語ります。

　「そのため、患者さんには積極的に話し

かけるように心がけています。患者さん

は全国からいらっしゃるので、その土地

のことや食べ物のことを話題にすること

が多いですね。傍 ( はた ) から見れば、本

当に仕事をしているのかな、と不謹慎に

思えるかもしれませんが（笑）」。和やか

な固定具室の風景が目に浮かびます。

　リラックスして楽な姿勢をとっていた

だくと同時に、つくる側にも注意点があ

るそうです。「あまりガッチリ固めてしま

ってはいけません。しっかり固めすぎると、

痛みが出ます。痛みがあると人間は、無

意識に動いてしまい

ます。毎回同じ姿勢

をとれる、さらに同

じ姿勢を取り続けら

れるということを主

眼として、微調整を

行いながら製作して

います」。

HIMAC誕生
に立ち会う
　子どもの頃から機

械が好きで、いろいろなものを分解した

り、組み立てたりして遊んでいたという

鶴岡さんは、工学部への進学を希望して

いました。「試験の日程が空いてしまい、

ボンヤリしているのは良くないと、たま

たま医療短大も受けたら、そこしか受か

りませんでした（笑）」。

　卒業後、地元大阪で放射線技師として

職に就いて間もなく、たまたま訪ねた母

校で、恩師から HIMAC 行きを勧められ

ました。「放医研自体は、教科書に載って

いるような施設ですから、もちろん知って

いました。そこで、当時としては世界で唯

一の医療用の重粒子線加速器がつくられ

るという。そんな面白そうな所に行かな

い手はない！」。機械好きの血が騒ぎ、就

職したばかりの総合病院を後に、HIMAC

開設前の放医研にやってきました。

　「幸せなことに、第 1 号の患者さんから

立ち会うことができました。厳密にいえ

ば、その前の動物実験の段階からですけ

ど…」と、開設当初の忙しさから伸ばし

始めたトレードマークのヒゲをなでる鶴

岡さん。まさに、HIMAC を支えてきたパ

イオニアの一人です。

製作が始まります。固定具は身体を下か

ら支える凹状の型と、上から覆うシェル

の二つで構成されます。

　「はじめに下の型をつくります。ビーズ

状の樹脂と水を吸うと固まる接着剤を詰

めた布製の袋が、型材となります。布の

上から霧吹きを押し当てるようにして水

を入れ、ある程度の柔らかさになったら、

患者さんに寝ていただき、事前に決めて

いた体位をとっていただきます」。10 分

程度で樹脂は固まり、凹型が完成します。

　「下の型が固まったら細部を加工するた

めに、いったん患者さんには、起き上が

って休んでいただき、その間にシェルの

準備をします」。シェルの材料となるのは、

白いシート状の樹脂です。このシートは、

ヒーターで 70℃程度まで温めると、透明

に変わり、軟らかくなります。

第6回 快適な治療は固定具から

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

鶴岡伊知郎（つるおか いちろう）

診療放射線技師

安心して治療を受けていただけるよう、スタッフ一同努
力しています。

患者さんの体を下から支える型を製作します。

患者さんの体を覆うシェルを製作します。

りませんでした（笑）」。

安心して治療を受けていただけるよう、スタッフ一同努

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。
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重粒子線がん治療は、患者さんが楽な姿勢のまま行えるのが理想。
同時に、複数回にわたる照射の精度を高めるためにも、
患者さんの体を正確に固定することが必要です。
同じ姿勢を繰り返し再現できるよう、一人ひとりの患者さんのために
カスタマイズした手作りの固定具が、その鍵を握っています。
診療放射線技師の鶴岡さんに話を伺いました。

HIMAC - The Inside Story
　「そのままでは患者さんが火傷（やけど）
してしまうので、体に当たる部分を 40℃

強になるまで冷まします」。ここで登場す

るのが、たくさん用意されている団扇（う

ちわ）です。

　「扇風機などの機械を使うと一様に温度

が下がり、シート全体が硬くなってしま

うため、体にフィットさせることができま

せん。体に当たる部分は冷まし、その他

の部分は、軟らかいままにしておく必要

があります。固定具は患者さん一人一人

に合わせるオーダーメイドなので、きめ

細かな調整のきく、アナログな方法が効

果を発揮します」。

　たいていの患者さんが、団扇でシート

をパタパタあおぐ鶴岡さんたちの姿を見

て、笑い出すといいます。「最先端の治療

を受けに来たらあまりに身近なものが使

われているからホッとするのでしょう

か？笑うことで、余計な緊張がほぐれま

すから、それも良い点ですね」。熱が取れ

たら、患者さんの上にかぶせ、水や扇風

機の風を当てて、冷やして固めます。こ

の時間は 10分程度です。

緊張や不安や頑張りを
取り除く
　固定具製作は、重粒子線治療の入り口

に当たると鶴岡さんはいいます。「それだ

けに患者さんの緊張や不安は大きいし、

頑張ろう、という気負いも強い。頑張る

と人間は力が入ります。力の入った状態

を一定にキープすることはできませんか

治療に合う楽な姿勢を求めて
　「固定具製作は、基本的に 4 名体制で

行われます。私たち放射線技師が 2 名、

曜日替りの医師と看護師が各 1 名です。

医師が立ち会うのは、事前の担当医から

のオーダーに対し、私たちの方から、照

射現場のことを考えるとこうした方がい

いのではないか、という新たな提案が出

た場合、その場ですぐに結論を出しても

らうためです。看護師は、患者さんの状

態を見守るという意味もありますが、女

性の患者さんが増えたこともあり、こん

な胡散臭(うさんくさ)いおじさんたちに、

一人で囲まれるのは不安ではないかとい

うことで（笑）、数年ほど前から、常時つ

いてもらうようにしました」。患者さんに

ついて語る鶴岡さんの口調には、ユーモ

アと温かみがあふれています。

　患者さんは多い時で 1日 8 名、平均す

ると 5 名位だそうです。がんの部位によ

って、固定具を製作する難しさは変わる

のでしょうか。

　「部位というよりも、患者さんの状態で

すね。痛みがひどく、じっとしているの

がつらい人は、照射に求められる姿勢と、

その人が 30 分程度は耐えられる姿勢の

両方を同時に満たす体位を探さねばなら

ないという難しさがあります」。固定具製

作の所要時間は 30 分という想定ですが、

基本的にその時間内で終わることは殆ど

無く、時には、姿勢を決めるだけで 1 時

間程度を要することもあるそうです。

固定具製作の流れ
～最先端治療を支える秘密兵器とは？～
　姿勢が決まったら、いよいよ固定具の

ら、患者さんは無意識のうちに、体位の

微調整を繰り返すことになります。例え

ば位置を合わせる時に、右に 2 ミリだな

と修正して、再チェックすると、今度は

左に 2 ミリずれているというようなイタ

チごっこが発生しやすくなります」。

　照射がスムーズに行われるように、緊

張や不安、力みを取り除いた状態で、固

定具をつくるのが自分たちの役目だと鶴

岡さんは語ります。

　「そのため、患者さんには積極的に話し

かけるように心がけています。患者さん

は全国からいらっしゃるので、その土地

のことや食べ物のことを話題にすること

が多いですね。傍 ( はた ) から見れば、本

当に仕事をしているのかな、と不謹慎に

思えるかもしれませんが（笑）」。和やか

な固定具室の風景が目に浮かびます。

　リラックスして楽な姿勢をとっていた

だくと同時に、つくる側にも注意点があ

るそうです。「あまりガッチリ固めてしま

ってはいけません。しっかり固めすぎると、

痛みが出ます。痛みがあると人間は、無

意識に動いてしまい

ます。毎回同じ姿勢

をとれる、さらに同

じ姿勢を取り続けら

れるということを主

眼として、微調整を

行いながら製作して

います」。

HIMAC誕生
に立ち会う
　子どもの頃から機

械が好きで、いろいろなものを分解した

り、組み立てたりして遊んでいたという

鶴岡さんは、工学部への進学を希望して

いました。「試験の日程が空いてしまい、

ボンヤリしているのは良くないと、たま

たま医療短大も受けたら、そこしか受か

りませんでした（笑）」。

　卒業後、地元大阪で放射線技師として

職に就いて間もなく、たまたま訪ねた母

校で、恩師から HIMAC 行きを勧められ

ました。「放医研自体は、教科書に載って

いるような施設ですから、もちろん知って

いました。そこで、当時としては世界で唯

一の医療用の重粒子線加速器がつくられ

るという。そんな面白そうな所に行かな

い手はない！」。機械好きの血が騒ぎ、就

職したばかりの総合病院を後に、HIMAC

開設前の放医研にやってきました。

　「幸せなことに、第 1 号の患者さんから

立ち会うことができました。厳密にいえ

ば、その前の動物実験の段階からですけ

ど…」と、開設当初の忙しさから伸ばし

始めたトレードマークのヒゲをなでる鶴

岡さん。まさに、HIMAC を支えてきたパ

イオニアの一人です。

製作が始まります。固定具は身体を下か

ら支える凹状の型と、上から覆うシェル

の二つで構成されます。

　「はじめに下の型をつくります。ビーズ

状の樹脂と水を吸うと固まる接着剤を詰

めた布製の袋が、型材となります。布の

上から霧吹きを押し当てるようにして水

を入れ、ある程度の柔らかさになったら、

患者さんに寝ていただき、事前に決めて

いた体位をとっていただきます」。10 分

程度で樹脂は固まり、凹型が完成します。

　「下の型が固まったら細部を加工するた

めに、いったん患者さんには、起き上が

って休んでいただき、その間にシェルの

準備をします」。シェルの材料となるのは、

白いシート状の樹脂です。このシートは、

ヒーターで 70℃程度まで温めると、透明

に変わり、軟らかくなります。

第6回 快適な治療は固定具から

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

鶴岡伊知郎（つるおか いちろう）

診療放射線技師

安心して治療を受けていただけるよう、スタッフ一同努
力しています。

患者さんの体を下から支える型を製作します。

患者さんの体を覆うシェルを製作します。

りませんでした（笑）」。

安心して治療を受けていただけるよう、スタッフ一同努

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。
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査では、患部から微量な組織や細胞を採

取し、標本にします。山田さんの仕事は

判断しやすい組織標本をつくることです。

　「組織標本から、その患者さんが確か

にがんであること、そのがんの種類、悪

性度などから、重粒子線治療に対する適

性がわかります。その結果も踏まえて、

先進医療会議で認められないかぎり、重

粒子線治療を受けることはできません」

組織標本ができるまで
　「組織標本は、医師が採取した組織を

ホルマリンという薬品に約 24 時間漬け

て、組織が腐らないようにすること（固

定）からはじまります。次に、その組織

をパラフィンで固めます（包埋）。この

作業も 24 時間ほどかかります。これを

3 マイクロメートル程度の厚さにスライ

スしてから（薄切）、40 度ぐらいまで

温めながらスライドグラスに貼り付け

て、細胞の色を染め分けます（染色）。

最後に、この色が落ちないように封入剤

を入れ、カバーガラスをして永久標本が

完成します」。最短でも 3 日はかかり、

熟練の技が要求される標本づくり。放医

研に来るまでは研究ばかりで、ほとんど

経験がなかった山田さんは、入所後、千

葉大学第一病理の研究室に通い、一から

標本づくりを学びました。「職人の修業

のような世界でしたね。ダメだ、こんな

のと言われながら、1 カ月くらいみっち

り叩きこまれました（笑）」

　山田さんの考えるよい病理標本とはど

ういうものなのでしょうか。

　「薄切の場合、各臓器ごとに標準の厚

さというものがあります。婦人科系や呼

1時間以内に出される検査結果
　「臨床検査は、患者さんから採取した

血液や尿などを調べる検体検査、細胞や

組織を採取してがんの有無を調べる病理

検査、心電図や肺活量など患者さんの体

を直接調べる生理機能検査の 3 つがあ

ります。検体検査には、赤血球・白血球・

血小板の数を調べる血液検査、血糖値や

肝機能・腎機能を調べる生化学検査があ

ります。さらに、当院でもっとも力を入

れているのが、腫瘍マーカーの検査です。

これは、がんの診断と治療効果の判定に

欠かすことができません」

　山田さんの入所当時は、生化学の一部

や腫瘍マーカーの検査は、その日のうち

に結果を出すのは難しかったそうです

が、現在では、1 時間以内に結果を出せ

るようになり、外来の患者さんには、診

察時に主治医から検査結果の説明が行わ

れるようになっています。

　「これは、当時と比べて検査装置の性

能が大きく進歩したこともありますが、

速く・正確に検査結果を出せるのは、そ

れを扱う検査技師の技術の向上とチーム

ワークによるものです」

　臨床検査室のメンバーはパート 2 名

を含め、6 名。このメンバーで 1 日に

50 ～ 60 件の検査を行います。「各検査

の責任者は決まっていますが、少ない人

数で行っているので、どの分野の担当者

もすべての検査機器が操作できるように

訓練しています。私の専門は、臨床検査

吸器系でおよそ 3 マイクロメートルです

が、臓器によっては、その½  、⅓  の厚さ

に切らなくてはいけません。まずその要

求を満たしていること。染色の場合、核

とその周りをきれいに染め分け、診断す

る医師が迷いなく『がんなのかどうか』、

または『がんに移行する可能性がある細

胞なのか』を読みとれるのが、よい標本

だと言えます」

　よい標本をつくる難しさはどんなとこ

ろにあるのでしょうか。

　「臓器ごとに、見なくてはいけない形

があります。例えば消化管では、粘膜と

筋層と外膜の 3 層がきちんと出ていな

いと意味がありません。そのためには、

その面がうまく表側に出るように切って

いかなければなりません。また、臓器に

よっては変性しているものもあり、本来

白っぽいものが黒くなっていることもあ

ります。それを正しく判断する目も必要

です。つまり、マクロの目で現物をきち

んと見て、ミクロの目である顕微鏡で、

正しく標本になっているかどうかを確認

することが大切です」

　うまくいっていない場合は、もう一度

つくり直すのでしょうか。

　「患部の一部を針で取って調べる針生

検の場合は、針の中に入ったほんのわず

かなサンプルを標本にするのですから、

失敗するとやり直しがききません。とく

に肺がんの場合、背中に近い奥まった部

分が患部であることが多く、気管支鏡で

探って、探って、探ったあげくに細胞を

採取します。患者さんのご苦労を見てい

ますから、失敗したからもう一度お願い

しますとは絶対に言えません」

患者さんに寄り添って
　山田さんから伺った機能検査のエピソ

ードはとても印象的です。

　「肺がんの患者さんは、重粒子線の照

射により、呼吸機能が変化する場合もあ

ります。そこで、肺活量、酸素の取り込

み量などが一定基準を満たしているかど

うか、必ず治療の前にチェックし、それ

に満たない場合は、治療の適用が難しく

なる場合があります。

　ことに肺気腫の患者さんは、肺の手術

が難しいということで、重粒子線治療に

賭けています。少ない肺活量の中で、治

療できるかできないかのギリギリの判断

になりますので、検査を行う私たちも力

が入ります。『がんばって、限界まで肺

活量を出して、先生に治療の判断をもら

いましょうね』と励ましながら、患者さ

んと一緒に私も汗をかきます」

　病理標本に注がれる冷静なミクロの

目。患者さんを見守る温かなマクロの目。

この 2 つは山田さんの中でしっかりつ

ながっているようです。

の中でも病理検査ですが、人手が足りな

いときは、血液検査も生理機能検査も手

伝います」と、山田さんは臨床検査室の

忙しい日常を説明します。

重粒子線治療の鍵を握る
病理検査
　放医研では、治療に先立ち、重粒子線

治療を行うべきか否かを検討する「先進

医療会議」が開かれます。

　「患者さんにとって重粒子線治療が最

適な治療法なのか、また、その効果はど

れくらい期待できるのかなど、外部の方

も参加して、客観的に判断を下します」。

その際に重要な判断材料となるのが、山

田さんが担当する病理検査です。病理検

第7回 重要な判断の決め手となる病理検査

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

山田泰寿（やまだ　たいじゅ）

臨床検査室

臨床検査室のみなさん

組織標本の一例

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

臨床検査では、患者さんから血液や尿、細胞や組織などを採取、
さまざまな技術で測定し、からだの状態を明らかにしていきます。
その測定結果は、診断、治療、予後、それぞれの段階で
重要な役割を果たしています。
臨床検査室の仕事の流れと、担当する病理検査について、
主任臨床検査技師の山田さんに話を伺いました。
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査では、患部から微量な組織や細胞を採

取し、標本にします。山田さんの仕事は

判断しやすい組織標本をつくることです。

　「組織標本から、その患者さんが確か

にがんであること、そのがんの種類、悪

性度などから、重粒子線治療に対する適

性がわかります。その結果も踏まえて、

先進医療会議で認められないかぎり、重

粒子線治療を受けることはできません」

組織標本ができるまで
　「組織標本は、医師が採取した組織を

ホルマリンという薬品に約 24 時間漬け

て、組織が腐らないようにすること（固

定）からはじまります。次に、その組織

をパラフィンで固めます（包埋）。この

作業も 24 時間ほどかかります。これを

3 マイクロメートル程度の厚さにスライ

スしてから（薄切）、40 度ぐらいまで

温めながらスライドグラスに貼り付け

て、細胞の色を染め分けます（染色）。

最後に、この色が落ちないように封入剤

を入れ、カバーガラスをして永久標本が

完成します」。最短でも 3 日はかかり、

熟練の技が要求される標本づくり。放医

研に来るまでは研究ばかりで、ほとんど

経験がなかった山田さんは、入所後、千

葉大学第一病理の研究室に通い、一から

標本づくりを学びました。「職人の修業

のような世界でしたね。ダメだ、こんな

のと言われながら、1 カ月くらいみっち

り叩きこまれました（笑）」

　山田さんの考えるよい病理標本とはど

ういうものなのでしょうか。

　「薄切の場合、各臓器ごとに標準の厚

さというものがあります。婦人科系や呼

1時間以内に出される検査結果
　「臨床検査は、患者さんから採取した

血液や尿などを調べる検体検査、細胞や

組織を採取してがんの有無を調べる病理

検査、心電図や肺活量など患者さんの体

を直接調べる生理機能検査の 3 つがあ

ります。検体検査には、赤血球・白血球・

血小板の数を調べる血液検査、血糖値や

肝機能・腎機能を調べる生化学検査があ

ります。さらに、当院でもっとも力を入

れているのが、腫瘍マーカーの検査です。

これは、がんの診断と治療効果の判定に

欠かすことができません」

　山田さんの入所当時は、生化学の一部

や腫瘍マーカーの検査は、その日のうち

に結果を出すのは難しかったそうです

が、現在では、1 時間以内に結果を出せ

るようになり、外来の患者さんには、診

察時に主治医から検査結果の説明が行わ

れるようになっています。

　「これは、当時と比べて検査装置の性

能が大きく進歩したこともありますが、

速く・正確に検査結果を出せるのは、そ

れを扱う検査技師の技術の向上とチーム

ワークによるものです」

　臨床検査室のメンバーはパート 2 名

を含め、6 名。このメンバーで 1 日に

50 ～ 60 件の検査を行います。「各検査

の責任者は決まっていますが、少ない人

数で行っているので、どの分野の担当者

もすべての検査機器が操作できるように

訓練しています。私の専門は、臨床検査

吸器系でおよそ 3 マイクロメートルです

が、臓器によっては、その½  、⅓  の厚さ

に切らなくてはいけません。まずその要

求を満たしていること。染色の場合、核

とその周りをきれいに染め分け、診断す

る医師が迷いなく『がんなのかどうか』、

または『がんに移行する可能性がある細

胞なのか』を読みとれるのが、よい標本

だと言えます」

　よい標本をつくる難しさはどんなとこ

ろにあるのでしょうか。

　「臓器ごとに、見なくてはいけない形

があります。例えば消化管では、粘膜と

筋層と外膜の 3 層がきちんと出ていな

いと意味がありません。そのためには、

その面がうまく表側に出るように切って

いかなければなりません。また、臓器に

よっては変性しているものもあり、本来

白っぽいものが黒くなっていることもあ

ります。それを正しく判断する目も必要

です。つまり、マクロの目で現物をきち

んと見て、ミクロの目である顕微鏡で、

正しく標本になっているかどうかを確認

することが大切です」

　うまくいっていない場合は、もう一度

つくり直すのでしょうか。

　「患部の一部を針で取って調べる針生

検の場合は、針の中に入ったほんのわず

かなサンプルを標本にするのですから、

失敗するとやり直しがききません。とく

に肺がんの場合、背中に近い奥まった部

分が患部であることが多く、気管支鏡で

探って、探って、探ったあげくに細胞を

採取します。患者さんのご苦労を見てい

ますから、失敗したからもう一度お願い

しますとは絶対に言えません」

患者さんに寄り添って
　山田さんから伺った機能検査のエピソ

ードはとても印象的です。

　「肺がんの患者さんは、重粒子線の照

射により、呼吸機能が変化する場合もあ

ります。そこで、肺活量、酸素の取り込

み量などが一定基準を満たしているかど

うか、必ず治療の前にチェックし、それ

に満たない場合は、治療の適用が難しく

なる場合があります。

　ことに肺気腫の患者さんは、肺の手術

が難しいということで、重粒子線治療に

賭けています。少ない肺活量の中で、治

療できるかできないかのギリギリの判断

になりますので、検査を行う私たちも力

が入ります。『がんばって、限界まで肺

活量を出して、先生に治療の判断をもら

いましょうね』と励ましながら、患者さ

んと一緒に私も汗をかきます」

　病理標本に注がれる冷静なミクロの

目。患者さんを見守る温かなマクロの目。

この 2 つは山田さんの中でしっかりつ

ながっているようです。

の中でも病理検査ですが、人手が足りな

いときは、血液検査も生理機能検査も手

伝います」と、山田さんは臨床検査室の

忙しい日常を説明します。

重粒子線治療の鍵を握る
病理検査
　放医研では、治療に先立ち、重粒子線

治療を行うべきか否かを検討する「先進

医療会議」が開かれます。

　「患者さんにとって重粒子線治療が最

適な治療法なのか、また、その効果はど

れくらい期待できるのかなど、外部の方

も参加して、客観的に判断を下します」。

その際に重要な判断材料となるのが、山

田さんが担当する病理検査です。病理検

第7回 重要な判断の決め手となる病理検査

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

山田泰寿（やまだ　たいじゅ）

臨床検査室

臨床検査室のみなさん

組織標本の一例

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

臨床検査では、患者さんから血液や尿、細胞や組織などを採取、
さまざまな技術で測定し、からだの状態を明らかにしていきます。
その測定結果は、診断、治療、予後、それぞれの段階で
重要な役割を果たしています。
臨床検査室の仕事の流れと、担当する病理検査について、
主任臨床検査技師の山田さんに話を伺いました。
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行い、何か異常が発生すれば、現場に人

を急行させるシステムになっています。

　しかし、非常誘導灯の蛍光灯が切れて

いたとか、水漏れが発生していたといっ

た、機械がモニターしきれない部分は、

人が実際に行ってみて細かくチェックす

る必要があります。すぐ対応できるもの

であれば、その場で即刻修理します」

とにかく治療が最優先
　「みなさんあまり目にする機会がない

ので、気がつかれないかもしれませんが、

大きな建物には、必ず私たちと同じよう

な仕事をしている人がいます。一般の建

物との違いは、ここががん治療を行って

いる施設であることですね。ですから何

より治療が優先されています。治療や実

験で照射が行われている時には、立ち入

り禁止区域に入ることはできませんし、

それ以外の場所でも、患者さんの邪魔に

ならないよう作業に配慮します」

　そのため、HIMACが稼働していない

日曜から月曜にかけての作業が多くな

り、夏前のこの時期には、とくに冷房シ

ステムのメンテナンスに気を遣うそうで

す。「装置から熱が出るので、HIMAC

の置かれた場所では冬でも冷房していま

す。熱源と呼ばれる冷房用の設備が 4

設備を見守り、維持する19人
　「私の所属する加速器エンジニアリン

グは、加速器の運転・維持管理を目的に

設立され、平成5年に完成したHIMAC

とまさに歩みを共にしてきたといえるで

しょう」と、重粒子設備室の石井さんは

話の口火をきります。

　「私たちは、HIMAC の装置が置かれ

ている重粒子線棟の設備・ユーティリテ

ィの管理を担当しています。3年ほど前

からは新治療研究棟の設備の管理も私た

ちが担当しています」。管理しているの

は、電気や空調、排水などから防災にい

たるまで、多岐にわたります。「それこ

そ蛍光灯の管球交換といった日常業務か

ら、停電や地震などのアクシデントに備

えた非常時対応までさまざまです」

　メンバーは石井さんを含めて 19名。

24時間体制で作業に当たります。

　「昼間は 6名から 8 名、夜間は 3名

が常駐しています。夜勤担当者は、夕方

の 5時までに来て業務の引き継ぎを行

い、朝9時に引き継ぎを終えて帰ります。

正月は多少人数が減りますが、基本的に

365日この体制は変わりません」

専門性を超えて、全体を見る
　チームは電気、空調、熱源、衛生、建

築・防災の5グループに分かれています。

「各分野の有資格者を中心とした構成と

なっていますが、限られた人数ですので、

自分の専門の仕事だけをやるというわけ

にはいきません。専門分野にたけている

ことも大事ですが、何にでも対応してい

く姿勢もここでは非常に重要です」

　新たに配属された人には、1年を通じ

て行われるさまざまな業務をまんべんな

く体験してもらい、仕事全体を“やって”

覚えてもらうようにしているそうです。

　石井さん自身は、電気関係が専門です

台ありますが、夏場は建物全体を冷房す

る負荷も加わるため、フル運転となりま

す。単体で動いているわけではなくいろ

いろな機械の集合体ですから、1箇所で

も不具合があると動かなくなり、治療計

画にも大きな影響が出るので、緊張感を

持ってメンテナンスを行っています」

東日本大震災での体験
　放医研に来てから10年を超える石井

さんの勤務体験の中でも、東日本大震災

は、やはり忘れられない大きな出来事だ

ったそうです。

　「HIMAC はちょうど 3月の定期点検

期間中で稼働しておらず、私は新治療研

究棟にいました。地震が起きてすぐにこ

れは日頃経験しているような地震ではな

いぞ、と感じました。最初に頭をよぎっ

たのは、エレベーターに取り残された人

はいないかどうかです。私たちの使命は、

施設を守り、安全に運用していくことで

すが、それには何よりもまず人命が優先

です。次に考えたのは、熱源のことでし

た。重粒子線棟の熱源は、水を冷やすの

に溶液を使っています。もし電気が止ま

ってポンプが動かなくなると、溶液は結

晶化し、管の中で固まって、取り壊さな

い限り、二度と使えなくなる恐れがあり

ます。そうなると治療にも大きな影響を

与えてしまいます。幸い、エレベーター

の確認や熱源の停止は問題なく行えまし

た。非常時マニュアルの徹底と、日頃の

訓練の重要性を思い知らされる出来事で

した」

休みの日は地域とともに
　毎朝始業の 1時間位前に出勤するよ

うにしている、という仕事熱心な石井さ

んですが、休みの日をどう過ごしている

のでしょうか。「地域のために働いてい

ます。生まれ育った地元、千葉県いすみ

市で毎年行われる『大原はだか祭り』の

神輿 ( みこし ) の渡御に、忙しく働かさ

れています（笑）」。300 年以上の伝統

を持つ神事ですが、過疎化・少子化が進

み、神輿の担ぎ手を確保するのが悩みの

種だといいます。

　「毎年 9月の彼岸の時期に行われる祭

りで、そろそろ本格的な準備に入ります。

去年、長の役目を果たしたので、今年は

解放されると思ったのですが、またもや

出番が回ってきました。周りのお年寄り

連中に比べると、まだまだ若造なので、

ひと頑張りしないとね」と、若々しい笑

顔を見せます。

が、現在は、設備室室長や装置担当者と

の作業の確認や打ち合わせを行う、グル

ープの調整役としての任務が中心です。

五感を動員して点検する
　仕事は、毎日 3時間おきに行われる

点検作業から、毎週、毎月、半年、年1

回のものなどさまざまです。「大きな作

業、定期的な作業に関しては、月単位・

週単位で決めたスケジュールに沿って行

いますが、日常的なものとしては、朝の

引き継ぎが終わりしだい、施設内をくま

なく歩きまわり、膨大な項目に及ぶ点検

を行うことが中心です。目視だけではな

く、異音・異臭はないか、振動はないか

等、五感を駆使した点検です」

　建屋設備制御室にはさまざまな機器の

稼働状況を知らせるモニターがあります。

　「この部屋が無人になることは決して

ありません。常にモニターのチェックを

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

石井俊明（いしい　としあき）

物理工学部重粒子設備室

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第8回 24 時間体制で安全を守る
建物は生きています。人の体と同じように常にチェックし、手を入れ、新陳代謝をはかる
ことで安全と快適さが保たれます。HIMACが設置された巨大な重粒子線棟は、
保守・点検の仕事を担うプロフェッショナルチームによって24時間守られています。
電源、配線、熱源、給排水、空調など、建屋内のあらゆる設備の維持管理を担当する
重粒子設備室の石井俊明さんに話を伺います。

仕事の活力のもと？地元千葉大原のはだか祭りより。

重粒子設備室のみなさん

重粒子線棟と新治療研究棟の機器を常にモニターチェック。

現場に向かう際の7つ道具も個性的なものばかり。

巨大な設備を象徴する機器がいくつも並ぶ、重粒子線棟の地下室の一コマ。
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行い、何か異常が発生すれば、現場に人

を急行させるシステムになっています。

　しかし、非常誘導灯の蛍光灯が切れて

いたとか、水漏れが発生していたといっ

た、機械がモニターしきれない部分は、

人が実際に行ってみて細かくチェックす

る必要があります。すぐ対応できるもの

であれば、その場で即刻修理します」

とにかく治療が最優先
　「みなさんあまり目にする機会がない

ので、気がつかれないかもしれませんが、

大きな建物には、必ず私たちと同じよう

な仕事をしている人がいます。一般の建

物との違いは、ここががん治療を行って

いる施設であることですね。ですから何

より治療が優先されています。治療や実

験で照射が行われている時には、立ち入

り禁止区域に入ることはできませんし、

それ以外の場所でも、患者さんの邪魔に

ならないよう作業に配慮します」

　そのため、HIMACが稼働していない

日曜から月曜にかけての作業が多くな

り、夏前のこの時期には、とくに冷房シ

ステムのメンテナンスに気を遣うそうで

す。「装置から熱が出るので、HIMAC

の置かれた場所では冬でも冷房していま

す。熱源と呼ばれる冷房用の設備が 4

設備を見守り、維持する19人
　「私の所属する加速器エンジニアリン

グは、加速器の運転・維持管理を目的に

設立され、平成5年に完成したHIMAC

とまさに歩みを共にしてきたといえるで

しょう」と、重粒子設備室の石井さんは

話の口火をきります。

　「私たちは、HIMAC の装置が置かれ

ている重粒子線棟の設備・ユーティリテ

ィの管理を担当しています。3年ほど前

からは新治療研究棟の設備の管理も私た

ちが担当しています」。管理しているの

は、電気や空調、排水などから防災にい

たるまで、多岐にわたります。「それこ

そ蛍光灯の管球交換といった日常業務か

ら、停電や地震などのアクシデントに備

えた非常時対応までさまざまです」

　メンバーは石井さんを含めて 19名。

24時間体制で作業に当たります。

　「昼間は 6名から 8 名、夜間は 3名

が常駐しています。夜勤担当者は、夕方

の 5時までに来て業務の引き継ぎを行

い、朝9時に引き継ぎを終えて帰ります。

正月は多少人数が減りますが、基本的に

365日この体制は変わりません」

専門性を超えて、全体を見る
　チームは電気、空調、熱源、衛生、建

築・防災の5グループに分かれています。

「各分野の有資格者を中心とした構成と

なっていますが、限られた人数ですので、

自分の専門の仕事だけをやるというわけ

にはいきません。専門分野にたけている

ことも大事ですが、何にでも対応してい

く姿勢もここでは非常に重要です」

　新たに配属された人には、1年を通じ

て行われるさまざまな業務をまんべんな

く体験してもらい、仕事全体を“やって”

覚えてもらうようにしているそうです。

　石井さん自身は、電気関係が専門です

台ありますが、夏場は建物全体を冷房す

る負荷も加わるため、フル運転となりま

す。単体で動いているわけではなくいろ

いろな機械の集合体ですから、1箇所で

も不具合があると動かなくなり、治療計

画にも大きな影響が出るので、緊張感を

持ってメンテナンスを行っています」

東日本大震災での体験
　放医研に来てから10年を超える石井

さんの勤務体験の中でも、東日本大震災

は、やはり忘れられない大きな出来事だ

ったそうです。

　「HIMAC はちょうど 3月の定期点検

期間中で稼働しておらず、私は新治療研

究棟にいました。地震が起きてすぐにこ

れは日頃経験しているような地震ではな

いぞ、と感じました。最初に頭をよぎっ

たのは、エレベーターに取り残された人

はいないかどうかです。私たちの使命は、

施設を守り、安全に運用していくことで

すが、それには何よりもまず人命が優先

です。次に考えたのは、熱源のことでし

た。重粒子線棟の熱源は、水を冷やすの

に溶液を使っています。もし電気が止ま

ってポンプが動かなくなると、溶液は結

晶化し、管の中で固まって、取り壊さな

い限り、二度と使えなくなる恐れがあり

ます。そうなると治療にも大きな影響を

与えてしまいます。幸い、エレベーター

の確認や熱源の停止は問題なく行えまし

た。非常時マニュアルの徹底と、日頃の

訓練の重要性を思い知らされる出来事で

した」

休みの日は地域とともに
　毎朝始業の 1時間位前に出勤するよ

うにしている、という仕事熱心な石井さ

んですが、休みの日をどう過ごしている

のでしょうか。「地域のために働いてい

ます。生まれ育った地元、千葉県いすみ

市で毎年行われる『大原はだか祭り』の

神輿 ( みこし ) の渡御に、忙しく働かさ

れています（笑）」。300 年以上の伝統

を持つ神事ですが、過疎化・少子化が進

み、神輿の担ぎ手を確保するのが悩みの

種だといいます。

　「毎年 9月の彼岸の時期に行われる祭

りで、そろそろ本格的な準備に入ります。

去年、長の役目を果たしたので、今年は

解放されると思ったのですが、またもや

出番が回ってきました。周りのお年寄り

連中に比べると、まだまだ若造なので、

ひと頑張りしないとね」と、若々しい笑

顔を見せます。

が、現在は、設備室室長や装置担当者と

の作業の確認や打ち合わせを行う、グル

ープの調整役としての任務が中心です。

五感を動員して点検する
　仕事は、毎日 3時間おきに行われる

点検作業から、毎週、毎月、半年、年1

回のものなどさまざまです。「大きな作

業、定期的な作業に関しては、月単位・

週単位で決めたスケジュールに沿って行

いますが、日常的なものとしては、朝の

引き継ぎが終わりしだい、施設内をくま

なく歩きまわり、膨大な項目に及ぶ点検

を行うことが中心です。目視だけではな

く、異音・異臭はないか、振動はないか

等、五感を駆使した点検です」

　建屋設備制御室にはさまざまな機器の

稼働状況を知らせるモニターがあります。

　「この部屋が無人になることは決して

ありません。常にモニターのチェックを

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

石井俊明（いしい　としあき）

物理工学部重粒子設備室

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第8回 24 時間体制で安全を守る
建物は生きています。人の体と同じように常にチェックし、手を入れ、新陳代謝をはかる
ことで安全と快適さが保たれます。HIMACが設置された巨大な重粒子線棟は、
保守・点検の仕事を担うプロフェッショナルチームによって24時間守られています。
電源、配線、熱源、給排水、空調など、建屋内のあらゆる設備の維持管理を担当する
重粒子設備室の石井俊明さんに話を伺います。

仕事の活力のもと？地元千葉大原のはだか祭りより。

重粒子設備室のみなさん

重粒子線棟と新治療研究棟の機器を常にモニターチェック。

現場に向かう際の7つ道具も個性的なものばかり。

巨大な設備を象徴する機器がいくつも並ぶ、重粒子線棟の地下室の一コマ。
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総合点検の最中でした。

　「電力需要が高い夏の1ヵ月半を使っ

て、HIMACのメンテナンス作業が行わ

れます。巨大な装置なので、スケジュー

ルはタイトです」

　取材当日は、シンクロトロン内での粒

子の加速を担う「高周波加速空洞」のメ

ンテナンスが行われていました。

　「前段加速器で光速の約11%程度ま

で加速された粒子は、この加速空洞を通

るたびに少しずつ加速されていき、シン

クロトロンを数百万周回する間に最高速

度が光速の約84%にまで達します」

　シンクロトロンには、いろいろな種類

地下にある巨大な仕事場
　HIMACでは、炭素原子から電子をは

ぎ取ってつくり出された炭素イオンを、

加速器によって光の速度の7割から8割

まで加速し、エネルギーを高めて、がん

の病巣に照射してダメージを与えます。

　HIMACは、炭素イオンなどのイオン

を発生させる「重イオン源」、ライナッ

クと呼ばれる2台の直線型の「前段加速

器」、シンクロトロンというリング状の

「主加速器」の3つの部門で構成されて

い ま す。2 台 の ラ イ ナ ッ ク の 長 さ は

7.3mと24m。シンクロトロンは直径

42m、周長130mにも及び、床面積は

サッカー場に匹敵します。シンクロトロ

ンは、新治療研究棟につながる上リング

と、HIMAC棟の治療室につながる下リ

ングの二重構造になっており、地上2階・

地下2階、高さは36mを超えます。こ

のHIMACが設置された巨大な空間が、

内山さんたちの仕事場です。

　「総員50名で、HIMACの運転・維持・

管理に当たっています。担当は、主要設

備ごとに分かれていますが、私はメンバ

ー 10名とともにシンクロトロンを担当

しています。患者さんにビームを照射す

るのは放射線技師さんの仕事ですが、ス

イッチを入れればいつでも照射が行える

状態にもっていくのが、私たちの仕事で

す」と、内山さんは語ります。

　「巨大な装置を駆使する作業ですが、

イオンの発生からビームの照射エネルギ

ーに加速するまでは1秒弱です」

　しかしながら、ビームを正確に病巣に

の電磁石が無数に配置されています。

　「ビームの方向を整えて、軌道から外

れないようにするための電磁石や、ビー

ムを拡散・収束するための電磁石などで

す。これらも、もちろん点検対象です」

HIMACは眠らない
　HIMACでは、重粒子線が安定に出せ

る特長を生かし、がんの治療だけでなく、

さまざまな分野の実験研究も行われてい

ます。

　「HIMACによる治療時間は、月曜日

を除く平日の午前8時半から午後7時半

までです。実験は、治療を終えた夜間か

ら未明にかけてと休診日に行われます。

実験の内容に合わせて、イオン源やエネ

ルギーレベルの設定を変更するのも私た

ちの仕事です。実験が終わると、また、

治療用の設定に戻します」

　HIMAC同様、内山さんたちも常にフ

ル稼働のようです。

　「実験は、医学分野に限らず、物理や

生物など多岐にわたっています。例えば、

宇宙線被ばくが計器に与える影響を調べ

るというような実験もあり、毎年NASA

からも研究者が訪れています」

　その運用の多様性がHIMACの魅力だ

と、内山さんは語ります。

　「重粒子線治療施設は、HIMACに続き、

群馬（群馬大学重粒子線医学研究センタ

ー）、佐賀（九州国際重粒子線がん治療

センター）がオープンしていますが、

HIMACのような研究実験は行っていま

せん。HIMACは完成後20年が経過し

ていますが、実はどの施設よりも先頭を

走っている刺激的な施設です」

知識とノウハウの
バトンを引き継ぐ
　内山さんは、学生時代、放医研の野田

耕司・重粒子医科学センター 物理工学部

長（現在）の下で、シンクロトロンを周回

するビームを計測するモニターの研究を

行っていました。そこで加速器の魅力に

目覚め、現在の職場を選んだといいます。

　「入社後10年になります。今でも教

えられる身にかわりはありませんが、今

後は後輩たちにバトンを引き継ぐ立場に

なっていくと思います。HIMACも20

年たって、新しい装置に入れ替わったり、

新治療棟が建設されて照射のシステムが

一新されたりと、どんどん進化していま

す。しかし、一方で、老朽化も進んでい

ます。今後も治療が中断することのない

ようにHIMACを運営していくには、新

旧それぞれを知っている私たちの年代の

責任が非常に重いと思っています」

　趣味は山登り、スキー、サッカー、ス

ケートボードと語る内山さん。HIMAC

の総合点検が終わる9月に遅めの夏休み

をとり、北アルプスを縦走する予定だそ

うです。

当てるために患者さんの体勢の位置決め

は慎重に行われます。とくに、上腕部や

眼底など位置決めが難しい場合は1時間

を超えることもあるそうです。患者さん

と直接ふれあう職場ではない内山さんで

すが、最先端治療を支える技術者として

の心意気が伝わってきます。

　「私たちはそのとき治療を受けている

患者さんがどのような方かわかりません

し、どの部位へのどの様な照射なのかも、

照射や位置決めの時間から何となく予想

することしかできません。だからこそ、

ビームの行き着く先には患者さんがいる

ということを強く意識しています。必要

なときに必要なビームが出せるように、

常にスタンバイしています」

　お話を伺った日は、ちょうど年1回の

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

内山宙志（うちやま　ひろし）

HIMAC加速器制御室

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第9回 最先端治療のビームをつくる
HIMACが誕生して20年。すでに8000例を超える治療実績を積み上げ、
世界のがん治療の先頭を走り続けています。
この巨大かつ先端的な装置のオペレーションからメンテナンスまでを
請け負っているのが、加速器を専門とする技術者たちです。
治療や実験のスケジュールを滞りなく遂行するため、
常に監視の目を光らせている内山さんに、お話を伺いました。

加速されたビームはこの散乱体と呼ばれるところから治
療室に運ばれ、がん細胞に照射される。

メンテナンス中の高周波加速空洞。シンクロトロンの心
臓部ともいえる部分で、粒子がここを通るたびに一気に
加速されていく。

RFQライナック
重イオン源

アルバレライナック

シンクロトロン（上下）

治療照射室A

治療照射室B

治療照射室C
加速器制御室のみなさん

重イオン源

出射ファラデーカップモニタ

アルバレライナック

ビーム取り出しライン

RFQライナック

高周波加速空洞

主加速器偏向電磁石

上リングにビームが駆け上がるために設
けられた偏向電磁石
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総合点検の最中でした。

　「電力需要が高い夏の1ヵ月半を使っ

て、HIMACのメンテナンス作業が行わ

れます。巨大な装置なので、スケジュー

ルはタイトです」

　取材当日は、シンクロトロン内での粒

子の加速を担う「高周波加速空洞」のメ

ンテナンスが行われていました。

　「前段加速器で光速の約11%程度ま

で加速された粒子は、この加速空洞を通

るたびに少しずつ加速されていき、シン

クロトロンを数百万周回する間に最高速

度が光速の約84%にまで達します」

　シンクロトロンには、いろいろな種類

地下にある巨大な仕事場
　HIMACでは、炭素原子から電子をは

ぎ取ってつくり出された炭素イオンを、

加速器によって光の速度の7割から8割

まで加速し、エネルギーを高めて、がん

の病巣に照射してダメージを与えます。

　HIMACは、炭素イオンなどのイオン

を発生させる「重イオン源」、ライナッ

クと呼ばれる2台の直線型の「前段加速

器」、シンクロトロンというリング状の

「主加速器」の3つの部門で構成されて

い ま す。2 台 の ラ イ ナ ッ ク の 長 さ は

7.3mと24m。シンクロトロンは直径

42m、周長130mにも及び、床面積は

サッカー場に匹敵します。シンクロトロ

ンは、新治療研究棟につながる上リング

と、HIMAC棟の治療室につながる下リ

ングの二重構造になっており、地上2階・

地下2階、高さは36mを超えます。こ

のHIMACが設置された巨大な空間が、

内山さんたちの仕事場です。

　「総員50名で、HIMACの運転・維持・

管理に当たっています。担当は、主要設

備ごとに分かれていますが、私はメンバ

ー 10名とともにシンクロトロンを担当

しています。患者さんにビームを照射す

るのは放射線技師さんの仕事ですが、ス

イッチを入れればいつでも照射が行える

状態にもっていくのが、私たちの仕事で

す」と、内山さんは語ります。

　「巨大な装置を駆使する作業ですが、

イオンの発生からビームの照射エネルギ

ーに加速するまでは1秒弱です」

　しかしながら、ビームを正確に病巣に

の電磁石が無数に配置されています。

　「ビームの方向を整えて、軌道から外

れないようにするための電磁石や、ビー

ムを拡散・収束するための電磁石などで

す。これらも、もちろん点検対象です」

HIMACは眠らない
　HIMACでは、重粒子線が安定に出せ

る特長を生かし、がんの治療だけでなく、

さまざまな分野の実験研究も行われてい

ます。

　「HIMACによる治療時間は、月曜日

を除く平日の午前8時半から午後7時半

までです。実験は、治療を終えた夜間か

ら未明にかけてと休診日に行われます。

実験の内容に合わせて、イオン源やエネ

ルギーレベルの設定を変更するのも私た

ちの仕事です。実験が終わると、また、

治療用の設定に戻します」

　HIMAC同様、内山さんたちも常にフ

ル稼働のようです。

　「実験は、医学分野に限らず、物理や

生物など多岐にわたっています。例えば、

宇宙線被ばくが計器に与える影響を調べ

るというような実験もあり、毎年NASA

からも研究者が訪れています」

　その運用の多様性がHIMACの魅力だ

と、内山さんは語ります。

　「重粒子線治療施設は、HIMACに続き、

群馬（群馬大学重粒子線医学研究センタ

ー）、佐賀（九州国際重粒子線がん治療

センター）がオープンしていますが、

HIMACのような研究実験は行っていま

せん。HIMACは完成後20年が経過し

ていますが、実はどの施設よりも先頭を

走っている刺激的な施設です」

知識とノウハウの
バトンを引き継ぐ
　内山さんは、学生時代、放医研の野田

耕司・重粒子医科学センター 物理工学部

長（現在）の下で、シンクロトロンを周回

するビームを計測するモニターの研究を

行っていました。そこで加速器の魅力に

目覚め、現在の職場を選んだといいます。

　「入社後10年になります。今でも教

えられる身にかわりはありませんが、今

後は後輩たちにバトンを引き継ぐ立場に

なっていくと思います。HIMACも20

年たって、新しい装置に入れ替わったり、

新治療棟が建設されて照射のシステムが

一新されたりと、どんどん進化していま

す。しかし、一方で、老朽化も進んでい

ます。今後も治療が中断することのない

ようにHIMACを運営していくには、新

旧それぞれを知っている私たちの年代の

責任が非常に重いと思っています」

　趣味は山登り、スキー、サッカー、ス

ケートボードと語る内山さん。HIMAC

の総合点検が終わる9月に遅めの夏休み

をとり、北アルプスを縦走する予定だそ

うです。

当てるために患者さんの体勢の位置決め

は慎重に行われます。とくに、上腕部や

眼底など位置決めが難しい場合は1時間

を超えることもあるそうです。患者さん

と直接ふれあう職場ではない内山さんで

すが、最先端治療を支える技術者として

の心意気が伝わってきます。

　「私たちはそのとき治療を受けている

患者さんがどのような方かわかりません

し、どの部位へのどの様な照射なのかも、

照射や位置決めの時間から何となく予想

することしかできません。だからこそ、

ビームの行き着く先には患者さんがいる

ということを強く意識しています。必要

なときに必要なビームが出せるように、

常にスタンバイしています」

　お話を伺った日は、ちょうど年1回の

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

内山宙志（うちやま　ひろし）

HIMAC加速器制御室

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第9回 最先端治療のビームをつくる
HIMACが誕生して20年。すでに8000例を超える治療実績を積み上げ、
世界のがん治療の先頭を走り続けています。
この巨大かつ先端的な装置のオペレーションからメンテナンスまでを
請け負っているのが、加速器を専門とする技術者たちです。
治療や実験のスケジュールを滞りなく遂行するため、
常に監視の目を光らせている内山さんに、お話を伺いました。

加速されたビームはこの散乱体と呼ばれるところから治
療室に運ばれ、がん細胞に照射される。

メンテナンス中の高周波加速空洞。シンクロトロンの心
臓部ともいえる部分で、粒子がここを通るたびに一気に
加速されていく。
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リアするのが難しいが、

他の治療を受けたりして

状態が変わったら重粒子

線治療が受けられるか、

といったご質問もありま

す。このような仮定の質

問にもお答えできません。放医研のホー

ムページには、よくある質問や各部位ごと

の治療条件の項目がありますから、それを

ぜひ参考にしていただければと思います」

やり取りで心掛けていること
　相談時間は通常、長くても10分程度

とのことです。藤森さんはその間の電話

の受け答えに、どんな工夫をしているの

でしょうか。

　「電話をとった時、まず病名をお聞きし

ます。次いで、今の状況についてお話して

くださいと、患者さんからお話しされるよ

うに促します。こちらから次から次へと機

械的に質問をしないよう心がけています。

　何から話していいかわからない、とい

う方の時は、電話をかけてこられたのが、

ご本人なのか家族なのか、年齢はいくつ

「やってみなければ
わからない」と、
電話窓口相談に挑戦
　藤森さんは、以前、重粒子医科学セン

ター病院に看護師として勤めていまし

た。別の国立病院に転勤した後、一時職

を離れていましたが、2003年8月に復

帰し、以後、重粒子線治療に携わった経

験を生かして、病院の電話相談窓口を担

当しています。

　「そもそも電話でのやり取りが苦手で、

自分に務まるかと悩みました。でも、1

年ちょっと職を離れていたことで、何か

に取り組みたいという気持ちが非常に強

くなっていました。まだ50代でしたか

ら、意欲があったのだと思います。今考

えると無謀でしたね（笑）」

年間4000件を超える
相談に応対
　電話相談は月曜から金曜日までで、昼

休みを挟んで、9時半～12時、13時～

15時15分で行なわれます。相談件数も

年々増え、昨年度は4000件を超えまし

た。これを藤森さんは一人でこなしてい

ます。

　「放医研のホームページをご覧になって

電話をかけてこられる方が多いのですが、

患者さんからの口コミによるものも結構あ

ります。最近では保険会社の担当者に勧

められ、先進医療特約が受けられるかど

うかの確認を求めるケースも増えていま

す。重粒子線治療がテレビや新聞・雑誌

に取り上げられると、急に件数が増えます」

　電話相談では、がん治療に関する一般

なのかなど、答えやすい

質問を重ねて、なるべく

緊張を和らげるようにし

ています」

　藤森さんから質問をす

る時は、専門用語を使わ

ないように心がけているそうです。「たと

えば、病理組織について伺いたい時は『組

織について何か言われませんでしたか?

たとえば扁平上皮がんとか…』と記憶を

引き出すような質問を心がけます。がんの

ステージを尋ねる場合も、

『病期というものがあっ

て、患者さんの状態を1、

2、3、4などと分けるの

ですが、どれに当たりま

すか』と、具体的な数字

を上げています」と、患

者さんが自身の情報を整

理し、落ち着いて答えられるように工夫を

凝らします。

　また、高齢の患者さんからの電話相談

では、「低い声が聴き取りにくい方もお

られるので、そんな時は高い大きな声で

ゆっくり話すようにしています。周りの

人がびっくりするぐらいの声量で（笑）。

でも、とてもハキハキ応対される高齢者

の方もおられ、つくづく感心することが

あります」

　条件を満たさないため、重粒子線治療

の対象にはならない人に対しても、「単

に『無理です』という打ち切り方はしな

いようにしています。治療対象では無い

ことをお伝えした上で、当病院の専門医

への受診（セカンドオピニオン）はでき

ます、といったことを付け加えます」

駅までの帰路で
気持ちを切り替える
　不安や悲しみを感じている患者さんや

ご家族との緊張したやり取りに、ストレ

スを感じることも多いのではないかと懸

念されます。「たしかに相談時間が終わ

ると、肩の力が抜け、1日の疲れがドッ

と出てきますが、あまりクヨクヨ考えな

いようにしています。病院から稲毛の駅

までの10分間の道のりを歩くようにし

ており、その間に気持ちをクールダウン

するように努めています」

　今年で、相談窓口になって10年目を迎

えた藤森さんですが、「まだまだ、失敗も

あります。あの答え方は良くなかった、

ああした方が良かったのではないか、と

反省することしきりです」ときわめて謙

虚。そして、「この仕事を続けてこられた

のは、患者さんの問いかけに端を発した

私の質問に丁寧に答えて

くださった医師や放射線

技師の方々、外来の看護

師さんや医療事務の方々

のおかげです。そして、

何といってもご相談され

る患者さん方のおかげで

すね。その質問が勉強に

なることも多く、前向きな患者さんの受

け答えに私の方が励まされることもあり

ます」

　電話相談を端緒に、重粒子線治療を受

けた患者さんが、藤森さんを訪ねてこら

れることもあるそうです。「電話相談の

最中で、お会いできないことも多いので

すが、そんな時は心から良かったなと思

います。仕事への活力を患者さんからい

ただく瞬間です」

的な治療相談ではなく、重粒子線がん治

療についてお答えしているそうです。

　「患者さんの病名、部位、症状、治療

履歴などから、重粒子線治療の対象にな

るかどうかをお答えするのが仕事の要で

す。これについては、はっきり見解を申

し上げます。でも、それだけではすまな

いのがこの仕事です」と藤森さん。

　「最近は、みなさん、がん治療について

いろいろな情報を得ておられ、複数の治

療の選択肢からどれを選ぶか迷ったあげ

くに、電話をかけてこられる方もいます。

第三者に背中を押してもらいたいのでし

ょうね。お気持ちはわかりますが、重粒

子線治療以外の治療法についてはお答え

できませんので、その旨をお伝えします。

　また、現在は重粒子線治療の条件をク

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

藤森節子（ふじもり　せつこ）

重粒子医科学センター病院
事務課 相談窓口

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器 HIMAC をはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第10回 HIMACと患者さんの最初の接点
重粒子医科学センター病院では、2000年から電話相談窓口を設け、
重粒子線治療を受けたい患者さんの相談を受け付けています。
患者さんの情報を正確に引き出し、放射線治療の適応条件に合っているか
どうかを判断し、受診に必要な手続きや治療内容の情報を提供しています。
マン・ツー・マン対応ならではのきめ細やかさで、患者さんの質問に
答える電話相談窓口の藤森さんに、お仕事について伺いました。

月曜から金曜の9:30～12:00、13:00～15:15 の相談
時間には休む間もなく電話での対話が続いている

重粒子医科学センター病院ホームページ
http://www.nirs.go.jp/hospital/index.shtml

かつては看護師として勤務していた重粒子医科学センター病院で、新たな重責を担っている藤森さん
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リアするのが難しいが、
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状態が変わったら重粒子

線治療が受けられるか、

といったご質問もありま

す。このような仮定の質
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厚みや枚数を変える方法と、加速器から

出すビームのエネルギーを11段階に変

化させる方法を併用して行っています。

しかし、アクリル板を通過させると、ビ

ームは余計に広がってしまい、正常組織

へ与えるダメージが増えるという問題が

起きます。そこで、レンジシフターを使

わずに、加速器だけでエネルギーをきめ

細かく調整する技術が求められます」

　水島さんたちは、現在11段階あるエネ

ルギーの高さを200段階まで細分化する

ことを目指しています。開発にあたって、

どんな点に苦労されているのでしょうか。

　「従来的な方法では、1回のエネルギ

ーの変更に数秒を要します。それでは照

射時間が長くなってしまいますので、こ

れを0.1秒以下にするような技術開発に

取り組んでいます。それには制御方法の

見直しや装置の改善箇所も多く求めら

れ、目標達成にはもうしばらく時間がか

かりそうです。また、治療に使われるエ

ネルギーが本当に患者さんに使用してい

いものなのか、性能が担保されているか

の確認が必要です。この作業はいわばエ

ネルギーの品質管理ですが、現在の11

段階が一気に20倍近くに増えるので、

それも非常に大変な点です」

　2015年春の完成を目標に、現在、装置

とソフトウェアの開発が行われています。

呼吸同期3次元
スキャニング治療が始動
　本年、いよいよ新治療棟の研究課題で

あった呼吸同期3次元スキャニング治療

の臨床試験がスタートします。どんな治

学生時代に開発した装置が
実用化される
　水島さんは、大学4年時の2007年に

放医研で卒業研究を行い、大学院進学後

も放医研で研究を続け、2012年3月に

博士号を取得し職員として採用されまし

た。まさに放医研育ちの研究者といえる

存在です。

　「当時はまだ学生でしたが、新治療棟

がオープンする以前から、加速器のビー

ムを使った実験に参加させていただきま

した。そこで、シンクロトロンから取り

出すビームの量(ビームの強度)をフレ

キシブルに制御できる装置を開発し、そ

れが新治療棟のスキャニング照射で実用

化されました。治療システムからの指示

に対して高速で応答し、なおかつ強度の

誤差が非常に小さく安定な装置です。新

治療棟は2011年の5月から治療を開始

しましたが、それも私の開発した装置が

あってのことと言えるでしょう(笑)」

　早い段階で実績が上げられたのは、タ

イミングに恵まれたことに加え、水島さ

んを学生扱いせず、任せてやらせてみよ

うという先輩研究者の計らいがあったか

らこそだと、感謝とともに振り返ります。

より高度な治療を目指して
　現在、水島さんはどんな研究テーマに

挑んでいるのでしょうか。

　「放医研で、現在行っている重粒子線

治療には2つのタイプがあります。ボー

療法で、現在、開発はどこまで進んでい

るのでしょうか?

　「スキャニング照射法は、動く標的に

均一な線量を与えることが難しく、肺や

肝臓など呼吸で動く臓器の腫瘍に対して

は、これまで拡大ビーム照射法が使われ

ていました。

　呼吸同期3次元スキャニング照射法を

実現するには、何度も重ねて高速でビー

ムを照射し、照射のむらを防ぐリスキャ

ニングの技術と、患者さんの呼吸による

臓器の動きをX線や体外マーカーでとら

え、狙った場所に正確にビームを当てる

技術が必要になります。

　この2つの技術が現在完成し、水槽や

人体ファントムでの試験が終わって、今

は患者さんへの臨床試験を待っている段

階です。近い将来、200段階のエネル

ギー照射を行う呼吸同期3次元スキャニ

ング照射法が始まると思います」

見えてきた超伝導
回転ガントリーの実現
　HIMACには、この先もう一つ超伝導

回転ガントリーの開発という大きな目標

があります。回転ガントリーは、円筒型

の大型装置で、患者さんの周りを回転し

て、360度、任意の方向から重粒子線

ビームを照射します。体位を変える必要

がないので、患者さんの負担が軽くなり、

治療効果の向上とスピードアップも見込

めます。

　「放医研の超伝導回転ガントリーは、

半径5.5メートル、長さ13メートルを予

定しています。常温磁石を使うと、装置

全体で約600トンの重さになりますが、

超伝導磁石を使うことで、およそ3分の

1から2分の1に抑えることができます。

　重粒子線治療に回転ガントリーが導入

されるのは日本初ですし、重粒子線治療

装置に超伝導磁石を使うのは世界初の試

みとなります」

　2015年には装置が

完成し、試験運用を経

て、2016年から治療

に使われる予定です。

世界中に重粒子線治療
施設が建設される日
　もう少し先の将来、重粒子線治療はど

んな変貌をとげるのか、水島さんに予想

してもらいました。「数年先の話になる

と思いますが、超伝導磁石を使った重粒

子線治療用加速器が実現し、装置の小型

化と、それに伴う治療施設の超小型化が

可能になるでしょう。現在のHIMACの

直径は40メートル、周囲長は130メー

トルですが、その頃の超伝導シンクロト

ロンは直径10メートル、周囲長30数

メートル程度になっていると思います。

　直径が4分の1だと面積は16分の1

になります。コストとのバランスを踏ま

えつつ、技術的な問題をいくつか乗り越

えていかないといけませんが、それも楽

しみです」

　超伝導磁石のシンクロトロンと回転ガ

ントリーを備えたコンパクトな治療施設

が、日本だけでなく世界中に普及する、

そんな日が早く訪れることを期待したい

と思います。

ラス・コリメータという器具を使って、

腫瘍の深さや形に合わせて放射線の広が

りを抑える『拡大ビーム照射法』と、新

治療棟で行っている『3次元スキャニン

グ照射法』です。

　3次元スキャニング照射法は、2次元

の照射フィールドを何層にも重ねて、腫

瘍の形に合わせて照射を行います。話題

になっている3Dプリンターをイメージ

していただくとわかりやすいと思いま

す。患者さんの体の中にビームが入って

進む距離はエネルギーによって決まりま

すから、最深部で最もエネルギーを高く

し、体の表面に近いほどエネルギーを低

くしていく必要があります。この調整は、

レンジシフターと呼ばれるアクリル板の

治療を支える人、技術、そして、思い

物語
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世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第11回 新世代の頭脳が描くHIMACとは
1994年の治療開始から、2011年の新治療棟の開設と3次元スキャニング法の導入、
2013年の世界初の呼吸同期3次元スキャニング照射法の発表など、
HIMACはいくつもの画期的な成果を上げながら、今も進化を続けています。
この先も超伝導回転ガントリーの導入をはじめ、
日本と世界の重粒子線治療をリードしていく画期的な計画が目白押しです。
HIMACの新機能開発を担う重粒子医科学センター物理工学部の水島康太さんに
HIMACと重粒子線治療の将来を伺いました。
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厚みや枚数を変える方法と、加速器から

出すビームのエネルギーを11段階に変

化させる方法を併用して行っています。

しかし、アクリル板を通過させると、ビ

ームは余計に広がってしまい、正常組織

へ与えるダメージが増えるという問題が

起きます。そこで、レンジシフターを使

わずに、加速器だけでエネルギーをきめ

細かく調整する技術が求められます」

　水島さんたちは、現在11段階あるエネ

ルギーの高さを200段階まで細分化する

ことを目指しています。開発にあたって、

どんな点に苦労されているのでしょうか。

　「従来的な方法では、1回のエネルギ

ーの変更に数秒を要します。それでは照

射時間が長くなってしまいますので、こ

れを0.1秒以下にするような技術開発に

取り組んでいます。それには制御方法の

見直しや装置の改善箇所も多く求めら

れ、目標達成にはもうしばらく時間がか

かりそうです。また、治療に使われるエ

ネルギーが本当に患者さんに使用してい

いものなのか、性能が担保されているか

の確認が必要です。この作業はいわばエ

ネルギーの品質管理ですが、現在の11

段階が一気に20倍近くに増えるので、

それも非常に大変な点です」
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は、重粒子線のほかにはありません。

　エックス線は粒子ではなく波なので、

止まることなく突き抜けていきます。そ

のため、もっと患部に当てられたら治せ

るのにと思っても、その向こうに放射線

を当ててはいけない脊髄や食道・腸など

があると治療はできないのです。

　重粒子線でしたら、患部の後ろ側にあ

るもののことをあまり気にしないで治療

できます」

　また、陽子線治療との違いについては、

「陽子が野球のボールだとしたら、重粒

子はドッジボールです。質量が大きいの

で、重粒子線には、それだけパワーがあ

ります。ですから、生物的効果（がん細

胞の破壊力）という点では、重粒子線の

方が優れています。

　また、陽子は軽いので、到達するまで

フラフラします。それに比べ、重粒子は

重いのでシュッとまっすぐ飛ぶ。ビーム

のシャープさという点でも、重粒子線に

軍配があがります」

　重粒子線のそうした特性を考慮したう

えで、重粒子線で治療すべき患者さんと

そうでない患者さんを見極めることが大

切だと、今井さんはいいます。

　「私が専門とする骨軟部腫瘍の領域で

は、手術が可能な方は、手術していただ

くというのが基本的なスタンスです。例

えば、手足の骨の腫瘍に関しては、化学

療法や手術の手法がきちんと確立してい

HIMACを支える人たちの
努力があってこそ
　まず、HIMACにどんな印象を持って

いるかを伺いました。

　「私が放医研に来て10年になります

が、HIMACのシステムにほとんど故障

がないというのが、特筆すべき点だと思

います。何らかのトラブルによって、そ

の日予定していた患者さんの治療が行え

なかったということは、私の記憶の中で

は一度もありません。

　これだけの装置が日々故障なく、確実

に動くというのは、すばらしいことだと

思います。照射時間も非常に短いので、

1日にたくさんの患者さんの治療を行っ

ているのですが、そのスケジューリング

も見事です。

　また、そういった維持管理の点だけで

はなく、例えば、もっと細くシャープな

ビームがほしいといった要望を出すと、

物理工学部の人たちが、ただちにそれに

向けてがんばってくれます。このように、

皆さんの努力によって支えられ、日々進

歩しているという点でも、素晴らしい施

設だと感じています」

　私たち医師は、HIMACを支える多く

の人々の役割の末端をまかされ、患者さ

んの治療に向き合っているのだと、今井

さんはいいます。

この道を選んだきっかけ
　約10年前、レジデントとして放医研

にやってきた今井さんは、骨盤骨肉腫の

ます。手術をしても機能が損なわれず、

知らない人が見れば、手術をしたことさ

えもわからないという例がたくさんあり

ます。治療成績がよく、機能の保存もい

い治療法があるものに対し、あえて重粒

子線治療を行うことは勧めません」

　今井さんが治療を担当するのは、手術

など他の治療法をとるのが不可能な症例

がほとんどです。

　「重粒子線治療しか選択肢が残されて

いない患者さんたちです。だからこそ、

次の一手として自分に何ができるかを、

常に考えるようにしています」

　重粒子線治療はそんな患者さんにとっ

て、そして治療にあたる自分たち医師に

とって、「希望そのもの」だと今井さん

はいいます。

昨日の治療は、
明日の治療の新しい入口
　最後に、HIMACの今後について伺っ

てみました。

　「HIMACが誕生して約20年ですが、

重粒子線治療の適用範囲は、この間、着

実に広がってきました。過去のこういう

症例で、安全に治療ができた。だったら

もう少し大きな腫瘍でも大丈夫だろう、

もっと線量を増やしても大丈夫だろうと

いうようなことですね。まさに、地道な

積み重ねの賜物です。

　何か新しい技術がポッと出てきて、そ

れを採用することによって、治療法や効

果が激変する、というようなドラマチッ

クなことは、医療の現場にはありえませ

ん。重粒子線治療も、1994年から

2003年まで臨床試験を行ってきたから

こそ、そのデータの蓄積によって、先進

医療としての道が開けたわけです」

　昨日の治療こそが明日の治療につなが

ると、今井さんは強調します。

　「新治療棟の3Dスキャニング装置の

完成で、重粒子線治療の腫瘍の大きさか

らくる制約はだいぶ緩和されました。現

在では、だいたい22～ 23センチの腫

瘍の治療も可能になっています。

　スキャニングの精度が上がったこと

で、腫瘍の形に沿ってキチッとした照射

が行えるようになり、重要な臓器を回避

するという点に関してもほとんど問題が

なくなってきました。

　2015年には、回転ガントリーが完成

します。さらにいろいろな方向からの照

射が可能になるので、ますますイメージ

通りの照射ができると思います。その登

場を心から楽しみにしています」

患者さんが、重粒子線治療の後、元気に

歩いている姿を目撃しました。

　「仙骨に手術不可能な大きな肉腫のあ

る患者さんでした。このような肉腫に通

常の放射線治療（エックス線を使った治

療）を行っても、効果がなく、すぐに腫

瘍が増大してしまい、歩けなくなってし

まった患者さんを経験していました。そ

うした姿を目の当たりにしたことは大き

な衝撃でした」

　すぐさま今井さんは重粒子線治療の整

形外科領域に行くことを志願しました。

重粒子線に魅せられて
　エックス線など他の放射線での治療経

験も豊富な今井さんですが、重粒子線治

療の魅力をこう語っています。

　「照射したいところに多くかけられ、

当てたくないところには当てないですむ

ようなシャープなビームをもつ放射線

治療を支える人、技術、そして、思い

物語

今井礼子（いまい　れいこ）

重粒子医科学センター病院　第1治療室医長

世界の期待を集める重粒子線がん治療。
巨大な加速器HIMACをはじめとする
多くの分野の技術が組み合わされて実現
する、この最先端治療には、医師はもち
ろん、必ずしも表舞台には登場しない、
数多くのスペシャリストたちが関わって
います。本シリーズでは、重粒子線がん
治療を支える人たちへのインタビューを
通して、その技術やがん治療にかける思
いを紹介していきます。

第12回 医師のイメージ通りの治療ができる
重粒子線がん治療を支える様々な人々をご紹介してきたHIMAC物語。
その最終回に登場するのは、患者さんに直接向き合い、治療の重責を担う医師です。
手術など他の治療法をとるのは不可能な症例で優れた実績を残してきた、
重粒子医科学センター病院第1治療室の今井礼子さんにお話を伺いました。
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　鼻・副鼻腔・唾液腺等 ・・・・・・・・・・・・・・ ４週間の治療
・肺がん（非小細胞型）

　局所進行がん ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３～４週間の治療

・肝がん　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １週間の治療

・膵がん　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３週間の治療
・子宮がん　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５週間の治療

・前立腺がん　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３週間の治療
・骨・軟部肉腫

　手術が困難なもの　・・・・・・・・・・・・・・・・ ４週間の治療
・直腸がん（術後再発）

　手術が困難なもの　・・・・・・・・・・・・・・・・ ４週間の治療 

・悪性黒色腫（眼球の脈絡膜）　・・・・・・・・・･  １週間の治療

・遠隔転移でも他に有効な治療法がないもの ・・ 一部適応

・頭頸部がん

【先進医療を適応しているもの】

【臨床試験継続中のもの】

・肺がん（非小細胞型）

・肝がん　

・膵がん　
・子宮がん　

・前立腺がん　
・骨・軟部肉腫

・直腸がん（術後再発）

・悪性黒色腫（眼球の脈絡膜）

・遠隔転移でも他に有効な治療法がないもの

・頭頸部がん

・食道がん、大腸がんの肝転移・腎がん、乳がんなど

Ⅰ期のがんは１週間以内で治療

・過去に放射線治療をうけた場合でも有害な
　 副作用がないもの　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一部適応

【治療の対象外となるもの】
交通のご案内

【電車】

京葉道路　穴川I.Cより稲毛
　　　　　方面へ6分

快速電車　千葉、成田、佐倉行き

JR東京駅より40分

徒歩15分

タクシー5分

バス2番乗り場　山王町行き
　　　　　　　 放医研前下車

【自動車 】

JR総武線（稲毛駅下車）

JR稲毛駅より

東京方面より

重粒子医科学センター
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放医研の重粒子線がん治療を受けていただくためには

いくつかの基準を満たしていることが必要となります。

まずは当病院までご相談下さい。

　　　　　（連絡先）

　　　　　　　　放射線医学総合病院

　　　　　　　　重粒子医科学センター病院　事務課　　相談窓口

　　　　　　　　TEL：０４３－２８４－８８５２

　　　　　　　　受付時間：平日（月～金）

　　　　　　　　　　　　　　　午前９時３０分から１２時、午後１３時から１５時１５分

●電話でご相談される際、下記のことをお知らせいただきます。

　・問い合わせているのはどなたですか？（患者様本人・家族・親戚・友人・医師など）

　・患者様の年齢、性別は？

　・病名と病状（進行の度合い）は？

　・全身状態（日常生活の自立度など）は？

　・これまでの治療の経過と今後の治療法について現在の主治医からどのように説明を受

　　けていますか？

●当病院の相談日に直接医師による相談をされる際には、下記のものが必要になります。

　・患者様の現在の主治医からの紹介状

　・症状のわかる診断データ（X線CT、MRI等の写真）

　・健康保険証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対応日）月曜日と木曜日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前８時３０分から１１時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要予約　０４３－２０６－３３１１）

■転移がある場合

　転移、特に元の場所から離れた肺などへの転移（遠隔転移と言います）がある場合、

　原則として重粒子線治療を行うことができません。又、広い範囲に全身転移がある

　場合にも、個別に転移がんを重粒子線で治療することはできません。

■過去に放射線治療を受けている場合

　かつて放射線治療を受けたことがあるところに、重ねて重粒子線を照射した場合、

　重篤な副作用を生じる危険性があります。そのため治療対象となっている部位に

　放射線治療を受けたことがある方は、原則として対象外になります。対象となるか

　どうかは当所の担当医が判断させていただきます。

■袋状の管腔臓器のがん、治療法が他で確立されている症例

　胃がん、大腸がん（原発巣）、卵巣がんなど。

頭蓋底腫瘍

眼腫瘍
頭頸部がん

食道がん

肺がん
乳がん

肝がん

膵がん

前立腺がん
子宮がん
直腸がん
骨腫瘍 ( 特に骨盤・
脊椎軟部組織腫瘍）

今放医研HIMAC で治療しているがん

重粒子線がん治療をご希望される方へ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対応日）月曜日と木曜日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前８時３０分から１１時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要予約　０４３－２０６－３３１１）

■転移がある場合

　転移、特に元の場所から離れた肺などへの転移（遠隔転移と言います）がある場合、

　原則として重粒子線治療を行うことができません。又、広い範囲に全身転移がある

　場合にも、個別に転移がんを重粒子線で治療することはできません。

■過去に放射線治療を受けている場合

　かつて放射線治療を受けたことがあるところに、重ねて重粒子線を照射した場合、

　重篤な副作用を生じる危険性があります。そのため治療対象となっている部位に

　放射線治療を受けたことがある方は、原則として対象外になります。対象となるか

　どうかは当所の担当医が判断させていただきます。

■袋状の管腔臓器のがん、治療法が他で確立されている症例

　胃がん、大腸がん（原発巣）、卵巣がんなど。

頭蓋底腫瘍

眼腫瘍
頭頸部がん

食道がん

肺がん
乳がん

肝がん

膵がん

前立腺がん
子宮がん
直腸がん
骨腫瘍 ( 特に骨盤・
脊椎軟部組織腫瘍）

今放医研HIMAC で治療しているがん

重粒子線がん治療をご希望される方へ

50 51
51
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