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予約方法
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● 紹介状（診療情報提供書）と検査（MRI·CT ·PET 等）の画像

データをご準備のうえ、下記の連絡先へお電話でご予約
ください（１週間以内で診察日をお取りします）。
● セカンドオピニオンとしてのご相談も可能です。
こ家族の方のみも可。
相談料は30分11,000円
（税込）
です。

南東北がん陽子線治療センター

診察から治療まで

陽子線治療

● 当センターの医師が診察し、陽子線治療の適応と判断し
てから、２週間ほどで治療が始まります。
● 治療開始にあたり治療計画の作成や、治療中に患者さん
の体を固定する用具（固定具）などを作成します。
● 治療効果を上げるために、化学療法（抗がん剤）を併用し
て治療することもあります。

TEL：024-934-3888
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治療期間

04

●治療計画の内容によって異なりますが、２週間〜８週間
程度です。
●治療は１日１回・週に５回行います。
（土曜・日曜・祝日は除く）

治療後

● 基本的にはご紹介いただいた医療機関様に経過観察をお
願いしております。
● 当センターヘは、照射１ヵ月後・３ヵ月後など定期的に診
察に来ていただき経過観察させていただきます。

陽子線治療の費用とお支払い方法について
先進医療の場合は、１部位につき 2,883,000 円（非課税）です。

▶その他診療費（検査・診察・入院・投薬費等）に関しては、保険診療になります。
▶お支払いは原則として固定具作成前までにお願いしております。

絆ガーデン［宿泊施設＆レストラン］

【予約受付窓口】絆ガーデン １ 階

TEL:024-934-5335

当法人の医療機関に入院する患者さんのご家族や、遠方より通院する患者
さんのために開設した宿泊施設です。
陽子線治療センターに隣接し、１階には本格イタリアンレストラン「ボン
ジュール」も営業しております。

治療に関するお問い合わせ

お支払いは、お振込み・クレジットカード
（一括払い）
・医療ローン等が選べます。
※保険会社からの直接払いも可能です。
詳細は保険会社へお問い合わせください。

2020年4月発行Vol.20より『からだにやさしいが
ん治療』を一新しました。

これまで以上にさまざまな角度から陽子線治療

に関する情報をご紹介し、患者様のために最新
の治療に挑み続ける南東北がん陽子線治療セン
ターの姿をお届けいたします。

〒963-8052 福島県郡山市八山田7丁目 172

［交通アクセス］ ■郡山駅から車で10分（総合南東北病院による無料バス運行）
■福島空港から車で60分
■東北自動車道・郡山インターから車で20分

予約制

TEL：024-934-3888（代表）

デニーズ●

8：30〜17：00（日曜・祝日を除く）

南東北 陽子線相談
http://www.cancer-center.jp/
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からだにやさしいがん治療

南東北がん陽子線治療センターの受診について
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座談会

陽子線治療の今、そして未来

[粒子線治療が受けられる国内施設 ]

陽子線を
「がんの標準 治療」
に
その未来に向けて今 、できること
発行20号を迎えました。
これを記念して2019年11月、陽子線治療の第一線で

神戸陽子線センター

活躍する３人のドクターをお招きして座談会を開催しました。当センターの村上

兵庫県立粒子線
医療センター

昌雄センター長が司会を務め、
「陽子線治療の現在」
「課題」
「未来」
という３つの

テーマでさまざまな意見を交わした座談会の模様をご紹介します。

京都府立医大
福井県立病院

陽子線治療が受けられ
る施設
重粒子線治療が受けら
れる施設

群馬大学
相澤病院

筑波大学
国立がん研究センター東病院

SAGA HIMAT

荻野 尚先生

Theme1

陽子線治療の現在

陽子線治療の第一線で活躍する
３人のドクター 村上センター長
村上

本日はお忙しいところ、遠路はる

ばるありがとうございます。今回初めて

吉村 均先生
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高清会高井病院
陽子線治療センター

神奈川県立がんセンター
静岡がんセンター

大阪陽子線クリニック

名古屋陽子線治療センター

大阪重粒子線センター

成田記念陽子線センター

2020年1月現在

錯誤でやっている状態です。

北海道札幌市
札幌禎心会病院
センター長

陽子線治療センター

晴山 雅人先生

たしました。奈良県天理市にある伝統の
始まった時にそちらに移りました。
ですか
らもう９年弱鹿児島におります。
晴山

札幌禎心会病院陽子線治療セ

じ上げている、民間病院で活躍されてい

ンターの晴山です。私は2013年１月か

る先生方にお集まりいただいて、陽子線

ら南東北がん陽子線治療センターに勤

治療の現在、課題、そして未来について

め、南東北の特徴である動注化学療法

話し合いできればと思っております。
よ

など陽子線治療の勉強をいろいろさせ

ろしくお願いいたします。

ていただきました。現在、それを札幌で

まず初めに、先生方の自己紹介から

やっているところです。
メディポリス国際

進めていきたいと思います。陽子線治療

陽子線治療センターにもお邪魔して見

のご経験が一番深い荻野先生からお願

学させていただいたことがあります。兵

いいたします。

庫県立粒子線医療センターに3年間勤

ある病院なんですが、院長の意向で昔

村上

から先進医療に取り組んでおり、
ガンマ

が1999年で、
その前年に荻野先生がお

ナイフ、PET、
リニアック
（直線加速器）、

られた国立がん研究センター東病院に

そして今回陽子線治療を導入したわけ

研修に行かせてもらったのをよく覚えて

です。導入にあたり晴山先生のご指導を

います。それから兵庫県立粒子線医療

受けたり、私の下におります者が筑波大

センターに13年余りおりまして、獨協医

学附属病院陽子線治療センターや国立

科大学を経て南東北に来ました。今回

がん研究センター東病院で研修を受け

の座談会の司会を務めますので、
よろし

ました。
まだスタートしたばかりで、試行

くお願いいたします。

私は陽子線の世界に入ったの

「リゾート滞在型医療」
「スキャニング法」
「画像誘導陽子線治療」…陽子線治療の最前線①

務した医師もおりますので、いろいろな
荻野 メディポリス国際陽子線治療セン

村上

施設の良いところを持ち寄った形で組

どういう病気に取り組んでおられるかと

だけを行う放射線科単科のクリニック、

ターの荻野でございます。
私は1998年か

織を作ろうとしております。

いう具体的なところをお話しいただけれ

そこが一番大きな違いだと思っておりま

ばと思います。

す。指宿という温泉リゾートにある施設

ら国立がん研究センター東病院で陽子
奈良県天理市
高清会高井病院 陽子線治療センター
センター長

放射線医学総合研究所

月から先行症例として治療をスタートい

の試みで、
このような座談会を開催させ
ていただくことになりました。私もよく存

札幌禎心会病院
陽子線治療センター

南東北がん陽子線
治療センター

津山中央病院

メディポリス
国際陽子線治療センター

北海道大学

大野記念病院

今回座談会に参加して
いただいた施設

南東北がん陽子線治療センター広報紙『からだにやさしいがん治療』は、今回で

鹿児島県指宿市
メディポリス国際陽子線治療センター
センター長

陽子線治療の今、
そして未来

それでは各施設の特徴や実績、

線治療に携わっておりまして、2011年に

吉村

鹿児島県指宿
（いぶすき）
市にあるメディ

ターの吉村でございます。私どものセン

荻野

ポリス国際陽子線治療センターで診療が

ターは2018年に開室いたしまして、９

的な違いは、皆さまのところは病院併設

高清会高井病院陽子線治療セン

の陽子線治療施設、我々は陽子線治療

ですので、
「リゾート滞在型医療」
という
私たちの施設と皆さまとの決定

ことを提案して、患者さんに勧めており
ます。

司

会

南東北がん陽子線治療センター
センター長

村上 昌雄
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座談会

2019年11月半ばの時点で治療患者

法（注2）
もできるユニバーサルノズルと

併用して治療を行っているという特徴が

数は3,450名。疾患としては前立腺がん

いう装置を採用しているので、現在ほと

ございます。

が一番多くて1,445名。２番目が肝臓・

んどの患者さんはスキャニング法で治療

胆管の599名、肺が527名、膵（すい）臓

しております。

吉村

私どもの高井病院は、天理区域

「動注化学療法」
「非切除の乳がん治療」
「膵臓がん治療」…陽子線治療の最前線②
村上

南東北がん陽子線治療センター

それから、
お腹とか骨盤領域のスペー
サー治療（P13参照）
ですね。

もう一つうちの特徴としては、陽子線

の中核病院の一つです。陽子線治療セ

は2008年10月に開院しました。2019

治療室の中にインルームCTが入ってい

ンターはテニスコート２面分ほどの狭

年10月までのトータルの治療実績は

もう一つの取り組みとして考えている

札幌禎心会病院陽子線治療セン

ることです。照射の前に必ずインルーム

いスペースに、晴山先生のところと同じ

5,135人。初代センター長の時代から頭

のは、放射線治療後の再発に対する再

ターは2015年11月に自由診療という形

CTで腫瘍や周囲の臓器を撮影して画像

サイクロトロンとガントリーが上下にあ

頸部がんが多く、
トータルで25％くらい

照射です。頭頸部から胸部、
あるいは腹

で陽子線の治療を始めまして、2017年

と位置情報を陽子線治療装置側に送り、

る装置を導入いたしました。本格的に治

を占めています。次に前立腺がんと肺が

部、肝臓がんの陽子線治療後の陽子線

２月に先進医療の許可を得ております。

治療計画の元画像と比較し微調整して

療を始めたのは2019年１月からで、現

んが15％、肝・胆が12％、食道が10％、

ですとか。膵臓がんも再照射するまでに

北海道初の民間の陽子線治療センター

治療するという、画像誘導陽子線治療に

在までに81例ほど治療しています。８割

膵臓が５％という感じです。

なっています。

で、札幌駅から地下鉄で５分くらいの場

力を入れております。

方は前立腺がんで、肺がん、肝がんが数

直近の半年に限定すると、頭頸部が

疾患としてはやはり前立腺がんが多

例あります。症例数を増やしていくこと

センターの同じ建物の中に普通の放射

いですね。頭頸部がんに対しては動注

線治療装置も入れて、非常にコンパクト

化学療法と陽子線との併用をしておりま

な形の治療施設を作っております。当初

す。南東北でもやっておられますが、患

はワブラー法（拡大ビーム法。注1）
だけ

者さんに負担がないと思いますので、

でしたが、時間をかけずにスキャニング

CDDP（抗がん剤シスプラチン）
の動注を

が266名という内訳になっております。
晴山

所にある、都会型の施設でございます。

拡大ビーム法

適応疾患：肺がん、肝がんなど

注１：ワブラー法（拡大ビーム法）
加速器（サイクロトロン、シンクロトロンなど）から照射室に送られてきた陽子線
ビームを均一に拡大したうえで、患者さんごとの病巣の形に合わせて作製した器具
（ボーラスおよびコリメータ）を使用し、標的がん病巣の形状に合わせて照射する方
法。肺がん、肝がんなど呼吸により動くがんに使用します。
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スキャニング法

メディポリス国際陽子線治療センターで行っている、早期乳
がんに対する陽子線治療の様子（写真提供：メディポリス国
際陽子線治療センター）

に限定しています。

ここからはあまり堅苦しくなく、
フリー

３番目としては海外からの患者さん

んと前立腺がんが同じくらいで約20％。

トーキングという形で進めさせていただ

の受け入れです。特に中国ですね。私た

が、
これからの一番大きな課題であると

それぞれの疾患にあまり大きな差がな

きます。他に力を入れている取り組みが

ちの施設には中国語を話せるスタッフ

考えています。

くなってきています。前立腺がんが保険

ありましたら、
ご発言いただけますか。

が２名いまして、
うち１名は中国の医師

村上 ありがとうございます。

ボーラス

患者コリメータ
（マルチリーフ
コリメータ）

陽子線治療の今、
そして未来

適応疾患：前立腺がん、頭頸部がんなど

画像提供：高清会高井病院
陽子線治療センター

注２：スキャニング法
細い陽子線ビームで、標的がん病巣を塗りつぶすように照射する方法。複雑な形状のがん
病巣にも正確に照射でき、周囲の正常な細胞への影響を抑えることができます。前立腺が
ん、頭頸部がんなどの動きが少ないがんに使用します。

診療になって増えたとはいえ、荻野先生

免許を持っております。
日本の医師免許

のところのようにすごく増えているわけ

荻野

私たちが力を入れているのは非

はないので医療行為はできず、我々が

ではなく、
そういう意味ではもっと伸びし

切除の乳がん治療です。新しい乳房の

お話しして彼女たちが通訳をするという

ろがあるのかなと思っております。

固定法を開発しまして、外科の先生と

形です。
これからは、
カンボジア、
タイ、
マ

患者さんの地域別に見ると地元の福

ディスカッションをして、センチネルリン

レーシア、
シンガポールなどの東南アジ

島県あるいは東北地方が７割方を占め

パ節生検ネガティブでルミナールA（ホ

アも開拓しようと考えております。

ていて、
あとは関東、中部、近畿。若干で

ルモン受容体陽性タイプA）
という限定

すが海外からも来られています。

で現在、臨床試験を行っています。年齢

吉村

特徴的な取り組みとしては、頭頸部領

などほかにも限定はあるんですが、切除

いるのはいいですね。私どものところも、

域の動注化学療法です。中里龍彦先生

不能という括りはなく、手術拒否の方が

中国から看護師さんが来ているんです。

という専門家がいるので、今は浅側頭動

対象です。
ステージIの治療を今まで12

日本でまた看護学校に行って、
日本の看

脈からだけでなく、IVR（画像下治療）
で

例行って、いずれも良好な成績を収めて

護師免許を取るという形です。
もともと

上腕動脈や大腿動脈からも行い、上か

います。

知識があるので、結構合格しているんで

医療についてわかっている方が

らと下からのハイブリッドのように腫瘍

もう一つ力を入れているのは膵臓が

すよ。私どものところにも、特にPETなど

全体をカバーする動注療法を行うこと

ん治療です。
これはJASTRO（日本放射

で中国の方が来られていますので、コ

が多くなっています。

線腫瘍学会）の定義に従って切除不能

ミュニケーションに役立っていますね。
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座談会

Theme2

陽子線治療の課題

他の医療機関との連携や患者さんへの周知
それぞれの取り組み方で課題解決を図る

吉村

ただ待っていたのでは患者さん

は来ない。
ですからこちらからアプロー
チをかける、いわゆる営業ですね。

荻野

そうですね。前立腺がんに限りま

今私が考えているのは、
まずは患者さ

の実績が非常に多いですね。北海道だ

せんが、基本的に陽子線治療後のフォ

んに陽子線治療施設が奈良県にあると

と泌尿器科の先生を対象にした講演会

ローアップなどはすべて紹介医療機関

知っていただくということです。患者さん

でやってもらいます。我々は陽子線治療

が泌尿器科に行って前立 腺 がんとわ

を提供するだけ。
ですから結構win-win

かった時に、病院側から
「陽子線治療は

になっていると思いますね。

どうですか？」
という話は出ないんです

晴山

荻野先生のところは前立腺がん

や各クリニックで説明会を開いても、な
かなか陽子線治療をご理解いただけな
い。
その場では理解していただけるんで
すが、
その後の患者さんの紹介という点

先ほども言いましたが、私たちは放射

ね。治療の選択肢の一つとして陽子線

線科の単科なので連携をうまく取らない

があると患者さんが知っていれば、
「一

と回らないんですね。
ですから指宿市の

度話を聞いてみたいので紹介してくださ

医師会や歯科医師会と結構いい協力関

い」
となる。ですからまず患者さんに陽

我々は放射線科単科の医療機関

係ができていて、化学療法などは地元の

子線治療を認識していただくために、市

ですので、我々のところで収益を上げな

医師会の病院でやってもらうんですよ。

民公開講座や院内見学会などに力を入

では苦戦をしています。荻野先生のとこ
ろでは、
どのような試みをやっているの
かお教えいただけますか。
荻野

陽子線治療の今、
そして未来

れていきたいと思っています。

ければ成り立たないんですよね。
そのた

いる疾患は、
できるだけ早く保険収載で

保険の支払いがないので自費となり、患

の範囲内の疾患しか治療ができない

きればいいと思うんですけどね。

者さんにとっては負担増となる。頭頸部

し、線量も規定されているのでかなり窮

がんのレアな悪性黒色腫は保険適用が

屈だなと思います。そのあたりについて

保険適用の拡大という点では、
ま

通っているわけですから、部位ではなく

他にご経験や問題点はございますで

ずは治療が難しい疾患について考える

組織型でもって保険適用にしていただ

しょうか。

必要があると思います。

いたほうが患者さんにとってはいいん

晴山

例えば悪性黒色腫は、頭頸部腫瘍に
おいては保険適用になりますけれども、

じゃないかと思います。

晴山

重粒子線治療
（注3）
のほうでは直

それでは肛門がんの悪性黒色腫のエ

腸がん、
大腸がんの再発に対する炭素線

今私のところで治療している患者さんは

ビデンスはどうかと言われたら、そんな

の有効性があり、
それを保険適用にした

肛門がんの悪性黒色腫なんです。その

にある症例ではないので難しいとは思

いという話が出ています。保険適用の疾

患者さんは先進医療保険に入っていま

いますけれどね。
ただ、先進医療の定義

患についてはできるだけ炭素線と陽子線

すが、現状では先進医療の適用に直腸

が厳しくなったために患者さんが不利

で同じような形でやったほうがいいと思

がん、肛門がんの悪性黒色腫は入って

益を被ることに矛盾を感じています。

います。
南東北ではやっていましたよね？

村上

村上

いないので自由診療になるんです。
患者さんは陽子線治療を望んでいる

先進医療にしろ保険診療にしろ

南東北では骨盤内での腫瘍が直

んですが、先進医療保険の枠から出ると

国が定めた基準があるので、その基準

います。大腸がんの肝転移は、普通の扁

スペーサー治療へのドクターたちの見解と
スキャニング法＆インルームCTのメリット

腸などに近い時にスペーサーを入れて

めに事業推進部という部局を作ってい
るんです。東京、福岡、熊本、宮崎、鹿児
島、沖縄、阪神と各地に拠点があり、15
人くらいの営業部隊がいて、彼らが医療
機関や保険会社に営業をかけています。
もう一つは、
クリニックとの連携です
ね。前立腺だけで今、鹿児島、宮崎、熊本
の13の泌尿器科クリニックと連携してい
ます。
その他にも８つの医療機関と連携
していまして、そこから集中的に患者さ
んが送られてきます。
これは民間病院な
らではだと思うんですが、
そういう取り組
みをしています。
個人的に市民公開講座は、患者さん

医療費の問題から保険適用の拡大まで
ドクターたちが日々感じている課題とは

平上皮がんや腺がん、胃がんの肝転移
と違ってなかなか難治性なんですよね。

を集めるのにはあまり効果的ではない

荻野

医療費について患者さんの知識

と、
「やっぱり陽子線治療は高いんじゃな

もうちょっと線量を増加したいと思って

と思うんですね 。やはり医療機関にア

が全然ないことも問題だと僕は感じて

いか」
というイメージを払拭できないよ

も、規定があるからできないのでその辺

ピールしていくのが大事だと僕は思って

います。前立腺がんは保険適用なので、

うな気がしますね。

も問題かなと個人的には思っています。

いて、それを実践しているのがこの数に

70歳以上の高齢者で低所得の人は３

現れているのかなと思っています。

万円くらいで陽子線治療ができるんで

吉村

すよ。
でも
「照射のたびに毎回３万円払

場合、陽子線治療の適応があって患者さ

医療機関との連携というのは、
お

うんですか？」
と質問する人がいたり、高

ん自身も受けたいんだけれど、費用の

互いwin-winになるような取り決めがあ

額療養費制度そのものを知らない人も

ハードルで受けられない人がいます。症

るんですか？

います。そのあたりを丁寧に説明しない

例数が多く、効果の優位性が認められて

村上

5

保険適用になっていない疾患の

注3：重粒子線治療
放射線治療の一つ。がん治療に利用される放射線は大
きく「光子線」と「粒子線」の２つに分けられ、前者には
Ｘ線やガンマ線、後者には陽子線や重粒子線がありま
す。重粒子線治療には陽子よりも約12倍重い炭素イオ
ンが使われ、加速器で炭素イオンを光の速さの約70％
まで加速させてがん細胞に照射します。

村上

先生方のところでは、前立腺のス

入れなくていいんじゃないかなと今は

ペーサーは入れられていますか？

考えています。

晴山

荻野

今のところは入れていないです

僕も晴山先生と同じ考えですね。

ね。放射線性直腸炎がそれほど起きて

腫瘍の局在にもよると思いますが、後ろ

いないし、やはり陽子線治療は切らずに

側にあるようなものは逆に直腸に少し照

治すので、患者さんに負担が少なく、副

射したほうがよく治ると思うんです。
まっ

作用も少ない低侵襲治療として陽子線

たく照射しないと、逆に再発の可能性を

治療があるわけですので、
スペーサーは

増やすんじゃないかと思います。
6
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Theme3

陽子線治療の未来

免疫療法と陽子線の併用や、
Ｘ線との使い分け
高線量を局所に照射できる利点でさらなる普及へ

射をしないですみますしね。

村上

わってきた者としてはこの先も残ってほ

療法とＸ線との併用がいいわけですか

しいなと思います。

ら、Ｘ線を陽子線に変えればより高線量

最後のテーマは「陽子線治療の

未来」です。課題と未来はよく似てはい

私どものところもスペーサーは入

れていませんが、晴山先生のところと同
じようにインルームCTを使っていますの
で、今のところはそれほど直腸炎や潰瘍
ができたりということはないです。
まだ症
例数が少ないので、
これから症例が増え
てくると、
また考慮しなければならなくな
るかなと思いますけれどもね。

荻野

僕は免疫療法と陽子線治療の併

先生方は、
いずれは全体的にＸ線から

奈良医大との連携、外国人医師の採用など
陽子線治療の未来を担う人材育成に尽力

他の治療法との併用などを考えておら

用がこれからどんどんされるべきだと思

陽子線にシフトしていくとお考えですか？

れるでしょうか。

うんですよね。今まではabscopal eﬀect

村上

吉村

話は変わりますが、人材育成に

う顔をしてなかなか来ないですね（笑）。

かと思うんですけどね。
まあ、
お金のこと

荻野

すけれども。近未来から言うと、
これから

けれども、免疫療法との併用が進んでく

は別にしましてですね。

超高齢者の時代になりますので、機能温

る可能性はあると考えています。

吉村

私どもでは当初から奈良県立医

い や ー 、すご い 困っています

んですけど、マレーシアに戻ったんです

ですが、そこで陽子線治療に長けたドク

ね。
それをキャッチして、
「陽子線治療や

晴山 スキャニング法のメリットは、
まず

ターや診療放射線技師などの人材育成

らない？」
と声をかけたら
「行きます」
と。

をしていこうという夢があります。実現で

でもこれから鹿児島大学の放射線科に

きるかはまだわかりませんが、大学が支

入って勉強するので、
あと５年はかかり

援してくれていますのでね。

ますよ。
まあ長い目で育てようかなとい

調整しているわけですね。前立腺がんの
場合、
インルームCTを撮っても治療室に
入ってから出てくるまで15分くらい。
時間
もかからず、
きめ細かく治療ができるとい
うメリットがあります。

7

緩和的な治療に関してはＸ線治療とい

でそれをやるのはなかなか難しいです

です。今学生の募集をかけているところ

誘導陽子線治療によって毎回照射を微

なく、やはり一定の確率で期待できるの

療法を入れて４本柱になってきていま

トはお感じになりますか？

それからインルームCTを使った画像

線治療ががん治療の３本柱の一つに

う形で分けるのが一番いいんじゃない

麻酔科に進んで５年くらい日本にいた

点は大きなメリットだと思います。

線のほうが普及すると思います。ただ、

かなと最近思い始めました。我々の施設

いまして、博士課程と修士課程があるん

ら治療スタートまでが短くなります。
その

ていなかったんですが、決してそうでは

なってほしいと思っています。今は免疫

馬大学の医学部を卒業しているんです。

ですね。
ボーラスが不要だと治療計画か

現在の放射線治療並みに、陽子

不足でお困りではないですか？

に陽子線がん治療研究センターがござ

ボーラスを作らなくてもいいということ

やはり根治症例に対しては陽子

は医学物理士さんとか。

ア人の医師を採用したんですよ。彼は群

ないのでやっていないのですが、
メリッ

晴山

荻野先生や晴山先生のところは、医者

院というものが施設内にあります。そこ

は、荻野先生のところも我々のところも

（アブスコパル効果。注4）なんて信用し

関してはどうですか？ ドクター、
あるい

（笑）。実は私たちのところではマレーシ

インルームCTやスキャニング法

私もそのあたりは同感です。免疫

取り組み、例えば新しい治療法の開発、

科大学と連携をしていまして、連携大学

村上

村上

を局所に照射できますしね。

るんですが、先生方のところでは今後の
吉村

陽子線治療の今、
そして未来

村上

使い分けというのは当然出てく

晴山 お薬がどんどん新しくなって良い

量分布上は従来の放射線治療より陽子

ものが出てきても、
それだけでは治癒率

線治療のほうが圧倒的にいいわけです

があまり高くないということは結局、何か

村上

から、あとは保険診療や診療報酬の問

との併用になってくるんでしょうね。放射

チイオンと言って、ヘリウム線を陽子線

題になってきますよね。ずっと先のこと

線と陽子線を比べて陽子線のほうが免

の代わりにという話も出ています。すぐ

になると、がん治療そのものがどうなっ

疫云々において劣ることはないので、
こ

にできるものではないでしょうが、今後

ていくかということになるのでちょっとわ

れからも陽子線は使われていくだろうと

新しい機械が作られて、新しい粒子線も

かりませんが、我々放射線治療に長く携

思います。陽子線なら正常な組織に照

出てくるのかなという気もします。

注4：アブスコパル効果

奈良医大と連携できているとい
吉村

荻野

線治療が生き残っていくと思います。線

う、
そのくらい人材不足です。

うのは心強いですね。
吉村

存・形態温存ができる放射線治療、陽子

JASTRO（日本放射線腫瘍学会）

るんじゃないかなとは思います。
放射線医学総合研究所ではマル

ラテン語で「遠く」を意味する「アブ」と古代ギリシア語で「狙う」を意味する「スコパル」の造語。放射線を照射した部位だけでなく、離れたところにあるが
んも縮小・消滅する場合があることをいいます。放射線照射で破壊されたがん細胞は免疫刺激作用のあるタンパクやがん抗原などを放出し、細胞傷害性T
リンパ球（CTL）を活性化。CTLが体内をめぐり、離れたがん細胞を攻撃するためだと考えられています。

を見てみると会員数は増えているんで
私どもの放射線科には治療科と

すよね。それでも人材不足なのは、高精

診断科の２つがあり、わりと診断の医局

度治療や新規に治療機器を導入する施

には学生が入るんですが、治療にはな

設が増えているんでしょうね。

かなか来てくれないですね。

ろは少ないですよね。
そこが悩みなんで

公的医療機関にはない軽やかな動きで
民間病院ならではのパワーを今後も発揮
村上

では最後に、
「民間病院だからこ

晴山

すよね。
やはり公的な医療機関と比べた

荻野

連携医療機関を作ったほうがい

そできること」
というテーマで先生方のご

らあまり制約がないので、民間は動きが

村上 うちにも福島医大から学生が来

まだまだ全体的に人材不足なの

で、なかなか回ってこないというのが現

意見をいただければと思います。民間な

軽やかにできるということですよね。他

のはやはり、公的医療機関にはない職

るので、
「陽子線の未来は明るい。
これか

状ですね。
南東北に関して言えば、
あまり

らではのパワーというか、今後我々民間

の病院やクリニックとのいろんな形での

種を作れるのが特徴だなと。先ほどお話

らどんどん施設が増えるから、今ならす

大学に頼らずになんとかして自分たちで

の病院としてはどういうことに注目して

連携も、公的なところよりできると思いま

しした事業推進部は大学などにはない

ぐセンター長になれる」
ってだいぶ言っ

放射線治療、
陽子線治療に興味を持つ人

いけばいいのか。
そのあたりはいかがで

す。
ただ先ほども言いましたが、やはり患

ですしね。それと、
うちは診療放射線技

ているんですけど、
「ほんまかいな」
とい

材を育てていきたいなと思っています。

しょうか。

者さんの伸び、紹介というのは今のとこ

師の補助を５人雇っているんですよ。

村上

いと思いますよ。僕が民間に来て思った
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村上 おもしろいですね。
荻野

資格は持っていなくて、看護助手

吉村 うちもそうですね。人件費は大き

にもグループ病院があるんですが、各病

いですから、民間としてはたいてい少な

院に陽子線外来を作り、
私や他の先生が

い人数でやろうとしますよね。

２週間に一回とか月一回とかで診療を

のような感じですね。技師さんは技師さ

晴山先生がおっしゃったように、やは

行っています。
その甲斐あって、
徐々に各

んの仕事に専念してもらって、補助の方

り民間は小回りが利くところがいいです

病院の先生から直接患者さんの紹介が

は照射室の中には入らないですが、治

よね。病院にもよるでしょうが、
それがい

入るようになってきています。

療フロアや診断のところにいていろいろ

いとなればすぐに院長、事務長のトップ

な記入をしたり、患者さんの案内などを

ダウンで決めてくれますし。最近新聞の

荻野

しています。

奈良版に広告を出し、
そこに市民公開講

放射線治療医の数がいないので、僕ら

あと個人的に一番助かったのはいわ

座の案内を載せました。陽子線治療を

がどこかに出かけるということができな

ゆる秘書さんですね。
カルテの下書きや

知っていただくために、
そうしたことをこ

いんです。逆にいろんなところにオフィ

メールの返信の下書きも全部書いてく

れから繰り返していこうと思っています。

スがありますので、事前に資料を送って
もらったうえで、例えば福岡県の患者さ

れるので、僕らが最初から最後まで全部
やる必要はないんです。
晴山

いやー、
うちは雇ってくれない

なぁ
（笑）。

村上

座談会参加病院紹介
鹿児島県指宿市にあり、広大な敷地を

当院の陽子線治療装置は、
がんの種類

に応じて
「拡大ビーム法」
と
「スキャニング

有する
「メディポリス指宿」
の敷地内に当

法」
の２種類の照射法を使い分けること

センターはございます。
すぐ横に
「指宿ベ

が可能です。
また、
治療室内の大口径CT

イヒルズホテル＆スパ」
というリゾートホ

で毎回画像を撮影してから治療を行う、

テルがあり、
患者さんやご家族はホテルに

高精度な画像誘導陽子線治療を行って

滞在し、
リラックスした環境の中で陽子線

僕たちのところは南東北のように

民間病院だからこそという点で言

んは福岡のオフィスに来てもらって、僕

うと、南東北病院も理事長の渡邉一夫が

らは指宿にいてスカイプで面談をすると

すごくパワーのある人間なので、いろい

いうことをしています。
そうすると我々は

ろ発展させています。東京や川崎、大阪

動く必要はありませんので。

センター長

荻野

尚先生

治療を行い、他の時間で温泉・観光地め

ぐり・ゴルフ・釣りなどをされております。
南国指宿で、患者さん一人ひとりと向

おります。
陽子線治療は、
外科手術や従来
センター長

晴山

雅人先生

されております。

社会医療法人禎心会

メディポリス国際
陽子線治療センター

札幌禎心会病院
陽子線治療センター

〒065-0033 北海道札幌市東区北 33 条東 1 丁目 3-1
TEL:011-712-1134
https://www.teishinkai.jp/thp/yousisen/

当センターは、2008年10月に民間の

当院は1981年の開設以来、
救急医療、

脳卒中治療、
循環器治療、
がん治療を中

医療機関として国内で初めて陽子線治療

心に地域医療に貢献してきました。CT、

システムを導入しました。隣接する総合

MRI、PET、
ガンマナイフやリニアックと

南東北病院と連携し、化学療法をはじめ

いった先進の医療機器をいち早く導入。

とする他の治療法を併用した集学的陽子

2018年３月には奈良県初となる高清会

線治療に力を入れているのが特長です。

陽子線治療センターを開設し、
同年９月

センター長

営業部隊の方はよほど陽子線の

ことを理解されているんですね。
荻野

最初に知識を教え込みますの

で、彼らは僕らとまったく同じ内容の１

荻野

全国から集中的に電話がかかっ

いただければと思います。本当に貴重な

てくる、フリーダイヤル のコール セン

お話、ありがとうございました。近い将

ターにいるのは全員看護師です。やはり

来、陽子線治療ががんの標準的な治療

営業活動ですよ。それが民間病院では

としてどこからも認められる形になるで

すごく大事だと思います。

あろうと確信しています。
これからも南東
北がん陽子線治療センターは、皆さんと

時間の講演をすることができます。
です
から市民向けの講座は彼らに任せてい

村上

コールセンターの看護師から近

共にさらに努力を重ねて邁進していきた

ます。医者はどちらかというと医師会や

くの県の営業部隊につなぐ形になって

いと考えておりますので、今後ともどうぞ

大学医局など、医療機関での講演に注

いるわけですか。それはぜひ一度見学

よろしくお願いいたします。

力しています。

に行かないといけないですね。
お話が尽きないところではあります

村上
9

営業の方たちは看護師ですか？

が、時間でございますので閉会とさせて

以上をもちまして本日の座談会を終
了とさせていただきます。
ありがとうござ
いました。

吉村

均先生

がんに対しても優れた治療成績を示すこ

とが明らかになりつつあります。
加えて正

後遺症を最小限に抑えられることが期待

員一同取り組んでおります。

一般社団法人メディポリス
医学研究所

のＸ線では治すことが難しかった種類の

常細胞へのダメージが少なく、
副作用や

き合いながら、
「幸せな医療の提供」
に職

〒891-0304 鹿児島県指宿市東方 4423
TEL:0120-804-881
http://medipolis-ptrc.org

村上

陽子線治療の今、
そして未来

から本格的に治療を開始しました。

開設にあたり、
機種選定から稼働に至

るまで奈良県立医科大学と密に連携、
支

センター長

村上

昌雄

援を受け、
さらに当センター内には、
奈良

者さんに合った治療を提供しています。

療研究センターが併設されています。

高井病院
陽子線治療センター

〒632-0006 奈良県天理市蔵之庄町 470-8
TEL:0743-65-0372
http://www.takai-hp.com/housha/proton/

に治すだけではなく、切れないがんをも
治す」
という理念のもと、一人ひとりの患

県立医科大学連携大学院・陽子線がん治

社会医療法人 高清会

南東北病院グループが掲げる院是「すべ

ては患者さんのために」に加え、
「 切らず

一般財団法人 脳神経疾患
研究所 附属

南東北がん陽子線
治療センター

〒963-8052 福島県郡山市八山田 7 丁目 172
TEL:024-934-3888
http://www.cancer-center.jp/
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陽子線治療

5,272件

総件数の推移

件数

膵臓
9％

3000

2000
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19 年度

難易度が高い肝・胆・膵がんの
陽子線治療が増えている

南東北がん陽子線治療センターの

治療実績が

部位別
治療割合

食道 10％

計466名

肝・胆
12.7％

前立腺
18.9％

実績は、告知を受け思い悩むすべての患者さんのために、根

治を目指し、安全で確実な治療を提供すべく果敢に挑戦し続

けてきた証とも言えます。
お話を伺った先生：

南東北がん陽子線治療センター

昌雄

保険適用前
（2008年10月から
2018年3月）
までの治療割合
計4,289名

前立腺

14.9％

肝・胆

肺

12％

14.8％

肺

14.8％

根治を目指し最善を尽くす
最強の布陣

るためには週間、月間でチェックする必
要があるのです。放射線技師は、その名
のとおり実際に放射線を照射する仕事

特に放射線を用いた医療が適切に実

液腺・頭蓋底など）、肺、肝臓、前立腺、膀

いと言われる肝・胆・膵と、肺がんの陽子

施されるよう、先導的役割を担う医学物

胱、食道、骨軟部などの原発性がんに加

線治療が増えていくように思います」

理士は、放射線治療の分野で増えてい

困難な事例も積極的に治療

2018年４月、転移のない前立腺が

位別治療件数が、開院以来5,000件を超えました。
こうした

25.4％

かります。
これからもこうした難易度が高

性腫瘍
（肝転移、
肺転移）
などがあります。

治療」
に取り組んできた南東北がん陽子線治療センターの部

村上

膵臓 5.1％

2020年1月

頭頸部

られるがんは、
頭頸部
（鼻腔や副鼻腔、
唾

え、直腸がん術後の骨盤内再発や単発

国内では民間初の陽子線治療センターとして
「切らないがん

その他

2.5％

現在、陽子線治療に向いていると考え

示すもの

治療実績が示すもの
12.8％

2019年4月から

食道
5.6％

1000

直腸がん術後
局所再発 1％
縦隔 1.5％
骨軟部

骨軟部 3.4％

4000

2008

頭頸部
20.6％

縦隔 0.4％

5000

センター長

その他
10.5％

直腸がん術後
局所再発 4.1％

る医療職とのこと。実は、陽子線治療の
コアな部分は、医師と医学物理士との共
同で成り立っているのだそうです。

をします。
どちらも12名。
まさに最強の布
陣といえるでしょう」

動注療法、ステントと陽子線治療
下の図表は、南東北がん陽子線治療

ん、一部扁平上皮がんを除く頭頸部が

難易度が高いということでは、南東北

「医学物理士は、現場で大きな二つの

センターが特に力を入れている治療の

んへの陽子線治療が公的医療保険適用

がん陽子線治療センターを訪れる患者

仕事を担っています。一つが治療計画で

一覧です。なかでも効果があると期待さ

となりました。
こうした点を踏まえ２つの

さんの多くは、すでに放射線治療を受け

す。患者さんのどこにがんがあって、
どこ

れているのが『頭頸部腫瘍に対する動

円グラフから見えてくることを、村上昌

ていたり、手術ができないがんなどさま

まで治療すべきか、陽子線をどれくらい

注療法と陽子線治療の併用』のように、

雄センター長にお聞きしました。

ざまな困難を抱えておられます。村上セ

投与するか医師が処方します。医学物理

陽子線ともう一つの治療を組み合わせ

「注目すべきは、先進医療から保険診

ンター長は、
「他の施設では困難な事例

士は、医師が決めた照射場所に、正確に

る方法です。付け加えると動注療法（動

療への移行で疾患の分布に変化が現れ

でも私たちは積極的に取り組みます。根

照射するためにはどういう方向から照射

注化学療法）
とは、血管からカテーテル

たことです。2019年度・2020年度の治

治を目指し、医師、医学物理士、放射線

するのがいいのかなど、
コンピュータに

を挿入し、がん組織に栄養を送る動脈

療割合では、頭頸部と前立腺の患者さ

陽子線治療が可能ながん
計算させて計画を立てます。
技師、看護師、事務職、約100名が一丸

んがどちらも20％くらいで、やはり前立

となって最善を尽くしています。医療従

もう一つが陽子線照射装置のメンテ

腺の患者さんが増え、
さらに肝臓と胆道

事者の連携と情熱もこの治療実績につ

ナンスです。陽子線は、１mm以内の誤

動注療法と陽子線治療の併用は、口

と、膵臓の患者さんが増えているのがわ

ながっていると思います」
と話します。

差でビシッと止まります。正確に照射す

腔咽頭の非扁平上皮がんや舌がんなど

に直接抗がん剤を流して局所のがんを
縮小・消失させる治療法です。

陽子線治療が可能ながん
「公的医療保険」適用部位
頭頸部がん
（口腔・咽喉頭の
（小児がん全てが対象）
扁平上皮がんを除く）
小児がん

骨軟部がん

（切除非適応のがん）

前立腺がん

「先進医療」適用部位
肝がん
膵がん
腎臓がん
直腸がんの術後
骨盤内再発
婦人科がん
膀胱がん
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脳腫瘍
頭頸部がん
（口腔・咽喉頭の扁平上皮がん）
食道がん

肺がん
転移性がん
（肺・肝・リンパ節の少数個転移）

南東北がん陽子線治療センターが注力しているがん治療
●頭頸部腫瘍（舌がん、上顎がん、咽頭がんなど）に対する動注

●切除不能膵がんに対するステント・抗がん剤治療

●Ⅲ期肺がん（局所進行肺がん）に対する化学陽子線療法

●膀胱がんに対する動注（静注）併用陽子線治療

療法、IMRT(強度変調放射線治療)、陽子線治療の集学的治療

●間質性肺炎や閉そく性肺疾患など低肺機能を合併する
肺がんに対する陽子線治療

●食道がんに対する化学陽子線治療

●肝がん、胆管がんに対する陽子線治療

（内科）と陽子線治療

●前立腺がんに対する短期陽子線治療
●オリゴ転移に対する陽子線治療

●放射線治療後の再発例に対する陽子線治療

●消化管に近接する腹部臓器がんに対する異物を利用
しないスペーサー手術後（外科）の陽子線治療

12

治療実績が示すもの

2016年から2019年までの国別の患者数
ロシア

カナダ

1人

陽子線治療の治療費は？
陽子線治療技術料

1人

中国
18人

一番気になる

1 部位につき

2,883,000 円

オーストラリア

Aさん56歳

ニュージーランド

を止めるというわけです。
この方法なら

近年はAUS、NZからも治療に来郡

切除不能膵がんは、内科とのコラボ

ば手術でも取れないがん、放射線をも

レーションで抗がん剤治療と陽子線治

十分に当てられなかったがんも治療す

また、南 東 北 がん陽 子 線 治 療 セン

療を併用しています。
「総合南東北病院

ることができます。陽子線に明るい内

ターでは、
よい治療を一人でも多くの患

の内科に、ERCPを年間約400例をこな

科、外科の先生方のおかげで私たちは、

者さんに届けるために広域医療を展開

す『ステントの達人』
と言われる先生が

本当の意味の集学的治療が実現できて

しています。近年は、オーストラリアや

いるんですよ。おかげで私たちは、安心

いるように思います」

ニュージーランドの患者さんが増えてい

さらにスペーサー手術については、朗

るとのこと。
「遠方から来られる方は皆さ

報があるそうです。2019年12月、術後

ん、他の施設ではできない治療を求め

半年くらいで身体に吸収される『ネス

て来られます。私たちの役目もそこにあ

キープ』
という素材が保険適用になりま

ると思っています。2020年も日々、新し

した。
「これで脂肪が少ない人も安心し

い医療を作り出していくんだという気構

われる腹部・骨盤領域のがんは、外科医

て手術を受けられるようになりました。

えで、
チャレンジあるのみです」
と村上セ

が行うスペーサー手術とのコラボレー

今は、前立腺がんも体内でゼリー状に

ンター長。
さらに、次の10年を見据えて

ションで進めていきます。
「 肝臓や膵臓

固まる
『SpaceOAR』
という素材を用いて

新機種の導入も考えているそうです。
ス

の治療をする時に、そのままでは隣り

治療しています。
こちらも公的医療保険

キャニング法（P3参照）ができるような

合っている胃や十二指腸に放射線が当

適用です。前立腺がんは金マーカーも

新しい装置が導入されれば、
より確実に

たってしまいます。
そうならないよう外科

入れるので、約１カ月とこれまで以上に

照射できるようになるとのこと。2020年

的に腹部を開けて、がんと隣り合う消化

治療が短期間になっています」

も南東北がん陽子線治療センターは、
よ

スペーサー手術と陽子線治療
陽子線治療で一番治療しにくいと言

変わります。ご自身の具体的な治療費等は窓口にてご相談ください。

Bくん8歳

肝臓がんの治療を行う場合

管との間に身体の中の脂肪を入れても

い治療を一人でも多くの患者さんに届

らうんです。そのスペース部分で陽子線

けるために精進してまいります。

陽子線治療
技術料

年収
600万円程度

保険診療

医療保険の「先進医療特
約」300万円以上を付け
ていたので、Aさんの

（国民健康保険・
社会保険）

＋

場合は負担なし

Cさん38歳

年収
450万円程度

頭頸部がんの治療を行う場合

公的医療保険適用
3割自己負担

福島県民の場合は
18歳までの医療費
負担はありません。

＋

診察・検査・入院費
などの費用
公的医療保険適用
で3割自己負担

診察・検査・入院費
などの費用
18歳以下なので
負担はありません。

Dさん73歳 前立腺がんの治療を行う場合
前立腺がん＝「公的医療保険」適用部位

保険診療

（国民健康保険・
社会保険）

＋

Bくんは18歳以下で、福島県民なので負担なし
※お住まいの自治体によって異なりますのでご確認ください。

頭頸部がん＝「公的医療保険」適用部位
陽子線治療
技術料

保険診療

（国民健康保険）

陽子線治療
技術料

福島県在住
（国保）

診察・検査・入院費
などの費用
公的医療保険適用
で3割自己負担

※直接払い制度がありますので保険会社にご確認ください。

小児がんの治療を行う場合

小児がん＝「公的医療保険」適用部位

肝臓がん＝「先進医療」適用部位

1人

して照射に徹することができます」

治療費はがんの種類や患者さんの保険の状況により、それぞれ金額が

※条件により金額は大きく異なる場合があります。

タイ 1人

に用います。

とお支払い方法についてご案内します。

一例としての金額の目安

韓国 1人

9人

当センターで陽子線治療を受けていただく場合の、治療にかかる費用

収入
70万円程度
（外来通院）

高額療養費制度を利用し、限度額上限 およそ80,000円
※高額療養費制度69歳以下に該当

保険診療

陽子線治療
技術料

（国民健康保険・
社会保険）

公的医療保険適用
2割自己負担

＋

診察・検査・入院費
などの費用
公的医療保険適用
で2割自己負担

高額療養費制度を利用し、限度額上限 およそ8,000円
※高額療養費制度70歳以上、住民税非課税等に該当

高額療養費制度
高額療養費制度…

取材日：2019年12月17日

69歳以下の方

治療計画
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年収約1,160万円〜
健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋(医療費−842,000円) 1％

イ

年収約770万円〜約1,160万円
健保：標報53万円〜79万円
国保：旧ただし書き所得600万〜901万円

167,400円＋(医療費−558,000円) 1％

ウ

年収約370万円〜約770万円
健保：標報28万円〜50万円
国保：旧ただし書き所得210万〜600万円

80,100円＋(医療費−267,000円) 1％

エ

〜年収約370万円
健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

ア

オ

住民税非課税者

注

57,600円
35,400円

70歳以上の方

70歳以上の方の上限額
（平成30年8月診察分から）

適用区分

住民税
一般 非
課税等

病変は前立腺、恥骨、骨盤底筋に浸潤していた。骨盤内蔵機全摘出術と、消化管に無駄な陽子線が照射されないように、大網を用いたスペーサー
留置術を行ったのち、陽子線治療を行いました。南東北がん陽子線治療センターでは、外科と協働し腹部骨盤内蔵機から発生した腫瘍にも
取り組んでいます。

ひと月の上限額（世帯ごと）

現役並み

スペーサー手術例（直腸がん術後骨盤内局所再発）

スペーサーとして使用した大網

69歳以下の方の上限額

適用区分

外来
（個人ごと）

ひと月の上限額（世帯ごと）

年収約1,160万円〜
標報83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円＋(医療費−842,000円) 1％

年収約770万円〜約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上

167,400円＋(医療費−558,000円) 1％

年収約370万円〜約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上

80,100円＋(医療費−267,000円) 1％

年収約156万円〜約370万円
18,000円
標報26万円以下/課税所得145万円未満等 （年14万4千円）

57,600円

Ⅱ住民税非課税世帯

24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

8,000円

15,000円

1つの医療機関等での自己負担
（院外処方代を含みます。
）
では上限額を超えないときでも、
同じ月の別の医療機関等での自己負担
（69歳以下の場合は
2万1千円以上であることが必要です。
）を合算することができます、
この合算額が上限額を超えれば、
高額医療費の支給対象となります。
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