
～最先端技術にふれる～ 

放射線医学オープンスクール【2016】 

公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団 

医師のキャリアパスを考える医学生の会 

 

「放射線医学オープンスクール」は、全国から集まった医療に関心のある学生が放射線医学の最

先端の現場を見学し、なんだか放射線医学って楽しそう！と興味をもつきっかけ、そして日本の

放射線医学がこれからどのように発展すべきなのかを、自分なりに考えてみる機会を提供する、

１泊２日の見学研修プログラムです。 

 

【 日程 】 平成 28年 8月 24日（水）～25日（木） 

【見学先】 三菱電機 株式会社 電力システム製作所（神戸市兵庫区） 

神戸低侵襲がん医療センター  （神戸市中央区） 

【 宿泊 】   チサンホテル神戸       （神戸市中央区） 

【 内容 】  放射線医学に関する施設における見学と研修、特別講演、懇親会 

        http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html 

【特別講演】 「がん医療をリードする放射線医学」 

講師：杉村和朗 国立大学法人神戸大学 理事 副学長 

大学院医学研究科 内科系講座放射線医学分野 教授  

【 対象 】  放射線医学に興味を持つ医療系および理工系の大学生・大学院生 

【 定員 】   40名 

【参加費】  税込 3,000円（含 研修費・宿泊費・食費） 

【 顧問 】 土屋了介 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 理事長 

辻井博彦 公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団 代表理事 副理事長 

小口正彦 公益財団法人 がん研究会有明病院院長補佐 放射線治療部部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の見学の様子 

 

 

【申し込み】公式サイトより       http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html 

【連 絡 先】公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団 担当：上村  email ops@antm.or.jp 

℡ 03-5645-2230 

 

http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
http://students.umin.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://www.k-mcc.net/
http://www.solarehotels.com/hotel/kinki/hyogo/chisunhotel-kobe.html?cid=adws_PC_kinki_CH-KOBEX_spe_ex_034003&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shisetsu_kinki_ex&utm_content=CH-KOBEX_034003&gclid=CO75uJe__ssCFZcRvQod1j4EgA
http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
mailto:ops@antm.or.jp


 

見学先 施設紹介 1 

  

 

三菱電機 株式会社 電力システム製作所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         本社（東京ビル）         電力システム製作所 
 
所在地 
 
本社        〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 3号（東京ビル） 

℡：(03)3218-2111（代表） 
電力システム製作所 〒652-8555 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目 1番 2号 
           ℡：(078)686-4664（磁気応用システム営業課）   
URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/ 
   
会社概要    

三菱電機グループは、技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に貢献すること
を企業理念とし、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器などを製
造・販売をしております。 

三菱電機が開発した粒子線治療装置は、加速器を使って水素や炭素のイオンを最大で秒速 20 万キロ（光速
の約 7割）まで加速させ、照射室まで導いて患部に照射します。イオンは加速させることによって、高い運動
エネルギーを持つ粒子線ビームになり、体の奥深くの病巣を照射します。三菱電機は、放射線治療と加速器の
両分野で約 40年にわたる実績とノウハウがあり、この 2つの技術を組み合わせて粒子線治療装置を開発し、
2002年に「陽子線タイプ」の医療機器製造承認を取得し、2005 年には世界で初めて炭素イオンの粒子線が使
える 「炭素イオン/陽子タイプ」の医療機器製造販売承認を取得しました。 
 
研修内容 

粒子線治療装置の講義および粒子線高度利用研究棟（ハウスマシン）を見学して頂きます。また、合わせて
電力システム製作所で製作する発電機など、神戸地区でのモノづくりの現場を幅広く見学して頂きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

粒子線治療装置ハウスマシン(左写真：治療室、右写真：加速器)        
 
プログラム 
１． 三菱電機 電力システム製作所のご紹介 
２． 粒子線治療装置のご説明 
３． 工場見学(粒子線治療装置ハウスマシンなど) 
 
 
                         
                   
 
                  

http://www.mitsubishielectric.co.jp/
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神戸低侵襲がん医療センター 
 

 
所在地 
〒650‐0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 8-5-1 

℡：(078)304-4100 
URL   http://www.k-mcc.net/ 
  
病院の概要 
開院 2013年 4 月 
診療科目 放射線腫瘍科、放射線科、腫瘍内科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、消化器内科、リハビリテーション科、 

歯科口腔外科、泌尿器科、脳神経外科、婦人科、精神神経科 
届出・許可病床数 80 床 
 

神戸低侵襲がん医療センターは、低侵襲医療に特化したがん専門病院です。神戸大学病院との強い連携のも
と、新しいがん医療の流れを作るために開院し、平成 26 年度は新たに 3562名の患者さんが当院を受診されま
した。80 床という小規模医療施設ですが、画像診断医師を 4名配し、「小さくみつけてやさしく治す」の理念
における、「小さく見つけて・・・」の機能強化を行い、疾患の早期発見から放射線治療計画、治療後の経過
観察にわたって質の高い画像診断を提供しています。さらに、放射線診断治療部門ではサイバーナイフ・トゥ
ルービーム・トモセラピーとった高精度放射線治療装置を駆使し、平成 27年度での実績として、新患数で 943
件の実績を上げています。神戸低侵襲がん医療センターでは、がん治療を行うセンターでありながら手術室を
有しておりません。高精度放射線治療、抗がん剤治療、IVR 治療、内視鏡治療といった非手術的低侵襲治療を
集学的に行い、がん治療後も患者さんが質の高い生活の質を保てるような医療を提供しております。     
 
放射線治療科の紹介 
 
特徴 

放射線治療は、平成 26 年度 921 名の患者さんが新たに治療を受けられました。出来るだけ高精度の治療を
行うためサイバーナイフ、トモセラピー、トゥルービームの 3 種類の装置を備えていますが、強度変調放射線
治療 IMRT は 398 名、定位照射は 286 名が受けられ、全体では 921 名中 684 名、74.3％の患者さんに高精度放
射線治療を受けていただきました。治療の部位別では、多い順に、脳 162 名、肺 107名、脊椎 105名、前立腺
96 名、肝臓 86名、頭頸部 75 名、食道 37名、乳房 34名、その他が合わせて 219名でした。 
 

手術の場合、体に傷跡が残ったり、手術直後には痛みを伴い、一時的に食事を摂ることが難しくなるなど体
力的な負担が大きい場合が多いですが、放射線療法であれば体にメスを入れず、痛みも無いため、一般的に体
力的負担が少ないと言えます。放射線治療中も、食事を摂ったり、散歩や軽い運動をしたりと、通常通りの社
会生活を送ることができる場合が多いです。手術を行えば身体の形や機能が損なわれるような場所にあるがん
に対しても、放射線療法を行えば、形態や機能をそのまま保ったままで、がん病巣のみを取り除くことが可能
です。 
 

転移性病巣に対しては、一般的に症状の一時的改善のみを目的とした、短期間で低い線量の緩和照射が行わ
れる場合がほとんどです。神戸低侵襲がん医療センターでは、骨転移やリンパ節転移などの再発・転移性病巣
に対しても、積極的に高精度放射線治療の技術を用いて、原発がんに対する根治照射に準じた高線量の放射線
療法を行う方針をとっています。再発・転移腫瘍であっても、高精度放射線治療を駆使して高線量を照射する
ことにより副作用を最小限にとどめながら、腫瘍増大を抑制し、可能な限りがんによる症状の出現、悪化を抑
えながら、がんとの長期間の共存を目指します。 
 
 

http://www.k-mcc.net/


 
治療設備 
 
＜サイバーナイフ＞ 

サイバーナイフは高精度のロボットアームに小型の放射線治療装置を搭載した、定位放射線治療の専用装置
です。ロボットアームによりあらゆる方向から腫瘍に集中的に放射線を照射することが可能です。腫瘍には集
中的に放射線が照射されますが、周囲の正常臓器への照射は最小限にとどめることが可能です。当院は ACCURAY
社製：サイバーナイフ VSIを導入しています。 
 
＜トゥルービーム＞ 

従来の放射線治療装置と違い、正常な組織を守りながら治療効果をあげる”IMRT”と、呼吸の動きを補正す
る機能を組み合わせた、最も先進的ながん治療システムです。１回あたりの治療時間も短くなり、からだにや
さしく、高精度な放射線治療を受けられるようになりました。当院では最新放射線治療装置（Varian 社製、
TrueBeam)を国内で最初に導入しました。 
 
＜トモセラピー＞ 

トモセラピーは、強度変調放射線治療（IMRT）の専用機器として開発され、CT の原理を放射線治療に応用し
た最先端のがん治療装置として注目されています。当院では ACCURAY 社製：TomoHDSystem を導入しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
研修内容 

放射線医学全般に対する講義を受けて頂きます。講義は、放射線治療を中心に、画像診断等の放射線医学全
般を網羅します。講師は、神戸大学およびその関連病院である、兵庫県立がんセンター、兵庫県立粒子線医療
センター、神戸低侵襲がん医療センターから派遣し、粒子線治療や高精度放射線治療を含めた講義を行います。
また現場の見学では、実際の放射線部門で最新の診断・治療機器および治療実態を見学して頂き、実際の治療
計画装置を用いた放射線治療計画についても体験していただきます。 

 
 

講師紹介  藤井正彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 神戸低侵襲がん医療センター理事長兼病院長 

昭和 57年 3月 神戸大学医学部卒業 

昭和 57年 6月 神戸大学医学部附属病院放射線科（研修医） 

昭和 58年 1月 兵庫県立成人病センター放射線科などで研修 

平成 1年 12月 神戸大学医学部附属病院放射線科助手 

平成 2年 10月〜3年 3月 米国 Emory大学留学 

 平成 4年 5月  三木市立三木市民病院放射線科医長 

 平成 12年 7月  神戸大学医学部附属病院放射線科講師 

 平成 13年 12月 神戸大学医学部附属病院放射線部助教授・副部長 

平成 19年 10月 神戸大学医学部附属病院放射線部准教授・部長 

平成 21年  4月 神戸大学医学部附属病院放射線科准教授・放射線科長 

平成 21年 11月 神戸大学大学院放射線医学分野准教授・放射線科長 

所属学会、研究会 

 日本医学放射線学会・代議員 

 日本医学放射線学会骨軟部放射線研究会・世話人 

関西 IVR研究会・世話人 

 日本血管造影・IVR学会 

日本磁気共鳴医学会 

日本肺癌学会 

 北米放射線学会（RSNA） 

 

専門分野 

 画像診断・腹部 IVR・電子情報・遠隔画像診断 

 

 

 

 

 

 

ACCURAY 社製：TomoHDSystem Varian 社製、TrueBeam  ACCURAY 社製：サイバーナイフ VSI 



 

施設紹介 3 

 
神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科 

 

所在地 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2 ℡：078-382-6104 

 URL 神戸大学医学部附属病院 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/ 

  放射線腫瘍科 http://www.med.kobe-u.ac.jp/radonc/ 

放射線腫瘍科の紹介 

神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科には、5 名の放射線治療専門医と 3 名の医学物理士に加え、3 名

の医員、5名の大学院生(博士課程 4名、修士課程 1名)が所属しており、臨床研究、基礎研究、トランス

レーショナルスタディと幅広い臨床と研究に取り組んでいます。臨床では、よく知られた高精度放射線

治療を含む体外照射に加え、小線源治療やアイソトープ治療なども積極的に行っており、幅広い放射線

治療の修練が可能です。日常的に、がん治療に携わる他の診療科とのカンファレンスでの積極的な意見

交換や治療方針の相談が積極的に行われており、それらを通じて総合的な腫瘍学（がん治療学）をエキ

サイティングに学ぶことができます。 

臨床 

＜体外照射＞2 台のリニアック (バリアン社製 TrueBeam / TrueBeam STx)を用いて、強度変調放射線治

療 (Intensity modulated radiotherapy: IMRT)や定位放射線治療といった高精度な治療を行っています。

頭頸部癌を中心に脳腫瘍、肺癌、子宮頚癌、前立腺癌などを主な対象とし、関連各科との密な連携を活

かした集学的治療を行っています。また県内のがん専門病院である兵庫県立がんセンターや、高精度治

療を得意とする関連施設である神戸低侵襲がん医療センター、兵庫県立粒子線医療センターとの連携も

強く、互いの強みを活かした診療連携を行っています. 

＜小線源治療＞ 高線量率イリジウム線源を用いた小線源治療装置(エレクタ社製 microSelectron HDR)

により、子宮頚がんに対する腔内照射・組織内照射を行っています。その中でも当院では最先端治療と

して、組織分解能に優れる MR画像を用いた精密な治療計画を実施しています。 

前立腺癌に対するヨード 125永久刺入小線源治療も盛んに行っています。 

＜アイソトープ治療＞ 有痛性骨転移に対する塩化ストロンチウム 89療法、甲状腺癌に対する放射性ヨー

ド内用療法、低悪性度リンパ腫に対するゼヴァリン®による RI標識抗体療法を行っています。 

研究 

がん治療に携わる診療科や他施設との密接な診療の連携や、工学部や他大学などとの共同研究も重視し

ておいます。体内吸収性スペーサを用いた体内空間可変粒子線治療を提唱し、世界初の臨床試験が神戸

大学病院で実施されています。また、ナノ粒子や機能性食品をもちいた放射線増感療法の開発や様々な

新規の医療機器開発などが活発に取り組まれています。 

 

 

http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.med.kobe-u.ac.jp/radonc/


 

 

 

 

 

講師紹介 

 

診療科長 佐々木良平 特命教授 (rsasaki@med.kobe-u.ac.jp) 

1993年 神戸大学医学部卒業 

2002年 神戸大学医学部附属病院 助手 

2002年 米国テキサス大学 MDアンダーソンがんセンター留学 

2004年 神戸大学大学院 医学研究科 講師 

2007年 神戸大学大学院 医学研究科 放射線医学分野 特命准教授 

2008年 神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科長 兼 

神戸大学大学院 医学研究科 放射線医学分野 放射線腫瘍学部門 特命准教授 

2012年 神戸大学大学院 医学研究科 放射線医学分野放射線腫瘍学部門 特命教授 

    

 

 

  



 

 

特別講演 抄録  
 

「がん医療をリードする放射線医学」 

 

神戸大学大学院医学研究科 

放射線医学分野 

                              杉 村  和 朗 

 

 がん医療は、（１）病気を見つけること、から始まり、（２）がんなのかそれ以外か（質

的診断）、病気の進み具合（進行度）、（３）がんの治療，という三段階に分かれ、私が専

門とする「放射線医学」はほとんどの段階に関わっています。「放射線医学」は診断学と治

療学に分かれ、診断学は X線 CTや MRI、PETといった画像を使って病気を診断するため「画

像診断学」とも言います。病気の発見と，見つけた場合の質的並びに進行度の評価に画像診

断は極めて重要です。特に、コンピューターの進歩と相まって、X線 CT や MRI、PETの進歩

は目覚ましく、体内の病気を手に取るように観察することができます。このため 1cm程度の

がんが次々に発見され、小さくても正確な質的診断が可能になってきました。また治療の効

果や再発を診断する上でも，画像診断は最も重要な役目を果たしています。 

 がんの治療には，大きく分けて手術治療，放射線治療，化学治療があります。各々長所，

短所がありますが，日本は欧米に比べて手術治療が多い傾向にあります。ただ、放射線治療

の急速な進歩（がんに放射線を集中して当てる方法の向上）や、化学治療との併用による治

療効果の増強が進んできたこと、また高齢化社会を迎えて手術治療が生活の質(Quality of 

Life: QOL)を低下させることが増えてきたこと、などの理由で放射線治療を選択する事が増

えてきています。進歩した放射線治療を高精度放射線治療といいますが，これに加えて粒子

線治療が広まっており，選択肢が増えてきています。 

 全ての医療で、痛くない、危険が少ない医療を低侵襲医療といいます。放射線診断は、そ

の進歩によって低侵襲診断法を現実のものにしました。放射線治療を中心とする低侵襲治療

は、手術を中心とする侵襲的治療に比べて治療効果が低いとされていましたが、最近は多く

のがんで手術と同等あるいはそれ以上の効果を上げています。このようにがんの診断・治療

において、放射線医学は極めて大きな役割を果たしています。これを我々は”小さく見つけ

て優しく治すがん医療”と名づけ、がん患者さんに知っていただき、その恩恵を受けていた

だくように努力しています。 

 本日の講演では，進歩した放射線診断と放射線治療について説明していく予定です。 
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1987年 島根医科大学医学部附属病院助教授 

1988年 UCSF 放射線科文部省在外研究員 

1994年 島根医科大学教授 

1998年 神戸大学大学院医学研究科放射線医学分野 教授（兼務） 

2007年 神戸大学医学部附属病院 院長 

2015 年 神戸大学 理事・副学長（本務） 


