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東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 本工場 

京浜事業所 本工場 

所在地 

京浜事業所 本工場  〒230-0045 

神奈川県横浜市鶴見区末広町 2-4 
℡：（045）510-5016（代表） 

会社概要 
東芝エネルギーシステムズ株式会社は２０１７年１０月１日に株式会社東芝より分社し発足しました。 
弊社は、エネルギーを「つくる、おくる、ためる、かしこくつかう」ためのシステム・サービスの提供によ

り、より良い生活のための基盤づくりに貢献しています。 
具体的には、エネルギーの安定的な供給を実現する火力・原子力発電システムをはじめ、自然エネルギーを

利用した水力・太陽光・地熱・風力などの発電システムを提供しています。また、つくったエネルギーを家庭
や商業・産業向け施設などに確実に届けるための送変電システム、エネルギーを無駄なく効率的に蓄える二次
電池システム、そして分散するエネルギーを統合し、電力の需給バランス調整を行うエネルギーアグリゲーシ
ョンサービスを展開しています。さらに、原子力技術を応用した重粒子線がん治療装置やエネルギーの地産地
消を可能にする自立型水素エネルギー供給システムなどさまざまな事業を行っています。 
弊社は、「人と、地球の、明日のために。」という東芝グループのスローガンの下、今回ご見学いただく重粒

子線がん治療装置の普及を目指し、質の高いがん治療の実現を通して社会に貢献していきます。 

研修内容 
重粒子線治療装置の講義および同装置の製造現場を見学して頂きます。実際の物作りの現場を見ていただく

ことにより、より深く重粒子線治療装置を学んで頂きたいと考えます。 

※写真は参考例です（当日の製造状況により、見学対象物が異なることがあります）

プログラム 
１． 東芝エネルギーシステムズ 京浜事業所のご紹介 
２． 重粒子線治療装置のご説明 
３． 見学(重粒子線治療装置（製造中）、他) 

回転ガントリー装置（量研／放射線医学総合研究所納品） 超伝導電磁石 



東京⼥⼦医科⼤学

所在地：〒162-8666 東京都新宿区河⽥町 8-1

TEL: 03-3353-8111

⼤学病院 URL: http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/

放射線腫瘍科 URL: http://twmu-rad.info/

画像診断・核医学科 URL: http://www.twmu.ac.jp/RAD/ign/

放射線腫瘍科の紹介

特徴
東京⼥⼦医科⼤学病院 放射線腫瘍科は、放射線治療専⾨医 3 名と放射線科専⾨医 

2名、医学物理⼠ 4 名、⼤学院⽣５名（うち４名は医学物理分野）が所属しており、

⽇々の診療のほか臨床研究や基礎研究、教育に取り組んでいます。当科では、3 台の

直線加速器を⽤いて外部照射を⾏ない、また積極的に⼩線源治療も実施しています。

建学の精神である「⾄誠と愛」の⼼で患者さんに最善の医療を提供するため、放射線

腫瘍医、医学物理⼠、診療放射線技師、看護師、事務職員などがチーム⼀丸となり、

⽇々治療にあたっています。

【診療】2 台の直線加速器（Varian 社製

TrueBeam, Elekta 社製 Synergy）を⽤い

て 、 強 度 変 調 放 射 線 治 療 （ Intensity-

modulated radiotherapy: IMRT）や体幹

部 定 位 放 射 線 治 療 （ Stereotactic body

radiotherapy: SBRT）といった⾼精度治

療を⾏なっています。当科の対象疾患は

脳腫瘍、頭頸部腫瘍、乳癌、⾷道癌、肺

Varian 社製 TrueBeam
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癌、膵癌、直腸癌、⼦宮頸癌、前⽴腺癌など多岐にわたっています。これらの疾患につ

いて他の診療科とカンファレンスなど連携を取り、集学的にがん治療を⾏なっています。

また、安全な放射線治療の実施のため医学物理⼠や診療放射線技師が装置の品質管理を

実施しています。 

【研究】当科の研究は、臨床放射線腫瘍学分野と医学物理学分野、放射線⽣物学分野の

⼤きく 3 つに分けられます。臨床放射線腫瘍学分野では、他施設との臨床試験や寡分割

照射の有⽤性、新規照射法の開拓などを進めています。医学物理学分野では、外部の研

究施設・他⼤学と連携を取り、⾼精度放射線治療や粒⼦線治療にフォーカスした最先端

の研究を⾏なっています。放射線⽣物学分野では、各種培養細胞を⽤いて放射線増感効

果等の研究を⾏っています。放射線医学総合研究所、国⽴がん研究センター東病院との

連携で粒⼦線治療の研究を⾏っているのも特徴です。 

 

画像診断・核医学科の紹介 

特徴 

放射線科は、放射線治療、放射線診断（IVR を含む）、核医学に分けられ、東京⼥⼦医

科⼤学画像診断・核医学科は後者 2 つを含む診療科として、診療、研究、教育に携わっ

ています。 

当科の特徴は何といってもその検査件数の多さで、2017 年度の検査件数は CT で 41,000

件、MRI で 24,000 件、PET を含めた核医学検査で 8,300 件に上ります。また、核医学

では診断のほかに RI 内⽤療法（核医学治療）も積極的に⾏っています。 

 

【診療と研究】 

当科では、豊富な症例数をベースとして、最先端の診断装置を駆使し、関係する診療科

から信頼される精度の⾼い診断を⾏っています。経時的に 3D-CT を撮影する 4D-CT

（4 次元 CT）、MR スペクトロスコピーや functional MRI などの脳機能画像、Whole 

Heart Coronary MRA など低侵襲の循環器 MRI 画像、methionine を含むアミノ酸製剤

を⽤いた PET 画像などを⽤いた臨床研究も施⾏しています。 

＜CT＞ 現在 6 台の MDCT(マルチスライス CT)が稼動しており、320 列が 2 台、64

列が 3 台、16 列が 1 台です。MDCT による⾼速かつ詳細なデータを利⽤し、診療に有

⽤な 3D 像などの再構成画像の提供も⾏っています。緊急検査にも迅速に対応し、診断・

治療⽅針決定に役⽴つような画像情報を提供しています。 



＜MRI＞ 現在 6 台が稼動しており、磁場強度の内訳は 3 テスラが 2 台、1.5 テスラが

4 台です。通常の検査のほかに、MR スペクトロスコピー、functional MRI といった機

能的画像の臨床応⽤や腹部領域の拡散強調画像、脳神経外科などの治療計画⽤の撮影な

どにも活⽤しています。 

＜Interventional Radiology (IVR)＞ 管内治療、CT や超⾳波を⽤いた⽣検、ドレナージ

などの特殊検査、マンモトーム⽣検などを⾏っています。 

＜核医学＞ 現在 SPECT カメラ 3 台、

SPECT/CT カメラ 1 台、PET/CT カメラ

2 台で検査を⾏っています。18F 標識 fluoro- 

deoxyglucose (FDG) の ほ か に 、 11C-

methionine、13N-ammonia を⽤いた特殊検

査も⾏っています。 

 

 

 

オープンスクールでの研修内容 

放射線腫瘍科では、放射線治療・腫瘍学の講義をはじめ、実際の治療室を⾒学していた

だきます。また、当院で実施している光⼦線治療だけではなく、放射線医学総合研究所

から重粒⼦線治療の講義・紹介をしていただきます。 

画像診断・核医学科では CT、MRI、IVR、核医学など画像作成、読影など画像診断の

実際を⾒ていただき、CT、MRI の基礎、IVR 検査/治療について講義を受けていただき

ます。また、先端⽣命医科学研究所から、実⽤化途中の次世代⼿術室 SCOT（Smart Cyber 

Operating Theater）の紹介もしていただきます。 

Siemens 社製 Biograph mCT 
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「放射線治療における医学物理学の重要性」 

 

東京女子医科大学大学院医学研究科 

医学物理学分野 

 

                            西尾 禎治 

 

がんの放射線治療では、放射線と照射する人体との相互作用による物理反応を切っ掛け

に、化学反応、生物反応が連鎖し、腫瘍細胞を殺傷します。医学物理学とは基礎物理学を

基盤とする、放射線物理学、原子核物理学、原子・分子物理学、放射線計測学、電磁気

学、物理数学、情報工学、医学、生物学などの幅広い学問の結集体であり、その知識及び

成果を医学へ展開する学術分野が医学物理学分野です。 

放射線治療が高度化する一方、その治療装置や技術の品質保証及び管理の項目は、より

一層の複雑化を招いています。その結果、治療装置や技術の品質保証及び管理の業務は非

常に幅広い領域で多岐に渡っており、現場の医療従事者の負担増になっています。そのた

め、それらの業務の中心的役割を担う人材が必要となります。また、放射線治療の高精度

化には、医学物理学の研究開発が重要です。それ故に、大学や研究所においては革新的な

医学物理学研究及び開発、研究者の育成を主体的に実施する人材が必要です。それらの業

務を専従で実施するのが医学物理士です。今後の放射線治療の高度化に伴い、臨床現場や

大学・研究所で活躍出来る医学物理士の研究教育と人材育成は大変重要です。 

本講演では、高精度放射線治療の紹介とそれに伴う医学物理学の重要性を説明する予定

です。 
 

講師紹介 

 

西尾禎治（にしおていじ） 

1992年 立教大学理学部物理学科卒業 

1994年 立教大学大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程修了 

1997年 立教大学大学院理学研究科物理学専攻博士後期課程満期退学 

（博士（理学）） 

2011年 東京大学大学院医学系研究科生体物理医学専攻医学博士課程修了 

（博士（医学）） 

1997年 放射線医学総合研究所医用加速器工学研究部客員研究官 

1998年 国立がんセンター東病院放射線部物理専門官 

2008年 国立がんセンター東病院臨床開発センター 

粒子線医学開発部粒子線生物学室室長 

2012年 国立がんセンター東病院臨床開発センター 

粒子線医学開発分野ユニット長 

2015年 広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門特任教授 

2016年 東京女子医科大学大学院医学研究科医学物理学分野教授  
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「核医学治療について」 

東京女子医科大学   

画像診断・核医学科 

阿部 光一郎 

 

核医学治療とは、ある病巣に選択的に取り込まれる放射性医薬品を、経静脈的あるいは経口的に投与して

目的病巣に集積させ、放射線治療を行う治療法である。国内で保険診療として認められている核医学治療

は、分化型甲状腺癌および Basedow病に対する放射性ヨウ素治療、転移性骨腫瘍の疼痛緩和を目的とす

るストロンチウム治療、悪性リンパ腫に対するイットリウム治療、骨転移を伴う去勢抵抗性前立腺癌に対

するラジウム治療であるが、標的分子に集積するライガンドの開発により今後新たな核医学治療製剤が

承認される可能性がある。 

しかしながら一方で、治療のタイミング、投与量、効果判定指標など、依然エビデンスが十分でなく、核

医学治療の普及において必要な社会的要件の整備も不十分である。 

本講演では核医学治療とその課題について概説する。 

１．分化型甲状腺癌に対する放射性ヨウ素治療 

放射性ヨウ素治療はその治療効果についてよく知られており、本邦でも 1960年代に開始された。治療病

室の不足が大きな問題であるが、2010年には 30mCi外来アブレーションが認められ、治療患者数は年々

増加傾向にある。しかし、本邦での 30mCi 外来アブレーション治療の対象のほとんどが high risk 患者

であり、30mCi が適当な投与量であるかどうか疑問が大きい。現在、核医学会では 100mCiの外来投与

承認を目指して活動している。 

２．CD20陽性の再発又は難治性悪性リンパ腫に対するイットリウム治療 

抗 CD20 抗体を用い放射線免疫療法として知られたイットリウム-イブリツモマブチウキセタン治療は、

CD20 陽性悪性リンパ腫細胞に集積し近傍の CD20 の発現の低い細胞にもクロスファイヤー効果にて治

療効果をもたらす。完全マウス抗体であるためマウス抗体に対するヒト抗体が出現する可能性があり、一

人の患者に対して生涯 1回しか治療を施行できない。どの様な患者にいつ治療を行うか、が問題となる。 

３．転移性骨腫瘍に対するストロンチウムおよびラジウム治療 

転移性骨腫瘍の疼痛緩和に対するストロンチウム治療の奏効率は 7-8割とされている。一方、生存率の改

善についてラジウム治療では効果が認められているが、ストロンチウム治療では証明されていない。この

差はベータ線とアルファ線の物理的性質の違いによるところが大きいと考えられるが、なぜ骨転移局所

に対する治療が生命予後を改善するのか、腫瘍局所の微小環境におけるそれぞれの放射線の影響など、ま

だ解明されていない事象が多い。 

４．今後期待される核医学治療 

Lu-177 DOTATATE、Lu-177 PSMA など、今後期待される核医学治療製剤について紹介する。 

 

講師紹介 
 

阿部光一郎 

1990           九州大学医学部卒業 

1990-1992      京都保健会病院 内科研修医 

1992-1993      九州大学附属病院放射線科 医員 

1993-1995      松山赤十字病院放射線科 医師 

1995-1999      九州大学生体防御医学研究所免疫学教室 大学院 

1999-2001      NIH, NCI-Frederick, Division of Basic Sciences,  

Laboratory of Molecular Immunoregulation, research fellow 

2001-2003      上尾中央総合病院放射線科 医長 

2003-2004      九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野 医員 

2004-2008      同 助教（助手） 

2009-2013      同 講師 

2013-2014      東京女子医科大学画像診断・核医学講座 准教授 

2014-現在       同 教授 

 




