
～最先端技術にふれる～ 

放射線医学オープンスクールのご案内 

医師のキャリアパスを考える医学生の会 

公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団 

 

 

「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、

一泊二日の見学研修プログラムです。 

 

 

【 日程 】 平成 27 年 8月 27日（木）～28日（金）  

【見学先】 株式会社 島津製作所   

京都大学医学部附属病院  

【 宿泊 】      アークホテル京都  

【構成と内容】 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】 「私と粒子線治療」 

講師：辻井博彦先生 放射線医学総合研究所 フェロー 

放射線医学オープンスクール 顧問 

【募集対象】 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 

【参加費】 税込 3,000円 （含 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度 放射線医学オープンスクール 

 

【申込み及び連絡先】 

公式サイトより申込み     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  ops@antm.or.jp 

 

http://students.umin.jp/
http://www.antm.or.jp/
http://www.med.shimadzu.co.jp/
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://www.ark-hotel.co.jp/kyoto/
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 

  

 

株式会社 島津製作所 

 
 
本社所在地 
〒604 -8511 京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 

TEL：075-823-1111(代表) 

http://www.med.shimadzu.co.jp/ 

 
沿革    創業 1875年          
 
資本金   266億円 
 
事業概要  分析機器、計測機器、医用機器、航空機器、産業機器の開発、製造及び販売  
       
                                       
島津製作所は、1875 年（明治 8年)の創業以来 140年にわたって創業者のパイオニア精神を継承し、「科学技

術で社会に貢献する」を社是として事業を展開してきました。お客様の分野の発展に資するような科学技術を
進歩させ「人と地球の健康」への願いを実現するため、分析機器、計測機器、医用機器、航空機器、産業機器
においてグローバルな事業展開を図っています。 

 
 医用機器事業においては、1896 年（明治 29年）、レントゲン博士によるＸ線発見からわずか 1 年足らずでＸ
線撮影に成功しました。1909 年（明治 42年）には国産初となる医用Ｘ線装置を当時の陸軍千葉国府台衛戌病
院に、1911年（明治 44年）には国産初の大型医用Ｘ線装置を大津赤十字病院に納入するなど、パイオニアと
して本邦のＸ線画像診断装置の発展を牽引して参りました。 
 
 現在は、放射線治療装置用動体追跡システムや乳房専用 PET 装置など、診断・治療の精度向上や患者様の願
いに応える新たな装置の開発を進めるとともに、Ｘ線テレビシステム・血管撮影システム・Ｘ線撮影システム
等においては、ラインナップの拡充とともに、さらなる被ばくの低減や新たな臨床付加価値を提供するアプリ
ケーションの開発に注力しており、弊社製品は臨床現場で高い評価を頂いています。 
 
研修内容 
本社三条工場にて放射線治療分野における当社の取り組みをご紹介のうえ、粒子線治療に関する特別講演会

を開催するほか、ショールームにて最新医用画像診断システム実機をご見学頂きます。さらに本社工場内もご
見学頂きます。 
また、創業の地に建つ島津製作所 創業記念資料館では、大正時代に本邦のレントゲン界を風靡したレント

ゲン装置・ダイアナ号をはじめ、創業当時からの貴重な医療機器、理化学器械をご見学頂きます。 
 
プログラム 
1. 島津製作所のご紹介・プレゼンテーション 
2. 医用機器ショールームご見学 
3. 医用機器工場ご見学 
4. 記念撮影 
5. 創業記念資料館ご見学 
 
 
 
医用機器ショールーム     

 

  

http://www.med.shimadzu.co.jp/


 
 
 
 
 
<ショールームの主な展示品＞ 
 
Ｘ線テレビシステム           血管撮影システム                  Ｘ線撮影システム 
SONIALVISION G4        Trinias MiX package          RADspeed Pro シリーズ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乳房専用 PET装置             放射線治療装置用動体追跡システム    回診用Ｘ線撮影装置 
Elmammo             SyncTraX（コンソール展示のみ）    MobileDaRt Evolution EFX 

   
  
 
 
 
 
 
 

                         
                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

見学先 施設紹介 2                          

 
京都大学医学部附属病院 

 

 
所在地 
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 

TEL：075-751-3111（代表） 
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ 

 
沿革   

1899年  京都帝国大学医科大学を設立 
1899年  京都帝国大学医科大学附属病院を開設・診療開始 
1919年  京都帝国大学医学部附属病院と改称 
1949年  京都大学医学部附属病院と改称 
1998年  胸部疾患研究所附属病院（160床）を統合 
2004年  国立大学法人化 

 
放射線治療科の紹介 
 
特徴 

放射線治療の大きな特色は、臓器の形態や機能を温存しつつ癌を治癒しうることです。乳癌に対する乳房温

存療法、脳腫瘍や頭頸部癌、前立腺癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）、脳腫瘍や肺癌に対する定位放射

線治療（SRT）はこの特色を活かした治療法です。放射線治療は最新のコンピュータ・IT技術・機器の発展に

恩恵を受けるところが大きく近年目覚ましく進歩しています。IMRTは、病変に対する放射線の集中度を飛躍的

に高めるとともに正常臓器への線量を大幅に軽減可能であり、治療効果の向上と合併症の軽減の両立が期待さ

れます。当科では、2000年に前立腺癌に対して国内でいち早く導入し、IMRT治療総数は国内最多となっていま

す。その後、頭頸部癌、脳腫瘍、悪性胸膜中皮腫、膵癌、食道癌、肛門管癌へと順次適応を拡大しています。 

当院では新しい治療法の開発にも取り組んでいます。多くのがんあるいは正常組織は呼吸運動、蠕動運動な

どにより動いていますが、ミリメートルの精度で高度な放射線治療を行うためには、時間軸を加えた四次元治

療の実現が欠かせません。この実現に向けて、京都大学は産学連携でがんを追尾する四次元放射線治療システ

ムの開発を行い、医療機器としての承認を受けることができました（Vero4DRT）。2011年夏からは臨床応用を

開始し、放射線治療は三次元から四次元へと新しい時代に向かい、我々はそのフロンティアを担っています。 

また、高精度な放射線治療を提供するためには、質の高い放射線治療医（放射線腫瘍医）、及び、品質管理・

保証を専門とする医学物理士の育成が欠かせません。京都大学は、放射線腫瘍医、医学物理士スタッフをそれ

ぞれ9名、5名有し、国内で最も充実した教育・診療・研究の指導体制のもとに、意欲に満ちた放射線腫瘍医、

医学物理士を育成して、研究面、臨床面、いずれも力を入れています。放射線腫瘍学は、今まさにエキサイテ

ィングな時期を迎えており、社会からも大きな期待が寄せられています。 

 
治療設備 
＜放射線治療装置＞ 
当院には高精度治療に特化した Vero4DRT の他に 2 台の汎用リニアックがあり、合計 3 台のリニアックが稼

働中です（実はもう 1 台ありますが、本年度秋稼働に向けて最新型のリニアックに更新中です）。 
 

 
            
 

            
 
 
 
 

Vero4DRT           Clinac iX          TrueBeam（秋稼働予定） 
 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/


 
 
 
 
 
 
 
 
＜ＣＴシミュレーター＞ 
放射線治療の開始前に、治療計画（どのように放射線を照射するかの計画）を実施するためのシステムです。

ＣＴ画像上で病変部位と正常組織を確認しながら計画を行うことで、患者さん一人一人に合わせて、正常組織
を避けつつ腫瘍に集中して放射線を照射できるような計画を立てることができます。また、腫瘍の動きを加味
した「４次元ＣＴ」の撮影が可能となっており、特に肺の底部や上腹部のように呼吸により大きく動く部位の
腫瘍において、腫瘍の動きを把握し、治療計画に盛り込むことができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             LightSpeed RT, LightSpeed RT16                   LightSpeed RT 
 
＜放射線治療ネットワークシステム＞ 
各種の放射線治療装置、治療計画装置は、コンピュータ上でネットワーク化されており、全体が統合された

システムとして稼働しています。そのため、患者さんの文字情報や画像情報を正確、迅速かつ適切に利用する
ことが可能になっています。高度な放射線治療計画装置、治療装置を備えるとともに、それらをネットワーク
で結び、最先端の放射線治療に取り組んでいます。 
 
研修内容                         
 放射線治療全般についてまずは講義を通じて知っていただき、次に高精度放射線治療（定位放射線治療、強
度変調放射線治療、動体追尾照射）についても講義を受けていただきます。その後、実際の放射線治療部門の
現場見学、最新の研究治療機の見学をし、具体的な放射線治療計画についても実際に手を動かして体験してい
ただく予定です。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平岡
ひらおか

眞
まさ

寛
ひろ

 先生 ご経歴 
 
          京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学分野 教授 
 

1977年 京都大学医学部卒業 
1987年 米国スタンフォ－ド大学放射線腫瘍科客員助教授 
1995年 京都大学大学院医学研究科教授（放射線医学講座 腫瘍放射線科学） 
（2005年 放射線医学講座 放射線腫瘍学・画像応用治療学(研究分野名変更）) 

2006年 京都大学ナノメディシン融合教育ユニット長 併任（2010年） 
2007年 京都大学医学部附属病院がんセンター長 併任（～2009年） 
2008年 京都大学大学院医学研究科長補佐（～2013年） 
2012年 京都大学産官学連携本部副本部長 

現在に至る 
 

2008年 産学官連携功労者表彰経済産業大臣賞 
2013年 第 10回新機械振興賞機械振興協会会長賞 
2013年 文部科学大臣表彰 科学技術分野開発部門 

       



特別講演 抄録  
 

「私と粒子線治療」 

放射線医学総合研究所 フェロー  

辻井博彦 先生 

平成 27 年度の｢放射線医学オープンスクール｣を、京都大学病院放射線治療科と島津製作所のご好意により

京都で開催することになりました。私にとって京都は単に観光地としてだけでなく、昔から浅からぬ縁がある

のです。 

そもそも私が粒子線に係わるようになったのは、1978 年、北大放射線科に在職中に恩師の入江教授の勧め

でニューメキシコ大学に留学し、同州のロスアラモスでパイ中間子治療プロジェクトに参加したのがきっかけ

です。中間子とは原子核の中で陽子と中性子を結合させている、つまり核力を媒介している素粒子のことで、

1935年にその存在が京都出身でノーベル賞に輝いた湯川博士により理論的に予言されました。つまり、私と京

都は中間子治療を通じて縁が生じたことになります。いずれにしても、日本人により発見された中間子ががん

治療に用いられたのですから、日本人の関心はいやが上にも高くなり、中間子治療が行われていた米国ロスア

ラモスとともに、カナダとスイスの２施設にも多くの日本人が留学しました。 

私と京都との次の縁は、私が北大放射線科に勤務していたとき、京大放射線科と島津製作所と共同で CT シ

ミュレータを開発したことです。CT シミュレータとは病巣の位置確認と、３次元治療計画、および治療シミ

ュレーションを一台の装置で行えるようにしたもので、これにより治療精度は大きく向上しました。この世界

初の装置を製作した島津製作所は、昔から新しいものに大変積極的な会社で、CT シミュレータ以外にも、北

大放射線科と共同開発した子宮癌の遠隔照射装置（ラルストロン）も世界初の開発でした。会社のこういった

風土が、田中耕一先生のノーベル賞受賞などに繋がったものと思います。 

ところで、私が本格的に粒子線治療を専門とするようになったのは、1988 年、筑波大学陽子線医学利用研

究センター（いまの陽子線治療センター）に赴任してからです。当時の陽子線治療はまだニッチな存在で、世

界でも数カ所でしか行われていませんでした。治療部位はもっぱら脈絡膜悪性黒色腫や頭蓋底腫瘍及び頭蓋内

良性腫瘍に限られていました。しかし、これらはわが国では大変稀な疾患ですので、私はもっぱら肝、肺、食

道、および小児がんなどに焦点を絞ることにしました。結果的に、これら深在性がんの治療は世界に先駆けた

試みになり、今では陽子線治療の代表的な適応になっています。 

さて、1994 年は世界の重粒子線治療にとって記念すべき年といえます。この年、治療を目的とした重イオ

ン線加速器としては世界初の HIMAC を用いて、炭素線による臨床試験が放医研で開始されたからです。HIMAC

は世界に誇れる施設です。日中のゴールデンタイムはもっぱら治療時間に宛てられますが、夜間と週末は国内

外の研究者に解放された國際共同利用施設なのです。 

私は臨床部門の責任者として放医研に赴任しましたが、世界に誇る HIMACを使いこなすのは自分しかいない

という自負がありました。これまでの 21 年間に約 9,000 件が治療され、いろいろな疾患で優れた成績が得ら

れました。重粒子線の特徴とか臨床成績については、講演のなかで紹介したいと思います。 

 

辻井
つ じ い

博彦
ひろひこ

 先生 ご経歴 
1968年 北海道大学医学部卒業 
1969年 国立札幌病院放射線科勤務 
1972年 ニューヨーク市 St Vincent Hospital レジデント 
1974年 北海道大学医学部放射線科講師（→助教授） 
   在職中に米国とスイスで各 1 年間パイ中間子治療プロジェクトに参加 

1989年 筑波大学臨床医学系教授・陽子線医学利用研究センター長 
1994年 （独）放射線医学総合研究所・重粒子治療センター病院長 
2008年 同理事 
2011年 （独）放射線医学総合研究所フェロー 
2014年 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 

 
2001年 欧州放射線腫瘍学会(ESTRO）名誉会長 
2005年 高松宮妃癌研究基金学術賞 
2005年 科学技術政策研究所研究者賞 
2006年 国際粒子線治療研究会(PTCOG)会長 
2013年 日本放射線腫瘍学会特別功労賞(Gold Medal) 
2015年 瑞宝中綬章 



 

 

 
 

＜参考＞ 

 

 
医師のキャリアパスを考える医学生の会について 

・会員数 ：国内外 90大学、約 1,400 名 

 医学生有志による横断的な組織で、「主体的に活動できる医学生を作る」を理念に、大学では学べない医療

を知り、視野を広げることを目標とし、医師・医療を取り巻く課題および将来のあるべき姿を考えることで、

学生自身がキャリアについて学び、考え、発信していこうというネットワークです。 

 

 

（公財）医用原子力技術研究振興財団について 

 平成８年３月に粒子線等による先端的がん治療をはじめとする、各種放射線による疾病の治療ならびに診断

等に関する医用原子力技術を推進するとともに、その普及を図ることを目的として、設立されました。 

 講演会・講習会・セミナー・施設見学会等の開催、広報媒体・資料の作成・発行、情報収集・発信、関連施

設整備促進・患者支援活動、および線量校正等の放射線治療施設の品質管理支援事業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――＜ 本件お問い合わせ先 ＞―――――――――――――――――――――――― 

 

医師のキャリアパスを考える医学生の会   

Home Page    http://students.umin.jp/ 

E-mail        radiology.openschool@gmail.com 

 

 

（公財）医用原子力技術研究振興財団 担当：上村 

Home Page    http://www.antm.or.jp/ 

住所  〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 7-16 ニッケイビル 5階 

電話  03-5645-2230 

FAX    03-3660-0200  

E-mail        ops@antm.or.jp 
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