
Medical ✕ Engineering 

～最先端技術にふれる～ 

Ｈ29年度放射線医学オープンスクール 
 

                                               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 29 年 8 月 29 日（火）～30 日（水）(東京駅集合・筑波大学附属病院解散) 

【見学先】   株式会社日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 日立高精度放射線治療研修センター 

筑波大学附属病院 

【 宿泊 】   オークラフロンティアホテルつくば（シングルルーム） 

【 内容 】   講義・見学・特別講演・懇親会（詳しくは公式サイトをご覧下さい） 

【公式サイト】 http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html（下記ＱＲコードより） 

【特別講演】  Particle Therapy in Asia: Current and Future Developments 

講師 Hsiang-Kuang Tony Liang (梁祥光), B.S. (Physics), M.D.  

National Taiwan University 

【 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 

【申込締切日】 平成 29 年 8 月 7 日（月）定員に達し次第締切 

【参加費】   税込 3,000 円（含 研修費・宿泊費・食費） 

 

  

【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     

email ops@antm.or.jp   ℡ 03-5645-2230 

 

http://www.antm.or.jp/
http://students.umin.jp/
http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/
http://www.pmrc.tsukuba.ac.jp/radioncology/
http://www.okura-tsukuba.co.jp/stay/room_epo/
http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
http://www.antm.or.jp/04_talent/03.html
mailto:ops@antm.or.jp
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株式会社日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 

日立高精度放射線治療研修センター 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       本社（上野イーストタワー）     日立高精度放射線治療研修センター 
 
所在地 
 
本社               〒110-0015 東京都台東区東上野 2-16-1（上野イーストタワー） 

℡：(03)6284-3745（代表） 
日立高精度放射線治療研修センター 〒277-0804 千葉県柏市新十余二 2-1  

                 ℡：(04)7135-0121（日立メディカルフォーラム柏） 
URL http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/index.html 
  
会社概要    
毎日の暮らしに欠かせない電力や水、さらに交通など、これまで日立は、社会インフラを築く仕事を通じて

便利で快適な社会づくりに取り組んできました。こうして長年にわたり培ってきたインフラ技術に先進の IT
を組み合わせることで社会インフラをさらに高度化。「社会イノベーション事業」としてさまざまな課題の解
決をめざしています。そしていま、日立はヘルスケアも 21 世紀の社会を支える重要な社会インフラと位置づ
け、社会イノベーション事業の柱のひとつとしてヘルスケア事業を展開しています。日立の総合力と ITを掛
け合わせることでヘルスケア分野において革新的な技術やシステム、ソリューション、サービスを提供。社会
が直面する課題にイノベーションで応えます。誰もが安心・安全に暮らせる、笑顔あふれる社会のために。日
立はヘルスケアイノベーションを生み出すために世界に向けて新たな挑戦を始めています。 
 
研修内容 
Ｘ線・粒子線治療装置の講義および放射線治療装置、放射線治療計画システムを見学して頂きます。実際に

医療機関向けトレーニングに使用されている環境で実機に触れ、放射線治療を支えるメーカーの現場を幅広く
見学して頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プログラム 
１． 日立製作所 ヘルスケアビジネスユニットのご紹介 
２． Ｘ線治療装置のご説明 
３． 粒子線治療装置のご説明 
４． 見学(放射線治療装置、放射線治療計画システム) 
 

放射線治療装置 TomoTherapy 

（Radixact シリーズ） 

TomoTherapy 専用操作コンソール 放射線治療計画システム 

（Precision／RayStation／Pinnacle3） 

http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/index.html


 

見学先 施設紹介２           

 

筑波大学附属病院 

 

 
 

所在地 

〒305-0005 茨城県つくば市 天久保 2 丁目 1 番地 1 

TEL：(029)853-3900 

URL：http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/ 

  

病院の概要 

開院 1976年 10月 

診療科目 放射線腫瘍科、放射線科、循環器内科、呼吸内科、消化器内科、腎臓内科、血液内科、膠原病リウ
マチアレルギー内科、神経内科、内分泌代謝・糖尿病内科、呼吸器内科、遺伝外来、睡眠呼吸障害
外来、保健衛生外来、心臓血管外科、消化器外科、腎泌尿器外科、脳神経外科、呼吸器外科、乳腺
甲状腺内分泌外科、整形外科、形成外科、精神神経科、産婦人科、皮膚科、感染症科、耳鼻咽喉科、
歯科口腔外科、麻酔科、救急・集中治療科、小児科、小児外科、眼科、総合診療科 

 

届出・許可病床数 800床 

 

筑波大学附属病院は、国立大学附属病院としてメディカルスタッフの生涯教育に積極的に取り組んでいます。
医療のグローバル化をテーマに、2013 年には附属病院国際連携推進室を立ち上げ、2014 年には経済産業省の
プロジェクトに採択され、海外への人材派遣や研修の受け入れ、海外からの患者さんの受け入れも積極的に行
っています。臨床面においては、総合的ながん治療に力を入れて取り組んでいます。また、筑波大学の強みを
活かし、体育学群との連携による「スポーツ医学・健康科学センター」、次世代分子イメージング研究センタ
ーの PET-CT を用いた「がん検診センター」の開設を予定しています。附属病院内の「未来医工融合研究セン
ター」では、リハビリスタジオを整備し、筑波大学発リハビリロボット HAL を用いた臨床研究・治験などの
医工連携に力を入れています。 

筑波大学は、国内の大学病院として初の陽子線治療施設を有しています。これまで 30 年以上にわたり 4,000

例以上の患者さんの治療を行い、陽子線治療のパイオニアとして国内外の粒子線治療の潮流を生み出しました。
現在では、陽子線治療の保険収載・適応拡大を目指して活動するとともに、次世代の粒子線治療として注目を
集めている「中性子捕捉療法（boron neutron capture therapy：BNCT）」の臨床研究に向けて加速器の開発を進め
ています。2015年には、これまでの「筑波大学附属病院臨床推進支援センター」と医学医療系の「筑波大学次
世代医療研究開発・教育統合センター」を統合し、より強力な研究支援組織として筑波研究学園都市全体を見
据えた「つくば臨床医学研究開発機構（Tsukuba Clinical Research & Development Organization：T-CReDO）」を発
足しました。以上のように、当院は大学病院として研究にも積極的に取り組み、高度な医療の提供を目指して
います。 

 

放射線腫瘍科の紹介 

 

特 徴 

放射線療法（放射線治療）は、手術療法や化学療法と並び、がんの三大療法として注目を集めています。放
射線治療の最大の特徴は、侵襲性が低い治療法である点です。近年では、手術においても可能な限り身体への
負担を考慮して腹腔鏡を利用するなどの工夫が施されるようになってきましたが、放射線治療では体の外側か
ら体内の腫瘍を狙い撃ちできるため、身体への負担が手術に比べて極めて小さく、生活の質（Quality of life：
QOL）の維持・向上に寄与するがん治療法と言えます。 

放射線治療は、X 線治療と粒子線治療に大別されます。X 線治療は、汎用型治療装置（ライナック）の登場
により広く普及した一般的な放射線治療です。X 線は物質の透過力が極めて高く、1 門照射（1 方向からの照
射）の場合は腫瘍の周囲に存在する正常組織に高線量の X 線が照射されてしまいます。そこで、X 線の強度を
変えて多方向から照射し、腫瘍の周囲に存在する正常組織への照射を抑制するとともに、腫瘍には高線量を照
射することが可能となります。これにより、放射線照射によって発生する恐れのある組織や臓器の障害を低減



することができます。この治療法を強度変調放射線治療（Intensity modulated radiotherapy：IMRT）と呼び、当
院では積極的に実施しています。一方、粒子線治療は新世代の放射線治療法であり、陽子線治療と重粒子線治
療がこれにあたります。ここでは、当院における陽子線治療を紹介します。陽子線治療の最大の特徴は、一定
の深さで“止まる”線量分布を形成できる点にあります。つまり、腫瘍の位置で陽子線を止めることができま
す。陽子線治療は、上述した従来の放射線治療に比べ、正常組織を守りながら腫瘍限局的に照射できる放射線
治療法であると言えます。 

 

 
 筑波大学は、1983年から陽子線治療の臨床研究を開始し、これまでに長い歴史と多くの優れた実績を有し
ています。2017年 3月までの治療実績から、肝臓がんの症例が多い点が当院の特徴として挙げられます。ま
た、上述したように、陽子線治療は X 線治療に比べて正常組織への照射（被ばく線量）を低減できるため、
放射線による 2 次発がんや成長障害のリスク軽減など、多くのメリットを有しています。そのため、小児科
と密接に連携を図り、小児がん治療にも積極的に取り組んでいます。 

 

 

治療設備 

 

＜ライナック＞ 

当院は、2台の X 線治療装置（Clinac iX、Trilogy：いずれも VARIAN Medical Systems 社製）を有していま
す。Trilogyには ExacTrac system（BrainLAB 社製）が付設されており、IMRT をはじめとする定位放射線治療
（stereotactic radiation therapy：SRT）などの高精度放射線治療に対応しています。IMRT では、頭頸部がん・
前立腺がんの治療を積極的に実施し、前立腺がんの IMRT では蓄尿した状態で実施することにより、高精度
化を図っています。蓄尿量の測定には、3次元超音波装置（Bladder Scan：Diagnostic Ultrasound 社製）を用い
ています。 

 

   

（Clinac iX）              （Trilogy）         （Bladder scan） 



 

＜放射線治療計画 CT 装置＞ 

放射線治療計画用 CT 装置は、X 線治療用（Aquilion LB：東芝メディカルシステムズ社製）と陽子線治療用
（Optima CT580 W：GE Healthcare 社製）の 2 台を有しています。Aquilion LB が設置された室内には、透視装
置（LX-40A：東芝メディカルシステムズ社製）が併設されており、放射線治療計画 CT 装置と 1つの寝台を共
有できるシステムとなっています。 

 

＜小線源治療＞ 

当院では、放射性同位元素を利用した小線源治療も実施しており、婦人科疾患を主な対象とし、腔内照射や
組織内照射を実施しています。小線源治療装置には MicroSelectron（Nucletron 社製）を使用し、室内には小線
源治療計画用 CT 装置（BrightSpeed Excel：GE Healthcare 社製）が併設されています。 

 

＜温熱療法＞ 

 がん治療法の 1 つに温熱療法があります。当院では、温熱療法装置（Thermotron-RF8：山本ビニター社製）
を使用し、放射線治療や化学療法と併用することで良好な治療成績をあげています。 

 

＜陽子線治療装置＞ 

 当院の陽子線治療装置は、Probeat II（HITACHI 社製）を用いています。陽子線治療装置は、「イオン源」「加
速器」「照射野形成系」で構成されます。陽子はイオン源において水素原子核から電子を剥ぎ取ることにより
生成され、前段加速器（線形加速器）で約 7 MeV まで加速された後、シンクロトロンに入射されます。シンク
ロトロンでは、陽子エネルギーの増大に応じて磁束密度を徐々に増大させ、同時に高周波電場の周波数を増加
させながら環状加速管内で陽子を多段階で加速していきます。陽子の加速は高周波加速空洞（1 ヶ所）で行わ
れ、1秒で円軌道を数十万回ほど周回することによりエネルギーが増大します（1 周あたり 1.0 kV）。ビームの
軌道は偏光マグネット（赤茶部分）で制御され、直径約 7.0 mの集束マグネット（黄色部分）でビームの広が
りを抑えています。ビーム輸送ラインは 3本あり、1つは生物実験室、残りの 2本が臨床で使用している照射
室 1（G1）および照射室 2（G2）に輸送されます。照射室は回転ガントリー式の照射ポートとなっており、ガ
ントリーの高さは 10 m、重さ約 200 t となっています。シンクロトロンから輸送されたビームは、このガント
リーで 60°－60°－90°と偏光され、照射野形成系に入射され、患者さん毎の腫瘍の形状に合わせて照射され
ます。 

 

 

 

 

研修内容 

放射線に関する基礎的な内容からはじめ、放射線医学までの講義を受けていただきます。放射線の基礎で
は、サーベイメータなどの計測器を用いた放射線測定を体験していただきます。放射線の医学利用では、放
射線治療だけでなく、放射線診断にも切り込んだ講義を行います。一連の放射線の基礎を学んだ上で、東日
本大震災によって発生した福島原発事故で浮き彫りとなった放射線災害医療に関する講義を行い、放射線災
害発生時の救急医療についても触れていきます。また、筑波大学附属病院の特色を活かし、陽子線治療に関
する講義、さらには施設見学を通して陽子線治療に関する理解も深めていただければ幸いです。その他、筑
波大学で開発されたロボットスーツ HALの見学も用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速器室

生物実験室

照射室1（G1）

照射室2（G2）
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講師紹介①  榮 武二 

 

 

 

講師紹介②  磯辺智範 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師紹介③  長谷川有史 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師紹介④  櫻井英幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人 筑波大学 

医学医療系 医学物理学 教授 

陽子線医学利用研究センター 医学物理グループ 

附属病院 放射線治療品質管理室 室長 

 

専門分野 

医学物理学、放射線健康リスク科学、加速器工学 

国立大学法人 筑波大学 

医学医療系 放射線健康リスク科学 教授 

陽子線医学利用研究センター 医学物理グループ 

附属病院 放射線治療品質管理室 副室長 

 

専門分野 

放射線健康リスク科学、医学物理学 

公立大学法人 福島県立医科大学 

医学部（臨床医学系）放射線災害医療学講座 主任教授 

医学部（臨床医学系）放射線災害医療学講座 放射線災害医療センター副センター長 

 

専門分野 

放射線災害医療学、救急医学、消化器外科学 

国立大学法人 筑波大学 

医学医療系 放射線腫瘍学 教授 

附属病院 陽子線治療センター部長 

附属病院 副病院長 

 

専門分野 

放射線腫瘍学、放射線生物学 



    Radiation therapy (RT) is one of the important treatment modalities for cancer treatment. 

The mechanism of radiation to kill cancer cells comprises a physics reaction, a biological 

response, and clinical effects. One of the well-known mechanisms is that cancer cell death 

results from double strand DNA breakage induced by ionizing radiation. 

    From the physics perspective, the RT strategy to increase the tumor cell control and 

reduce normal tissue protection is to improve the conformity of radiation dose distribution 

in tumor. Through the progress in technology including computer science, imaging 

processing, and radiation physics, the rapid evolution is developing in radiation therapy 

field. From cobalt-60 to linear accelerator, fixed beam to rotational gantry, static block to 

dynamic multileaf collimator, and photo beam to particle beam, the improvement of RT 

technique significantly reduces the normal tissue side effects. 

    From the biology perspective, the relative biological effectiveness (RBE) is another 

factor to determine the tumor response to radiation. The strategy to increase RBE of 

radiation consists of increasing radiation dose per fraction or by using carbon ion and boron 

neutron capture therapy, which became feasible by the progress of RT techniques 

especially in Asia. 

    From the clinical perspective, to cure cancer patients requires both local and systemic 

tumor control, which means to prevent local tumor recurrence and distant metastasis. To 

achieve the goal takes combined-modalities treatment, including local treatment such as 

surgery, intervention, and RT as well as systemic treatment such as chemotherapy, targeted 

therapy, and immunotherapy. 

   In the era of personalized medical care for cancer patient care, the evolution direction of 

RT should combine the physics, biology, and clinical perspectives and coordinate with 

other treatment modalities to optimize the treatment for individual patients. A 

multidisciplinary collaboration allows the RT development to meet the requirement in this 

era. This means more transdisciplinary education, dialogues, brainstorming, and teamwork 

are essential for the RT evolution now and in the future. 
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Particle Therapy in Asia: Current and Future Developments 


