


形大学医学部東日本重粒子センターは、東北・
北海道では初となる、超伝導回転ガントリーや

高速スキャニングなど、最先端技術を結集して作られ
た施設です。加えて、総合病院である山形大学医学部

附属病院と直結されており、様々な併発疾患をお持ち
の患者さんでも、安心して重粒子線治療を受けること
が可能です。がん患者さんの新たな治療選択肢として
広くご活用いただければ幸いです。
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世界３台目の超伝導技術を用いた回転ガントリーにより、様々
な角度からの照射が可能な「回転ガントリー室」と、「固定照射
室」をご用意。共に国内５台目の３Dペンシルビームスキャニン
グ法を採用しており、標的とする腫瘍の形状に合わせて塗りつ
ぶすようにビームを照射します。

■ 照射エリア

回転ガントリー照射室固定照射室

スキャニング
電磁石XY

スキャニング法

リッジフィルタ

標的
（腫瘍）

※2021年8月1日現在

※

1 2



食道がん

肺がん

肝臓がん

頭頸部がん
（頭蓋底がんを含む）

膵臓がん
腎臓がん

子宮がん
直腸がん（骨盤内再発）
前立腺がん
骨軟部腫瘍

治療の対象と費用について

年収の目安前立腺がん

先進医療が
適用される

上記以外のがん

実質自己負担額の目安

住民税非課税 8,000円～35,400円160万円

314万円

約370万円以下 18,000円～57,600円

約370万円～約770万円 約95,000円～

約770万円～約1,160万円 約180,000円～

約1,160万円以上 約270,000円～

骨軟部腫瘍
頭頸部がん

237.5万円

照射費用314万円は患
者さん負担となりますが、
民間保険の先進医療特
約に加入されている場
合は、ご契約に応じて保
険が利用できます。

ほかに診察・検査・投薬などの費用がかかります。

高額療養費制度適用後

※一定範囲内に留まる少数の転移性のがんについては治療が可能な場合があります。まずは主治医の先生への相談をお勧めします。
重粒子線治療は、全身への転移がない固形のがんが対象となります。

対象となるがんと治療費

対象となるがん

※ 量子科学技術研究開発機構HPより改編　　※ 重粒子線はがんに集中してダメージを与えて止まるため、正常臓器への影響を少なくできます。

放射線治療の一種です。通常、エックス線という放射線が使われますが、
重粒子線治療は炭素イオンをがんに照射する治療です。

● 放射線の種類 ● 重粒子線とエックス線の線量分布の比較
ダ
メ
ー
ジ
の
強
さ（
相
対
線
量
） 体の表面からの深さ ※一つの方向から照射した場合。

粒子線

重粒子線 陽子線

光子線

ガンマ線 エックス線
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が ん

『重粒子線治療』とは

放射線 重粒子線エックス線

『重粒子線治療』をお勧めする3つの理由

正常臓器への負担軽減

短期間で治療できる

効き目が強い1.

2.

3.

他の放射線に比べ破壊力が強く、今まで効きにくいとされ
てきた骨肉腫などにも効果を発揮します。

がんに集中的に照射が可能で、
周りの正常臓器にはダメージが少ない治療です。

他の放射線と比べ、重粒子線照射回数が少なく、
概ね半分以下の短い期間で治療できます。

重粒子線とエックス線の照射範囲の違い

※ イラストは前立腺がんの場合のイメージです。
※ すべての照射が完了した際の照射影響範囲です。

重粒子線 エックス線

がん

照射エリア
※濃淡は放射線量を表現

重粒子線のほうがエックス線より
正常範囲に当たらずがんに集中しています。

照射回数の例

部 位 重粒子線治療従来の放射線治療
（エックス線、ガンマ線）

肝臓のがん

肺のがん I期

局所進行

前立腺のがん
すい臓のがん

頭頸部・骨軟部のがん

4～25回
3～8回

30回
35～39回
25～30回
30～40回

2～4回
1～4回

16回
12回

8～12回

16回

また、皮膚や胃や腸などの臓器に近い部位は、
治療が困難になる場合があります。
詳しくは主治医の先生への相談をお勧めします。

すべての重粒子線治療に
共通の適応条件

● がんの診断が確定している
● 病変を画像上で確認できる
● 原則として腫瘍の最大径が15cmをこえない
● 同じ部位に放射線治療を受けたことがない
● 広範な全身への転移がない
● 全身状態が良く、本人の同意が得られる
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当院を初めて受診される患者さんは、地域の医療機関からご
紹介いただくことが基本となりますので、主治医またはかかり

つけ医に「重粒子線治療を受けたい」、「話を聞いてみたい」などとご相
談をいただき、紹介状（診療情報提供書）等をご準備していただけるよ
うお願いしてください。
　紹介方法など詳細は当センターHPの「医療機関の方へ」、「重粒子
線治療をお考えの方へ」もしくは山形大学医学部附属病院HPの「地
域医療連携センター」をご参照ください。
　なお、現在の重粒子線治療は前立腺がんのみ受付しております。泌
尿器科の外来日は毎週火曜日と木曜日と金曜日になっておりますの
で、その曜日で予約を取ることになります。

Q&A

どうすれば受診できますか？Q1

A

当院以外で診療を受けられている方を対象に、「他の医師の
意見も聞き、納得して治療を受けたい。」 という要望に応え、セ

カンドオピニオン外来を設けております。患者さんからのご相談と、主
治医からの診療情報提供をもとに今後の治療に関する意見を提供い
たします。申込は必ず主治医に相談の上、主治医より窓口にお申し込
みください。（患者さん個人からの申込は受け付けておりません。）詳細
は山形大学医学部附属病院HPの「セカンドオピニオン外来のご案内」
をご参照ください。
【セカンドオピニオンの費用と時間】
● 費用は1回につき33,000円（税込）
● 原則として、お一人1時間以内です。
● 全額自費診療となり、健康保険は適用されません。

現行の診療について
他の医師からも意見を聞きたい。Q2

A

1回の治療にかかる時間は、照射する部位によって異なり、数
分から数十分です。治療室に入ってから治療終了までの時間

は15分～30分程度です。疾患や治療内容によっても前後することがあ
ります。治療の回数も疾患により異なりますが、1回～20回で治療を行
います。

1回の治療時間・治療回数は
どれくらいですか？Q5

A

重粒子線治療は標的とする病巣に絞った治療（局所治療）で
すので、外科療法と目的は似ています。一方で、化学療法や免

疫療法は全身のがん細胞に対する治療です。実際にはそれぞれの特
徴を活かせるように、重粒子線治療と他の治療を様々なタイミングで
組み合わせることもあります。

外科療法・化学療法・免疫療法との
違いは何ですか？Q6

A

一概に適応外とするものではありませんが、各臓器の被ばく量
には限度があるため、これまでどのような治療をしたかにより判

断されます。このため、重粒子線治療を希望する場合には、まずは主治
医またはかかりつけ医に相談していただくこととなります。その後、地域
の医療機関から、当院での診療が必要であるとご紹介していただき、
受診していただいた上で個別に判断することとなります。

放射線治療を受けたことがある場合には、
重粒子線治療を受けられないと
聞いていますがどうしてですか？

Q8

A

重粒子線治療は、がんの大きさや深さに合わせてピンポイント
に照射が出来るため、X線よりも正常組織への影響を抑えなが

ら、がんへ集中的に照射が出来ます。また、がんを死滅させる効果がX
線・陽子線に比べ約2～3倍高いため、放射線が効きにくいがんにも有
効であり、さらに少ない照射回数での治療が可能です。

X線・陽子線との違いは何ですか？Q7

A

治療する部位によって異なりますが、約2～4週間(前立腺がんは
ホルモン治療期間を含め1～6ヶ月間)程かかります。初診時に患

者さんの様々な検査結果をもとに、重粒子線治療の対象かどうかを診
断します。対象となる場合には、治療開始に向けて固定具の作製やCT
撮像を行い、がんに正確に照射するための準備をしていきます。ただし、
予約枠の関係もあり希望どおりの日程とならない場合があります。

治療準備開始～開始までにかかる期間は
どれくらいですか？Q3

A

重粒子線治療は身体への負担が少ない治療のため、外来通
院で行うことが出来ます。遠方の患者さんで毎回の通院が困

難な場合は、周辺の宿泊施設をご利用ください。また、併存疾患や抗
がん剤を併用する場合など、治療内容によっては入院で重粒子線治
療を実施することがあります。

治療期間中は入院、
それとも通院になりますか？Q4

A

治療の流れ

山形大学医学部附属病院
地域医療連携センター
※初診の予約をお取りします。

山形大学医学部東日本重粒子センター

固定具作製 ＞ CT撮影 ＞ 治療計画
診療・治療準備

重粒子線治療・経過観察

市川 真由美佐藤 啓放射線治療科長

担当部位
前立腺・
腎臓 ほか

前立腺がんの重粒子線治療
を主に担当しております。治療
後も安心してお過ごしいただ
けるよう、丁寧な説明を心がけ
ています。最適ながん治療を
一緒に考えていきましょう。

担当部位
前立腺

世界最先端の機器と技術
で、患者さん一人ひとりに適
した重粒子線治療を提供し
て参ります。きめ細やかな対
応を心がけておりますので、
ぜひ安心してご来院下さい。

金子 崇

担当部位
頭頸部・
骨軟部・
肝臓

出身校である山形大学に加
えて福岡、千葉の病院で放
射線治療を学んで参りまし
た。放射線治療を通じて東
北地方の医療に貢献してい
きたいと考えております。

山田 真義

担当部位
前立腺

担当部位
前立腺

担当部位
前立腺

話しやすさをモットーに診
療を行っております。地方で
最先端の医療を提供するの
はもちろん、患者さんに寄り
添った診療を行えるように
頑張ります。

矢野 菜津子

日々の診療に真摯に向き合
い、スタッフと連携しながら
最善の治療を目指します。
笑顔を忘れず地元山形で
患者さんとともに歩む医療
に努めます。

植松 健

世界最先端の治療を手掛
けるメンバーとして、高度か
つ繊細な治療を心掛けて、
患者さん一人一人の気持ち
に沿うような仕事をしていき
たいと思っています。

部位ごとに専門性を高めた
放射線医が、万全の体制で治療をバックアップします。

治療をバックアップする
担当医

萩原 靖倫

担当部位
頭頸部・
骨軟部・肺

安心、納得して放射線治療
を受けていただくために、説
明を惜しみません。地域で
も最善のがん治療が、世界
水準の医療が受けられるこ
とを目指します。

川城 壮平赤松 妃呂子

担当部位
前立腺・
骨軟部

重粒子線治療を生かしてよ
り多くの患者さんのがんの
根治を目指し、日々の診療で
は患者さんとご家族のお気
持ちに寄り添う医療を心が
けてまいります。

担当部位
膵臓・
直腸・大腸

「どの治療を選べばいいの
か…」という悩みや希望を
お聞きしながら、治療方針
を一緒に考え、納得して治
療を進めるためのお手伝い
をさせていただきます。

小野 崇

担当部位
肺・前立腺・
食道

重粒子線治療や他の治療
法について利点・欠点を説
明してできるだけ分かりや
すい説明を心がけます。質
問あればどんどん聞いてく
ださい。

小野 崇

がん診断を受けた方で
重粒子線治療を希望される方

まずは主治医の先生に
ご相談ください
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