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日本人の二人に一人が罹り、三人に一人が死亡する ｢がん｣ の克服は

国民的な課題です。国を挙げてがんを撲滅しようと策定されたがん対

策基本法はその象徴です。その先導を担う ｢がん治療医｣ は、国民が

期待する医師像そのものです。がん治療の三本柱は、手術、放射線治療、

薬物療法ですが、日本では長らく手術はその中心を担ってきました。

すなわち、｢がん治療医＝外科医｣ でした。放射線治療は、1995年には

15％のがん患者しか用いられていませんでしたが、現在は30％と倍増

しています。米国では66％、ドイツでは60％のがん患者が初回治療と

して放射線治療を受けます。｢がん治療の主役＝放射線腫瘍医｣ です。

放射線治療は高い QOL を維持しながらがんを治癒に導けるという大

きな利点を有しています。急速に進展している高齢化社会の到来の中

で大きな期待が寄せられています。IT 技術、画像技術の進歩と相まっ

て放射線治療機器の高度化には目を見張るものがあります。分子生物

学の発展により生物学的に放射線の効果を高める方法も急速に臨床に

導入されています。

放射線治療の発展を社会全体が望んでいますが、その推進役である放

射線腫瘍医が絶対的に不足しています。夢と可能性と生き甲斐がいっ

ぱいの放射線腫瘍医としてがん治療の主役を担ってみませんか。

公益社団法人　日本放射線腫瘍学会

理事長

平岡　眞寛
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がん対策基本法で放射線治療を重点的に支援

放射線腫瘍学は「がん」に対する放射線治療を基礎と臨床から体系的に行う学問です。
いま国策として放射線治療は重点的に支援されています。がん治療における放射線治
療の貢献度は欧米に比べて半分以下です。このことは日本のがん診療の構造的問題と
してやっと認識されるようになりました。欧米とは大きな差がありますが、この差こ
そ日本の放射線治療の今後の大きな発展性を示しています。（日本のデータは2010年度
の数値）
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あらゆる部位のがん治療に貢献し、
専門分化も進展しています。

放射線治療はあらゆる種類の「がん」を扱います。図は学会の定期的構造調査で明ら
かとなった2009年の全国の放射線治療患者の部位別の割合を示しています。生活の欧
米化の影響により、乳癌や前立腺癌などの放射線腫瘍医が活躍する機会が多い疾患が
増えてきています。また肺癌に対しても放射線治療の役割が増加しつつあります。欧
米のように疾患毎の専門分化が進展し、外科、内科専門医以上の知識と技量を求めら
れています。それは専門医としての存在意義が大きく、皆さんのやりがいに繋がります。

■がん患者のうち放射線治療を実施している患者数

■2009年の放射線治療患者の部位別施行割合

この差こそが、今後の
大きな発展性を示す。
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放射線治療を必要とするがん患者が増え続けています。
10 年後に現在の 2 倍以上の需要が発生

放射線治療患者数は増え続けています。過去の増加率から推測しても今後10年で2倍以
上の需要が発生します。もし欧米並みの全がん患者の約50% が放射線治療を要する状
況が10年後に達成されると仮定しますと、さらに破線で示すような急峻な増加率とな
ります。また、日本では世界有数の高齢化が進むため、放射線治療の適応患者数はそ
の分、更に増加が予想されます。そのため、放射線腫腫瘍医数の増加が緊急の課題です。
国の第２次がん対策推進基本計画でも放射線治療の推進、放射線腫瘍医や医学物理士
の育成が重点課題として取り上げられています。国が国策として皆さんを支援してく
れます。

日米放射線治療の構造比較

日米の構造比較から、人口比で考えると米国並みの60% の患者を放射線で治療するた
めには現状よりさらに約1,300人増の放射線腫療医が必要です。10年後の需要を現状の
25% で推移するとしてもさらに約1800人が必要と試算されます。もし需要増と適応増
が重なると現状の約4倍の人員が必要となります。皆さんのような若い医師が、放射線
腫瘍医として参入されれば、活気とやりがいに溢れた職場となるでしょう。さらに放
射線腫瘍医を支える加速器やコンピューターの専門家である医学物理士の育成も早急
に計られており、皆さんと共に放射線腫瘍学の将来を築きます。
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■放射線治療患者の実績と今後の予測

■日米の構造調査比較
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強度変調放射線療法
(IMRT: intensity modulated radiation therapy)

IMRT は、従来の放射線療法の限界を解決できる先進的な照射技術です。IMRT は直
線加速器から発生する高エネルギー X 線を利用します。通常照射では照射野内の放射
線強度は均一ですが、IMRT では直線加速器の照射ヘッドに内蔵されている多段絞り
を精密に操作することで放射線の強度の変化を作り出します。図に上咽頭腫瘍に対す
る通常照射法と IMRT の線量分布図を示します。IMRT では腫瘍（赤）には十分な線
量が照射され、一方脊髄（青）や耳下腺（緑）などのリスク臓器への線量が低減でき
ます。その結果、通常照射法では治療後一生続く唾液腺障害が患者さんを苦しめてい
ましたが、IMRT では唾液分泌機能を温存し、かつ高い生存率が得られるようになり
ました。また、最近ではより正確な放射線治療を行うために PET/CT 画像を基に治療
計画を行うことも行われています（図）。

■左右対向2門照射 ■強度変調放射線治療　IMRT

■上咽頭癌に対する IMRT
　PET/C シミュレーション、線量分布図
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定位放射線照射 (STI: Stereotactic irradiation)

定位放射線照射とは、比較的小さな腫瘍に対して、正確な位置精度を保ちながら多方
向からピンポイントで大線量の照射を短期間で行う放射線治療技術のことであり、線
量の集中により腫瘍線量の増大と周辺正常組織の線量減少が可能となりました。従来
の放射線治療の概念を照射期間と線量の上で大きく変えた画期的な高精度照射技術で
す。1回照射で治療が完結する定位手術的照射 (Stereotactic　Radiosurgery ) と、分割照
射の場合の定位放射線治療 (Stereotactic　Radiotherapy) に分けられます。装置として
は、ガンマナイフ、サイバーナイフ、Vero システムなどの特殊装置のほか、従来型リ
ニアックを用いたものもあります。精度に関しては照射装置の照射中心精度が1mm 以
内とされています。適応疾患は頭蓋内疾患 ( 転移性脳腫瘍、脳動静脈奇形、聴神経鞘腫
等の良性腫瘍 ) のみならず肺癌、肝癌等体幹部腫療の治療にも適応範囲が広がっていま
す。手術の出来ない方には根治的治療として推奨されますし、手術の出来る方に対し
ても手術成績と比較して論じられるようになってきています。
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小線源治療

小線源治療とは、主に密封された放射性同位元素 ( 小線源 ) を体腔内に挿入または腫瘍
内に刺入する治療法です。アプローチの方法により、腔内照射 ( 子宮・食道など ) と組
織内照射 ( 頭頚部・前立腺など ) に分類されます。局所に線量が集中し、周囲正常組織
の線量を軽減できるのが特徴です。また、腫瘍と共に線源が配置されるため、腫瘍の
移動や縮小への対応にも優れています。この治療は100年以上の歴史を持つ優れた治療
法ですが、近年 CT をはじめとする画像誘導下の治療計画で個々の患者さんに適した
治療を提供することが可能となり、新時代を迎えています。線源としては、192Ir，60Co，
125I，198Au 等が用いられ、線量率によって、低線量率 (2Gy/h 以下 ) と高線量率 (12Gy/h
以上 ) とに分かれます。

線量分布図（CT 画像矢状断）。膀胱や直腸が近接しているが、
子宮に集中した線量分布が得られている。

■子宮頸癌に対する Image-guided brachytherapy (IGBT)

■治療前に認められた腫瘤（矢印）は治療後消失している。

治療前 治療後
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粒子線治療

粒子線治療とは、放射線の一つである陽子線や炭素線といった粒子線を用いた治療法
であり、X 線や電子線とは異なり、一定の深さにおいて急激に高いエネルギーをその
部位に与える性質を持ち、腫瘍へ高い線量を集中させ、周囲の正常臓器への線量を抑
えることが可能です（図）。更に粒子線は生物学的な効果も高く、X 線には抵抗性の骨
肉腫や悪性黒色腫などに対しても高い効果が示されています。尚、粒子線治療を実施
するには非常に大きな加速 器や照射装置が必要となります。現在、国内では７施設で
陽子線治療、３施設で炭素線治療の実施が可能です。また、５施設で陽子線または炭
素線治療施設の建設が始まっています。粒子線治療における数多くの臨床成果が世界
へ発信されています。

■図：Ｘ線と陽子線の線量分布特性（左図）及び部位毎の陽子線治療計画例。
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四次元放射線治療
（4D RT: four-dimensional radiation therapy）

唯一の国産 X 線治療装置である四次元画像誘導放射線治療装置 Vero4DRT(MHI-
TM2000) は、装置構造を高剛性のリング型とすることで高い機械精度を持たせるとと
もに、超小型 C バンド加速管を搭載したジンバル照射ヘッドにより呼吸性移動を伴う
腫瘍を追尾しながら連続照射する動体追尾照射が可能です。（図）京都大学病院では
2011年9月に本照射法を肺癌に対して世界で初めて臨床適用しました。従来照射法と比
較して、腫瘍に対する線量を維持したまま、正常組織への線量低減が可能です。また、
照射前および照射中に腫瘍位置が分かり、腫瘍に対して確実に追尾照射が行われてい
ることを確認できます。

■図
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「医学生・研修医のための放射線治療セミナー」に
参加してみよう

　日本放射線腫瘍学会がん放射線治療推進委員会は、毎夏土曜日の午後、東京と大阪
の２会場で「医学生・研修医のための放射線治療セミナー」を開催しています。本セ
ミナーの目的は、将来の日本の医療を担う皆さんに放射線治療の面白さと奥深さを体
感してもらうことです。過去２０回以上の実績のある本セミナーは、講義、小グルー
プでの症例検討や治療計画装置を使った治療計画実習、各グループが立案した治療計
画の発表と総括、懇親会など内容豊富で密度の濃いものです。セミナーの企画や実習
のチューターは、本セミナーへの参加経験があり現在一線で活躍している若手放射線
腫瘍医のグループ（NE ｘ T）のメンバーが主に担当しています。各会場の募集人数は
２４名と小規模で、マンツーマンの指導を受けることができます。学会の大御所の先
生の講義を身近に聴いたり、若手放射線腫瘍医の体験談や本音を聴き出したり、全国
の放射線治療に興味を持つ医学生や研修医と仲良くなることができるのも本セミナー
の魅力と思います。毎年春に日本放射線腫瘍学会のウエブサイトから参加申込を受け
付けます。
　皆さんも是非、医学生・研修医のための放射線治療セミナーに参加して、放射線治
療の将来性、魅力を実感してください。

写真：2011年度　医学生研修医のための放射線治療セミナーの様子
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世界で活躍する日本の放射線腫瘍医！

テキサス大学 MD Anderson キャンサーセンター
コマキリツコ教授からのメッセージ

To Young Radiation Oncologists in Japan;
I am Ritsuko Komaki, M.D. Professor of Radiation Oncology at the University of 
Texas MD Anderson Cancer Center (UTMDACC) and Gloria Lupton Tennison 
Distinguished Endowed Professor in Lung Cancer Research. I am the program 
director and section chief of Thoracic Radiation Oncology.
I graduated Hiroshima University Medical School and worked at the Radiation 
Effect Research Foundation before I came to Milwaukee Wisconsin where I did 
my Internship and Radiation Oncology Residency and fellowship program between 
1974 and 1979 at the medical College of Wisconsin. I became an assistant followed 
by associate professor there and went to Colombia Presbyterian Medical Center in 
1985 where I was an associate professor and Clinical Chief in 1988. In 1998, I came to 
UTMDACC.
I served the President of American Association of Women Radiology (AAWR) in 
2001 and received Marie Sklodowska-Curie Award from AAWR in 2005. I was 
the first Radiation Oncologist to become the President of AAWR. I served the 
president of American Radium Society in 2008. I was the fi rst woman physician to 
be the president in the past 92 year of ARS. I received Special Award from Marie 
Sklodowska-Curie Foundation at Warsaw, Poland in 2008. I received gold medal 
from the Japan Lung Cancer Society in 2009 and JASTRO in 2010. I am serving the 
president of Gilbert H. Fletcher Society in 2012.
I have served American Board of Radiology Therapeutic Oral Board examiner for 
10 years. I have taught many residents and medical students. I have written more 
than 400 peer reviewed articles and book chapters. I have given numerous invited 
lectures and oral presentation.
My message to young Japanese Radiation Oncologists is to set up your goal high and 
achieve your goal.
You have to be oncologist rather than technologist. In Japan, number of elderly 
people is increasing rapidly which means that Radiation Therapy is more needed for 
elderly people. The incidence of the cancer is parallel to the aging. The advancement 
of diagnostic imaging, high technology of Radiation Oncology and molecular targeted 
treatment with more personalized cancer treatment will be applicable elderly 
patients without causing pain.
 What you need to do is to set up multidisciplinary clinic and speak up for your 
patients' sake at the multidisciplinary conference. You need to know Oncology in 
depth including surgery, medical oncology, radiation oncology such as fractionation, 
hypoxia etc as well as molecular targeted treatment and genetic background for 
cancer incidence and susceptibility of normal tissue damage from Radiation Therapy. 
Once you know the science in depth, you will get confi dence and are able to discuss 
with many health care people such as surgeons, 
medical oncologists, other radiation oncologists, 
diagnostic radiologists and pathologists for your 
patients. Your future is bright!! It is great to 
know that we have many things to do for future!!

Best regards,  
Ritsuko Komaki, M.D.
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

　放射線腫瘍医に関する Q&A

放射線腫瘍医になるにはどんな研修をするのですか？

がん患者さんを総合的に診るには、総合的な腫瘍学の知識が欠かせません。2007年4月
からの「がん対策基本法」の施行により、「がん」の専門医を養成するコースが各大学、
医療機関で整備されつつあります。施設によって研修内容、方法は異なりますが、放
射線腫瘍医の場合は、放射線診断学を含む放射線医学全般および臨床腫瘍学を基礎に
して、放射線生物学、医学物理学、放射線防護・安全管理、放射線治療学を含む放射
線腫瘍学すべてを研修します。

一人前になるには何年くらいかりますか ?

放射線治療専門医は、日本放射線腫瘍学会と日本医学放射線学会が共同認定していま
す。2年間の初期臨床研修医修了後、放射線治療と放射線診断に関する研修を3年間受
けると、日本医学放射線学会放射線科専門医試験を受験できます。更に2年間、総合修
練機関または修練機関で放射線治療に専念して研修し、治療専門医試験に合格すると、
日本放射線腫瘍学会と日本医学放射線学会で共同認定する放射線治療専門医を取得で
きます。

放射線治療専門医試験は難しいですか ?

放射線治療専門医試験には筆記試験と口答試験があり、２日間かけて行われます。最
近の合格率は80% 台と高く、まじめに放射線腫瘍学を研修していれば、決して難しく
ありませんのでご安心ください。

日本では放射線腫瘍医が不足しているのでしょうか ?

はい、その通りです。放射線腫瘍医は少なく、患者さんからも医療機関からも渇望さ
れています。日本で放射線治療の設備を有する施設は700カ所以上ありますが、放射線
治療専門医数は、1000人に達しません。米国の5分の1くらいです。各地のがん拠点病院
には放射線治療の専門医が配置されていることが要件となっていますが、がん拠点病
院ですら、放射線治療専門医数は十分に配置されていません。そのため多くの放射線
腫瘍医を育成して、全国各地で多くのがんの患者さんが困っている状況を改善しなけ
ればいけません。

放射線腫瘍医になっていいと思えることは何でしょうか ?

まずは素晴らしい放射線治療の効果で患者さんに喜んでいただけることが第一です。
放射線腫瘍医になった当初は、大きながんが消えてなくなるのを見ると感激すると思
います。体に負担の少ない治療ですので、高齢の方や合併症のある方の治療にもお役
に立つこともできます。また、全身のさまざまながんを総合的に診ることができ、多
くの関係する診療科の医師とも対等に議論出来る医師であることも魅力の一つです。

欧米では放射線腫瘍医は人気と聞きましたが ?

その通りです。米国ではとても人気があり、成績優秀な方しかレジデントになれない
そうです。ハイテクでスマートにがんを治療する放射線腫瘍学の魅力が充分に理解さ
れているからでしょう。女性医師が家庭と両立できる専門職ということも人気の一因
と思われます。日本でもこれから人気が高まるのではないでしょうか？

あ
な
た
の
疑
問
に
答
え
ま
す
。
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( 右から2番目が筆者 )

がんは 2 人に一人が経験する身近な病気です
が、一人ひとりの身体が異なれば治療にかか
わる考え方も違い、結果も変わります。放射
線治療は患者さんに合わせた選択ができる治
療としては最も柔軟性にとみ、根治目的より
緩和までさまざまな治療が可能です。治療を
受ける／提供することの選択の場が常にあり
ますが、放射線腫瘍医は患者さんの希望に、
期待に沿った治療を提供できる恵まれた立場
にあります。それは、手術や薬物療法にない
治療の特徴（柔軟性）によるものであり、こ
のため放射線腫瘍医も放射線診断医とともに
他の医師のよい相談相手（Dr’s Dr）である
ことができますが、患者さんに寄り添える立
場では、他にまさるとも劣らないと言い切れ
ます。何より、病巣が小さくなっていく、患
者さんが元気になっていく、そういう姿を
みて効果が実感できることがうれしい治療で
す。日本の現状では治療装置より少ない人数
ですが、国民の期待に応えるためにも放射線
腫瘍専門医の仲間が増つづけていくことを期
待しています。

卒後 25 年目　国立がん研究センター中央病院

角　美奈子 先生

チームワークで提供！
放射線治療は”希望の光” 

皆さんは放射線腫瘍医と聞いて、どのような
医者を思い浮かべるでしょうか？実際に放射
線腫瘍医とはどのような医師かと説明する
と、大きく二つの側面があります。
一つ目は【放射線治療のスペシャリスト】で
あるということです。我々放射線腫瘍医はが
ん治療の 3 本柱の一つ放射線治療を専門に
行っております（他の二つは手術と抗がん剤
治療）。特に放射線腫瘍医の人数は少ないた
めに経験年数が若いうちから、他科から相談
されたり、カンファレンスで意見を求められ
たりするなど、がん患者さんに対するチーム
医療の重要な一角を占めることができるよう
になります。
そしてもう一つは【がんのジェネラリスト】
であるということです。放射線腫瘍医は頭の
先から足の先まで全ての臓器を対象にしてお
ります。さらには早期がんに対する根治的な
放射線治療から、末期の緩和医療を必要とす
る患者に対する症状緩和目的の対症的な放射
線治療まで、がんに対する医療の全ての段階
に関わっております。こういったスペシャリ
ストでありながら、がんのジェネラリストで
ある側面を持ち、将来に多くの選択肢がある
ことが放射線腫瘍医の特徴であると思います。
今後はさらにがん治療の中心として、ヒトに
やさしく、より効率の良い放射線治療が必要
とされます。ぜひ我々と新しいがん治療を作
り上げていきましょう。

放射線腫瘍医を志す皆さんへ

卒後 11 年目　放射線医学総合研究所
重粒子医科学センター　

若月　優 先生

放射線腫瘍医の未来は明るい！
先輩諸氏からのメッセージ
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テクノロジーの高度化に伴い、5 年前は草分
け的であった定位照射、IMRT、粒子線治療
といった治療法が普及して、今では身近なも
のとなっています。多くのがん患者様に、負
担がより少ない根治的な治療を追求し、提供
できるか、放射線腫瘍医としての私の思いで
す。毎年、米国で開催される放射線治療の学
会で発表を行っていますが、研修医ではじめ
て参加した時の驚きと感動は今でも忘れられ
ない思い出です。皆さんも放射線腫瘍医にな
り、がん治療の最前線で、より多くの患者様
を救い、日本の放射線治療のエビデンスを世
界に発信していきませんか？人生は一度きり
です、そんな人生も面白いと思いませんか？

放射線治療の世界最大学会である ASTRO
で優秀演題賞を受賞した際の授賞式の風
景。 （Photo: courtesy of ASTRO/Adam 
Donohue）

世界で活躍する放射線腫瘍医に！！

卒業 8 年目　名古屋市立西部医療センター
名古屋陽子線治療センター　陽子線治療科

岩田　宏満 先生

日本ではすでに 30 年も死因第 1 位となって
いる「がん」。がんは先進国だけの問題ではあ
りません。途上国も含めた全世界での主な死
因は、一昔前は結核やマラリアなどの感染症
でしたが、今や世界中でがんが第 1 の健康問
題になりつつあります。手術や抗がん剤と並
んで、放射線治療はがん治療の 3 本柱の重要
な 1 つを担っています。日本人である天野之
弥氏が国際原子力機関（IAEA）の事務局長に
就任されてから、途上国のがん問題に対して
積極的に放射線治療を活用していこうという
努力がなされています。放射線治療は経済的
にも有用であるだけでなく、多くの患者さん
が進行がんとして見つかる途上国では、一段
とその重要性が高いものなのです。
日本国内で放射線治療のニーズは高まるばか
りです。実は、この流れは世界中の多くの国々
も同じです。放射線科医としてできることに、
我々の大学で行っている IAEA 活動をはじめ
とし、多くの国際貢献活動があります。日本
人のために、世界の人たちのために、貢献し
たいという熱い仲間たちと一緒に働けること
をお待ちしております。

■当大学で開催された IAEA アジア地域
　放射線治療トレーニングコースでの実習風景

世界規模で増加する
がんに対して放射線治療を

卒後 10 年目　群馬大学大学院　医学系研究科

田巻　倫明 先生

放射線腫瘍医の未来は明るい！
先輩諸氏からのメッセージ
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がんに対する集
学的治療が標準
化する中で、が
ん治療の主軸を
担う放射線治療

（＝放射線腫瘍
医）の需要は急
速に高まってい
ます。高齢化が

進む中で、非侵襲的な放射線治療への期待は
益々高まることでしょう。
　皆さんは、放射線腫瘍医がどれほど多様な
臓器と病期を扱い、様々な科と連携しながら、
どんなに横断的な医療を行っているか知って
いますか。また、1 世紀以上の歴史に裏打ち
された治療戦略と最新の医療工学・IT 技術を
用いたこの医療分野が、どれほど魅力的でど
んなに将来性があるかを知っていますか。
　放射線腫瘍医が扱う対象疾患は、がんとあ
る一部の良性疾患のみではありますが、それ
でも頭のてっぺんから足の先までの疾患を対
象とし、根治治療から緩和ケアまでの幅広い
治療を担当します。色々な病態に対峙し、患
者様と触れ合う中で日々やりがいを感じてい
ます。
　時には根治を目指して患者と共に戦い、時
には終末期患者の傍に寄りそう、そんな奥深
いプロフェッショナルを目指せるのが放射線
腫瘍医です。まずは興味を、そして、ぜひ放
射線治療の世界へ。

ようこそ！放射線治療の世界へ！！

京都府立医大　卒後 6 年目

相部　則博 先生

　ひとつ私が体
験したエピソー
ド を 紹 介 し ま
す。早期声門癌
の放射線治療依
頼で患者さんが
いらっしゃいま
した。ところが
診 察 し て み る

と、進行肺癌も発症していることが分かった
のです。ここで、全身の癌治療に携わる放射
線腫瘍医の頭が働き出します。「予後規定因子
は何か」「QOL(Quality of Life) を下げる因
子は何か」などと考えを巡らすのです。この
方は、耳鼻科医・呼吸器内科医と相談し、生
命予後を規定しうる肺癌の化学療法をまず始
めてもらい、経過から気道狭窄予防・声の温
存という QOL 維持のため声門癌の放射線治
療も行いました。耳鼻科医は頭頸部疾患の専
門医です。呼吸器内科医は呼吸器疾患の専門
医です。そして、我々は放射線腫瘍医なので
す。近年、多領域に渡るような重複癌の患者
さんも診るようになってきています。このよ
うな場合、我々の強みは常に様々な領域の腫
瘍を扱っていることです。より良い治療提供
のため、他診療科と連携をとり、放射線治療
を提供するのはもちろんのこと、時に待った
をかけ、時に治療のタイミングを図るのです。
ちょっと『わくわく』しませんか。

臓器別診療とは違う役割を担える、
総合的かつ専門的診療科へようこそ。

筑波大学　卒後 8 年目

金本　彩恵 先生

放射線腫瘍医の未来は明るい！
先輩諸氏からのメッセージ
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