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胸部固定器具

放射線治療装置 放射線治療装置はこのように角度を変えて照射します
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定位放射線治療

大分県厚生連鶴見病院　放射線治療科医長　　大塚　誠
おおつか まこと

　当院の放射線治療では通常の放射線治療のみなら

ず、ピンポイント照射ともいえる定位放射線治療も

行っております。ガンマナイフやサイバーナイフは

定位放射線治療の専用機といえますが、当院に設置

されているリニアックは通常照射に加えて定位放射

線治療もできるいわゆる汎用機になります。通常照

射は一日一回２Gy（グレイ）程度の照射を25回か

ら30回繰り返すことによって正常組織へのダメー

ジは最小にしながら、がん組織をこわしてゆく照射

方法で、放射線治療の長い経験を通じて採用されて

きた照射法です。それに対して定位放射線治療は小

さながんに狙いを定めて放射線を集中させることに

より、短期間で治療がおわります。照射機器の性能

が良くなったためにできるようになりました。つま

り狙ったがんだけに照射し、その周りにある臓器、

組織への照射を最小限に抑えることがある程度はで

きるようになったからです。ただしがんのすぐ周り

に放射線に弱い重要な臓器があるとこの方法は使え

ないので、治療の適応となるがんは限られます。ま

た、照射時間に数分間はかかりますので呼吸による

位置の動きを最小限にするための固定器具の開発も

必要でした。

早期肺がん

　肺のCT検査によって、検診や人間ドックで症状

が出る前に早期の肺がんが発見されるようになりま

した。早期肺がんの治療は手術で外科的に切除する

ことがまず第一選択ですが、肺機能が悪かったりそ

の他の理由で手術ができないこともあります。そう

いった場合には定位放射線治療を勧めることがあり

ます。重要臓器のある縦隔から離れた場所にある小

さながんが良い適応となります。周りにあるのは肺

組織だけなので一回に大きな線量をかけることがで

きるのです。一日一回の照射を４日間で完了し、か

らだへの負担はほとんどありません。実際に計画し

た照射野（図1a）と線量分布図（図1b）を示します。

照射前のCTでみられた右肺のがん腫瘤（図2a）が

照射２年後（図2b）にはほぼ消えています。

初期の肺転移

　大腸がんなどで原発巣はコントロールできており、

他の転移もないのに肺に少数の小さな転移が出てき

てしまった場合等が適応となります。早期肺がんと

同様に先ずは外科切除を検討しますが、手術のでき

ない場合は早期肺がんと同じように定位放射線治療

を検討します。以前にはがんは遠隔転移が発見され

た時点で根治療法は適応になりませんでしたが、最

近はオリゴ（少数の）転移への治療法として採用さ

れています。

椎体骨転移

　がんの骨転移のうち特に椎体骨への転移は弱く

なった骨の圧迫骨折により脊髄障害を引き起こす可

能性が高く、一旦おきると回復不能な四肢の麻痺を

きたすことがあります。まずは整形外科による後方

固定術などの手術が検討されますが、定位放射線治

療の適応となる場合もあります。放射線に弱い脊髄

を避けた照射野の設定がポイントです。がんの第一

胸椎転移に対して計画した照射野（図3a）と線量分

布図（図3b）です。脊髄を避けた照射野を工夫して

います。一日一回の照射を３日間で完了しました。

腫瘤の縮小がみられ、脊髄障害はおきていません。

オリゴ転移としての
骨転移やリンパ節転移

　初期の肺転移だけでなく骨転移やリンパ節転移に

対してもがんの原発巣がコントロールできており、

少数の転移に限られている場合にはこれまでの緩和

照射にかわって定位放射線治療の適応となる場合も

あります。適応と照射線量は照射野に含まれる周囲

の臓器、組織によります。

まとめ
　

　定位放射線治療は治療機器の性能が良くなったた

め可能となりました。それによってこれまでは適応

とはならなかったがんの転移についても一部は適応

となってきました。今後はさらなる適応拡大が予想

されています。当院も新しい照射方法も取り入れて、

患者さんに優しいがん治療に努めて参ります。



定位放射線治療

厚生連だより 大分 ３

図1a

図2a 図2b

図1b

　当院の放射線治療では通常の放射線治療のみなら

ず、ピンポイント照射ともいえる定位放射線治療も

行っております。ガンマナイフやサイバーナイフは

定位放射線治療の専用機といえますが、当院に設置

されているリニアックは通常照射に加えて定位放射

線治療もできるいわゆる汎用機になります。通常照

射は一日一回２Gy（グレイ）程度の照射を25回か

ら30回繰り返すことによって正常組織へのダメー

ジは最小にしながら、がん組織をこわしてゆく照射

方法で、放射線治療の長い経験を通じて採用されて

きた照射法です。それに対して定位放射線治療は小

さながんに狙いを定めて放射線を集中させることに

より、短期間で治療がおわります。照射機器の性能

が良くなったためにできるようになりました。つま

り狙ったがんだけに照射し、その周りにある臓器、

組織への照射を最小限に抑えることがある程度はで

きるようになったからです。ただしがんのすぐ周り

に放射線に弱い重要な臓器があるとこの方法は使え

ないので、治療の適応となるがんは限られます。ま

た、照射時間に数分間はかかりますので呼吸による

位置の動きを最小限にするための固定器具の開発も

必要でした。

早期肺がん

　肺のCT検査によって、検診や人間ドックで症状

が出る前に早期の肺がんが発見されるようになりま

した。早期肺がんの治療は手術で外科的に切除する

ことがまず第一選択ですが、肺機能が悪かったりそ

の他の理由で手術ができないこともあります。そう

いった場合には定位放射線治療を勧めることがあり

ます。重要臓器のある縦隔から離れた場所にある小

さながんが良い適応となります。周りにあるのは肺

組織だけなので一回に大きな線量をかけることがで

きるのです。一日一回の照射を４日間で完了し、か

らだへの負担はほとんどありません。実際に計画し

た照射野（図1a）と線量分布図（図1b）を示します。

照射前のCTでみられた右肺のがん腫瘤（図2a）が

照射２年後（図2b）にはほぼ消えています。

初期の肺転移

　大腸がんなどで原発巣はコントロールできており、

他の転移もないのに肺に少数の小さな転移が出てき

てしまった場合等が適応となります。早期肺がんと

同様に先ずは外科切除を検討しますが、手術のでき

ない場合は早期肺がんと同じように定位放射線治療

を検討します。以前にはがんは遠隔転移が発見され

た時点で根治療法は適応になりませんでしたが、最

近はオリゴ（少数の）転移への治療法として採用さ

れています。

椎体骨転移

　がんの骨転移のうち特に椎体骨への転移は弱く

なった骨の圧迫骨折により脊髄障害を引き起こす可

能性が高く、一旦おきると回復不能な四肢の麻痺を

きたすことがあります。まずは整形外科による後方

固定術などの手術が検討されますが、定位放射線治

療の適応となる場合もあります。放射線に弱い脊髄

を避けた照射野の設定がポイントです。がんの第一

胸椎転移に対して計画した照射野（図3a）と線量分

布図（図3b）です。脊髄を避けた照射野を工夫して

います。一日一回の照射を３日間で完了しました。

腫瘤の縮小がみられ、脊髄障害はおきていません。

オリゴ転移としての
骨転移やリンパ節転移

　初期の肺転移だけでなく骨転移やリンパ節転移に

対してもがんの原発巣がコントロールできており、

少数の転移に限られている場合にはこれまでの緩和

照射にかわって定位放射線治療の適応となる場合も

あります。適応と照射線量は照射野に含まれる周囲

の臓器、組織によります。

まとめ
　

　定位放射線治療は治療機器の性能が良くなったた

め可能となりました。それによってこれまでは適応

とはならなかったがんの転移についても一部は適応

となってきました。今後はさらなる適応拡大が予想

されています。当院も新しい照射方法も取り入れて、

患者さんに優しいがん治療に努めて参ります。



図3a 図3b

富貴寺　国東市
　富貴寺は、大分県豊後
高田市田染蕗にあり、平
安時代に宇佐神宮大宮司
の氏寺として開かれた由
緒ある寺院です。また、
現存する九州最古の木造
建築物であり、国宝指定
されています。

きゅうせんとうじあと

旧千燈寺跡　国東市
　旧千燈寺跡は、大分県国
東市国見町千燈にある寺院
である千燈寺の旧寺院跡で
す。不動山の中腹にあり、
現在は六郷満山ふれあい森
林公園として整備されてい
ます。半肉彫りの仁王像が
来る者を迎えてくれます。
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リハビリ器具のご紹介(デイケア)
　９月になり朝晩が過ごしやすい気候となりました。
　さて今回は、デイケアでのリハビリの様子をご紹介させて頂きます。リハビリ器具は、『自転車』
『オムニローダー』『イージーウォーク』『ウォーターベッド』『ホットパック』『メドマー』『滑車』
『平行棒』『肋木』『マイクロ波治療器』の10種類あります。一人一人の体調に合わせたメニューを
セラピストが考えています。一種類につき10～15分程行っておりますが、皆さん我先にと取り合いの
ように意欲をみなぎらせております！
　日々の成果が見られるとご利用者様からも声が挙がっており、私達スタッフも凄く嬉しく思います！

自転車
３台設置。膝に負担を掛けずに
下肢筋力を維持します。

オムニローダー
前後に足を動かし負荷を掛けることで、
膝～太ももの筋力を改善します。

イージーウォーク
ふくらはぎを刺激し、
むくみを改善します。

ホットパック
温かいパッドを患部にあてることで
痛みを和らげ、血行を改善します。

メドマー
太もも、ふくらはぎ、足首などを圧迫する
ことで血流を改善し、むくみの改善や筋肉
の緊張をほぐします。

ウォーターベッド
水圧刺激により、優しく全身の
筋肉をほぐし、血流を改善します。

平行棒
左右の棒につかまり歩くことで、
安全に下肢筋力を維持・向上させます。

マイクロ波治療器
マイクロ波を患部に照射することで、体の深部を
温め、血流を改善し、筋肉の緊張をほぐします。
また痛みを緩和します。

肋木
起立訓練などに使います。

滑車
肩関節の柔軟性と
上肢の筋力を保ちます。



人間ドックや各種健診（がん検診含む）は、
「不要不急の外出」にはあたりません！

◎健康診断は、なぜ必要なのか？
・自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。コロナ
禍における健診（検診）の受診を控えることによって病気の発見
が遅れる可能性が十分に考えられます。

◎「コロナフレイル」はご存知ですか？
・コロナ禍の外出自粛によって高齢者の方が、自宅に引きこもり外
出を控えることで、運動量が減ることによって引き起こされる身
体の筋力の衰えが要介護の一歩前の状態になってしまうことです。

定期的な健診で
　健康状態をしっかりチェック。
自分の体をしっかり知ることが、
　　　　健康維持の第一歩です。

ワクチン接種も進んできた今こそ、
　　そろそろアフターコロナにも目を向けて、
　今一度人間ドックや各種健診（検診）の
　　　　大切さについて考えてみませんか？

《大分県厚生連健康管理センターの感染対策の取り組み》
① 施設入口での手指消毒とマスク着用、健康状態の確認および体温測定の徹底
② 検査会場内での消毒の徹底と換気および空気清浄機の設置
③ 検査会場内の密集を軽減するため、健診内容に応じた、受付時間の設定

【健康診断のご予約ご相談窓口】

コロナ禍でも健診を受けましょう！

大分県厚生連健康管理センター 
☎0977－23－7112

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX:0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６



牛ロース肉・・・・・・・・・・・・100ｇ
　水菜………0.3P　　えのき……25ｇ
　玉ねぎ……50ｇ　　丼タレ……90ｇ
　豆腐………0.2P　　生卵………１個
　マロニー…50ｇ

小鉢（野菜系酢の物・おひたし　等）・・・・２個
茶碗蒸し ・・・・・・・・・・・・・・１個
ライス ・・・・・・・・・・・・・・180ｇ
みそ汁・・・・・・・・・・・・・・150cc
本日のフルーツ・・・・・・・・・・・・１個

国産牛のすき焼き御膳
たっぷりの野菜に程よく脂ののった国産牛のすき焼きです。
わりしたは当健康管理センターオリジナルとなっております。

４種類のメニューがございますが、そのうちの一つのご紹介となります。
当健康管理センターの宿泊人間ドックコースを受けて是非ご賞味あれ！

宿泊人間ドックコースの夕食
大分県厚

生連

健康管理
センター

ご紹介します！

厚生連だより 大分 ７

◎「医薬品副作用被害救済制度」の詳細や「生物由来製品感染等被害救済制度」については、PMDAのホームページおよびフリーダイヤルをご利用ください。

医薬品 副作用被害 救済制度 ご存知ですか？
お薬を使うときに思い出してください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

病院・診療所で出されたお薬、薬局等で買ったお薬を正しく使ったのに重い副作用が生じ、入院
したりその後に障害が残ったりした場合に、医療費や年金などが給付される公的制度です。
※昭和55年５月１日以降に使用した医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が対象になります。

Q.請求はどのようにすればよいですか？
A.給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が、直接PMDAに対して行います。その際に、医師
の診断書などが必要となります。まずは、電話やメールでご相談ください。

Q.給付の支給決定はどのようにして決まるのですか？
A.提出いただきました書類をもとに、厚生労働省が設置した外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会におけ
る審議を経て、支給の可否が決定されます。支給の可否については、PMDAからご連絡いたします。

Q.給付にはどのような種類がありますか？
A.給付には７種類あります。
・入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合　①医　療　費　　②医療手当
・日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合　　　　③障害年金　　④障害児養育年金
・死亡した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤遺族年金　　⑥遺族一時金　　　⑦葬　祭　料
給付額は種類ごとに定められております。なお、③及び④を除いて請求期限がございますので、ご注意ください。

Q.救済の対象にならない場合がありますか？
A.下記の場合は救済の対象になりません。
①医薬品等の副作用のうち入院治療を要する程度では
なかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている
場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められな
い場合
②対象除外医薬品による健康被害の場合

③法定予防接種を受けたことによるものである場合
④医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明ら
かな場合

⑤救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品
を使用したことによる健康被害で、その発生があら
かじめ認識されていたなどの場合

PMDAまたは で詳しくは 副作用　救済 検索

救済制度
相談窓口

◎救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
受付時間：午前９時～午後５時／月～金（祝日・年末年始をのぞく）  Eメール：kyufu@pmda.go.jp0120-149-931
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市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
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横
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道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

　10月は、「実りの秋」「収穫

の秋」といわれるように、さま

ざまな食材が旬を迎え、出回る

季節です。

　１年中見かける食材もありま

すが、旬を迎えたものはとても

美味しく栄養も抜群です。ぜひ、

秋の味覚を楽しんでください。

（Ｎ.Ｓ）

8月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
4,155名

（うちJA 690名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《８月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部
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編集後記

秋の花粉症の予防について
　花粉が飛ぶ時期は植物の種類や地域によって様々ですが、花粉症に悩まされ
る人が増えるのは春と秋です。秋の花粉症の代表格は、ブタクサやヨモギ、カ
ナムグラなど草の花粉です。以下のとおりしっかり対策をして、花粉の多い秋
を乗り切りましょう！！

◉花粉を防ぐ方法

◉医療機関の受診

メガネ ・花粉症用の物がよいですが、通常のメガネでも
　効果があります。（コンタクトレンズは不適です）

マスク ・顔との隙間を隠すことができる、不織布で立体型の使い
　捨てのタイプがお勧めです。

洗　顔 ・目や鼻を洗うと症状が軽くなることがあります。

その他

衣　服 ・付着しやすい羊毛などは避けてください。体に直接花粉
が触れないように長袖を着るなど工夫を。
・帰宅時には、家に入る前に服や体から花粉を落とすよう
に心がけてください。
・洗濯物はできる限り部屋干しか、外で干した場合は十分
に花粉を払ってから取り込んでください。

・睡眠不足にならないように規則正しい生活を心がけましょう。
・お酒の飲み過ぎに注意しましょう。
・花粉は昼～夕方にかけてが飛散のピークです。こまめに飛散状況の確
認をしながら外出することも大切です。
・花粉にも様々な種類があり、飛散時期が違います。何の花粉が原因な
のか、現在何の花粉が飛散しているのか、把握することが必要です。

　「花粉症」といっても、さまざまな花粉があります。ご自身が
どの花粉アレルギーなのか、把握することが大切です。
　また、花粉飛散時期に目や鼻の症状があると、花粉症と考えが
ちですが、別な原因や病気も考えられますので、まずは医療機関、
かかりつけの病院を受診しましょう。

◉薬物による予防
様々な薬が開発されています。
眠くなりにくい、医師・薬剤師にご相談ください。

大分県／健康づくり支援課 検索

健康の
ワンポイント


