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神奈川県の湘南地区にて医療サービスを提供
されています、医療法人社団 村田会様をご
紹介します。
医療法人社団 村田会様は1993年に藤沢市に
クリニックを開業して以降、藤沢市・茅ヶ崎
市において有床診療所や老健、通所系サービ
スや訪問系サービスなど複数の医療・介護事
業所を運営されており、患者様のニーズに応
じた柔軟な提案を行うことで、地域のかかり
つけ医として、きめ細かな医療サービスをご
提供されています。
2020年7月には同じ藤沢市内にて村田会湘南大
庭病院をオープンされました。

同院では2022年1月からサーモトロン-RF8
GR-editionによる治療を開始されました。患
者様ご本人やご家族様とのコミュニケーショ
ンを大切にし、患者様を知ることでお気持ち
に寄り添った治療を行われています。

村田会湘南大庭病院
理事長：村田 尚彦
院長：小林 一郎
規模：地上3階
診療科目：内科・呼吸器内科・脳神経内科・
消化器内科・循環器内科・小児科・整形外
科・リハビリテーション科
病床数：2F40床 3F40床
設備：CT X線 超音波診断装置等設置

右から神山先生、小山先生、小林院長
スタッフのみなさん

村田会湘南大庭病院
住所：〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5526-22
TEL：0466-20-1700 FAX：0466-20-1701
https://www.shonanobahp.muratakai.or.jp
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｢札幌禎心会病院｣は、医療介護複合体である禎心会グループの基幹病院です。
1984年の｢禎心会病院｣創業以来、人口26万人を超える札幌市東区において、脳卒中を中心とした専門的医療と地域密
着型医療を提供してまいりました。

創業当時から脳卒中の診療において超早期からベッドサイドでのリハビリテーションを行う施設として運営してきておりま
したが、2012年4月から新たに｢脳卒中センター｣を開設し、24時間365日の診療対応と優秀な手術指導医のもとに若手脳
神経外科医の養成を行う取り組みも始めました。

2015年11月1日から｢健康寿命の延伸｣を大きなスローガンにして、これまでの脳卒中に｢がん｣｢心臓病｣も加え、三大疾
病を中心とした医療提供を目指して、北33条東1丁目に新築移転し、名称も｢札幌禎心会病院」と変更致しました。

血管病として共通した病変の多い脳卒中と循環器病を一緒に診療することは開設以来の念願であり、2017年4月からは
24時間365日対応の救命救急から一般診療まで脳神経外科医と循環器内科・外科医が連携して対応する市内初の施設
に整備しました。

がん治療では、手術･化学療法と、体にやさしくQOL(生活の質)を担保できる治療として高く評価されるようになった放射
線治療に加え、今話題の免疫治療も取り入れ、各科専門医が連携する集学的診療体制をとっております。

欧米に比べて半分程度の普及にとどまっている放射線治療を充実させるために、道内第1号である最高機種の放射線治
療装置(米国バリアン社製リニアック)、話題の｢陽子線治療機器｣も道内2号機、民間初として導入しました。陽子線治療は
2018年4月から疾患によっては健康保険適用となりましたので、たくさんの方々に受けていただけるようになりました。

2021年10月からは、化学療法センターも新設し、ハイパーサーミア装置の“THERMOTRON-RF8 GR edition”  を道内で１
号機として導入しました。

加藤隆佑先生（がん化学療法センター センター長)

がん化学療法センターはがん治療による副作用の苦痛を減らし、治療効果を高める工夫を取り入れた
抗がん剤治療を行っています。ステージ4のがんであっても、劇的に小さくなることもあり、その可能性
を高くすることはできます。そのために、標準的な治療に加え、ハイパーサーミア(温熱療法)、高気圧酸
素治療、漢方を取り入れています。例えば、ハイパーサーミアを加えることにより、抗がん剤の効果を
増強し、副作用を軽減することが期待できます。高気圧酸素治療や漢方に関しても、同様のことが期待
できます。

これら３つ治療法を加えることにより、最大の治療効果が得られるようにしています。標準的な治療に
より発生する副作用もかなり軽減できます。これが当センターの最大の特長ともいえます。

左から 山本先生、外園先生、三浦さん、城宝科長、加藤先生

札幌禎心会病院
住所：〒065-0033 札幌市東区北33条東1丁目3-1
TEL：011-712-1131 FAX：011-751-0239
https://www.teishinkai.jp/

http://www.vinita.co.jp
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中村 仁信 先生より
大阪大学の教授を退任し、民間のがん専

門病院である「彩都友紘会病院」の院長と
して13年目になる。ハイパーサーミアに来
られるがん患者さんのほとんどを診察し、
悩みを聞き、相談に乗っている。標準治療
が終わっても、あるいは副作用で出来なく
なり、ハイパーサーミアの話を聞きに来ら
れる。まだ治療法がある！それだけで、眼
が輝く。
ハイパーサーミアでがんが縮小すること

はほとんどないが、増大を、転移を抑えて
いると思われる例は珍しくない。がんであ
ることを受け入れ、残りの人生をどう生き
るか、考えてもらう。そんな毎日である。

http://www.vinita.co.jp

医療法人 友紘会 彩都友紘会病院

彩都友紘会病院は2007年9月に、西日本初の「がん治療」に重点を置く民間病院として
開院しました。「なるべく切らずにがんを治療する」のがテーマであり、最新の放射線
治療装置を始めとする設備を導入しています。2010年10月には「がん専門病院」の認定
（民間病院としては日本で2番目）を取得しました。ハイパーサーミアは開院直後の
2008年1月から開始されています。使用開始より13年、機器老朽化に伴い、2021年9月に
サーモトロンの最新型「GR edition」へ更新されました。

中村仁信院長先生（左）とスタッフの皆さん

理事長 林 豊行

病院長 中村仁信

許可病床数 204床
（一般164床、緩和ケア40床）

診療科目 内科、外科、消化器内科、消化
器外科、脳神経外科、整形外科、
耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線
科、婦人科、歯科口腔外科



左から一瀬先生、青木教授（中央）、田中先生（右）
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〒036-8563
青森県弘前市本町53
電話：0172-33-5111（代表）

弘前大学医学部附属病院は特定機能病院として、高度かつ高質な医療の提供、先進医療の
開発、医療従事者の教育・研修、地域医療への貢献を使命とし、青森県内で中心的役割を
担ってまいりました。また、地域がん診療連携拠点病院の指定も受けており、各科の壁を
越えた集学的医療体制の強化に努めて参りました。しかしながら、青森県は過去数十年に
渡って温熱療法の空白地帯となっており、温熱療法を受けるためには新幹線に乗って遠方
まで出かける必要がありました。今回、サーモトロンRF8 GR editionの新規導入により、
地域の患者さんのニーズに応えるとともに、集学的治療の一環として温熱療法を推進する
ことにより、放射線療法、化学療法、免疫療法の治療効果を増強し、患者さんのQOLの向
上に寄与することも期待できます。青森県の長年の課題であるがん死亡率の改善と短命県
返上に一歩でも近づくため、スタッフ一同、励んでまいります。

https://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/index.html

サーモトロンRF8 GR edition
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今田肇 先生より

当院のがん患者さんの多くは、治癒の難しいステージⅣで、手術不能・再発・転移がんの方で他院からの紹介です。そ
のため、治療は手術よりも放射線や抗がん剤、免疫チェックポイント阻害剤が中心です。その効果を上げるために適応
のないがん患者さんを除いて治療前後にサーモトロンを使用しています。

年間２,０００以上の治療経験があり、どの患者にハイパーサーミアが効くのか、パターン化されているためＰＥＴ－ＣＴ

検査などで効果があると判断されると、すみやかにハイパーサーミア治療を受けていただきます。１年の間には魔法が
かかったように劇的に症状が改善する患者さんがおられますが、それはサーモトロンの併用のおかげかな、と思ってい
ます。
また、今年の2月からは、最新のGR editionも導入しました。

所在地
〒804-0093 福岡県北九州市戸畑区沢見2丁目5-1
TEL 093-871-5421 FAX 093-871-5499

開設者 社会医療法人 共愛会

管理者 今村 鉄男（院長）

標榜科目

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内分
泌・代謝内科、血液内科、外科、消化器外科、肝臓・胆
のう・膵臓外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科、整
形外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科、放射線診
断科、放射線治療科、眼科、皮膚科、麻酔科、病理診
断科、救急科、精神科、リハビリテーション科、歯科、歯
科口腔外科、産婦人科、小児科、小児外科、臨床検査
科

病床数 218床

公 的 指 定
等

・救急告示病院
・地域医療支援病院
・へき地医療拠点病院
・災害拠点病院
・地域がん診療連携拠点病院
・管理型臨床研修病院
・特定行為研修指定研修機関
・日本がん治療認定医機構 認定研修施設
・開放型病院届出施設
・日本医療機能評価機構認定病院

http://www.vinita.co.jp

ハイパーサーミア担当の大田さん

左から、
丸山先生、宮國先生、今田先生、鞆田先生



院長の加藤先生（左）と
担当看護師の西村さん（右）
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加藤院長先生より：

いま世の中の方は、脳卒中にならないか？心筋梗塞にならないか？がんにならないか？不安で
一杯です。心の声が聞こえてきます。 「だれか私の体を病気から守って、健康にして。医者だろ助
けてくれよ。」 「私の体は病気にならないと保証してくれ。」 助けを求めて、病院、人間ドックなどに
行きます。 あるいは、そのような願望があるものの怖くて行けない状態です。
結論から言います。 その方向へ進んでも永遠に健康の安心感は得られないでしょう。次から次へ
といろんな欲求、不安が出てくるだけです。
私がつかんだ答えは、本当に単純なものでした。「答えを外に求めない。内に求める。」 できるだ
け自分の心の声を、体の声を聞こうとする。 全くベクトルを逆にするというものでした。 そのことの
詳細をお伝えできればとおもい日々診療させていただいています。

2011年7月より神奈川県相模原市南区相

武台の地において、地元密着型の医院と
して脳神経外科領域のみならず、一般内
科等の診療を実施されてきました。
2020年10月近隣地に新築移転となり、そ

の際にハイパーサーミア治療も開始され
ました。

〒252-0324
神奈川県相模原市南区相武台1丁目23-9
電話：046-258-2728
（水曜・日曜・祝日休診）

相武台脳神経外科

相武台脳神経外科
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がん患者様からの治療装置導入の請願運動からハイパーサーミア装置の導入が実現。
2020年10月28日より、千葉県がんセンター新病院にて治療を開始します。
千葉県では、当センターが唯一の導入施設です。

千葉県がんセンターは、都道府県がん診療連携拠点病院として、千葉県内で中心的役割を果たしており、専
門的ながん医療を提供するとともに、県内のがん診療の連携協力体制の整備やがんに関する相談支援情報の提
供を担っています。高齢化に伴うがん患者の増加が見込まれる中、千葉県がん医療の中核施設としてふさわし
い規模と機能を備えた、新棟が2020年10月26日からオープンします。それに伴って、病床数を450床に増床、
手術支援ロボットを2台体制に強化、外来通院しながら治療を行える薬物療法センターの拡充、化学療法（抗
がん剤治療）および放射線治療との併用により増感効果が期待されるハイパーサーミア（温熱療法）装置の設
置を行い、病院全体の診療機能の強化を図っています。

所在地 〒260-8717
千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2
TEL： 043-264-5431 FAX： 043-262—8680

診 療 科
（21科）

呼吸器外科、呼吸器内科、泌尿器科、整形外科、乳腺外科、脳
神経外科、歯科（口腔ケア）、緩和医療科、食道・胃腸外科、肝
胆膵外科、消化器内科、頭頸科、精神腫瘍科、内視鏡科、婦人

科、腫瘍・血液内科、漢方外来、形成外科、循環器内科、遺伝子
診療科、ハイパーサーミア外来

病床数 450床（新棟：425床、緩和ケア病棟：25床）
各種指定 都道府県がん診療連携拠点病院

がんゲノム医療拠点病院
日本医療機能評価3rd:Ver1.1認定病院

ESMO（欧州臨床腫瘍学会議）認定病院
臨床研修指定病院
小児がん連携病院

千葉県がんセンターの概要

千葉県がんセンター お問い合わせ先
地域医療連携室

受付時間： 月～金曜日（平日） 9：00～17：00

医療機関等 予約・問い合わせ TEL 043-264-5633
患者様 予約・問い合わせ TEL 043-263-4071

肝胆膵外科・主任医長 ハイパーサーミア担当
千葉 聡先生（左）と臨床工学士 得能さん（右）

http://www.vinita.co.jp
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浅田院長、浅田副院長、スタッフの皆様

お問い合わせ先
診療時間：9：30～12:45 14:30～17:45（月-金） 9:00～12:15（土）

休診：土曜午後・第２土曜・第３木曜泌尿器科、日曜日
電話番号：06-6266-1173

名 称 浅田クリニック

所 在 地 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町
2丁目4番1号 浅田屋メディカルビル

病 院 長 浅 田 洋 造

副 院 長 浅 田 紘祐子

開 院 年 1989年

診 療 科 目 内科、皮膚科、泌尿器科、ハイパーサーミア

導 入 機 材 ● ハイパーサーミア装置
「サーモトロンｰRF8 GR edition」

● 腹部エコー
● 胸部レントゲン
● 心電図

浅田紘祐子先生より：

「町医者としてクリニックを開業して30年、新規事業としてハイパーサーミアを導入することは年齢

やコストを考えるととても大きな決断でした。しかし、導入直後より患者さんの明るく生き生きと治療

を受けられる姿を見て、私の目指す統合医療への扉が開いたことを感じました。非常に操作しやす

い最新機種「サーモトロン-RF8 GR edition」が世に出たタイミングでハイパーサーミアと出会え、ス

トレスなく治療をスタートできたことを幸運に思います。

これからハイパーサーミアを軸として、患者さんやご家族の心身両面をサポートしながら、私自身

の研鑽を深めて参ります。」

浅田クリニック 大阪市中央区安土町

http://www.vinita.co.jp
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昭和55年に開院した入院病床の総数969床のケアミックス型病院です。969床の内訳は、1）734床の医療保
険適用の療養型病床、2）120床の難病や肢体不自由の患者様を対象とした障害者施設等一般病床、3）39
床の地域一般病床（主として人工関節手術目的の患者さんが対象）、4）55床の地域包括ケア病床(2017年2
月に一般15:1から変更)、5）21床の緩和ケア病床（ホスピス）の規模を誇る泉北地域でも有数な病院です。

内科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科、麻酔科などを有しており、日本医療機能評価認定を受
けており緩和ケア病棟の他、病院に隣接する阪和インテリジェント医療センター（ＨＩＭＣ）にはＰＥＴ健診、人工
関節センターを有しています。

また、各種超音波検査、CT検査, PET検査、MRI検査など高度専門病院に匹敵するような医療機器も有して
おり、最新の医療技術を提供している。さらに、2006年に併設された阪和インテリジェント医療センター(HIMC) 
では、通常の人間ドックのみならずPET/CT検査を中心とした総合がん検診を行っており、その受診者数はま
すます増加している。このたび、新しく開発された“THERMOTRON-RF8 GR edition”  を関西地区で１号機(全国
でも5番目)として導入しました。

増永慎一郎先生【京都大学複合原子力科学研究所 教授 ： 週一回外来担当】

かつて京大病院放射線科に導入されておりましたサーモトロンRF8の初代機を用いて、表在性並びに深在性

腫瘍に対する温熱併用放射線治療や温熱併用化学療法の症例を多数経験して参りました。この経験を十
分に活用し、関西地区に初めて導入されました"THERMOTRON-RF8 GR edition"の能力を最大限に発揮させ、
手術、放射線治療、化学療法、免疫療法による治療効果の向上、患者様のQOLの向上を目指します。

医療法人錦秀会 理事長 籔本 雅已

阪和第二泉北病院 院長 北風 政史

錦秀会グループの概要
錦秀会グループは昭和３２年に大阪市住吉区阪和病院
の発足後、「やさしく生命をまもる」の法人理念の下、地域
の皆様と共に歩み、医療・福祉・保健に貢献してまいりま
した。
現在では医療法人錦秀会7病院2施設の他、PET健診施

設阪和インテリジェント医療センター、医療法人財団兵庫
錦秀会、医療法人聖和錦秀会、社会福祉法人帝塚山福
祉会などを有する西日本最大級の医療法人グループとし
て活躍しています。

左から 増永先生、太田さん

        
        

阪和第二泉北病院 お問い合わせ先
『総合案内』：月〜金(祝日除く) 9:00〜16:00
住所：〒599-8271堺市中区深井北町3176番地、電話(代表)：072-277-1401
FAX：072-277-1034、メールアドレス：hanwasenboku2@kinshukai.or.jp
URL：http://kinshukai.or.jp/hanwadaini/

http://www.vinita.co.jp
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右奥から芝本教授と高野先生、飯田先生、
江口様、北川様

名古屋市立大学病院 お問い合わせ先
外来受付：午前8：30～午前11:00

休診日：土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）
〒467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

電話番号：052-851-5511

名称 名古屋市立大学病院

所在地 〒467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番

地

病院長 小椋 祐一郎

開院年月日 昭和6年7月13日

許可病床数 800床

診療科目 31診療科

病院機能 ●特定機能病院
●災害拠点病院
●地域がん診療連携拠点病院
●肝疾患診療連携拠点病院
●救命緊急センター
●総合周産期母子医療センター
●保険外・併用療養の特例対象医療機関
●臨床研修評価認定
●がんゲノム医療連携病院の指定

芝本 雄太 教授より：

当院は地域がん診療連携拠点病院として、集学的がん診療に取り組んでおります。2019年度には高精度放射
線治療センターを立ち上げました。温熱療法装置はサーモトロンRF-8を以前から保有しており、軟部組織腫瘍や
乳癌に対して使用してきました。この度更新が認められ、RF8 GR editionを導入しました。旧モデルに比べて格
段に進歩が感じられる装置です。

放射線治療は今世紀になって大きな発展を遂げました。ただし、比較的小さい腫瘍は高精度放射線治療単独
で根治できますが、ある程度の大きさ（概ね3cm以上）になると放射線の効果を増感する治療法が必要です。温
熱療法は当院における増感放射線療法の要として、今後、手術拒否切除可能乳癌やその他の増感治療の適応
となる疾患に適用していく予定です。

笑顔と感動にあふれる病院を目指します

http://www.vinita.co.jp



院長の赤木順児 先生
ハイパーサーミアは全科の患者さんを診られる

くまもと免疫統合医療クリニック
〒861-1114 熊本県合志市竹迫2249－2
TEL：096-277-1205 FAX：096-277-1206

赤木先生から：
最近の免疫治療の発展は著しく、昨年は本庶先生が免疫にブレーキをかけるPD-１分子の発見でノーベル賞を
受賞されました。ご存知のとおり、PD-1のブレーキを外す薬がオプシーボであり、これを使うと、末期がん患者様

でも治癒するという奇跡的な現象が少なからず起き始めています。これは「免疫こそが、がん治療の主役である」
ということを示しています。

当クリニックの主眼は、免疫力を上げながら、がん治療を行うということです。免疫を上げる基本的な治療法とし
て、ハイパーサーミア（温熱療法）、水素ガス療法、オプシーボを始めとした免疫チェック阻害剤、サプリメント、漢
方薬などを使い、これらと化学療法や放射線治療などの標準治療を組み合わせる「統合医療」を実践します。

新設施設様ご紹介Voｌ．11
（2020.3.27 ）
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新施設ご紹介
Voｌ．10（2019.10.8）

新光呉火獅紀念医院は、台湾新光企業グループに属し、台北
市内に位置する総合病院です。

この病院の設立者であり、台湾新光企業グループ会長である
呉東進氏は、日本の大学や病院と共同研究を推進するなどし、
医療分野における台日間の技術協力の促進に寄与されたことに
より、令和元年（2019年）の春、日本国から旭日中綬章を叙勲さ
れました。

腫瘍治療科主任季匡華（Chi, Kwan-Hwa)先生は、ハイパー
サーミアセンターで、ハイパーサーミア装置“サーモトロン-RF8”
を使用したランダム化比較臨床試験フェーズIIIの研究を熱心に
続けておられ、2019年9月、新型“サーモトロン-RF8/EX”を2台目
として導入されました。

また、第９回アジアハイパーサーミア学会（ASHO 2026）は、季
匡華先生が大会長を務められ、台湾で行われる予定です。

l

https://www.skh.org.tw/skh/28db003415.html

https://www.skh.org.tw/skh/index.html

設立年 1992年

理事長 呉東進 氏
（Mr. Wu, Eugene 
T.C.)

院 長 侯勝茂 先生
（Hou, Sheng-Mou, 
MD.PhD.MPH）

診療科目 ４２科

病床数 ８６２床

Thermotron-RF8/EX

季匡華先生より：
「新しいサーモトロン-RF8/EXは、素晴らしい。楽しん
で使っています。私は、世界的レベルのハイパー
サーミアセンターを設立するつもりです。我々の病院
へ来てくださる世界中の皆様を歓迎します。」

侯勝茂先生 季匡華先生

季匡華先生（上段中央） 季懋欣先生（上段左から二人目）
呉任弘技師（上段右端）と腫瘍治療科の皆様

http://www.vinita.co.jp
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「急性期医療」と「がん治療」を軸に、
地域医療の発展に貢献し、患者様にとって

心地よく感じる医療環境整備に努めています。

沢井 博純 副院長先生（左から3人目）と
スタッフの皆様

成田記念病院 お問い合わせ先
TEL:0532-31-2167（代）

ハイパーサーミア外来（外科2診）： 毎週水曜日
13:30～15：00 完全予約制

〒441-8029 愛知県豊橋市羽根井本町134番地

名称 成田記念病院

所在地 〒441-8029 愛知県豊橋市羽根井本町134番地

院長 成田 真

開院年月日 昭和26年5月19日

許可病床数 一般病床284床

診療科目 32科目

認定施設 ●保健医療機関
●救急告示病院
●指定自立支援医療機関（育成・厚生・精神通院）
●特定医療（指定難病）指定医療機関
●生活保護法等指定医療機関
●原爆被爆者一般疾患病医療機関
●結核予防法指定医療機関
●労災保険二次検診等給付医療機関
●肝疾患専門

沢井 博純 副院長先生より：

当院では『安全で質の高い医療を地域に提供』することを基本理念に据え、高度先進医療を地域に提供することに
取り組んでおります。2019年4月には東海地区で民間病院初の陽子線治療センターを開設致しましたが、さらに2019
年10月に温熱療法室を開設、最新機種：サーモトロン-RF8 GR editionを導入致しました。

がん治療の基本は手術治療、化学療法、放射線治療（陽子線治療）であることは言うまでもありませんが、当院では
これら基礎となる治療に温熱療法を追加し、がんの集学的治療をますます充実いたしました。当院の基本理念の一
つである『人のやさしさと温かさを根源にした先進医療』を目指して、我々スタッフ一同、地域の患者様の診療に全力
を尽くして参ります。

社会医療法人 明陽会

成田記念病院

http://www.vinita.co.jp
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8MHz誘電加温装置（Thermotron-RF8 ）を用いた温熱療法を1988年より開始し、現在に至るまで

1500例を超す症例に施行しています。科学的根拠に基づき、放射線治療や化学療法の治療効果

の改善を目的に行っています。2019年、新しく開発された”THERMOTRON-RF8 GR edition”  を3台目

として新施設に設置しました。

大栗隆行先生

当院では、上記方法を用いて局所進行期にある肺癌や食道癌、膵癌、子宮頚癌など、化学放射
線療法の制御率の改善が望まれている疾患に温熱療法を積極的に同時併用しています。また、
放射線照射野内再発例に対する再放射線照射や多剤化学療法耐性例への同一抗癌剤再投与
との併用など、限られた治療選択肢の増感治療としても併用を試みています。

所在地
〒 807-8556 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1 番 1 号

TEL 093-603-1611 FAX 093-691-8892(病院事務部)

開設者 (学)産業医科大学 理事長 森山寛

管理者 産業医科大学病院 病院長 尾辻 豊

標 榜 科 目
（22科）

内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、小児科、外科、心臓
血管外科、 脳神経外科、整形外科、小児外科、皮膚科、形成外
科、泌尿器科、産婦人科、 眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ

ン科、放射線科、 歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科

病床数
678床（一般病床：638床、精神科：40床）
（ICU10床、NICU15床、MFICU6床、GCU6床、無菌室13床を含む）

各種指定

特定機能病院、福岡県エイズ治療中核拠点病院、地域がん診
療連携拠点病院、災害拠点病院、 福岡県災害派遣医療チーム
（福岡県DMAT）指定医療機関、 臓器提供施設、総合周産期母

子医療センター 、臨床研修指定病院、新型インフルエンザ等対
策特別措置法に係る指定地方公共機関、労災保険、原爆援護
法（一般医療）、生活保護法、母子保健法（養育）、児童福祉法

（療育）、障碍者自立支援法、身体障害者福祉法、精神保健法、
結核予防法等

産業医科大学病院の概要

左から 松岡さん、大栗先生、矢原先生、村上さん

http://www.vinita.co.jp
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明和キャンサークリニックの役割―がんを早期に発見して治す
この施設には１）がん治療装置としての高精度放射線治療装置、２）がん診断装置としてのＰＥＴ-CT、
３）脳疾患、骨転移や肝臓・心臓・腎などの臓器機能の診断に威力を発揮するシンチグラム診断装置があります。
ハイパーサーミア装置「サーモトロン-RF8」は2019年4月から治療を開始致しました。

明和キャンサークリニック お問い合わせ先
TEL:0798-81-4562（代）

受付時間： 月・火・水・木・金曜日（平日） 9：00～17：00
〒663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町3-39

開設日 2014年4月

理事長 山中 若樹 先生

院長 河 相吉 先生

特掲診療料分野 がん性疼痛緩和指導管理料
画像診断管理加算１
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
放射線治療専任加算
外来放射線治療加算
高エネルギー放射線治療
強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）
画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）
体外照射呼吸性移動対策加算
定位放射線治療
定位放射線治療呼吸性移動対策加算

放射線治療科 温熱療法担当医師 菱川先生より

三大がん治療は、手術、放射線治療、化学療法です。
温熱療法はこれらの治療に併用することで、より治療効果を得ることを目標としています。
手術、放射線治療は局所治療ですが、温熱療法は広汎な治療で、それらの欠点をカバーできることを期待して
います。また、元気な高齢患者様のがんの進行をとめるのに役立つことも期待しています。

放射線治療科
左から 菱川先生、鳥飼様、樽岡技師長様

http://www.vinita.co.jp
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โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (Lopburi Cancer Hospital)

http://www.lopburicancer.in.th/

LOPBURI,
THAILAND

国立ガンセンター、ロッブリーがん病院 は、タイ国中部に位置するロッブ
リー県で、ガン予防及びガン制御センターとしての責任を担っています。
この病院のガン治療として、放射線治療、化学療法、外科治療に、ハイパー
サーミア（ガン温熱治療）が加わりました。

山本ビニター製ハイパーサーミア装置 Thermotron-RF8 は、
タイ国で3台目の装置となります。
放射線腫瘍科の主任 Dr. Jirasak Sukhaboon 、Dr. Withee Rasio
およびそのスタッフは、2019年2月から、タイのガン患者の
ためにハイパーサーミア治療を開始しました。

放射線腫瘍科主任医師のコメント：

「我々は、日本製、アメリカ製、イタリア製、ドイツ製
のハイパーサーミア装置の長所および短所のバラ
ンスを比較調査し、検討しました。そして、日本製
の“サーモトロン-RF8”を選びました。その主な理由
は、頭から足まで全ての病巣を治療できるというこ
とと、30年以上の実績を積み重ねた高周波医療技
術を評価したからです。」

ロツブリーがん病院から4名の方々
が1週間来日。産業医科大学様と戸
畑共立病院様にご協力を戴き、ハ
イパーサーミア治療の研修を熱心
に受けられました。

http://www.vinita.co.jp
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放射線腫瘍センター 教授
淡河先生（右）と

放射線腫瘍センター 服部先生（左）

お問い合わせ先
久留米大学病院 放射線腫瘍センター

0942-35-3311（代表）

〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地

開設日 1928年

病院長 八木 実 先生

病床数 1,094床

診療科目 23科目

認定施設 地域がん診療連携拠点病院
日本放射線腫瘍学会認定放射線治療施設
特定機能病院
福岡県肝疾患診療連携拠点病院

大学創立90周年記念事業の一環として、2018年10
月1日に開所となる新設の放射線腫瘍センターに
サーモトロン-RF8 EX Editionが導入となりました。

最新の放射線治療にサーモトロンを併用することに
より、更なる治療成績の向上はもとより、地域から
「がん難民」をなくすことを目指されています。

http://www.vinita.co.jp
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診療圏人口約13万人の福岡県八女筑後地域の中核病院です。常に最新の知識、技術を取り入

れ、 地域で完結する治療を目指し、地域に安心を提供できる病院でありたいとの使命の下、
サーモトロン－RF8 EX Editionは7月末に導入され、8月から治療に供されるようになりました。

公立八女総合病院 企業長（院長）

平城 守 先生

お問い合わせ先
公立八女総合病院 外科（平城）または放射線科（新城）

0943-23-4131
〒834-0034 福岡県八女市高塚 540-2

開設日 1949年2月

企業長 平城 守 先生

病床数 300床（急性期257床、包括ケア42床）

診療科目 31診療科

認定施設 地域がん診療連携拠点病院
地域医療支援病院
日本乳癌学会関連施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設

公立八女総合病院企業団

公立八女総合病院

最近の各学会での発表や報告から、ハイパーサーミアは抗癌剤治療や放射線治
療の効果を高めることが期待できることを知りつつも、八女筑後地域ではハイ
パーサーミアを実施する施設がなく、ハイパーサーミアを受けたいと思っても博多、
熊本へと出向かないといけない状況が続いておりました。このたび、当院への装
置導入によって、八女筑後地域の患者さんにハイパーサーミア受療の機会を提
供できるようになり、当院の使命である「地域で完結する治療」「地域に安心を提
供できる病院」に、更に一歩近づいたと思います。

http://www.vinita.co.jp
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神戸で一番 親切で安全で 最高の医療を
質の高い医療を実践し、患者様本位の、信頼される病院を目指します。

澤田院長（中央）とスタッフの皆様

医療法人社団 慈恵会 新須磨病院 お問い合わせ先

澤田院長より：
当院の癌治療は、消化器の癌全般と、乳癌の手術 、及び 化学療法を行っています。
放射線治療に関しては、他施設に依頼して癌治療に取り組んで参りました。
この度、ハイパーサーミア装置の導入により、癌治療の選択肢が広がったと思っています。
ハイパーサーミア装置を導入の経緯につきましては、当院で手術を受けた乳癌患者様が、肺転移をきたし、
他施設のハイパーサーミア治療で約10年間存命しているのを目の当たりにしたことと、高齢者のがん患者
様が増え、侵襲の少ない治療の必要性を感じた為にハイパーサーミア装置を導入致しました。

名 称 医療法人社団 慈恵会 新須磨病院

所在地
〒654-0048 神戸市須磨区衣掛町3丁目1番14号
TEL：078-735-0001（大代表）
FAX：078-735-5685

開 設 昭和35年12月28日

職 員
理事長・院長 ： 澤田 勝寛
総職員数 ： 360名

病床数 147床

看護体制 7:1看護

診療科目

内科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・泌尿
器科・皮膚科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・神経内科・
心療内科・歯科・歯科口腔外科・循環器内科・心臓血
管外科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科

医療法人社団 慈恵会 新須磨病院

〒654-0048 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目1番14号
TEL 078-735-0001（代表）
ハイパ-サーミア電話受付時間 月～土（祝日除く） 14：00～17：00

http://www.vinita.co.jp
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地域医療の中核を担う急性期病院として、初期医療から高度医療まで対応可能な病院です。
地域医療連携室が中心となり、地域完結型医療を推進しています（2018年5月導入）。

放射線治療科 供田 卓也 先生（手前）と
（奥左から） 岩田様、真鍋様、山本様
スタッフの皆様

総合大雄会病院 お問い合わせ先
TEL:0586-72-1211（代）

受付時間： 月・火・水・木・金曜日（平日） 9：00～17：00
〒491-8551 愛知県一宮市桜一丁目9番9号

開設日 1924年9月

理事長・院長 伊藤 伸一 先生

病床数 379床（うちICU8床）

診療科目 30科目

認定施設 ●厚生労働省 臨床研修指定病院
●厚生労働省 歯科医師臨床研修施設
●愛知県 地域医療支援病院
●日本医療機能評価機構認定病院

（一般病院）
●愛知県 災害拠点病院

（地域中核災害医療センター）
●愛知県 救命救急センター三次指定
●愛知県 DMAT指定医療機関

総合大雄会病院

放射線治療科より：

地域の総合病院として、かかりつけの方や紹介患者さんのがん診療を各科連携のもと広く行っています。ま
た、健診センターを備え、がんの早期発見にも取り組んでいます。ガイドラインで示される標準治療の限界
を感じ、治療法はないとされた患者さんにも何か提供できる治療はないかと考えていたところ、学会でハイ
パーサーミアの治療効果を知りました。

根治目的、姑息・対症目的にかかわらずプラスの効果を得られることに魅力を感じ、また、中部地区に治療
装置を有する施設が少ないことから、少しでも患者さんの役に立てればと思い導入を決めました。医師、技
師ともに経験ゼロからのスタートですが、一日も早く習熟できるよう精進する所存です。ご指導、ご鞭撻よろ
しくお願い致します。

http://www.vinita.co.jp
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「生命だけは平等だ」の理念の下、全国に71施設を展開する徳洲会グループでの初めての導入と
なります。 病院は福岡県春日市あり、「地域により密着した医療、 そして予防医療の充実へ」を
理念、目指す医療とされています。「サーモトロン－RF8 EX Edition」は「がん集学的治療センター」
の一翼を担う治療として、2018年4月4日に導入されました。

実際の臨床現場で多くみられる「治療開始からガイドライン通りに思うように進まない」、あるいは
「ガイドラインだけでは解決できない」患者さんらに対し、標準治療をベースにハイパーサーミア、
高気圧酸素療法を併用し、既存の治療を上回る成績を得るべく、スタッフ一同、教育・努力・協力
しながらこの治療を筑紫医療圏で今後行ってゆく所存です。（ホームページより抜粋）

がん集学的治療センター
センター長 成定 宏之 先生

福岡徳洲会病院 お問い合わせ先
がん医療連携室（直通）：092-514-6100

受付時間： 月・火・水・金曜日（平日） 9：00～12：00

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地

開設日 1979年10月1日

理事長 鈴木 隆夫 先生

院長 海江田 令次 先生

病床数 602床

診療科目 37科目

認定施設 厚生労働省臨床研修指定病院
外国医師臨床修練指定病院
日本医療機能評価機構認定病院
地域医療支援病院
災害拠点病院

医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院
Fukuoka  Tokushukai Medical  Center
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