
 

陽子線治療を終えられた患者さんへのアンケート 

集計期間：2020 年 7 月～2021 年 2 月 28 日 

ご協力いただいた患者さん：226 名 

 

陽子線治療を選択した理由を教えてください。 

 

 

 

 

--その他回答について-- 

■KEK で治療を行っていた時代に施設見学を

し、“もしも”の時は治療を受けようと思った 

■リスク（副作用）が少ないと思ったから 

■QOL（Quality Of Life：生活の質）の向上 

■家族からのすすめ 

■治療期間が短く、的確である 

■インターネットで調べ、自分で選択した 

■年齢的にも術後の回復と日常生活に支障を

きたす心配があった 

■仕事上、尿漏れのリスクの少ないほうを選択 

■知人や知り合いの医師のすすめ 

 ■セカンドオピニオンの医師からすすめられた 

 ■兄や知人が治療を受けていたから 

 ■先進医療特約に入っていたから 

 ■年齢的な制限が無ければ手術を選んでいた 

 ■陽子線治療のほかに治療法がなかったから 

 ■手術のリスクが心配だった 

 ■以前も陽子線治療を行ったことがあり、効果が高

いのを知っていた 

 ■働きながら治療を受けられる 

 ■以前から興味があり自分で勉強していた 

 ■前立腺がん治療の解説本を読んで選択した 

 

 

治療を選択する際に陽子線治療以外の選択肢はありましたか 

 

 

--他の選択肢があったと回答された方-- 

■放射線（エックス線）治療、IMRT 

■手術 

■小線源治療 

■重粒子線治療 

 ■ラジオ波 

 ■サイバーナイフ 

 ■化学療法（抗がん剤） 

あった 

38％ 
なかった 

62％ 

主治医のすすめ 

49％ 

手術や痛みのある 

治療を受けたくなかった 

20％ 

その他 

16％ 

新聞や雑誌 

5％ 

以前講演会に 

参加した 

5％ 

知人等の 

すすめ 

9％ 



 

当センターでの治療を選択した理由を教えてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

治療を検討する際に心配なことはありましたか。 

 

 

 

 

 

その心配事は解消されましたか。 

 

 

 

 

 

--解消された方々の回答-- 

痛みや副作用について 

■先生が丁寧に説明くださったから 

■痛み・副作用は全くありませんでした 

■頻尿・排尿痛が少しだけある 

■特に痛み・症状もなく安心できた。 

■クリームを処方してもらった 

■痛みはなかったが、副作用がこれからあるか心

配はある 

■心配していた肺へのダメージが少なかった 

■副作用に対し、医師の処置が早かった 

■スタッフの方の行き届いた行動、助言など 

■説明も詳しく教えていただいたり、副作用が出 てもお薬で抑えることができた

歴史がある 

16％ 

筑大病院が 

かかりつけ 

6％ 

筑大病院の 

診療科が豊富 

5％ 

症例数が 

多い 

12％ 

住まいに近い 

15％ 

主治医のすすめ 

31％ 

名医・ 

専門医が 

いる 

9％ 

その他 

6％ 

家事と治療の 

両立 

1％ 

痛みや副作用 

31％ 

毎日の通院 

20％ 
治療費 

14％ 

治療中 

の生活 

11％ 

仕事と治療 

の両立 

12％ 

その他 

11％ 

解消された 

86％ 

 その他 

8％ 

解消 

されなかった 

６％ 



 
毎日の通院について 

■1 日の時間配分をうまく考えることで、通院に使

う時間を確保できた。 

■治療の時間が自由であった 

■親族が通院を助けてくれた 

■なんとか通院できた 

■自家用車での通院がもっと疲れると思っていた

が、それほどでもなかった 

■親切な職員の方々の励ましにより 

■治療時間が 1 時間程度と予測でき、時間の調整

ができたから。 

■治療時間にご配慮いただいた 

 

治療費について 

■任意保険 

■健康保険で支払うことができた。治療費が安く済んだ 

 

治療中の生活について 

■慣れない生活で不安だったけど、みんなが助けてくれた 

■キッズハウスが利用できたことが大変大きかったです。 

■細かな食事の配慮、先生・看護師さんの声掛け 

 

仕事と治療の両立について 

■痛みや副作用がなく、仕事と治療の両立ができた 

■治療日時について相談し、医師から配慮していた

だいた 

■なんとなく解消した 

■半日でも仕事が出来てよかった。毎日の仕事に

戻れた 

■仕事が続けられた 

■仕事に影響がなかった 

 

家事と治療の両立について 

■不安だらけの日々でしたが、治療をしてよかったと思います 

 

その他 

■治療後自転車に乗れないのが残念 

■心配なし。知人が 2 年前に治療を受けた 

■通院距離 

■健全部へのリスク 

■子どもなので、お面やマウスピースに慣れず、治

療が進むのか心配でした 

 

■はじめて受けるので、手術と同等に完全に治療で

きるか不安でした。受けてみて、放射線腫瘍科の先

生はじめ、スタッフ全員のフォローが良かったです 

 

--解消されなかった方々の回答-- 

■副作用はこれから様子見 

■副作用の改善に時間がかかる 

■かゆみ 

■トイレが近い。特に夜中 

■尿が出るときに痛みを感じる 

■治療費の保険適用がなく、負担が大きい 

 

 

 



 

 

--その他を選択された方の回答-- 

■当初から心配していなかった 

■お酒がやめられるか心配であった 

■今後の結果次第 

■時間が経過しました時に希望を託しております

 

 

    治療を受けられた患者さんからお寄せいただいた声をご紹介いたします 

 

■粒子線（陽子線）治療の進展のために何か私にでき

ることがあれば尽力したいです。 

■尿の検査が大変でした。 

■大変お世話になりました。 

■入院しての治療であったが、時間がまちまちで思っ

た以上に不自由でした。 

■陽子線治療を受けてよかった。 

■スタッフの皆様が親切で安心して通院できました。 

■スタッフの皆様がとても親切で心配なく終わりまし

た。治療前の説明で、決心を自分で決めることができ、

納得して受けられました。 

■尿の我慢から解放されるうれしさ。 

■病気から解放された感覚（安心感） 

■血便が続いている（とびとびであるが）。心配である。 

■体が楽でした。 

■スタッフが親切でよかった。 

■とても痛みもなくよかった。 

■尿が 160cc 溜まってからというのが一番大変だっ

た。陽子線治療前の説明に、尿を一定量溜めて治療す

る旨の説明が欲しかった。 

■医師、技師、看護師、スタッフの方々、受付の皆様、

親切でとてもやさしく対応してください、安心して毎

日治療することができました。ありがとうございまし

た。 

■長かったようで、短かったです。 

■ほっと安心感がする。 

■まだ終わらない治療 

■治療中であり、期待しております。 

■元気なまま終えてよかった。 

■尿量の管理に努力した。長かったが、終われば早か

った気もする。 

■よくわからない 

 

■お世話になりました。皆様に感謝しています。 

■大きな副作用なく治療ができ、これで治るとしたら

非常に良いと思います。スタッフの人達の対応がとて

もよく、感謝しております。 

■とても親切、丁寧に治療について説明してくれた。

子供が飽きないように動画を見せてくれ、シールのご

褒美もあり、楽しく治療を続けることができた。 

■診療、治療すべてスムーズに進み、治療の結果も順

調に回復していたので安心して通院することができた。

多少の副作用も気にならなかった。1 か月 

間ありがとうございました。 

■土・日以外の毎日の通院作業と治療終盤期での排

尿時の尿の出辛さ、疼痛は大変でしたが、無事に終え

ることができてよかった。皆様のおかげです。ありが

とうございました。 

■一安心という気持ちと、これから３～６か月間にど

のような結果が出るのか期待と不安が入り混じって

いる感じです。普通に生活できることが一番です。 

■4 度目に治療なしと願いたい 

■スタッフの方がよくしてくれました。 

■どの程度、完治に続いたか、楽しみでもあり今後心

配です。副作用もなく、普通の生活が今後も送れそう

な予感がします。この後の PSA 値が注目です。いろい

ろと心遣いありがとうございました。 

■少しホッとしました。 

■正直、治療が終わってホッとしている。さらに今後

の経過が良好であれば言うことありません。 

■スタッフの方々が親切で気分的にも楽でした。お世

話になりました。 

■あっという間に過ぎました。人に紹介したいです。 

■無事すみました。ありがとうございました。 

■精神的に安心した。 



 
■手術をしないでよかった。近いから 21 回通えたの

かも。 

■思っていたより楽に治療をしていただき、感謝申し

上げます。 

■対応していただき、ありがとうございました。 

■やっと終わりました。 

■毎日尿のコントロールで苦労し、無事に終えられほ

っとしている。先進医療で治療できたことで安心感が

ある。 

■医師他、スタッフの皆さんに支えられて 21 回目を

迎えました。ありがとうございました。本当に感謝して

います。 

■皆様親切で感謝申し上げます。 

■再発しなければ最高と思います。 

■手術と違って、負担が少なく復帰に大変良いと思っ

た。治療範囲の拡大に努めてほしい。 

■今後の生活についてアドバイスが欲しい。終了し、ま

ずはほっとしている。 

■無事終わった。 

■今のところ副作用も少なく終えることができ安心い

たしました。 

■楽になった。 

■スタッフがとても親切でした。 

■25 日間無事に通院することができました。先生、ス

タッフの方には大変お世話になり、ありがとうござい

ました。看護師さん色々と話を聞いていただき、あり

がとうございました。 

■もっと全国に普及したほうが良いと思いました。 

■先生をはじめ、スタッフの皆様の献身的な治療に感

謝します。 

■はじめに来院してからものすごく不安の中、櫻井先

生がわかりやすく、とても丁寧な対応をしてくださっ

て、部分治療ができることにとてもうれしかったです。

また、看護師さんもとてもやさしくアットホームで、受

付の方もいつも優しい対応でした。陽子線のスタッフ

さんもとても良い方たちばかりで、安心して受けるこ

とができました。主治医の沼尻先生、本当にお世話に

なりました。歯茎の病気でお手を煩わせてしまい、申

し訳ありませんでした。感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。 

■無事に終わって今後の希望が見えた。 

■無事終了することができました。医師、治療スタッフ

の方々ありがとうございました。素晴らしい対応をし

ていただき、感謝しています。ありがとうございまし

た。 

■ありがとうございました。 

■皆様とても親切で気持ちよく治療ができました。 

■いつも良くしていただいて治療を受けることができ

ました。本当にありがとうございました。 

■最初はロボット手術を受けるつもりでいたが、調べ

るうちに選択肢が色々あることがわかり、一時は

IMRT を希望した。その後、筑波大病院での陽子線治

療に変更した。今考えてみると、一番良い選択ができ

たと思っている。 

■治療自体の痛みや副作用は今のところなく、負担は

ありませんでした。毎日の通院も職場の理解もあり、

全日程滞りなく果たせたことは、大変ありがたく感じ

ています。最初は大きな機械を前にして、不安も大き

かったですが、毎日陽子線治療科の皆様の温かい気

遣いにより、前向きに 1 日 1 日と通院できました。あ

りがとうございました。 

■気持ちが楽になりました。 

■きちんと治療できたのかどうか心配です。 

■とてもよかった。 

■深謝のみです！！！ 

■また腫瘍ができなければ。 

■まだ何とも言えない。 

■陽子線治療が思ったより本人は楽でよかった。 

■陽子線治療を受けてよかったと思っています。 

■長い期間でしたが、無事に終われました。ありがと

うございました。 

■お世話になりました。ご親切な対応、不安が少しず

つ消え、22 日間穏やかに過ごせました。関係者の皆

様に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 

■尿のコントロールに苦労した。 

■治療中も日常と同じ生活ができた。ありがとうござ

いました。 

■再発しないか心配。 

■気持ちが楽になりました。 

■よかった。 

■とりあえずホッとしました。 

■特に尿の出が悪くなった。 



 
■毎日のトイレの心配がなくなった。 

■安心して治療が受けられた。よかった。 

■入院前に照射回数、機械メンテでの休みの日の情

報をいただければ、会社側への休暇日程数の連絡が

しっかりできるので、情報をいただきたかった。照射

予定日が 2 日抜けていた。早くなってよかったです。

スタッフの皆様は、うまく対応していただき、本当にあ

りがとうございました。 

■安心した。 

■先生、放射線技師さん、皆様に感謝。 

■治療前には治療方法の選択に迷いがありましたが、

結果として思っていたより今のところ副作用も少なく

良かったです。 

■スタッフ全員の教育が行き届いている感じがした。

スタッフに感謝します。 

■体調をくずすこともなく、無事受けることができま

した。がんの進行もあまり見られず、効果を期待して

います。おかげさまで希望の光が少し見えました。あ

りがとうございました。 

■痛みもなく、普通の生活ができ、治療を受けてよか

った。 

■治療中の副作用が少なく、助かりました。長い間あ

りがとうございました。 

■陽子線をしてよかったと思いました。 

■25 回問題もなく終了し、安心しました。 

■親切でとても対応が良かったです。 

■可能であれば今回ががん治療の最後になりたいと

思います。 

■長かった。疲れた。 

■まずは一安心。病院の方々は親切で、安心して治療

ができました。ありがとうございました。 

■スタッフの方がやさしくて心強かったです。 

■主治医の先生をはじめ、スタッフの皆様が親切でし

た。待ち時間が長かった。 

■スタッフの皆様がフレンドリーに接していただけて、

気持ちよく治療を受けることができました。スタッフ

の動きが速いので、少し焦らせられる気持ちもありま

したが、仕事の大変さに感謝いたします。 

■皆様に良くしてもらい、有難かった。お世話になり

ました。 

■気持ちが楽になった。 

■いろいろと親切にされ、おかげさまで 21 回の治療

を終え、感謝しています。 

■快適な治療を受けられて感謝しています。ありがと

うございました。 

■治療は痛みもかゆみもなく、良かったです。ただし、

尿をためるのに時間がかかるのが難点。 

■良い治療を受けました。ありがとうございました。 

■ほっとしました。 

■副作用のため、約 6 か月後に飲酒は切ない。 

■スムーズに治療出来てストレスを感じませんでした。

住んでいる場所とそう離れていないので、通院もしや

すかった。 

■皆様に大変親切にしていただき、ありがとうござい

ます。 

■大変良かったと思います。先進医療（陽子線）を選択

してよかったです。ありがとうございました。 

■お世話になりました。今後もありますので、よろしく

お願いいたします。 

■回数は 21 回でしたが、終わってみればあっという

間でした。今後どうなるかわかりませんが、自分なり

に頑張ってまいります。 

■がん治療として痛みや苦痛を感じることがなく、ほ

っとした。先生はじめスタッフの方の対応が良く安心

に治療を終えることができた。治療が終えても効果が

すぐわからないのは少し不安を後に持ち越した。 

■これで安心した。 

■予想以上に後半になり体力を消耗してきたが、最後

まで治療出来てよかったです。先生方の対応のきめ細

やかさ、丁寧な説明に安心して治療ができました。看

護師さん、その他の医療スタッフの方々にも優しく接

していただき、院内の教育が徹底しているのがわかり

ました。長い間、ありがとうございました。 

■腰の痛みが気になります。 

■痛みは全然ないが、頻尿が前よりひどくなった気が

するのではなく、ひどくなった。早く温泉、サウナ、酒

に入ったり飲んだりしたい。 

■みなさん親切で一度も嫌な思いをしたことがなか

った。感謝！ 

■治療がすんで安心しました。 

■陽子線の治療を受けてよかった。 

■ほっとした。21 日間よく通院できた。 



 
■ホルモン治療と一緒の治療なので、根治できるよう

に治療を受けていきたいので、よろしくお願いいたし

ます。 

■毎日来るまでの移動約 200km 無事に終わり、ま

た治療も何の影響もなく満足している。また、先生方

に感謝いたしております。ありがとうございました。 

■日立からの通院なので入院やアパートを借りること

も検討したが、高速道路で通った。思ったよりスムー

ズに予定時刻通りに通えた。 

■尿をためるのが大変だった。 

■回数が多いと思ったが、終わってみれば早かった感

じ。お世話になりました。 

■陽子線治療と筑波大学附属病院を選んだのはよか

ったです！ 

■21 回はよかった。車で 1 時間半はつらかった。 

■45 日間にわたり長かった。25 回の陽子線照射で

はあったが、とても長く感じた。（ステントの不良のた

め 1 週間遅れた）心配事は先生の説明で理解した。 

■ほっとしました。 

■陽子線の受付の方、治療をされる皆様にお世話に

なりました。 

■治療中の副作用が全くと言っていいほどなかった

ので、逆に不安が。治療の進み具合がわからないなど。 

■痛みもなく、何も心配することもなく楽でした。 

■治療は思ったより全く痛みがなかった。 

■治療してよかった。 

■無事終了し安心しました。 

■22 回の陽子線治療、長いようで短かったです。毎

日何の副作用もなく今までと同様の生活をすること

ができ、本人はもちろん家族も毎日安心して生活する

ことができました。本当にありがとうございました。 

■安心しました。 

■予想以上に軽い気持ちで治療できたと思う。治療

後の生活の中で、どういう症状がでてくるのか多少不

安はあります。 

■スタッフの方の対応が良かったため、安心して治療

を終えられた。 

■最後まで声をかけてくれて、すごく安心して治療を

受けることができました。ありがとうございました。 

■脱毛と副作用が少し出た。 

■とても安心した気持ちを持つことができた。 

■最初、腹水が多く心配でしたが、利尿剤で安定して

治療が続けられた。先生の折々のお話で安心できた。

スタッフの皆様が優しく、心遣いが有難かった。 

■スタッフの方たちがとてもよかった。 

■治療は済みましたが、その後の経過観察等により通

院することになると存じます。どうぞ今後とも治療等

よろしくお願いいたします。大変お世話になり、感謝

いたしております。ありがとうございました。 

■治療中、動かずにいられるか心配でしたが、薬を使

わず終えることができてよかったです。ぐずる場面も

あったそうで、ご迷惑をおかけしました。終盤は時間

も短くなり、シールコレクションも増えて本人も喜んで

いました。シールや曲の準備もリクエストに応えていた

だき、ありがとうございました。 

■先生方、受付の職員と全員親切であり、気持ちよく

治療出来た。ありがとう。残された人生頑張ります。 

■とにかく、一般外来と比較してスタッフの方々の親

切な行動、助言には驚きました。ありがとうございま

した。 

■先生や看護師の皆さんに親切にしていただきまし

た。ありがとうございました。 

■治療が終わったことはよかったが、再発が心配です。

尿が細く途切れる。回数が増え眠れない。徐々に取れ

ていくとのことだった。 

■治療効果を今後、長期間にわたりみていくことにな

るため、まだまだ先が長いと感じる。治療を終えて、と

りあえず一安心。 

■痛みもなく治療ができてよかった。スタッフの方々

も親切に対応していただけて安心できた。保険診療に

なればもっと受けやすいと思った。 

■思ったより楽だった。 

■皆様の親切な対応に感謝します。 

■治療前は不安や心配がありましたが、終えてみて、

というか、1 度目の治療で不安や心配もなくなるくら

いスムーズに治療がすすめられました。ありがとうご

ざいました。 

■親切な治療をしていただきありがとうございます。 

■満足しています。 

■身体への負担が少なく、体調への影響がなかった。 

■ありがとうございました。先生、またスタッフの皆様 

■結果がまだ判明しないので不安がある。 



 
■痛みがなく治療ができ、先生、スタッフの方に感謝

いたします。 

■がんの治療を無事に済んだので、良かったと思って

います。先生方ありがとうございました。 

■ひとまず安心しました。ずっと付き合っていくこと

には変わりないですけど、お世話になりました。 

■治療前に説明パンフレットの副作用に少し不安を感

じていたが、「案ずるより産むが易し」で実際に治療を

受けてみると不安が本当になくなりました。スタッフ

の方々の親切なご対応に救われました。ありがとうご

ざいました。 

■35 回の照射で、はじめは不安だったけれど、陽子

線センターのみなさんが親身になっていつでも話を聞

いてくれて、相談にも乗ってくれて本当に助けられま

した。ありがとうございました。 

■陽子線治療は素晴らしい技術だと思います。筑波大

病院の技術がもっと広く普及するよう望みます。 

■予定通りに治療を進めていけるか不安でしたが、病

院の方々に支えられ、楽しんで最後まで終わることが

できました。本当にお世話になりました。ありがとうご

ざいます。 

■痛みがなく治療に際し、苦痛に感じなかった。 

■すべてが完璧でした。接客も感じよかったです。 

■ありがとうございました。 

■全てにおいてよかった。 

■安心して治療を受けられました。 

■排尿につき少し心配があったが、大丈夫でした。お

世話になりました。大変親切にしていただきました。 

■医療スタッフ皆様に優しくしていただき、感謝いた

しております。陽子線センターのエリアは広々としてい

て居心地がよく、待ち時間も快適に過ごせました。あ

りがとうございました！ 

■看護師さん、先生方、受付の方たちの応対がとても

よく安心して受けられました。ありがとうございまし

た。 

■皆さんが親切でした。 

■良くしていただきました。ありがとうございました。 

■ほっとした。治療はとても楽だったので、同じよう

な病気の人に教えたい。ただし、医療保険が使えず自

己負担は厳しい。通院に時間がかかり疲れるので、8

泊ホテルを利用した。 

■意外と何事もなく終わったので、むしろ不安です。 

■陽子線治療でよかった。 

■治療が終わり安心いたしました。長い間ありがとう

ございました。 

■できることならば可能な限り陽子線治療を受け、し

っかりと社会に自分を返していきたいと思います。あ

りがとうございました。 

■ほっとしている。 

■職員の方が非常に親切であった。治療が思ったより

楽だったと思いました。 

■放射線腫瘍科のスタッフの皆さんをはじめ、小児

科・耳鼻科・歯科・眼科のスタッフの皆さんが全力でサ

ポートしてくださり、大変感謝しております。なかなか

陽子線治療が開始できずにいた我が子を諦めずに皆

さんで支えてくださり、ありがとうございました。親子

ともども精神面でも支えていただきました。ありがと

うございます。 

■約 2 か月にわたる長い通院治療生活でしたが、辛

い副作用なども出ずに従来のＱＯＬを維持できました。

担当の先生とスタッフの皆様、どうもありがとうござ

いました。 

■抗がん剤のみの治療に比べて、副作用が少なくそれ

なりの効果（マーカー数値の減少）が見られた。治療は

大変だが、総合的に見て自分としては満足でした。 

■先生は安心感を与えてくれました。看護師、技師さ

ん方も温かく接してくれました。 

■東京から無事通えてほっとしている。予想通りの治

療で助けられました。 

■無事に終わってホッとしました。ありがとうござい

ました。 

■スタッフの皆さんが優しく、有難かった。 

■回復が楽しみです。 

■思ったより痛かった。 

■通院は大変であったが、痛みを伴わなかったので楽

であった。 

■完治することを希望するだけです。皆様には大変お

世話になりました。 

■素晴らしい治療。ありがとうございました。 

■スタッフの皆様に本当に良くしていただき、無事治

療を終えることができました。心から感謝いたします。 


