知っておきたいがん治療

① 1/5 土 10:00～11:00

松元公民館

参加費・
予約不要

② 1/5 土 15:00～16:00
薩摩川内市入来文化ホール別館
1F 視聴覚室

2F 研修室

鹿児島市上谷口町3366-1

薩摩川内市入来町副田6043

③ 1/10 木 15:00～16:00
県民健康プラザ健康増進センター
2F 第1研修室

④ 1/11 金 17:00～18:00

城西公民館

鹿児島市草牟田1丁目21-8

鹿屋市札元1丁目8-7

⑤ 1/12 土 10:00～11:00

2F 研修室

⑥ 1/12 土 15:00～16:00

垂水市市民館

サン・あもり

2F 第1研修室

霧島市隼人町見次1371

垂水市旭町61-2

⑦ 1/15 火 10:00～11:00

鹿児島信用金庫研修センター
1F 大ホール
鹿児島市紫原4丁目11-1

1F 会議室

※説明会終了後、個別相談をお受け致します。
お気軽にスタッフへお声掛け下さい。

〈主な講演内容〉
・がんの早期発見と重要性
・陽子線治療の特長・治療費用・その他

鹿児島中央駅相談センター

ご相談窓口を
開設しております。

鹿児島市中央町10 キャンセ(イオン)ビル 6F

◆年末年始のご案内◆
12/29(土)～ 1/3(木)も営業しております！
営業時間：9:30～17:30

12/29 土 ,12/30 日 , 1/3 木
10:00～ 11:00 陽子線説明会開催

・ミニセミナー開催中！
毎週 水 曜日（祝日除く）
10:00～10:30,
14:00～14:30

個別相談も随時、受付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・相談窓口

☎ 0120-804-881
ヨウシ

主催：一般社団法人メディポリス医学研究所

ハヤイ

〒891-0304 鹿児島県指宿市東方4423番地

知っておきたいがん治療
① 1/17 木 15:00～16:00

郡山公民館

② 1/18 金 19:00～20:00
かごしま県民交流センター
東棟4F 小研修室第2

2F 研修室

鹿児島市郡山町168

鹿児島市山下町14-50

③ 1/19 土 10:00～11:00

④ 1/19 土 15:00～16:00

JA鹿児島みらい

坂之上支店
2F ホール

南さつま市民センター
1F 第2サークル室

鹿児島市坂之上4丁目19−13

南さつま市加世田川畑2650-1

⑤ 1/24 木 15:00～16:00

⑥ 1/25 金 18:00～19:00

志布志市健康ふれあいプラザ

姶良市文化会館 加音ホール

1F 母子指導室、集団指導室

1F 会議室1

志布志市志布志町志布志3222-1

姶良市加治木町木田5348−185

⑧ 1/26 土 15:00～16:00

⑦ 1/26 土 10:00～11:00

谷山市民会館

吉野公民館

2F 会議室2

指宿中央公民館

⑩ 1/31 木 15:00～16:00

出水市中央公民館

2F 講堂

1F 学習室1

指宿市十町2424
※説明会終了後、個別相談をお受け致します。
お気軽にスタッフへお声掛け下さい。

〈主な講演内容〉
・がんの早期発見と重要性
・陽子線治療の特長
・治療費用
・その他（手続き方法 等）

お問合せ・相談窓口

☎ 0120-804-881
ヨウシ

ハヤイ

2F 大会議室

鹿児島市吉野町3074

鹿児島市谷山中央3丁目383-16

⑨ 1/31 木 10:00～11:00

参加費・
予約不要

出水市文化町23
ご相談窓口を開設しております。

鹿児島中央駅相談センター
鹿児島市中央町10 キャンセ(イオン)ビル 6F

◆ミニセミナー開催中！◆
毎週 水 曜日（祝日除く）
10:00～10:30,
14:00～14:30
個別相談も随時、受付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

主催：一般社団法人メディポリス医学研究所

〒891-0304 鹿児島県指宿市東方4423番地

前立腺がん、外科切除できない骨軟部腫瘍、頭頸部がんの一部、小児
がんの陽子線治療に、公的医療保険（国民健康保険、社会保険等）
が使えるようになりました。高額療養費制度対象となり、治療負担が大き
く軽減され、より身近で受けやすい治療の選択肢となりました。
■

前立腺がん治療の高額療養費制度を利用した治療費の目安
70歳未満

所得

70歳以上

概略の治療費

所得

概略の治療費

標準所得

100,000円～
350,000円

現役所得

150,000円～
350,000円

低所得

70,000円

一般所得

50,000円

低所得

30,000円

上記医療費は医療費は所得に応じた目安を示していますので、前後することがあります。高額療養費制
度は、同月内（1日～月末）の医療費の上限を定めています。
年齢・収入等に応じても異なり、実際の自己負担額とは異なる場合があります。詳しくは加入されてい
る健康保険組合もしくは市町村役場にご確認ください。

当センターで治療できるがん

◆治療の特長◆
●
●
●
●
●

（ピンク部位の治療は公的医療保険適用）

治療時の苦痛がほとんどない
副作用の心配が少ない
治療は1日1回、15分～30分程度
基本的に入院の必要がない
スケジュール通りに治療が完了できる

※1
頭頸部

◆治療症例実績◆
2,932 名

2018年12月21日現在

前立腺
1,122 頭頸部
肝・胆管
561 骨軟部
肺
485 腎
膵
251 その他
転移（骨/リンパ） 181

149
61
19
103

※治療適応部位は上記以外にもございます。
お気軽にお問合せください。

※3

※2
前立腺

骨軟部

少数リンパ節転移を含む
その他の限局性のがん
早期乳がん
（臨床試験として）

※4

小児がん

♦公的医療保険対象
※1 頭頸部腫瘍 口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く
※2 前立腺がん 限局性及び局所進行性で転移を有するものを除く
※3 骨軟部腫瘍 手術による根治的な治療法が困難である限局性のもの
※4 小児がん
限局性の固形悪性腫瘍に限る

