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放射線治療とは…

【特徴】

１．機能の形態と温存が可能

２．QOLが維持しやすい

３．局所治療であり、全身への影響が少ない

４．比較的侵襲が少ない

５．目的（根治、予防、緩和）に応じた照射が可能

腫瘍に放射線を照射しがんを根治
または症状を緩和するための治療



放射線治療のメカニズム

・「がん」に対して放射線治療が標的とするのは、
細胞全体ではなくDNAである

・放射線が腫瘍や人体を通り抜ける時に、
原子や分子に当たると電子が飛び出す「電離」という
現象が起きる

・電離により不安定物質が生じる
ことで、電離の波及を起こし
間接的にDNA損傷を引き起こす



放射線治療の目的

放射線治療

根治照射

準根治照射

緩和照射

予防照射

術前・中・後
照射

化学放射線
療法

放射線治療
単独



１．根治照射

・遠隔転移のない限局性腫瘍で根治、治癒を目的とする

・他の治療法との組み合わせにより、放射線治療単独、

化学放射線療法、手術との併用照射に分かれる

２．準根治照射

・根治、治癒は目指せないが、局所の腫瘍あるいは

転移巣を制御する

【症例】

前立腺癌、食道癌、肺癌、悪性リンパ腫、子宮頸癌など



３．緩和照射

・腫瘍自体や遠隔転移によって引き起こされる種々の

症状や苦痛を緩和させQOLの維持、向上を目指す

【症例】

４．予防照射

・再発予防を目指す

【症例】

転移性脳腫瘍、転移性骨腫瘍、転移性肺腫瘍、脊髄圧迫、
上大静脈症候群など

乳癌術後、小細胞肺癌など



分割照射を行う理由

放射線照射は数回から
数十回に分けて行う
（分割照射）

正常細胞がもっている
ダメージからの修復機
能を利用

分割回数を増やすことによって、正常細胞とがん細胞の
損傷の差を広げることができる



化学放射線療法
放射線治療：原発巣の局所制御に優れている

化学療法：局所制御よりも微小遠隔転移に効果が期待

・互いの欠点を補うことで治療効果を高めることが可能

※放射線増感作用のある薬剤

代謝拮抗薬：5-FUⓇ、ゲムシタビンⓇなど

白金製剤：シスプラチンⓇ

・急性有害事象の増強

・食道癌、小細胞肺癌、子宮頸癌など

メリット

デメリット

代表的な疾患



放射線治療の種類と特徴
外部照射 小線源治療 内用療法

・体外から遠隔照射
装置を用いて病巣
に放射線を照射

・X線、電子線、γ線、
陽子線、重粒子線

・強度変調放射線治
療（IMRT）、定位
放射線治療が含ま
れる

腔内照射
自然にある体腔に密
封小線源を照射する

放射性同位元素を静
注あるいは内服する

組織内照射
病巣に直接、密封線
源を刺入して照射



固定照射と強度変調放射線治療(IMRT)



定位放射線治療（SRT）

病変に対し、多方向から大線量を集中させる方法

【対象疾患】

・転移病巣のない原発性肺癌、
肝癌、腎癌（５㎝以下）

・３個以下で他病巣のない
転移性肺癌、肝癌

・転移病巣のない腎癌、膵癌
・直径５㎝以下の転移性脊椎腫瘍



当院の放射線治療

平成7年 ガンマナイフ導入

平成20年 放射線治療装置（リニアック）導入

【治療件数】

2020年度

ガンマナイフ：１９１件

リニアック：２１１件

【治療症例】

ガンマナイフ：脳腫瘍、脳動静脈奇形

リニアック：乳癌、前立腺癌、肺癌、食道癌、脳腫瘍、

転移性骨腫瘍、転移性脳腫瘍など



①リニアック（放射線治療装置）

・様々な疾患に適応可能

・高エネルギーX線および

電子線を使って照射を行う

・固定照射、強度変調放射

線治療、定位放射線治療

など様々な照射技術がある

当院の放射線治療装置



②ガンマナイフ（定位手術的照射:SRS)

・脳腫瘍や脳動静脈奇形などが

適応

・多数の線源（60Co:γ線）を半

球状に配列し、各ビームを病

巣に集中させる装置

・頭皮や骨、脳・血管、神経等

に対する影響は少なく、照射

を受けた病巣のみが徐々に

凝固・壊死する



放射線治療の流れ

診察

治療計画CT撮影

治療計画作成
検証

治療開始～終了

定期フォロー

・患者、家族へインフォームドコンセント

・固定具の作成、CT撮影

・医師が作成を行い、実際に治療が可能か
物理士、診療放射線技師で検証を行う

・１日～６週間程度（疾患に応じて）
・位置合わせを行い、治療を行う

・基本的には、５～１０年程度



当院では…

患者様の経済面、仕事との両立など
時間や期間を考慮し、可能な限り
早期の治療開始を目指しています‼

◎緊急照射
⇒当日

◎乳癌や肺癌、骨転移などの通常照射
⇒翌日から（患者の希望に応じて）

◎強度変調放射線治療、定位放射線治療
⇒１－２週間後から治療を開始



放射線治療における看護目標

☆同じ臓器であっても腫瘍の位置や範囲、病期など患者

によって異なる（治療期間・線量・分割回数など）

⇒個別性を把握したうえでの介入が重要

☆放射線治療のゴールは、有害事象を最小限に計画され

た治療が安全に完遂できること

☆がんによる症状や有害事象症状をコントロールしなが

ら主体的に治療に取り組めるよう心身のサポートをす

ること



看護師の役割

照射依頼後診察

治療計画CT撮影

オリエンテーション

治療開始～終了

定期フォロー

情報収集、診察中の言動や表情
意思決定支援

治療体位の保持が可能か
体位保持を阻害する因子がないか観察

放射線治療、有害事象について確認
患者背景をもとに継続可能なケアを提案

セルフケア支援、有害事象のケア
安全・安楽に治療が行える環境調整
精神面のサポート

症状観察、生活状況の把握



①情報収集、意思決定支援
１）情報収集

・TNM分類、病歴

・治療目的（根治・緩和など）

・PS、現在の症状

・生活習慣、通院方法

・家族のサポート体制

・治療や疾患に対する理解度

２）意思決定支援

・情報整理の手助け、説明の

追加・補足



②治療計画CT撮影

１）治療計画での画像取得時の体位が毎回の治療の際に
再現できることが重要
⇒治療体位と同一体位でCT撮影
撮影した画像をもとに治療計画を作成

２）皮膚にマジックやシールでマーキング
⇒・安全に治療を行うために重要な印のため、

消さないよう患者指導が必要
・マーキングは数か所付けるため、付けた後は患者
と位置を確認する

計画された範囲のみに、放射線を照射するためには、
再現性の確保が重要



皮膚マーキング

治療計画CT装置
（治療装置と同室）



３）固定具、補助具の選択または作製

４）前処置（疾患により異なる）

⇒臓器の位置を安定させるために蓄尿や食止めなどの

前処置が必要

頭頸部シェル 上肢挙上台 膝のせクッション

例）前立腺癌：蓄尿
膀胱癌：治療直前排尿
胃：治療前は食止め



③オリエンテーション

・治療開始の日程調整
・治療の流れ
・現在の症状
・通院方法の確認
・仕事
・有害事象
・必要な前処置の説明
・患者、家族の不安の程度
・日常生活について

※パンフレットを使用し、必要時家族にも行う



④治療開始時のケア

再現性の確保有害事象に対する
ケア支援

羞恥心への配慮
環境調整



放射線治療による正常組織の反応
・細胞と組織の放射線反応は、治療開始時から生じる

・急性有害事象と晩期有害事象に区別され、時間的経過

により変化する

（潜伏期）

急性有害事象

晩期有害事象

細胞再生系の細胞や組織の反応

微小血管や間質結合織の反応



放射線治療に伴う有害事象

急性有害事象 晩期有害事象

発症時期 治療中～
終了３か月以内

治療終了３か月～
数年（定義なし）

原因 幹細胞の減少 組織の線維化・
血行障害

発生臓器 再生系組織
（粘膜、皮膚、骨髄、

生殖腺など）

非再生系組織
（骨、神経組織、
心臓、脳など）

症状の改善 可逆的 不可逆的



乳癌術後照射

治療前 治療後

脳腫瘍照射

治療前

治療後



有害事象のケア

①放射線性皮膚炎

⇒予防的に保湿剤の塗布、清潔保持、摩擦の回避

②脱毛

⇒皮膚の乾燥があれば保湿剤塗布、ウイッグの提案

③粘膜炎

⇒食道炎はアルロイドGの定期内服や鎮痛剤使用、

食事形態の変更など

④放射線性肺臓炎

⇒初期の段階では、経過観察 増悪時はステロイド治療

放射線治療は局所の治療であるため、
有害事象は照射された部位にしか出現しない



④治療終了時のケア

１）有害事象に関する情報提供

・セルフケアの継続や有害事象のピークについて

・ボディーイメージへの介入

・リコール現象

２）社会復帰への支援

３）異常時の相談場所

・病院を受診する際は、必ず放射線治療を受けたことを

伝える

４）今後の治療に対する不安

・サポート体制の構築

・多職種との連携



リコール現象

放射線による放射線性皮膚炎が改善した後の抗がん薬

投与により、照射野に一致して皮膚炎が再燃すること

【発症しやすい薬剤】

〇抗がん性抗菌薬（ドキソルビシン）

〇アルキル化薬（シクロフォスファミド）

〇代謝拮抗薬（メトトレキサート、ゲムシタビン、

フルオロウラシル）

〇微小管阻害薬（タキサン系薬）など



リコール現象

治療終了時
乳房温存術後
52Gy/20Fr照射

治療終了後１年
２か月前に他院で卵巣手術施行



⑤定期フォロー

・疾患や病期によってフォロー期間は異なる

・治療の際に有害事象が強く出現した際は定期的な

フォローを行う

・日常生活で困っていることや

心配なこと、ケアが継続して

行えているか確認



当院のPET
平成16年 開院

【年間件数】
2019年
保険診療：1968件
自由診療：3229件

2020年
保険診療：1721件
自由診療：3229件

頭部から下肢までの撮影を行っているため、
ほぼ全身を検査することが可能



PET検査とは
【PETとは…】

・ポジトロン・エミッション・トモグラフィー

(陽電子放射断層撮影法)の略で、高い精度で全身のがん

検査ができる最先端の医療装置のこと

・ブドウ糖に似たごく微量の放射線を出す薬(FDG)を注射

して専用装置のベッドに横になって撮影を行う

・病巣部の機能を速やかに診断する「PET画像」と、

細やかな位置情報を検出する「CT画像」がひとつになった

PET-CTがある
FDG



ポジトロン断層撮影
（PET検査）

ポジトロン断層・コピュー
ター断層複合撮影

（PET/CT検査）

１．てんかん 難治性部分てんかんで外科切除が必要な患者

２．心疾患 ・虚血性心疾患による心不
全患者における心筋組織の
バイアビリティ診断（他の
検査では診断がつかない場
合に限る）
・心サルコイドーシスにお
ける炎症部位の診断が必要
な患者

３．悪性腫瘍
（早期胃癌を除き、
悪性リンパ腫を含む）

他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断
が確定できない患者に使用する

４．高安動脈炎等の大型
血管炎

他の検査で病変の局在又は活動性の判断がつかない患者

PETの保険適応



PET検査の流れ

問診 投薬 安静 撮影 待機
追加

撮影（1時間） （約20分）
必要時



当院のPET-CT装置

☆PET装置を２台保有☆
・画質がよく、短時間で撮影が可能



CT 合成画像 PET



PET-CT装置による画像の違い

コントラスト、
解像度の向上



PETには検出しにくい
がんがある？

検出しにくいがん…

・膀胱癌
・前立腺癌
・早期胃癌
・肝臓癌
・脳腫瘍など

MRIや内視鏡検査、
超音波検査など他の検査と
組み合わせることで、
さらに高い精度が得られる‼



PETドックコース

• 頭部MRI、骨盤MRI

• 腹部超音波、心臓超音波検査

• 甲状腺超音波検査

• 安静時心電図、負荷心電図

• 胃、大腸内視鏡検査

• 血液検査（腫瘍マーカー含む）

• マンモグラフィー

• 乳房超音波検査

• 婦人科健診（子宮頸癌）など…



【保険診療】

1割負担：10,000円前後

2割負担：20,000円前後

3割負担：30,000円前後

【自由診療】

77,000円（税込み）

【PETドックコース】

6種類から選択可能（日帰り、1泊、2泊3日コース）

93,500円～220,000円

PETの費用



看護事例



患者紹介
A氏 60代女性 PS:0

【現病歴】

20XX年6月左乳癌（pT2N2aM0、StageⅡB）に対して

左乳房切除術+リンパ節郭清施行。

同年11月左胸壁+傍鎖骨領域に対し放射線治療50Gy/25Fr。

20XX+8年より腫瘍マーカーの持続的上昇を認めCT撮影する

も所見なく経過観察。

20XX+9年にCT、骨シンチ撮影を施行するも特記所見なく、

PET-CTを施行し多発骨転移と内胸リンパ節転移を認めた。

今回、多発骨転移（第10-12胸椎、第2-4腰椎）に対し放射線

治療目的のため当科受診となった。



骨シンチ画像



PET-CT画像CT画像



腰が痛いと思うことはあった
けど、まさかこんなことにな
るなんて。
検査しても分からないものな
んですかね。
治療したら完治しますか。

ショックです。
私はどこの骨に癌があるんですか。
でももうやるしかないですもんね。
もう孫ちゃん抱っこできないんですか。
せっかく面倒みるために引っ越してきたのに。
いつになったら抱っこできますか。
ちゃんと明るくしてないとだめですね。

診察時

オリエンテーション時

・夫と２人で来院
・表情は硬いがはっきりと
した受け答えをされる

・分からないことについて
自ら質問される

・自家用車での通院治療

【治療前】



患者評価
【身体面】

・受診時の時点で自覚症状はない

・冬は腰痛NRS1/10程度

疼痛時アセトアミノフェンの頓服で対応可能

・ADLはすべて自立

【精神面】

・様々な検査を受けて多発骨転移と診断された苦痛

・今後、自身がどのような経過を辿っていくのかという

不安や恐怖

【社会面】

・孫の面倒を見ることができなくなるという苦痛



治療計画

第10-12胸椎、第2-4腰椎に対しRT 30Gy/12Fr



ケア介入
【身体面】

・疼痛評価

・有害事象情報提供および評価

（消化器症状、フレア現象、骨髄抑制）

・日常生活動作の指導

・体調に応じて治療時間の調整

【精神面】

・思いを表出できる環境の提供

・チーム内での情報共有

【社会面】

・家族への協力依頼



やっと終わりましたね。
最初は本当にどうなることかと思いました。
孫ちゃんは前みたいに寄ってくるけど抱っこはせず
ハグだけするようにしてます。
みなさんが毎日話を聞いてくれてすごく落ち着きま
した。少しでも前向きに考えようと思えるようにな
りました。

【治療終了時】

【結果】
疼痛増強なし。骨髄抑制も認めない。
治療開始３日目、嘔気・嘔吐が出現したがその都度自身の
体調と相談しながら休息をとり食事も摂取可能であった。
表情も穏やかになり、日常生活動作にも意識しながら生活
することができている。



まとめ

・放射線治療における看護師の役割は、有害事象を

最小限に抑え、治療を完遂できるよう支援すること

である

・治療完遂だけを目標に支援するのではなく、患者の

背景を理解し安心して治療が受けられるような環境

を提供していくことが重要である

・PET検査は、再発の診断や治療方針の決定などに

有用である


