
 

 

悪性腫瘍の放射線治療について 

～放射線を知る・がんを知る～ 

  



概 要 

 

 放射線は目で見たり肌で感じたりすることができないため厳格な規制と管理のもとで利用

が推進されてきました。しかし稀ながら人体に影響（健康影響）を与えることがあります。急

性被ばくでは一定の線量（しきい線量）を超えると，潜伏期間後に被ばく線量に応じて吐き気，

頭痛，皮膚のやけど，脱毛などの身体症状が出てきます。放射線量が多いほど早く、強く出ま

す。局所被ばくを含め一般的に確定的影響は１グレイ（1000ミリグレイ）以上の被ばくで発

症します。これに対して 100ミリグレイ以下の低線量ではあるとしても極めて小さなリスクと

考えられています。一方，がんの放射線治療（局所治療）で通常用いられる１回 2グレイの照

射線量を全身に急性被曝の形で受けると，命の危険にさらされます。さらに放射線治療でがん

を治癒させるには総線量50～70グレイ前後の非常に多い線量を5～7週間程度かけてがん病巣

とその領域に照射します。こうしてがんが治癒した患者さんの健康影響（副作用）はおおむね

許容範囲です。 

そこで放射線を理解する - 放射線を知る - 手段として，がんの放射線治療について解説い

たしました。要点は下記のごとくです。 

１）放射線治療を受けるがん患者さんは年々増加しています。最近ではがんと診断された患者

さんの 25％を超え，近い将来 50％に達すると予測されています。 

２）放射線治療は患者さんに優しい，身体への影響（侵襲）の少ない，確実性の高い治療法で

す。高齢者や全身状態の良くない患者さんでも放射線治療は可能です。治癒を目指す場合か

ら症状改善まで，がんのさまざまな段階で有効に利用することができます。 

３）治癒を目指す患者さんでは少なくとも 2人に 1人は治癒し，がんの痛みなどに対する緩和

目的では 80％以上で症状改善が得られています。 

４）放射線治療の範囲：局所療法としてある一定範囲を治療域とします。治癒を目指すか否か，

がんの性格（悪性の度合），がんの進行具合，患者さんの全身状態などで異なります。無理

をするとがんは治癒しても健康影響（副作用）で悩むことがあります。 

５）放射線治療スケジュールと治療の開始：１日１回治療（照射）して土曜日と日曜日は休み，

週に５回治療する方法が基本で単純分割照射法と呼んでいます。１回の照射線量は 2グレイ程

度が用いられてきました。この 2グレイを全身に急性被曝の形で受けますと，命の危険にさら

されます。適切な１回の放射線治療と同じ線量による全身急性被曝では健康影響に怖ろしい差

異があります。全身被ばくで問題となる放射線量とがんの放射線治療で用いる放射線量には非

常に大きな開きがあります。放射線治療の１回 2グレイは取るにも足らない線量です。人が短

時間で死亡すると言われる 100グレイの線量も放射線治療では全治療期間の総線量としてこ

れに近い線量を用いることはあります。一方，白血病などの血液のがんでは全身照射を行う場

合があります。総線量 10グレイ前後を 4～6回に分けて 2～3日で照射します。 

６）１回照射線量と総線量の決定と治療の完了：放射線治療開始時の１回照射線量の決定は患

者さんのがん細胞の放射線感受性（放射線に効きやすいかどうか）の予測によりますが，治



療の範囲が大きいか小さいか，治療部位，患者さんの年齢や全身状態まで考慮します。総線

量は予防的範囲，がん細胞が多くはない領域，主たるがん病巣について実際の治療効果と照

射野内の正常組織・臓器の耐容線量まで考慮し，患者さんの状態を観察しながら決めます。

適切な放射線治療では治療中の急性有害反応を見ることはほとんどありません。胃から直腸

までの消化管粘膜障害を出さないこと，肺への影響が広範囲に出現しないよう配慮すること

が重要です。 

７）一つの臓器全体の照射：治癒を目指す場合では①脳腫瘍（胚細胞腫），②乳がんの乳房温

存療法，③胃の悪性リンパ腫，④脾臓の悪性リンパ腫や骨髄線維症による巨大となった脾臓，

⑤膀胱がんが主なものです。なお脳・脊髄は細胞分裂を停止していますので脳壊死や脊髄症を

生ずると回復は困難です。器質的障害を認めない場合でも機能障害（痴呆）が進行する場合が

あります。このため転移性脳腫瘍でも脳全体への照射を避けて定位照射（ピンポイント照射）

が積極的に行われるようになりました。背景にはコンピュータ制御の高精度放射線治療装置の

開発があります。 

全身照射：全身を放射線治療範囲に含める場合で，白血病や悪性リンパ腫，さらに良性疾患で

も再生不良性貧血などが対象とされています。根治を目的とする全身照射では主として 2グレ

イ（再生不良性貧血），4グレイから 12グレイ（白血病や悪性リンパ腫など）の照射線量が用

いられています。いずれも骨髄移植（造血幹細胞移植）の前処置として免疫抑制効果を期待し

ており，白血病や悪性リンパ腫では抗腫瘍効果を期待して強力な化学療法も併用されておりま

す。命がけです。命は最大の QOL（Quality Of Life）です。骨髄移植が積極的に行われるよ

うになって 20年が経過しました。全身照射と強力な化学療法による誘発がん（二次がん）が

懸念されてきましたが，これまでの経過では誘発がんの増加は示されておりません。 

８）放射線治療に伴う有害反応とその軽減対策：有害反応が放射線治療範囲外に出現すること

はありません。急性有害反応は 20～30グレイ（2～3週間）以上の照射で出現することがあり

ます。治療中の患者さんの苦痛は主としてこれによりますが，治療が終了すると 2～3週間で

軽快することがほとんどです。口腔・咽頭・食道から小腸・大腸・肛門までの消化管，膀胱の

いずれかが含まれる場合には口腔咽頭粘膜炎（口内咽頭痛），胃十二指腸炎（食欲低下，上腹

部不快感），小腸大腸炎（下痢），直腸肛門管炎（便通異常），膀胱炎（頻尿，排尿困難感）に

は注意が必要です。明らかな白血球減少や血小板減少（造血障害）は治療範囲が広い場合に出

現することがあります。最も注意すべきことは照射野内の浮腫（むくみ）で，特に頭蓋（脳）・

気道（喉頭）・尿路（尿管，尿道）といった内腔容積の少ない領域では頭蓋内圧亢進や気道狭

窄，尿管尿道狭窄が出現した場合に緊急処置が必要となります。一方，全身的な有害反応とし

て宿酔（つわり様と表現される消化器症状）を認めることがありますが稀なものです。治療部

位の安静や飲食物への配慮や工夫は基本として重要なことです。 

遅発性有害反応は一定以上の線量が照射されると急性期，亜急性期を経て放射線治療終了後

半年から数年の間に発症してきます。血管・結合組織障害（血管閉塞，線維性結合織の増生，

瘢痕化）に起因する二次的障害と考えられています。脳壊死，永久性脊髄症，肺線維症，消化



管潰瘍・狭窄，腎硬化症，内分泌機能障害（甲状腺・下垂体・副腎），骨壊死，萎縮膀胱，関

節拘縮などがあります。回復は期待できません。 

有害反応軽減への取り組みについては筆者が実践している乳がんの乳房温存療法で美しい

乳房温存への取り組みをご紹介いたします。 

９）放射線治療のほとんどは体の外から病巣を狙う外部放射線治療（上記）ですが，特殊な放

射線治療として小線源治療を紹介いたしました。舌がん，子宮頸がん，前立腺がんなどでは放

射線の出る物質（線源）をがんの病巣内または病巣に近接して配置することでがんには厳しく

正常組織に及ぼす影響は少ない優れた治療法です。さらに甲状腺がんに代表される一部のがん

では，がん細胞を選択的に攻撃する放射性医薬品を経口または静脈内に投与できる優れた治療

法もあります。よく効く場合には沢山の転移巢が消失して治癒が得られます。 

10）二次がん（放射線誘発がん）の発生：わが国では 1977年までのデータを集計した疫学調

査があります。二次がんの発生頻度は全放射線治療患者数を母数とした場合は 0.11％，推定 5

年生存者数を母数とした場合は 0.30％と報告されています。このうち第一がんとは異なる臓

器から発生した症例について放射線治療が行われた第一がんをみると子宮がん・乳がん・悪性

リンパ腫・網膜芽腫などで二次がんの発生が多く，二次がんの種類では軟部組織肉腫が全体の

26％を占めて最も多く，白血病がこれに次ぎ，大腸がん・皮膚がん・膀胱がん・骨軟骨肉腫・

食道がん・肺がんなどの順となっています。発生時期は白血病では放射線治療後数ヶ月位から

でも認められますが，固形がんでは一般に 10年以上の長い潜伏期間を有しています。 

がんの放射線治療では二次がん発生のリスクはありますが，治療後に得られるベネフィット

に比較しますとそのリスクは極めて小さいと言えます。 

 

はじめに 

 

日本には戦後 60年を経た今なお原爆被ばく国であるがゆえ放射線は怖いものというアレル

ギー的な感覚は払拭されていません。しかし近年，がんで放射線治療を受ける患者さんが急増

しています。欧米の先進国ではがんと診断された患者さんの 60～70％が放射線治療を受けて

います。手術最優先と言われてきた日本でも 25％を超えて増加中で，数年後には 50％になる

と予測されています（図１）。この背景には重粒子線や陽子線を用いた放射線治療は日本が世

界をリードしていることが大きいと感じています。さらにコンピュータの発達で放射線を病巣

に集中させる装置が開発されて“ピンポイント照射”という言葉が社会に普及したこともあげ

られます。それでも放射線被ばくに関するお話や教育は大変難しいと感じています。私は高線

量放射線の全身急性被ばく者を診療した経験はありません。そこで，まず高線量放射線の健康

への影響について一般的事項を整理して記しました。その上で著者が長年がんの放射線治療に

従事し “諦めないがん治療・すべてはがん患者さんのために”と妥協を許さない放射線治療

を実践する中で修得した放射線治療のすばらしさとこれに伴う人体への影響（健康影響）を解

説いたします。放射線を知ろうと思う皆さんが少しでもご理解頂けますと幸です。 



 

 

高線量放射線被ばくに関する一般的事項 

 

 放射線の人体への健康影響には 2種類あります。しきい線量を超える高い線量でおこる身体

的影響（組織反応または確定的影響）と放射線を受けた後、5～10年以上を経ておこる可能性

（リスク）がある発がん（確率的影響）です（図２）。前者は放射線が当たった細胞が多数死

滅することにより組織が傷害され、臓器の働きが悪くなり、高線量で多数の臓器、組織が強い

影響を受けると死にいたる可能性のある損傷です。後者は放射線の障害作用を受けた細胞が、

遺伝子に傷を持ったまま生き続け、さらに幾つもの変異が重なった結果ある確率で細胞ががん

化する影響です。線量が高いほど発がんの確率（リスク）が高くなります。これに対して 100

ミリシーベルト以下の低線量では自然の発がんの地域差や人種差のなかにうずもれて検出さ

れない程度の、あるとしても極めて小さなリスクと考えられています。 

身体的には高い線量の放射線を一度または短期間に全身に受けると、吐き気、嘔吐、下痢、頭

痛、皮膚のやけど、脱毛、発熱、意識障害などの症状や白血球や血小板の減少といった急性放

射線症候群と呼ばれる身体症状が受けた線量に応じて生じます。放射線量が多いほど症状は早

く、強く出ます。放射線を受けてから症状が出るまでに潜伏期間のあることが特徴です。症状

の出る最低の線量があり、それ以下の場合では放射線を受けてもその症状はでません。この線

量をしきい線量と言います。しきい線量のある身体的影響を組織反応または確定的影響と言い

ます。ICRPでは同等の線量を受けた集団の 1％に発症する線量を推定して閾値としています。

このような急性全身被ばくの実例として我が国では原爆被ばく者や東海村 JCOウラン加工工

場の臨界事故などがあります。局所被ばくを含め一般的に確定的影響は１グレイ（1000ミリ

グレイ；Ｘ線，ベータ線，ガンマ線では 1000ミリシーベルトと等価）以上の被ばくで発症し

ます。 

それでは高線量の放射線被ばくを主な線量数値で示しますと，一度に 1グレイ以上を浴びると

全身急性被ばくで死亡する人が少しずつ認められます。3グレイから 5グレイになると約半数



の人が 60日以内に死亡すると言われています。さらに線量が高くなると死亡率の上昇と死亡

までの期間が短縮し，10グレイを超えるとほぼ全員が 2週間以内に死亡するとされています。

1990年 9月 30日に発生した東海村 JCOウラン加工工場の臨界事故脚注 2では作業員 3人が急性

放射線症を発症し，被ばく線量の多かった 2名が死亡しました。3人の被ばく線量は高い順に

16-20グレイ（83日後に死亡），6-10グレイ（211日後に死亡），1-4.5グレイの範囲と推定さ

れています。死因は多臓器不全でした。 

 全身急性被ばく線量と主な死因ですが，10グレイ未満では骨髄死と言われ，造血臓器の障

害による感染症の合併によります。10グレイ以上では腸管死と言われ，腸粘膜上皮の障害に

よる吸収障害によります。さらに 100グレイもの被曝では中枢死と呼ばれ，短時間で死亡する

と言われています。被ばくに伴う症状は線量の増加とともに頻度が高くなり，3グレイ以上で

は必発と言われています。被ばく後 2時間ほどすると食欲不振や悪心・嘔吐・疲労感などが出

現し，6～8時間をピークに軽快しますが，その後，造血障害や腸管障害などの主症状が出現

して，重篤な場合にはけいれん，昏睡，ショック，そして死の転帰をたどることになります。

これらは一般的な事項です。なお，放射線腫瘍医として各種がんの放射線治療（局所及び領域

照射）に加えて白血病など血液がんの治療では全身照射まで多数実施してきました。全身照射

では骨髄死を避けるために必ず骨髄移植が行われます。以下，がんの放射線治療の実際につい

て解説いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線治療の基本的事項  

                        

 がんの放射線治療は多くのがん治療法の中でも患者さんに優しい，身体への影響（侵 

襲）の少ない，しかも確実性の高い治療法です。高齢や全身状態が良くない，がんが広い範囲

に進行していて手術や抗がん剤治療が困難な患者さんでも放射線治療は可能です。治癒を目指

す（根治的放射線治療），延命を目指しますが治癒も期待できる（姑息的放射線治療），がんに

よる疼痛・気道狭窄・大血管の血流障害・脳脊髄神経障害などの症状改善を目指す（対症的・



緩和的放射線治療）といったがんの進行のすべての段階で有効に利用することができます。目

的達成率は非常に高く，症状の改善とりわけ鎮痛剤を必要としない疼痛の消失や軽減は 80％

以上です。 

 以下では，放射線治療の範囲，放射線治療のスケジュール，１回の放射線治療の線量と総線

量，一臓器全体の照射と全身照射，小線源治療，放射線治療の有害反応，二次がん（放射線誘

発がん）について説明いたします。患者さん毎に臨床経過・病状・検査所見を総合的に判断し，

治療計画を立てて実施できるなら（ガイドライン一辺倒ではなく），より多くの患者さんで目

的を達成することができます。 

 

１）放射線治療の範囲 - 照射野の設定  

放射線治療は手術療法と並んで論じられることからも局所療法としてある一定範囲を治療

域とします。特に治癒（根治）を目指す場合には遠隔転移（血行性転移；骨転移，脳転移，肝

臓転移など）のないことが必要条件となります。そこで①がんの発生部位（原発巣），②リン

パ節転移を認める部位，③リンパ節転移の可能性を有する部位，これら①～③をすべて治療の

範囲に含めるか①と②の明らかな病変部位に留めるかですが，これはがんの性格（肺がん，食

道がん，子宮がんなどそれぞれ転移の仕方や大きくなるスピードなど）や患者さんの年齢，全

身状態等を考慮して決めることになります。外科で言う手術術式の選択，特に“リンパ節の郭

清（処理）をどの範囲まで行うか”に相当します。③を含めるか否かで根治性に差を生ずるこ

とになりますが，無理をしすぎるとがんは治癒しても健常組織や臓器に影響（健康影響）を生

じ，生活や生命の質の低下ひいては生存期間の短縮につながることもあります。裏を返します

と，このように配慮して治療を計画しますと治療中に患者さんが苦痛を感じることなく（急性

有害反応を自覚することなく），治療後の経過においても生活に支障をきたすような組織・臓

器障害（遅発性有害反応）を見ることはほとんどありません。 

 

ワンポイント：適切な放射線治療範囲が適切であり得るためには画像診断装置の進歩，診断

する医師の能力，当該がん細胞の性格の把握，放射線腫瘍医の知識と臨床経験等に左右されま

す。がんの治療は肉眼では捉えることのできないミクロの世界との戦いです。 

 

２）放射線治療スケジュールと治療の開始 

 臨床医学は経験の医学とも言われました。放射線治療も例外ではありません。１日１回治療

（照射）して土曜日と日曜日は休み，週に５回治療する方法が単純分割照射法と言われて外部

放射線治療の基本でした。この場合の１回当たりの照射線量は 2グレイ程度が用いられてきま

した。がん組織に対する効果と周囲の正常組織に及ぼす影響を考慮した結果と言われています。

ところでがんの局所治療で用いられる１回 2グレイの照射線量を全身に急性被ばくの形で受

けますと，命の危険にさらされると言われます。ここに適切な１回の放射線治療と同一線量に

よる全身急性被曝では健康影響に恐ろしい程の差異があることを理解して頂きたいと思いま



す。表１にこれまでに検討されてきた放射線治療のスケジュールを列挙いたしました。これら

はいずれも単純分割照射法のデータが基本となっております。その中でがんの種類や進行度に

よってはより有効な方法として研究されてきたものです。 

 

ワンポイント：被曝で問題となる放射線量とがんの放射線治療で用いる放射線量には非常に

大きな開きがあります。放射線治療の１回 2グレイは取るに足らない線量です。人が短時間で

死亡すると言われる 100グレイの線量も放射線治療では全治療期間の総線量としてこれに近

い線量を用いることはあります。そのくらい放射線に刃向かう（抵抗性）がん細胞は存在しま

す。がん細胞は人の体内から逃げ出すことはできませんが，それでも仲々がん細胞を取り締ま

ることができません。放射線に非常に弱いがん細胞では全身に放射線をあてる治療法がありま

す。全身照射で白血病などの血液のがんが対象にされています。抗がん剤と併せて 10グレイ

前後の放射線量を 4-6回に分けて 2-3日で治療します。骨髄移植療法と言われますが，新しい

骨髄を移植することで生命を復活させ骨髄死を免れることができます。こうして白血病死を目

前にした患者さんでも 6-7割近くの命を救うことができるようになりました。  

 

３）１回照射線量と総照射線量の決定と治療の完了                   

正常組織の放射線感受性と耐容線量との関係を表２に示しました。ここで放射線感 

受性が高いとは，より少ない量の放射線でもその影響を受け易いことを意味します。 

一般的に放射線感受性の高い組織や臓器から発生したがんの放射線感受性は高く，感 

受性の低い組織や臓器から発生したがんの感受性は低いことが多いようです。悪性リ 

ンパ腫や骨髄腫の放射線感受性は高く，骨肉腫・平滑筋肉腫・甲状腺がんでは低く， 

この中間に肺がん・食道がん・肝臓がんなどがあります。放射線治療開始時の１回照射線量の

決定は放射線感受性の予測によりますが，治療の範囲が大きいか小さいか，治療部位（頭頸部，

胸部，腹部，骨盤部，四肢）で主たるがん病巣の周囲に存在する組織や臓器の放射線感受性の

程度，患者さんの年齢や全身状態の良・不良まで考慮します。こうして予防的範囲の総線量，

がん細胞が多くはない領域の総線量，主たるがん病巣の総線量まで実際の初期治療効果と周囲

正常組織の耐容線量，主たるがん病巣の臓器の耐容線量と生命に関わる有害反応出現の可能性

まで考慮し，患者さんの状態を観察しながら最終決定します。単純分割照射では臨床的に腫瘍

が消失した時点から 1-2週間の追加照射が可能な場合には高率にがん病巣を制御することが

できます。適切な放射線治療では治療中の急性有害反応をほとんど見ることなく予定の治療を

遂行することが可能です。一般に総線量は悪性リンパ腫や骨髄腫で 30-50グレイ，肺がん・食

道がん・肝臓がんで 70グレイ前後が用いられます。骨のがん（骨肉腫）・筋肉のがん（平滑筋

肉腫）・甲状腺がんのような放射線抵抗性と言われるがんでは 1回に沢山の線量を照射するな

どの試みも行われてきましたが，現在では重粒子線治療や陽子線治療で優れた成績が得られる

ようになりました。特に重粒子線では生物学的効果比（RBE : relative biological 



effectiveness）が X線やγ線の約 3倍と大きいため通常の放射線では効果の低いがんに対し

ても大きい治療効果を期待することができます。 

 

 ワンポイント：放射線治療では胃から直腸までの消化管粘膜障害を出さないこと，肺への影

響が広い範囲に出現しないように配慮することがきわめて重要です。これ以外では患者さんに

ご迷惑をお掛けすることはほとんどありません。消化管が広く含まれる場合でも 1回照射線量

を低めの 1.6グレイ程度に抑えると通常は急性有害反応を認めません。肺は照射範囲の設定と

１回照射線量の設定が治療効果と有害反応の出現に於いて重要です。線量漸増照射法は放射線

治療に伴う腫瘍の縮小と残存がん細胞の放射線感受性の低下に応じて 1-2週間隔で治療範囲

の縮小を検討し，残存するがん細胞の放射線感受性の低下に見合うだけの 1回照射線量を増加

させる優れた方法です。この照射方法では治療の範囲が広くても重篤な障害を出さずに予定の

治療を行うことができます。 

 

４）一つの臓器全体の照射や全身照射（TBI : Total Body Irradiation） 

（１）治癒を目指して一臓器全体を放射線治療範囲に含める場合 

 ①脳腫瘍（胚細胞腫）：全脳又は全脳＋全脊髄，②乳がんの乳房温存療法：患側乳房全体，

③胃の悪性リンパ腫：全胃，④脾臓の悪性リンパ腫や骨髄線維症による巨大となった脾臓：全

脾臓，⑤膀胱がん：全膀胱，が主なものです。なお対症療法では肝臓全体や腎臓全体を含める

ことはありますが，肝臓，腎臓，肺臓では他の臓器と異なり，機能血管を有しています。そこ

で臓器自体には大きな影響を及ぼさない範囲の線量でも機能血管のわずかな障害が，機能的に

は臓器全体に影響を及ぼし，少ない線量でもわずかな期間で致死的となることがあります。全

肝，両腎，全肺に放射線治療を行う時は可能な限り小線量にとどめることが重要です。なお脳・

脊髄は細胞分裂を停止していますので脳壊死や脊髄症を生ずると回復は困難です。器質的障害

を認めない場合でも機能障害（痴呆）が進行する場合があります。このため最近では転移性脳

腫瘍でも全脳照射を避けて定位照射（ピンポイント照射）が積極的に行われるようになってお

ります。この背景にはコンピュータ制御の高精度放射線治療装置の開発があります。 

（２）全身照射：全身を放射線治療範囲に含める場合 

 全身急性被ばくでは 3グレイから 5グレイで約半数の人が 60日以内に死亡すると言われて

います。この放射線量を超えてがんの治療として全身に放射線を当てる場合があります。白血

病や悪性リンパ腫，さらに再生不良性貧血などです。治癒を目的とする全身照射では主として

2グレイ（再生不良性貧血），4グレイから 12グレイ（白血病や悪性リンパ腫など）の範囲で

照射線量が決定されてきました。いずれも骨髄移植（造血幹細胞移植）の前処置として免疫抑

制効果を期待しており，白血病や悪性リンパ腫ではさらに抗腫瘍効果を期待して強力な化学療

法も併用されています。主な臓器の放射線量の上限は眼 6グレイ，肺 8グレイ，肝臓 8グレイ，

両側腎臓 8グレイ以下に抑えてきました。この治療に伴う副作用は多彩で，放射線や化学療法

の直接的影響以外に，移植片対宿主病（GVHD; graft versus host disease）が重要です。移



植による骨髄提供者の免疫機構が受骨髄者の全身組織を攻撃し破壊する疾患です。現在、国内

では年間 2000人以上が造血幹細胞移植を受けていると言われます。 

 

ワンポイント：がん（主に白血病）で絶体絶命の患者さんに対して骨髄移植療法が行われる

ことがあります。全身に放射線を当てて抗がん剤を大量に投与してがん細胞の数を限りなく少

なくします。あとは新しい移植骨髄の生着がすべてです。世の中で最も大切なものは命です。

命は最大の QOL（Quality Of Life）です。骨髄移植療法が積極的に行われるようになって 20

年が経過しました。最大の関心事は強力な化学療法と放射線治療による誘発がん（二次がん）

と言われていますが，これまでの経過では本治療の実施に影響を及ぼすようなデータは示され

ておりません。 

 

５）放射線治療に伴う有害反応とその軽減対策 

（１）急性有害反応 

 放射線治療では 20～30グレイ（2～3週間）以上の照射で出現します。治療中の患者さんの

苦痛は主としてこれによりますが，治療が終了すると 2～3週間で軽快することがほとんどで

す。この放射線の影響は治療範囲（照射野）に生じます。口腔・咽頭・食道から小腸・直腸・

肛門までの消化管，膀胱のいずれかが含まれる場合には口腔咽頭粘膜炎（口内咽頭痛），胃十

二指腸炎（食欲低下，上腹部不快感），小腸大腸炎（下痢），直腸肛門管炎（便通異常），膀胱

炎（頻尿，排尿困難感）には注意が必要です。白血球減少や血小板減少（造血障害）は治療範

囲が極端に広い場合には問題となりますが，通常は放射線治療の遂行に支障を来すことはあり

ません。放射線腫瘍医が最も注意すべきことは照射野内の浮腫で，特に頭蓋（脳）・気道（喉

頭）・尿路（尿管，尿道）といった内腔容積の少ない領域では頭蓋内圧亢進や気道狭窄，尿管

尿道狭窄が出現した場合に緊急処置が必要となります。副腎皮質ホルモンの予防的投与を行っ

た時期はありますが，発症を経験したことはありません。浮腫の原因は血管の透過性亢進によ

ります。一方，全身的な有害反応として宿酔（つわり様と表現される消化器症状）を認めるこ

とがありますが稀なものです。放射線感受性の高い腫瘍で急速に大量の腫瘍細胞が死滅・吸収

された場合などに出現します。 

（２）遅発性有害反応 

 一定以上の放射線量が照射されると有害反応の急性期，亜急性期を経て放射線治療終了後半

年から数年の間に発症してきます。血管・結合組織障害（血管閉塞，線維性結合織の増生，瘢

痕化）に起因する二次的障害と考えられています。脳壊死，永久性脊髄症，肺線維症，消化管

潰瘍・狭窄，腎硬化症，内分泌機能障害（甲状腺・下垂体・副腎），骨壊死，萎縮膀胱，関節

拘縮などがあります。回復は期待できません。 

がんの治療では 5 年生存率の向上に重点が置かれがちですが，がんになっても 10 人に 5-6

人は治る時代となりました。生活や生命の質（QOL；Quality Of Life）を考慮しながら，放射

線治療患者さんでは長期にわたり健康影響をチェックできる体制が必要と考えられます。 



（３）有害反応軽減への取り組み 

ここで筆者が 20年以上にわたり取り組んできました乳がんの診療：乳房温存療法で美しい

乳房温存への取り組みをご紹介いたします。 

 乳房温存療法の流れ：乳がん病巣を含む乳房の部分切除とセンチネルリンパ節（がんの見張

りリンパ節）を摘出し、転移の有無の検索（±この前後で抗がん剤治療やホルモン療法）に続

いて患側乳房全体に放射線治療を 50グレイ（1回 2グレイで 25回）施行します。これで乳房

内再発を乳房全摘時の局所（胸壁）再発の程度に近づけることができます。美容への配慮はこ

の放射線治療開始時から行います。実際には治療開始時から放射線治療終了 2 週間後まで 1

日 2回乳房を冷やして頂きます。ビニールの袋に冷蔵庫の氷をいれて直接乳房に当て，上下左

右と移動させながら 1回につき約 15分間行います。これで放射線皮膚炎は明らかに抑えられ

て発赤や紅斑は淡く軽微でかゆみやひりひり感は多くの患者さんで認めません。放射線治療が

終了して 2週間後の診察では急性の放射線皮膚炎の消退を確認し，その日から腋窩・乳房のマ

ッサージを 1回 1分で 1日 2回お願いしています。マッサージのあとは保湿を含めてクリーム

を塗布します。半年後からは頭部・頸部・両側乳房と上半身のマッサージを勧めています。観

察期間の最長は 17年ですが，治療した乳房に萎縮は認めず，乳房皮膚には艶を感じ，通常の

柔らかさを保持しています。放射線治療後の有害反応抑制に及ぼすマッサージ効果は明らかな

ようです。血管や結合組織への影響を緩和し，血流とリンパ流の障害を軽減し，側副路の出現

を助長している可能性があります。このマッサージは「100歳までお願いします」と申し上げ

ております。美容とお洒落と手指のリハビリ効果による脳の老化防止にも役立つと期待してい

ます。 

 ワンポイント：がんの放射線治療では組織・臓器の耐容線量ぎりぎりのところで治療を行っ

ている場合が少なくありません。そこで放射線治療中・治療後の生活で放射線治療部位の安静

は重要です（表３）。例えば喉頭がんなら会話を控える；食道がんでは熱いもの・辛いもの・

酸味のもの（みかん類）・アルコール類といった刺激のある飲食物や煎餅などの硬いものは控

えるなどです。治療終了後では効果判定のための組織採取（生検）や魚の骨が刺さった場合に

小さい潰瘍の形成と拡大を生じないかと心配することがあります。通常は問題ありませんが，

血流が不良の環境では創傷の治癒遷延・潰瘍拡大を来すと一大事です。組織採取した場合は上

述の生活上の注意を 1週間お願いしています。 

 

６）特殊な放射線治療―小線源治療 

放射線治療は主として体の外から病巣を狙う外部放射線治療（上記）の形で行われています。

これに対し小線源治療では病巣部により多くの線量を投与でき，周囲正常組織に与える線量は

著しく低減されます。コンピュータ制御の高精度外部照射でも及びません。舌がん，子宮頸が

ん，前立腺がんなどでは放射線の出る物質（線源：ｾｼｳﾑ，ｲﾙｼﾞｳﾑ，ﾖｰﾄﾞなど）をがんの病巣内

または病巣に近接して配置することでがんには厳しく正常組織に及ぼす影響は少ない優れた

治療法です。がん病巣周囲の線量は病巣内に配置された線源からの距離の二乗に反比例して急



激に低くなります。ガンマ線が利用され，密封小線源治療と呼ばれます。一方，甲状腺がんに

代表される一部のがんでは，がん細胞を選択的に攻撃する放射性医薬品（線源：ﾖｰﾄﾞ，ｽﾄﾛﾝﾁ

ｳﾑ，ｲｯﾄﾘｳﾑなど）を経口または静脈内に投与できる優れた治療法があります。転移を生じても

治癒を期待できます。ミサイル療法と比喩される所以です。現在はベータ線が利用され，非密

封小線源治療と呼ばれます。 

 

７）二次がん（放射線誘発がん）の発生 

 わが国では放射線治療（局所照射）に起因する晩期有害反応の一つである二次がんの発生に

ついて，1977年までのデータを集計した疫学調査があります。 

被照射組織より数年から数十年を経て新たに発生したがんで，その病理組織像が第一がんと

は明らかに異なっているものと定義されています。この調査では 248症例が集積され，二次が

んの発生頻度は全放射線治療患者数を母数とした場合は 0.11％，推定 5 年生存者数を母数と

した場合は 0.30％と報告されています。このうち第一がんとは異なる臓器から発生したとす

る条件を満たす 147症例について放射線治療が行われた第一がんをみると子宮がん・乳がん・

悪性リンパ腫・網膜芽腫などで二次がんの発生が多く，喉頭がん・舌がん・上顎がんなどでは

非常に少ないことが分かります（表４A）。二次がんの種類では軟部組織肉腫が全体の 26％を

占めて最も多く，白血病がこれに次ぎ，大腸がん・皮膚がん・膀胱がん・骨軟骨肉腫・食道が

ん・肺がんの順となっています（表４B）。発生時期は白血病では放射線治療後数ヵ月位からで

も認められますが，固形がんでは一般に 10年以上の長い潜伏期間を有しています。 

良性疾患でも放射線治療が行われる場合があります。適応として皮膚瘢痕ケロイド，甲状腺

眼症，異所性骨化，脳動静脈奇形，翼状片，デスモイドの 6疾患が世界的に認知されています。

がんでは容認されると思われる放射線誘発がんが良性疾患では晩発性有害反応の第一の関心

事となります。表４Cに若干のデータを示しました。 

がんの放射線治療では二次がん発生のリスクはありますが，治療後に得られるベネフィット

に比較しますとそのリスクは極めて小さいと言えます。頻度は全放射線治療患者の 0.1％，5

年生存者の 0.3％で 1％に満たないものです。 

 

ワンポイント：放射線誘発がんを含む第二，第三のがんを予測することはできません。早期

発見のためにも，第一がんで放射線治療を受けた患者さんの長期にわたる健康影響をチェック

する体制が求められます。個々の医療機関はもとよりで国や地域においても検討されることを

希望します。そのためには「放射線治療記録の永久保存」を法制化する必要があります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

結びのことば 

 

最後までお読み下さりありがとうございました。 

いま、がんの放射線治療で放射線に対する不安や恐怖を感じることはありません。おそらく

1万名を超えるがん患者さんの放射線治療を通じて，がん病巣に対する放射線治療の優れた効

果や周囲正常組織・臓器に及ぼす放射線の影響を理解しているためと思われます。放射線治療

では患者さんの全身状態，治療部位，治療範囲，1回の放射線量と 1週間の治療回数及び総線

量等に基づいて評価をすることが重要です。がんの診療に放射線治療は必要不可欠です。がん

を知る，放射線を知ることで放射線の健康影響についても理解がすすむことを期待しています。 


