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　目的：放射線治療における看護体制の実態調査をし，構造改善に向けた施策の基礎資料を得ることを目的
とした．
　方法：大阪府内のがん診療連携拠点病院（国指定，府指定）を調査対象とし，看護師勤務形態の webアンケー
トを実施した．
　結果：放射線治療部門の専従と専任看護師 1名あたりが担当する年間実患者数の中央値は，国指定で 336
人（範囲：194 〜 849人），府指定では 154人（範囲：25 〜 333人）であり，国指定の方が有意に多かった．
　結論：診療報酬や施設認定の施設基準では，リニアック台数や年間実患者数などの施設規模を考慮した人
員配置基準を策定すべきである．
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　Objectives：This study aimed to investigate the actual condition of the radiotherapy nursing system and obtain     
reference material on medical policy for structural improvement．
　Methods：A web questionnaire was conducted on the radiotherapy nurse work style at designated cancer hospitals

（National-designated and Osaka prefecture-designated）in Osaka．
　Results：The median number of patients per year for full-time nurses of nationally designated cancer hospitals and 
Osaka prefecture-designated hospitals were 336（range：194〜849）and 154（range：25〜333），respectively．The  
number of nurses in-charge of patients was significantly higher in nationally designated cancer hospitals than that in 
Osaka prefecture-designated hospitals．
　Conslusion：In the facility criterion for national fee schedule and facility certification，staffing standards should be  
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はじめに

　2000 年代初期まで，放射線治療部門に看護師
を配属させる施設は少数であったが，各種団体の
尽力により，段階的に改善が図られてきた．2012
年度の診療報酬改定では，外来放射線照射診療料
が新設され，施設基準として専従看護師の配置が
求められた．2014 年度には，がん放射線療法看
護認定看護師による面談に加算が認められ，国指
定がん診療連携拠点病院（国指定）の指定要件と
して，放射線治療室における専任の看護師配置が
追加された．一方で，大阪府指定がん診療拠点病
院（府指定）の指定要件では，「配置することが
望ましい」の表現に留まっており，各施設の努力
義務に委ねられている．また，いずれの施設基
準でも「看護師 1 名以上」となっており，各施設
のリニアック台数や年間実患者数などの施設規模
は考慮していない．そこで本研究では，大阪府内
のがん診療連携拠点病院における放射線治療の看
護体制の現状を把握し，施設基準の改定，構造改
善に向けた施策の参考資料を得ることを目的とし
た．

方　法1

　1）調査対象
　大阪府内で，放射線治療を実施している国指定
18 施設，府指定 33 施設を対象とした．
　2）調査方法
　本研究では，2 つの web アンケート調査のデー
タを統合して解析した．1 つ目のアンケート調査
は，大阪府がん診療連携協議会放射線治療部会（協
議会）による看護師勤務形態に関するアンケート
である．2020 年 11 月に，Google Forms（Google 
LLC,Mountain View,CA,USA）を利用したウェ
ブベースで調査を行った．調査項目は，放射線治
療に従事する看護師の所属，当直の有無，看護
師配置の充足度である．2 つ目のアンケート調査
は，日本放射線腫瘍学会（Japanese Society for  
Therapeutic Radiology and Oncology；JASTRO）
による全国放射線治療施設構造調査（JASTRO
構造調査）である．利用可能な最新の 2017 年版
より抽出した．統計解析には，JMP® 14 software

（SAS Institute Inc.,Cary,NC,USA）を用いて，p
値は Wilcoxon の順位和検定により算出した．統
計的有意性のレベルは，p ＜ 0.05 として定義した．

established in consideration of the facility scale such as the number of linear accelerator and patients．
Key words：Designated cancer hospitals，Radiotherapy nursing，Nurse，Radiation therapy
Jpn J Cancer Clin 66（3）：205 〜 210，2020
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　3）欧州との比較
　本邦の放射線治療体制を国際基準に照らすた
め，欧州における放射線治療の医療経済調査の結
果と比較した 1〜5）．

結　果2

　1）看護師の勤務形態アンケート
　アンケートの回答率は，協議会アンケートでは
国指定で 77.8％（14/18 施設），府指定で 69.7％

（23/33 施設），JASTRO 構造調査では国指定で
83.3％（15/18 施設），府指定で 81.8％（27/33 施設）
であった．

　放射線治療部門に配属されている看護師の所属
は，外来54.1％，放射線科27.0％，放射線治療8.1％，
その他 10.8％であった．当直業務は，24.3％の施
設で担当していた．看護師配置の充足度は，国指
定では「不満」14.3％，「やや不満」64.3％，「普
通」21.4％，府指定では「不満」4.3％，「やや不満」
30.4％，「普通」26.1％，「ほぼ満足」26.1％，「満足」
13.0％となった．
　2）看護師配置と年間実患者数
　図 1に，看護師配置と年間実患者数の関係を示
す．看護師の人数は，常勤のみを勘定し，従事割
合 で 分 類 し た． フ ル タ イ ム 当 量（Full Time 
Equivalent；FTE）は，常勤と非常勤を合算して
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図 1　看護師配置と年間実患者数の関係
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算出した．縦軸のスケールは，石倉班が推奨する
看護師の配置基準 300 対 1 と紐づいている6）．こ
の配置基準を満たした施設は，国指定で 40.0％

（6/15 施設），府指定では 77.8％（21/27 施設）で
あった．また，専従と専任の看護師 1 名あたりが
担当する年間実患者数の中央値は，国指定で 336
人（範囲：194 〜 849 人），府指定で 154 人（範囲：
25 〜 333 人）であった．専従と専任看護師のい
ずれも配置していない施設は，国指定で 6.7％

（1/15 施設），府指定で 29.6％（8/27 施設）あった．
　看護師における FTE あたりの年間実患者数の
中央値は，国指定と府指定でそれぞれ 326 人（範
囲：134 〜 468 人），208 人（範囲：25 〜 685 人）
であった（図 2）．府指定の看護師と医師におい
ては，FTE あたりの年間実患者数が 600 を超え
る外れ値が観察された．これは，常勤医師が不在
の施設で，非常勤医師の FTE が 0.1 や 0.2 と少な
いために生じた結果である．また，リニアック 1
台あたりの年間患者数の中央値は，国指定で 377
人（範囲：180 〜 617 人），府指定で 195 人（範囲：
23 〜 406 人）であった．
　3）欧州との比較
　図 3 に，欧州における看護師と診療放射線技師
1 人あたりが担当する年間実患者数と，国民総所
得（Gross National Income；GNI）の関係を示す．

　欧州では，GNI が高い国ほど，1 人あたりが担
当する年間実患者数が少なくなる傾向があった．
このグラフに，本邦の GNI である 46,880 United 
States dollar（USD）を重ね合わせ 7），1 人あた
りが担当する年間実患者数の相場を回帰分析によ
り 算 出 し た 結 果， 約 65 人 と な っ た． 一 方，    
JASTRO 構造調査では，FTE 換算した看護師と
診療放射線技師 1 人あたりが担当する年間実患者
数の中央値は，国指定で 96 人（範囲：50 〜 171 人），
府指定で 59 人（範囲：9 〜 230 人）であった．

考　察3

　看護師の労働環境は，施設間で差が生じていた．
放射線治療部門に，専従や専任看護師を配置して
いる施設であっても，年間実患者数に対して十分
な配置人数ではなく，輪番看護師に大きく依存し
ている施設も散見された．看護師 1 名で運用して
いる施設は，国指定で 20％（3/15 施設），府指定
で 33.3％（9/27 施設）あったが（図 1），理想的
には看護師 2 名以上を配置すべきである．放射線
治療における看護需要には時間的な偏在があり，
ピーク時には診察室，面談室，放射線治療室，治
療計画 CT 室で同時に看護需要が発生する．看護
師 1 名では，業務平準化の方策も限られる．また，
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Blay らによるワークサンプリング法を用いた調
査では，放射線治療部門の看護師が直接的な患者
ケアに割り当てている時間は僅か 38.6％であり，
電話応対や記録，連絡調整などの間接業務に
61.3％を費やしていた 8）．看護師の負担軽減を図
るために，医療クラークの配置なども検討すべき
である．
　放射線治療部門の看護体制が充足しない要因の
1 つとして，診療報酬や施設認定の施設基準が関
係している可能性がある．欧州では，患者数やリ
ニアック台数に応じた医療従事者の配置を定めて
いるが 4），本邦ではいずれの制度でも施設規模を
考慮していない．また，今回のアンケート調査の
結果では，放射線治療に従事している看護師の所
属は，54.1％が外来であった．外来看護職の配置
基準は 1948 年に施行された医療法施行規則十九
条の 2「外来患者数 30 名につき看護職 1 名」の
みであり，治療や検査技術の高度化に対応してお
らず，実質機能していない．現状を打破するため
には，病棟の看護配置加算のように，外来看護師
にも実情に即した配置基準を策定し，診療報酬に
よって適切な看護師配置を誘導すべきである．
　また，がん放射線療法看護認定看護師は，他の
認定看護師に比べて不遇である．外来放射線照射
診療料とがん患者指導管理料は，同一看護師によ

る重複算定ができない．一方で，がん化学療法看
護認定看護師と，緩和ケア認定看護師は，それぞ
れの分野において，重複算定可能となっている．
　本邦の医療供給体制は，小規模・分散型のため，
病院数が多い反面，各病院の人員配置は手薄に
なっている9〜10）．また，本邦における病院の経営
母体は，民間病院が 8 割，公立病院が 2 割であり，
欧米と比較して公立病院の割合が低いため，行政
が指揮を執って広域における戦略的な機器導入と
役割分担を図ることが難しい．リニアックの稼働
率は，府指定の中央値は195人と低水準であったが，
欧州では年間実患者 300 〜 600 人 / 台である4）．
　JASTRO 構造調査の結果では，本邦における
人口 100 万人あたりのリニアックの台数は，約 7.9
台（948 台 /1.2 億人）である．欧州におけるリニ
アック台数と経済規模の関係図に 3），本邦の GNI
の 46,880USD を当てはめた場合は約 6.4 台となる
ため，本邦における人口あたりのリニアック設置
台数は，欧州に比べて潤沢である．一方で，看護
師と診療放射線技師 1 人あたりが担当する年間実
患者数は，GNI を指標として欧州の相場に照ら
した場合は約 65 人となるが（図 3），国指定の中
央値は 95.9 人であり，人的資源は欧州に比べて
ひっ迫している．
　がん医療体制は，厚生労働省の意向により「選
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図 3　看護師と診療放射線技師 1人あたりが担当する年間実患者数と国民総所得の関係
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択と集中」ではなく，「均てん」を目指すことに
なった．各施設の放射線治療部門に，看護師が数
名しか配置されていない状況を鑑みれば，協議会
において，多施設の看護師を繋ぐ企画が必要であ
る．また，日本放射線看護学会の活動や，日本が
ん看護学会と日本放射線腫瘍学会が共催する「放
射線看護セミナー」のように，看護師が放射線に
ついて学ぶ機会を継続的に提供すべきであろう．
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