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■ 序　文

放射性同位元素（radioisotope: RI）を用いた内用療法（核
医学治療）は放射線治療病室内で施行され，放射線治療
病室から退室するためには，公衆被ばくの防護の観点か
ら各核種に定められた退出基準を満たす必要がある．外
来投与可能な核種においては，患者への RI投与量は退
出基準に基づいて設定され，退室に際して被ばく防護上
の問題は生じない．一方，甲状腺癌術後の補助療法や転
移病変に対する治療として内用療法が行われる場合，放

射線治療病室内で大量投与を行うため，RI投与後の体
内放射線量が退出基準を満たすまでは放射線治療病室で
数日間の入院生活が求められる．その間，医療従事者へ
の被ばく低減のために，回診や処置に割ける時間は一般
患者に比べ限られてくる．このような理由から，RI治
療を受ける患者は RI病室内で数日間の自立した生活を
余儀なくされる．そのため，日常生活動作（activities of 

daily living: ADL）が自立していること，放射線治療病室
内での生活ルールを遵守できることが内用療法を行う際
に重要である．また，多くの放射線治療病室では血液透
析装置や緊急時に関わる専門的な処置器具や設備は備
わっていないか搬入が難しい構造になっており，内用療
法前に入念な準備や原疾患・併存疾患のコントロールを
しておくことが重要である．慢性腎臓病などによって血
液透析が必要な患者，認知症や発達障害などの精神神経
科疾患によって放射線治療病室で自立した生活が困難で
あると予想される患者等では，医学的適用はあるもの
の，前述の問題のために内用療法を断らざるを得ない症
例を経験することがある．放射性ヨウ素内用療法に関わ
るガイドライン1）では，これらの問題や対処法について
の記載はなく，内用療法適用の可否については各施設の
判断に委ねられているのが現状である．
これらの理由で RI内用療法が見送りになった症例に

ついてはマスメディアでも取り上げられ，医療従事者の
関心のみならず社会的関心も高まりつつあり，実態把握
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や対策が望まれている背景がある．今回，日本核医学会
は全国の内用療法を行っている施設に対して，「核医学
治療（RI内用療法）に関わる調査に関するお願い」という
アンケート調査を急遽実施したため，本稿ではその結果
を報告する．

■ アンケート対象および方法

・ 対象核種；I-131（甲状腺癌，甲状腺機能亢進症），Sr-

89，Y-90，Ra-223

・対象機関；293施設（以下の施設より重複施設あり）
➢　I-131治療 243施設
　　 日本核医学会分科会腫瘍・免疫核医学研究会把握

施設（http://oncology.jsnm.org/）
　　・ 甲状腺癌（入院治療および外来アブレーション）

治療 194施設
　　・甲状腺機能亢進症治療 174施設
➢　Y-90治療 98施設
　　 YIN.jp 掲載施設（http://yin.jp/  ゼヴァリンⓇによる

RI標識抗体療法について）
➢　�Sr-89治療施設は，実施施設の公開情報が削除さ
れていたため不明．

➢　�Ra-223は，治療実施施設公開ページ（https://www.

qlifeweb.jp/prostatecancer/）に受付窓口が明記され
ていなかったため，配布リストから今回は除外し
た．

　 ただし，アンケート対象 293施設中 Ra-223実施施
設は 155施設含まれていた．

・実施期間；2019年 8月 23日～9月 30日
・調査項目； 血液透析，知的障害などを理由に核医学治

療を断った事例の有無（医学的適用がない
ための事例は含まない），断った理由，核
医学治療の種類について，過去 5年間の把
握件数について回答いただいた．

■ 結　果

1．アンケート回収率
調査対象 293施設のうち 221施設から回答があり，回
収率 75％であった．
2．アンケート調査項目の結果
1）核医学治療を断った事例の有無（Fig. 1）
回答 221施設のうち，核医学治療を断った事例につい

て「ある」と回答した施設は 46施設（21％），「ない」と回
答した施設は 175施設（79％）であった．

2）過去 5年間に把握した核医学治療を断った事例の種類
と件数（Table 1）
核医学治療を断った事例のある施設の中で，最も件数
が多かったものは I-131内用療法（甲状腺癌）で 55施設，
123件数 /5年間であった．次に I-131内用療法（甲状腺
機能亢進症），Sr-89，Y-90が続いた（Ra-223については
前述理由のため，アンケート配布リストから除外）．
3）核医学治療を断った理由（Table 2）
核医学治療を断った理由について，I-131（甲状腺癌）

の症例では透析，ADL不良，認知機能低下，知的障害，
その他の順であった．I-131，Sr-89，Y-90全体の合計件
数（130症例）では，透析（45症例 /34.6％），認知機能低
下（39症例 /30.0％），ADL不良（30症例 /23.1％），知的
障害（8症例 /6.2％）の順に多く，その他（8症例 /6.2％）
が続いた．
以下の回答 2件は，アンケート趣旨とは異なる回答で
あったため，断ったことがないとして集計した．
① I-131（甲状腺機能亢進症）：当院での経験がないため
② Y-90：治療抵抗性のため
4）核医学治療を断った理由（その他の内容）（Table 3）
胃ろう管理中，喘息発作，骨転移による麻痺といった

ADL自立や緊急時の処置に関する理由，重症心不全・
腎不全のある転移例で甲状腺ホルモン休薬やリコンビナ
ントヒト甲状腺刺激ホルモン（recombinant human thyroid 

stimulating hormone: rhTSH）使用ができないといった
事例が見られた．また，血液による衣類汚染や汚染物
の取り扱い，診断群分類包括評価（diagnosis procedure 

Fig. 1 核医学治療を断った事例の有無
 対象 221施設において核医学治療を断った事例を経

験した施設数

Table 1　過去 5年間に核医学治療を断った事例の種類と件数

核医学治療
の種類

I-131
Sr-89 Y-90 Ra-223 合計

甲状腺癌 甲状腺機能亢進症

施設数 55 3 1 1 － 60（延べ）

件数 /5年間 123 5 1 1 － 130件
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combination: DPC）上の都合といった被ばく管理・病棟管
理によるものや，カプセルを飲めないという投与上の問
題，外国人でありコミュニケーションが困難，といった
様々な理由で核医学治療が断られた事例も見られた．
5） 自由記述について
アンケート回答 221施設中 73施設からコメントの記

載があった．記載内容より 6項目に分類した（Table 4）．
コメント全文を Table 5に示す．
6） 留意点
今回のアンケートは事前に周知して集計したものでは

なく，実態把握のために急遽行い，可能な範囲で回答い
ただいたものである．そのため，必ずしも厳密な記録に
基づいた結果ではないことをご留意いただきたい．

Table 2　核医学治療を断った理由と施設数，断った件数 /5年間

断った理由 施設数 合計件数

I-131（甲状腺癌） 55 123

　・透析 20 41

　・ADL不良 11 30

　・認知機能低下 14 38

　・知的障害 3 7

　・その他 7 7

I-131（甲状腺機能亢進症） 3 5

　・透析 2 4

　・知的障害 1 1

Sr-89 1 1

　・その他 1 1

Y-90 1 1

　・認知機能低下 1 1

Table 3　核医学治療を断った理由 その他の内容

I-131（甲状腺癌）

・胃ろう

・喘息発作

・気管皮膚ろうの腫瘍出血による衣類汚染が高度なため

・骨転移で麻痺がある

・重い心不全，腎不全があり転移例で rhTSHが使用できず，甲状腺ホルモン休
薬に耐えられないと判断した

・カプセルを飲めない

・外国人（日本語・英語ができない）

Sr-89

・一般病棟での入院で，汚染物の取り扱いや DPC（薬剤費）の都合による

Table 4　コメントの分類と施設数

項目 施設（コメント）数

経験例紹介（実施） 10

経験例紹介（断念） 10

患者選定している（可能性含） 22

経験はないが，実施は難しい 5

断ったことがない・経験がない 11

その他 15
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Table 5　コメント全文（一部改変）

経験例紹介（実施）

1． 以前治療病室を保持していた頃は，透析患者の I-131
内用療法を 2回実施しました（同一患者）．それ以外
に，重度認知症患者の治療も実施しました．その時
は夜中に患者が脱走しかけたので，病室の前で夜通
し見張りをしたことがあります．

2．血液透析から腹膜透析に切り替えて行いました．

3． 初診時に気付かなかった認知症のため，治療が完遂
できなかった症例も複数経験しています．

4． 知的障害は 1例入院治療続行しました．何とか入院
治療可能と判断し，病室訪問（診察）回数を通常より
増やして対応しました．それ以外は依頼そのものが
ありませんでした．

5． 当院は透析の行える施設ではないため，治療後の透
析を行う施設で心配され治療に至らないケースがあ
ります．知的障害などは，ご家族の理解のもと実施
しています．

6． 透析中の患者に Y-90を実施した．血流回路等の回収
を施設で定めた期間回収した．

7．腹膜透析の方は診療を行っています

8． パニック障害の患者に，入院でバセドウ病のアイソ
トープ治療を行った所，嘔吐して対応に苦慮したこ
とがありました．

9． 外国の方で，日本語での意思疎通が困難であった
患者さんがいましたが，配偶者に一緒に泊まっても
らって施行した例があります．当院は通常二人ずつ
治療をしていますが，この場合は一人のみになりま
した．RI薬剤は高額ですが，入院で治療すると DPC
に入ってしまい赤字になります．高用量 I-131は入院
でしかできないのに薬剤費を請求できません．

10． 回答した事例（統合失調症で治療断念）は，症状が落
ち着いてから治療を行った．

経験例紹介（断念）

1． 5年以上前に他院から透析患者の治療を打診され，お
断りしたことがあります．

2． 5年以内では上記経験はございませんが，過去に甲状
腺癌の肺転移に対するヨード治療において，透析の
対応ができずに断ったことがあります．

3． バセドウ病の患者で，軽度発達障害＋カプセルが飲
めないということで相談がありました．治療方針が
変更になったため RI治療は行いませんでしたが，放
射線科内でやる，やらないでもめました．関係ない
ですが，Sr-89の再販を望みます．お願いします．

4． 隔離病室から出てきてしまうことや，指示通りに動
いていただけないために，安全管理上お断りしたこ
とはあります．

　　 下肢マヒの方などの場合には，車いす対応でしてお
ります．

5． 身体的な理由で治療が中止になったことはありませ
んが，患者個人の金銭的理由であったり，内用療法
の適用外となった例はあります．

6． 当科は治療病室の構造上の問題もあり，紹介の段階
で車いすの方をお断りしています．

7． 回答した事例（血液透析を理由に断った）に関して
は，事務局を通じて日本核医学会の先生にもご意見
を頂き，最終的に断念した症例がありました．

8． 回答事例（透析，認知機能低下，ADL不良，意思疎
通不可）はいずれも治療病室に入れないという理由で
断った例です．外来 1110 MBqでは断った例はありま
せん．

9． 病棟看護師が入院可否を決めるため，上記（胃ろう患
者）はお断りしました．

10． 回答事例（知的障害の事由）は，断ったというより（患
者さんの）途中拒否です．

患者選定している（可能性含）

1．できるだけ治療を受けられるように考えています．

2． 家族が協力的で理解力がある場合，施設入所者で
は施設に対応力がある場合には，軽度認知症患者で
あっても問題は少ないと思います．今後，認知症合
併対象患者の増加が予想されるので気は重いところ
がありますが，できるだけ治療してあげようと考え
ています．

3． 休薬，食事制限 etc.の準備ができることも治療適用の
ひとつと考えています．

　　 入院加療の場合は，トイレにひとりで行ける，ご飯
をひとりで食べられることも必要です．

4． 甲状腺癌内用療法は，入院加療が基本であり，ある
程度自立した患者であることを最低条件として考え
ています．当院で断ることはありませんでしたが，
入院加療する場合，当院での注意事項を患者，家族
に理解してもらう必要があります．過去，家族より
入院はできないとのことで，治療を断念されたケー
スはあります．今後，認知症と診断された方は，入
院自体が厳しいと感じます．

5． 他の処置がなされていない，脊髄圧迫も適用とはし
ていません．

6． 透析中の患者は，ヨウ素治療（甲状腺癌）が施行でき
ない旨を事前に通知しているため，少ないと思われ
ます．

7． 認知症の人はやらないほうが良いと思います．長生
きしても家族・本人とも幸せではないように考える
ので（管理も大変）．各科の先生から治療の依頼がな
いことを望みます．この前そのような人がいました
が，会話（診察）で大丈夫だったので安心し治療して
います（ゾーフィゴ投与中）．

　　 透析患者さんは症例により異なると思いますが，現
時点では依頼ありませんでした．

8． 病院によりますが，当院では依頼科の先生に内用療
法の管理をお願いしています．密な連携が取れてい
ることと，依頼科の先生で内用療法に興味のある先
生のおかげで断ったことはないですが，その先生方
がいなくなったら断る事例も出てくると思います．

9． 甲状腺癌に対する入院 100 mCi以上．当院における
放射性ヨウ素内用療法についてのみ回答していま
す．高度腎機能低下患者や，高度 ADL低下，知的障
害患者では，RAIは難しいため全摘はせず，手術を
縮小しています．
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■ 考　察

核医学治療を断った治療については，甲状腺癌術後
に対する I-131内用療法が最多であり，次いで甲状腺機
能亢進症に対する I-131内用療法が続き，少数ではある
が Sr-89治療，Y-90治療が見られた．I-131内用療法に
ついては，もともと甲状腺癌内用療法の件数が多いこと
に加え，2010年にはアブレーション目的の I-131退出基
準が追加され，投与後の減衰を考慮して 1,100 MBqま
での外来投与が可能になったこと，甲状腺腫瘍診療ガイ
ドラインが出版され，高リスク群への I-131内用療法が
推奨され近年増加傾向にあること，I-131大量投与のた
め放射線治療病室での管理が必要であること等があり，
断った事例が最多になったと考えられる2–4）．外来で投
与可能な Sr-89や Y-90については，汚染物の取り扱い
や DPCの都合によるものであり，各施設の取り決めが
問題となっていると思われた．
断った理由については，合計件数の多いものから透析

中，認知機能低下，ADL不良，知的障害，その他の理
由であった．これらについて，まずは一般的な問題点か
ら考察を行う．血液透析患者は透析設備の整った専門施
設で 1回 4～5時間，週に 3回程度の透析を受ける必要
がある．内用療法に限らず，医療行為を受ける際に非血
液透析患者に比べ，施設あるいは時間の制約があるた
め，見送り症例になりやすいと推察される．認知症や知
的障害のある患者については，程度の差はあるが，認知
症や知的障害がない患者に比べ，病棟規則の記憶力や理
解力に乏しいことがあり，病棟管理や治療の際に問題と
なることがある．このため，治療完遂には専門医の介入
とともに本人・家族の協力が必要不可欠である．必要事
項については，明瞭・簡潔な言葉で説明や指示を行い，

患者自身の言葉で反復してもらい，それらについて書い
てもらったものを病室の目につきやすい場所に貼付して
おく，といった対策が必要と思われる．また，非専門の
医療従事者がこれらの患者に接する場合であっても，受
容と共感を念頭に置いた診察を心掛け，協力が得られる
ような雰囲気作りを行うことも必要である5–7）．また，
外国人患者に関してコミュニケーション困難による治療
断念例が見られた．意思疎通困難による病棟規則の理解
不十分に加え，本邦のあらゆる規則や慣習に疎い可能性
がある．「外国人患者の受け入れのためのマニュアル」8）

が頒布されているため活用したい．その他，胃ろう管理
中，喘息発作，骨転移による麻痺といった医学的問題や
ADLに関連したものがあり，事前に関連科に相談し，
原疾患のコントロールや代替案の検討といった対策が必
要であろう．
次に内用療法に特異的な問題点について考察を行う．
内用療法を行う際に血液透析が必要な患者について，諸
外国の報告9, 10）では血液透析を継続しながら内用療法可
能な体制が整っている施設もあるが，本邦で同様の設備
を有する RI病室を準備することは，現状困難である．
血液透析ができないために治療断念あるいは選定されて
いる事例が見られる中，腹膜透析の症例なら行ってい
る，血液透析から腹膜透析に変更し，治療ができたとい
う事例が見られた．本邦の文献11）でも腹膜透析と I-131

減量投与で対応した症例報告が見られるが，筆者の施設
でも腹膜透析中の甲状腺癌患者の I-131内用療法を経験
したことがある．その際には RIを含んだ腹膜透析液の
管理・廃棄のルールについて，事前の病棟カンファレ
ンスで相談・共有（RI病棟管理中は主治医や当直医が腹
膜透析液を廃棄する）し，これまでの報告に基づき I-131

投与量を減量して治療を完遂した．透析患者であっても
ADLが自立している場合で，その他の問題点がないよ
うな症例では，このような対応で I-131内用療法が可能
になる症例もあると思われるため一考の余地がある．血
液透析を行いながら RI治療を行う場合は，病棟スタッ
フに加え，透析室や医療機器管理センタースタッフ等の
理解と協力が必要である．また，血液透析等の血液浄化
療法で生じた廃液の排水については法律によって規制さ
れており，通常の排水とは別系統での処理が必要であ
る．RI病棟の排水設備は別系統になっているため，基
準濃度限度以下であれば，液体状の放射性汚染物につい
ては施設外に排水することができる．一方，血液浄化療
法時に使用されたダイアライザーやヘモフィルター等
の，感染性かつ放射性の固体状汚染物に関しては，医療
用放射性汚染物廃棄の委託を受ける廃棄業者では集荷し
ていない．放射能が減衰するまで放射線管理区域内で保
管を行い，放射能減衰後には適切な薬剤と方法を用いて
消毒し，医療機関が無菌性を保証することによって，医
療用放射性汚染物廃棄の委託を受ける業者が集荷を行う
ことが可能になる．「ヨウ素-131による治療患者に適用
した人工透析の安全取扱いに関する検討」12）では RI病室

10． 紹介元・担当医の段階で RI治療断念されている（可
能性がある）．

　　他，同様のコメント 12件

事例に直面した経験はないが，実施は難しいコメント 5
件

断ったことがない・経験がないコメント 11件

その他

1．アンケートの結果はできれば教えてほしいです．

2．外来治療の推進をお願いします．

3．入院設備がなく断ったことがある．

4． 規模の小さい問題と思います．先延ばしすべき問題
と思います．

5． 当院で内服治療，他院で透析となる場合，透析施設
の理解が必要となるため，医療施設全体に対して情
報提供をお願いしたい．

6． 現在 RI内用療法がほとんど行われていない．（他同
様のコメント 2件）

7．治療核種状況説明コメント 6件



核 医 学　57巻 1号（2020年）

― 44―

内での血液浄化療法，透析で生じた固体状の放射性汚染
物の取り扱いや保管期間について記載されているので，
参考にしていただきたい．
認知症や知的障害のある患者について，内用療法後は

患者自身の放射線被ばくだけではなく，医療従事者や介
護者，一般人への放射線被ばくを可能な限り低くする必
要がある．そのため，放射線治療病室からの退出基準を
満たすまでは，食事や排泄等の身の回りのことが一通り
自立していること，RI病棟の規則を理解・遵守できる
等の条件を満たす必要があり，治療の妨げになっている
と考えられる．内用療法が延期できる症例では，症状が
コントロールされてから治療を行うことになると思われ
るが，延期が難しい症例では治療担当医や協力医，病棟
スタッフが根気強く，丁寧な診療を行うことによって治
療を完遂できた事例も見られた．
外国人患者について，放射性物質や放射線管理区域と

いった日常生活では馴染みのない概念が登場し，I-131

内用療法ではヨウ素制限や甲状腺ホルモン休薬など，治
療の成否に関わる重要な前処置が患者に依存している部
分もあり，本邦の患者でもしばしば誤解や混乱を招き，
時に内用療法の中止や延期を余儀なくされる．そのた
め，外国人患者ではさらに綿密なコミュニケーションが
必要になると思われる．配偶者等の通訳ができる方に病
院での寝泊まりをお願いし，内用療法が施行できた事例
も見られた．
甲状腺ホルモン休薬による他疾患増悪のリスクがあ

り，rhTSHを使用したいが遠隔転移のため使用できず断
念したという事例も見られた．現時点で rhTSH使用の
保険適用は，「分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘
術を施行された患者における，放射性ヨウ素シンチグラ
フィと血清サイログロブリン（Tg）試験の併用又は Tg試
験単独による診断の補助」あるいは「分化型甲状腺癌で甲
状腺全摘又は準全摘術を施行された遠隔転移を認めない
患者における残存甲状腺組織の放射性ヨウ素によるアブ
レーションの補助」となっているため，本邦で rhTSH使
用下の遠隔転移治療は難しいのが現状である．しかし，
諸外国では rhTSH使用下の遠隔転移治療においても，
有効性や安全性について甲状腺ホルモン休薬法に匹敵す
るという報告13, 14）も見られる．今後，本邦の遠隔転移症
例でも rhTSH使用下の内用療法ができるよう，保険適
用拡大が望まれる．
体内放射能量の観点においては，透析患者や高度腎機

能低下患者では排尿による体内の余剰 RI排泄の期待が
できず，全身の実効線量および病変の照射線量が増大す
るとともに退室が遅延するため，I-131投与量を調節す
る必要がある．また，透析患者は便秘症を合併しやすく
RI排泄遅延の原因となるため，排便による RI排泄促進
のために治療前から便通コントロールをしておくことも
重要である15）．
その他，入院加療では DPCに放射性医薬品の代金も

含まれ，病院経営上も内用療法施行が難しいという背

景，気管皮膚ろうの腫瘍出血による高度の衣類汚染や一
般病棟入院中の汚染物の取り扱いといった経営，被ばく
管理，病棟管理等の理由で断念した等，それぞれの施設
の事情によるものもあり，担当診療科だけでは解決が難
しい問題も見られた．治療病室の構造上の問題で断念せ
ざるを得ない事例もあるため，将来に向けた治療環境整
備に当たっては，車椅子を使用した患者などの受け入れ
を考慮した病室設計が必要であろう．
今回は I-131，Y-90，Sr-89が中心であったが，Sr-89

については 2018年 12月に薬品製造元の GE Healthcare 

Ltd.による製造中止が通達され，現在は施行不可となっ
ている．その一方で，2016年に認可された Ra-223治療
開始によって外来治療数と総数が急増している16）．そし
て 2017年からは悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマ
に対する企業治験が一部の国内施設で開始された17）．今
後，薬機承認が得られ保険収載された場合，さらに入院
治療数や総数の増加が見込まれる．2015年 6月第 189

回通常国会で RI 内用療法の分野に関連する質問主意書
が提出され，2016年開催の「第 6回がん診療提供体制の
あり方に関する検討会」では RI内用療法の環境改善や増
床について提言がされた18, 19）．2018年には「がん診療連
携拠点病院等の指定要件の見直しに関する報告書」内の
「II．地域がん診療連携拠点病院の指定要件について（③
放射線治療の提供体制）」の項目内では「核医学治療につ
いて，治療が可能な施設と適切な連携を取れる体制を
整備することとすべきである」と記載されている20）．そ
して，2018年 3月作成のがん対策推進基本計画におい
て，「国は関係団体等と連携しながら，核医学治療につ
いて，当該治療を実施するために必要な施設数，人材等
を考慮した上で，核医学治療を推進するための体制整
備について総合的に検討を進める」との文言が追加され
た21）．これらのことから，本邦の内用療法のさらなる発
展が期待されるが，新たな課題が出現することも予想さ
れる．がん診療連携拠点病院を中心として，今回のアン
ケート結果を加味した RI施設の設備充実や環境改善が
望まれる．引き続き行政とも連携しながら，核医学治療
の国内・国際格差の是正に核医学・放射線関連学会を挙
げて努力していく必要があろう．
また，今回のアンケートで回答はなかったが，小児・
若年者症例についても内用療法見送り症例が存在してい
る可能性がある．これについては質問内容が「血液透析
や知的障害などを理由に内用療法を見送った症例につい
て」，ということで各施設に回答をいただいたため，問
題点として挙がらなかった可能性がある．そして，今回
の結果は各施設に把握可能な範囲で過去 5年間の実態に
ついて調査を行った．このため，各施設の記録を基に回
答されたとは限らず，件数の過大または過小申告，記載
漏れなどについての問題点を含んでいる可能性がある．
これらの点については，今回の論文の limitationとして
記載させていただく．
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■ 結　語

今回のアンケート調査では，内用療法の医学的適用基
準を満たすが様々な事情により RI内用療法を見送った
症例について実態調査を行い，透析，認知症，知的障
害患者といった RI病室管理の問題が予想される場合で
見送り症例が多く見られた．いくつかの事例では限られ
た中で工夫を凝らし，内用療法を行っている施設も散見
され，内用療法に携わる医師やスタッフの努力が垣間見
える結果であった．本邦の内用療法のさらなる発展が期
待されるが，新たな課題が出現することも予想される．
がん診療連携拠点病院を中心として，今回のアンケー
ト結果を加味した RI施設の設備充実や環境改善が望ま
れる．引き続き行政とも連携しながら，核医学治療の国
内・国際格差の是正に核医学・放射線関連学会を挙げて
努力していく必要がある．
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The Nationwide Survey on Avoidance of Targeted Radionuclide Therapy 
in Patients with Limited Activities of Daily Living and Those Undergoing 
Hemodialysis
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Targeted radionuclide therapy with high-dose radioisotopes should be performed in isolation rooms. Patients can 
be released only after radioactivity remaining in their bodies becomes less than the limits determined by the release 
criteria in order to secure public protection. Patients are asked to stay in isolation rooms for a few days. Physicians 
often face difficulties to carry out therapy in patients with limited activities of daily living and those undergoing 
hemodialysis, and have to avoid therapy in such cases. The Japanese Society of Nuclear Medicine conducted a 
nationwide survey in order to find out the actual situation. The survey results should reflect future improvement of 
therapeutic environment in collaborating with related societies and administrative bodies.

Key words:  targeted radionuclide therapy, nuclear medicine, patient release criteria, hemodialysis,  
activities of daily living 


