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１.

安全管理の目的

本マニュアルは、骨転移を有する去勢抵抗性前立腺がんの治療に対して有効性の高い放
射性塩化ラジウム（223RaCl2）注射液（以下、「本剤」という）を用いる内用療法の実施に
あたって、本剤による医療の安全確保、放射線の安全使用及び放射線の安全管理を徹底す
る目的でとりまとめた治験実施要綱である。当該内用療法に関係する医療従事者等は、本
剤の使用に係る放射線の防護対策を徹底すると共に、患者、患者の家族及び一般公衆に対
して十分に理解されるための説明も重要な役割である。当該マニュアルは、医療法のみな
らず国際機関の放射線防護に関する勧告等も基本要件 1-4)として取り入れている。従って、
本マニュアルを遵守して放射線の安全確保に万全を図ることを要望します。なお、本マニ
ュアルの一部は、平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）
「医療放射線の安全確保と有効利用に関する研究」5)において検討されたものである。

２.

施設管理の指針

2.1

特徴と法的位置づけ

2.1.1

Ra-223 の物理的特性

ラジウム-223（Ra-223）の主たる壊変様式を図 1 に示す。Ra-223 の壊変生成物は、比較
的短い物理的半減期で 4 つのアルファ壊変と 2 つのベータ壊変を通して安定同位体である
鉛-207（Pb-207）に至る。また、Ra-223 を含めた一連の放射性核種の壊変はアルファ線又
はベータ線に付随してガンマ線も放出する。
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Ra-223 の放射性壊変

［アイソトープ手帳（11 版），(社)日本アイソトープ協会，2011 年より一部抜粋］
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2.1.2

Ra-223 の子孫核種である Rn-219 の物理的化学的性質

前述のとおり、Ra-223 はアルファ壊変してラドン-219（Rn-219）を生成する。ラドンは
希ガスの中で最も重い元素である。Rn-219 は自然界に最も多く存在する Rn-222 の同位元素
であり、物理化学的特性は同一である。国際化学物質安全性カード（ICSC 番号 1322）に、
Rn-222 は、沸点：-62℃、融点：-71℃、密度：9.73g/L と記載されている。ラドンの水に
対する溶解度は、25℃において 100mL 中に 22.68mL（0.2268mL/mL）であり、同じ希ガスで
あるキセノンやクリプトンと比較して著しく高い 6)。
＜注射剤中の Rn-219＞
Ra-223 注射液 1MBq 当たりの Rn-219 の含有量Ｍ は、以下のように算出される。
Ra-223 の物理的半減期は 11.43 日、子孫核種である Rn-219 の物理的半減期は 3.96 秒で
ある（図 1）。このように、親核種の物理的半減期が子孫核種に比べて極端に長い場合の放
射平衡については、永続平衡として以下の関係が成立する。
λ1Ｎ1 ＝ λ2Ｎ2

（1）

Ａ1 ＝ Ａ2

（2）

Ｎ1/Ｔ1 ＝ Ｎ2/Ｔ2

（3）

ここで、
λ1：親核種の壊変定数 ＝ 0.693/Ｔ1
λ2：子孫核種の壊変定数 ＝ 0.693/Ｔ2

Ｎ1 又はＮ2：放射平衡における親核種又は子孫核種の原子数
Ａ1 又はＡ2：時間 t における親核種又は子孫核種の放射能
Ｔ1 又はＴ2：親核種又は子孫核種の物理的半減期
1MBq の Ra-223 の永続平衡時の Rn-219 の原子数は、式（1）～（3）を変形した式（4）を
用いて求めることができる。

Ａ1 ＝ λ2Ｎ2，

Ｎ2 ＝ Ａ1/λ2，

Ｎ2 ＝ Ａ1 × Ｔ2/ 0.693

6

（4）
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Ｎ2 ＝ 1 × 10 ×（3.96/0.693） ＝ 5.71 × 10 ［個］
Ｍ ＝（5.71×106［個］/6.02×1023［個］）×22.4×1000［mL］＝2.13×10-13［mL］
このように、標準状態において 1MBq の Rn-219 は最大で 2.13×10-13mL である。ラドンの
水への溶解度と比較すると、0.2268÷（2.13×10-13）＝1.06×1012［倍］となり、極めて薄
い溶液状態である。
また、希ガス元素の Rn-219 は、極めて短い半減期（3.96 秒）で非飛散性のポロニウム-215
（Po-215）に壊変する。したがって、強制的に発泡状態等を作らない限り、通常の使用状
態においては大気中へ飛散する可能性は極めて少ない。
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＜生体内の Rn-219＞
生体内においては、投与した Ra-223 の大部分が骨転移の患部を含めた骨組織に集積する。
骨に集積した Ra-223 は 11.43 日の半減期で Rn-219 に壊変する。Rn-219 は上述のように 3.96
秒といった短半減期で Po-215 に壊変する。ポロニウムは肝臓、腎臓及び脾臓等の臓器に対
して親和性が高く、50 日の生物学的半減期で沈着部位に残留する 7)。また、鉛は骨への親和
性が高いことが知られており、動物実験では、骨から遊離した Ra-223 の子孫核種は 2%以下
であると報告されている 8)。これらのことから、体内に分布した Ra-223 の子孫核種のほと
んどが骨に留まっていると考えられる。
以上に述べたように、本剤の取扱いにおいて、子孫核種の一つである Rn-219 による影響
を考慮したとしても、飛散率として「医療法」において液体又は固体に適用される 0.001
を適用することは、安全側での評価となる。
2.1.3

関連する法令

本治験を実施する場合は、医療法 9)の規制を受ける。更に、本治験に携わる医療従事者に
ついては、国立機関の場合は職員の放射線障害の防止：人事院規則 10-5 10)（国家公務員法）、
公立・私立・民間の場合は電離放射線障害防止規則

11)

（労働安全衛生法）等の法令も関係

する。
2.1.4

法規制

本治験で使用される Ra-223 は、法令によって用語が異なる。
Ra-223 による薬剤は、医療法では「診療用放射性同位元素」、人事院規則 10-5 や、電離
放射線障害防止規則では「放射性物質」と定義されている。
① 医療法施行規則 12)第 24 条第 8 号：診療用放射性同位元素
② 人事院規則 10-5 第 3 条第 2 項：放射性物質
③ 電離放射線障害防止規則第 2 条第 2 項：放射性物質
2.2
2.2.1

実施施設の構造設備等に関する基準（法的要件）
施設構造等に関する基準（法的要件）

本治験に用いられる Ra-223 は、医療法施行規則において「診療用放射性同位元素」と定
義され、病院又は診療所に診療用放射性同位元素を備えようとする場合、あるいは備えて
いる場合には、医療法第 15 条及び医療法施行規則第 24 条第 8 号、第 28 条に基づき、当該
病院又は診療所所在地の都道府県知事に、使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診
療に関する経歴等のほか、診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄施設の構造設
備を届出なければならない。また、医療法施行規則第 30 条の 8、第 30 条の 9、第 30 条の
11 等において、各構造設備等の放射線障害の防止にかかわる基準が規定されている。更に、
医療法施行規則第 30 条の 13～25 において、診療用放射性同位元素の取扱いにあたっての
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病院又は診療所の管理者の遵守事項が規定されている（表 1 施設及び線量限度等の基準参
照）。
表1

施設及び線量限度等の基準
医療法

必要な施設

診療用放射性同位元素使用室＊1)

＊2)

貯蔵施設＊3)
廃棄施設＊4)
管理区域にかかる

実効線量：3 月間につき 1.3mSv 以下

線量限度等＊5)

表面密度：0.4Bq/cm2 以下（アルファ線を放出する核種）
空気中の濃度：3 月間の平均濃度が濃度限度の 1/10 以下

使用施設内の人が

画壁等は、その外側における実効線量が 1 週間につき 1mSv 以下＊2)

常時立ち入る場所
事業所の境界（院

3 月間につき 250μSv 以下＊6)

内の人が居住する
区域も含む）
入院患者の被ばく

3 月間につき 1.3mSv 以下＊7)

＊1）医療法施行規則第 30 条の 14：使用の場所等の制限
＊2）医療法施行規則第 30 条の 8：診療用放射性同位元素使用室
＊3）医療法施行規則第 30 条の 9：貯蔵施設
＊4）医療法施行規則第 30 条の 11：廃棄施設
＊5）医療法施行規則第 30 条の 16：管理区域、同第 30 条の 26 第 3 項：濃度限度等
＊6）医療法施行規則第 30 条の 17：敷地の境界等における防護
＊7）医療法施行規則第 30 条の 19：患者の被ばく防止

2.2.2

患者の入院制限等

1） 患者の入院制限（医療法施行規則第 30 条の 15）
① 診療用放射性同位元素等により治療を受けている*患者を放射線治療病室以外の病室
に入院させてはならない。
*「治療を受けている」とは、診療用放射性同位元素等（放射性医薬品及び放射性治験薬）の投与に
より放射線治療を受けている患者であって、当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線
量が 3 月間につき 1.3 ミリシーベルを超えるおそれがある場合をいう 13)。

② 放射線治療病室に診療用放射性同位元素等により治療を受ける患者以外の患者を入
院させてはならない。
2） 使用の場所等の制限（医療法施行規則第 30 条の 14）
診療用放射性同位元素は、診療用放射性同位元素使用室で用いなければならない。ただ
し、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線
治療病室において使用する場合、又は適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中
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強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合についてはこの限り
ではないとされている。
3） その他の規制
① 診療用放射性同位元素使用室（医療法施行規則第 30 条の 8）：診療用放射性同位元素
使用室の構造設備の基準（壁、床等の基準）。
② 貯蔵施設（医療法施行規則第 30 条の 9）：貯蔵施設の構造設備の基準（貯蔵室、貯蔵
箱等の基準）。
③ 廃棄施設（医療法施行規則第 30 条の 11）：廃棄施設の構造設備の基準（排水設備、
排気設備、焼却設備等の基準）。
2.2.3

届出事項

各施設は医療法施行規則第 28 条で規定されている診療用放射性同位元素の使用に関する
届出にあたって、実効線量、外部漏洩線量、排水、排気の濃度により評価された① 1 日の
最大使用予定数量、② 3 月間の最大使用予定数量、③ 年間の最大使用予定数量、④ 最大
貯蔵予定数量を届出ること。各施設においては届出された使用数量を超えてはならない（医
療法施行規則第 28 条、29 条、医薬発第 188 号 13)）との遵守義務が科せられている。
① 1 日の最大使用予定数量：1 患者当たりの最大投与量×1 日の最大投与患者数より 1 日
の最大使用予定数量を設定する。
② 3 月間の最大使用予定数量：1 週間の最大投与予定数量（1 週間に予定する投薬治療の
最大患者数×1 患者当たりの最大投与量）×13（週/3 月）と設定する。なお、3 月間は、
4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日及び 1 月 1 日を始期とする 3 月間とする。
③ 年間の最大使用予定数量：3 月間の最大使用予定数量×4 とするのが一般的である。
④ 最大貯蔵予定数量：1 日の最大使用予定数量の数倍をその核種の最大貯蔵予定数量と
する。
いずれの場合においても予定数量の設定は使用する診療用放射性同位元素の包装単位を
考慮して計算する。
2.3
2.3.1

塩化ラジウム（Ra-223）注射液の安全管理
帳簿管理

Ra-223 の使用にあたっては、関連法令の定める基準を遵守し、安全管理に努めることが
必要である。適切な方法で取扱い、保管し、所在を明らかにしておかなければならない。
そのために以下の事項に関して帳簿を備えて管理することが定められている（医療法施行
規則第 30 条の 23）。
1）｢入手、使用、保管、廃棄に関する帳簿（放射性医薬品使用記録簿）｣（医療法施行規則
第 30 条の 23 第 2 項、厚生省医務局通知昭和 49 年指第 51 号、医薬発第 188 号）
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使用記録簿には次の項目が必須である。
① 製品規格、② 入荷日、③ 使用日、④ 使用量、⑤ 残量、⑥ 使用者、⑦ 使用患者名、
⑧ 保管廃棄日、⑨ 保管廃棄時放射能
また、保管記録に関する帳簿を作成し、当該施設の貯蔵量が最大貯蔵予定数量を超えて
いないかを確認する。
2）｢放射線障害が発生するおそれのある場所の測定及び記録｣（医療法施行規則第 30 条の
22、電離放射線障害防止規則第 54 条）
当該放射性同位元素の使用に係わる場所（使用室の画壁等の外側、使用室、貯蔵室、廃
棄施設（保管廃棄室及び排水設備）、管理区域境界、居住区域、放射線治療病室、敷地の
境界）の測定は診療を開始する前に 1 回及び診療を開始した後にあっては 1 月を超えない
期間（指定された場所については 6 月を超えない期間）に 1 回放射線の量及び放射性同位
元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を 5 年間保存すること。なお、放
射線の量の測定は、1 ㎝線量当量（率）（70μm 線量当量（率）が 1cm 線量当量（率）の 10
倍を超えるおそれのある場所においては、70μm 線量当量（率）について）で行ない、放射
線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器によって行なうこと。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によって
これらの値を算出することができる。
3）｢放射線診療従事者被ばく線量の測定及び算出の記録｣（電離放射線障害防止規則第 8 条）
医療法施行規則第 30 条の 18 に基づき、放射線診療従事者等の外部被ばく及び内部被ば
くによる実効線量及び等価線量について測定し、その結果に基づき厚生労働大臣の定める
ところ（厚生省告示第 398 号 14））により算定する。
4）｢電離放射線健康診断個人票｣（電離放射線障害防止規則第 57 条）
放射線診療業務に常時従事する労働者（放射線診療従事者）における「電離放射線健康
診断」の結果を、「電離放射線健康診断個人票」に記録する。
5）｢放射性医薬品を投与された患者の退出に関する記録｣
退出・帰宅を認めた場合には、下記の事項について記録し、退出後 2 年間保存する。
① 投与量、退出した日時、退出時に測定した線量率
② 授乳中の乳幼児がいる母親に対しては、注意・指導した内容
2.3.2

使用場所の制限

診療用放射性同位元素の使用は医療法施行規則第 30 条の 14 により、同規則第 30 条の 8
に規定する診療用放射性同位元素使用室又は同規則第 30 条の 12 に規定する放射線治療病
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室で行なうことが義務づけられており、本剤は診療用放射性同位元素使用室での使用を原
則とする。また、診療用放射性同位元素の使用にあたっては、貯蔵施設並びに廃棄施設を
設ける必要がある（表 1 施設及び線量限度等の基準参照）。
これらの構造設備については、医療法施行規則第 30 条の 8～9 及び第 30 条の 11 並びに
関連通知である医薬発第 188 号に、その基準が示されている。
2.3.3

排気・排水・使用場所の管理と濃度限度等

診療用放射性同位元素の使用場所、排気及び排水の濃度限度等については、医療法施行
規則第 30 条の 22 及び 26、並びに医薬発第 188 号第二（六）線量等の算定等 1～5 に基づき、
放射線安全管理を確保する。
Ra-223 の使用にあたっても、排水又は排気中の放射性同位元素の濃度、使用場所におけ
る放射性物質濃度・線量率等の管理が必要であるが、本治験においては、本剤の使用数量
が明らかであることから、計算により Ra-223 核種が濃度限度以下となることを求めること
でも放射線安全管理を行うことが可能である。
診療用放射性同位元素使用室等、放射性医薬品の使用にかかわる場所については、1 月を
超えない期間（指定された場所については 6 月を超えない期間）ごとに 1 回、以下の項目
に関する汚染の状況や空間線量、そして空気中濃度を測定（① 表面汚染測定、② 1cm 線量
当量率測定、③ 空気中の放射性物質濃度測定）し、その結果に関する記録を 5 年間保存し
なければならない。汚染の生じるおそれのある部分は、あらかじめ吸水性のポリエチレン
シート等で被覆するなどの万一の汚染に対する備えを行なう。汚染した場合には直ちに汚
染の除去を行ない、確実に汚染除去が行なわれたかどうかを測定し確認する。
排水に関しては、Ra-223 核種が濃度限度以下（Ra-223 が排水中に 0.005Bq/cm3 以下）で
あることを実測又は計算により確認して排水すると共に、その記録を作成する。
排気に関しても同様に、実測により排気濃度限度以下であることを測定することに代え
て、計算により濃度限度との比を求めることができる。
詳しくは「排気・排水に係る放射性同位元素濃度管理のガイドライン」15)を参照されたい。
なお、排気・排水の測定を行う場合には、測定を専門の業とする、外部の信頼しうる企業
に委託することも可能である。ただし、委託の際は、医療法第 15 条の 2 に規定する基準を
遵守すること。各組織下の中で管理体制を明確にした放射線安全管理責任者は、当該放射
線測定を外部委託した場合においても、得られた測定結果等の記録を保管し、管理状況を
把握すると共に施設はその内容について管理する責任がある。

３.
3.1

被ばく防護
本剤使用時の被ばく防護

本治験に用いる薬剤を取り扱う場合には、できるだけ作業時間を短くする、距離をとる、
遮蔽をするなど、外部被ばく防護の 3 原則を守り被ばくの軽減に努める。バイアルを取り
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出す際にピンセット等の器具を用いる場合は、バイアルの取り落とし、時間延長等に気を
つける。シリンジを必ずしも遮蔽する必要はなく、その判断は個々の施設に委ねられる。
表 2 に遮蔽体のない本剤の取扱い時に実測された線量率を記す。

表2

遮蔽体のない本剤（Ra-223 を含む）のガラスバイアルから測定された線量率＊8)
バイアルからの距離

線量率（μSv/h/MBq）

1m

＜0.1

10cm

＜5

表面

＜100

＊8）治験に供する本剤は無色澄明な水溶液で、20mL バイアルで供給される。1 バイアル当たり放射能量と
して 6MBq（検定日）を含有し、薬液の放射能濃度は 1MBq/mL である。

投与前の準備、投与後の廃棄物の処理を行う際には、白衣や手袋等の防護具を着用する。
汚染の生じる恐れのある部分は、あらかじめ吸水性のポリエチレンシート等で被覆するな
ど、万一の汚染に対して備える。
万一、手や顔等の皮膚や眼球が本剤により汚染された場合は、直ちに多量の水で十分洗
浄する。本剤による汚染に対しては、0.01M のエチレンジアミン五酢酸（EDTA）溶液等の錯
化剤により Ra-223 を完全に除去する。
本剤の使用が終了した後に、本剤の動線に沿って Ra-223 による汚染がないか、管理区域
の作業場所を測定する。Ra-223 はアルファ線、ベータ線及びガンマ線を放出するため、表
面汚染の検出にはこれらの放射線に有効な汚染検出器が幅広く利用できるが、アルファ線
専用検出器よりも、ベータ線検出器を用いる方が以下のような利点を有する。
・ Ra-223 による汚染に対し、計数効率が高い。
・ ベータ線を検出する場合は、アルファ線を測定するときのように測定場所表面と検出
器の距離を極端に接近させる必要がないため、検出器を汚染させる危険性が低い。
3.2

医療従事者の被ばく（外部被ばくと内部被ばく）

医療法施行規則第 30 条の 18 及び 27、医薬発第 188 号第二（五）限度に関する事項 1～2
並びに第二（六）線量等の算定等 1～5 に基づき、医療従事者（放射線診療従事者等）の被
ばく防止に努めなければならない。塩化ラジウムの投与量は患者によって異なることがあ
るが、投与量を 10MBq とした場合†、作業時間、線源との距離の関係により、医療従事者の
外部被ばく線量は表 3（医療従事者の外部被ばく線量）のように算出される。なお、223Ra
の場合、図 1 に示すとおり壊変系列をつくり、親核種である 223Ra と系列の子孫核種は放射
†

日本で計画中の治験における最大投与量は 1 回当たり 100kBq/kg が予定されていることから、
体重 100kg の患者に投与した場合を想定して、総投与量を安全側に設定した。
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平衡（永続平衡）の状態にある。平衡状態では、各子孫核種の放射能は親核種の放射能に
等しい。本試算では、被ばく線量の評価において、アイソトープ手帳 11 版に掲載された 223Ra
の実効線量率定数に各子孫核種の定数を加算した 0.0454［μSv・m2･MBq-1・h-1］を平衡 223Ra
に対する値として採用した。

表3

医療従事者の外部被ばく線量

実効線量（全身）
皮膚
1 例当たり
1 例当たり
作業 距離 被ばく線量 作業 距離
時間
時間
(分) (cm)
(分） (cm) (mSv)
-4
準備 10
50
3.03×10
10
1
投与 5

50

1.51×10-4

5

1

線量限度
被ばく線量
(mSv)
0.757
0.378

実効線量限度 皮膚等価線量
（全身）
限度
男性
50mSv/年
100mSv/5 年
女性
5mSv/3 月

500mSv/年

内部被ばくに関しては、「平成 12 年 12 月 26 日厚生省告示第 398 号 14)」に基づき、下式
により算出される。（参考：医療放射線管理の実践マニュアル 16)）
実効線量（mSv）Ｅは、下式で求める。

Ｅ ＝ ｅ × Ｉ
ここで、Ｉは吸入摂取した診療用放射性同位元素量（Bq）で、

Ｉ ＝ 1.2 × 106 × Ｃ × ｔ
1.2×106：成人が 1 時間に吸入する空気の摂取率（cm3/h）

Ｃ：空気中放射能濃度（Bq/cm3）
ｔ：作業時間/週
Ｃ ＝ Ａ×飛散率×1 週間の使用日数/（Ｖ×106×8（h）×1 週間の使用日数）
Ａ ＝ 1 日の最大使用予定数量（Bq）
Ｖ ＝ 室内の排気量（m3/h）8 時間/日運転する。
本剤の場合、Ａ：10MBq、飛散率：0.001、室内の排気量：1 日、Ｖ：560（m3/h）、1 週間
の使用日数：5 日、作業時間：10 分（0.167h）、ｅ（Ra-223 を吸入摂取した場合の実効線
量係数）：5.7×10-3（mSv/Bq）とする。内部被ばく（実効線量（mSv）：Ｅ）は以下のとお
りとなる。
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Ｃ ＝ 10 × 106 × 0.001 × 5/(560 × 106 × 8 × 5) ＝ 2.23 × 10-6（Bq/cm3）
Ｉ ＝ 1.2 × 106 × Ｃ × 0.167×5 ＝ 2.23（Bq）
Ｅ ＝ ｅ × Ｉ ＝ 5.7 × 10-3 × 2.23 ＝ 1.27 × 10-2（mSv）
3.3

教育訓練

本治験に係る放射線の安全取扱いは、放射線安全を含めた医療安全に関する組織的な体
制が整っている施設において、放射線に関する十分な知識を有する医師等のもとで適切な
教育を受けた者により実施する。
3.4
3.4.1

投与後の注意事項
退出の考え方

放射性物質の投与を受けた患者から第三者への放射線被ばく線量の評価にあたっては、
以下の点を考慮した。
1） 公衆被ばくの線量限度：1mSv/年
公衆被ばくの線量限度については、ICRP Publication 60（1990 年）勧告 2)（1 年につい
て 1mSv の実効線量。ただし特殊な状況下では、5 年間にわたる平均が年当たり 1mSv を超え
ていなければ、単一年ではもっと高い値が許されることがある）の値を採用する。なお、
国内法令にはまだ取り込まれていないが、上記勧告の後継となる ICRP Publication 103
（2007 年）勧告 17)に記載されている値も変更されていない。
2） 介護者の積算線量値：5mSv
介護者、志願者等に対する被ばくについて ICRP Publication 73（1996 年）「医学におけ
る放射線の防護と安全」3)の 95 項に、患者の介護と慰撫を助ける友人や親族の志願者の被
ばくを医療被ばくと位置づけて、その「線量拘束値は一件当たり数 mSv 程度が合理的であ
る。」と勧告している。一方、国際原子力機関（IAEA）の国際基本安全基準（1996）4)にお
いて、患者の慰安者と訪問者に対する線量拘束値及び線量限度に関する実際的な値を勧告
しており、「この部分に設定される線量限度は、患者の慰安者、すなわち医学診断又は治療
を受けている患者の介護、付添及び慰撫を（雇用上、又は職業上ではなく）自発的に助け
る間、承知の上で被ばくする個人あるいはその患者の訪問者には適用されない。しかしな
がら、如何なる慰安者又は訪問者の線量も患者の診断又は治療の間、一行為当たり 5mSv を
超えないように拘束されるべきである。放射性物質を摂取した患者を訪問する子供の線量
は、同様に 1mSv 未満に抑制されなければならない。」としている。
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3） 被ばく係数
患者と接する時間や、その際の患者との距離は、被ばく線量と関係する要素となる。し
たがって、第三者の被ばく線量を評価するうえで考慮すべき因子である被ばく係数††につい
ては、個人ごとの関わりの程度を勘案して設定する必要がある。
① 介護者に関する被ばく係数：0.5
放射性医薬品の投与を受けた患者に関する実測値に基づき、手厚い看護を必要とする
場合は、被ばく係数 0.5 の適用が合理的であるとする報告がある

18)

。また投与患者から

の被ばく線量を測定したわが国の調査の結果でも、係数 0.5 を用いるのが適当とされて
いる 19)。
以上より、患者の退出・帰宅後の、介護者の線量評価における被ばく係数として、0.5
を採用することとする。
② 公衆に関する被ばく係数：0.25
一般家庭における、患者の家族の被ばく線量の実測値に基づき、被ばく係数 0.25 の採
用が妥当であるとする報告 18)がある。
患者の退出・帰宅後の、介護者以外の家族、及びその他の公衆に対する被ばく係数と
して、0.25 を採用することとする。
4） 外部被ばくの線量の算出
外部被ばく線量は、次式において算出される。

Ｉ ＝ Ａ × Ｃ × Ｆa × ｔ/Ｌ （参考：医療放射線管理の実践マニュアル 16））
ここで、Ｉ：計算地点における実効線量（μSv）、Ａ：放射能（MBq）、Ｃ：線源の実効線
量率定数（μSv・m2・MBq-1・h-1）、Ｆa：実効線量透過率（複数の遮蔽体がある場合にはその
透過率の積全体の透過率とする）、ｔ：使用時間（h）、Ｌ：線源から計算点までの距離（m）
実効線量率定数は、3.2 に示した値を用いることができる。
Ra-223 の投与を受けた患者が退出・帰宅した後の、患者以外の第三者の被ばく線量の計
算には、患者の体表面から 1m の距離における線量率及び積算線量を使用する。

5） 体内残留放射能量について
放射性医薬品を投与された患者の体内放射能量は、核種固有の物理的半減期と生体の代
謝・排泄（生物学的半減期）に依存して減少する。したがって、この両方の減少を加味し
た実効半減期で評価するのが実際的であるといえる。しかしながら、放射性物質の生物学
††

実際に第三者が患者から受けると推定される線量と、着目核種の点線源（この場合は患者）
から 1m の距離の場所に無限時間（核種がすべて壊変するまでの時間）滞在したときの積算線
量との比。
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的半減期には個体差が大きく、また疾病等でも変動しうる。したがって、体内残留放射能
量の評価にあたっては、以下のことを考慮する。
介護者、公衆に関する評価：疾病ごとに実効半減期が異なることから、これらの被ばく
の線量評価を行う際の体内残留放射能量の推定については、物理的半減期のみを適用し、
安全側での評価を行うものとする。
Ra-223 の物理的半減期：11.43 日

6)

内部被ばくの評価について
一般的に、患者に投与された放射性物質は、呼気、尿、糞便、汗、唾液及び母乳等を通

じて体外に排泄され、家族及び公衆に対する内部被ばくの原因となることが考えられる。
これらのうち、母乳の経路は一定期間授乳を止めること、また、他の経路については一般
的な衛生上の注意を払うことにより、内部被ばくをある程度防止することができる（Ra-223
とその子孫核種は患者の体内から呼気等を介して空気中に飛散しない。2.1.1 及び 2.1.2 項
参照）。

3.4.2

Ra-223 投与患者から介護者及び公衆が受ける線量の評価

1） 外部被ばく線量の評価
患者体内のRa-223による外部放射線の評価にあたっては、Ra-223の排泄は考慮せず、物
理的半減期により減少するとの仮定をおいた。
・ 体内残留放射線量 1MBq 当たりの外部被ばくの積算線量
1［MBq］×0.0454［μSv･m2･MBq-1･h-1］×（11.43［d］/0.693）×24［h/d］ ＝ 18.0［μSv］
・ 10MBq の投与を受けた患者から、1m の距離における線量率
10［MBq］×0.0454＝0.454［μSv/h］
・ 介護者の年間積算線量（10MBq を 6 回†††、被ばく係数を 0.5 と仮定）
18.0［μSv/MBq］×10［MBq/回］×6［回/年］÷1000［μSv/mSv］×0.5 ＝ 0.54［mSv/年］
・ 公衆の年間積算線量（10MBq を 6 回、被ばく係数を 0.25 と仮定）
18.0［μSv/MBq］×10［MBq/回］×6［回/年］÷1000［μSv/mSv］×0.25 ＝ 0.27［mSv/年］
以上から、患者からの家族（介護者）及び公衆への線量拘束値（それぞれ 5mSv/年及び
1mSv/年）を下回り、退出・帰宅が認められる。また、退出・帰宅を認める場合は、書面及
び口頭で日常生活等の注意・指導を行う。
†††

海外国際共同第Ⅲ相試験（ALSYMPCA）における投与量が 50kBq/kg×6 回であること、また国
内第Ⅰ相試験での初回投与量が 50、100kBq/kg に予定されていること（2 回目以降は 50kBq/kg）
を考慮し、本マニュアルでは総投与量を 10MBq（100kBq/kg×100kg 体重あるいは 50 kBq/kg×
200kg 体重に相当）×6 回と安全側に評価した。
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3.4.3

患者・家族への注意事項

Ra-223 の投与後、体液（主に血液）、尿及び糞便に多少の放射能が存在するため、以下
のような注意事項を患者・家族（介護者）に対して文書で説明し、理解を得る必要がある。
Ra-223 投与後 1 週間（各 Ra-223 投与後の最初の 1 週間）の注意事項
【日常生活での注意】
・ 出血の際には、血液をトイレットペーパーできれいに拭き取り、トイレに流すこと。
・ 患者の尿や糞便に触れる可能性がある場合、また、これらで汚染された衣類等を取り扱
う場合には手袋を着用すること。
・ 患者の血液に触れた場合は、必ず石鹸を用い手をよく洗うこと。
・ 性行為が可能な場合、性交の際にコンドームの使用が推奨されること。
・ Ra-223 を注射された後であっても、周囲の人々（子ども、妊婦を含む）と接する際に特
別な制限がないこと。
【洗濯での注意】
・ 着用した衣類等の洗濯は、患者以外の人の衣類と別にし、血液や尿が付着したシーツ類
や下着類は、十分にすすぐこと。
【排尿・排便時の注意】
・ 男性も座位で排尿すること。
・ 尿がこぼれた場合には、トイレットペーパーできれいに拭き取り、トイレに流すこと。
・ 使用後のトイレの洗浄は 2 回行うこと。
・ 排尿・排便後は、必ず手をよく洗うこと。
・ 患者の排泄物に触れた場合は、必ず石鹸を用い手をよく洗うこと。
3.4.4

医療従事者への注意事項

本治験に携わる医療従事者は、本マニュアル及び放射能の体内動態を理解し、上述の放
射線防護の原則を患者・家族へ十分説明すると共に、医療機関の安全管理を徹底すること
が重要である。また、本治験に関する知識を有する医師は、医療従事者に対して適切な教
育を実施し、医療機関内での協力体制を構築することが必要である。
緊急の医学的処置が必要な場合には、上記の放射線防護に関する遵守事項よりも、適切
な医学的処置が優先される。
特に患者の介護に従事するものは、投与後 1 週間は以下の点に注意する。
・ 患者の尿や糞便、又は血液に触れる可能性がある場合、また、これらで汚染された衣類
等を取り扱う場合には手袋を着用する。
・ 患者の排泄物や血液等に触れた場合は、必ず石鹸を用いよく手を洗う。
・ 患者の排泄物や血液で汚染された衣類等は他の衣類とは別に洗濯する。
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４.

医療用放射性汚染物（Ra-223 によって汚染された物）の廃棄

Ra-223 によって汚染された物は、医療法施行規則第 30 条の 11 に規定される「医療用放
射性汚染物」に該当する。医療用放射性汚染物は医療法施行規則第 30 条の 11 の規定に基
づいた各医療機関の「廃棄施設」に保管廃棄する。
オムツや尿パック等の人体からの排泄物や血液等の付着したものの取扱いについては、
『放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いについて』
（核医学診療を行う医
療従事者のためのガイドライン）及び『放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の
取扱いマニュアル』
（（社）日本医学放射線学会、
（社）日本放射線技術学会、日本核医学会、
日本核医学技術学会、医療放射線防護連絡協議会）20)を参考にする。
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さんのオムツ等の取扱いについて」（社）日本医学放射線学会、（社）日本放射線技術
学会、日本核医学会、日本核医学技術学会、医療放射線防護連絡協議会
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用語集
国際原子力機関（IAEA）：International Atomic Energy Agency
原子力の平和利用を進めることを目的として、1957 年に発足した国連の組織の 1
つ。開発途上国に対する援助や、核エネルギーの軍事利用への転用を防止する保
障措置業務を行なっている。IAEA は ICRP の考え方を基に放射線防護と放射線源の
安全に関する安全基準を作成しており、世界各国はこの安全基準を放射線防護関
係法令に取り入れている。
国際放射線防護委員会（ICRP）：International Commission on Radiological Protection
1928 年に国際Ｘ線・ラジウム防護委員会（IXRPC）という名称で設立され、1950
年に改組され現在の名称に変更された。ICRP は防護の考え方、数値基準等を検討
し勧告で示している。勧告は世界各国の放射線防護関係法令の規範となっている
ばかりでなく、放射線管理の実務にも活用されている。
物理的半減期（Tp1/2）：放射能が最初の 1/2 になるまでに要する時間。一般に単に半減期と
言えば、物理的半減期を指す。
生物学的半減期（Tb1/2）：更なる取りこみがない場合、生体系又はコンパートメントが、生
物学的プロセスによって、その中に入った物質（例えば放射性物質）の量の半分を
取り除くために要する時間。
アルファ線（α線）：放射線の一種で、ヘリウム（He-4）の原子核と同じ構成の原子番号 2、
中性子数 2 の安定な粒子で、放射性壊変に伴い放出される。
α線は電離作用が強く、
空気中でも線源から数 cm で止まってしまうほど物質中の飛程が短い。そのため紙
等でも十分遮る事ができる。しかし、その電離作用の強さのため、α線を出す物質
を体内に取り込んだ場合の内部被ばくに注意する必要がある。
ベータ線（β線）：放射線の一種で、β壊変に伴って放出される高速電子。透過力は弱く、
通常は数 mm のアルミ板や 1cm 程度のプラスチック板で十分遮蔽できる。
ガンマ線（γ線）：励起状態にある原子核がより安定な状態に移るときに生ずる電磁波。
γ線は核壊変あるいは核反応に付随して放出され、核種に固有な単一スペクトルの
エネルギーをもつ。一回の壊変で異なるエネルギーのγ線を複数放出する核種もあ
る。Ｘ線も電磁波であるが、便宜的に発生機構により原子核に基因するのがγ線、
核外に基因するのはＸ線とされる。γ線は透過力が強く、一般に鉛で遮蔽する。
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線量当量：放射線防護を目的とし、放射線の種類、被ばくの態様に共通の尺度で被ばくの
影響を評価する量を定めたもの。線量当量の単位はシーベルト（Sv）。
被ばく線量：一般に、人体が放射線によって被ばくした時の放射線の量をいう。
外部被ばく：身体の外部からの放射線による被ばく。この場合、透過力の強いＸ線、γ線、
中性子線は、身体組織全体に影響を与えるが、β線は透過力が弱いため、皮膚及び
眼球への影響が主である。
内部被ばく：生体内に取り込まれた放射性物質により受ける照射。放射性物質が体内に入
る経路は、呼吸によるもの、経口によるもの、皮膚を通じるものの 3 通りがある。
線量率：単位時間当たりの放射線の量をいう。
1cm 線量当量（率）：実効線量は直接測定できないので、国際放射線単位測定委員会（ICRU）
は一般の被ばく条件では常に実効線量より大きな値を示し、安全側に評価できる作
業環境モニタリングのための周辺線量当量（Ｈ*(d)）及び個人モニタリングに用い
る個人線量当量Ｈp(d)２種類の実用的な外部被ばく測定に係わる量を提案し、我が
国も含めて国際的に使用されている。Ｘ線又はγ線を人体組織が受けた場合、被ば
く線量がもっとも高く影響を受けるのは人体表面ではなく人体組織のある深さで
ある。体表面から 1cm の深さの被ばく線量を評価の基準とすれば、常に実効線量よ
り高い値となり、安全余裕をもって被ばく管理を行なうことができるとされ、ICRP
は d＝10mm を勧告した。これに基づきわが国では（Ｈ*(10)）を場所にかかわる 1cm
線量当量、Ｈp(10)を個人にかかわる 1cm 線量当量と呼び、これらを 1cm 線量当量
と総称している。ガラスバッジや放射線管理用のサーベイメータ等はこれに係る値
を表示するように調整されている。
70μm 線量当量：弱透過性放射線に対しては、皮膚の線量当量（生物学的な影響を考慮にい
れた照射された放射線量）として、身体表面から 70μm の深さ(d＝0.07mm)の組織
の線量当量が採用され、場所にかかわる 70μm 線量当量と個人にかかわる 70μm
線量当量を総称して 70μm 線量当量という。個人にかかわる量は、ガラスバッジ等
の個人線量計によって評価される。
実効線量率定数：放射能1MBqの点線源が、遮蔽するものがない状態で置かれているときの、
距離1mにおける1時間当たりの実効線量を求めるための定数（μSv･m2･MBq-1･h-1）。
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線量限度：放射線防護の観点から、個人が受ける、超えてはならない実効線量又は等価線
量の値。現行法令は、ICRP 勧告（1990 年）に基づき、線量限度が定められている。
実効線量限度は、職業人に対し、50mSv/年かつ 5 年間で 100mSv、公衆に対し、1mSv/
年。これらの値は、外部被ばくと内部被ばくの合計であり、この線量限度には自然
放射線による被ばくと医療行為による被ばくは含まれない。
等価線量：次の式で与えられる組織又は臓器Ｔの線量。
H T   wR DT , R
R

ここで、ＤＴ,Ｒは組織又は臓器Ｔが放射線Ｒから受ける平均吸収線量、ｗＲは放射
線加重係数である。等価線量の単位は一般的にシーベルト（Sv）が用いられる。
実効線量：人体のすべての特定された組織及び臓器における等価線量の組織加重合計であ
って、次の式で表される。
E   wT  wR DT ,R
T

又は

E   wT H T

R

T

ここで、ｗR ＤＴ,Ｒ又はＨＴは組織又は臓器Ｔの等価線量、ｗＴは、組織加重係数で
ある。一般的に実効線量の単位はシーベルト（Sv）である。
飛散率：排気中もしくは、空気中の放射性同位元素の濃度の算定にあたって用いられる係
数。
気体

ガストラップ装置を使用する場合

10-1

それ以外のとき

1
10-3

液体・固体

（医薬発第 188 号：平成 13 年 3 月 12 日通知）
被ばく係数：実際の場合に第三者が患者から受けると推定される線量と、着目核種の点線
源（患者）から 1m の距離の場所に無限時間（核種がすべて壊変するまでの時間）
滞在したときの積算線量との比。
（医政指発第 1108 第 2 号：平成 22 年 11 月 8 日通知）
医療用放射性汚染物：医療法施行規則において「診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と規定している。
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