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　“国民の声” を届ける
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会 長 絹谷 清剛
金沢大学 医薬保健研究域 医学系

核医学 教授

　広報誌を昨年冬に創刊し、今回から“ホップ・ステップ・かくいがく♪”
として新たにスタートいたしました。核医学は、名前そのものが”核“と
なんだか恐ろしげな文字が入っていますし、放射線・放射能という堅
い用語を避けることができませんので、“ゆるーい”のがいいねと関係
者でいろいろとタイトル案を出した中から、みなさんの投票で決定しま
した。名前はゆるっとしましたが、活動は硬派でやっています。本号
に紹介がある通り、核医学治療の国内開発は確実に前進しています。
　また、医療用放射線核種の国内製造の議論が、関連学会・患者会と
連携の上活発化しています。“かたーく”連携してがんばりましょう♪

　皆様の投票にて本誌のタイトルが決まりまし
た。核医学診療にまつわるいろいろな話題を「ゆ
るっと」ご紹介していけたらと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします！
　タイトルロゴデザインもなかなか印象的な仕
上がりになりましたがいかがでしょうか。なん
となく懐かしい、どこかで見たことがある雰囲
気の書体だと思われる方もいるかもしれません。
実は、「鉄腕アトム」のタイトルロゴ風のフォン

トを使用しています。タイトル総選挙で「アト
ム」という語の入った候補がいくつかありま
したが、これは絹谷会長が IAEA の「Atoms 
for Health」から着想を得て候補にと考えた
のが始まりでした。総選挙では「アトム」系候
補の間で票が割れてしまったこともあり、採用
ならずとなりましたが、「Atoms for Health」
のスピリットをほんのちょっと注入したロゴデ
ザインになっています。

タイトル総選挙の結果、得票数1位の「ホップ・ステップ・かくいがく♪」
に決定しました。ご投票いただいた皆様、ありがとうございました。必
要な医療にアクセスできる国内の環境を整えるべく、会員の皆さまと、
一歩一歩進んでいけたらと思います！

核医学の基礎知識

核医学でよく使われるキーワードを
ホームページの用語集から抜粋してご紹介♪

コラム「数字で見る核医学診療」と、
シリーズ「核医学の歴史」をスタートしました。
核医学にまつわるお話を、色々な角度から皆様にお届けできればと思います

入会申し込みはこちらから

▲

https://www.ncnmt.jp/

公益社団法人 日本アイソトープ協会内
〒113-8941  東京都文京区本駒込 2-28-45
TEL.03-5395-8033  FAX.03-5395-8056

kokuminkaigi@jrias.or.jp 

事務局

核医学診療施設一覧のご紹介

日本アイソトープ協会のホームページに核医学診療を実施
している施設一覧のリンクを掲載しています。疾患や薬剤
ごとに、診療を受けられる病院をお探しいただけます。

今回は

検査用語を

ご紹介しま
す！
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核医学検査
（SPECT・PET）

SPECT 検査 FDG-PET 検査

体の中に放射性医薬品を投与し、
臓器などに集まる様子を微量に
放出される放射線を利用して、画
像や数値で見る検査を指します。
多くの場合はガンマカメラという
機器を用いて体の中の状態を画
像にして診断しますが、他の装置
で測定することもあります。
臓器の形態を画像にする CT 検査
とは違い、おもに臓器の働き具合

（機能）を調べます。
形態だけでは判断が難しい状態
にある病気を診断できる特徴が
あります。

Single Photon Emission 
Computed Tomography

（単一光子放射断層撮影
装置）の略称です。SPECT
検査では、放射性医薬
品につけたラジオアイソ
トープから放出される放
射線（主にγ線）で体の中
の状態を断層画像にして
診断します。

体を構成しているあらゆる細胞は、
生きるためのエネルギー源として
グルコース（ブドウ糖）を利用して
います。放射性同位元素である
18F（フッ素）を含んだグルコース

（ブドウ糖）を FDG といい、同じよ
うに細胞に取り込まれます。がん
細胞は異常に増殖するため正常な
細胞より多くの FDG を取り込み、
病気で弱った細胞は FDG の取り
込みが少なくなります。この性質
を利用して、がん、脳、心臓など
の病気を正確に詳しく診断するこ
とができます。

編集だより

タイトル
ロゴデザイン
裏話

事務局通信

● 患者さんやそのご家族の、核医学に関する疑問にお答えする冊子「核医学治療 Q&A」をリリー
スいたします。詳細は後日、HP にてお知らせいたします。

●核医学診療を取り巻く状況に対する皆さんの「声」を HP 上で募集しています！ 核医学診療を
受けて良かった or 困ったこと、当会の活動に期待すること、広報誌の感想、などなど、ぜひ
ご自由にお寄せください。

〈RIっクマ〉



／

核医学

／

最新トピックス

／

朗報！神経内分泌腫瘍に対する PRRT の国内第 1 相治験終了

国内企業治験が進行中の表記治療について、公開されている臨床試験情報（JAPIC）によると、国
内で 2 つの治験が実施され、そのうち第 1 相試験は試験を完了し、第 1/2 相試験は被験者募集が
終了して試験継続中とのことです。順調に進捗しているようで、近い将来の承認が期待されます。 

前立腺がんの 68Ga-PSMA PET 診断と 177Lu-PSMA 治療に期待

世界的に広まりを見せており、前立腺がん診療への有用性のデータが広く蓄積されてきた 68Ga-
PSMA PET 診断と 177Lu-PSMA 治療の国内導入が期待されています。
18F-PSMA PET 診断については、大阪大学と京都大学で医師主導研究として実施されています。既
存のサイクロトロンを利用できることもあり、国内でも有用性が徐々に見えてきました。

核医学診療用放射性核種の国内生産に向けて活動活発化

核医学診断に頻用される 99mTc（テクネチウム）生成に必要な 99Mo（モリブデン）や、治療用 α 線核種
の国内製造に関する議論が活発化してきました。解決すべき課題はたくさんありますが、実現に向け
て国民会議からも意見・要望を出す予定です。

NEW!

　右の図は各都道府県の人口十万人当たりの SPECT 検査の実施数を表し
たものですが、地域によって差があるのが分かります。
　地域差の原因としては、施設の問題も上げられますが、熱心な指導者の
存在によって核医学検査の意義に関する教育を受けた医師たちが、日常の
診療において核医学検査を広く利用しているということが考えられます。
　地域格差の解消には、施設の拡充はもちろんのこと、核医学検査の意
義や有用性を絶えず啓発することも求められます。

＊イオンを加速するための円形加速器。加速したイオンをターゲット物質にぶつけることで、診療で使う放射性核種が製造されます。

（公社）日本アイソトープ協会
「第 8 回全国核医学診療実態調査報告書」（2018年）

□都道府県別人口10 万対の
　SPECT検査年間推定検査件数

人口 10万対の検査件数
（年間推定）
■900以上 
■ 700～ 900 未満 
■ 500～ 700 未満 
■ 300～ 500 未満 
□ 300 未満 

・日本アイソトープ協会50年史表　 https://www.jrias.or.jp/association/pdf/nenpyo1951-2001.pdf     ・NHK放送史　https://www.nhk.or.jp/archives/asadora/chronology/area.html
・日本メジフィジックス株式会社Webページ　核医学の歴史https://www.nmp.co.jp/public/nuclear/index2.html    

1900年（ヴィラール）
ガンマ線を発見

2005 年～
FDG-PET を用いた
検査の発展

1941 年
アメリカで放射性ヨウ
素による甲状腺機能亢
進症の治療開始

1960年
放射性医薬品第 1 号が
日本で承認される

1913 年（ヘベシー）
放射性トレーサー法を
開発

セラノスティクス
1956 年（アンガー）
シンチカメラを開発
これ以降様々な装置が
開発される

1978 年～
心筋血流シンチグラフィ

朝ドラ
年表前立腺がんでの 18F-PSMA-1007 PET/CT 画像 

▲

また、北海道大学、東京医科歯科大学（AMED 革新的
がん医療実用化研究事業に採択）でも PSMA PET 診断
の開発や医師主導治験が企図されています。
177Lu-PSMA 治療も有効性データが国際的に示されており、国内での開発が望まれるところです。
現段階では、まだ国民会議として当局などに働きかけをするタイミングではありませんが、一日も
早く通常の診療に用いることができるように、近い将来皆さんと活動を活発化したいと思います。

全身PET（右）の点線の断面をPET/CT（左）に表示。
右腸骨転移（赤矢印）に加えて、従来の検査では検出が難しい小
さなリンパ節転移（黄矢印）が描出されている。

大阪大学渡部直史先生からご厚意により提供していただきました

CO LUMN

コラム ● 数字で見る核医学診療

X 線を発見。
世界に放射線を初めて
知らせた。

1895年
〈レントゲン〉

サイクロトロンを開発。
多くの人工放射性同位
元素の発見に寄与。

1932 年
〈E・ローレンス〉

ウラン鉱石から X 線と
は異なる放射線が出て
いることを発見。

1896 年
〈ベクレル〉

国内で最初のサイクロト
ロンを作成。アイソトー
プの製造と利用が始まる。

1937年
〈仁科 芳雄〉

ウラン鉱石より強い放
射線を出すポロニウム、
ラジウムを発見。

1898年
〈キュリー夫妻〉

原子が崩壊時に放射線
を出すことを発見。
α線、β線を発見した。

1899年
〈ラザフォード〉

1900 年代へ

現代 未来へ

1890 年代：放射線・放射能の発見

1930 年代：サイクロトロンの開発

様々な放射性核種の発見

1940 年～：核医学診断、核医学治療の発展

1891年／第93作
「あさが来た」の白岡あさが

女子大学校設立に向けて奮闘する。

1931年／第 102作
「エール」の作曲家・古山裕一が

紺碧の空を作曲。

1958年／第99作
「まんぷく」の立花萬平が
まんぷくラーメンを開発。

1900年／第90作
「花子とアン」の花子

（赤毛のアン翻訳者）が生まれる。

1913年／第97作
「わろてんか」の藤岡てんが

風鳥亭を作った

1982 年～
骨シンチグラフィ

1986 年
脳血流シンチグラフィ

参
考

　日本メジフィジックスは、社名の「メジ（medical）」＋「フィジックス
(physics)」が表すとおり、医療に物理現象である放射線の特性を活かす
ことを目指して創業した会社で、主に核医学検査で使用される放射性医薬
品の研究開発、製造・供給に従事しております。近年では診断と治療を融
合させたセラノスティクス製剤の開発にも取り組んでいます。
　がん、心臓病、脳血管障害や認知症などの診断および治療において、
今後ますます重要な役割を期待される核医学診療の発展に微力ながら貢
献したいと考えるとともに、核医学診療推進国民会議を通じて、核医学診
療の素晴らしさが世の中に広く普及されることを期待しています。

1974 年に当社に設置されたサイクロトロン＊の運
転風景。商業用に運転するサイクロトロンとして
は国内初でした。

日本メジフィジックス株式会社
第 1 回

会の活動にご協力いただいている
賛助会員企業をご紹介します。

賛助会員企業賛助会員企業 ののご紹介ご紹介

放射線の発見から 100 年以上かけて、核医学は発展してきました。
このコーナーでは今後、皆さんにより核医学を知っていただけるように、今までの歴史を時系列に沿って紹介していきます。

今回は全体の流れについて、年代をイメージしやすいよう NHK 朝ドラの年表とともに表にしました。
朝ドラと共に核医学の歴史を振り返り、その時代に生きる人々の生き方を感じ、未来の核医学の発展を想像しましょう！

放射線の発見から 100 年以上かけて、核医学は発展してきました。

核医学の歴史 PART. 1


