
情報コンテンツに関するアンケート結果 

 

【概要】 

・目的 

「放射線関連の用語集」「会報誌」「核医学治療に関する一般向け冊子」のコンテンツの改善に向けた調査および核医

学治療の情報発信として求めるコンテンツのニーズ調査 

・期間 

2021年 3月 22日（月）～4月 16日（金） 

・方法 

Webアンケート（グーグルフォーム） 全 15問 

・調査対象者 

核医学診療推進国民会議 会員（賛助会員、正会員、一般会員：計 315名） 

回答者 105名（回答率：33.3％） 

 

【結果】 

〇あなたについて〇 

①年代についてお答えください。 

回答者 105名中の年齢構成は図 1のとおりである。 

50代以上が全体の 77％を占めており、年齢層は高めである。 

 

図 1. 年代について 

  

回答者：105名 



②当てはまるものをご選択ください（複数回答可）。 

回答者 105名中の属性は図 2のとおりである。 

患者（その他の患者さん・核医学診療を受けられた方・受けられている方）が一番多く、合わせて 55 名であり、医療関

係者（医師・技師・看護師・その他）が 39 名、研究者が 11 名であった。幅広い属性の方が国民会議に参加しているこ

とがわかる一方、今回の回答者の中に行政や政策従事者はいないことがわかった。 

 

図 2. 属性について（単純集計） 

 

年齢別の属性は図 3のとおりである。 

50 代以上で患者の占める割合が大きく、医療関係者は 30 代～50 代と、比較的若い世代で活躍する方が多いことが

わかった。核医学診療を受けられた方（受けられている方）は主に 50代～70代に多いことが分かった。 

 

図 3.年齢別属性について（クロス集計：積み上げ縦棒）  

回答者：105名 

回答者：105名 

(人) 



③会員になったきっかけについてお答えください（複数回答可）。 

回答者 101名中の入会のきっかけは図 4のとおりである。 

講演会や患者会からの入会が多い一方、核医学検査・治療を検索してホームページにヒットし、そこから入会する人も

11名いることがわかった。 

その他の回答は以下のとおり。 

核医学会の役員を務めていたため、友人が神経内分泌腫瘍の治療を受けているため、核医学会春期講習会でお

知らせにて、がんサポートコミュニティ事務局からの紹介、会社から案内があり興味をもったため 

 

図 4. 入会のきっかけについて（単純集計） 

 

年齢別の入会のきっかけは図 5のとおりである。 

どの年齢層も様々な経路からの入会があることが分かった。特に 50代以上は患者会からの入会の割合が大きい。 

 

図 5.年齢別入会のきっかけについて（クロス集計：積み上げ縦棒）  

回答者：101名 

(人) 

回答者：101名 



 

属性別の入会のきっかけは図 6のとおりである。 

患者（その他の患者さん・核医学診療を受けられた方・受けられている方）は講演会や患者会経由の入会が多く、医

師や研究者は会員からの紹介が一番多くなっている。 

 

図 6.属性別きっかけについて（クロス集計：積み上げ縦棒） 

 

  

回答者：101名 



④核医学治療の興味関心がある分野（対象疾患等）についてお答えください（複数回答可）。 

回答者 102名中の興味関心がある分野は図 7のとおりである。 

前立腺がんが一番多かったが、Mo-FESTA CANCER FORUM 2020を後援するなどの活動によって関心のある方の参

加が増えたのではないかと推測する。 

その他として、アルファ標的アイソトープ治療、今後の新しい核医学治療、がん全般、骨転移など悪性腫瘍全般、

BNCT、PET、悪性腫瘍全般の回答があった。 

 

図 7. 核医学治療の興味関心がある分野（単純集計） 

 

年齢別の核医学治療の興味関心がある分野は図 8のとおりである。 

年齢が高くなるにつれ前立腺がんの占める割合が大きくなっているが、全体的にはまんべんなく興味関心があること

がわかる。 

 

図 8. 年齢別核医学治療の興味関心がある分野について（クロス集計：積み上げ縦棒） 

回答者：102名 

(人) 

回答者：102名 



属性別の核医学治療の興味関心がある分野は図 9のとおりである。 

患者（その他の患者さん・核医学診療を受けられた方・受けられている方）は半分以上が前立腺がんに関心を持って

いることがわかる。その他の属性はまんべんなく興味関心があることがわかる。 

 

図 9. 属性別核医学治療の興味関心がある分野について（クロス集計：積み上げ縦棒） 

  

回答者：102名 



〇医学に用いられる放射線・放射能関連の基礎用語集（web）について〇 

⑤全体の満足度をお答えください。 

回答者 103名中の用語集についての全体の満足度は図 10のとおりである。 

非常に満足・満足の回答が 91％と高い満足度であることがわかった。 

 

図 10.用語集についての全体の満足度 

 

⑥今後さらに充実させて欲しい具体的な項目（用語等）をお答えください（複数回答可）。 

用語集について、今後さらに充実させて欲しい具体的な項目は図 11のとおりである。 

「PRRT」や「PSMA」などのホットワードや放射線治療が対象となる疾患についての用語解説等、治療についての具体

的な用語解説が求められていることがわかった。 

その他として、ＰＲＲＴ承認の進捗状況の回答があった。 

 

図 11. 今後さらに充実させて欲しい具体的な項目（単純集計）  

回答者：103名 

回答者：103名 



⑦その他、用語集についてご意見などがあれば、ご記入ください。また、記載して欲しい用語がありましたら、ご記入くだ

さい。 

以下に回答内容を記載する（原文ママ）。 

【用語集全体についての意見】 

・用語は検索すればわかるので必要性を観じない 

・もう少し詳細な用語説明が欲しい。大変お忙しいことと思いますが。 

・専門家の検閲 

 

【用語集の内容についての意見】 

・ルテチウムやアクネチュウム治療法を詳しく。 

・治療用核医学の薬と適応する病気及び治療効果 

・乳がんの HERT2陽性対象例への 64Cu-DOTA-分子標的薬について 

・医療の枠にとらわれず、原発関連ニュース、自然放射線など知識として習得できるように。 

  



〇会報誌「ホップ・ステップ・かくいがく♪」（配布物・web）について〇 

⑧全体の満足度をお答えください。 

回答者 103名中の用語集についての全体の満足度は図 12のとおりである。 

非常に満足・満足の回答が 95％と高い満足度であることがわかった。 

 

図 12. 会報誌についての全体の満足度 

 

⑨会報誌で特集して欲しい記事についてお答えください（複数回答可）。 

会報誌について、今後さらに充実させて欲しい具体的な記事は図 13のとおりである。 

ニュースや核医学診療の治療に関する情報等、情報収集を目的とした最新情報が求められていることがわかる。 

その他として、自由診療も含めた各種の核医学治療を受けられる施設の一覧、海外の核医学診療についての動向の

回答があった。 

 

図 13. 会報誌で特集して欲しい記事（単純集計）  

回答者：103名 

回答者：103名 



属性別の会報誌で特集して欲しい具体的な記事は図 14のとおりである。 

全属性ともにニュースや知見情報など情報収集を目的とした記事の需要が半分近くの割合を占めていることがわかる。

さらに、患者（その他の患者さん・核医学診療を受けられた方・受けられている方）や家族、一般の方からは、核医学

診療はどこで受けるのか、診療病室や診療の流れ、患者さんの体験記の需要も大きく割合を占めていることが確認で

きる。 

 

図 14. 属性別の会報誌で特集して欲しい記事（クロス集計：100％積み上げ縦棒） 

  

回答者：103名 



⑩その他、会報誌についてご意見などがあれば、ご記入ください。 

以下に回答内容を記載する（原文ママ）。 

【会報誌全体について】 

・わかりやすく表現するのは大変だと思いますが、継続して発信していただきたく存じます。 

・患者さんは常に死と向き合っています。それを念頭に製作して頂ければよいと思います。 

・季刊くらいはお願いしたいです。 

 

【会報誌の内容について】 

・日本ではなかなか治療、研究が進まないわけ。 

・イベントの告知 

・各種の放射性医薬品を用いた検査で何がわかるのか？臓器ごとの具体的な説明。 

・アイソトープや放射能を素人にわかりやすく理解させる記事 

・タイトルはもう少し大きくした方がよい。 

・２・３頁はいろいろな色が使われているので、どこから(どこを）読もうか、迷ってしまう。 

・「賛助会員企業」紹介のコラムで、「ご紹介」という語が 2 回出てくるが、第 3 者を表現する場合は「ご」はつけないの

が普通。 

  



〇核医学治療に関する一般向け冊子「核医学治療 Q&A」（冊子・web）について〇 

⑪全体の満足度をお答えください。 

回答者 104名中の用語集についての全体の満足度は図 15のとおりである。 

非常に満足・満足の回答が 100％と非常に高い満足度であることがわかった。 

 

図 15. 一般向け冊子についての全体の満足度 

 

⑫一般向け冊子についてご意見などがあれば、ご記入ください。 

以下に回答内容を記載する（原文ママ）。 

【一般向け冊子のコンテンツについて】 

・広く流布させて下さい。 

・核医学治療をもっと広く国民に知ってもらうための方策（マスメディア、SNSの活用等）が必要だと思います。 

・国内でも認可が下り、できる治療についてはいち早く詳細な情報を知らせて頂きたい。 

 

【一般向け冊子の内容について】 

・関連する BNCTなどの紹介。 

・内容的にも非常に難しいものがありますが、このような冊子の編集に際しては、たえずやさしい、わかりやすい言葉

を使うよう心掛けてほしい。かみ砕いた言葉を使ったり、「例え」を使うのも一つの方法と思います。 

 

  

回答者：104名 



〇今後の企画委員会の活動について〇 

⑬これまでのコンテンツ以外に、新たに欲しい情報があればお答えください（複数回答可）。 

回答者 102名中の、新たに欲しい情報は図 16のとおりである。 

核医学診療の代表的な方法を簡単に解説したコンテンツが半分以上の人から求められていることがわかった。 

その他として、海外の核医学治療の紹介、web ではない講演会、治療動向と日本での取り組み状況、核医学治療が

できる施設の検索機能の回答があった。 

 
図 16. これまでのコンテンツ以外に、新たに欲しい情報（単純集計） 

 

  

回答者：102名 



⑭核医学治療の「情報発信」として今後取り組んで欲しい内容についてご自由にお答えください。 

以下に回答内容を記載する（原文ママ）。 

【紹介ページについて】 

・治療例や治療効果の症例などの紹介。 

・各国の核医学治療に関する取り組みの紹介 

・政府、および関係省庁との連携情報 

・被曝に関する問題の解説 

・PRRTの保険承認 

・日本で遅れている核医学診断・治療について 

・「ニュースの頁」のようなものがあってもいいと思う。核医学治療の新しい情報が欲しい。 

・進行がん患者にとって有益な最新情報をなるべく早く提供していただけるとありがたい 

・PSMAの日本での治験があれば早くお教えいただきたいです 

 

【web講座や座談会】 

・webでの市民公開講座 

・有名人と会長との座談形式 

 

【その他意見】 

・安全が優先であるが、早く認可が下りるようにするための有効な方法はありませんか？ 

・一般人への情報発信の他、大学病院などでは学生、20代の医師が興味を持つような体制づくりが必要と考えます。 

・いつ頃から、どこで、どのように治療が受けられるのかゴールを明確にして、今どこまで来ているのか、課題は何な

のか、患者としてできることはなにかを発信してほしいです。 

・今後も期待しています 

  



〇核医学診療推進国民会議について〇 

⑮国民会議全体に期待する活動内容等について、ご意見がありましたらご自由にお答えください。 

以下に回答内容を記載する（原文ママ）。 

【外部機関との連携・広報の期待】 

・ロビー活動の充実 

・市民公開講座などで PR して欲しい。 

・国民全体に認知してもらうための活動 

・広い間口と持続可能な広報活動を期待します。 

・各種患者会の協力を得て会員を増やし発信力のある組織にしていただきたい。 

・核医学の重要性を広く世間に周知する活動 

・病院勤務であると個々の患者様の訴えは耳にしますが、全体的なニーズとは限らないため、患者様全体の声を知る

すべが欲しいところです。 

 

【国民会議の活動についての期待】 

・PSMAの国内状況などを発信していただきますようおねがいいたします。 

・良い治療法がいち早く提供されるように、積極的な活動をお願いします。 

・PSMA 標的治療が 1 日でも早く日本でできることを待ち望んでいるものの一人です。文部科学省のハードルが高い

のでしょうか。だとすれば、文部科学省の大臣、副大臣、政務官にも要望書を出して実現に向けた力添えをいただくこ

とはできないのでしょうか。（すでにそのようなことは実施されていることかも知れませんが）近いうちには、衆議院の総

選挙があり、それに伴い内閣改造も行われるでしょう。何か、私も含めて会員の方のお知り合いの議員が関係するポ

ストに就いたら行動してみてはいかがでしょうか。 

・前立腺癌の診断、治療での PSMAの国内承認、予算獲得の推進をお願いします。 

・制約がある中で一般会員ができること（例）を提示いただき、会員も同一歩調で周知に取り組めたら良いなと思いま

す。 

 

【核医学診療に対する期待】 

・核医学療法が癌治療の一般的な治療に早くなって欲しい。 

・神経内分泌腫瘍で初めて知った核医学、皆様に浸透し安全な治療法だということを知って欲しいです。 

・PSMAの治療開始を待ち望んでいます。 

 

【その他感想等】 

・迅速にお願いします 

・いつもありがとうございます 

・今後も期待しています 

・これからも本会議の活動がより有意義なのものとなりますよう願っております。 

・微力ながら核医学治療の普及発展に寄与したく考えております。 

・様々な制約の中でも活動されていることに敬意を表します。 

・核医学検査は、医薬品による治療や放射線治療の治療効果の確認等にも使われ、また、核医学検査は、CT,MRI,超

音波検査などのお手本として、形態診断モダリティが機能的診断を行えるようになってきており、診断の機能拡大に役

立っていると思います。そうした核医学の大事さをアピールすべきと思います。治療は遺伝子治療や免疫治療へと向

かっていますが、それらの治療効果確認に核医学が使われているとお聞きします。原理的に分子イメージングの核医

学は、最も本質を知ることができるイメージングであると思います。 



・活動に期待しています、活動等に関してお手伝いできることが有れば喜んでさせて頂きます。 

 


