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　今回は創刊号より本誌に登場している
RIっクマについてご紹介します。
　『RIっクマ』は、は元々、事務局担当
の日本アイソトープ協会で行っている、
別の活動の中で誕生しました。RIっク
マ担当者が、当会事務局も兼務しており、
誌面の雰囲気を楽しいものにできたら…
と、本誌にも登場させております。

〈RIっクマ  スペック〉
種　　　類 放射線についてちょっと詳しいくまの妖精
名　　　前 RIっクマ（あーるあいっくま）

名前の由来 作成者が子どものころにもっていたグッズの
キャラクターをもじってつけられたとか。

生年月日 2019年 9月19日
チャームポイント ほっぺ♪

おでこのマーク 放射線マーク。
許可を得た施設で適切に取り扱う必要がある。

おなか RI (Radioisotope)のR。
諸事情により時々左右反転することがある。

手 RIの Iの形をしている。
意外となんでもつかめるらしい。

パンフレット「核医学治療Q&A」をリリースしました。
現在、患者さんにやさしい治療法として注目されている「核医学治療」について、どのよ
うな治療法か、放射線治療との違い、どんな疾患で行われるのか、などをQ&A形式で
解説しています。パンフレットでは以下のような疑問や心配にお答えしています。
11項目のQ&Aの中から、抜粋してご紹介♪

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♪

『核医学治療  Q&A』リリース！

アクセスはこちらから

▲

https://www.ncnmt.jp/

HPにも情報を
掲載しています

〈会報誌・情報コンテンツに関するお問合せ〉

〈入退会・会員情報の変更に関するお問合せ〉

▼ https://www.ncnmt.jp/
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事務局

会員係

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

放射射線に
関関する

基基本用語を

ご紹紹介介します。
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編集だより

“RIっクマ”の
ご紹介

事務局通信
● HP上で核医学診療を受けられた患者さんの「声」を募集しています！   核医学診療を受けて良

かったこと、困ったことなど、ご意見、感想、体験談などぜひご自由にお寄せください。
●当会の情報コンテンツに関するアンケートを実施いたします。コンテンツの改善や今後の情報

発信に役立てたいと考えておりますので、是非ご協力をお願いいたします！

核医学治療を受けられる方、またはそのご家
族の皆様のお役に立てれば幸いです。会員の
皆さまに無償で冊子を配布しております。冊
子の郵送をご希望の会員様は、会員係までご
連絡ください！   また、当会のHPで内容を
閲覧できます。冊子データのダウンロードも
可能です。当会HPの「お役立ちコンテンツ」
メニューからアクセスしてください。

RIっクマです！
これからも

どうぞよろしく！

現在、患者さんにやさしい治療法として注目されている「核医学治療」について、どのよ
うな治療法か、放射線治療との違い、どんな疾患で行われるのか、などをQ&A形式で

SPRING

R E L E A S E

〈RIっクマ〉

核医学治療に関する
核医学治療に関する疑問にお答え！
疑問にお答え！

放射線 γ（ガンマ）線 ／ X（エックス）線

　すべての物質は、原子からできていま
す。原子の中には不安定なものがあり、
自ら、より安定なものになろうとしま
す。その時に原子から放出されるのが

「放射線」です。放射線は大別すると、
「速く飛んでいる目に見えない小さな粒

子：α線、β線、中性子線」と「波長の短
い目に見えない光（電磁波）：γ 線、X
線」の 2 種類に分けられます。放射線
は、見えない、聞こえない、無味無臭
で触れてもわからないので、人間の五
感では感じることができません。また、
その種類によって強さは異なりますが、
放射線は物質を透過する（すり抜ける）
性質があります。

　原子核から放出された電磁波をγ（ガンマ）線、原子核の外
にある電子から放出された電磁波を X（エックス）線といいま
す。紙やプラスチック板は貫通しますが、適切な厚さの鉛板
で止めることができます。
　レントゲン検査では、体の外から X 線をあてて、臓器の形
や影などを見つけます。核医学診断では、γ 線を出す 99mTc（テ
クネチウム）や 201Tl（タリウム）などの原子を含んだ放射性医
薬品を用いて診断しま
す。放射線治療として
は、体の外からがんな
どの標的にピンポイント
照射を行うことで、がん
細胞を破壊させる治療

（外部照射）に使われま
す。



／

核医学

／

最新トピックス

／

177Lu-DOTATATE 製造販売承認申請
　神経内分泌腫瘍を対象にした核医学治療薬の177Lu-DOTATATEが、2020 年 8 月31日に富士フイルム富山化
学株式会社より製造販売承認申請されました。
　本剤は 2017 年にヨーロッパで承認を受けた後、現在、欧州 32カ国、米国、カナダ、イスラエル、韓国、シ
ンガポール、および香港で承認されています。国内患者の多くが海外に本治療を求めて渡航されています。一
刻も早い承認が期待されます。
  
131I-MIBG  製造販売承認申請
　「MIBG シンチグラフィ陽性の褐色細胞腫・パラガングリオーマ」を対象にした核医学治療薬の 131I-MIBG が、
2021 年 1 月 28 日に富士フイルム富山化学株式会社より製造販売承認申請されました。
　2000 年から行われていた自費診療、先進医療 B、企業治験を経て、これらのデータが統合されて申請され
ました。希少疾病用医薬品に指定されていますので、早期の承認が期待されます。なお、本剤は小児疾患であ
る神経芽腫にも用いられていますが、今回の申請は褐色細胞腫・パラガングリオーマを適応とするものであり、
神経芽腫は含まれませんのでご注意ください。

68Ga-PSMA-11 医師主導治験開始へ
　金沢大学がテリックスファーマジャパンと共同研究による前立腺がん診断の医師主導治験を開始します。
　テリックスの保有する前立腺がん画像診断薬「68Ga-PSMA-11」による第Ⅰ相国内臨床試験の治験届が医
薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出されておりましたが、今般、30日調査期間が完了したことに伴い、治
験実施に向けて大きく動き始めました。
  
当会活動の主な対象分野に「アルツハイマー病 PET 診断」を追加
　2020年度より、活動方針の主な対象分野に「アルツハイマー病PET 診断」を追加しております。アルツハイマー
病 PET 診断保険収載に向けた活動を学会・企業と連動して行う計画です。

▼ ▼核医学の最新情報をお届け！
Topics

 　今回は放射線治療のベッド数に着目してみます。
　核医学治療では、治療時に専用の放射線治療病室が必要です。しかし、
治療室は現在日本全体で約 150 床前後しかなく、この病床は甲状腺癌核医
学治療でほぼ飽和しており、新規治療開発が簡単にできる状況にはありま
せん。核医学治療開発の最先端国のひとつであるドイツでは、人口約 8,000 
万人に約 2,000 床（20 年前のデータ）が存在しています 。日本の病床が少
ないのは、治療実施に対する診療報酬が十分でないことが主因です。治療
施設のランニングコストもまかないきれない非採算部門であるため、治療
病室を閉鎖する病院もあるくらいです。
　放射性医薬品の開発は法律の多重規制の問題もあり、上記の病床不足
と相まって、開発が困難になっています。長年にわたる行政への働きかけ
により、この悪環境は緩やかにではあるものの改善の兆しを見せ始めてい
ますが、まだまだ多くの障害が残っています。
　核医学治療で世界をリードしている欧州、オーストラリア、米国では、
地域や国が医療施策の中で核医学診療をしっかりとサポートし、要望を医
師・研究者と議論しながら開発を進めています。核医学治療の開発・推進
のためには、診療報酬や法規制に関する問題解決に加え、原子炉・加速
器などの大型装置も必要です。アカデミアや企業のみの自助努力でこれら
の課題を解決することはほぼ不可能であり、国の関与が必須なのです。 ＊RI：Radioisotope、ラジオアイソトープ、放射性同位元素

 □年々減少する日本における放射線治療のベッド数

年 2002 2007 2010 2015

実稼働ベッド数 188 158 138 135

治療数 /ベッド数 8.8 13.1 21.0 22.7
注）2017 年には 9床増加

CO LUMN

コラム ● 数字で見る核医学診療 『放射能研究の初期の歴史』 清水榮 著（2004）参 考

当社は、1968年に第一製薬（株）と米国マリンクロット社との合弁で、日本初の
放射性医薬品メーカー「（株）第一ラジオアイソトープ研究所」として誕生しました。
がんをはじめ、心臓疾患、脳疾患などの診断を目的とした、RIを含む体内・体外
診断薬を医療現場にお届けし、日本の核医学検査の発展とともに成長してきました。
　2006年に富士フイルムグループの一員となり、その後社名を「富士フイルム
RIファーマ（株）」に変更。2018 年には、診断と治療のトータルソリューションカ
ンパニー「富士フイルム富山化学（株）」として生まれ変わりました。
　現在、主力である放射性医薬品では、SPECT や PET の診断薬だけではなく、
治療薬の開発にも注力しております。更なる核医学診療の発展・普及に貢献し、
国内で核医学治療を受けられることを切望している患者様に少しでも早く朗報
をお届けできるよう、邁進してまいります。

2017年稼働の川崎 PET ラボ：放射性医薬品は半
減期が短いため、輸送時間を短縮できるように空
港や高速道路入口に近い場所にラボがあります。

富士フイルム富山化学株式会社
第 2 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」というものが存在することを初めて人類に知らせた人物は、ドイツのレントゲン博士です。
1895 年（日本では明治時代の中頃です）、レントゲン博士は真空放電の実験中に、写真乾板を感光さ
せ蛍光物質を光らせる目には見えないものが出ているのに気づきました。この正体のわからないもの
を X 線と名付けました。この X 線が、現在放射線と呼ばれているものの一つでした。
　この X 線発見の功績により、レントゲンは 1901 年、第 1 回ノーベル物理学賞を受賞しました。
　レントゲンが X 線を発見して以来、医療分野では主に骨や肺の病変を描き出す画像診断として積極
的に利用されてきました。X 線検査は「レントゲン」という呼び方でもおなじみです。また、時代とと
もに放射線、放射性物質に関する研究が進み、核医学への応用につながって行きました。

レントゲンが X 線を発見した
11 月 8 日は「レントゲンの日」です。
  “ World Radiography Day” や “International 
Day of Radiology” として、各国の学会などを
中心に世界的に祝われています。

原子番号 111 の元素はレントゲンにちなんで
「レントゲニウム（元素記号 Rg）」と名付けられました。

Ｘ線の発見者として有名な
レントゲンですが、このほ
かにも結晶の熱伝導、電場
や磁場の影響による光の偏
光面の変化、流体の温度と
圧力の関係など、広く実験
物理学の研究に従事しまし
た。

レントゲンが生まれた町レン
ネップの生家は記念の博物
館になっており、X 線発見を
報じた第一論文の手書きの原
稿、著名な物理学者とやりと
りした手紙や最初のレントゲ
ン写真など、貴重な資料が保
管されています。

レントゲン博士
核医学の歴史 PART. 2

 金沢大学附属病院の放射線治療病室。
上は病棟入り口。下図は病室内。一般の病室と変わりありません。

レントゲン
Wilhelm C. Röntgen
 (1845-1923)

放射能の単位であるキュリー (Ci) やベク
レル (Bq) は科学者の名前にちなんでつけ
られていますが、レントゲンは単位になっ
ていないのでしょうか？　じつは X 線や
ガンマ線の照射線量の単位にレントゲン
(R) というものがあります。R そのものよ
りも rem（röntgen equivalent man）と
いう形でかつてよく使われていました。
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豆知識 ➄

豆知識 ➀

キュリーとベクレルは名前が単位単位になっていて
いいよね・・・

レントゲン博士の 豆 知 識

ベッド不足も含め、ベッド不足も含め、

さまざまな問題を解決するにはさまざまな問題を解決するには

国の協力が必国の協力が必 なんだなんだ・・・・・・

でもレントゲンは検査検査名としていまも広く使われているからいいか・・・


