
第 2回 FIMACCシンポジウムが開催されました !

保険適応されている薬剤、
今後期待されている薬剤の特徴について

平成 25年 12月 7日午後、琉球大学医学部臨床講義棟（西
原町）において、「第 2回 FIMACC シンポジウム」が開催さ
れました。
シンポジウムは PET診断の普及啓蒙を目的に、毎年春には
県内 PET施設（豊崎クリニック、ちばなクリニック）の方々との
連携・共催、冬には FIMACC独自の視点での情報受発信、と
年 2回の定期開催をおこなっております。
シンポジウム第 1 部では、国内で多くの実績と高い評価を
得ている 2つの医療機関（名古屋市、長野県松本市）の現場
最前線でご活躍中の専門家による基調講演がありました。同
第 2部は、開業から 1年になろうとする FIMACCの今後の
展開可能性について多様な視点からパネルディスカッション
が行なわれました。県内医療関係者はもちろんのこと、県外の

医療関係者や、行政関係者、プロジェクト関連企業・団体など
から合計 60名を超える方々が参加されました。

シンポジウム第 1部の基調講演お一人目は、小林敏樹先生
より『PET 診断及び施設運営の課題と期待～ PET の臨床可
能性の視点から～』と題し、名古屋放射線診断財団での具体
的な症例や技術的な内容及び保険適応されている薬剤の特
徴などについてご講演いただきました。
名古屋放射線診断財団（医療法人偕行会）は、名古屋市内
の「名古屋放射線診断クリニック」（平成 13年～）、「東名古屋
診断クリニック」（平成 20年～）の 2つの画像診断施設を運
営され、多くの実績と全国的に高い評価を得ている画像診断
施設の先駆者的存在です。なお、小林先生は、FIMACC設計・
企画段階から参加いただき、また、FIMACC事務局スタッフ
も東名古屋画像診断クリニックに何回か研修に行くなど、多く
のご指導を賜った経緯があります。

PETとは、Positron Emission Tomographyの略で、陽
電子（ポジトロンといいます）を放出するタイプの放射性同位
元素（RI）を使った薬剤（放射性医薬品）を患者さんの体内に
投与し、その薬剤ががんなど病気の患部に集まる様子を体外
から撮影することにより、病気の状態を診断する検査方法で

す。がんの発見や早期治療が患者のQOLの向上に大きく貢献
するPETへの期待はありますが、また、新たに開発された薬
剤によるPET検査からもたらされる新たなPET画像診断は、
診療に役立つばかりでなく、新たな治療法や医療技術の開発
の可能性も切り拓き、創薬開発の臨床応用や予防医療の発展
にもつながります。
そこで、小林先生は、名古屋放射線診断財団の実績と

FIMACCの施設・設備の技術可能性を前提に、薬剤を 4 つ
のカテゴリーに分類し、意欲的な提案をいただきました。
詳細は、ゆうな次号（5号）に掲載致します。

シンポジウム第 1部の基調講演お二人目は、田内克典先生
より『がん医療における品質管理』と題し、相澤病院での良質
な医療サービスとは何か、その中での PET/CT検査の使用法
や優位性などについてご講演いただきました。
相澤病院（社会医療法人財団慈泉会）は、長野県松本市の

中核病院です。県内初の地域医療支援病院、中信地方救急指

良質な医療サービスを継続的に提供するための
いくつかの品質改善計画
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証を取得されました。これは甲信越地方としては初で、国内の
病院では 6番目の認証取得となります。そのJCI認証取得でリ
ーダーシップを発揮されたご経験から、医療の質についてご
講演いただきました。医療の質を求めていく中で、特に、手術
やがん集学治療においてPETはもはや必須のツールになって
いる現状を臨床データに基づきご説明いただきました。
詳細は、ゆうな次号（5号）に掲載致します。

定病院です。映画化もされた小説「神様のカルテ」（夏川草介
著）の舞台となった病院でもあります。田内先生は外科の先生
で、手術センター長、がん集学治療センター長、外科センター
長等を兼務しながら、副院長としてご活躍中で、たいへんご多
忙の中、わざわざ FIMACCのために来沖されました。相澤病
院は、2年半にわたり、患者さんの安全性の確保と医療サービ
スの質向上を目指して世界基準での業務改善や管理体制の
強化に取り組み、国際的な医療機能評価機関である JCIの認

パネルディスカッションでは、次の 3 つの視点から討論され
ました。
1）PET という診断方法の臨床の現場での役割
2）大学病院と民間の共同運営である FIMACC に適した集患方法
3）沖縄という限定的な市場での FIMACC の期待される役割
堀川先生からは、医療の多くの現場経験からPET施設の集

患やアピール方法について意欲的なご提言をいただき、また、
生命保険会社勤務や2,500人以上のがん患者相談のご経験を
有する吉川先生からは、患者の立場からの施設運営へのご提
言や県内外の保険外交員との恊働展開等をご提案いただきま
した。　詳細は、ゆうな次号（5号）に掲載致します。

沖縄におけるPET施設としてのFIMACCの
展開と可能性について

シンポジウム第 2 部は「沖縄における PET 施設としての 
FIMACC 展開可能性」をテーマにしたディスカッションでした。
ご講演された小林先生、田内先生のほか、新たに、堀川豊先
生（株式会社長野メディカルサポート代表取締役）、吉川佳秀先
生（医療コンサルタント、がん治療支援者）をお迎えして、開業 1
年を迎えようとするFIMACCの展開可能性について白熱した
討論が展開されました。モデレーターは、千葉至先生
（FIMACC副センター長）です。

名古屋放射線診断クリニック
及び東名古屋画像診断クリ
ニック・学術局長。
2004年 に 日 本 で 一 早く
PET/CTを導入。

小林 敏樹先生
医療法人名古屋放射線診断財団

理事

→詳細はコチラ

長野県松本市に在る24時間365
日体制で地域医療を支える急性期
病院。2013年には国際的な医療機
能評価機関であるJCIの認証を取
得。さらに、2014年には先進がん治
療「陽子線治療」の開始を予定して
おり、より一人ひとりの患者さんに
合ったがん治療を目指している。

田内 克典先生
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院
副院長・がん集学治療センター長

→詳細はコチラ

がん医療に関するコンサルタ
ント。
長野県において相澤病院の
PET事業、予防医療事業およ
びがん診療情報センター事
業を展開中。

堀川 豊氏
株式会社長野メディカルサポート

代表取締役

→詳細はコチラ

がん治療相談「がん治療相談
110番」の主宰者。
医療やがんファイナンスなど
のセミナーやトレーニングを
全国で開催。

吉川 佳秀氏
医療コンサルタント
がん治療支援者

→詳細はコチラ

琉球大学医学部附属病院放射
線科・講師・医局長。
沖縄県のがん診療連携拠点病
院である琉大附属病院に設立さ
れたPETセンター。がん診療や
臨床研究を通して、患者と医療
機関との橋渡しや、アジアと日本
との橋渡しを期待される施設。

千葉 至副センター長
機能画像診断センター

副センター長

→詳細はコチラ

今回のシンポジウムに参加してくださった先生

◀左から、千葉先生、田内先生、小林先生、堀川氏、吉川氏
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ホットラボ室は何をしているの?？PET/CT検査って？？
PET/CT検査についてご紹介します。

当センターの 1 階にあ
るホットラボ室は、PET薬
剤の製造と品質検査を行
う場所です。
医薬品メーカーの工場

と同クラスの清浄度を持
つクリーンルームとなって
います。清浄度を保つた
め、差圧を巧みに設定し
ているほか、入室までの各部屋についてはインターロック機能
（一方の扉が開いていると、ほかの扉が開かない機能）を持た
せています。

18F-FDG注射液の製造工程は、まずサイクロトロンで18O水
に陽子を照射し、18F-フッ素イオンを製造することから始まり、
次に合成装置でマンノーストリフレートと18F-フッ素イオンを結
合させ、更に水酸化ナトリウムと反応させることで、18F-FDG
注射液は合成されます（18F-FDG注射液の合成は 30分以内
に終了）。
その後、定められた品質検査（製造途中で生じる不純物の測

定や、エンドトキシン試験、pH、外観など）を行い、異常がなけ
れば、18F-FDG注射液と生理食塩液を混合し、適切な放射能
になるよう分注を行います。合成以降の作業はパソコンを使用
し、鉛で出来たホットセルという機器の中で行われ、スタッフの
被ばくを最小限にするため、最大限の配慮をしています。
以上の作業は、高度な教育訓練を受けたスタッフが定めら

れた手順に従い実施し、定められた手順から逸脱した場合に
は、それを記録し再発防止策を検討・対応しています。また書
類の作成・保管は 4 階の PET 薬剤業務室で行われ、そこで
はスタッフによる安全・安心かつ高品質な運営をするための
調査や検討が行われます。そして 1 階の作業状況をリアルタ
イムに確認できる遠隔モニターも設置されています。
当センターでは、重要な管理項目として無菌性の担保を挙

げています。無菌試験は結果が出るまで14 日かかり、投与時
には結果がわからないため、各工程における従事者の手指の
消毒を徹底。特に分注を行う場所の無菌性は重要で、当セン
ターではモニタリングにより、病院の無菌室と同等の環境であ
ることを確認しています。

合成装置に試薬を

セットします。

品質検査を行う

検品ラインの組立作業。

1階 ホットラボ室▲

▲4階PET薬剤業務室に設
置されている遠隔モニター
◀4階PET薬剤業務室

モニター上の電流値等を

調整して、サイクロトロンで

18F-フッ素イオンを製造します。

薬剤製造の様子

18F-フッ素イオンが

合成装置に正常に

移送されたことを確認。
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この度、本年１月付けで当セン
ターに、新しく副センター長として
岡田真広氏が就任されました。
ご出身は東京都で、慶應義塾大
学医学部を卒業後、同附属病院や
近畿大学医学部附属病院に勤務
されていました。また、ドイツ留学
の経験もあり、その豊富な知識や
人脈を活かし大学病院に求められ
る臨床研究への取り組みや診療
技術の向上に、貢献されることが期待されます。ピアノ教師であ
る夫人と共に沖縄にいらしたばかりの岡田副センター長に、就
任後の現在の心境などをおうかがいしました。

岡田副センター長に、現在の心境や今後の抱負等
をおうかがいしました。

―まず、就任後の現在の心境について教えてください。

沖縄の教育研究機関である琉球大学医学部附属病院や沖縄
の地域の医療を担う市中病院のがん画像診断として PET が
果たす役割は重要で、私たちスタッフの責任は重いと考えて
おります。PET を依頼してくださる各科の先生方のご依頼に

添って、患者様の治療に役立つ画像および所見を提供できる
ように頑張ります。

―副センター長としてのご自身の役割についてはいかがでしょうか
臨床において、がんの画像診断を PETはもちろんのこと、CT
やMRIといった画像診断も駆使しながら、総合的な検討を行
い、精度の高い診断を行っていけるように、またがん治療後の
効果をがんの糖代謝の面から評価していくことが大切です。
教育機関である琉球大学の役割を認識し、多くの放射線科医
や医学生に PETの研修をしてもらい、沖縄の PET診断の向
上を図る役割があると思っております。また研究においても、
多くの優れた施設と共同研究しながら、新しいがん画像診断
についても検討していきたいと考えております。

―最後に今後の抱負について教えてください。
一意専心で、与えられた課題に粛々と取り組んでまいります。
自分の能力を最大限に発揮し、それでも無理なところは多く
の優れた方々にアドバイスをいただいて、臨床および研究を
していきたいと思っております。スタッフの皆さんや臨床各科
の先生方、そして患者様から学ばせていただき、少しでも沖縄
の医療に貢献したいと思っております。

―ありがとうございました。

岡田真広副センター長就任しました。
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 第4回目は……
FIMACC事務局の西山事務局長です。

　FIMACC 事務局の西山博幸
です。一昨年の12月末に福岡よ
り当地に赴任いたしました。
　この仕事を受けることについ
ては製造業の営業を退職して約
半年間のブランクと、畑違いの
医療関係に従事するという不安
がありました。また人脈、関連知
識、土地勘の無い状態でしたの
で、職責を果たせるか大きな重
圧も感じました。
　現実は沖縄に来てみると素晴らしい医師、技師、看護師、
スタッフの皆さんに出会い、支えられて今日を迎えました。
１年間を経過して最後は人の力だなと改めて感じていま
す。また皆さんとの出会いに運の強さを実感しています。
これからもスタッフ一同力を合わせよりよい施設を目指し
てまいります。皆さまのご協力とご支援をよろしくお願い致
します。

F IMACCスタッフ紹介

　県内では秋から春にかけて出
回る大型野菜です。葉柄が太く、
葉は濃い緑色をした肉厚のものが
美味しい。あくの強い野菜なので茹で
てから用います。えぐ味の原因でもあるしゅう酸が多く、十分
にあくを除くため、葉身と中肋を分けて茹で、水によくさらし
た後に用いる。
　長く煮込んでも煮減りしない葉野菜ですのでンブシー（味
噌で煮こむ）にすると最適。
　成分はカルシウム、鉄、カリウムが豊富で、ビタミンは A効
力が高く、B2に富んでいる。野菜摂取不足の沖縄県では大い
に役立つ野菜です。

ンスナバー
ふだんそう
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松本嘉代子先生（松本料理学院学院長）
沖縄の家庭に伝わる伝統的な家庭料理（行事料理）
のなかから生まれてくる健全な食習慣のよさや、
心と体の健康づくりへのアドバイスを精力的に
行っている。
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