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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～』についてご講演
いただきました。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
のご講演内容をご紹介します。

まず、保険適応されている PET薬剤についてご説明いただ
きました。

18F-FDG
①マンモ PET
「まず、マンモ PET からお話します。マンモで見ますと微細な
形態まで描出されます。保険適応（平成 25年 7月 1日より）
されていますが、全身 PET も同時に行うことが条件です。現
時点で、医療機器認定されているものは Naviscan社製のも
ののみです。島津製作所も医療機器認定を申請することにな
り、もう一社、古河機械金属が完成次第、医療機器認定の申請
に入る予定です。東名古屋画像診断クリニックでは、今年、導
入を予定しています」。

②心サルコイドーシス
「平成 24 年の診療報酬改定で保険収載されました。当院で
は、心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とさ
れる患者様に対する FDG-PET検査を開始しました」。

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～
15O-ガス
「厳密な定量性確保のためには、動脈採血が必要であります
が、患者様の負担軽減のため、静脈採血で済ませる試みもあ
ります。採血を行わないで、定量性を確保する簡易 PET 検査
も開発されました（国立循環器病研究センター）」。

13Ｎ-アンモニア
「平成 24年 4月から保険適応になりまして、心筋血流を評価
することにより、狭心症や心筋梗塞の早期発見、治療適応の判
定を行うことが可能です。近年、冠動脈疾患の血行再検治療
に際して、心筋虚血のある部位の血行再検治療を行うことに
よって予後改善が得られることが報告され、心臓核医学検査
による心筋虚血評価による重要性が注目されています。一般
に行われている SPECTによる心臓核医学検査に比べ 、画像
がクリアで高い診断精度が期待できます」。
それから、チームワークの必要性についてもご紹介いただ

きました。
「13Ｎ- アンモニアは半減期が 10 分であるため、この検査を
行うためにはチームワークが必要とされます。スムーズに流
れているときはよいのですが、血管の確保が困難だったり、心
電計が故障したりしてしまいますと、せっかく作ったアンモニ
アが無駄になってしまうことも
あります。常に薬剤製造部門と
看護師さんのほうで連絡を取
り合いながらのチームワーク
が重要です」。
以上、これらの新たな取り組

みは近隣の医療機関にお知ら

18F-NaF
「SPECT で最も数多く行われている検査の一つである骨シン
チグラフィーに用いられる 99ｍTc-MDPのPET版 です。早期に
先進医療に持っていきたい一つとして学会から要望され認め
られている有用な検査だと思います」。

提言（展開の方法や連携先）
「成熟技術として認められているが、保険適応されていない
以上の検査については、特区の検討 、先進医療、志ある医
療機関（相澤病院さん）との連携も必要かなと思います」。

11C-PiBについては、今後の研究に期待するところが大といっ
たご報告をいただきました。

「18F-AV-45 は、米国 Avid社で開発された 18F標識のアミロ
イドイメージング剤で、脳への取り込みが速く、非特異的部位
から短時間で排泄されるため、投与後 1 時間で平衡に達し、
短い撮影時間で良質の画像が得られます。半減期の関係から
取り扱いが容易であり、 米国では、既に、臨床試験が進められ
ています」。

提言（展開の方法や連携先）
「必要性はあるが評価の定まっていないこれらの検査につ
いては、他大学、研究機関（貴センターの場合は、特に、放
射線医学総合研究所とすでに強固なつながりがあるので）
との連携が重要だと思います」。

「これらの薬剤の進め方については、それぞれステージが違っ
ているので、それらに応じいろいろな展開方法があるのでは
ないかと思います。ま
ずは、がんへの FDG
検査を確立されたうえ
で、一日も早く多核種
薬剤使用による臨床
研究等の新しい事業
展開を始められること
を期待しております。
核医学検査における
国内初の PPP/ BOT
事業を開始された貴センターが沖縄県しいてはアジアにおけ
るがん診療の施設として、また、先進的な臨床研究の拠点とし
て発展されることを心より祈念申し上げます」とお話いただき
ました。

小林先生の貴重な研究や臨床の現場からのご紹介、誠にあり
がとうございました。

保険適応され、全国的に
広く臨床で使われている検査

保険適応が期待されるPET薬剤 について

必要性はあるが、評価の定まっていない検査

認知症に対するPET薬剤

せし、例えば、その中に PETとSPECTの比較を入れるなど
の広報活動も行っています。
全国 20か所にお持ちの透析クリニックでも、患者さんの心

臓の合併症対策に力を入れているので、アンモニア PETの利
用も開始されました。
また、炎症性疾患については、今後保険適用になっていく

と、広く使われていくのではとご紹介いただきました。

提言（展開の方法や連携先）
「保険適用され、すでに貴センターでやられているがんに
対する FDG検査では、地元の他の二施設と連携して底辺
の拡大を図られたらと思います。当方でも、地元の診断施
設と連携して底辺の拡大を図ることが必要と考え、共同で
研究会を立ち上げた経緯もあります。
保険適応されているが、まだ貴センターで行われない検査
については、臨床他科への広報、連携により需要を掘り起
こすことが近道と思います」。

 

FDGを補完する PET薬剤
11C-メチオニン
「脳やがんのアミノ酸代謝の評
価に用いられています。腫瘍細
胞ではアミノ酸の亢進、核酸合
成亢進として集積をすると考え
られており、特に、脳腫瘍では腫
瘍の増殖能の指標として大いに
期待されています。 学会からも、
早く保険適応を期待する薬剤と
して挙げられています」。

FDGが弱点である脳に用い
られ、正常なところに集まらないということで検査の精度が上が
った例をご紹介いただきました。

11C-コリン
「悪性腫瘍細胞は細胞分裂が
盛んであり、それに応じて細胞
膜合成も盛んであるので、11C-
コリンを強く 集積します。検出
される腫瘍は、脳腫瘍、頭頚部
がん、肺がん、食道がん、直腸
がん、膀胱がん、卵巣がん、子
宮がん、前立腺がん、精巣が
ん、悪性リンパ腫等です 。正常
の肝臓、膵臓、脾臓、腎臓にも
集積するので、上腹部の腫瘍の
検出には不向きですが、FDG
が不得意としている前立腺、脳
腫瘍には有用です」。

　

ゆうな４号に引き続き、昨年 12月に行われた「第 2 回 FIMACC シンポジウム」をレポートいたします。まず、当日ご登壇いただい
た小林先生と田内先生の基調講演、そして、第 2 部の FIMACC の今後の展開についてのパネルディスカッションの内容です。

基調講演 1　小林敏樹先生　

チームワークの良さが必須の臨床現場
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相澤病院では、3年程前から病
院医療における品質改善の取り
組みを行ってきました。
その結果、昨年には国際的な
医療機能評価機関である JCI の
認証を取得しました。
がん医療における品質管理を
実現するための具体的なプログ
ラムをご説明いただき、「医療品
質を高める」という観点から PET検査の有用性（優位性）に
ついてお話しいただきました。

病院は良質な医療サービスを継続的に患者さんに提供す
ることがミッションであり、そのためには、医療の質を担保する
ことが重要です。医療において品質とは何か？という問いかけ
に始まり、品質評価、改善計画の策定と実行、実行後の再評価
という方法で品質を管理することが求められます。

医療品質を評価する手段としては、
　Structure（構造：施設、医療機器、医療スタッフの種類と数）
　Process（課程：実際に行われた診療や看護）
　Outcome（結果：行った診療や看護の結果としての健康状態）
が挙げられますが、実際には、Processの部分を評価してい
くことになります。
医療品質を評価するために、Evidence に基づいた数値

（クオリティ・インディケーター）を用いて品質の改善につな
げています。Evidence に基づいた数値と実際のパフォーマ
ンスとのギャップを数値化（クリニカル・インディケータ―）し
ます。アメリカでは、年間に170,000件の感染症が発生し、う
ち 99,000 人（約 58％）が死亡しています。この損害が約
300億ドルになるという現実があり、感染予防への対策が立
てられています。
相澤病院でも感染症予防のための正しい手指消毒の実施

率を高めるため、現状分析を行いました。実施率は20％で、医
師が手指衛生を実施していない、正しい手指衛生を実施して

いない、責任者が正しい方法を理解していないという現実が
見えてきました。手指衛生の手順を憶えるため、全職員を対象
にトレーニングを行い、実施率をモニタリングするという一連
のプロセスを通して、実施率を 80％にまで高めました。

がん治療においては、治療の品質を保証するため、患者さ
んに対して医師個人や各診療科ではなく、病院が品質保証す
るケアプランを提示しています。まず、臓器別に行われるキャ
ンサーボードで、そのがんの診断に関わる診療科の医師が一
同に会し、治療方針を決定します。治療方針は担当医師が患
者さんに伝え、患者さんが選択した治療方針に従って担当医
はケアプランを作成します。このケアプランは検討会で承認さ
れ、患者さんの同意を得て実施されます。医師個人の技術は
病院によって評価されます。実施可能な手技を院内資格とし
て認定し、医師技術評価表に記載して掲示してあります。

2003 年から 2012 年にかけて相澤病院で行われた胃がん
の治療前の PET検査に関する 279件の症例のうち、157件
の病理検査の結果を治療前の PET 検査結果と比較しました。

PET 検査の結果と手術で採取された組織検査の結果がど
ちらも陽性であった例は 63.7％、T1 と sig※1 症例を除いた
場合には、84.8％の陽性率でした。sig 症例を除外した転移リ
ンパ節の陽性率は 53.4％でした。
術前化学療法を行った 9 例のうち全ての例で PET 検査で

治療効果判定が可能でした。
胃がんの判定については、T1と sig症例を除いて PET 検

査による判定は非常に有効だという結果が出ています。

マンモグラフィー、または、超音波検査を受けた方とこの両
方の乳房健診を受けた 26,538 人と、PET 検診を受けた
1,260人の乳がん発見率を比べた結果、乳房発見率について
は、前者が 0.29％、後者が 0.71％、陽性反応的中度について

理を行っています。
さらに、2014年 9月に陽子線治療が開始される予定です。
既存のがん集学治療センターに併設しましたので化学療法や
腫瘍精神科の医師がスタンバイできる利点があります。陽子
線治療の特徴は、近傍に放射線を当ててはいけない臓器があ
る場合、陽子線を対象臓器のところでピタッと止めることがで
きることです。二次発がんの可能性が低いので、小児や若年の
方の治療に適してもいます。また呼吸同期機能がありますし、
ガンマナイフ、トモセラピーで対応できない大きい腫瘍にも照
射することが可能です。
既に稼働しているトモセラピー、ガンマナイフでは互いに一

番患者さんにとって適した治療方法になるように検討しなが
ら治療を行っていますが、陽子線治療が開始されれば、治療の
選択肢が増えます。しかし、陽子線治療は現在保険適用ではあ
りませんので他施設と協働して、エビデンスを発信していくこ
とが使命だと考えています。

これまで日本では、「患者さんの安全管理をきちんと行お
う」と言っているだけで数値評価をしてこなかったので、適切
な品質管理とは言えませんでした。
先ほど申し上げた、クリニカル・インディケータ―を用いて
品質を評価し、改善し、再評価するというプロセスを実践して
（相澤病院は）日本で 6番目の JCI認定病院となりました。

病院が品質を保証する医療を提供することは、当たり前の
ことではありますが、具体的に実現させている病院は未だ多く
はありません。病院が保証した複数のケアプランから治療法
を選んでいただき、患者さんだけでなく、患者さんのご家族も
様々な角度から支援する「全人的」な医療を提供できることが
実力のある病院の姿であると言えるでしょう。相澤病院は急性
期病院として発展してきましたが、今後は緩和医療や、在宅ケ
アも品質保証のプログラムに入れていく予定です。

民間病院として競争に生き残っていくためには他の病院と
の差別化が必要です。従業員のモチベーションを上げること
も、安全で品質の高い治療を提供するためには必要な要素で
す。方針はトップダウンで、品質はボトムアップで実行するとい
う文化を根付かせていけるよう努力しています。

国際クラスの医療品質への取組みという最先端のご経験と多
くのエビデンスに基づくご講演、田内先生ありがとうございま
した。

※1　sig……signet ring cell gastric cancer（印環細胞がん）

は、前者が 2.81％、後者が 5.49％という結果でした。また
PET検診を受けた 9症例の乳がんの発見率は 88.9％です。

FDG-PETがん検診ガイドライン（2012年改訂）では、他の
検査と組み合わせた総合的な検査が望ましいとされています
し、乳がん診療ガイドライン（2013年）によれば、FDG-PET
検査の推奨グレードは D です。マス・スクリーニングという観
点での評価とは比べられないかもしれませんが、少なくとも相
澤病院で実施される検査では、PET 検査による発見率はガイ
ドラインとほぼ同等、陽性的中率については、ガイドラインより
も高いという結果になっており、臨床の現場では（PET 検査
は）スクリーニングとして有用だと考えられています。
死亡率の減少に繋がっていない、費用対効果、全身被ばくと

いった観点も考慮するべきかという課題もありますが、術前に
詳細な画像評価ができているので、手術中の安全性の担保に
もなります。

診断能力が上がってくるとPET検査、CT検査、MRI検査
といった高度な検査によって早期のがんが発見されます。特
に肺がん、乳がん、前立腺がん、甲状腺がんは、他のがんより
も早い段階で見つかります。同時にアメリカでは過剰診断、過
剰治療については問題になっています。
例えば、患者さんが高齢者であった場合、どんな治療をする

のかといった判断を個人の医者が下すことはリスクがあるし
難しい。治療の有害性と有効性を病院全体で総合的に検討で
きることが大切です。そのためにキャンサーボードが必要なの
です。キャンサーボードは臓器別に行われ、患者さんの状態や
日常生活等を考慮して関係のあるスタッフ全員が話し合いま
す。例えば、消化器の場合には 30 人くらいのスタッフが集ま
ります。手術を行うということが決まると、外科手術前の検討
会を開きどういう手術をするのかを確認します。
相澤病院がん集学治療センターでは手術療法以外に、放射

線治療、化学療法、緩和ケア、腫瘍精神科の全てを含むオール
インワンがん治療センターです。各科の専門医が隣同士の部
屋に居て常駐していますので、患者さんにとって利便性が高
い。化学療法のレジメンは全て登録されています。毎日全症例
につき全職種によるカンファレンスを行い患者さんの安全管

　

品質改善の取り組み

PET/CT検査の有用性

相澤病院が目指すがん医療

がん医療における品質管理
基調講演 2　田内克典先生　

沖縄におけるPET施設としてのFIMACCの展開と可能性
 パ  ネ  ル  デ  ィ ス カ ッ シ  ョ ン

まず、モデレータから「放射線科医とし
ては PET 検査の意義は大きいと考えて
いるが、臨床の現場で PET検査への役
割期待は何でしょうか」と問題提起があ
りました。
田内先生談：「（PET 検査の役割期待

は）正確なステージングと評価です。治
療の前段階で最も大切な部分です。過剰
な診療、過剰な手術を避けるために相澤病院では必須のプロ
グラムです。PET検査への信頼は、患者さんにとって非常にメ
リットが多く、医師にとっては手放せない、安全確認のための
検査です」。
小林先生談：「がん疾患以外にも有用性が見られ、それら
の診断、治療にも PET が有用だと感じています」。
そして、患者さんからの視点として、
堀川豊氏（株式会社長野メディカルサポート　代表取締役）
談：「医療者の立場というのは、サービスを提供する側、患者

さんの立場というのは、サービスを受
ける消費者の立場です。しかし、このこ
とが病院側には理解されておらず、病
院側は提供するサービスの品質保証
がなされていないのが現状です。先ほ
ど田内先生が“PET検査をしなければ
怖くて治療ができない ”と発言されま

したが、相澤病院の PET センターではこの10 年間で約
40,000 例以上の症例実績があります。手術の前には PET
検査が必要であるという院内での認識が徹底しています。さら
に、現在年間 4,000例のうち 1,000件は信州大学病院から
の紹介です。この 10年間、検診も有用ですが、臨床の現場で

PET 検診が絶対役に立つという啓発活動を続けてきた結果、
長野県内の診療連携拠点病院のほとんどから患者さんが紹
介されてくるようになりました。沖縄では診療連携拠点病院と
しては FIMACCさんしかありません。PET/CT 普及をするた
めには、臨床で絶対に役立つということを啓発していくことが
必要です」とご提案をいただきました。
吉川佳秀氏（医療コンサルタント、がん治療支援者）談：「私

は月に 40件ほどのがん治療相談を受けていますが、やはり、
がん治療は費用の問題が非常に大きいことを痛感していま
す。PET 検査はがんと確定診断されれば保険診療ですが、残
念ながら、検診や術後など保険診療対象外となり、多額の費用
がかかります。貯金や有価証券等の資産がたくさんあればま
だいいのですが、一般の私たちは
やはり民間等の保険を有効に活用
する必要があります。特に、資産形成
が十分できていない、働き盛りの
20～40 歳代の患者やご家族こそ、
保険をしっかり勉強すべきです。
一方、保険を提供する側もその
意義や役割をしっかり説明すべき
です。PET検査の有効性、診断保険の存在や確定診断前の支
払いなど、正直、保険会社は説明も認識も不足しています。だ
からこそ、保険提供者も被保険者も相互に連携して、がん治
療について啓蒙活動をする場が必要です。その意味で、単なる
PET 検査施設にとどまらない、FIMACC の存在意義は大き
いと思います。是非、一層、コンシェルジュ機能を充実させ、『が
んプラザ（仮称）』のような患者視点でのワンストップの拠点づ
くりを沖縄、FIMACC から発信して欲しいと思います。是非、
協力します」。

「PET検査 という診断方法の臨床の現場での役割」について議１題

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

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

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

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

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

「大学病院と民間の共同運営である FIMACC に適した集患方法」について議２題

最後に、地勢的・地理的な観点から沖縄を見た場合、
FIMACC はどのような可能性を持っているのか、ご討議があ
りました。
まず、堀川先生から「今回、台湾からエージェントが来られて
いますが、この地域の特性を生かしたゲート機能を持つべきで
す。メディカルツーリズムという枠組みということではなく、国際

PET検査の役割期待、積極的なFIMACCの集患方法、そして、マクロベースでみた沖縄・FIMACCの可能性について、有意義なご討議と
ご提案がありました。今回のご討議やご提案内容は、FIMACCの運営に十分反映させていきたいと考えております。

的な診療連携のゲートだと確信しています」とお話いただき、さ
らに田内先生からは、「患者さんも選択できる時代です。自分の
治療にとって一番良い病院がここだと思えば沖縄へも足を運
びます。FIMACCの素晴らしい施設の認知度が高まれば、患者
さんのメリットを考えたとき、ニーズがあれば沖縄以外の地域
から集患は可能です」と貴重なご意見がありました。

「沖縄という限定的な市場での FIMACC の期待される役割」について議３題

「FIMACC の集患についてどのようなお考えがあげられます
か」との質問について、
堀川氏談：「民間施設は検診主体ですが、FIMACC は機能

画像が特徴です。薬剤各種を使って診療連携拠点病院として最
大の武器を持っておられるので、精密検査的なものに特化して
いくべきではないかと思います。まず、琉球大学病院さんでの
院内啓発を行うことが重要です。精神科以外は全ての科から
オーダーがくるようになるはずです。信州大学病院では、患者さ
んのご家族が相澤病院で PET 検査を受けてみたいと希望さ
れて、担当医は泣く泣く紹介状を書いて検査にいらした。そし
たら、2期と診断されていた肺がんが PET検査で 3期である
ことがわかったという例がありました。それを契機にその診療
科から相当な数の検査依頼がくるようになりました」。

小林先生談：「PET の認知度を高めるた
め、我々は愛知 PET 臨床利用研究会を立
ち上げました。放射線科以外のドクターの
認知度を高めるため、啓蒙活動が必要でし
た。我々の病院だけでは力不足と感じたの
で、地域の病院と連携を図り認知度の拡大
を行いました。患者さんのためにももっと

PETの有用性を知っていただき、沖縄の PET３施設で協力体
制を取り、需要の拡大をやっていただければと思います」とご
提案がありました。

田内先生談：「院内へ PET 検査の
有用性を広めるためには、まず肺なり
肝臓なりターゲットを絞って検査をして
みると、これまでの CT画像では見えな
いものが見えてきました。この感覚を掴
んだ臨床医にとっては PET 検査はなく
てはならないものになります。
また、治療が終わった患者さんから、
念のため、予防的に PETを希望されることも増えてきました。
術後の PET 検査が保険適用にならないため、自費検査とし
て料金を下げて行う体制も作りました」。
吉川先生談：「PET 検査が自分自身の治療選択や判断に
有意義であることを患者自身がもっと勉強すべきです。イン
ターネットは便利な上、情報がいくらでもあるように錯覚しま
すが、情報自体を主体的に取りに行かないと納得のいく有用
な情報は入手できません。そのため、検索ワードの選定が大き
な鍵になります。自分や家族にとって必要な検索ワードは何
か、それは日常の情報取得の研鑽の賜物です。具体的には、セ
ミナー、研究会や各種啓蒙活動の場であり、そこで語れる人材
も重要です。FIMACC は地域においてこの場のリーダー的存
在になるべきですし、十分資格はあると思います」。

基調講演に続き、シンポジウム第2部では、3つのテーマを軸に4名の先生方でご討議、ご提案をいただき
ました。モデレータは、千葉至先生（琉球大学医学部、FIMACC 副センター長）です。

千葉 至 先生

吉川 佳秀 氏

小林 敏樹 先生

田内 克典 先生

吉川 佳秀 氏

堀
川 

豊 

氏
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相澤病院では、3年程前から病
院医療における品質改善の取り
組みを行ってきました。
その結果、昨年には国際的な
医療機能評価機関である JCI の
認証を取得しました。
がん医療における品質管理を
実現するための具体的なプログ
ラムをご説明いただき、「医療品
質を高める」という観点から PET検査の有用性（優位性）に
ついてお話しいただきました。

病院は良質な医療サービスを継続的に患者さんに提供す
ることがミッションであり、そのためには、医療の質を担保する
ことが重要です。医療において品質とは何か？という問いかけ
に始まり、品質評価、改善計画の策定と実行、実行後の再評価
という方法で品質を管理することが求められます。

医療品質を評価する手段としては、
　Structure（構造：施設、医療機器、医療スタッフの種類と数）
　Process（課程：実際に行われた診療や看護）
　Outcome（結果：行った診療や看護の結果としての健康状態）
が挙げられますが、実際には、Processの部分を評価してい
くことになります。
医療品質を評価するために、Evidence に基づいた数値

（クオリティ・インディケーター）を用いて品質の改善につな
げています。Evidence に基づいた数値と実際のパフォーマ
ンスとのギャップを数値化（クリニカル・インディケータ―）し
ます。アメリカでは、年間に170,000件の感染症が発生し、う
ち 99,000 人（約 58％）が死亡しています。この損害が約
300億ドルになるという現実があり、感染予防への対策が立
てられています。
相澤病院でも感染症予防のための正しい手指消毒の実施

率を高めるため、現状分析を行いました。実施率は20％で、医
師が手指衛生を実施していない、正しい手指衛生を実施して

いない、責任者が正しい方法を理解していないという現実が
見えてきました。手指衛生の手順を憶えるため、全職員を対象
にトレーニングを行い、実施率をモニタリングするという一連
のプロセスを通して、実施率を 80％にまで高めました。

がん治療においては、治療の品質を保証するため、患者さ
んに対して医師個人や各診療科ではなく、病院が品質保証す
るケアプランを提示しています。まず、臓器別に行われるキャ
ンサーボードで、そのがんの診断に関わる診療科の医師が一
同に会し、治療方針を決定します。治療方針は担当医師が患
者さんに伝え、患者さんが選択した治療方針に従って担当医
はケアプランを作成します。このケアプランは検討会で承認さ
れ、患者さんの同意を得て実施されます。医師個人の技術は
病院によって評価されます。実施可能な手技を院内資格とし
て認定し、医師技術評価表に記載して掲示してあります。

2003 年から 2012 年にかけて相澤病院で行われた胃がん
の治療前の PET検査に関する 279件の症例のうち、157件
の病理検査の結果を治療前の PET 検査結果と比較しました。

PET 検査の結果と手術で採取された組織検査の結果がど
ちらも陽性であった例は 63.7％、T1 と sig※1 症例を除いた
場合には、84.8％の陽性率でした。sig 症例を除外した転移リ
ンパ節の陽性率は 53.4％でした。
術前化学療法を行った 9 例のうち全ての例で PET 検査で

治療効果判定が可能でした。
胃がんの判定については、T1と sig症例を除いて PET 検

査による判定は非常に有効だという結果が出ています。

マンモグラフィー、または、超音波検査を受けた方とこの両
方の乳房健診を受けた 26,538 人と、PET 検診を受けた
1,260人の乳がん発見率を比べた結果、乳房発見率について
は、前者が 0.29％、後者が 0.71％、陽性反応的中度について

理を行っています。
さらに、2014年 9月に陽子線治療が開始される予定です。
既存のがん集学治療センターに併設しましたので化学療法や
腫瘍精神科の医師がスタンバイできる利点があります。陽子
線治療の特徴は、近傍に放射線を当ててはいけない臓器があ
る場合、陽子線を対象臓器のところでピタッと止めることがで
きることです。二次発がんの可能性が低いので、小児や若年の
方の治療に適してもいます。また呼吸同期機能がありますし、
ガンマナイフ、トモセラピーで対応できない大きい腫瘍にも照
射することが可能です。
既に稼働しているトモセラピー、ガンマナイフでは互いに一

番患者さんにとって適した治療方法になるように検討しなが
ら治療を行っていますが、陽子線治療が開始されれば、治療の
選択肢が増えます。しかし、陽子線治療は現在保険適用ではあ
りませんので他施設と協働して、エビデンスを発信していくこ
とが使命だと考えています。

これまで日本では、「患者さんの安全管理をきちんと行お
う」と言っているだけで数値評価をしてこなかったので、適切
な品質管理とは言えませんでした。
先ほど申し上げた、クリニカル・インディケータ―を用いて

品質を評価し、改善し、再評価するというプロセスを実践して
（相澤病院は）日本で 6番目の JCI認定病院となりました。

病院が品質を保証する医療を提供することは、当たり前の
ことではありますが、具体的に実現させている病院は未だ多く
はありません。病院が保証した複数のケアプランから治療法
を選んでいただき、患者さんだけでなく、患者さんのご家族も
様々な角度から支援する「全人的」な医療を提供できることが
実力のある病院の姿であると言えるでしょう。相澤病院は急性
期病院として発展してきましたが、今後は緩和医療や、在宅ケ
アも品質保証のプログラムに入れていく予定です。

民間病院として競争に生き残っていくためには他の病院と
の差別化が必要です。従業員のモチベーションを上げること
も、安全で品質の高い治療を提供するためには必要な要素で
す。方針はトップダウンで、品質はボトムアップで実行するとい
う文化を根付かせていけるよう努力しています。

国際クラスの医療品質への取組みという最先端のご経験と多
くのエビデンスに基づくご講演、田内先生ありがとうございま
した。

※1　sig……signet ring cell gastric cancer（印環細胞がん）

は、前者が 2.81％、後者が 5.49％という結果でした。また
PET検診を受けた 9症例の乳がんの発見率は 88.9％です。

FDG-PETがん検診ガイドライン（2012年改訂）では、他の
検査と組み合わせた総合的な検査が望ましいとされています
し、乳がん診療ガイドライン（2013年）によれば、FDG-PET
検査の推奨グレードは D です。マス・スクリーニングという観
点での評価とは比べられないかもしれませんが、少なくとも相
澤病院で実施される検査では、PET 検査による発見率はガイ
ドラインとほぼ同等、陽性的中率については、ガイドラインより
も高いという結果になっており、臨床の現場では（PET 検査
は）スクリーニングとして有用だと考えられています。
死亡率の減少に繋がっていない、費用対効果、全身被ばくと

いった観点も考慮するべきかという課題もありますが、術前に
詳細な画像評価ができているので、手術中の安全性の担保に
もなります。

診断能力が上がってくるとPET検査、CT検査、MRI検査
といった高度な検査によって早期のがんが発見されます。特
に肺がん、乳がん、前立腺がん、甲状腺がんは、他のがんより
も早い段階で見つかります。同時にアメリカでは過剰診断、過
剰治療については問題になっています。
例えば、患者さんが高齢者であった場合、どんな治療をする

のかといった判断を個人の医者が下すことはリスクがあるし
難しい。治療の有害性と有効性を病院全体で総合的に検討で
きることが大切です。そのためにキャンサーボードが必要なの
です。キャンサーボードは臓器別に行われ、患者さんの状態や
日常生活等を考慮して関係のあるスタッフ全員が話し合いま
す。例えば、消化器の場合には 30 人くらいのスタッフが集ま
ります。手術を行うということが決まると、外科手術前の検討
会を開きどういう手術をするのかを確認します。
相澤病院がん集学治療センターでは手術療法以外に、放射

線治療、化学療法、緩和ケア、腫瘍精神科の全てを含むオール
インワンがん治療センターです。各科の専門医が隣同士の部
屋に居て常駐していますので、患者さんにとって利便性が高
い。化学療法のレジメンは全て登録されています。毎日全症例
につき全職種によるカンファレンスを行い患者さんの安全管

　

品質改善の取り組み

PET/CT検査の有用性

相澤病院が目指すがん医療

がん医療における品質管理
基調講演 2　田内克典先生　

沖縄におけるPET施設としてのFIMACCの展開と可能性
 パ  ネ  ル  デ  ィ ス カ ッ シ  ョ ン

まず、モデレータから「放射線科医とし
ては PET 検査の意義は大きいと考えて
いるが、臨床の現場で PET検査への役
割期待は何でしょうか」と問題提起があ
りました。
田内先生談：「（PET 検査の役割期待

は）正確なステージングと評価です。治
療の前段階で最も大切な部分です。過剰
な診療、過剰な手術を避けるために相澤病院では必須のプロ
グラムです。PET検査への信頼は、患者さんにとって非常にメ
リットが多く、医師にとっては手放せない、安全確認のための
検査です」。
小林先生談：「がん疾患以外にも有用性が見られ、それら
の診断、治療にも PET が有用だと感じています」。
そして、患者さんからの視点として、
堀川豊氏（株式会社長野メディカルサポート　代表取締役）

談：「医療者の立場というのは、サービスを提供する側、患者
さんの立場というのは、サービスを受
ける消費者の立場です。しかし、このこ
とが病院側には理解されておらず、病
院側は提供するサービスの品質保証
がなされていないのが現状です。先ほ
ど田内先生が“PET検査をしなければ
怖くて治療ができない ”と発言されま

したが、相澤病院の PET センターではこの10 年間で約
40,000 例以上の症例実績があります。手術の前には PET
検査が必要であるという院内での認識が徹底しています。さら
に、現在年間 4,000例のうち 1,000件は信州大学病院から
の紹介です。この 10年間、検診も有用ですが、臨床の現場で

PET 検診が絶対役に立つという啓発活動を続けてきた結果、
長野県内の診療連携拠点病院のほとんどから患者さんが紹
介されてくるようになりました。沖縄では診療連携拠点病院と
しては FIMACCさんしかありません。PET/CT 普及をするた
めには、臨床で絶対に役立つということを啓発していくことが
必要です」とご提案をいただきました。
吉川佳秀氏（医療コンサルタント、がん治療支援者）談：「私

は月に 40件ほどのがん治療相談を受けていますが、やはり、
がん治療は費用の問題が非常に大きいことを痛感していま
す。PET 検査はがんと確定診断されれば保険診療ですが、残
念ながら、検診や術後など保険診療対象外となり、多額の費用
がかかります。貯金や有価証券等の資産がたくさんあればま
だいいのですが、一般の私たちは
やはり民間等の保険を有効に活用
する必要があります。特に、資産形成
が十分できていない、働き盛りの
20～40 歳代の患者やご家族こそ、
保険をしっかり勉強すべきです。
一方、保険を提供する側もその
意義や役割をしっかり説明すべき
です。PET検査の有効性、診断保険の存在や確定診断前の支
払いなど、正直、保険会社は説明も認識も不足しています。だ
からこそ、保険提供者も被保険者も相互に連携して、がん治
療について啓蒙活動をする場が必要です。その意味で、単なる
PET 検査施設にとどまらない、FIMACC の存在意義は大き
いと思います。是非、一層、コンシェルジュ機能を充実させ、『が
んプラザ（仮称）』のような患者視点でのワンストップの拠点づ
くりを沖縄、FIMACC から発信して欲しいと思います。是非、
協力します」。

「PET検査 という診断方法の臨床の現場での役割」について議１題

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

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

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

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

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

「大学病院と民間の共同運営である FIMACC に適した集患方法」について議２題

最後に、地勢的・地理的な観点から沖縄を見た場合、
FIMACC はどのような可能性を持っているのか、ご討議があ
りました。
まず、堀川先生から「今回、台湾からエージェントが来られて
いますが、この地域の特性を生かしたゲート機能を持つべきで
す。メディカルツーリズムという枠組みということではなく、国際

PET検査の役割期待、積極的なFIMACCの集患方法、そして、マクロベースでみた沖縄・FIMACCの可能性について、有意義なご討議と
ご提案がありました。今回のご討議やご提案内容は、FIMACCの運営に十分反映させていきたいと考えております。

的な診療連携のゲートだと確信しています」とお話いただき、さ
らに田内先生からは、「患者さんも選択できる時代です。自分の
治療にとって一番良い病院がここだと思えば沖縄へも足を運
びます。FIMACCの素晴らしい施設の認知度が高まれば、患者
さんのメリットを考えたとき、ニーズがあれば沖縄以外の地域
から集患は可能です」と貴重なご意見がありました。

「沖縄という限定的な市場での FIMACC の期待される役割」について議３題

「FIMACC の集患についてどのようなお考えがあげられます
か」との質問について、
堀川氏談：「民間施設は検診主体ですが、FIMACC は機能

画像が特徴です。薬剤各種を使って診療連携拠点病院として最
大の武器を持っておられるので、精密検査的なものに特化して
いくべきではないかと思います。まず、琉球大学病院さんでの
院内啓発を行うことが重要です。精神科以外は全ての科から
オーダーがくるようになるはずです。信州大学病院では、患者さ
んのご家族が相澤病院で PET 検査を受けてみたいと希望さ
れて、担当医は泣く泣く紹介状を書いて検査にいらした。そし
たら、2期と診断されていた肺がんが PET検査で 3期である
ことがわかったという例がありました。それを契機にその診療
科から相当な数の検査依頼がくるようになりました」。

小林先生談：「PET の認知度を高めるた
め、我々は愛知 PET 臨床利用研究会を立
ち上げました。放射線科以外のドクターの
認知度を高めるため、啓蒙活動が必要でし
た。我々の病院だけでは力不足と感じたの
で、地域の病院と連携を図り認知度の拡大
を行いました。患者さんのためにももっと

PETの有用性を知っていただき、沖縄の PET３施設で協力体
制を取り、需要の拡大をやっていただければと思います」とご
提案がありました。

田内先生談：「院内へ PET 検査の
有用性を広めるためには、まず肺なり
肝臓なりターゲットを絞って検査をして
みると、これまでの CT画像では見えな
いものが見えてきました。この感覚を掴
んだ臨床医にとっては PET 検査はなく
てはならないものになります。
また、治療が終わった患者さんから、
念のため、予防的に PETを希望されることも増えてきました。
術後の PET 検査が保険適用にならないため、自費検査とし
て料金を下げて行う体制も作りました」。
吉川先生談：「PET 検査が自分自身の治療選択や判断に
有意義であることを患者自身がもっと勉強すべきです。イン
ターネットは便利な上、情報がいくらでもあるように錯覚しま
すが、情報自体を主体的に取りに行かないと納得のいく有用
な情報は入手できません。そのため、検索ワードの選定が大き
な鍵になります。自分や家族にとって必要な検索ワードは何
か、それは日常の情報取得の研鑽の賜物です。具体的には、セ
ミナー、研究会や各種啓蒙活動の場であり、そこで語れる人材
も重要です。FIMACC は地域においてこの場のリーダー的存
在になるべきですし、十分資格はあると思います」。

基調講演に続き、シンポジウム第2部では、3つのテーマを軸に4名の先生方でご討議、ご提案をいただき
ました。モデレータは、千葉至先生（琉球大学医学部、FIMACC 副センター長）です。

千葉 至 先生

吉川 佳秀 氏

小林 敏樹 先生

田内 克典 先生

吉川 佳秀 氏

堀
川 

豊 

氏
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相澤病院では、3年程前から病
院医療における品質改善の取り
組みを行ってきました。
その結果、昨年には国際的な
医療機能評価機関である JCI の
認証を取得しました。
がん医療における品質管理を
実現するための具体的なプログ
ラムをご説明いただき、「医療品
質を高める」という観点から PET検査の有用性（優位性）に
ついてお話しいただきました。

病院は良質な医療サービスを継続的に患者さんに提供す
ることがミッションであり、そのためには、医療の質を担保する
ことが重要です。医療において品質とは何か？という問いかけ
に始まり、品質評価、改善計画の策定と実行、実行後の再評価
という方法で品質を管理することが求められます。

医療品質を評価する手段としては、
　Structure（構造：施設、医療機器、医療スタッフの種類と数）
　Process（課程：実際に行われた診療や看護）
　Outcome（結果：行った診療や看護の結果としての健康状態）
が挙げられますが、実際には、Processの部分を評価してい
くことになります。
医療品質を評価するために、Evidence に基づいた数値

（クオリティ・インディケーター）を用いて品質の改善につな
げています。Evidence に基づいた数値と実際のパフォーマ
ンスとのギャップを数値化（クリニカル・インディケータ―）し
ます。アメリカでは、年間に170,000件の感染症が発生し、う
ち 99,000 人（約 58％）が死亡しています。この損害が約
300億ドルになるという現実があり、感染予防への対策が立
てられています。
相澤病院でも感染症予防のための正しい手指消毒の実施

率を高めるため、現状分析を行いました。実施率は20％で、医
師が手指衛生を実施していない、正しい手指衛生を実施して

いない、責任者が正しい方法を理解していないという現実が
見えてきました。手指衛生の手順を憶えるため、全職員を対象
にトレーニングを行い、実施率をモニタリングするという一連
のプロセスを通して、実施率を 80％にまで高めました。

がん治療においては、治療の品質を保証するため、患者さ
んに対して医師個人や各診療科ではなく、病院が品質保証す
るケアプランを提示しています。まず、臓器別に行われるキャ
ンサーボードで、そのがんの診断に関わる診療科の医師が一
同に会し、治療方針を決定します。治療方針は担当医師が患
者さんに伝え、患者さんが選択した治療方針に従って担当医
はケアプランを作成します。このケアプランは検討会で承認さ
れ、患者さんの同意を得て実施されます。医師個人の技術は
病院によって評価されます。実施可能な手技を院内資格とし
て認定し、医師技術評価表に記載して掲示してあります。

2003 年から 2012 年にかけて相澤病院で行われた胃がん
の治療前の PET検査に関する 279件の症例のうち、157件
の病理検査の結果を治療前の PET 検査結果と比較しました。

PET 検査の結果と手術で採取された組織検査の結果がど
ちらも陽性であった例は 63.7％、T1 と sig※1 症例を除いた
場合には、84.8％の陽性率でした。sig 症例を除外した転移リ
ンパ節の陽性率は 53.4％でした。
術前化学療法を行った 9 例のうち全ての例で PET 検査で

治療効果判定が可能でした。
胃がんの判定については、T1と sig症例を除いて PET 検

査による判定は非常に有効だという結果が出ています。

マンモグラフィー、または、超音波検査を受けた方とこの両
方の乳房健診を受けた 26,538 人と、PET 検診を受けた
1,260人の乳がん発見率を比べた結果、乳房発見率について
は、前者が 0.29％、後者が 0.71％、陽性反応的中度について

理を行っています。
さらに、2014年 9月に陽子線治療が開始される予定です。
既存のがん集学治療センターに併設しましたので化学療法や
腫瘍精神科の医師がスタンバイできる利点があります。陽子
線治療の特徴は、近傍に放射線を当ててはいけない臓器があ
る場合、陽子線を対象臓器のところでピタッと止めることがで
きることです。二次発がんの可能性が低いので、小児や若年の
方の治療に適してもいます。また呼吸同期機能がありますし、
ガンマナイフ、トモセラピーで対応できない大きい腫瘍にも照
射することが可能です。
既に稼働しているトモセラピー、ガンマナイフでは互いに一

番患者さんにとって適した治療方法になるように検討しなが
ら治療を行っていますが、陽子線治療が開始されれば、治療の
選択肢が増えます。しかし、陽子線治療は現在保険適用ではあ
りませんので他施設と協働して、エビデンスを発信していくこ
とが使命だと考えています。

これまで日本では、「患者さんの安全管理をきちんと行お
う」と言っているだけで数値評価をしてこなかったので、適切
な品質管理とは言えませんでした。
先ほど申し上げた、クリニカル・インディケータ―を用いて
品質を評価し、改善し、再評価するというプロセスを実践して
（相澤病院は）日本で 6番目の JCI認定病院となりました。

病院が品質を保証する医療を提供することは、当たり前の
ことではありますが、具体的に実現させている病院は未だ多く
はありません。病院が保証した複数のケアプランから治療法
を選んでいただき、患者さんだけでなく、患者さんのご家族も
様々な角度から支援する「全人的」な医療を提供できることが
実力のある病院の姿であると言えるでしょう。相澤病院は急性
期病院として発展してきましたが、今後は緩和医療や、在宅ケ
アも品質保証のプログラムに入れていく予定です。

民間病院として競争に生き残っていくためには他の病院と
の差別化が必要です。従業員のモチベーションを上げること
も、安全で品質の高い治療を提供するためには必要な要素で
す。方針はトップダウンで、品質はボトムアップで実行するとい
う文化を根付かせていけるよう努力しています。

国際クラスの医療品質への取組みという最先端のご経験と多
くのエビデンスに基づくご講演、田内先生ありがとうございま
した。

※1　sig……signet ring cell gastric cancer（印環細胞がん）

は、前者が 2.81％、後者が 5.49％という結果でした。また
PET検診を受けた 9症例の乳がんの発見率は 88.9％です。

FDG-PETがん検診ガイドライン（2012年改訂）では、他の
検査と組み合わせた総合的な検査が望ましいとされています
し、乳がん診療ガイドライン（2013年）によれば、FDG-PET
検査の推奨グレードは D です。マス・スクリーニングという観
点での評価とは比べられないかもしれませんが、少なくとも相
澤病院で実施される検査では、PET 検査による発見率はガイ
ドラインとほぼ同等、陽性的中率については、ガイドラインより
も高いという結果になっており、臨床の現場では（PET 検査
は）スクリーニングとして有用だと考えられています。
死亡率の減少に繋がっていない、費用対効果、全身被ばくと

いった観点も考慮するべきかという課題もありますが、術前に
詳細な画像評価ができているので、手術中の安全性の担保に
もなります。

診断能力が上がってくるとPET検査、CT検査、MRI検査
といった高度な検査によって早期のがんが発見されます。特
に肺がん、乳がん、前立腺がん、甲状腺がんは、他のがんより
も早い段階で見つかります。同時にアメリカでは過剰診断、過
剰治療については問題になっています。
例えば、患者さんが高齢者であった場合、どんな治療をする

のかといった判断を個人の医者が下すことはリスクがあるし
難しい。治療の有害性と有効性を病院全体で総合的に検討で
きることが大切です。そのためにキャンサーボードが必要なの
です。キャンサーボードは臓器別に行われ、患者さんの状態や
日常生活等を考慮して関係のあるスタッフ全員が話し合いま
す。例えば、消化器の場合には 30 人くらいのスタッフが集ま
ります。手術を行うということが決まると、外科手術前の検討
会を開きどういう手術をするのかを確認します。
相澤病院がん集学治療センターでは手術療法以外に、放射

線治療、化学療法、緩和ケア、腫瘍精神科の全てを含むオール
インワンがん治療センターです。各科の専門医が隣同士の部
屋に居て常駐していますので、患者さんにとって利便性が高
い。化学療法のレジメンは全て登録されています。毎日全症例
につき全職種によるカンファレンスを行い患者さんの安全管

　

品質改善の取り組み

PET/CT検査の有用性

相澤病院が目指すがん医療

がん医療における品質管理
基調講演 2　田内克典先生　

沖縄におけるPET施設としてのFIMACCの展開と可能性
 パ  ネ  ル  デ  ィ ス カ ッ シ  ョ ン

まず、モデレータから「放射線科医とし
ては PET 検査の意義は大きいと考えて
いるが、臨床の現場で PET検査への役
割期待は何でしょうか」と問題提起があ
りました。
田内先生談：「（PET 検査の役割期待

は）正確なステージングと評価です。治
療の前段階で最も大切な部分です。過剰
な診療、過剰な手術を避けるために相澤病院では必須のプロ
グラムです。PET検査への信頼は、患者さんにとって非常にメ
リットが多く、医師にとっては手放せない、安全確認のための
検査です」。
小林先生談：「がん疾患以外にも有用性が見られ、それら
の診断、治療にも PET が有用だと感じています」。
そして、患者さんからの視点として、
堀川豊氏（株式会社長野メディカルサポート　代表取締役）

談：「医療者の立場というのは、サービスを提供する側、患者
さんの立場というのは、サービスを受
ける消費者の立場です。しかし、このこ
とが病院側には理解されておらず、病
院側は提供するサービスの品質保証
がなされていないのが現状です。先ほ
ど田内先生が“PET検査をしなければ
怖くて治療ができない ”と発言されま

したが、相澤病院の PET センターではこの10 年間で約
40,000 例以上の症例実績があります。手術の前には PET
検査が必要であるという院内での認識が徹底しています。さら
に、現在年間 4,000例のうち 1,000件は信州大学病院から
の紹介です。この 10年間、検診も有用ですが、臨床の現場で

PET 検診が絶対役に立つという啓発活動を続けてきた結果、
長野県内の診療連携拠点病院のほとんどから患者さんが紹
介されてくるようになりました。沖縄では診療連携拠点病院と
しては FIMACCさんしかありません。PET/CT 普及をするた
めには、臨床で絶対に役立つということを啓発していくことが
必要です」とご提案をいただきました。
吉川佳秀氏（医療コンサルタント、がん治療支援者）談：「私

は月に 40件ほどのがん治療相談を受けていますが、やはり、
がん治療は費用の問題が非常に大きいことを痛感していま
す。PET 検査はがんと確定診断されれば保険診療ですが、残
念ながら、検診や術後など保険診療対象外となり、多額の費用
がかかります。貯金や有価証券等の資産がたくさんあればま
だいいのですが、一般の私たちは
やはり民間等の保険を有効に活用
する必要があります。特に、資産形成
が十分できていない、働き盛りの
20～40 歳代の患者やご家族こそ、
保険をしっかり勉強すべきです。
一方、保険を提供する側もその
意義や役割をしっかり説明すべき
です。PET検査の有効性、診断保険の存在や確定診断前の支
払いなど、正直、保険会社は説明も認識も不足しています。だ
からこそ、保険提供者も被保険者も相互に連携して、がん治
療について啓蒙活動をする場が必要です。その意味で、単なる
PET 検査施設にとどまらない、FIMACC の存在意義は大き
いと思います。是非、一層、コンシェルジュ機能を充実させ、『が
んプラザ（仮称）』のような患者視点でのワンストップの拠点づ
くりを沖縄、FIMACC から発信して欲しいと思います。是非、
協力します」。

「PET検査 という診断方法の臨床の現場での役割」について議１題

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

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

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

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

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

「大学病院と民間の共同運営である FIMACC に適した集患方法」について議２題

最後に、地勢的・地理的な観点から沖縄を見た場合、
FIMACC はどのような可能性を持っているのか、ご討議があ
りました。
まず、堀川先生から「今回、台湾からエージェントが来られて
いますが、この地域の特性を生かしたゲート機能を持つべきで
す。メディカルツーリズムという枠組みということではなく、国際

PET検査の役割期待、積極的なFIMACCの集患方法、そして、マクロベースでみた沖縄・FIMACCの可能性について、有意義なご討議と
ご提案がありました。今回のご討議やご提案内容は、FIMACCの運営に十分反映させていきたいと考えております。

的な診療連携のゲートだと確信しています」とお話いただき、さ
らに田内先生からは、「患者さんも選択できる時代です。自分の
治療にとって一番良い病院がここだと思えば沖縄へも足を運
びます。FIMACCの素晴らしい施設の認知度が高まれば、患者
さんのメリットを考えたとき、ニーズがあれば沖縄以外の地域
から集患は可能です」と貴重なご意見がありました。

「沖縄という限定的な市場での FIMACC の期待される役割」について議３題

「FIMACC の集患についてどのようなお考えがあげられます
か」との質問について、
堀川氏談：「民間施設は検診主体ですが、FIMACC は機能

画像が特徴です。薬剤各種を使って診療連携拠点病院として最
大の武器を持っておられるので、精密検査的なものに特化して
いくべきではないかと思います。まず、琉球大学病院さんでの
院内啓発を行うことが重要です。精神科以外は全ての科から
オーダーがくるようになるはずです。信州大学病院では、患者さ
んのご家族が相澤病院で PET 検査を受けてみたいと希望さ
れて、担当医は泣く泣く紹介状を書いて検査にいらした。そし
たら、2期と診断されていた肺がんが PET検査で 3期である
ことがわかったという例がありました。それを契機にその診療
科から相当な数の検査依頼がくるようになりました」。

小林先生談：「PET の認知度を高めるた
め、我々は愛知 PET 臨床利用研究会を立
ち上げました。放射線科以外のドクターの
認知度を高めるため、啓蒙活動が必要でし
た。我々の病院だけでは力不足と感じたの
で、地域の病院と連携を図り認知度の拡大
を行いました。患者さんのためにももっと

PETの有用性を知っていただき、沖縄の PET３施設で協力体
制を取り、需要の拡大をやっていただければと思います」とご
提案がありました。

田内先生談：「院内へ PET 検査の
有用性を広めるためには、まず肺なり
肝臓なりターゲットを絞って検査をして
みると、これまでの CT画像では見えな
いものが見えてきました。この感覚を掴
んだ臨床医にとっては PET 検査はなく
てはならないものになります。
また、治療が終わった患者さんから、
念のため、予防的に PETを希望されることも増えてきました。
術後の PET 検査が保険適用にならないため、自費検査とし
て料金を下げて行う体制も作りました」。
吉川先生談：「PET 検査が自分自身の治療選択や判断に
有意義であることを患者自身がもっと勉強すべきです。イン
ターネットは便利な上、情報がいくらでもあるように錯覚しま
すが、情報自体を主体的に取りに行かないと納得のいく有用
な情報は入手できません。そのため、検索ワードの選定が大き
な鍵になります。自分や家族にとって必要な検索ワードは何
か、それは日常の情報取得の研鑽の賜物です。具体的には、セ
ミナー、研究会や各種啓蒙活動の場であり、そこで語れる人材
も重要です。FIMACC は地域においてこの場のリーダー的存
在になるべきですし、十分資格はあると思います」。

基調講演に続き、シンポジウム第2部では、3つのテーマを軸に4名の先生方でご討議、ご提案をいただき
ました。モデレータは、千葉至先生（琉球大学医学部、FIMACC 副センター長）です。

千葉 至 先生

吉川 佳秀 氏

小林 敏樹 先生

田内 克典 先生

吉川 佳秀 氏

堀
川 

豊 

氏
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相澤病院では、3年程前から病
院医療における品質改善の取り
組みを行ってきました。
その結果、昨年には国際的な
医療機能評価機関である JCI の
認証を取得しました。
がん医療における品質管理を
実現するための具体的なプログ
ラムをご説明いただき、「医療品
質を高める」という観点から PET検査の有用性（優位性）に
ついてお話しいただきました。

病院は良質な医療サービスを継続的に患者さんに提供す
ることがミッションであり、そのためには、医療の質を担保する
ことが重要です。医療において品質とは何か？という問いかけ
に始まり、品質評価、改善計画の策定と実行、実行後の再評価
という方法で品質を管理することが求められます。

医療品質を評価する手段としては、
　Structure（構造：施設、医療機器、医療スタッフの種類と数）
　Process（課程：実際に行われた診療や看護）
　Outcome（結果：行った診療や看護の結果としての健康状態）
が挙げられますが、実際には、Processの部分を評価してい
くことになります。
医療品質を評価するために、Evidence に基づいた数値

（クオリティ・インディケーター）を用いて品質の改善につな
げています。Evidence に基づいた数値と実際のパフォーマ
ンスとのギャップを数値化（クリニカル・インディケータ―）し
ます。アメリカでは、年間に170,000件の感染症が発生し、う
ち 99,000 人（約 58％）が死亡しています。この損害が約
300億ドルになるという現実があり、感染予防への対策が立
てられています。
相澤病院でも感染症予防のための正しい手指消毒の実施

率を高めるため、現状分析を行いました。実施率は20％で、医
師が手指衛生を実施していない、正しい手指衛生を実施して

いない、責任者が正しい方法を理解していないという現実が
見えてきました。手指衛生の手順を憶えるため、全職員を対象
にトレーニングを行い、実施率をモニタリングするという一連
のプロセスを通して、実施率を 80％にまで高めました。

がん治療においては、治療の品質を保証するため、患者さ
んに対して医師個人や各診療科ではなく、病院が品質保証す
るケアプランを提示しています。まず、臓器別に行われるキャ
ンサーボードで、そのがんの診断に関わる診療科の医師が一
同に会し、治療方針を決定します。治療方針は担当医師が患
者さんに伝え、患者さんが選択した治療方針に従って担当医
はケアプランを作成します。このケアプランは検討会で承認さ
れ、患者さんの同意を得て実施されます。医師個人の技術は
病院によって評価されます。実施可能な手技を院内資格とし
て認定し、医師技術評価表に記載して掲示してあります。

2003 年から 2012 年にかけて相澤病院で行われた胃がん
の治療前の PET検査に関する 279件の症例のうち、157件
の病理検査の結果を治療前の PET 検査結果と比較しました。

PET 検査の結果と手術で採取された組織検査の結果がど
ちらも陽性であった例は 63.7％、T1 と sig※1 症例を除いた
場合には、84.8％の陽性率でした。sig 症例を除外した転移リ
ンパ節の陽性率は 53.4％でした。
術前化学療法を行った 9 例のうち全ての例で PET 検査で

治療効果判定が可能でした。
胃がんの判定については、T1と sig症例を除いて PET 検

査による判定は非常に有効だという結果が出ています。

マンモグラフィー、または、超音波検査を受けた方とこの両
方の乳房健診を受けた 26,538 人と、PET 検診を受けた
1,260人の乳がん発見率を比べた結果、乳房発見率について
は、前者が 0.29％、後者が 0.71％、陽性反応的中度について

理を行っています。
さらに、2014年 9月に陽子線治療が開始される予定です。
既存のがん集学治療センターに併設しましたので化学療法や
腫瘍精神科の医師がスタンバイできる利点があります。陽子
線治療の特徴は、近傍に放射線を当ててはいけない臓器があ
る場合、陽子線を対象臓器のところでピタッと止めることがで
きることです。二次発がんの可能性が低いので、小児や若年の
方の治療に適してもいます。また呼吸同期機能がありますし、
ガンマナイフ、トモセラピーで対応できない大きい腫瘍にも照
射することが可能です。
既に稼働しているトモセラピー、ガンマナイフでは互いに一

番患者さんにとって適した治療方法になるように検討しなが
ら治療を行っていますが、陽子線治療が開始されれば、治療の
選択肢が増えます。しかし、陽子線治療は現在保険適用ではあ
りませんので他施設と協働して、エビデンスを発信していくこ
とが使命だと考えています。

これまで日本では、「患者さんの安全管理をきちんと行お
う」と言っているだけで数値評価をしてこなかったので、適切
な品質管理とは言えませんでした。
先ほど申し上げた、クリニカル・インディケータ―を用いて
品質を評価し、改善し、再評価するというプロセスを実践して
（相澤病院は）日本で 6番目の JCI認定病院となりました。

病院が品質を保証する医療を提供することは、当たり前の
ことではありますが、具体的に実現させている病院は未だ多く
はありません。病院が保証した複数のケアプランから治療法
を選んでいただき、患者さんだけでなく、患者さんのご家族も
様々な角度から支援する「全人的」な医療を提供できることが
実力のある病院の姿であると言えるでしょう。相澤病院は急性
期病院として発展してきましたが、今後は緩和医療や、在宅ケ
アも品質保証のプログラムに入れていく予定です。

民間病院として競争に生き残っていくためには他の病院と
の差別化が必要です。従業員のモチベーションを上げること
も、安全で品質の高い治療を提供するためには必要な要素で
す。方針はトップダウンで、品質はボトムアップで実行するとい
う文化を根付かせていけるよう努力しています。

国際クラスの医療品質への取組みという最先端のご経験と多
くのエビデンスに基づくご講演、田内先生ありがとうございま
した。

※1　sig……signet ring cell gastric cancer（印環細胞がん）

は、前者が 2.81％、後者が 5.49％という結果でした。また
PET検診を受けた 9症例の乳がんの発見率は 88.9％です。

FDG-PETがん検診ガイドライン（2012年改訂）では、他の
検査と組み合わせた総合的な検査が望ましいとされています
し、乳がん診療ガイドライン（2013年）によれば、FDG-PET
検査の推奨グレードは D です。マス・スクリーニングという観
点での評価とは比べられないかもしれませんが、少なくとも相
澤病院で実施される検査では、PET 検査による発見率はガイ
ドラインとほぼ同等、陽性的中率については、ガイドラインより
も高いという結果になっており、臨床の現場では（PET 検査
は）スクリーニングとして有用だと考えられています。
死亡率の減少に繋がっていない、費用対効果、全身被ばくと

いった観点も考慮するべきかという課題もありますが、術前に
詳細な画像評価ができているので、手術中の安全性の担保に
もなります。

診断能力が上がってくるとPET検査、CT検査、MRI検査
といった高度な検査によって早期のがんが発見されます。特
に肺がん、乳がん、前立腺がん、甲状腺がんは、他のがんより
も早い段階で見つかります。同時にアメリカでは過剰診断、過
剰治療については問題になっています。
例えば、患者さんが高齢者であった場合、どんな治療をする
のかといった判断を個人の医者が下すことはリスクがあるし
難しい。治療の有害性と有効性を病院全体で総合的に検討で
きることが大切です。そのためにキャンサーボードが必要なの
です。キャンサーボードは臓器別に行われ、患者さんの状態や
日常生活等を考慮して関係のあるスタッフ全員が話し合いま
す。例えば、消化器の場合には 30 人くらいのスタッフが集ま
ります。手術を行うということが決まると、外科手術前の検討
会を開きどういう手術をするのかを確認します。
相澤病院がん集学治療センターでは手術療法以外に、放射
線治療、化学療法、緩和ケア、腫瘍精神科の全てを含むオール
インワンがん治療センターです。各科の専門医が隣同士の部
屋に居て常駐していますので、患者さんにとって利便性が高
い。化学療法のレジメンは全て登録されています。毎日全症例
につき全職種によるカンファレンスを行い患者さんの安全管

　

品質改善の取り組み

PET/CT検査の有用性

相澤病院が目指すがん医療

がん医療における品質管理
基調講演 2　田内克典先生　

沖縄におけるPET施設としてのFIMACCの展開と可能性
 パ  ネ  ル  デ  ィ ス カ ッ シ  ョ ン

まず、モデレータから「放射線科医とし
ては PET 検査の意義は大きいと考えて
いるが、臨床の現場で PET検査への役
割期待は何でしょうか」と問題提起があ
りました。
田内先生談：「（PET 検査の役割期待

は）正確なステージングと評価です。治
療の前段階で最も大切な部分です。過剰
な診療、過剰な手術を避けるために相澤病院では必須のプロ
グラムです。PET検査への信頼は、患者さんにとって非常にメ
リットが多く、医師にとっては手放せない、安全確認のための
検査です」。
小林先生談：「がん疾患以外にも有用性が見られ、それら
の診断、治療にも PET が有用だと感じています」。
そして、患者さんからの視点として、
堀川豊氏（株式会社長野メディカルサポート　代表取締役）

談：「医療者の立場というのは、サービスを提供する側、患者
さんの立場というのは、サービスを受
ける消費者の立場です。しかし、このこ
とが病院側には理解されておらず、病
院側は提供するサービスの品質保証
がなされていないのが現状です。先ほ
ど田内先生が“PET検査をしなければ
怖くて治療ができない ”と発言されま

したが、相澤病院の PET センターではこの10 年間で約
40,000 例以上の症例実績があります。手術の前には PET
検査が必要であるという院内での認識が徹底しています。さら
に、現在年間 4,000例のうち 1,000件は信州大学病院から
の紹介です。この 10年間、検診も有用ですが、臨床の現場で

PET 検診が絶対役に立つという啓発活動を続けてきた結果、
長野県内の診療連携拠点病院のほとんどから患者さんが紹
介されてくるようになりました。沖縄では診療連携拠点病院と
しては FIMACCさんしかありません。PET/CT 普及をするた
めには、臨床で絶対に役立つということを啓発していくことが
必要です」とご提案をいただきました。
吉川佳秀氏（医療コンサルタント、がん治療支援者）談：「私

は月に 40件ほどのがん治療相談を受けていますが、やはり、
がん治療は費用の問題が非常に大きいことを痛感していま
す。PET 検査はがんと確定診断されれば保険診療ですが、残
念ながら、検診や術後など保険診療対象外となり、多額の費用
がかかります。貯金や有価証券等の資産がたくさんあればま
だいいのですが、一般の私たちは
やはり民間等の保険を有効に活用
する必要があります。特に、資産形成
が十分できていない、働き盛りの
20～40 歳代の患者やご家族こそ、
保険をしっかり勉強すべきです。
一方、保険を提供する側もその
意義や役割をしっかり説明すべき
です。PET検査の有効性、診断保険の存在や確定診断前の支
払いなど、正直、保険会社は説明も認識も不足しています。だ
からこそ、保険提供者も被保険者も相互に連携して、がん治
療について啓蒙活動をする場が必要です。その意味で、単なる
PET 検査施設にとどまらない、FIMACC の存在意義は大き
いと思います。是非、一層、コンシェルジュ機能を充実させ、『が
んプラザ（仮称）』のような患者視点でのワンストップの拠点づ
くりを沖縄、FIMACC から発信して欲しいと思います。是非、
協力します」。

「PET検査 という診断方法の臨床の現場での役割」について議１題

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

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

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

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

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

「大学病院と民間の共同運営である FIMACC に適した集患方法」について議２題

最後に、地勢的・地理的な観点から沖縄を見た場合、
FIMACC はどのような可能性を持っているのか、ご討議があ
りました。
まず、堀川先生から「今回、台湾からエージェントが来られて
いますが、この地域の特性を生かしたゲート機能を持つべきで
す。メディカルツーリズムという枠組みということではなく、国際

PET検査の役割期待、積極的なFIMACCの集患方法、そして、マクロベースでみた沖縄・FIMACCの可能性について、有意義なご討議と
ご提案がありました。今回のご討議やご提案内容は、FIMACCの運営に十分反映させていきたいと考えております。

的な診療連携のゲートだと確信しています」とお話いただき、さ
らに田内先生からは、「患者さんも選択できる時代です。自分の
治療にとって一番良い病院がここだと思えば沖縄へも足を運
びます。FIMACCの素晴らしい施設の認知度が高まれば、患者
さんのメリットを考えたとき、ニーズがあれば沖縄以外の地域
から集患は可能です」と貴重なご意見がありました。

「沖縄という限定的な市場での FIMACC の期待される役割」について議３題

「FIMACC の集患についてどのようなお考えがあげられます
か」との質問について、
堀川氏談：「民間施設は検診主体ですが、FIMACC は機能

画像が特徴です。薬剤各種を使って診療連携拠点病院として最
大の武器を持っておられるので、精密検査的なものに特化して
いくべきではないかと思います。まず、琉球大学病院さんでの
院内啓発を行うことが重要です。精神科以外は全ての科から
オーダーがくるようになるはずです。信州大学病院では、患者さ
んのご家族が相澤病院で PET 検査を受けてみたいと希望さ
れて、担当医は泣く泣く紹介状を書いて検査にいらした。そし
たら、2期と診断されていた肺がんが PET検査で 3期である
ことがわかったという例がありました。それを契機にその診療
科から相当な数の検査依頼がくるようになりました」。

小林先生談：「PET の認知度を高めるた
め、我々は愛知 PET 臨床利用研究会を立
ち上げました。放射線科以外のドクターの
認知度を高めるため、啓蒙活動が必要でし
た。我々の病院だけでは力不足と感じたの
で、地域の病院と連携を図り認知度の拡大
を行いました。患者さんのためにももっと

PETの有用性を知っていただき、沖縄の PET３施設で協力体
制を取り、需要の拡大をやっていただければと思います」とご
提案がありました。

田内先生談：「院内へ PET 検査の
有用性を広めるためには、まず肺なり
肝臓なりターゲットを絞って検査をして
みると、これまでの CT画像では見えな
いものが見えてきました。この感覚を掴
んだ臨床医にとっては PET 検査はなく
てはならないものになります。
また、治療が終わった患者さんから、
念のため、予防的に PETを希望されることも増えてきました。
術後の PET 検査が保険適用にならないため、自費検査とし
て料金を下げて行う体制も作りました」。
吉川先生談：「PET 検査が自分自身の治療選択や判断に
有意義であることを患者自身がもっと勉強すべきです。イン
ターネットは便利な上、情報がいくらでもあるように錯覚しま
すが、情報自体を主体的に取りに行かないと納得のいく有用
な情報は入手できません。そのため、検索ワードの選定が大き
な鍵になります。自分や家族にとって必要な検索ワードは何
か、それは日常の情報取得の研鑽の賜物です。具体的には、セ
ミナー、研究会や各種啓蒙活動の場であり、そこで語れる人材
も重要です。FIMACC は地域においてこの場のリーダー的存
在になるべきですし、十分資格はあると思います」。

基調講演に続き、シンポジウム第2部では、3つのテーマを軸に4名の先生方でご討議、ご提案をいただき
ました。モデレータは、千葉至先生（琉球大学医学部、FIMACC 副センター長）です。

千葉 至 先生

吉川 佳秀 氏

小林 敏樹 先生

田内 克典 先生

吉川 佳秀 氏

堀
川 

豊 

氏
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兵庫県神戸市にて開催された、「PET 化学ワークショップ
2014」に参加して来ました。臨床研究などについて発表する
会ではなく、実際に日々 PET薬剤の合成や品質検査、薬剤開
発に携わる人たちが集まる場となっています。
今回の参加者は 120

名ほどで、それこそ北は
北海道から南は沖縄ま
で、PET 薬剤製造施設
を所有する施設から参
加されています。参加者
のうち 2 割程度が新規
参加者ということで、1
日目は新規参加者の紹介を兼ねた食事会が行われました。そ
の後、施設の紹介になり、当センターも初参加の施設というこ
とで、施設紹介を行わせていただきました。開業から 1年足ら
ずで、使用薬剤も 18F-FDG注射液のみであることから、合成
のプロ達を盛り上げる資料の作成に頭を悩ませました。
紹介された施設の中には、18F-FDG 注射液よりもほかの

PET薬剤の需要の方が多く、1週間で 1日のみ 18F-FDG注
射液を用いた検査が行われる施設、器具の洗浄及び滅菌法
の妥当性を検証し、ディスポーザブルの器具を使っていた箇
所に、自分たちで適切に洗浄・滅菌した器具を使えるように
した施設などありました。また、東京バイオマーカー・イノベー
ション技術研究組合（通称：TOBIRA）という、産官学が連携

し、早期発見・治療効果予測を目的とした診断薬や測定機器
の開発を行い、先進医療都市東京を目指す活動があることも
知りました。
講義の後、深夜までフリーディスカッションが行われ、普段

は相談しにくい内容、他施設での実施状況や方法についても
ざっくばらんに話し合われました。眠気もさることながら、
FIMACC に戻ったらほかのメンバーに改めて相談しようと
思った、充実したディスカッショ
ンが行われました。

2 日目は朝から大雪のため、
宿から外出するかどうか悩みま
したが、同室の方々と明石市を
散策しました。明石城址、明石
市立天文科学館（日本標準時子
午線に建つ天文台）、明石焼きと明石尽くしでした。午後から
は講義が再開され、午前中はどのように過ごしたかなどの話
をしながら和やかな夕食を過ごし、夕食後は講義の後、また深
夜までフリーディスカッションが行われました。

3 日目は午前中に講義が行われ、前日とは打って変わった
好天の中、お昼に終了でした。
今まで学会等でお会いした先生方達とゆっくりお話しさせて

いただく機会を得られたことが、本ワークショップに参加して
よかった点だと思いました。

（内藤 剛／品質管理部門 技術主幹）

「PET化学ワークショップ2014」に参加しました。
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FIMACC事務局予約担当の反田主任です。
予約担当の反田です。

現在は、かかりつけ医の判断で
検査が必要な方の検査対応を
しております。
特に院外の患者様の予約を、

各病院やクリニックから連絡し
ていただき承っております。予
約日の2日前には、検査にあた
っての注意事項をご案内するた
め、患者様に電話でのご連絡を
差し上げております。
琉大病院に通院しておられる方も同様に、電話で書類の

確認や注意事項をお伝えしております。診療科の外来に伺
って直接ご案内する場合もあります。
今後も、スタッフ一同で協力して、より良いサービスが提

供できるよう努めてまいります。よろしくお願い致します。

F IMACCスタッフ紹介

山野に自生するキク科の多年
草。近年は畑での栽培もされ、野
菜として出荷されている。独特の香
気で臭み消しに利用される。
葉緑素も多く、食品の着色や食用、薬用、香草として利用さ
れる。
沖縄では山羊汁(ヒージャージル)、アバサー(はりせんぼん)
汁、フーチバー雑炊(ジューシー)、天ぷら、フーチ餅(ムチ)(よ
もぎ餅)、よもぎカステラなどに用いられる。成分は、たんぱく
質、繊維が多く、カルシウム、鉄、カリウムに富み、ビタミンA、
ビタミンB１、B２、Cが豊富に含まれる。

フーチバー
よもぎ

vo
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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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