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沖縄からアジアへ
がん診療の中核施設を目指す
－琉球大学医学部附属病院に
機能画像診断センター「FIMACC」がオープン

はじめに、機能画像診断センターFIMACCの
設立目的と理念をお聞かせください。
千葉副センター長　FIMACCは、PET検査などの
最先端技術を用いて、沖縄県のがん診療を確立
するとともに、さらなる医療技術の発展のため先進
的な臨床研究を推進する施設です。沖縄県内だけ
でなく、アジアにおけるがん診療の先端施設として
の役割を担うことを目的に設立されました。沖縄県
のがん診療拠点として、患者さんの診断、治療、
その後のフォローまでも含めた総合的ながん診療
を提供するため、重粒子線治療分野において、
放射線医学総合研究所（以下、放医研）と連携
していることが大きな特徴です。

F I M A C Cは、F u n c t i o n a l I m a g i n g &

Communication Centerの頭文字からとった愛称
ですが、このなかのコミュニケーションという言葉が
大きな意味を持っています。患者さんと医療施設の
コミュニケーションだけでなく、医療施設間の連携、
またアジアを含めた地域連携など、多くのコミュニ
ケーションをベースにがん診療を推進していくこと
がFIMACCの大きな理念となっています。

設立に至るまでの経緯をお聞かせください。
西山事務局長 当院のFIMACCは、PET施設と
しては沖縄県内で3例目となります。PETの導入に
関しては、以前から計画はあったものの予算の都合
で実現できずにいたようです。今回、FIMACCの
設立は、公と民が基本設計段階から協働し、リスクと
リターンをシェアするPPP(Public Private Partnership)

という新しい開発手法を活用しました。核医学界の
世界ではもちろん初めての挑戦で、医療業界でも
施設所有の類型（BOT方式）まで考えると初めて
のケースになります。平成22年6月、公募により
選定されたHiMO社を中核幹事とする民のコンソー
シアムが技術、資金、ネットワーク、人材などを戦略

的に投入し、開業後の事業運営で効率化だけで
なく、最適化、継続性、事業拡張性まで視野に
入れ準備を行いました。

沖縄県のがん医療の現状に、FIMACCが果たす
役割をどのようにお考えでしょうか。
千葉 副センター長　ひとつはFDG以外の新しい
薬に関しての期待でしょうか。沖縄ではどの施設も
サイクロトロンを持っていて、自前で薬を合成できる
ことが可能です。しかしメチオニンやFLTなど保険
適応外の薬に関してアプローチできるのは、教育
研究機関でもある当院だけではないかと思います。
たとえばメチオニンに関してはエビデンスもあり

ますし臨床で使っている先生もたくさんいらっしゃい
ますので、今後沖縄県でもメチオニンPETのニーズ
は高まってくると思います。また、FLTやFAZAなど
の新しい薬に関しては、臨床側からのニーズはまだ
無いかもしれませんが、将来必要性が出てくる
可能性がありますので、こちらから臨床側に働き
かけることが重要だと考えています。こういった
FDG以外の薬についてもニーズが高まってきた際
には、我々のノウハウをほかの施設に伝えていく
ことも我々の使命だと思っています。

アジアへの展開についてお聞かせください。
千葉 副センター長　沖縄県は、東南アジアや
中国圏などに近いので、そうした地域からの患者
さんを見込めると考えています。ただし、一般的に
よく言われるメディカルツーリズムを目指しているの
ではありません。旅行のついでに検診をするのと、
国内での治療が難しいから海外で治療し、ついでに
観光をするのとでは、意味合いは違うと思います。
我 が々目指しているのは後者です。
困っているアジアの患者さんを治療するために、

まずここで診断を受けてもらい、重粒子線治療など
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の先進的な治療が必要な場合には、放医研に
患者さんを紹介するという方法を考えています。私
どもが、先進的がん治療に向けた診断に特化する
ことによって、県内の他の2施設とのすみ分けも
できます。そういう形で、沖縄、そしてアジア地域の
人々の幸せに貢献していきたいと考えています。

放射線医学総合研究所との連携についてお聞
かせください。
千葉 副センター長　今のところFIMACCでは検査
だけを行っており、放医研とは、患者さんの紹介、
重粒子線治療の紹介を含めた形で連携していく
ことを考えています。そして、将来的には治療外来
も一緒に運営していきたいと思っています。ただ、
治療外来で直接紹介を受けるためには、治療する
ケース、また、経過観察フェーズ、フォローアップ
フェーズにおいて、沖縄という地理的条件を考慮
しなくてはなりません。

飯田助教 沖縄から千葉県の放医研まで出かけ
ていってフォローアップをするのは、大変な負担と
なります。実際に、そういった患者さんもいらっしゃい
ますので、地理的な距離が問題となっていました。
今回、シーメンスのsyngo.viaを導入した最大の
理由は、放医研とのデータのやりとりや、プラニング
やフォローアップをきちんと行うことができると思った
からです。今後も大いに活用していきたいと思って
います。

千葉 副センター長　放医研の画像診断室長の
吉川先生も、適応のある患者さんをFIMACCで
絞り込むことに期待されていると思います。積極的
にうちのドクターを放医研に派遣して理解を深めた
うえで、こちらで画像診断と治療の面から適応を
判断し、そのうえで患者さんを紹介するような仕組み
にしていきたいと思っています。

千葉至副センター長

左から、東江医師、王様、山内様、西山事務局長、千葉副センター長、飯田助教、與儀技師
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西山 事務局長 FIMACCは、患者さんやご家族の
お立場では先進医療や高度医療へのゲート機能
の役割を担いたいと思います。重粒子線や陽子線
のような先進医療等は、適応対象かどうかは高度で
的確なスクリーニングが要求されます。先進医療等
のトータルな診療体制の普及に尽力し、患者さんや
ご家族の負担軽減に貢献していきたいと思います。
現在、放医研が最大の戦略パートナーですが、
将来、先進医療等を実現している国内外の医療
機関との連携も広く進めていきます。

ある程度絞り込みをしたうえで放医研に患者さん
を紹介するという連携について、さらに具体的な
お話を聞かせてください。
千葉 副センター長　琉球大学自体が放医研と
包括協定を結びまして、教育、研究、医療を進め
ていこうというのが最初の枠組みとしてありました。
現在は、放医研の吉川先生をはじめ、ドクター、
技師の方 を々お招きし、二人三脚で放医研の技術
を教えてもらっています。逆にこちらにはシーメンス
の最新鋭のPET･CT装置が入りましたので、この
装置から得られる情報を提供しています。技術も
知識も人と一緒に移動しますので、人の交流が
いちばん重要だと思います。1名もしくは2名が、
1年間程度の期間、双方に行き来できればいいの
ですが、マンパワー的に難しいところもあります。
今のところは短くて1週間、長ければ3か月という
短期間の交流を進めています。

飯田 助教 将来、メチオニンが保険適用になった
ときには、交流会や勉強会を拡大しないといけない
ですね。薬をつくる方法、また読影の仕方など、
我々はあまり知識を持っていませんので、そのあたり
も教えていただきたいところです。将来的には、
こちらから、研究データ、フォローアップのデータを
提供できるようになるのではないかと思います。

千葉 副センター長　この技術交流のインフラと
して、テレビ電話会議の環境も整備しました。テレビ
会議システムで双方の顔を見て会議ができるだけ
でなく、シーメンスのsyngo.viaやsyngo.plazaを
使えば放医研とこちらとで臨床画像も同時に見る
ことができますので、情報共有や技術交流に大変
役立っています。

このたびのFIMACC開設にあたりPET･CT 

Biograph mCTと画像解析ソリューションsyngo.

viaを採用していただきました。まず、PET･CTに
ついてのご感想はいかがですか。
千葉 副センター長　PET･CTに関して言えば、よい
画像が撮れること、よい検査ができること、読影が
やさしいことが重要ですね。シーメンスのBiograph 

mCTは、空間分解能が非常にすぐれていると思い
ます。ひと言で言うと画像がきれいです。加えて撮影
時間も短いですね。最初に想定していたよりも、
かなりスループットは上がると思っています。

飯田 助教 性能的にすごいと思います。この前、
核医学研究会で技師が発表していたのですが、
ファントム実験で、撮影前に、学会が推奨している
ガイドラインで、第1試験、第2試験みたいなII相
試験で普通どおりにやったらしいのです。しかし、
あまりにも分解能が高かったためにファントム内の
容器が写ってしまったようです。

千葉 副センター長　これまでのPET検査の目的
は、存在確認がメインでした。しかし、治療効果の
判定、治療が効いたかどうかを確かめるためには、
あるかないかだけでなく、アクティビティがどれくらい
強いか、集積がどれくらいあるかを正確に測ること
も大事な側面だと思っています。
シーメンスのBiograph mCTは、SUVのmax、

meanだけでなくpeakも測れるということが選定
の大きなポイントになりました。SUVpeakはまだ
一般的ではありませんが、今後データが集まって
いけば、臨床側もSUVpeakはもっと使えるものだと
理解してくれると思っています。
それに、このような定量的な評価を確実に行って
いくためには、装置の品質維持、管理がとても重要
です。Biograph mCTは、毎日、装置の校正を
行っていることを知り、とても感心しました。

続いてsyngo.viaについての感想をお聞かせくだ
さい。
飯田 助教 使いやすいと思います。使い始めた頃
は、新しい読影ツールということもあり戸惑いもあり

ましたが、もう操作にも慣れましたし、使っていくほど
に、こなれてくる気がします。噛めば噛むほど味が
でてくる感じですね。なかなか使い勝手のいいソフト
ウェアですし、PET･CTに関しても、SUVもしきい値
VOIが測れます。再現性の高さは評価できますね。

syngo.viaのどんなところにメリットを感じますか。
飯田 助教 個人的な意見ですが、読影という日常
業務が楽しくなりました。基本的に画像処理は技師
さんにおまかせで、こちらで画像を編集することは
少なかったのですが、syngo.viaでは、こちらで好きな
ようにで編集できます。そこが楽しいですね。
今のFDG･PETは、いくつかの検査が終わった後

で最終検査として行われることが多いのですが、
最終診断として読影する際に、どこまで考えて読影
できるかが求められます。そのときにも、さまざまな
画像とフュージョンするとか、PET画像を読み込んで
SUVを比較するとか、汎用性の高さも魅力です。
総合的には、患者さんの将来的なマネジメントに
ついて提案しやすくなると思います。

千葉 副センター長　PET･CTの読影は情報量が
多いのが特徴です。CTも見なければいけないし、
PETも見なければいけない。フュージョンだけ見れば
よいのではなく、PETを見て、後でフュージョンに戻る
とか、CTを見るとか、過去画像を見るとか、やること
がすごく多くなっています。これだけの仕事を、この
時間でできるのはsyngo.viaのインターフェイスが
使いやすさが理由なのかなと思います。

飯田 助教 とくにVOIの設定の仕方が楽です
ね。治療している段階で病変が多少移動してくる
ことがありますが、生理的な集積と分けてきちんと
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書き込んでおけば、自動でVOIを合わせて、SUV

のmax、peak、meanも出してくれます。ROI、VOI

しか見ることのできないワークステーションより比較
しやすくなっています。

最後に、放医研との連携による効果と今後の展望
を教えてください。
千葉 副センター長　こちらから派遣している人材
が、重粒子線治療に関するさまざまな症例を見る
ことができるのは、すごく勉強になると思います。
こちらにはそれを体験する場所がないわけですから
ね。我々の最終的な目標は、重粒子線治療のような
先端医療でがんを治すことです。高性能のPET･CT

を用いた正確な診断を通じて、日本に数台しかない
重粒子線治療に適した患者さんを紹介すること
が、大きなゴールのひとつだと思います。そのため
にも、FIMACCと放医研とが連携し、同じ環境を整
えていくことが重要です。患者さんに同じ検査を
提供し、検査結果が共有され、患者さんの受け渡し
をスムーズに行うことが重要だと思っています。患者
さんの診断、治療、その後のフォローまで含めた
総合的ながん診療を提供するため、今後も人と
技術の交流を積極的に進めていきたいと思います。

放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター
の画像診断室長 吉川京燦先生にうかがいます。
このたびのFIMACCとの連携について、その経緯
をお聞かせください。
吉川 先生 当初FIMACCのPPP事業パートナー
であるHiMO社から、琉球大学医学部附属病院
に、がん診療に必須の診断モダリティになっている
PETを中心とした診断環境を導入し、さらに
syngo.viaのような遠隔読影に応用が可能なシス
テムを用いて重粒子線治療に特化した診断を、
放医研と一緒に行いたいという話がありました。
そして、そのデータをもとに放医研に患者さんを
送るようなシステムを作りたいということでした。その
話を聞いて、私としては、FIMACCに導入される
新しいPET･CTを使って、我々が今まで重粒子線
治療の治療前、治療後にやっていたような検査を、
そのまま琉球大学で実現できるような形を作って
みたいと思ったのです。
一方で、分子イメージングは、既存のFDGとか

メチオニン以外にも、FLTをはじめとして、多種多様
な新しい薬の選択肢を持っています。その技術を
琉球大学に導入して、今までのFDG-PET検査とは
違う、もっと進んだがんの診療、検査ができるような
システムを作ることを考えました。

いまは、ひとつの施設だけで特定の研究をやって
いくというのがなかなか厳しい時代です。琉球大学
で高いクオリティを持った検査ができるようになれ
ば、お互いにコラボして、よりよい研究成果が出せる
と思いますし、もちろん、放医研にとってもメリットが
あるわけです。その意味で、FIMACCのインフラは
すごく整備されています。PET･CTは、シーメンスの
Biograph mCTという最高クラスの装置が導入
されました。合成装置も導入され、放医研とほぼ
同じ薬をつくることができる環境が整っています。

FIMACCとの連携についてどのような感想をお
持ちですか。
吉川 先生 まず、重粒子線治療に患者さんを送る
までのプロセスをきちんと構築したいということです。
それには我々の診断だけではなくて、治療医との
連携が必要です。つまり、治療医の人的交流が
必須なのです。
「FIMACCで資料を作りました」、「診断は放医
研で行いました」、「さあ治療をしてください」といっ
ても、治療はそれだけでは動かないのですね。やはり
治療医同士の、「あの先生が適応ありと判断して
いるのだったら、これはやっていいだろう」とか、そう
いう治療医の信頼関係が絶対に必要です。今
まさに、それを構築しているところです。

技術交流の面で重要なポイントは、具体的にどの
ようなことでしょうか。
吉川 先生 最近のPETはかなり進化していて、
ある程度、標準化されつつあります。装置の性能、
維持管理をきちんとしておけば、一定レベル以上の
画像が撮れる時代になっています。そこで、重要
なのはクオリティコントロールですね。PET･CT装置
と遠隔読影システムを用いて、連携して患者さん
の診療を行うためには、両者が使っている装置
の、性能と品質の管理が不可欠です。
放医研は、医療機器の管理にはふだんから神経

を使っていて、放医研として培ってきたクオリティ
コントロールのノウハウを持っています。これまで
も、我々の技師が講演したり、また1週間くらい
訪問して、FIMACCでファントム実験をしたりしな
がら基本的なノウハウを伝えてきました。近い将来、
放医研にも同じBiograph mCTが導入されます
ので、今後も定期的に交流を図っていきたいと考
えています。

施設によって、それほどPET装置の品質が異なる
のでしょうか。
吉川 先生 はい、現状では施設によってPET

装置の品質管理が違い過ぎて、どうしても画像が
異なります。悪性かどうかという定性的な評価は
できたとしても、将来的に集積がどれくらい変化した
か、治療効果がどうかということを評価しようとする
と、やはり異なった施設の装置のデータでは不十分
で、結局、もう1回検査をすることになってしまう
とかね。患者さんからみたら、同じPETなのですから、
他の施設でとったPET検査結果と比較することで
治療効果が判定できれば、それに越したことはない
わけです。
それが、今回から同じ環境が整うわけですから、
治療前の検査はFIMACCで行い、治療と退院前
の検査は放医研で行う。そして沖縄に帰ったら
FIMACCで定期的に検査を行い、そのデータを
放医研が見て評価できる、という一連のがん診療が
可能となります。これは患者さんにとって、素晴らしい
ことです。ロケーションがこれだけ遠く離れた場所
で、ここまでのビジョンを掲げてプロジェクトを進めて
いるのは初めてのケースのはずです。

最後に、このプロジェクトに対する今後の期待を
お聞かせください。
吉川 先生 放医研は、当初は重粒子を開発する
ことが目的だったのですが、その重粒子の有用性
は証明できました。次は、それを普及させることが、
我々の中期計画の大きな目標のひとつになって
います。FIMACCは沖縄だけでなく、アジアにおける
がん診療の先端医療施設となることをめざして
います。我 も々日本、そしてアジアの人々に重粒子
線治療を含めた、高度ながん診療を届けたいという
思いは同じです。ぜひ、今後も研究や交流を続けて
いきたいと思っています。

（2013年5月23、29日取材）

吉川 京燦 画像診断室長

西山 博幸 事務局長

飯田 行 助教
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