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紙面にて、治験・臨床研究情報の検索方法をご紹介しています。
本会の活動対象分野に関連した治験の情報をHPの「最新情報」欄でもご紹介しており
ます（不定期掲載）。HP「最新情報」欄のUP状況は随時、Facebook、Twitter の投
稿でお知らせしておりますので、ご興味のある方はぜひフォローしてください。

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♪

治験・臨床研究情報の検索方法をご紹介
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　皆様におかれましては、コロナ禍の中でも健やかにお暮らしのこと
と願っております。さて、6月23日に、本会の設立時目的の一つであっ
た神経内分泌腫瘍に対するPRRTの承認が認められました。6月24日
に開催された厚生労働省の「医療放射線の適正管理に関わる検討会」
で、一般病室でも放射線安全対策を講じることで核医学治療を受けた
患者の入院を可能とする方向での整理がされたことから、PRRTを含
め、核医学治療実施の可能性が広がることが期待されます。
　今後、前立腺がんのPSMA治療の治験が始まります。患者の皆さ
んにこれらの治療を提供できる環境が、徐々にではありますが進んで
きたことを喜んでいます。
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治験・臨床試験情報検索サイトのご紹介

放射性医薬品の治験、核医学診療の臨床試験に関する情報は
下記のサイトから検索できます。当会のHP のリンク集にも
下記サイトのリンクを掲載しています。

まずは病名、治療法、「核医学治療」
または「アイソトープ治療」などの
キーワードで google や Yahoo! など
の検索エンジンで核医学治療を行っ
ている医療機関を検索。

核医学治療を行っている医療機関の
診療案内から、薬剤名、放射性核種
などのキーワード（例：68Ga PSMA
や 225Ac PSMA など）を調べて、これ
らのワードで治験検索サイトで検索。

※ご紹介しているサイトではキーワードの AND
検索ができないことが多いようです。ヒットし
ない場合はキーワード一つずつで検索してみて
ください。
※核種名の数字部分（質量数）は「177Lu」のよう
に左肩に書くのが正式ですが、「Lu-177」のよう
にハイフンの後に記載する場合もあります。両
方のパターンで検索してみるのがおすすめです。

臨床研究情報
ポータルサイト

国立保健医療科学院が運営する、患者さんや一般の方々向け
ポータルサイト。日本で行われている治験を含む臨床研究（試
験）の情報を検索でき、複数の機関の登録情報を一度に検索・
閲覧できます。まずはここからの検索がおすすめ。

（https://rctportal.niph.go.jp）

国立がん研究センター
がん情報サービス

がんの種類ごとに臨床試験の情報をまとめて検索できます。
「チャットで検索」からキーワード検索も可能。Q&A で治験に

関する基礎知識、参加に関する解説がされています。
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/search2.html)

大学病院医療情報
ネットワークセンター

大学病院等で行われている臨床研究の情報が閲覧できます。
医学・医療関係者向け。（https://www.umin.ac.jp）

jRCT 臨床研究実施計画・
研究概要公開システム

医療機関等で実施される臨床研究について、情報が公開され
ています。「臨床研究検索」より情報が検索できます。

（https://jrct.niph.go.jp）

今回は
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● コンテンツに関するアンケートにご回答くださった皆様、ご協力誠にありがとうご
ざいました！ 今後の情報発信・コンテンツ作成に活かしてまいります。本誌やHP
に関するご意見・ご要望などございましたら、いつでもHPのお問合せフォームか
らお知らせください。

● 当会で作成した冊子や本誌のバックナンバーはそれぞれ、HPの「お役立ちコンテ
ンツ」「核医学コミュニティ」メニューから閲覧・ダウンロードいただけます。冊
子の現物もご要望に応じて会員の皆さまへ無償でお配りしておりますので、ご希
望の方は必要部数と用途を記載の上、会員係までメールでご連絡ください。
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ラジオアイソトープ
（放射性同位元素：RI）

放射能・放射性物質

　元素の種類は陽子の数で決まりま
すが、陽子が同じ（＝原子番号が同
じ）で中性子の数が異なる個々の原
子を互いにアイソトープといいます。
例えば C（炭素）では陽子の数は常に
6 個ですが、12C では中性子の数は
6 個、14 C では中性子の数は 8 個で、
互いにアイソトープの関係にありま
す。放射線を出すアイソトープをラ
ジオアイソトープ（放射性同位元素：
RI）といい、単にアイソトープと呼
ぶこともあります。

　放射線を出す物質を「放射性物質」といい、その物質が放射
線を出す能力を「放射能」といいます。放射能は一定時間当た
りに起こる壊変の数を表しており、放射能が大きいほど放射性
物質からたくさんの放射線が出ています。

会員係

▲

ncnmt-post@bunken.co.jp

お気軽に

お問い合わせ

ください！

情報コンテンツに関する
アンケートのご報告

当会の情報コンテンツに関するアンケートを実施しました。集計結果
は会員総会にてご報告しております。会員総会のお知らせメールに記
載のURLから掲載ページにアクセスしてご確認ください。

〈RIっクマ〉〈RIっクマ〉

検索・
キーワード
選択のコツ

コツ01

コツ02

キーワードキーワード
選択のコツ

核医学治療Q＆A
人と放射線のかかわり
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核医学

／

最新トピックス

／

要望書提出
　大阪大、北海道大、東北大が連携して文科省に申請を行う、“ ネットワーク型共同利用・共同研究拠点「セ
ラノスティックス放射線科学研究拠点」” に関して、新規治療法開発の重要性を訴える要望書を大阪大 放射線
科学基盤機構 機構長あてに提出しました。
　また、一般社団法人 全国がん患者団体連合会（全がん連）から、文部科学大臣、厚生労働大臣、秋野公造
参議院議員あてに、医用アイソトープの国内製造に関わる要望書が提出されました。これに関連し、5/31 の
参議院決算委員会において医用放射性核種（99Mo, 225Ac 等）の国内製造に関わる質問が行われ、国内での医
用放射性核種製造の体制整備を行う旨の回答が得られました。
  
68Ga-PSMA-11 医師主導治験開始へ
　前立腺がんの診断への適応が期待される「68Ga-PSMA-11」の医師主導治験が、金沢大学とテリックスファー
マジャパンの共同研究により行われます。今般、前立腺がん患者を対象にした第Ⅰ相国内臨床試験の届出等の
諸手続きが完了し、治験開始に向けて大きく動き始めました。

177Lu-PSMA 第 3 相治験結果が公表されました
　去勢抵抗性転移性前立腺癌患者においてノバルティス社（スイス）が実施していた 177Lu-PSMA-617 によ
る核医学治療のグローバル第 3 相治験結果が、ノバルティス社から正式に発表されました。主要評価項目と
設定されていた全生存率と画像診断による無増悪生存率のいずれも、有意に良好であることが示されました。
現在、本薬剤の国内開発が企図されており、国内開発に弾みが付くことを期待したいと思います。

177Lu-DOTATATE 製造販売承認
　富士フイルム富山化学が申請していた核医学治療薬の 177Lu-DOTATATE は、2021 年 6 月、「ソマトスタチ
ン受容体陽性の神経内分泌腫瘍」を適応とする放射性医薬品「ルタテラ ® 静注」（一般名：ルテチウムオキソ
ドトレオチド（177Lu））として、製造販売承認されました。

▼ ▼核医学の最新情報をお届け！
Topics

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）
『フリー百科事典　ウィキペディア日本語版』。2021 年 6 月 7 日 

URL: https://ja.wikipedia.org
参 考

　日本にドイツの医薬品が入ってきたのは、明治時代。当初は横浜や
神戸の外国商館を通して輸入され、やがて日本の洋薬貿易商も扱うよ
うになりました。バイエルの医薬品は、「ハー・アーレンス商会」「カール・
ローデ商会」を通じて輸入されていました。そして現在、弊社は前立
腺がん骨転移の RI 内用療法に用いる製剤も提供しています。日本で初
めての医療用α線核種を臨床開発し導入する際には、法的濃度限度の
制限や放射線安全管理方法など、様々な法律・規制の理解と適合が必
要でした。今後の RI 内用療法の適正使用と普及には、環境整備（法律、
施設設備、マニュアル等）・適切な運用管理・人材の育成・技術の進展（撮
像、線量評価等）だけでなく、国民の理解が必要であるという立場から、
核医学診療推進国民会議に賛助会員企業として参加しています。 大阪心斎橋筋のバイエル社広告（昭和 13 年）

バイエル薬品（株）はラ
イフサイエンス領域を
中核事業とし、ドイツ
に本社を置くグローバ
ル企業の日本法人。大
阪に本社を置き、技術
革新と革新的な製品に
よって、日本の患者さ
んのアンメット・メディ
カル・ニーズに応える
先進医薬品企業を目指
しています。

バイエル薬品株式会社
第 3 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

今回ご紹介するのは放射能の発見者であるベクレルです。
アントワーヌ・アンリ・ベクレルは祖父、父、息子も科学者という研究者の家系に生まれ、代々続け
てきた蛍光・燐光研究の第一人者として当時活躍していました。
歴史が動いたのは 1896 年、ウラン化合物に日光を当てると X 線が発生することを証明するための実
験をしたときです。実験時に日光を当てたかったベクレルですが、実験日が曇り空だったため泣く泣
く実験を中止し、実験に使用したウラン化合物を写真乾板と一緒に机の引き出しにしまいます。数日後、
引き出しを開けたベクレルは、日光に当てていなかったにもかかわらず黒くなった乾板を見つけまし
た。これは、ウランが放出した放射線（アルファ線）が写真乾板を露光させたためであり、史上初め
ての自然放射能の発見となりました。

 放射能の発見者 ベクレル
核医学の歴史 PART. 3

ベクレル
Antoine Henri Becquerel
（1852- 1908）

このような放射性核種の多くは海外から輸入しているため、検査

や治療を安定して行えるよう、製造元、国内メーカー、輸送業者

などのサプライチェーン全体で協力して、供給体制を整えています。

PET 検査に使われる核種の中には 15O（半減期約 2 分！）といった

ものもあり、病院内のサイクロトロンで製造されています。半減期

が非常に短いため、撮像が大変です。

〈
正
解
〉

　放射性物質は、時間の経過とともに壊変（崩壊）し、最終
的に安定した物質へ変化すると放射線を放出しなくなりま
す。放射能が半分になるまでの時間を半減期（この場合、物
理学的半減期を指す）といい、物理学的半減期は、放射性物
質の種類によって異なります。放射性医薬品を体内に入れた
際には、物理学的半減期の他に生物学的半減期（尿や便によっ
て排出されて放射能が半分になる期間）も考慮することが必
要になります。

アントワーヌ・セザール・ベクレル
（1788-1878）

アレクサンドル・エドモン・ベクレル
（1820-1891）

アントワーヌ・アンリ・
ベクレル

ジャン・ベクレル
（1878-1953）

祖父

父

息子

華麗なる一族

全員科学者

この偶然発見した放射線とその後の研究業績により、
アンリ・ベクレルは 1903 年にノーベル物理学賞を受
賞しました。しかしその後 1908 年に 55 歳で急死。放射
線障害が原因ではないかと言われています。

放射性同位元素を扱っている方にはおなじみ
の、放射能の単位であるベクレル（Bq）はこの
アンリ・ベクレルにちなんでいます。かつて放
射能の単位はキュリー（Ci）がつかわれていま
したが、1975 年の国際度量衡総会にて、放射
能の SI 単位がベクレル（Bq）になりました。

1Bq は毎秒 1 回の壊変を表し、数字が大きいほど壊変数が多い（＝
放射能が強い）ことを指します。現在、多くの放射性医薬品の投与
量もこのベクレル（Bq）で規定されています。

Q.Q. ①110分、6時間② 2.7日、8日、11.4日、6.6日…
これらはそれぞれなんの数字でしょうか？

RIっクマからクイズです！

さてここで

①110分、6時間

RIっクマからクイズです！

核医学検査用放射性核種→撮像の際の短い時間に十分な放射線
が出ていれば良いので、被ばくを少なくするために半減期が比較
的短い核種が使われています。
核医学治療用放射性核種→腫瘍や組織にある程度の時間、放射
線を当て続ける必要があるため、検査用の核種にくらべて半減期
の長い核種が利用されています。

核医学検査で使用される放射性核種である
18F、 99mTc の物理学的半減期です。

核医学治療で使用される 90Y、 131I、 223Ra、 177Lu の
物理学的半減期です。

※➀、➁いずれも半減期が短いのが特徴です。

①

②

CO LUMN


