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今回は

6月付で追加さ
れた、

核医学治療と

外部照射に関
する

基本用語を

ご紹介します。 2022
SUMMER

PRRT
ペプチド受容体放射性核種療法

（Peptide Receptor Radionuclide Therapy）

BNCT
ホウ素中性子捕捉法

（Boron Neutron Capture Therapy）

PSMA（本邦未承認）前立腺特異的膜抗原（Prostate Specific Membrane Antigen）

　がん細胞に発現する受容体 *1 に特定の物質が結びつく性
質を利用した治療法です。特定の物質に放射性物質をつけ、
その放射性物質が出す放射線でがん細胞をたたくことで腫
瘍を縮小させます。「ソマトスタチン受容体陽性の神経内分
泌腫瘍」を適応症とした放射性医薬品が、本邦で使用でき
るようになりました。

　ホウ素（10B）薬剤を体内に入れ、がん細胞に当該薬剤を
取り込ませた後に中性子を照射することで、がん細胞のみ
をターゲットとする治療法です。がん細胞の中で中性子が
10Bの原子核と衝突することによる核反応が誘導されそこ
から放出されるα線とリチウム（7Li）核により、がん細胞だ
けを選択的に破壊する効果が見込めます。

*１ 細胞の外からくる様々な物質
と選択的に結合するタンパク質で、
細胞に存在しています。

*２ 「受容体に結合させるための物
質」に「放射性物質」をくっつける
ためのものであり、強い結合力をも
つ有機化合物を間に入れています。

　前立腺がんの細胞の表面にはPSMAというタンパ
ク質が存在しており、特に悪性度の高いがん細胞の
表面に通常の数十倍から数百倍発現しています。この
PSMAに特定の物質が結びつく性質を利用した治療法
です。特定の物質に放射性物質をつけ、その放射性物
質が出す放射線でがん細胞をたたくことで腫瘍を縮小
させます（PRRTと原理は似ている治療法です）。

活動報告

核医学最新
トピックス

〈RIっクマ〉

設立 5 年の振り返り
　本会議が活動を開始してから、5年が経過しました。本会議設立時の主要目的の
一つであった神経内分泌腫瘍のPRRT承認が、昨年6月に得られました。また、自
費診療、先進医療、企業治験と20数年かけて繋げてきた褐色細胞腫・傍神経節腫
に対する 131I-MIBG治療も昨年9月に承認されました。現在、前立腺癌に対する
PSMA治療が企業治験として進行中です。
　しかし、PRRT製剤のトラブルで、治療が実施できなかったことをすでに経験し
ました。この背景には、すべてにおいて薬剤に必要な放射性核種を海外からの輸入
に依存していることがあげられます。そのため、国会やそのほかの場面で、国内で
の診療用放射性核種製造の議論が活発化しています。国内製造には巨費が必要です
が、現状に甘んじていれば、患者さん達に多大な不利益を与えてしまうことになり
かねません。幸い、行政府の理解が得られつつある状況になっています。また、国
内の開発センター等の動きも活発化し始めています。患者さんたちの期待を潰すこ
とのないように、皆さんと共に、活動を強化したいと思います。直近の目標は、前立
腺癌PSMA治療です。早期承認に向けて活動いたしましょう。

会 長　絹谷 清剛
金沢大学 医薬保健研究域 医学系

核医学 教授

米国 FDA が 177Lu-PSMA を承認
　3 月 23 日（米国時間）に、米国で 177Lu-PSMA が承認されました。我が国では現在、第 1 相治験が進行中
であり、速やかな進捗が期待されます。

ルタテラに関わる厚生労働省保険局医療課長通知が発出
　3 月 18 日に厚生労働省保険局医療課長から　 "厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要す
る費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について " の通知が発出
されました。
　ルタテラ静注とルタテラ静注投与時に用いるライザケア輸液の DPC における疾患分類番号が示されて
おり、褐色細胞腫、パラガングリオーマ、前立腺の悪性腫瘍、その他の悪性腫瘍の項立てがあります。

原子力委員会 医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進 アクションプラン公開
　5 月31日に医療用の放射性核種の国内製造に向けた、医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進 アクショ
ンプランが公開されました。今後の動きが期待されます。

用語集の拡充
　6 月付で用語集の拡充を行いました。最後のページにて新規の用語の一部を紹介しております。

（核医学治療）

（核医学治療）

（外部照射）

受容体に結合させるための物質に
キレート*2と放射性物質をつけたもの

腫瘍が縮小する受容体に結合させるための物質（特異的ペプチド）に
キレート*2と放射性物質をつけたものを体内に入れる

PSMAに結合させるための物質にキレートと放射性物質をつけたもの

←結合する

前立腺がん 腫瘍が縮小する

ホウ素薬剤を
体内に入れる

がん細胞がホウ素化合物を
取り込む

中性子を照射し核反応を誘導。
放射線を発生

腫瘍が縮小する

PSMA→

→



コラム ● 数字で見る核医学診療

『放射能研究初期の歴史』
清水榮　著（2004）参考文献

　1895 年、アーネスト・ラザフォードは奨学金を手にイギリス・ケンブリッジ大学へ進学しました。
翌年 1896 年にベクレル（核医学の歴史 Part.3 参照）が放射能を発見したことに感化され、放射能・
放射線研究の道に進むことを決意します。彼は、2 年後の 1898 年にウランから 2 種類の放射線が出
ていることを発見し、それぞれをα線、β線と命名します。同年、それまでの常識であった「各元素
は永久不変のものである」という既成概念を覆す、元素が異なる元素へと自然に壊変する現象を発
見することで注目を集めました。そして 1908 年、放射性壊変現象の研究でノーベル化学賞を受賞
しました。その他にも、γ 線の命名、α粒子の測定、原子核の人工変換など、現代に続く様々な成果
を残しました。また、教育と研究を支援し、キャベンディッシュ研究所所長やロンドン王立協会長、
英国物理学会長に任命されるなど、まさしく「原子物理学の父」と称されるにふさわしい功績をあ
げました。彼の死後 60年経った 1997 年には、104 番元素（Rf）が彼の名前にちなみラザホージウ
ムと命名されています。（荻谷若菜・三谷眞緒）

今回ご紹介するのは、その功績と人柄から「原子物理学の父」と呼ばれる、アーネスト・ラザフォードです。

アーネスト・ラザフォード
核医学の歴史 PART. 5

アーネスト・
ラザフォード
Ernest　Rutherford
（1871-1937）

CO LUMN

100ニュージーランド・ドル札の肖像

　ニュージーランドは英国からの独立後、自国出身の著名人を紙幣デ
ザインにしています。ニュージーランド出身のラザフォードは、そのう
ちの一人として、ニュージーランドの 100ドル札に選出されています。

奨学金

　彼がイギリスの万博記念奨
学金審査を受験した際、結果は
2 位でしたが、1 位の人物が辞
退したため繰り上げで合格しま
した。この時、ラザフォードは
実家で芋掘りをしていたとされ、

「これが生涯最後の芋掘りだ！」
と叫んだといわれています。

人柄

　背が高く、丈夫で明るい青い目を
した印象的な人物だったと称され
る彼は、控えめでありながらも活
気に満ちており、世界中の著名な
科学者や若い学士が彼と共に働く
ことに憧れをもっていたようです。
彼は著名人にも学生にも分け隔て
なく接したといわれています。

教員を志していた

　彼は正教員審査に 3 度も不合格
となり教職を諦めた過去がありま
す。しかし、大学で指導した多くの
学生が後のノーベル賞受賞者となっ
ており、指導力、研究意欲などが
大変高かったことがうかがえます。

豆知識 ②
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識 
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豆知識 ①

アーネストの 豆 知 識

「 国民 70人 に 1人」

豆知識 ④

人口 1 億 2,600 万人の日本では、年間約 180 万件の核医学画像診断が行われています。
国民 70 人に 1 人が、年 1 回の核医学検査を行っていることになります。

　当社は、富士フイルム富山化学（株）から放射性医薬品事業を吸収分割により
承継し、2022 年 3 月 28 日に PDR ファーマ（株）として事業を開始しました。社
名にある「PD」は親会社であるペプチドリーム（株）のイニシャル、「Rファーマ」
は Radiopharmaceuticals（放射性医薬品）を意味します。
　ペプチドリーム（株）は、独自の創薬プラットフォームシステム PDPS（Peptide 
Discovery Platform System）を活用し、特殊環状ペプチドによる創薬を完成さ
せ、世界中の疾病に苦しむ方々に貢献することを目的としている会社です。当
社も 1968 年第一ラジオアイソトープ研究所の創業以来、半世紀にわたり、さ
まざまな疾患の診断・治療方針の決定等に役立つ診断用放射性医薬品、なら
びに治療用放射性医薬品を継続的に供給してきました。今後、ペプチドリー
ムグループの革新的な創薬力のもと、最先端の放射性医薬品を積極的に拡充
し、核医学の広がりに貢献してまいります。

半減期の短い放射性医薬品を
効率的に輸送できるよう羽田空港近くにある

PDRファーマ株式会社
第 4 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

川崎
PETラボ

　核医学画像診断は、がん、心臓疾患、脳神経疾患、呼

吸器疾患、消化器疾患、腎疾患、内分泌疾患などで行わ

れています。最も多いのは、がんの診断です。約 110 万件

行われており、主に転移の診断に用いられます。がんの治

療を行う上で、転移の有無はその後の治療戦略に大きく影

響します。転移がない場合は、外科的切除、放射線治療を

選択します。転移がある場合は、抗がん剤による化学療法

が中心になります。

　心臓疾患では、冠動脈の狭窄や閉塞に伴う心筋虚血の

診断に用いられます。一定以下に血流が低下すると、運動

時に胸痛を自覚することが多くなり（狭心症）、最後には

心筋梗塞に至ります。核医学検査では、心筋への血流低下

を早期に発見することができるので、心筋梗塞を未然に防

ぐことに役立っています。また、心臓から全身へ拍出する

血液の量を定量的に測定することができるので、心臓のポ

ンプ機能の低下（心不全）を評価することができます。

核医学画像診断が最も多いのは ｢ がん診断 ｣

　核医学検査は、認知症の早期診断に有用です。アルツハ

イマー病では側頭葉や頭頂葉の血流が低下します。その他

に、前頭葉や後頭葉の血流が低下するタイプの認知症があ

ります。認知症の型がわかると、介護や看護に大いに役立

ちます。高齢者では、手足の震え、こわばり、歩行障害な

ど、運動機能低下の頻度が増してきます。そのような症状

はパーキンソン病で起こります。パーキンソン病は適切に

診断し薬物治療を行うと、症状が改善されます。核医学画

像診断は、パーキンソン病診断の決め手になる検査法です。

　件数は少ないですが、核医学画像診断が有効な小児疾

患があります。先天性胆道閉鎖症、消化管出血、先天性食

道閉鎖症では、病変部位の診断に用いられています。また、

成人の腎移植、肝移植、心臓移植、肺移植を考慮した場合、

提供者の臓器機能の評価、移植を受ける方の臓器機能の

評価、移植後の臓器機能の評価に役立っています。

認知症の早期発見、パーキンソン病の診断にも貢献

　核医学検査では、CT やMR の造影剤で起こるようなア

レルギー反応はありません。最小限の放射線被曝で、病気

の早期診断、治療方針の決定に役立っています。

　国民 70 人に 1 人が年に 1 回受けるほど有用な検査です

が、医療現場で取扱うための環境整備が求められており、

まだまだ認知度が低いので、核医学検査が有用であること

がもっと国民に知れ渡り、今後ますます核医学検査が行わ

れやすくなる環境が整うことを期待し、国民会議として働

きかけていけたらと思います。          （畑澤順・松岡千代美）

核医学検査のさらなる環境整備のために

核医学画
像診断は

心筋梗塞
の

予防・早
期発見に

も

役立って
いるんだ

ね！


