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巻頭言 

 

「”10年”という月日」 

 

がん研究会有明病院  宮司 典明 

 

人によって時間の感じ方は異なります．哲学者ポール・ジャネは心理学的に「生涯のある時期

における時間の長さは年齢の逆数に比例する（年齢に反比例する）」と提唱しています．私自身，

診療放射線技師として働いて 10年が経過しました．幸運にも核医学領域で恵まれた研究環境や

研究意欲の高い方々に出会うことができ，忙しくも刺激的な日々を過ごしています．皆様はどう

でしょうか？10 年間を思い浮かべた時に長く感じている方，短く感じている方それぞれ   

いらっしゃると思います．巻頭言を執筆するにあたりこの”10 年”という時間軸から物事を  

考えてみようかと思います． 

iPS 細胞を作製した山中伸弥教授（京都大学）がノーベル生理学・医学賞を受賞してから 10

年が経過しました．この 10 年で iPS 細胞を使った再生医療分野はめざましい発展を遂げてお

り，筋萎縮性側索硬化症や脊髄損傷，パーキンソン病患者の治療など臨床応用の対象疾患が続々

と増えております．2030 年にはいくつかの疾患で治療方法の 1つとして選択可能になるそうで

す．再生医療関連の世界市場は 12兆円規模に達することが将来的に見込まれており，まさに医

療の世界が日進月歩であることを実感します． 

われわれ核医学領域に目を向けてみますと，放射性医薬品の世界市場は拡大し続けており，現

在の 9 兆円規模から 2028 年には 16.6 兆円規模に達すると見込まれています．これはがんの標

的 RI 治療における α 線免疫療法の適合性，核医学イメージング技術の進歩に起因しています．

また，核医学診断装置も 10年で格段に進化を遂げております．最近は PET/MRI装置の半導体

検出器を技術応用した SiPM-PET/CT装置が登場し，以前の PMT-PET/CT装置から飛躍的に画

質・診断能の向上が認められております．さらに各メーカは薬物動態も評価できるような体軸方

向視野を延長した PET/CT 装置を続々と開発しており，新たな放射性医薬品を含めてどういっ

た検査が展開されていくのか，今後が楽しみです．個人的には診断用 RIを用いて病巣を画像と

して捉えた後に，治療用 RIに置き換えてその病巣を治療するセラノスティックス技術の可能性

に大きな期待を寄せております． 

大人になると「10 年があっという間」と答える人がいます．子供にとっては毎日が新しい  

経験や発見に満ちていますが，大人になって日常生活で淡々と同じことを繰り返していると， 

時間が「あっという間」に感じるのは当然であり，仕方がないことかもしれません．しかし，  

冒頭で述べたように 10 年という時間がもたらすインパクトは思いの外に大きく，ただ漫然と 

時間を過ごすのは些か勿体ないと思います．これから 10年，20年と過ぎていく日々を充実した

時間にするために，好奇心をもって新しいことに取り組み，成長を感じるような日々を過ごして

いきたいものです．願わくは，そんな「ワクワクする」核医学技術の未来を会員の皆様と一緒に

創っていけたらと思います． 
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お知らせ 

 

核医学部会 入会のご案内 

 

核医学部会会長  飯森 隆志(千葉大学医学部附属病院) 

 

平素より公益社団法人日本放射線技術学会核医学部会の活動に対してご支援，ご指導を賜り，

会員の皆様に心より感謝し御礼申し上げます． 

核医学部会は，日本放射線技術学会の専門分科会として 1980 年に設立され， 今日まで核医学

検査技術学の向上を目指す多くの会員により構成されてきました．2015 年からは名称を核医学

分科会から核医学部会へ変更し，さらに皆様のお役に立てるような企画，運営を目指して活動し

ております． 

日本放射線技術学会は，専門部会への入会を促進するために，2022 年 3 月より 1 つ目の専門

部会は無料、2 つ目以降は 1 部会につき 1,000 円で入会できるようになりました．これにより，

核医学検査にローテーションで従事されている会員の方でも，気軽にご参加いただけるように

なりました．是非この機会に核医学部会に入会していただき，部会の活動を通じて核医学検査技

術を究め，日常の臨床業務，研究活動に活かしていただければと思います． 

 

核医学部会入会のメリット 

 

1. 核医学検査技術に関する最新情報や，臨床に役立つ情報が入手できます 

2. セミナーおよび講習会への受講料の割引が受けられます 

3. 核医学部会誌の優先閲覧（部会会員は 3 か月前倒し）ができます 

なお，核医学部会には，学会ホームページにある部会入会申し込みサイトから，いつでもご入会

いただけます       http://nm.jsrt.or.jp/index.html 

 

核医学部会の主な活動 

 

1. 総会学術大会および秋季大会での核医学部会の開催 

  （教育講演，基礎講演，ミニシンポジウム，技術討論会など） 

2. 核医学部会誌（電子版）の発行（年 2 回） 

3. オンラインジャーナルクラブ（論文執筆者自身が行うオンライン抄読会） 

4. 核医学画像セミナーの開催（ファントムを使った実験，画像処理，評価の実践） 

5. 核医学技術研修会の開催（撮像装置を使ったファントム実験） 

6. 核医学チュータ養成講座 

7. 核医学検査技術関連の叢書の発刊 

8. 研究活動の支援（ディジタルファントムなどの提供） 
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  でつながりませんか 

JSRT核医学部会 

やってます 

なかなか会えない だから… 

＠jsrt.nm 

部会誌やHPよりもいち早く情報をお届け 
ここだけの情報もあります 
写真や画像での情報提供が盛りだくさん 
核医学部会に未入会のJSRT会員もフォロー可能 
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お知らせ 

 

論文データベースの紹介 

 

 

学会発表，論文作成をする上で，実験方法や解析結果の妥当性を確認するために類似した過去

の研究を調べたいが，時間がない・面倒と思う方は少なくないと思います．MEDLINEや Google 

scholar，PubMedなどの文献検索ツールは豊富にありますが，「リストされる膨大な文献を精査

するのは大変．しかも英語だと理解しづらいし・・・」との声も聞かれます． 

 そこで核医学部会では，研究の初学者向けに核医学技術に関する論文データベースを作成 

しました．核医学研究をするための核医学論文データベースは核医学部会 HPから無料で閲覧・

ダウンロードを可能にしています．是非ご活用ください．  

 本データベースは部会の専門性を活かして以下の特長があります． 

 

・論文の特徴，最新研究，臨床動向との関連性など有用なコメントを付加 

・英語論文でも，その主たる内容は日本語で解説 

・核医学（技術・治療）に関する古典から最新技術の基礎まで厳選された論文をリストアップ 

・文献名，著者名，出典(雑誌)名，キーワード，概要文による検索が可能． 

 

本データベースは核医学部会 HPの論文紹介から無料で PDFを閲覧・ダウンロードすることが

できます． 

 

現在、厳選した 200 編程の論文を掲載しております。初学者から熟練者まで，会員の皆様の   

研究活動の一助になれば幸いです． 
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お知らせ 

第 25回核医学画像セミナー 

『シミュレーション実験の基礎 -SIMINDを体験しよう-』 

教育委員会・核医学部会・九州支部 

 

核医学部会では，核医学画像を取り扱う知識と技術の理解・習得を目的に，「演習・実習」を主とし

た核医学画像セミナーを開催しています．今回のセミナーでは，核医学領域におけるモンテカルロシ

ミュレーション（SIMIND）によるプラナー・SPECT 画像生成を体験し，研究に応用するための   

基礎を学ぶ内容を企画しました．シミュレーション実験では，任意のファントムやジオメトリを再現

したり，繰り返し計測できる利点があります．これからシミュレーション実験を始めたい方は奮って

ご参加ください. 

日時 ：2022年 6月 25日（土）9:30〜16:00(予定) 

開催形式 ：WEB配信 

参加費 ：会員 6,000円(核医学部会員 4,000円)、非会員 12,000円 

* Go to JSRT キャンペーン（https://www.jsrt.or.jp/data/news/44667/） となりますの

で，ご活用ください． 

募集人数 ：20名 

申込方法 ：会員システム『RacNe（ラクネ）』にログインしてお申し込みください．     

非会員でもご利用いただけます．申し込み手続きをする前に，申込の手順 

https://www.jsrt.or.jp/data/seminar-entry/ をご一読ください． 

※ E-mailアドレスは，必ず連絡可能で添付文書が受け取れるアドレスを正確にご登録ください． 

※ お申し込み後，登録確認メールを受信できない場合は，お問い合わせください． 

※ 申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は，お問い合わせください． 

※ メールが届かない場合，迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください． 

※ 「オンラインセミナー利用規約」（https://www.jsrt.or.jp/data/pdf/etc/kiyaku_seminar.pdf）   

を遵守してください． 

※ セミナー参加費については原則，返金できませんので，予めご了承ください． 

申込期間 ：2022年 5月 2日（月）正午 〜 6月 1日（水）正午 

プログラム（予定）： 9:00 ～  9:30  受付開始 

9:30 〜 10:00  開講・オリエンテーション 

10:00 〜 10:30  SIMINDの概要とシミュレーション基礎講座 

10:30 〜 12:00  プラナー画像シミュレーション演習 

12:00 〜 13:00  昼食・休憩 

13:00 〜 15:30  SPECT画像シミュレーションの基礎講座・演習 

15:30 〜 16:00  質疑・閉講 

注意）参加にはコンピュータ（Windows）とインターネット環境が必須です． 

参加者には事前にインストール作業等の案内をします． 

問合先：藤田医科大学 医療科学部 椎葉拓郎（しいば たくろう）  

E-mail: takuro.shiiba@fujita-hu.ac.jp 

*本セミナー受講の核医学専門技師認定機構の単位認定は 25 ポイントです. 
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お知らせ 

日本核医学専門技師認定機構からのご案内 

 

日本核医学専門技師認定機構理事長  藤埜 浩一 

 

2022 年の日本核医学専門技師認定機構の事業日程（予定）についてご案内します．詳細に     

つきましては，随時，機構のホームページにてお知らせしますのでご参照いただき，ご応募     

いただけますようお願いいたします． 

記 

1. 第 13回 核医学専門技師養成講座（対象：認定試験受験予定者）40単位 

第 15回 核医学専門技師研修セミナー（対象：核医学専門技師） 

 開催期間   2022 年 5月 9日（月）〜6月 10日（金）開催予定 

 実施形式 e-learning 

 受 講 料   養成講座：10,000円 

  研修セミナー：13,000円（いずれもテキスト代含む） 

 申込期間 2022年 3月 1日から予定． 

 

2. 第 17回 核医学専門技師認定試験 

開 催 日   2022年 8月 6日（土） 

 会 場 5会場（北海道・東京・愛知・大阪・岡山）で実施予定 

 

※現在、試験会場を設定中です。準備でき次第ホームページで案内致します。また      

会場に変更等が生じる場合もあります。 

 受 験 料   10,000 円 

申込期間 2022年 3月 1日から 2022年 3月 31日まで 

 

3. 2022年度 核医学専門技師認定更新 

対象：第２、第７、第１２回核医学専門技師認定試験合格者 

（認定者番号：244～302, 462～502, 684～733） 

 申込期間 2022年 6月 1日から 2022年 6月 30日まで 

        なお、新型コロナウイルス (COVID-19) の影響による特例措置により、令和３年度の

認定更新において核医学専門技師セミナーを未受講のかたは必ず令和４年度の      

第１５回核医学専門技師セミナーを受講していただくようにお願い致します。 

 

＊上記は，あくまで事業日程（予定）ですので，会場等が変更になる可能性があります．よって，

受講希望の方はホームページに掲載される詳細情報をご確認のうえお申込ください． 

 日本核医学専門技師認定機構（ホームページ：https://www.jbnmt.org） 
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 教育講演（発表前抄録）  

骨シンチ，知って得する，一夜漬け 

Bone Scintigraphy! Boot Camp for a Step to a Bone Sommelier 

 

金沢大学医学部附属病院  瀧 淳一 

 

骨シンチグラフィーは核医学分野で最も古

くからある検査の一つであり，現在も最も多

用されている検査である．SPECTの併用も 4

割にとどく勢いである．トレーサの骨への集

積は，血流と骨代謝活性を反映したハイドロ

キシアパタイトへの化学吸着により規定され

る．単純であるが故に特定の病態を反映する

わけではなく，病変検出感度は高いが，所見の

特異度は低い．臨床現場における検査目的は，

骨転移精査が中心となっているが，他にも多

様な目的で施行されている．撮像，解析技術の

進歩も目覚ましいが，一方で意外な落とし穴

もある． 

この詰込み式集中講義では，なるべく多く

の病態における症例を提示しながら，骨シン

チの上手な活用法，ヒントを頭に入れていた

だくことを目標にしている．腫瘍性の病変の

診断のためのSPECT/CTの有効性を再認識す

ること，SPECTにおける再構成や定量化にお

けるピットフォール等についても簡単に触れ

たいと思う． 
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骨 SPECTの定量精度を高めるワンポイント 

 

   がん研究会有明病院  宮司 典明 

 

 骨 SPECT 画像の定量利用はいままで敬遠

されてきたが，2010年頃より定量化への試み

が展開されている．しかし，国内外の臨床施設

で骨シンチグラフィ検査に SPECT が組み込

まれているとは未だ言い難い．SPECTはPET

と同様に投与放射能と体重で正規化した SUV

（standardized uptake value）が一般的に使

用されている．SUVは事前に求めた校正係数

（=カウント値/放射能濃度）を関心領域内の

カウント値に対して除することで放射能濃度

（Bq/mL）の単位から算出可能で，この定量情

報は顎骨壊死や膝関節症などの程度，骨転移

の鑑別診断や治療効果判定など，さまざま利

用されている．しかし，SUVは患者状態，装

置性能や撮像技術に依存して大きく変動し，

各変動因子が伝播して誤差が大きくなるため，

SPECT 定量の精度管理は必要不可欠である．

本講演では，骨 SPECT の定量精度に主眼を

置き，検査前・検査中・検査後における変動や

誤差を最小化するためのポイントを紹介して

いく． 

 

 

 

骨 SPECT画質評価の現状と課題 

 

豊橋市民病院  市川 肇 

 

骨 SPECT における画質評価の目的は撮像

条件や画像再構成条件の最適化，定量画像の

精度の検証，定量値の標準化などである．骨

SPECTの画質評価に対する意識は 2017年に

発刊された「骨 SPECT 撮像の標準化に関す

るガイドライン 1.0」を皮切りに急速に高まり，

NEMA IEC body ファントムを用いた画質評

価が本邦で盛んに行われれるようになった．

著者らは 3 種類の骨シンチ評価用ファントム

を開発するとともに，ファントム画像の検出

能を自動解析することを目的に自動解析ソフ

トウェアを開発した．これらのファントムの

開発を契機に本邦から骨 SPECT に関する研

究成果が報告され始めており，今後，この研究

分野において日本が世界をリードできること

を期待している．一方で，溶骨性骨転移に対す

る技術的検証は未だ進んでいない．本講演で

は骨 SPECT の画質評価における現状と課題

を紹介し，今後の研究の発展に寄与できるこ

とを切望する． 
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骨 SPECTの標準化と研究動向 

 

福島県立医科大学  三輪 建太 

 

2017 年 10 月に日本核医学技術学会の

SPECT 標準化委員会から，「骨 SPECT 撮像

の標準化に関するガイドライン 1.0」が公表さ

れた．ガイドラインの公表後，全国各地でファ

ントムを用いた骨 SPECT 撮像の標準化に関

する試みが展開された．また，本ガイドライン

で画質を担保するためのボトムラインとして

提示された判定基準を用いた研究が本邦で多

く実施され，それらの研究成果が世界に発信

されている．一方，骨 SPECTの定量化につい

ても国内外での多くの技術的な取り組みによ

り成熟してきた印象がある．腫瘍以外の整形

領域でも骨 SPECT の standardized uptake 

value（SUV）の臨床的有用性が報告されてい

る．そこで本講演では，骨 SPECTの定量精度

に関する研究，新しい定量指標に関する研究，

短時間撮像に関する研究，人工知能（AI）の利

用など，骨 SPECT に纏わる最新の研究動向

について技術的観点から議論したい． 

 

 

 

F18-フッ化ナトリウムによる骨 PETイメージング 

 

横浜市立大学附属病院  尾川 松義 

 

フッ化ナトリウム(NaF)注射液は，骨領域の

PET 検査で用いられる放射性医薬品である．

米国において 18F-NaFは，99mTc-MDPが開発

される 1970 年代までガンマカメラによる骨

シンチグラム用医薬品として FDA 承認の下

で用いられていた．NaF の集積機序は，骨の

主成分であるハイドロキシアパタイトの水酸

基とフッ素イオンが交換され，骨に取り込ま

れる．このことから，(H)MDP と類似した集

積機序を示す．ただし，NaF は血漿中のたん

ぱく質との結合が少ないため，血液クリアラ

ンスが早い特徴を有する．NaF は，投与後 1

時間以内から撮像が開始できる点など

(H)MDP と異なる部分も存在する．また，高

感度・高分解能の PET装置を用いる事ができ

るため，患者負担の低減や画質改善に寄与で

きる．今回，NaF-PET検査に着目し，骨領域

における有用性について述べる． 
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人工知能をどのようにして核医学画像に活かすか？  

金沢医科大学  奥田 光一 

 

はじめに 

 

 近年の第 3 次人工知能（AI）ブームによっ

て，機械学習・深層学習が放射線医学の世界で

注目されている．ガートナー社が発表した AI

に関するハイプ・サイクルによると，機械学

習・深層学習の期待値はピークを超えている

（図１）．今後は実社会で AI を利用したシス

テム開発が推進するのではないかと考えられ

る． 

 

図１ AIのハイプ・サイクル（2021年度） 

 

本稿では，オートエンコーダー（自己符号器）

を，心筋血流 SPECT 画像の自動解析に適応

した一例を紹介する．また，AI研究をはじめ

るにあたって，環境構築及びデータセット準

備に関して述べる． 

 

１．オートエンコーダー（自己符号器） 

 

 オートエンコーダーはニューラルネットワ

ークの一つであり，次元削除や特徴量抽出の

ために用いられてきた(1)．また，近年では生

成モデルとして用いる研究も盛んに行われて

いる．今回紹介する研究では，オートエンコー

ダーを用いて画像を生成し，異常検知を核医

学画像にて行う．つまり，正常例の心筋血流画

像を学習させることで正常血流分布画像の生

成モデルを構築する．そして，本モデルに血流

異常画像（元画像）を入力することで，正常様

の画像を生成し，元画像と生成画像間の演算

を行うことで血流低下部位の検知を実施する

（図２）． 

 

図２ オートエンコーダーによる異常検知 

 

 Quantitative perfusion SPECT（QPS）ソ

フトウェアによって作成された Polar mapを

利用した．トレーニング画像として 171 枚，

テスト画像として 20枚を用いた．トレーニン

グ画像はすべて血流低下が認められないと判

断されたものを用い，テスト画像は 7 枚が正

常，13枚は血流低下が認められた画像とした． 

 元画像と生成画像間の演算に関しては，平

均二乗誤差（画像間の乖離が大きいと高値），

相互情報量（画像間の乖離が大きいと低値）を

用いた．また，従来の心筋血流低下スコアであ

る summed stress score(SSS)も合わせて評価

を行った． 

 オートエンコーダーにより生成されたトレ
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ーニング画像とエポック数の関係を図 3 に示

す．エポック数の増加にともない，元画像と生

成画像が類似することが示された．オートエ

ンコーダーの長所として，代表的な生成モデ

ル で あ る Generative Adversarial 

Networks(2)と比較し，格段に学習させやすく，

学習時間が短い．また，短所は生成された画像

は元画像と比較し，ボケが生じる．以下の検証

はエポック数 5000のモデルを用いた． 

 

図３ 生成画像とエポック数との関係 

 

 構築した画像生成モデルを使用して，テス

ト画像から画像を生成させた（図４）．正常画

像においては，元および生成画像間で同様の

分布が確認された．一方で，異常画像（特に 14-

20 番目の画像）では，血流が高度に低下して

いる領域において，あたかも血行再建後の灌

流分布に類似した画像となった．  

 

図４ テスト画像の元画像と生成画像 

1-7が正常，8-20が血流異常である． 

正常（1 番）および血流異常（18 番）のサ

ンプル症例を図 5 に示す．元画像と生成画像

間の差分を画像およびヒストグラム分布より，

血流低下部位の同定が可能となった． 

 

図５ 元画像，生成画像，差分画像および 

差分画像のヒストグラム表示 

  

 平均二乗誤差，相互情報量，SSS の平均値

は，それぞれ 1172 vs. 3322 (p = 0.01)，0.36 

vs. 0.30 (p = 0.01)，5 vs. 14 (p = 0.02)となっ

た．平均二乗誤差，相互情報量を用いることで，

従来の SSSと同様の解析が可能となることが

示唆された． 

 

２．AI研究をはじめるにあたって 

 

 開発環境：AI 研究は Python 言語で必須で

あるように思われがちだが，Sony社製Neural 

Network Console，google 社製 Teachable 

Machine などを利用することで，専用のコー

ドを書くことなく研究を始めることができる．

例えば，Teachable Machine は，画像を準備

するだけで簡単に画像の分類機をオンライン

上で構築することができる（図６）．また，

Python 言語においても多彩なオープンソー

ス・ライブラリが準備されており，インポート

するだけで，数値計算，画像解析，モデルの構

築等が行え，大幅にコーディングの労力を減

少させることができる（図７）． 
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図６ Teachable Machine を用いた画像の分

類．私の顔写真（49 枚），ピカチュウの画像

（108 枚）から web カメラに映る画像の分類

器を構築． 

 

図７ AI研究のための環境構築 

 

データセット：AI研究で重要かつ労力を要す

るのがデータセットの準備である．しかしな

がら，近年では大規模な医療画像データセッ

トが整備され，かつオープンアクセスもしく

は登録による制限アクセスすることが出来る

ようになってきた．積極的にこのようなデー

タセットを利用し，十分なデータ数かつ多他

施設データに基づいて AI を学習させること

で，ロバスト性の高い人工知能モデルを構築

可能である．（図８）． 

 

３．まとめ 

 

本稿では，オートエンコーダーによる心筋

血流 SPECT 画像評価，AI 研究を進めるに当

たり研究環境およびデータセット準備に関し

て述べた．一般的に AI研究は自動化されてお

り，人間の介入の余地が少ないように思われ

がちだが，実は誤りである．例えば，AIモデ

ル構築，最適なデータセットの準備，結果の検

証など人間が介入しなければいけないタスク

が膨大にある（弱い AI）．研究環境やデータセ

ット準備といったハードルがあるものの，AI

はこれまでに私達が行ってきた研究とは全く

異なる切り口で新たな研究結果を提示してく

れる．今からでも遅くありませんので，一緒に

AI研究をはじめてみませんか？  

 

図８ AI研究のためのデータセット準備 
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ドパミントランスポータ SPECT画像への人工知能応用の可能性 

藤田医科大学  椎葉 拓郎 

 

はじめに 

 放射線医学分野において人工知能を応用 

した研究論文数はここ数年で大きく飛躍して

きている．核医学分野も例外ではなく，多くの

応用事例が報告されている． 

 本稿では，核医学研究における公開データ

セットとドパミントランスポータ SPECT へ

の人工知能応用例について紹介する．なお，本

稿では，深層学習ではなく，主に古典的な機械

学習の応用について述べる． 

 

1. データセットの重要性 

一般的な人工知能（特に深層学習）の学習

や性能テストには公開されたデータセットを

用いることが多い．よく知られたデータセッ

トでは，ImageNet, MINIST, CIFARなどがあ

る．これらは，画像と正解ラベルがセットにな

っており，新しいモデルの開発や評価にも用

いられる．しかし，近年これらのデータセット

の正解ラベルに誤りが含まれていることが明

らかになった．代表的な 10のデータセットで

平均3.4%の誤った正解ラベル付与がされてい

るという 1）．これらのデータセットを用いて

開発された最新のモデルでは，誤ったデータ

セットへの過学習の可能性が指摘されている．

このように公開されたデータセットには，誤

ったラベルや判別のつかない画像が含まれて

いる可能性を認識する必要がある．特に医学

分野のデータセットでは，病理学的な診断が

行われない場合に，登録された時点の患者の

臨床診断が時間の経過によって変わることが

あり得る．進行中の研究であれば，常に最新の

データであること，診断が変化していないこ

となどを注意したい．くわえて，データセット

での診断基準が明確であるか，撮像装置の QA, 

QCの有無，撮像プロトコルの統一化が図られ

ているかという点にも留意する必要がある． 

 

2. 代表的な医用画像データセット 

広く利用されている公開データセットの

提供 WEB サイトとして，Cancer Imaging 

Archive2 ）や， laboratory of neuroimaging 

（LONI）image and data archive（IDA）3）

があげられる．Cancer Imaging Archive では，

その名の通り，さまざまながんを対象とした

画像データセットを入手可能である． 

一方，LONI IDAでは，脳神経イメージン

グを主に取り扱っている．アルツハイマー病

やパーキンソン病（PD）などのデータセット

が取得可能である．筆者は，Parkinson’s 

progression markers initiative（PPMI）4）の

データセットを研究室で利用しており，この

データセットを用いた研究事例について紹介

する．PPMIのデータベースでは，PD約 500

症例，健常者（normal control, NC）約 200例，

前駆状態約 750 例が登録されている．含まれ

る画像としては，DAT-SPECT，構造 MRI，

DTI などである．これらのデータセットを利

用するには，使用者の登録と使用目的をWEB

上で入力する必要がある． 

 

3. PDの分類と特徴選択 

PPMI のデータセットを用いて PD と NC

の分類問題に人工知能を応用した論文は比較

的多い．DAT-SPECT では，specific binding 

ratio（SBR）や左右の SBR の差をあらわす

asymmetry index（AI）が半定量的指標とし

て用いられる．関心領域を尾状核と被殻に設

定することで，caudate to putamen ratio

（CPR）を算出することも可能である．これら
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の指標は，PDを鑑別するために有効な指標で

ある．筆者らは，これらに加え，線条体への放

射性医薬品の集積形状を定量化した形状特徴

量が PD と NC の鑑別に有用であることを示

した 5）．さらに，機械学習手法である support 

vector machine（SVM）を用い，特徴量とし

て，SBRのみ，形状特徴量のみ，SBRと形状

特徴量の併用したモデルを構築し比較した．

その結果，SBR と形状特徴量を併用したモデ

ルが最も高い分類性能を示した．この研究で

は，少ない特徴量のみを入力として用いた．近

年，画像の不均一を評価する尺度として，テク

スチャ特徴量などが用いられている．テクス

チャ特徴量の数は膨大で数百におよぶ．機械

学習の入力に用いる際には，症例数と特徴量

の数の関係に留意する必要がある．症例数よ

りも特徴量がはるかに多い場合には，過学習

を起こすことが知られており，特徴の次元縮

約や選択・削減が行われる．特徴の次元削減や

選択・削減により，過学習が抑制されるだけで

なく，計算コストの低下，モデルの解釈性の向

上，性能向上などが見込まれる．特徴の次元縮

約・選択手法には，多くの機械学習を用いた手

法が提案されている．特徴の次元縮約には，主

成分分析法（principal component analysis, 

PCA）などがある．特徴選択法は，フィルタ法，

ラッパー法，組み込み法などに分類される．フ

ィルタ法では，データセット（特徴量と正解）

から特徴を抽出する．ラッパー法では特定の

学習器の正解率が高くなるように特徴を抽出

する．埋め込み型では，学習器の中に特徴選択

アルゴリズムが組み込まれている． 

特徴選択による分類性能の変化を調べるた

めに実験を行なった．対象症例は，PPMIの

DAT-SPECT画像 PD161例，NC193例を用

いた．これらの症例を学習用とテスト用に 7

対 3（248 : 106）に分け使用した．特徴量の

算出は，まず，DAT-SPECT画像を SPM12

を用いて解剖学的標準化をした．次に，

automated anatomical labelling atlas

（AAL）3v1のテンプレート（図 1）を用い

て，尾状核，被殻，淡蒼球，後頭葉の領域を

抽出した．最後に特徴量として，尾状核， 

被殻，淡蒼球と後頭葉のカウントの比

（striatum uptake ratio, SUR），最大，   

最小，平均カウント，テクスチャ（ヒスト   

グラム，GLCM，GLRLM，GLSZM，

NGTDM），左右の SURならびにテクスチャ

の比，など合計 806の特徴を算出した．特徴

選択のために，フィルタ法の一つである

minimum redundancy maximum relevance 

（MRMR）法を用いて特徴の重要度スコアを

得た．分類学習器には，3次 SVM, k-nearest 

neighbor（k-NN），決定木，アンサンブル決

定木を用いた．テスト用の 106症例を用い，

異なる分類学習器による性能と，特徴選択に

よる性能を比較した． 

図2に全ての特徴量を用いた場合の学習器

の違いによる ROC 曲線を示す．3 次 SVMが

最も高い分類性能を示し，次いでアンサンブ

ル決定木，決定木，k-NN となった． 

 

 

 

 

 

図 2 全ての特徴量を入力とした各学習器の ROC曲線 

図 1 DAT-SPECT画像と AAL3v1 テンプレート 
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図 3 に特徴選択により重要度スコア上位

100の特徴量を入力した学習器のROC曲線を

示した．3次 SVMではアンサンブル決定木で

は AUCにほぼ変化がないのに対し，決定木で

は 0.818 が 0.840，k-NN では 0.879が 0.916

と向上した．学習器によっては特徴選択によ

り性能が向上する場合があることが示された．

一方で，全ての特徴量を入力とした学習器に

おいても高い分類性能を示したが，汎化性能

を考慮した場合に全ての特徴量を用いること

は避けるべきである． 

 

 

4. PDの運動機能予測 

PDでは，比較的緩徐に運動機能の低下が進

行することが知られている．しかし，その進行

速度は個人によって差がある．線条体は，姿勢

保持や歩行などの運動に関与すると言われて

おり，DAT-SPECT での線状体集積程度と

unified Parkinson’s disease rating scale part 

III （UPDRS-III） や Hoehn-Yahrステージ

分類との相関があることも示されている．著

者らは，このことを踏まえ，DAT-SPECTの画

像特徴量から運動機能の予後を推定すること

を試みている． 

対象は，PPMIのベースラインから 4年後

までのフォローアップがなされ，UPDRS-Ⅲ

の評価が PD治療薬投与から 6時間以上経過

後に実施された PD246症例を対象とした．

DAT-SPECTの画像特徴量は，PDの分類で

用いた特徴量と同様とした．特徴選択には

least absolute shrinkage and selection 

operator （lasso）を用いた．Lassoでは，

正則化パラメータλによって選択される特徴

量の数が決定される．回帰学習器は SVMを

使用し，leave-one-out cross validation test

による交差検証をおこなった．ここでのタス

クを明確にしておくと，ベースラインの

DAT-SPECT画像特徴量から 4年後の運動機

能（UPDRS-Ⅲ）を予測することである．

Lassoによる特徴選択の結果，mean square 

errorが最も小さくなるλの値 1.16を選択

し，26の特徴量が抽出された（図 4）．全て

の特徴量を入力した場合と選択された特徴量

のみを入力して得られた予測結果を比較し

た． 

 

 

図 5および 6に全ての特徴量を入力とした

場合と選択された特徴量のみを入力とした場

合の回帰学習器の予測結果を示す．横軸に実

際の 4年後の UPDRS-Ⅲ，縦軸に回帰学習器

によって推定された UPDRS-Ⅲを示す．予測

の評価指数の一つであるmean absolute 

errorは，全ての特徴量を用いた場合に

13.4，選択された特徴量のみを用いた場合に

8.1 であった． 

 

図 3 特徴選択により選択された特徴量を入力とした各

学習器の ROC曲線 

 

図 4 Lasso による特徴選択．λおよび特徴量の数と係

数の関係を示す． 

 

15



 第 83回核医学部会ミニシンポジウム発表後抄録 

 

 

 

 

これらの結果から，特徴選択をした回帰学

習器の方が運動機能予測モデルとして優れて

いることが示された．しかし，特徴選択した

回帰学習器も予測モデルとして，十分な性能

があるとは言い難い．異なる回帰学習器の検

討やハイパーパラメータの最適化が必要であ

ると考えられる．同様に特徴選択法にも検討

の余地が残る．また，運動機能指標として

UPDRS-Ⅲを用いたが，評価項目に振戦や言

語といった線条体以外の領域と関連が深い評

価項目が含まれているため，予測性能が低下

した可能性もある．アメリカとカナダの研究

グループは，画像特徴量だけではなく，ベー

スラインの UPDRS-Ⅲや診療情報を特徴とし

て加えた検討をしている 6）が，我々は画像特

徴量のみで予測モデルを構築した．ベースラ

インの診療情報情報を加えることで，予測性

能が向上する可能性がある． 

 

5．まとめ 

 本稿では，DAT-SPECT への人工知能の応

用事例について述べた．既に PD と NC の分

類は高精度に行うことができるモデルが報告

されているが，PD と他の Parkinson 症候群

などの関連疾患との鑑別が臨床的には重要で

あろう．希少疾患では大規模データセットの

作成が困難であるため，少ない症例で効率的

にモデル構築をする必要がある． 

運動機能予測においては，画像特徴量を用

いた回帰学習器により予測ができる可能性を

示した．今後は PD の運動機能予測だけでは

なく，PDの認知機能予測に人工知能を応用す

る予定である． 

機械学習の DAT-SPECT への応用事例を 

通して分類・回帰のいずれのタスクにおいて

も特徴量の次元削減や選択は重要な技術で 

あることを示した．それぞれの機械学習手法

の理論的背景については誌面の都合で割愛 

したが，成書を参照して頂きたい．本稿が会員

諸氏の新たな研究の一助になれば幸いである． 

 

 

1) Northcutt CC, Arhalye A, Mueller J. 

Pervasive label errors in test sets 

destabilize machine learning 

benchmarks.  arXiv 2021; 2103.14749.  

2) Cancer imaging archive. 

https://www.cancerimagingarchive.net/c

ollections/ 

 

図 5 Lasso により選択された特徴量を入力とした回

帰学習器による運動機能予測 

 

 

図 6 全ての特徴量を入力とした回帰学習器による

運動機能予測 

曲線 
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3) LONI Image & data archive. 

https://ida.loni.usc.edu/login.jsp 

4) Parkinson’s progression markers 

initiative. https://www.ppmi-info.org 

5) Shiiba T, Arimura T, Nagano M, et al. 

Improvement of classification 

performance of Parkinson’s disease 

using shape features for machine 

learning on dopamine transporter single 

photon emission computed tomography. 

PlosOne 2020;15（1）: e0228289.   

6) Adams MP, Rahmim A, Tang J. 

Improved motor outcome prediction in 

Parkinson’s disease applying deep 

learning to DaTscan SPECT images.  

Computers in Biology and Medicine 

2021;132: 104312.
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「脳血流 SPECT 画像   x AI =？」 

北海道科学大学保健医療学部診療放射線学科  菊池 明泰 

 

はじめに 

 今回,「核医学領域における人工知能の現状

と未来」のテーマのもと,核医学分野でも研究

が進んでいる AI（artificial intelligence）につ

いて報告させていただいた．なお,この領域は

常にアップデートされており,現状として報告

しているものが,既に過去のものなってしまう

こともあるので,その点ご了承願いたい． 

 

1．診断と AI 

 診断画像のうち脳血流 SPECT 画像に焦点

をあてると,画像の特徴として大きく 2 つの 

画像タイプ（定性画像と定量画像）があげら 

れる（図 1）． 

 

 

定性画像は相対的表示であり,表示可能な 

最大値が必ず画像内に表示される．一方,定量

画像のほうは単位をもった画素値を表示して

いるため,必ずしも表示可能な最大値が画像内

に描出されているわけではない． 

さらに,診断においては,定性画像をもとに  

認知症診断の読影補助に統計解析処理を用い

たソフトウエア（図２）なども臨床応用されて

おり,核医学の脳血流画像は様々な形で日々の

臨床診断の一助となっている． 

  

 

 

一方で ,AI との関係について ,核医学の    

脳血流診断では,臨床応用されるような研究は

まだ報告がなく基礎研究が進められている．

上記で紹介した定量・定性画像などは,処理の

過程で非剛体変換や画像の標準化など様々な

画像処理を実施するが,あくまで四則演算の 

延長上であり,機械学習や深層学習などの手法

を用いることはない．研究報告では,Ryoo1）ら

がテキストレポートを活用した深層学習モデ

ルによる脳血流 SPECT の画像支援システム

を開発しており,読影レポートなど画像のみ 

ならず他の情報を加味させた読影補助の   

システム開発を行っている．その他,PET 画像

を推定して診断に役立てるシステムなどの 

研究報告がされており,今後この分野はさらに

進むものと思われる． 

 現状における画像診断と AI との応用例で

は「核医学領域」より「CT・MRI 領域」が     

進んでおり,その中でも核医学分野については

PET 画像の分野で AI を用いた読影補助    

システムが進んでいる． 

 

 

図１ 脳血流画像（左：定性画像、 右：定量画像） 

図 2  脳統計解析画像例（eZIS） 

像（左：定性画像、 右：定量画像） 
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2.  画像処理と AI 

 核医学画像での画像処理は,他のモダリティ

よりも応用範囲が広いように思える．減弱や

散乱などの補正技術や,画像生成に関する分野

は AI が得意としており,今後さらに応用が  

期待されるところである．以下に,現在報告さ

れている研究や自験例を提示させていただく． 

 Sakaguchi2),Murata3)らは,それぞれ別の手

法で脳血流 SPECT 減弱補正の手法に,深層学

習を用いた手法を提案しており Sakaguchi ら

は,convolutional neural network (CNN)を用

いたエンコーダを構築し減弱補正の画像を生

成するシステムを開発．CT 画像による減弱補

正との比較をピーク信号対雑音比にて行い, 

良好な結果を得たことを報告している．一方

Murata らは Autoencoder（Autoencoder AC）

および U-Net（U-Net AC）を用いて構築した

減弱補正用マップを,CT 画像を学習したモデ

ルから生成し,Chang AC との比較で優れてい

るかを比較検討し,結果として U-Net を用い

たモデルが良い結果を得たことを報告してい

る．このように,脳血流領域に焦点を絞っても

多くの研究が進められている．筆者自身も  

深層学習を用いた散乱線補正に関する検討を

進めており,以下に概要を紹介させていただく． 

 

 

 自験例として,ホフマンファントムを用いた

検討であるが,学習用に用いた画像は,実際に

収集した SPECT 画像ではなく,ホフマンファ

ントムの CT 画像からシミュレーションソフ

ト SIMID を用いて任意の収集画像を作成し

た画像を教師データとして,補正画像生成用の

システムを構築する方法をとった（図 3）．   

実際には,教師データをファントムデータとし

て Cycle GAN による補正画像の作成を目指

した（図 4）． 

 

 

 

実際には,ファントムデータのため臨床画像

よりは若干大き目であり,分布についても異な

るが,図 5 に示すように学習回数を調整するこ

とで視覚的ではあるが,コントラストが向上し

た画像を取得することができた．しかし,あく

までデジタルファントムどうしの補正であり,

臨床画像のように患者によって頭部形や分布

が異なる場合の検討は実施していない．その

ため補正の精度や画素値の正確性などについ

て,今後検討すべき内容が多くあることを付け

加えさせていただく． 

図 3 散乱補正の概要１ 

図 4 散乱補正の概要 2 
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3. 脳血流 x AI? 

 上記で,自験例として画像生成技術を用いた

補正法について紹介させていただいた．深層

学習を応用すると,同じモダリティ画像だけ 

 

でなく,例えば「核医学画像からＣＴ画像を  

生成する」,なども可能となる（図 6.7）． 

図７の結果のうち,下段については CT 画像

の生成についても一定の画像を得ることがで

きているが,上段の頭頂部領域では画像生成が

うまくできていないのがわかる．これは,学習

データの断面領域を,基底核のスライス数枚に

絞って学習させているためで,形状などが異な

るため,頭頂部であっても基底核領域の画像に

近づけようとシステムが考えたためと思われ

る．このように,深層学習の画像生成は,あくま

で学習に使用した画像に生成画像が依存して

しまうため,いかに精度の高い学習データを 

準備するかが大事となる．また,図 5 でも示し

ているが,学習回数なども考慮する必要があり,

単純に学習回数を増やせばよいというもので

もない．「過学習」と呼ばれる現象が起きてし

まうことがあり,注意が必要となる． 

 

4. まとめ 

 今回,脳血流と AI に関連した講演をする 

機会をいただいた．私自身,深層学習について,

まだまだ勉強しなければいけないことが多く

あることを改めて感した．また,研究を進める

うえで ,いかに学習データの精度が重要か , 

またその学習方法の組み合わせも考慮しなけ

ればいけないかも痛感した．特に,脳血流の 

場合には定量値を求めることもあり,画素値が

変わってしまうとその値も大きく変化して 

しまう．先ほども述べたが,画像を生成するに

あたり,過学習による画素値の変化も想定され

るため（図 8）,人工知能を用いた画像補正を

検討する場合には注意が必要である．そも 

そも,画像を新たに「生成」することになるの

で正解をどのように定義するのかを,考えなけ

ればならない． 

図 5 散乱補正システムの結果 

図 6 画像生成と補正技術の応用 

図 7 画像生成の結果 
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一方で ,人工知能 ,特に深層学習を用いた 

画像補正技術は,今後ますます一般化していく

ことが予想され,それらの補正技術を使う我々

も,そのことを念頭におきながら,うまく活用

していくことが望まれる． 
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図 8 画像生成の注意点 
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心筋 SPCETにおける AIを用いたノイズ除去 

藤田医科大学  白川 誠士 

 

はじめに 

 Artificial Intelligence（AI）を用いたノイズ

除去は，画像処理分野において畳み込みフィ

ルタを組み合わせたニューラルネットワーク

（Convolutional Neural Network：CNN）に

より，その手法は確立されている．また医療画

像に対しても，CT分野で Deep learning を用

いて設計した画像再構成技術が開発されてい

る．この技術はノイズ成分と信号成分を識別

する処理を用い，空間分解能を維持したまま

ノイズを選択的に除去することが可能であり，

商品化に至っている．その再構成法には CNN

の一種である Deep Convolutional Neural 

Network（DCNN）が用いられている．DCNN

は学習により入力データ（低画質の CT画像）

をターゲットデータ（理想画像）に近づけるよ

うに最適化されるが，学習精度は学習データ

に大きく依存し，膨大な高品質の理想画像が

求められる．CTの場合は高品質の，しかも臨

床症例の理想画像を得ることは可能である．

しかし核医学の場合，臨床症例の理想画像を

得るには，収集時間を長くするか，放射性医薬

品の投与量を増やさなければならないが，ど

ちらも現実的に不可能である． 

 我々はこの理想データが得られない状況で，

デジタルファントムを用いたシミュレーショ

ンにより理想データを取得し，理想データを

教師とした教師あり学習によりネットワーク

のパラメータを設定し，ノイズ除去を行う方

法を試みた． 

 

１． 使用機器 

ノイズ除去プログラムは Python言語（パッ

ケージ：Keras，バックエンド：Tensorflow）

を用いて構築した．シミュレーションコード

は Simulation of imaging nuclear detectors

（SIMIND），画像処理および画質評価は

DRIP Version 3.0.2.0（富士フイルム富山化学

株式会社）を使用した．心筋デジタルファント

ムは以前，当研究室で作成したものを用い，臨

床症例のデータを参考に心筋の水平角，垂直

角，そして拡大率，体躯部の拡大率を変化させ

て各パーツを作成した（図１）． 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

   

               

   

          

   

   

              

       

          

               

                
       

        

     

     

図１ デジタルファントムデータの作成 

図２ 線源・減弱マップの作成 

22



 第 83回核医学部会ミニシンポジウム発表後抄録 

そしてそれらを組み合わせ 175 種類のファ

ントムデータを作成した．その後，線源マップ

と密度マップに変換し（図２），SIMINDによ

るシミュレーションで SPECT 投影データを

取得した． 

 

２．教師あり学習によるノイズ除去 

ネットワークは Wide Inference Network 

5layer + Resnet and Batch normalizationを

用いた（図３）．このネットワークによりノイ

ズ成分を抽出し，原画像から減算後，理想画像

との比較を行う．そして処理画像が理想画像

に近づくようパラメータを更新する．今回の

検討では，9,240 種類の訓練用データ，16 種

類の検証用データ，19 種類の評価用データを

用意した． 

 

 

 

 

最適化されたネットワークに評価用データ

を入力し，ノイズ除去を行った（以下，DL法）．

また DL法の精度検証のため，最適な FWHM

を設定した Gaussian Filter 処理によるノイ

ズ除去も行った． 

図４，図５は理想，Gaussian Filter処理と

DL 法処理後のそれぞれ短軸断層像と長軸水

平像を示す．Case１は前壁欠損，Case２は後

壁欠損，Case３は側壁欠損を設定したファン

トムである．心筋部について理想画像とDL法

の画像は視覚的に同等であった．Gaussian 

filterの画像は，平滑化による画像のボケがみ

られた．その影響として，欠損部のカウント上

昇，左心室内のカウント上昇が認められた． 

 

  

 

 

  

 

 

次に Case３の側壁欠損における３画像の

circumferential profileを図６に示す．欠損部

では，理想画像のカウントが一番低く，次いで

DL法，Gaussian filterの順でカウントが高く

なっていた．Gaussian filter は平滑化の影響

により理想画像と比較し，欠損部の大きさが

変化した． 

３画像での linear profileの結果を図 7に示

す．理想画像と DL 法は同様のカーブを描い

          

                    

    

    

        

       
                              

                               

     
  

   

               

    

            

              

     

       

    

            

              

               図３ DL 法のネットワーク 

図４ ノイズ除去結果（短軸像） 

 

図５ ノイズ除去結果（長軸水平像） 
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 第 83回核医学部会ミニシンポジウム発表後抄録 

ているのに対し，Gaussian filter は左室内腔

のカウントが上昇し，心筋が厚くなっていた． 

 

  

 

 

  

 

 

３．まとめ 

 我々は心筋デジタルファントムを用いた

DL法の開発を行い，ノイズ除去効果および原

画像の形状，特に心筋欠損の範囲に注目し，評

価を行った． 

DL 法は Gaussian filter と同等のノイズ除

去効果が認められた．また DL法は Gaussian 

filterに比し，空間分解能の低下が少なく，欠

損範囲，心筋壁厚を保つことができた． 

以上のことより，DL 法は従来法である

Gaussian filter よりも精度の高いノイズ除去

が可能であり，さらにパラメータ設定の必要

がない利点も有する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              

             

    

  

   

    

       

       

            

              

             

図 6 circumferential profile 

図 7 Line profile 

24



 大学院・研究室紹介 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 大﨑研究室 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科  大﨑 洋充 

 

群馬県立県民健康科学大学診療放射線学科

は昭和 33 年 4 月の群馬県立診療エックス線

技師養成所の開設が起源であり，約 64年の歴

史があります．昭和 45年 4月には群馬県立福

祉大学校へ，平成 5 年 4 月には群馬県立医療

短期大学への名称変更を経て，平成 17年 4月

に現在の群馬県立県民健康科学大学となりま

した．平成 21年 4月には群馬県立県民健康科

学大学大学院の博士前期課程が開設され，さ

らに平成 28 年 4 月には群馬県立県民健康科

学大学大学院の博士後期課程が開設され，平

成 30 年 4 月の法人化を経て現在に至ります．

診療放射線学科以外に看護学科を有している

ことから，他職種との医療連携を学ぶ演習科

目（医療連携論）にも力を入れております．ま

た，平成 24年 4月には地域連携センター内に

看護学教員養成課程や看護師特定行為研修課

程を開設し，社会的ニーズに応じた地域貢献

を果たすべく活動しております． 

本学は，前橋駅からバスにて 15 分ほどの自

然豊かな環境に位置しております（図 1）．大

学からは日本百名山の赤城山（標高 1,828 m）

を望むことができ，四季折々の景観を楽しむ

ことができます． 

 

 

図 1. 大学および周辺の景観 

 大﨑研究室は，筆者が平成 29年 4月に核医

学検査技術学の准教授として赴任したのが始

まりです．筆者は診療放射線技師としてのキ

ャリアを東京都板橋区にある西台クリニック

画像診断センターでスタートし，PET 検査を

主体にした画像診断センター立ち上げの経験

を積みました．約 3 年半後，築地にある国立

がんセンター中央病院（研究所を併任）に職場

を変え，PET がん検診，FDG-PET 撮像法の  

標準化を研究テーマとして約 9 年間従事しま

した．その後，日本メジフィジックス株式会社

に転職し，画像情報センターにて SPECT お

よび PET撮像・解析技術の啓蒙活動，ソフト  

ウェアの開発や検証に従事しました．診療 

放射線技師のキャリアの大部分をPET検査の

普及・開発に注いできたと言えます．診療放射

線技師として，臨床現場・製薬会社勤務・大学

教員と多種なキャリアを積むことができ， 

また全国の先生方と面識が持てたことを， 

研究室における後進指導に活かすことが私の

責務と考えております． 

 令和 3 年度までに，学部の卒研生を 13 名

（予定者 3 名含む）輩出し，卒業後は主に  

大学病院や公的病院に就職をしております．

また，大学院生は，今までに博士前期課程5名，

後期課程 1 名が当研究室に在籍（現在籍中も

含む）しました．学部生から大学院にストレー

トに進学するよりは，病院勤務をしながら 

大学院生活を送っている院生が多いのが実情

です．研究テーマは，核医学分野での定量評価

に焦点を置いた研究が多いのが特徴です． 

また，モンテカルロシミュレーションを活用

することで，ファントム実験等では限界の 

あるサンプル数の多い同一収集条件のデータ

を取得し，再現性や精度の検証を行ってきま

本学 

赤城山 

25



 大学院・研究室紹介 

した．近年では，深層学習を核医学に応用した

研究に興味を持つ学生も増えてきていること

から，当研究室にもディープラーニング専用

の PC を複数台導入し，研究に活用しており

ます（図 2）．当研究室には，各種ファントム，

解析ソフトウェアを備えていることから， 

研究環境が必ずしもなくてもやる気さえ  

あれば，研究を進めることは可能です． 

 

 

図 2. 研究室に導入された深層学習用 PC 

 

 本学は残念ながら核医学装置は有していま

せんが，有難いことに群馬大学医学部附属 

病院や藤岡総合病院，群馬県立がんセンター

などの施設で SPECT/CT 装置や PET/CT 装

置を共同研究で利用させていただくことで優

れた研究環境を学生にも提供できています． 

 今までの当研究室にて実施した研究テーマ

の一例を以下に示します．本学では，学部生の

みならず大学院生に対しても学会発表や論文

投稿費の補助が支給されるので，大きな私費

による負担なしに積極的に研究成果を公表す

ることが可能です． 

 

平成 29年度 学部生 

1) 123I-FP-CIT SPECT における SBR の

repeatability 評価：上原歩夏（現北里大学 

病院） 

2) 123I-FP-CIT におけるモンテカルロシミュ

レーションを用いた Z-score の変動の評

価：野上敬太（現北里大学病院） 

3) PET 定量指標の解析ソフトウェア間の

Reproducibility に関する検討：清水賢  

（大学院進学） 

4) 123I-FP-CIT におけるシミュレーションを

用いた Texture 解析の Reproducibility 評

価：池本裕貴（現東京医科大学八王子医療  

センター） 

 

3)の清水賢（当時学部 4年生）は，果敢に

も EANM2018に演題登録し発表を行いま

した（図 3）．また，1)〜4）の全ての研究

は第 38 回日本核医学技術学会にて口頭発

表を行いました（図 4）． 

  

 

図 3. EANM2018（デュッセルドルフ） 

 

 

図 4. 第 38回日本核医学技術学会（沖縄） 

 

平成 30年度 学部生 

5) 骨 SPECT画像における被検者の体格が画

質に与える影響：黒森一星（現防衛医科 

大学校病院） 
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6) SIMINDを用いた骨SPECT撮像における

シミュレーション環境の構築に関する研

究：齋藤友哉（現さいたま市立病院） 

7) 骨 SPECT 撮像における Texture 解析の

repeatability に関する研究：益子裕誠  

（大学院進学） 

 

5)〜7）の全ての研究は第 39 回日本核医学技

術学会にて口頭発表を行いました（図 5） 

 

 

図 5. 第 39回日本核医学技術学会（愛媛） 

 

令和元年度 学部生 

8) ダットスキャンにおける深層学習を用い

た画像分類に関する研究：小澤祐輔（現 

慶應義塾大学病院） 

9) PET 定量評価のハーモナイゼーションに

関する研究：菊地彩里（現横浜市立大学 

附属市民総合医療センター） 

10) 骨 SPECT の OSCGM 法を用いた定量評

価法に関する研究：峯岸佑弥（現済生会  

横浜市東部病院） 

 

令和 2年度 学部生（在学中） 

11) 123I-ioflupaneSPECT のオープンデータベ

ースを用いた深層学習の汎用性の検討： 

佐藤綾佳 

12) 全身ダイナミック PET 撮像における正常

部位の SUVに関する検討：吉田雪乃 

13) 骨 SPECT 定量の収集条件が SUV 変化率

の有意差の検定力に与える影響：水出築 

 

11)〜13）の全ての研究は第 39 回日本核医学

技術学会にて口頭発表を行いました（図 6） 

 

 

図 6. 第 41回日本核医学技術学会（名古屋） 

 

令和元年度 大学院生（博士前期課程） 

14) 18F-FDG PET/CT 検査のテクスチャ特徴

量の装置間差を低減させる解析手法に関

する研究：清水賢（現国立がん研究センタ

ー中央病院） 

15) 骨 SPECT/CT における被検者の体格が画

質と定量値に与える影響：深井翔平（がん

研有明病院） 

 

令和 2年度 大学院生 (博士前期課程在学中) 

16) 123I-MIBG 心筋 SPECT-CT における三次

元的定量評価法に関する研究：安本佳章 

（さいたま市立病院） 

17) 深層学習を用いた DAT イメージングの短

時間化の検討：益子裕誠（さいたま市立 

病院就職内定） 

18) PET/CTを用いた放射線治療計画における

融合画像の精度評価に関する検討（仮題）：

村上峻洋（東京医科歯科大学） 

 

16)〜18）の全ての研究は第 39 回日本核医学

技術学会にて口頭発表を行いました（図 6） 
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令和 2年度 大学院生 (博士後期課程在学中) 

19) 小児脳血流 SPECTの非侵襲的測定法に関

する研究：若林康治  （埼玉県立小児医療

センター） 

 

近年のコロナ禍により，実施を見送っている

のが実情ですが，当研究室では休暇を活用し

て研究室の交流を深めるような学外活動も 

不定期に行なっております．群馬県という  

立地を生かして筆者の趣味であるキャンプに

行ったり，大学近郊を流れる桃ノ木川沿いを

ランニングしたりなど，学業・研究に加えて 

心身を鍛えることや私生活の充実も重要と 

考えています（図 7，図 8，図 9）． 

 

本学の大学院には学部からの進学に加えて

社会人かつ遠方から学位の取得を目指して 

進学される診療放射線技師も多く在籍してお

ります．定員は博士前期課程（2年）が 5名，

博士後期課程（3年）が 2名です．折角，研究

して学会発表をするのであれば，もう一歩  

踏み込んで論文化や学位の取得も目指してみ

てはいかがでしょうか？ 

興味ある方は，遠慮なく筆者の連絡先に   

お問合せいただけましたら幸いです． 

 

 

図 7. 群馬のキャンプ場にて 

 

 

図 8. キャンプ場にて焚火する学生 

 

 
図 9. 桃ノ木川沿いのランニング 

 

問い合わせ先 

大﨑 洋充（だいさき ひろみつ） 

群馬県立県民健康科学大学大学院 

診療放射線学研究科 

〒371-0052 

群馬県前橋市上沖町 323-1 

TEL：027-235-1211（代表） 

E-mail：daisaki@gchs.ac.jp 

 

参考文献 

1) 大﨑研究室ホームページ（https://daisaki-

lab.jimdofree.com/） 

2) 群馬県立県民健康科学大学ホームページ

（https://www.gchs.ac.jp/） 
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TOPICS 

 

放射性医薬品・悪性腫瘍診断薬「アキュミン®静注」について 

 

日本メジフィジックス株式会社 事業開発・プロジェクト部  和田 真利 

 

1. はじめに 

 神経膠腫は，原発性脳腫瘍のうち 30.2%を

占める最も頻度の高い疾患である 1)．近年のが

ん治療の進歩にも関わらず神経膠腫の生命予

後は依然悪く，2017 年版脳腫瘍全国集計調査

報告によれば，本邦の神経膠腫の 5 年生存率

は 51.8%に留まっており，最も悪性度の高い

膠芽腫ではわずか 16.0%と極めて予後が悪い

1)．したがって，神経膠腫の治療成績を向上さ

せることは，脳腫瘍診療における大きな課題

の 1 つである． 

神経膠腫の治療の第一選択は手術である 2)．

脳腫瘍診療ガイドラインによれば，膠芽腫で

は手術による摘出度が高いほど無増悪生存期

間や全生存期間の改善がみられるとされてお

り，神経機能の温存を図りつつ可能な限り多

くの腫瘍を摘出することが推奨されている 3)．

しかしながら，神経膠腫は浸潤性に進展する

性質を有することや，機能的に摘出できない

部位があることなどから，完全に手術で摘出

することは難しい．そのため，事前の手術計画

において画像診断の役割は大きい． 

神経膠腫の画像診断には，磁気共鳴コンピ

ューター断層撮影（MRI）が広く用いられてい

る．高悪性度神経膠腫においては造影 T1 強調

MRI 画像の高信号領域の全摘出が一般的な手

術目標とされるものの，当該画像は腫瘍細胞

の浸潤により脳血液関門（BBB）が破綻した

脳組織へ漏出した造影剤により高信号に描出

されているに過ぎず，腫瘍細胞の存在そのも

のを特異的に可視化しているものではない．

そのため，高悪性度神経膠腫においてはしば

しば造影領域の外側にも腫瘍細胞の浸潤が認

められており，低悪性度神経膠腫においても

非造影領域に腫瘍細胞の存在が認められるこ

とから，造影 T1 強調 MRI 画像により神経膠

腫の浸潤範囲を正確に診断するには限界があ

る． 

このような臨床上の課題に対して，当社は

造影 T1 強調 MRI 画像と比較してより正確な

腫瘍浸潤範囲に関する診断情報を提供するこ

とが神経膠腫患者の予後改善に寄与すると考

えた．当社は米国エモリー大学の研究グルー

プにより創製された新規 18F 標識アミノ酸で

あるフルシクロビン（18F）に関する特許の包

括的な全世界独占実施権を得てポジトロン断

層撮影（PET）用薬剤の開発に取り組み，2021

年3月に販売名 アキュミン静注（以下，本剤）

として製造販売承認を取得した．以下，本剤の

概要，効能又は効果，用法及び用量，本剤を用

いた PET 検査の臨床的位置付けと有用性，国

内第Ⅲ相試験で用いた読影条件，並びに被曝

線量及び安全性について紹介する．  

 

2. アキュミン静注について 

本剤は，フルシクロビン（18F）（図 1）を有

効成分とする注射剤である．1 バイアル（2 mL）

中に，検定日時において 185 MBq のフルシク

ロビン（18F）を含む 4)． 

フルシクロビン（18F）は，BBB を透過しア

ミノ酸トランスポーター介して細胞内に取り

込まれるが，腫瘍細胞等では正常細胞よりも

29



TOPICS 

 

アミノ酸代謝が亢進していることから，正常

細胞よりも腫瘍細胞でより多く集積する 4)．ア

ミノ酸トランスポーターのうち，とりわけ

Alanine-Serine-Cysteine Transporter 2 を介

して腫瘍細胞に取り込まれることが報告され

ている 5), 6)． 

 

図 1．フルシクロビン（18F）の構造式 

 

フルシクロビン（18F）は，投与後速やか

に腫瘍組織へ集積し，少なくとも投与後 60

分まで集積が維持される一方，正常脳からは

投与後速やかに消失する 7)．そのため，本剤

はフルデオキシグルコース(18F) (以下，FDG)

とは異なり，投与後 10 分の早期から投与後

50 分までの広い範囲で撮像を開始すること

が可能である．また，フルシクロビン

（18F）は国内第Ⅰ相試験において，代謝物

と推定される成分は検出されず血漿中及び尿

中ではほとんどが未変化体として存在してい

たことから，体内で代謝されずそのまま主に

尿中に排泄される 8)． 

なお，本剤は海外では，米国（2016年 5月），

EU（2017 年 5 月），台湾（2020 年 7 月），韓

国（2021 年 9 月）において，再発前立腺癌の

診断の適応で承認されている．神経膠腫の診

断の適応については 2022 年 1 月現在，本邦の

みで承認されている． 

 

 

 

3. 効能又は効果，用法及び用量について 

本剤の効能又は効果，用法及び用量は以下

のとおりである 4)． 

 

効能又は効果 

初発の悪性神経膠腫が疑われる患者にお

ける腫瘍の可視化 

ただし，磁気共鳴コンピューター断層撮

影検査による腫瘍摘出計画時における腫

瘍摘出範囲の決定の補助に用いる． 

用法及び用量 

通常，本剤 1 バイアル（87～270 MBq）

を静脈内投与し，投与 10～50 分後にポジ

トロン断層撮影法により撮像を開始する． 

 

なお，用法及び用量に関連して，本剤投与 60

分後までの範囲で撮像を行うこと， 並びに撮

像時間は投与量，撮像機器，データ収集条件，

画像再構成のアルゴリズム及びパラメータ等

を考慮して決定することが，注意事項である 4)． 

 

4. 本剤を用いた PET 検査の臨床的位置付け

と有用性 

悪性神経膠腫の摘出術において，造影 T1 強

調MRI画像の高信号領域の全摘出を目標とす

ることが標準的であるが，当該領域の外側に

も存在する腫瘍の存在を診断することが臨床

上の課題である． 

FDG は，BBB を通過し脳の糖代謝を反映

した集積を示す．しかし，正常脳細胞は糖代謝

が盛んであるため，腫瘍にも正常組織にも集

積することから両者の区別がつきにくく，上

述の臨床上の課題を解決することは困難であ

る．一方，11C-メチオニンは，アミノ酸代謝を

反映した集積を示すことで知られており，
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BBB を通過後，アミノ酸代謝がほとんどない

正常脳への集積は低く，一方でアミノ酸代謝

が亢進している腫瘍には高く集積することか

ら，腫瘍と正常組織との区別がつきやすく，上

述の臨床上の課題の達成に有用であると報告

されている 9)．しかしながら，11C-メチオニン

は 2022 年 1 月現在薬事未承認であること，及

び半減期が約 20 分と短くサイクロトロンを

保有している施設でしか検査が実施できない

ために，一部の限られた施設でのみ研究的に

実施されている．そのため，神経膠腫患者の多

くが 11C-メチオニン検査を受けることは困難

である． 

本剤は，11C-メチオニンと同じくアミノ酸代

謝を反映した集積を示し，かつ半減期が約 110

分の 18F 標識化合物であることから，FDG と

同様に放射性医薬品メーカーによるデリバリ

ー供給が可能であり，サイクロトロンを保有

していない施設でも検査が可能となる．さら

に，本剤は 11C-メチオニンと比較して，正常脳

への集積量が低く，腫瘍とのコントラストに

優れていることも報告されている 10)． 

初発神経膠腫疑い患者を対象とした第Ⅲ相

臨床試験において，造影 T1 強調 MRI 画像で

描出されないが本剤で描出される領域におけ

る，病理診断を Standard of Truth とした場

合の本剤によるPET画像の視覚的読影結果の

陽性的中率は 88.0%（22/25 領域，95%信頼区

間 75.3-100%），全採取組織における本剤の感

度は 58.0%（29/50 組織）ならびに特異度は

61.5%（8/13 組織）であった 11), 12)．さらに，

造影 T1 強調 MRI 画像の高信号領域外に存在

する腫瘍を本剤が描出できたことによって，

実際に腫瘍を拡大摘出できた症例が認められ

た（図  2）．なお，拡大摘出できた症例の

Karnofsky Performance Status（患者の全身

状態を 10%ごとのスコアで評価する指標）は

術前から改善又は術前の状態を概ね維持して

おり，状態の悪化を示す傾向は認められなか

った． 

よって，本剤は初発の悪性神経膠腫が疑わ

れる患者において，腫瘍摘出範囲の検討に際

し，造影 T1 強調 MRI 画像では特定できない

腫瘍の存在部位に関する情報を上乗せして提

供するものと位置付けられ，MRI 検査に本剤

を用いたPET検査を上乗せして腫瘍摘出範囲

 

図 2．造影 T1 強調 MRI 画像の高信号領域外に存在する腫瘍を本剤が描出できたことに

よって，実際に腫瘍を拡大摘出できた代表例．80 代女性，膠芽腫．造影病変の体積：18.7 

cm3（青の領域），造影病変外の PET 集積の体積：20.3 cm3（緑の領域と青の領域との差

分）． Karnofsky Performance Status：術前 60，術後 60． 

 

 

     造影 T1            FLAIR          アキュミン静注-PET       術後造影 T1 
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を決定することで，予後がより改善する可能

性がある手術を受ける機会を患者に提供でき

ると期待される 12)． 

なお，造影 T1 強調 MRI 画像で描出されず

かつ本剤で描出されない領域における陰性的

中率は 30.8%（8/26 領域）であったことから，

偽陰性が生じることが示されている 13)．偽陰

性の要因は，神経膠腫が浸潤性に拡がる性質

を有し，腫瘍の中心部から離れるほど腫瘍細

胞の密度が低下することから，本剤の単位体

積あたりの集積量の低下によりPET装置の有

する分解能では検出できないために偽陰性が

一定の頻度で生じたものと考えている 12)．こ

の偽陰性により，実臨床において腫瘍摘出範

囲を決定する際に，他の画像検査所見，例えば

FLAIR/T2 高信号領域で摘出範囲であったに

もかかわらず本剤により非摘出範囲として判

定された場合，本剤を用いなければ摘出が考

慮されていた腫瘍を残存させてしまうリスク

があり，患者の生命予後に影響する可能性が

あると考えられる．したがって，本剤を用いた

PET 検査にて集積が認められない場合は、そ

の結果を過度に重視せず，他の画像検査所見

等を踏まえて総合的に腫瘍摘出範囲を決定す

る必要がある． 

 

 

5. 国内第Ⅲ相試験で用いた読影条件 

国内第Ⅲ相試験では，表 1に示す条件で PET

画像を表示し，正常領域を明らかに区別でき，

かつ MRI 画像と矛盾のない領域を本剤の PET

集積範囲とした 11)．正常領域の SUVmean は，

Sagittal 画像で特定した腫瘍の中心を

Transaxial 画像上で表示し，対側の正常領域に

10 mm の VOI を設定し計測した． 

 

6. 被曝線量及び安全性について 

本剤の日本人における実効線量は，   

2.6 mSv/185 MBq である 8)．FDG の実効線量

3.5 mSv/185 MBq14)と比較すると，同程度以下

である． 

本剤の安全性については，安全性を評価し

た国内外 10試験 297例で発現した有害事象 30

件のほとんどが軽度又は中等度の事象であり，

高度の有害事象は 2 件（血圧上昇，神経膠芽

細胞腫）発現したもののいずれも本剤との因

果関係は否定されており，海外での製造販売

後安全性情報からも特段の安全性上の問題は

認められていない 12)．副作用及び発現頻度は

次のとおりである 4)． 

 

1～5%未満：口渇． 

頻度不明：嗅覚錯誤，注射部位紅斑， 

注射部位疼痛，味覚異常． 

表 1．国内第Ⅲ相試験で用いた PET 画像の表示条件 
項目 腫瘍の SUVmax 表示条件 

表示カラー － Hot iron 

表示スケール 2.5 以上 Upper = 腫瘍の SUVmax の 2 倍 

  Lower = 正常領域の SUVmean の 50% 

 2.5 未満 Upper = 腫瘍の SUVmax の 1.5 倍 

（1.0 未満になる場合は 1.0 とする） 

  Lower = 正常領域の SUVmean の 75% 
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7. おわりに 

以上，2021 年 3 月に製造販売承認を取得し

た新規放射性医薬品・悪性腫瘍診断薬 アキュ

ミン静注について紹介した． 

本剤を用いた PET 検査が，初発悪性神経膠

腫の治療成績向上に寄与することを期待する． 

 

®：登録商標 
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TOF-PET装置 BresTomeTMの頭部 PET検査ソリューション 

 

株式会社 島津製作所 医用機器事業部  大谷 篤 

 

1. はじめに 

 PET 装置の歴史を振り返ってみると，  

最初は頭部専用 PET 装置の開発から始まり，

2000 年代の FDG-PET の保険収載もあって，

全身用PET装置での癌検査にて一気に広がり

を見せました．それ以降も日本では頭部の

PET 検査数は横ばいの状態で続いていますが，

頭部専用PET装置は国内市場からは姿を消し，

O-15 ガス検査なども全身用 PET 装置で  

行われる様になっていっています． 

また，厚生労働省から 2025 年には 700 万

人が認知症を罹患するという推計が 2012 年

に発表されるなど，今後も認知症の罹患者数

とその社会的コストが世界的に増加すると 

予想されています．日本ではコリン仮説に 

基づいたドネペジルなどやグルタミン酸仮説

に基づいたメマンチンといった認知症の  

治療薬の上市に次いで，近年ではアミロイド

カスケード仮説に基づいたアルツハイマー型

認知症の疾患修飾薬の承認などが期待される

状況の中，頭部の PET 検査数の増加が期待 

されます．そこで，アミロイド PET 検査や  

タウ PET 検査の実用化と並行して頭部の

PET検査に特化した PET装置を立ち上げる，

つまり頭部 PET 検査での新しい保険診療を 

目指す装置が必要ではないかと考え，空間 

分解能に優れた TOF-PET 装置 BresTome を

2021年に上市しました． 

このTOF-PET装置BresTomeについては，

これまでにその特長 1)，収益性 2)，乳房検査 

ソリューション 3)，プロトタイプ機を用いた 

近畿大学との臨床評価 4-5）などが紹介・報告 

されています．そこで，本稿では BresTome 

での頭部 PET 検査について紹介したいと  

思います． 

 

 

図 1. TOF-PET装置 BresTomeの外観 

 

2. 開発の経緯 

島津製作所が最初に上市した PET 装置も 

頭部専用の PET装置でした．そのため，頭部

の PET 検査に特化した PET 装置の構想は 

常に持っていたものの全身用PET装置の隆盛

によって市場の見込みが難しく，技術革新を

継続しながら新規開発・上市の機会をうかが

っていました．そして，そんな中で開発に  

向けた 2 つのトリガーが発生しました．1 つ

は光学受光素子の技術革新による PET の   

高空間分解能化の達成です．これは空間  

分解能が高い PET であれば，例えば早期の 

微細な病変変化をとらえられたり，視床の様

に機能的には異なる多数の神経核の集合体内

での分布を描画できたりすれば，PET による

脳研究や診断においてパラダイムシフトが 

起きるかもしれない，と考えられたからです．
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もう 1 つは 2014 年に乳房専用 PET 装置

Elmammoを発売し，これまでに国内で 16台

が稼働，またこれから中国でも稼働が予定 

されていることです．この様に乳房専用 PET

装置がPET市場で立ち位置を確立しつつある

中で後継機の開発が必要となると共に，  

一方で乳癌の検査に特化しているため，   

1 施設での検査数ニーズには限界があり，  

そのために導入に至れないケースも少なから

ずある事を解消する必要がありました．そこ

で，高空間分解能な頭部と乳房の PET検査の

両方が 1 台で行えるようにすることで乳房用

PET市場の継続・発展と共に，頭部 PET検査

市場の立ち上げを同時に進めることができる

と考え，TOF-PET 装置 BresTome を開発  

しました． 

 

3. 装置の特長 

●頭部・乳房両方の検査が 1台で可能 

BresTome は PET スキャナを移動させる 

機構により 1 台で頭部と乳房の PET 検査を 

可能にした PET 装置です．2020 年 10 月に 

薬機承認を取得して，頭部の PET検査として

は全身用 PET検査の保険診療（診療報酬区分

番号：E101-2）と，乳房 PET検査の保険診療

（診療報酬区分番号：E101-5）両方の診療  

報酬が認められています．このため，本装置 

1台で乳房専用 PET装置より採算性が高くな

っていますし，また乳房 PET 検査で収益を 

得ながら新しい頭部PET検査の研究も可能と

考えます． 

●低被ばく 

頭部は頭蓋骨や鼻腔，軟組織部など不均一

な吸収体ですが，BresTomeはその不均一な吸

収体に対しても Emissionデータから TOF情

報を用いて吸収補正マップを得ることができ

る ML-ACF 法 6）（TOF based Maximum-

Likelihood Attenuation Correction Factors）

を基に，独自の定量化処理を追加した方式を

採用しています．このため，吸収補正のための

CTや外部線源などがなく， それらによる外

部被ばくや吸収補正のための撮像時間が生じ

ません． 

 

図 2. 吸収補正マップと PET画像 

 

更に，Emissionデータから吸収補正マップ

を得るので，仮に金属などの高吸収体が撮像

視野内にあっても，そもそも金属には

Emission 分布も無いため，結果として吸収 

補正マップでのアーチファクト等による PET

画像への偽陽性の生成が起こり難いという 

特徴もあると期待されます． 

●被検者のポジショニングをアシスト 

BresTome にはレーザーなどを用いた  

投光器が無いので，レーザーによる目など 

へのリスクは発生しません．その代わりに，

BresTome では頭部の位置決めの際には  

リアルタイム・ビューワという機能を使用し

ます．この機能は被検者から常に放出されて
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いる対消滅γ線を PET データとして収集  

して迅速に 2 方向のプラナー画像として表示

する機能です．このリアルタイム・ビューワ 

は装置本体にあるモニタに表示されるため，

操作者は検査室と操作室を往復せずに，  

被検者の位置とリアルタイム・ビューワの 

両方を見ながら迅速に位置決めを行うことが

できます．また，実際の Emissionデータから

の画像であるため，頭頂など外観ではなく 

実際の脳などのPET薬剤の集積を確認しなが

らのポジショニングが出来ます． 

 

4. 非臨床画像 

PET 性能評価法などで用いる点線源で空間

分解能の高さは評価されますが，実際に構造

のある物での分離能などを視覚的に確認する

ため，まずアクリル柱に径の異なるロッドが

空けられた Mini Derenzo ファントムを撮像

したのが図 3になります． 

 

図 3. Mini Derenzo Phantom画像 

 

左図がファントム構造の模式図で，一番 

大きいロッドが直径 4.8mm で，一番小さな 

ロッドが直径 1.2mmになっています．中央図

は弊社の全身用 PET 装置（PET 性能評価で

の空間分解能で 3.5mmFWHM 程度）での

PET 画像で，左図が BresTome での PET  

画像です．BresTome では 1.6mm のロッド 

までが視覚的に分離できており，空間分解能

の高さを見て確認する事が出来ます．また，

BresTome の画素サイズは 1.1mm Voxel  

であるので，直径 1.2mm のロッドは円を  

四角で描画されることと，空間位置に依って

は隣接する画素に画素値が分配されやすい 

ことから，原理的に視覚的な分離は困難と 

予想もされており，妥当な画像と考えられ 

ます．そのため，1.2mm 以下の様な構造を  

分離する際には画素サイズを 1.1mm Voxel 

より小さくする必要がありますが，それは  

同時に画像生成時間の延長や画像の S/N の 

劣化などを伴うため，今後の課題と考えて 

います． 

次に，脳 PET 撮像の撮像施設認証の   

ファントム試験に用いられる Hoffman   

ファントムをBresTomeで撮像したPET画像

が図 4になります． 

 

図 4. Hoffman Phantom画像 

 

いずれの断面でも Phantom の微細な構造

が描画できており，更にはSagittalやCoronal

断面では従来の全身用 PET 装置などの空間 

分解能であれば，ぼやけて白質と灰白質の 

領域の濃度程度に描画される予定の部分と 

なるアクリルが，本装置の高い空間分解能 

により白い抜けとして適切に描画出来るよう

になったことで，Hoffman ファントムの  
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プレート構造が縞模様として視認できます． 

以上のこれらの非臨床試験から，本装置の

空間分解能が高さと妥当性が確認できたと 

考えています． 

5. 臨床画像 

●新しい PET検査にも対応 

島津製作所は近畿大学と 2020 年 9 月か

ら 2022 年 3 月までの特定臨床研究にて，

従来型の全身用 PET 装置と BresTome の

プロトタイプ機とで得られた同一被検者に

関する PET 画像の比較によって本装置の

臨床的優位性の確認評価と本装置で新た

な情報が得られるかの探索を行っていま

す．まず図 5 は，この特定臨床研究の中で

撮像された頭部 FDG-PET 画像です．  

 

図 5. FDG-PET画像（3断面） 

 

 

 

 

 

 

 

次に，この研究ではアミロイド PET撮像と

して Flutemetamol を用いており，本装置で

の画像例を図 6に示します． 

 

 

図 6.アミロイド PET（陰性，陽性例） 

 

●高感度を活かした使い方 

 本装置は被写体に検出器が近接しているの

で対消滅光子を検出するための立体角が大き

く，システム感度に優れています．認知症のた

めの脳 FDG-PET 撮像で標準の 30 分と長い

撮像時間の中では頭部が動いてしまう事があ

ると想定されますが，システム感度の高い本

装置では 30分間の Emission（List mode）デ

ータから短時間，例えば 5 分間でのデータだ

けで画像を生成しても，図 7に示す様に 30分

の PET 画像と遜色のない PET 画像を得る事

が出来ます． 
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図 7. 30分と 5分の切り出し FDG-PET画像

の比較（同一被検者，2.2mm Voxel） 

 

6. まとめ 

アミロイド PET やタウ PET，更に近年で

は Aβのプロトフェブリルの除去などに  

関わるグリア細胞の活動などのPETイメージ

ングなど，認知症において PETの役割が今後

更に増えるものと期待されます．BresTomeは

PET 画像の解像度と TOF を用いて画像の

S/N の両方を同時に高めることで，微小な  

集積や集積の詳細な分布の濃淡をより精確に

描画する「描出能」を高めた Emission撮像の

みで定量性を確保したユニークなPET装置で

す．今後も技術革新を進めて行きながら，  

高めた「描出能」の新たな臨床的有用性を追求

して保険適用の拡大を進めることが，PET 

検査数の増加と，ひいては病院収益に貢献し，

結果として頭部と乳房に特化したPET検査の

普及と更なる臨床的有用性の可能性を切り 

開くものと考えています． 
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第 23回核医学画像セミナーを終えて 

 

 

豊橋市民病院  加藤 豊大 

 

 

 

令和 3 年 9 月 11 日（土）第 23 回核医学画

像セミナーを日本放射線技術学会核医学部会

および中部支部，教育委員会の共催で行いま

した．各地域で新型コロナウイルスに対する

緊急事態宣言中での開催となり，セミナー参

加者はおろか，実行委員のスタッフまで対面

開催が困難な状況であり，完全 web 開催によ

るハンズオンセミナーとなりました．私は，本

セミナーに，核医学チューター養成プログラ

ムによるトレーニングを受けてお手伝いさせ

て頂きました．同年 6 月に企画した第 3 回中

部核医学セミナーにおいても，新型コロナウ

イルス蔓延防止措置の影響でハンズオンセミ

ナーを web で開催したことから，この経験を

少しでも役に立てたいという思いで実行委員

を引き受けました． 

今回のセミナーは，「データ解析を学ぶ～取

得したデータをどう見せるか？～」がメイン

テーマでした．普段，どの様に研究計画を立案

し実行するのか，苦労して収集したデータを

どの様に図表に表現あるいは統計解析を行う

かをハンズオン形式で学べるセミナー内容と

なっていました．今から学会発表や論文投稿

を行いたいというやや玄人向けの内容であり

ながらも，30 名の応募（核医学部会セミナー

史上最高記録）があり本セミナー内容の需要

の高さが伺えました． 

午前の部は，研究計画の立て方についての

講義からはじまり，次に Receiver operating 

characteristic curve (ROC)解析を手作業でグラ

フ化するハンズオン演習が行われました．普

段，経験的に行っている事が多い研究計画の

立案・実行方法について，学会発表や論文投稿

の経験が豊富な金沢大学・澁谷先生から実体

験も交えてわかりやすく講義が行われました．

また，普段ソフトウェアを用いて描出するこ

とが多い ROC についても，改めて手作業によ

り解析を行う事で，より理解が深まったので

はないかと感じました． 

午後の部においては，統計解析についての

講義とハンズオン演習，さらにケーススタデ

ィから結果のグラフを導き出す演習が行われ

ました．データを解析する際，だれしもが直面

する「統計解析」について，金沢医科大学・  

奥田先生，斎藤先生，豊橋市民病院・市川先生

から基礎からわかりやすい講義と演習が行わ

れ，参加者からたくさんの質問や活発な意見

交換がありました．時には，実行委員同士でも

意見交換をする場面も見受けられ，熟練した

研究者においても難しい内容であることを 

再確認させられました． 

アンケートからは「難しかった」の意見が 

多く，半数以上の受講者が自身の達成度に 

到達できなかったという厳しい結果が露わと

なりました．しかし，自分を含め参加者の皆様

にも，今一度勉強しようと痛感する良いセミ
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ナーになったのではないかと感じます．また，

「web 開催であったからこそ遠方から参加で

きた」とのご意見も頂き，web 開催のメリット

も十分にあったと感じる事が出来ました． 

初の web 開催によるハンズオンセミナーと

いう事で，参加者や他の実行委員の顔が見え

ずコミュニケーションがとりづらい，突発的

なデータの共有が難しいという苦労も多くあ

りました．しかし，実際に手を動かしてもらう

ことによって，聴講型の web 講習では身につ

かない知識と経験を皆様に提供できたのでは

ないかと感じております． 

今後も，中部支部核医学研究会のチュータ

ーとして，全国の核医学関係者に必要な知識

を提供していける様，セミナー内容をブラッ

シュアップしていきたいと考えています． 

 最後になりましたが，本セミナーを開催 

するにあたり，入念な事前準備をしていただ

いた核医学部会の実行委員，講師，チューター

の方々に心より感謝申し上げます．誠に  

ありがとうございました． 

 

 

第２３回核医学画像セミナー アンケート結果 
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第 23 回核医学画像セミナー風景 
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 『データ解析を学ぶ  

     －取得したデータをどう見せるか？－』に参加して 

 

社会医療法人敬愛会  

中頭病院・ちばなクリニック  神谷 嘉人 

 

 

令和 3年 9月 11日（土）に Zoomを用いて

開催された第 23回核医学画像セミナー 『デ

ータ解析を学ぶ －取得したデータをどう見

せるか？－』に参加させていただきました． 

私には今回のセミナーに参加する目的が 

二つありました．まず一つは，臨床研究から 

得られたデータの取り扱いについて私自身が

常に悩むことも多く，他の研究者の取り組み

方が気になっておりました．経験豊富な研究

者からの講義が受けられるということは貴重

な経験になると考えたからです． 

もう一つは，地元の研究会でも研究に必要

な解析手法などのセミナー企画をしていこう

と考えておりましたので，どういった感じで

進められるのか参考にしたいと思ったからで

す． 

本セミナーは主に三つの基礎講座からなっ

ておりました．午前の部には基礎講座 1 とし

て，まず金沢大学の渋谷孝行先生から「論文 

投稿のための研究計画」という内容でご自身

の経験等も交えながら，テーマの見つけ方， 

文献調査方法，研究計画立案時のポイント 

など，研究への取り組み方などについて  

具体的に講義していただきました． 

次に豊橋市民病院のチューターの先生から

基礎講座 2として，「ROC解析」の基礎講義，

そして実際のデータをグラフ上にプロットし，

ROCカーブを作成していくという体験演習が

ありました． 

昼休憩をはさみ，午後の部では基礎講座3と

して，二人の講師の方からデータ解析の講義

と演習形式にて講義がありました． 

金沢医科大学の奥田光一先生からは「デー

タ解析を学ぶ」という内容で，基礎編としてデ

ータ分布や仮設検定について，実践編として

実例を使った練習問題形式にて検定過程を詳

細に解説いただきました． 

豊橋市民病院の市川肇先生からは「データ

解析演習」として，対応あり 2 群間の差の検

定，Bland-Altman解析などの詳細な解説や参

加者による解析演習を通して実際の解析過程

を講義，解説していただきました． 

専用の解析ソフトを用いる場合，あっとい

う間に結果が出てしまいますが，今回のセミ

ナーで体験させていただいたように，解析 

過程をたどりながら理解していくことは， 

適切なデータ解析を行う上で非常に大切な 

ことだと改めて思いました． 

セミナーは意外と盛りだくさんで終了時間

まであっという間でしたが，セミナー後も 30

分程度の自由な質問時間まで設けていただき，

私の参加目的も充分に達成できたと感じるこ

とができました． 

最後に，このようなセミナーを準備，企画し

ていただいた核医学部会，そして講義してく

ださった先生方に感謝いたします． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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第 23回核医学画像セミナーに参加して 

 

高知大学医学部附属病院  林 直弥 

 

 

第 23回核医学画像セミナー『データ解析を 

学ぶ －取得したデータをどう見せるか?－』

に参加させていただきました. 私自身, これ

までいくつか研究を実施しましたが , その 

多くは学会発表で完結していました . 発表 

から論文へのステップアップ, そして私自身

の知識や研究への取り組み方も同様にステッ

プアップするために本セミナーへ申し込むこ

とを決めました. 本セミナーは, COVID-19の 

感染状況を踏まえ, web 上で開催されました. 

過去にハンズオンセミナーに参加した経験は

あるものの, web 開催のハンズオンセミナー

の参加は初めてでしたので, 楽しみと不安が

半々という気持ちで当日を迎えました. 

 セミナーは 9:30-16:30 という日程で, 内容

は大きく分けて, ① 研究計画の立て方, ② 

ROC 解析の理論と実践, ③ 統計解析やグラ

フの種類と実践でした. ① 研究計画の立て方

では, 研究テーマの見つけ方から研究計画書

の作成に至るまでの方法を示していただきま

した . 私の印象ですが , 優秀な方ほど研究 

計画書を大事にされています. いかに研究を

デザインし研究計画書を作成するか , その 

要点を説明していただけました . ②  ROC  

解析の理論と実践, ③ 統計解析やグラフの 

種類と実践では , ROC 解析や統計解析に  

関して説明していただいた後に, 実際に模擬

データを用いて解析を行いました. これらの

解析は統計解析ソフトを使えば, 何も分から

ずとも即座に答えを出してくれます. しかし, 

この統計解析を用いるのは正しいのか, また, 

解析結果の数値を理解するためにも基礎的な

知識は必要です。理論を学び, 直後に実践する

ことで理解を深めることが出来ました.  

 セミナーは , 長丁場ではありましたが ,  

先生方のユーモアを交えた講義や実際に手を

動かして行う統計解析に, 終始集中力を維持

し楽しく参加することが出来ました. Web セ

ミナーは, 簡単に参加することが出来る反面, 

理解が追い付かない状況では集中力の維持が

困難になる側面があります. 本セミナーでは, 

講義が非常に理解しやすく, 解析時も分から

ない場合の対応として, zoom 上で別の部屋を

用意して下さっていました. また, 休憩時間

中や講義の最後には, なんでも相談室が開催

され, セミナーの内容や個人の研究等に関し

て質問できる時間を設けていただけました. 

私も先生に何度か質問し, 統計解析や研究に

おける疑問点の解決につながりました. 

 現地開催のセミナーはもちろん魅力的です

が, 本セミナーに参加して web 開催もそれに

勝るとも劣らない魅力を感じました. ぜひ, 

家からでも参加できるセミナー, 少しの勇気

を持って参加登録をしましょう . そして ,  

より有意義なセミナーにするために , もう 

少し勇気を振り絞って講師の先生方に積極的

に質問をしてみてはいかがでしょうか。 

45



 第 23回核医学画像セミナー参加印象記  

 

第 23回核医学画像セミナーに参加して 

 

済生会横浜市東部病院  土亀 弘達 

 

 

第 23回核医学画像セミナー『データ解析を

学ぶ -取得したデータをどう見せるか？-』が

Zoom によるオンラインで開催されて，参加 

させて頂きました． 

 基礎講座１は論文投稿のための研究計画と

いうテーマで講義をして頂きました．自分が

研究したい目的を明確にすることの重要性を

実感しました．研究を進めて行くと『これは 

正しいのか？』など，いろいろなことで悩みが

生まれてきます．その時に目的が明確であれ

ば修正することが出来るという事を学ぶこと

が出来ました． 

 基礎講座２はエクセルを利用しながら  

ROC 解析の講座と演習について講義して    

頂きました．ROC 解析は多くの場合は画像 

評価に利用されることが多いですが，今回は    

心筋シンチでの polar map によるスコアと 

心臓カテーテルとの狭窄率を評価したもので

した．実際にスコアの判定基準を変化させる

ことで結果が変わってくることなどは，    

教えてもらわないとなかなか理解できない 

方法だと思いました． 

 基礎講座３では，データ解析方法の講義と

演習として，エクセルを利用した統計的な  

検定について講義をして頂きました．      

肺血流のシャント率の測定や脳血流の 

Patlak plot法による定量解析，心筋MIBG の

心臓と縦隔の比（H/M 比）について，実際に

測定した参考データを準備して頂いた事で，

より実践的な内容でありました．自分たちが

普段の臨床で使用しているデータについての

解析方法に触れることできたので，この解析

が何を目的にしているかを明確にすることが 

でき，結果に対しても理解しやすかったので

講義の目的であるデータの統計的な検定方法

についてわかりやすく把握することが出来 

ました． 

エクセルを利用しながらの講義は，実際の

数値を見ながら理解できることから大変   

有意義と感じました．オンラインと言う    

難しい環境にも関わらずセミナースタッフの

方々に助けて頂き，講義の内容について    

わかりやすく把握することが出来ました． 

オンラインでもこのような環境であれば，

一人でなく繋がりながら検証を進めて行ける

のでとても素晴らしいと思います．多くの人

に参加して実感して貰いたいと思いました． 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

 

第 24回 核医学画像セミナーを終えて 

 

北海道大学病院  孫田 惠一 

 

 

 2021 年 10月 2日（土）に，第 24回核医学

画像セミナーin 札幌が日本放射線技術学会 

核医学部会，北海道支部の共催で開催され  

ました． 

 本セミナーは当初，対面形式での開催を  

予定していたものの，新型コロナウイルス  

感染拡大の影響により約 1年遅れで web方式

へ変更し開催されました．開催予告を行う  

場面も限られる中，受講者数が少なくなる  

不安を感じておりましたが，結果的には    

北海道内外より15名の皆様に参加頂きました．

まずは，今回受講頂いたすべての皆様に    

感謝申し上げます． 

 今回のセミナーは，対面形式で予定して  

いた内容を可能な限り変更しない方針で行い

ました．当初予定していた実際のファントム

を使っての作成実習は難しいことから，    

北海道支部核医学専門委員および核医学   

チュータにより，事前に動画を収録し，編集 

したものをセミナー内でご覧頂く形式に   

しました．当日は，その動画を見ながら，    

北海道支部核医学専門委員あるいはチュータ

が講師として解説して頂きました． 

 その後，事前に配布したファントムデータ

に対して，PET 撮像施設認証のガイドライン

に基づいた解析ができるよう PETquactIE   

(日本メジフィジックス)を用いて，ライブ   

形式での解析の実演と受講者の皆様に自らの

PC上で解析頂く演習を行いました．配布した

ファントムデータは，カウント数・ボクセル 

サイズ・ガウシアンフィルタの半値幅・PSF  

再構成の有無が異なることで解析結果が   

どのように変化するのかを理解する実習と 

しました．これまで，このような解析をしたこ

との無い受講者もおられる中，また非常に  

多くの解析作業がありましたが，すべての  

受講者の皆様が滞りなく実習を終えられた  

ことに安堵しております． 

 Web 形式での開催ということで，ネット  

回線トラブルや講師と受講者のスムーズな 

やりとりが難しいなどの懸念を想定して   

いましたが，実際には皆様のご協力のお陰で

特に大きなトラブルも無くセミナーを行う 

ことができました． 

 新型コロナウイルスの影響で，自らの    

モチベーションを保つことが難しい中，    

向学心・向上心のある皆様にご参加頂けた  

ことを大変感謝致します．  
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

第 24回 核医学画像セミナー 開催風景 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

第 24回 核医学画像セミナー終了後アンケート結果 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本セミナーを開催するにあたって，北海道  

支部核医学専門委員および核医学チュータの

皆様には，ファントム作成動画の収録，     

テキストの作成および当日の講師と，多大な

る貢献を頂きましたことを大変感謝致します．

これまで経験したことの無い web 形式での開

催であったことで，多くのご苦労をお掛けし

ました． 

  

皆様のご協力のおかげで，特に大きなトラブ

ルも無く終了できたことを嬉しく思いますし，

今後同様のセミナーを開催する際の良い見本

となったのではないかと思います．核医学部

会では，今後も，核医学を担当される皆様のお

役に立つようなセミナーを開催すべく，より

一層の努力をする所存です．次回は対面形式

での開催を目指し，その際にお会いできるこ

とを楽しみにしております．

 

セミナー受講者の皆様とスタッフ 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

「核医学ファントムの作成，解析を学ぶ」 

に参加して 

 

市立函館病院  梅村 琢磨  

 

 

2021年 10月 2日(土)に第 24回核医学画像

セミナー「核医学ファントムの作成，解析を学

ぶ」がオンラインで開催され，参加させていた

だきましたので，紙面をお借りして内容や参

加しての印象などを紹介させていただきます． 

COVID-19 の患者さんを多数受け入れて 

いる当院では，職員に対し，札幌をはじめ他地

域への渡航を厳しく制限していたので，Web

開催という形式は，非常に有り難いものでし

たが，このセミナーのお知らせをいただいた

ときの第一印象として，「ファントムの作成・

解析」という内容は，Web だと現物を見るこ

とができないので，ちょっと難しそうだなと

思いました． 

大まかな内容を紹介させていただきますと，

NEMA IEC ボディファントム及び Hoffman 

3D 脳ファントムのそれぞれについて，ファン

トムの組み立て・作成を動画で学び，そのファ

ントムで撮影した演習用画像を，頒布されて

いるソフトウェア「PETquactIE」を使用して

解析するというものでした． 

私は過去に一度だけ，骨 SPECT の画像   

評価のために，メーカーから NEMA IEC    

ボディファントムをお借りして，実験した  

ことがあります．しかしその時はメーカー  

の方がほとんど組み立ててくださったので，

もし再度ファントムをお借りする機会があっ

たときに，組み立てる自信は全く無かったの

ですが，今回Webということもあり，ファン

トムの作成方法の説明動画は非常にわかりや

すいものとなっていたので，第一印象はいい

意味で裏切られて，今はもしかしたら組み  

立てられるかも，と思っています．Hoffman   

ファントムも見たこともなかったのですが，

どのようなものかイメージできました． 

また，どちらのファントムに関しても PET

に関する内容でしたので，PET ができない  

施設の私が，ついていけるか正直なところ  

不安でしたが，幸いなことに PET特有の内容

はそれほど多くはなかったので，ほぼ理解す

ることができました． 

今回受講して，今まで撮像パラメータを  

見直す際に，ファントム実験は敷居が高いの

でほとんど活用してこなかったのですが，  

これからはもう少しファントムを活用して，

客観的評価に基づいたパラメータ調整を行っ

ていこうと思うようになりました． 

前回(第 23 回)と今回の両方を参加して感じ

たこととして，コロナ禍において，このような

会の企画・運営は簡単なことではなく，本当は

こうしたかった，というようなこともおそら

くあったのではないかとお察しいたします．

この場をお借りして企画・運営に携わった

方々にお礼申し上げるとともに，またこの  

ような機会がありましたら，ぜひ参加させて

いただければと思います． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

核医学画像セミナー in 札幌 に参加して 

～核医学ファントム作成＆解析を学ぶ～ 

 

王子総合病院 医療技術部 放射線技術科  武石 英樹 

 

 

 

 第 24回核医学画像セミナー「核医学ファン

トム作成＆解析を学ぶ」に参加させていただ

きました．昨今の新型コロナウイルスの影響

により in札幌と書かれていますが，Web開催

となっております．私の勤めている病院は 

札幌からやや離れた苫小牧市にあるため，

Web 開催の講演会や勉強会のほうが，非常に

参加しやすくありがたいなと感じています．

ただ，今回のような実際に身体を動かして 

行う勉強会に関しては，対面開催のほうが 

感じ取れるものは多いのかなとも思います． 

 ファントム作成や解析となると実際に行う

頻度は少なく，身に着ける機会があればいい

なと以前から思っていたところ，今回このよ

うなセミナーの案内があったため，すぐに 

参加登録を行いました．事前準備として専用

の解析ソフトをインストールしたり，解析用

サンプルデータをダウンロードしたりありま

すが，そこまで手間では無かったです．当日 

使用するテキストも事前配布されるため， 

予習を軽くしてから本番に臨めるというのは

Web 開催の良いところではないでしょうか．

テキストの完成度もかなり高く，作成場面 

ごとのポイントを具体的に記載していただ 

いているので，テキスト見ながらファントム

作成十分できると思いました．講師の先生方

も，非常にわかりやすく，時には動画も交えて

ファントム作成においてのコツや，注意点を

説明していただきました．ホフマンファン 

トム作成時に必要なプラスチックケースの 

寸法まで具体的に記載していただいて，本当

に勉強になると感じました．実際の解析に 

関しても一度流れを見せていただいた後， 

自分で解析を行うのですが，余裕をもった 

解析時間を確保してくださったため，焦らず

じっくり確かめながら解析できたと思います． 

恥ずかしながら，各種 PET に関しての  

ガイドラインやファントム試験手順書など，

しっかり読んだことがありませんでした． 

このような解析を実際に行うと，それに付随

して評価しなくてはならない項目も確認でき，

ガイドライン上の評価基準も必然的に目に 

入るということで，実際にやってみるという

ことは重要だなと改めて感じました． 

Discussion の場面でも，色々な施設の方の

お話が聞けて参考になりましたし，今後出て

くるであろう，アミロイドイメージングの 

撮像施設認証の話など，貴重なお話を聞く 

ことができました． 

今回，Web 会議用 PC と解析用 PC の２台

体制で受講させていただきましたが，こうい

った Web 開催のハンズオンセミナーの場合，

かなりやりやすいということがわかりました．

ぜひ皆さんも PC２台持ち込むか，モニター 

増やして２画面で受講してみていただければ

と思います． 
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 第 24回核医学画像セミナー参加印象記  

 

『第 24回 核医学画像セミナー  

in 札幌』に参加して 

 

札幌医科大学附属病院  早川 耕平  

 

 

この度，2021 年 10 月 2 日（土）に開催   

された日本放射線技術学会核医学部会主催の   

第 24 回核医学画像セミナーに参加させて   

いただきましたので報告いたします． 

今回は新型コロナウイルス感染症対策   

として，Web での開催でした．午前の部では

NEMA IEC ボディファントムを用いた試験

の方法について，午後の部では Hoffman 3D    

脳ファントムを用いた試験の方法について，

それぞれ概要の講義と，実習に代えて      

ファントム作成および撮像の様子を撮影した

動画の視聴，事前に配布された測定データ  

セットの解析演習というプログラムで，    

すべて座学で行われました． 

 ファントムの作成動画を見ていて感じた 

のは，とにかく大変そうということでした．

NEMA IECボディファントムの場合は 6つの

球体に，Hoffman 3D 脳ファントムの場合は  

19 枚の模擬脳スライスを重ねて 18F-FDG を 

注入するのですが，空気を確実に抜かなけ  

ればならないことに加え，RI が漏れた場合  

周囲を汚染してしまうため，常に汚染に注意

しながら作成しなければならず，慣れて    

いないと時間がかかったり，場合によっては

汚染してしまったりしそうで大変だなと   

感じました． 

解析の演習では，事前に測定されたデータ

セットと解析ソフトが配布され，方法に    

ついて説明を受けながら，実際にソフトに  

データを入力し，解析結果を確認しました． 

テキストには結果についての小問がいくつか

あり，得られた結果をどのように解釈したら

よいのかイメージしやすかったです． 

今回は時間の都合上難しかったかもしれ 

ませんが，ボクセルサイズ，収集時間，PSF   

再構成の有無，ガウシアンフィルタの半値幅

など，撮像条件を変更する場合，どのように 

変更しているのか，設定画面を操作する様子

も見ることができたら，ファントム作成，撮像，

解析の一連の流れがより分かりやすいかなと

個人的には感じました． 

PET/CT の撮像条件の構築方法については

今まで学んだことがなかったのですが，今後

PET/CT 装置の更新の際に必要となるかも  

しれないので，今回のセミナーで新たに学ぶ

ことができて良い機会となりました．しかし，

感染対策のためやむを得ずとはいえ，実技を

伴うファントムの作成や撮像については動画

視聴のみだとどうしても実感が少々薄いので，

今後実習形式で再び開催される機会がありま

したらまた参加したいです． 
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 第 3回 核医学チューター養成プログラム参加報告記  

核医学チューター養成プログラムを終えて 

― 地方支部と専門部会の連携による学術支援体制の構築 ― 

核医学部会  小田桐 逸人 

 

核医学チューター養成プログラムは，各地

域での学術活動をサポートするため，支部と

部会が連携し，地域の学術活動の活性化と人

材育成を促進することを目的としています．3

年間のパイロットスタディとしてスタートし

ました． 

核医学チューターとは，部会主催セミナー

等を補助する者という意味ではなく，各支部

の核医学部門をリードして「指導する者」と

いう意味合いです．支部長には，核医学専門

技師や学位を取得しおり，今後その地域にお

ける核医学分野の活性化を担っている人材を

推薦し派遣頂くようお願いいたしました．当

然，参加された方々への期待も大きいと言え

ます．参加者は，既に日常業務で核医学に深

くかかわっていることもあり，豊富な知識と

経験を持っています． 

参加者には，これまで部会が行ってきたセ

ミナーや研究会のノウハウを学んでいただく

事で，地域のニーズに合ったセミナーを企画

し運用して頂けるようなカリキュラムを用意

しました．第 1 回，第 2 回は東京を会場に対

面式で2日間の講習を受けていただきました．   

第 3 回は，COVID-19 の影響もあり 1 年の延

期後に，非常に残念ではありますが，Web 開

催となってしまいました．1日での講習として

はかなりタイトなスケジュールではありまし

たが，グループ討論では活発な意見交換が行

われ，参加者同士のコミュニケーションもと

れていたと感じております．これまで 3 回の

開催で，各支部に 6 名の核医学チューターが

養成され，全国で 48名の核医学チューターが

在籍していることになります．早速，学術班

や研究会などが核医学チューターを中心に立

ち上がり，支部の企画運営等にも参画してい

るとの報告が入っております．全国の学会に

おきましても，学術大会の座長，講演をはじ

め，学会雑誌の論文査読，叢書執筆などにご

協力いただき，本部と支部との連携にもご尽

力いただいております． 

昨今は COVID-19で学会活動が制限される

中，セミナーの Hybrid 開催，Web 開催の講

演や動画資料作成においてもチューターの皆

様にご協力いただき学術活動が出来ておりま

す．本プログラムに賛同していただいた支部

と，核医学部会のこの取り組みが，新たな連

携の形となり，効率的な学術活動の支援体制

の運用のために，今後も，コンテンツの作成

や資料提供など精力的な活動を行ってまいり

ます．最後に，本プログラムに優秀な人材を

派遣頂いた支部の皆様，並びにご参加いただ

いた皆様にお礼申し上げます．
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第 3回核医学チューター養成プログラム 参加者＆部会委員 
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第３回核医学チューター養成プログラム参加報告記 

 

北海道支部 

中村記念病院 放射線診断科  山下 幸孝 

 

今回令和 3年 12月 4日に開催された第 3回

核医学チューター養成プログラムに参加させ

て頂きました.北海道札幌市所在の病院ですが，

COVIT-19 の影響による活動制限を考慮に  

いれて今回は web 開催との事でしたので，  

自宅からの参加となりました.本来は東京など

の場所で 2 日かけての研修となる予定だった

のですが，1日だけとの事で移動なども含める

と時間的余裕ができる形となりました.しかし，

情報交換会が無く飲んだ席でないとあまり 

お話できない私にとっては少し残念だったと

言えます. 

さて，チューターとは何であろうと思って

いましたが，飯森部会長よりまずその目的や 

意義などの説明があり核医学専門技師の有効

活用並びに地方支部，核医学部会の人材育成，

連携強化など各支部の核医学部門をリード 

する指導的立場（チューター）との説明が   

なされました .COVIT-19 で気持ちが少し   

沈んでいましたがよいカンフル剤となったと

思います. 

 続いて各自自己紹介となり，私が最初だっ

た為心の準備ができておらずしどろもどろに

なってしまいました.お恥ずかしい限りです. 

昨今核医学の学会発表演題数が減少して 

いることもあり，我々チューターには若手の

育成や学会発表の補助などお願いされました

が，私自身最近学会発表をしておりません  

でしたので指導のためにも自分自身がもっと

努力しなければならないと思いました. 

核医学技術研修会，画像セミナーは今後

web 開催が多くなることから今までは核医学

部会が主催で地方支部の共催にて全国各地 

開催させていましたが今後支部主催で他支部

との共催で行う方針であることが説明され，

チューターとしての役割が重要になりそうだ

と感じました. 

 実践講義として ROC解析，ファントム作成

解析講座がありとても勉強になりました.これ

は実際に自分たちが企画運営に携わる可能性

もあるので，web 講義による問題点など含め

て良い経験となりました. 

 続いてグループディスカッションが行われ

限られた時間で要点をまとめることが要求 

されますが，テーマは web 講義の必要な  

ツールと問題点ということでお話合いがされ

ました.web 討論だとなかなか自分の意見が 

言いにくく，時間が限られた中ではまとめる

のが非常に困難でした.最終的にまとめられた

のは別の方ですが，短い時間で要点をまとめ

て下さってありがとうございました. 

 最後に講義ならびにこのような機会を  

作っていただいた核医学部会委員の皆様に 

謝意を申し上げます.

 

写真（一般的な

証明写真の範囲

で） 

写真掲載なしで

も可 
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第 3回核医学チューター養成プログラムに参加して 

 

北海道支部 

札幌医科大学附属病院  浅沼 治 

 

第 3 回核医学チューター養成プログラムが

令和 3 年 12 月 4 日に開催されました．地域  

学術活動の活性化と人材育成の促進を目的に，

全国 8 支部より 16 名の参加者が Web にて  

集い，朝から夕方まで学ばせていただきまし

た．前半は ROC解析の基礎についての講義が

あり，Orangeというデータマイニングソフト

ソフトを使用して実践的に ROC 解析を学び

ました．参加者が実際に手を動かすことに  

よって理解度を深められるような工夫がなさ

れており，あらためて ROC解析の知識を整理

することができました．後半は 2 支部ずつ   

4 班に分かれ，Web ハンズオンセミナーを   

企画立案するという内容でグループディス 

カッションを行いました．Hoffman ファン  

トムの作成から解析までをテーマとし，どの

ような規模で準備を始め，運営人数をどう  

するのか，検討を行いました．色々な状況が

想定され，なかなか意見集約が難しい場面も

ありましたが，活発な討論となりました．   

判断に迷う部分があると，部会の皆さんより

タイミング良くアドバイスが届き，円滑に  

進めることができました．会場や費用配分は

どうするのか，参加者が迷わないような資料

の作成等についても議論し，あっという間に

時間が過ぎていきました．限られた時間内で

成果をまとめることの難しさを痛感すると 

ともに，他の参加者の高いプレゼンテーショ

ン力や懐の深さに驚きを禁じ得ませんでした． 

今回の核医学チューター養成プログラムは

Web 開催となりましたが，北海道からの参加

を考えると大変助かる部分が多く，各支部と

のつながりも画面を通してできたのではない

かと考えております．コロナ禍で開催される

セミナーや研究会はWeb形式のものが増えて

いる状況で，参加しやすさを考慮すると，   

今後も Web 形式のセミナーの充実は必要で 

あると考えられますし，運営に携わることが

できる人材を増やしていくことも必要になっ

て参ります．現地開催のメリットはもちろん

ありますが，Web 開催のメリットも大いに  

あります．何れの場合も魅力ある内容を作り

上げていくというのが重要であると認識して

おります．本プログラム参加者と共に，地域

学術活動の活性化につなげて参りたいと思い

ます．参加の機会を与えていただいた，日本

放射線技術学会核医学部会および北海道支部

に深く感謝申し上げます． 
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『第 3回核医学チューター養成プログラム』参加報告 

 

東北支部 

岩手医科大学附属病院  三浦 頌太 

 

 2021 年 12 月 4 日に開催された第 3 回核  

医学チューター養成プログラムに東北支部 

より推薦を頂き参加させていただいた．例年 

2 日間の日程で開催されるが, COVID-19 の 

感染拡大の影響を受けて 1日のみのWeb開催

となった. 

午前中は, 部会委員による本プログラムの 

概要説明や核医学部会におけるこれまでの 

活動状況の報告，各支部受講者の自己紹介が

行われた． 

午後は実践講義として，これまで開催され

た核医学画像セミナーの実演がハンズオン 

形式で行われた．ROC 解析では，PC に事前

インストールしたソフトウェアを用いて解析

を行なったが，初めて触れるため操作に苦戦

してしまった．今後セミナーを開催するに  

あたり，参加者にはインストールしたソフト

の動作確認はもちろんであるが，事前に基本

操作に慣れていただくことも大切であると 

感じた．  

過去に札幌で行われた核医学画像セミナー

の事例紹介では，開催にあたり事前準備に  

必要な物やスタッフの数，Web 開催の注意点

などを運営に必要なポイントを学ぶことが 

できた． 

グループディスカッションでは，4 名     

１グループとなり「Web を活用したハンズ  

オンセミナーを全国同時開催するために必要

なツールと問題点」について話し合い，発表を

行った．私の北海道・東北支部のグループでは，

スタッフの数や線源・ファントムの確保，   

モニター数，謝金など・・・地域の実情を     

踏まえた意見が交わされ，有意義なディス  

カッションを行うことができた．印象的    

だったのは，ポジトロン核種を用いたファン

トム実験において，コールドランでファン  

トム作成を行い，あらかじめ準備したデータ

で解析を行うという意見であった．ポジ    

トロン核種は，線源の確保が難しいため，   

とても興味深かった． 

全体の発表では，通信状況が途中不安定に

なることがあり，改めてオンラインの難しさ

を感じると同時に，Web に精通したスタッフ

の必要性にも気づくことができた． 

短期間のプログラムではあったが，われ  

われが今後セミナーを企画・運営する上で  

大切なポイントを学ぶことができた．ただ，

Web開催のため受講者同士の“横のつながり”

を作れなかったのが唯一心残りであり，同時

にオンラインの課題であるとも感じた． 

COVID-19 の流行によりまだまだ先の見え

ない状況が続くが，部会と連携を図りつつ， 

東北支部のチューターの方々と協力して   

セミナー開催に向けて活動していきたい．
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『第 3回核医学チューター養成プログラム』に参加して 

 

東北支部 

新潟県立燕労災病院  佐藤 俊輔 

 

 

執筆にあたり，まず新型コロナウイルス感

染症による大変な状況の中でこのようなプロ 

グラムを企画していただいた核医学部会の

方々に感謝します． 

 2021 年 12 月 4 日に Web で開催されま    

した．本来であれば 2 日間の対面研修の予定

であった．私事ではあるが，近頃は学会や研修

会がWeb形式にて開催されており，変化に順

応することが出来てきたと感じていた矢先，

事前に必要な様々な資料の印刷やプログラム

のダウンロードなど準備はしていたが，当日

はメールに添付されていたアドレスが，途中

で改行していることに気づかずに正しいリン

ク先に繋がらず，ログインできたのが開催時

間ギリギリで，焦ったことを恥ずかしく感じ

ながらプログラムが始まった． 

 初めに，チューターとはどのようなものか 

概要の説明があった．これは自分には身に余

るプログラムではと，かなり気後れしながら

のスタートとなった． 

その後，核医学部会の方，8支部 16名の参

加者の自己紹介が行われた．参加者の中には，

同級生，顔見知りの先生などの顔があり少し 

リラックスすることができた． 

 午後から本格的な実践講義，企画立案のプ

レゼンを行った．まずは実際にWebで実践講

義を受講した．最初のうちは事前にプリント

アウトした資料とWeb上が同じく内容につい

て いくことができた．しかし，実際やってみ

るハンズオン作業では，エクセルでの ROC解

析や，初めて使うソフトウェア（Orange Date 

Mining）を操作するにあたりWebモニターを

アプリケーションに切り替え，解析やソフト 

ウェアを作業すると全くついていくことが 

できなかった．これらの経験から実際に Web

でのハンズオンセミナーを開催するには，ハ

ンズオン作業用のセカンド PC などソフトウ

ェアの見本操作を見ながらできる環境が不可

欠であると感じた． 

 その後，2 支部 4 人で「Web を活用して    

ハンズオンセミナーを全国同時開催を想定」

というテーマに沿ってセミナー開催するため

に必要な実践企画，立案について話し合いを 

行いプレゼンした．運営スタッフ人数，会場，  

ファントム，線源の確保など少ない時間の中

でグループディスカッションを行い，自分一

人では気付けない問題，対応策など様々な発

見が あり大変有意義な時間を過ごせた． 

最後にこれからはWebでのセミナー開催と

いう形も主流になっていく可能性が大きいと

感じた．対面でのハンズオンセミナーなどで

は気付かないWebならではの問題を積極的に 

解決し，核医学部会の様々な資料，プログラム

などの Dataを活用していくと，出張費などの

経済的負担，移動時間がないため時間的な制

約が少ないなど，様々な大きいメリットがあ

ると感じることができた． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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核医学チューター養成プログラム参加報告 

 

関東支部 

信州大学医学部附属病院  佐々木 潤 
 

第 3 回核医学チューター養成プログラムが

12 月 4 日に Web にて開催され参加させてい

ただきました．第 1 回，第 2 回は 2 日間開催

のプログラムとのことでしたが，昨今の新型

コロナウィルス感染症を考慮し，第 3 回は

Web 開催となりました．本来であれば 2 日間

で行う内容を 1 日で行うとのことで，朝から

夕方まで内容の濃い研修でした． 

私はこれまでチューター制度をあまりよく

理解できていませんでしたので，この研修を

受けるのにあたり私の頭にまず浮かんだのは

「チューターとはどのようなことをする人 

だろう？」でした．研修開始時にチューター 

養成プログラムの主旨を説明していただき，

「チューターは部会主催のセミナーの補助者

という意味ではなく，各支部の核医学部門を

リードしていく指導的な立場（チューター）と

いう意味合いである」とのことでした．「チュ

ーター」の意味は理解しましたが，「各支部の

核医学部門をリードしていく指導的な立場…」

とあり，私に務まるのかと幾何かの不安を  

抱きつつ研修に参加しました． 

研修は概要説明，自己紹介,部会活動説明等

の後に実践講義と企画立案のグループディス

カッションを行いました． 

実践講義では，「ROC 解析を学ぶ」という 

ことで，ROC解析の基礎を解説していただき

実際に ROC曲線の作成を行いました．解説を

聞き，改めて表示されているデータの意味を

確認することが出来ました．ROC曲線の作成

は先ず手書きで行いました．大学時代の実習

を懐かしく思い出しながら，しかしWeb開催

のため PC の前で黙々と作成しました．その

後，解析用ソフトウェアを使用しながら再度

ROC 曲線の作成を行いました．初めて使用  

するソフトウェアでしたので少し難しく感じ

ました．このようなソフトウェアを使いこな

せたらいいなと思いつつ作成をしましたが，

最後までたどり着かず時間切れとなってしま

いました．しかし，今まで知らなかったソフト

ウェアに出会えただけでも私にとっては  

「収穫あり」でした． 

実践企画立案では「Web を活用してハンズ

オンセミナーを全国同時開催」を想定して  

グループディスカッションを行いました．  

普段セミナー等に参加する際にはそれほど 

意識していませんでしたが，実際に企画立案

を行ってみると運営のためのスタッフの人数，

会場をどうするか，ファントムや線源の手配

の方法，諸々の備品の準備，諸費用のことなど

考えれば考えるほど課題が出てきました．  

これらを全てクリアしなくては開催に至ら 

ないため，改めて企画立案の大変さを実感  

しました．そして今回の養成プログラムを  

含め，各所の役員の方々に頭が下がる思いで

いっぱいです．今回はWeb開催となりました

が，全国で  活躍されている方々と共に研修

することが でき，良い経験となりました．今

回の研修で 学んだことを今後の活動に還元

していきたいと思います． 

最後に，このような機会を与えていただき

ました関係者の皆様に感謝申し上げますと 

共に，本研修でご一緒させていただきました

先生方のご活躍を祈念致します． 
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核医学チューター養成プログラム参加報告 

 

関東支部 

山梨大学医学部附属病院  池川 博昭 

 

 

 

令和 3年 12月 4日（土）に開催されました

第 3 回核医学チューター養成プログラムに，

関東支部から2名参加させていただきました． 

本研修会はこれまで 2 日間の日程で対面にて

行われていましたが，今回は残念ながら全国

的なコロナの感染状況も踏まえWebでの 1日

開催となり，非常にタイトなスケジュールで

内容の濃い研修会であったというのが率直な

感想です． 

 まず始めに，飯森部会長より概要説明が 

あり部会と支部が連携し各地域における学術

活動の活性化と人材育成を目的としていると

のことでした．そのなかで，各支部での講習会

のためのテキストやデータが核医学部会から

提供され開催の手助けをしていただける点に

興味を持ちました．関東支部の中でも山梨の

ような核医学施設数も少なく核医学従事者も

限られるような県では，全国規模の講習会へ

の若手技師の参加も見込めないため人材育成

には大変苦慮していますが，小規模でも同等

な講習会の開催により地方のレベルアップに

繋がると期待しています．今回は Web での 

開催でしたので，自己紹介スライドを事前に

作成し順番に発表していく形式でしたがそれ

ぞれに個性のある紹介で主催者である部会の

皆さんの仲の良さも垣間見え大変楽しく聞か

せていただきました．実践講義では事前に 

配布された資料と解析ソフトによる演習と 

過去に実際に行われた講義を準備から運営上

の注意点までを講義していただき，様々な 

トラブルの想定から対処まで準備の段階で 

会の成功を左右するのだと感じました．最後

に，東京支部と合同で「Web を活用してハン

ズオンセミナーを全国開催を想定」に対し 

グループディスカッションを行いました． 

私はグループリーダーとして進行役を務め 

ましたが，ハンズオンをWebでという難題に

実にタイムリーで今後に活かせる課題として

グループ内で議論し，限られた短い時間では

ありましたが様々な意見が上がり大変有意義

なディスカッションとなりました．他のグル

ープからの報告を聞く中で，自分たちのグル

ープにはなかった発想や問題点が提示され，

主催者側の大変さを実感するとともに今後の

支部主催で研修会開催へ向けとても参考にな

りました． 

 本研修会には関東核医学研究会の代表でも

あります飯森部会長より要請を受け参加させ

ていただきました．微力ではありますが今回

の経験を活かし部会と支部が連携し地方から

のレベルアップが全国の核医学技術の発展へ

の手助けとなれるように努めます．貴重な 

経験をさせていただき，本プログラムを企画・

運営していただきました核医学部会役員の 

皆様に心より感謝申し上げます． 
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第 3回核医学チューター養成プログラム参加報告記 

 

東京支部 

日本医科大学健診医療センター  野坂 広樹 

 

 

 日本放射線技術学会と各地方支部，そして

核医学部会が主催する第 3 回核医学チュータ

ー養成プログラムに参加したので報告する． 

 このプログラムは全国の各地方支部より  

2名ずつが派遣され「地域の学術活動の活性化

と人材育成の促進」を目的に行われており， 

今回が 3 回目にして最後の開催ということで

あった．第 1 回（2018 年）と第 2 回（2019

年）に開催されたものは対面式で 2 日間に   

渡って行われていたが，今回は COVID19 の

影響を受けて Web で 1 日のみの開催と     

なった． 

 プログラムの内容は，①チューター養成の

意義や将来構想などの講義，②参加者の自己

紹介，③核医学部会の活動報告，④これまでに

実施されてきたセミナーや技術研修会の実践

講義，⑤新しい企画の立案+プレゼンと多岐に

わたり，これまで対面で 2 日に分けて行われ

ていたものを 1 日でこなす非常にハードな  

スケジュールであった． 

 本プログラムの最終的な目標は「各地域に

おいて育成したチューターを中心としたセミ

ナーを支部で実施する」ことにある．そのため

本プログラムでは，通常の講習会ではなか  

なか聞くことができないような主催者ならで

はのノウハウやアドバイスなど，かなり実践

的な講義が多く，今後セミナー等を主催する

ような立場になることを考えると非常に参考

になった． 

 本来であれば核医学部会委員の先生をはじ

めとする核医学に情熱をもって取り組んで 

おられる全国の先生方と対面形式で交流を 

深めたいところであったがWeb開催となって

しまったことは残念である．しかし，Web   

形式でのセミナーは現在多く開催されており，

今後も主流になっていく可能性も考えると，

Web ならではの問題点や工夫すべきポイント

を実際に体験しながら学ぶことができ貴重な

経験となった． 

 本プログラムの最後には「Web を活用した

ハンズオンセミナーを全国同時開催するため

に必要なこと」についてグループディスカッ

ションを行った．難しいお題であったが，今後

の社会にあったセミナー開催方式を考える 

うえでも重要な課題であり，対面で開催でき

ない状況であるからこそ本プログラムで知り

合った全国の先生方との横の繫がりという 

ものが重要であると改めて感じることができ

た． 

 最後に，本プログラムの企画・運営して頂き，

このような貴重な機会を与えていた頂いた，

核医学部会ならびに東京支部の関係者の方々

に心より感謝申し上げます．
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「第 3回核医学チューター養成プログラム」参加報告 

 

東京支部 

公益財団法人日本血圧研究振興会附属榊原記念病院  鈴木 康裕 

 

2021 年 12 月 4 日(土)に WEB 開催された

「第 3 回核医学チューター養成プログラム」

に参加いたしました．本来は対面形式で開催

されるプログラムとのことでしたが，新型コ

ロナウィルスの影響でWebexによるオンライ

ン開催でした．事前にテキストや資料が参加

者に電子メールで配布され，非常にわかり  

やすいテキストと資料であったので，当日  

までに予習や準備が円滑に出来ました．また，

事前に自己紹介用のスライドを用意して，  

開催実行委員の方に提出するというアイディ

アは，オンライン開催を短時間で円滑に進め

るには最善の方法と感じました． 

 プログラムの内容は，開会式から始まって

概要の説明がありました．目的や今後の構想

には非常に共感できる内容でした．次に参加

者の自己紹介と核医学部会委員の皆様の自己

紹介がありました．オンライン開催ですと北

は北海道から南は九州まで気軽に参加しやす

いというメリットもあると感じました．その

後，核医学部会の活動のご紹介がありました．

日頃から核医学部会委員の皆様の活動には 

感服いたしました． 

 昼食をはさんだ後に実践講義として核医学

セミナーや研修がどのような内容で行われて

いるか時短バーションで講義を受けました．

内容は，「ROC解析を学ぶ」を金沢医科大学の

奥田光一先生，「ファントム作成，解析」を   

北海道大学病院の孫田惠一先生でした．講義

内容はどちらも非常にわかりやすく丁寧で 

あったのでとても時短バージョンとは感じ 

ませんでした．しかしながら，オンライン開催

の弱点はファントム作成や実験を目の前で 

行えないことだと思いました． 

 次に実践企画としてあらかじめ地域ごとに

グループ分けされたメンバーで実際にセミナ

ーや研修会をどのように開催するのに必要な

用件を考え，討論するという内容でした．この

企画が本プログラムの目的であり，参加者  

視点だけでなく，開催運営者視点で考える  

人材を育成するには非常に素晴らしい企画で

あると感じました．しかしながら，オンライン

開催でディスカッションするのは私自身慣れ

ていないこともあり，どうしても対面形式と

比べると距離感が出てしまうと感じました． 

とは言え，私の個人的な感想としては実際に

色々な地域で核医学に携わる方々とディス 

カッションできる非常に貴重な時間だったと

思いました．  

 最後に第 3 回とは思えない完成度の高い  

プログラムだと感じました．このような機会

を頂けたことに感謝致します．まずは，職場の

後輩に核医学への興味を持ってもらえるよう

に人材育成を促進したいと思います． 
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「第 3回核医学チューター養成講座」に参加して 

 

中部支部 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院  杉浦 晶江 

 

 

第 3 回核医学チューター養成講座に参加 

いたしました．本講座は，「地域の学術活動の 

活性化と人材育成を促進すること」を目的と

して開催され，参加者はセミナーの企画立案

時のコツや実際の企画を想定したグループ 

ワーク等を学ぶことができました．また，  

経験豊富な講師の方から，セミナーを開催 

する際に工夫する点や気をつける点を聞く 

ことができました． 

これまで「核医学セミナーの開催方法」は，

教科書があるわけではなく熟練者と共にセミ

ナーを開催し，経験を積みながら体得して 

いくものと認識していました．そのため，  

今回のように，これまで核医学部会に蓄積 

された技術・知識・経験が各地域のスタッフ

に還元されることにとても驚きましたし、 

貴重な機会を頂けたと感じました。自身が 

これまで携わった勉強会でも受講者の立場を

考えてきたつもりでしたが，実際に講座を 

受け，開催者側として準備する点や配慮する

ポイントが明確になり，非常に得るものが 

多いセミナーでした． 

講座で印象に残っている点は，コロナ禍での

セミナーの開催形式についての議論です． 

対面形式・実技形式で行ってきたソフトの 

操作やファントム実験をリモート形式でどう

行うかについては，どの地域でもまだまだ 

課題があるようでしたが，それに関して行わ

れた議論を今後の企画立案に活かしたいと 

思いました．また，講座のグループワークの

最中に自身のパソコンの通信状態が悪くなり，

スライドをまとめる作業に遅れが出たことは，

リモートのセミナー受講者の立場を理解する

上で良い経験となりました． 

今回研修で学んだことを地域のセミナーに

還元すると考えると、非常に身の引き締まる

気持ちですが，尽力していきたいと思います．
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第 3回核医学チューター養成プログラムを受講して 

 

中部支部 

藤田医科大学病院  渡邉 公憲 

 

この度，私は日本放射線技術学会核医学部

会ならびに全国地方支部の共催企画による 

第 3 回核医学チューター養成プログラムを受

講する機会を得た．新型コロナウィルス感染

症の感染状況に終息の兆しが見えない中， 

今年度は Web 環境を利用してのオンライン 

形式にて開催された．この養成プログラムは

核医学分野における地域の学術活動の活性化

と研究推進ならびに人材育成の促進を念頭に，

昨今のニーズに見合う講習会やセミナーの 

企画開催に際して先導的役割を担うチュータ

ーを育成することを目的としている．対面式

による過去の開催とは形式が異なったことも

あり，プログラムのスケジュールは 6 時間  

余りに凝縮された構成であった．限られた 

時間ではあったが，振り返れば地域における

今後の学術事業の取り組みに大いに役立つ 

教養を身に付けることができたと考える． 

プログラムの中で印象深い内容として， 

過去に企画されたセミナーの実例を時短バー

ジョンにて体験した「実践講義」と，応用編と

して与えられたテーマ・開催条件を下にグル

ープ毎にセミナーの企画立案について議論し

た「グループ討論」のセッションが挙げられる．  

「実践講義」では，演習ワークを交えた  

観 察 者 受 診 特 性 （ Receiver Operating 

Characteristic : ROC）解析手法の習得に関す

る講義と NEMA IEC ボディファントムなら

びに Hoffman 3D 脳ファントムのファントム

調整技術の習得に関する講義が一例として 

取り上げられた．講義内容や講義方法のポイ

ントに留まらず，資料作成や広報のノウハウ

など事前準備から当日の運営に至るまで主催

者が留意すべき項目について経験談を交えて

幅広く解説された．参加者の経歴やニーズに

相応しい題材を選定することは企画の根幹に

あたるため，日頃の診療に直結する話題や 

研究活動の一助となる有益な情報を提供する

ことが肝要であると理解できた． 

「グループ討論」では，「Web環境を活用し

たハンズオンセミナー（全国同時開催）」を企

画のテーマとして，サイト設営に関する要件

と必要ツールの手配，さらには運営にあたり

生じる問題点についてグループ討議を行った．

私自身これまでイベントを主催する立場とし

ての経験は少ないため，事前に勘案しなけれ

ばならない項目が想定以上に多岐にわたるこ

とを痛感した．コロナ禍による影響も相まっ

てセミナーの開催様式が多様化する昨今では，

先ずは企画内容に適した開催様式を選択する

ことが望ましく，同時に多くの参加者を募る

ためにも制約事情や利便性に配慮工夫が必要

であると改めて認識することができた． 

地域における核医学技術のボトムアップと

更なるレベルアップのために，本養成プログ

ラムを通じて知り得た知識を活かしつつ， 

微力ながらも今後の支部活動に貢献していき

たいと考えている．最後に，この養成プログラ

ム受講に際し派遣者としてご推薦頂いた支部

関係者の皆様に深く御礼申し上げます． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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『第 3回核医学チューター養成プログラム』参加報告 

 

近畿支部 

一般財団法人住友病院  川口 弘之 

第3回核医学チューター養成プログラムは，

当初東京での開催予定でしたが COVID 感染

症拡大により，開催自体が危ぶまれました． 

しかし，核医学部会委員の方々のご尽力に 

より完全 webinar へと移行し 2021 年 12 月 

4日に無事参加することができました． 

本プログラムは専門部会と地方支部とを 

結ぶパイプ役を担う人材を養成し，将来的に

所属支部で地域のニーズを汲み取った研修会

の企画・開催をしてもらうという，正直な  

ところ私には少々荷が重い内容でした．

webinar ということで，参加者は自宅や職場

からのニューノーマルな形式での参加となり，

おそらくこれまでの対面形式だった養成プロ

グラムとはまた違った雰囲気で研修会がスタ

ートしたのではと推察します．実践講義は 

主催者側とビデオ会議を常時繋げながら傍ら

でソフトを使っての解析作業もあり，マルチ

ディスプレイが必須かと思いますので今後 

同様の研修会に参加予定の方はご注意くだ 

さい！また，ディスカッション時のネット 

ワークトラブルやエコーなど webinar ならで

はのトラブルに見舞われる可能性もあります

ので研修会の進行の妨げにならないよう， 

主催者側の事前対策はもちろんですが，我々

受講者側もある程度の対策は必須かと感じま

した．

話を戻すと，チューター養成プログラムとい

うこともあり研修会の企画立案では地域ごと

で「開催会場」「開催内容」「人員・RI線源の

手配」など，そこに各地域ならではの事情や

JSRT ならではの事情も加わり時間が足りな

く思えるほどの熱いディスカッションとプレ

ゼンが行われました．普段我々が何気なく参

加している研修会でも，裏では主催者の方々

の並々ならぬ努力のおかげで平時開催されて

おり，会途中での寝落ちや「今日の勉強会はお

もろなかったなぁ」という失言が如何に空気

が読めていない行為かと再認識させられ， 

逆にそうさせない企画や工夫，特にこれから

は webinar が主流になってくることを踏まえ

リアルタイムでのチャットや投票などの

webinar ならではの機能をフル活用する発想

が今後チューターに求められるのだと感じま

した． 

 最後になりますが，本会の企画・運営に携わ

ってくださった核医学部会委員の先生方に 

深く感謝申し上げます．また，微力ではありま

すが地域・核医学の学術活動の活性化に少し

でも助力できれば幸甚です． 
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第３回核医学 チューター養成プログラムに参加して 

 

近畿支部 

国立病院機構 姫路医療センター 榎本 直之 

 

 

令和 3年 12月にWEB開催による第 3回核

医学チューター養成プログラムに参加させて

いただきました．研修タイトルが養成プログ

ラムということで私的には，少しタイトルに

臆しましたが，緊張感をもって挑むことがで

きました． 

初めに，核医学部会と全国支部の関係性お

よびチューター制度の発足について説明を受

け，セミナーや研修会開催の効率化や開催方

法の見直しを含め，専門技師の有効活用が喫

緊の課題であるということでした．全国には，

既に 600 名ほど専門技師が登録されているそ

うですが，その方々が核医学の発展や教育の

ため，チューターとなり各地区・施設で活躍で

きれば，とても理想的だと感じました． 

午後からは，実践講義として事前にインスト

ールした解析ソフトを使用して，ROC解析を

行いました．講義をしていただいた先生の説

明も分かりやすく，大変有意義な内容でした．

この講義では，我々チューターが企画・運営す

る際の要領を含め，受講者全員に解析のプロ

セスを理解してもらい，時間配分も考慮した

ペースを作るのが重要だと感じました．    

ソフトを使用する講義の場合は，事前に操作

し慣れておかないと，当日の研修中に戸惑い

や焦りを感じることがあります．今後，企画運

営を行う場合は，研修を受ける方には，事前に

ソフトの使用感などを確かめたり，練習する

などのアナウンスをすることもスムーズに運

営する際に重要だと感じました． 

 次にグループディスカッションとして，

Hoffman ファントムのハンズオンセミナーの

全国開催を想定した準備から実践について，4

名 1 グループで話し合いました．今回は，主

催者側としての視点で考えることが重要であ

り，会場として使用する施設許可や線源の準

備に始まり，事前に画像データの用意やトラ

ブル時の対応など，自分の想定外のことも考

える必要がありました．他グループの発表を

聞くことにより，気づかなかった項目もあり

とても参考になりました． 

過去に私も JSRT 主催の核医学セミナーや

研修会に参加し，大変勉強になりスキルアッ

プに繋がっておりましたので，今回はチュー

ターという役割を実践できたので，支部の方

たちと協力して今後の研修セミナーに繋げ 

ていければと思います．

 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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第 3回核医学チューター養成プログラム参加報告 

 

中国・四国支部 

岡山大学病院  中嶋 真大 

 

 

2021 年 12 月 4 日に第 3 回核医学チュータ

ー養成プログラムが Web で開催され，私は 

中四国支部の代表として参加しました．過去

に行われた核医学チューター養成プログラム

は 2 日間でしたが，Web 開催ということで  

1日だけとなっており，タイトなスケジュール

でした．内容は，核医学チューター養成プロ 

グラム概要説明から始まり，自己紹介と支部

状況報告，核医学部会活動説明，実践講義， 

グループディスカッション，最後は総論で 

構成されていました． 

中四国支部では，核医学チューター養成 

プログラムを受講したチューターが核医学 

夢工房（中四国支部の研究会）で世話人と協力

してセミナーを企画して開催しているので 

チューター制度について概ね理解していま 

したが，改めて核医学チューター養成プロ 

グラム概要を説明して頂き理解が深まりまし

た．また，自己紹介と支部状況報告では，他  

支部の活動状況を知ることができて今後の 

セミナーの企画や運営に活用できると思いま

した．核医学部会活動説明では，プログラム 

委員，編集委員の活動内容と書籍の紹介，研修

会の運営などを詳細に説明して頂きました．

午後からの実践講義では，「ROC解析を学ぶ」

として実際に解析を行いました．Web ならで

はの難しさを体験することができました． 

また，Webを用いた核医学画像セミナー(札幌)

の報告があり，Web 開催の問題点などが紹介

されました．今後 Web でセミナーの企画と 

運営を行う際，参考となる内容でした．  

グループディスカッションでは，「Web を 

活用したハンズオンセミナーを全国同時開催

するために必要なツールと問題点」について

グループ討論を行いました．開催をするにあ

たり開催場所，費用，スタッフの人員や Web

を活用するために必要な事項などについて 

限られた時間の中でしたが議論ができました．

ただ，Web 開催だったので今回参加された 

チューターの方々と交流を深めることができ

なかったのが残念でした．機会があれば各 

支部との横の繋がりを強化するべく意見交換

等をしたいと思います． 

中四国支部では，チューターが企画した 

セミナーが行われていますが，大学病院から

の参加者が大半で市中病院の参加者が少ない

のが現状です．市中病院からの参加者を増や

して，中四国全体がレベルアップしていく 

ようにチューターと協力して改善していきた

いと思います．また，Web活用も視野に入れ，

研究会の活性化と人材育成を推し進めていき

たいと思います． 

最後に，このような機会を与えて頂いた 

核医学部会および中四国支部の先生方に心 

より感謝申し上げます． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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第 3回 核医学チューター養成プログラム参加報告 

 

中国・四国支部 

愛媛大学医学部附属病院  石村 隼人 

 

 

第 3 回核医学チューター養成プログラムに

参加させていただきました．前回開催時まで

は，実際に集まって２日間のスケジュールで

行われたと聞いておりましたが，コロナウィ

ルス蔓延の状況を考慮されて，WEBにて 1日

開催形式に変更となりました．３年間で 3 回

行われる予定であったが，前年度が延期とな

り，一年間の延期を経ての開催であり，準備を

いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます． 

当日は開会式から始まり，概要説明として

本プログラムの目的やチューターの役割， 

将来構想などについて説明がありました． 

日本放射線技術学会（JSRT）の核医学部会 

としての背景から，本プログラムにおける 

チューターの役割を詳細に説明いただき， 

自身の立ち位置を確認できました．それと 

共にチューターとしての責任感も再確認でき

ました． 

本プログラム参加者の自己紹介と核医学 

部会委員の紹介がありました．実際の開催日

までの間に，自己紹介用のスライド１枚作成

を行うことになり，表現に悩みました．真面目

な感じで作成するか，くだけた感じで作成 

するかと悩みつつ作成して出来上がったもの

は，今にして思えば普通でした．学校で始業式

の日に，クラスで自己紹介する気分を久々に

思い出しました． 

 核医学部会活動の説明がありました．JSRT

プログラム委員活動や叢書発刊，核医学技術

研修会や各種セミナー開催について報告が 

なされ，受講する側ではなく開催する側に 

携わるために必要なことや考え方を教わる 

ことができました． 

 実践講義では，時間短縮バージョンで実際

のセミナーを受けることができ，過去に受講

した内容であったため，コロナ禍以前の実際

に集まって講習を受けるのと，WEBで講習を

受けることの違いを経験することができまし

た．また，セミナー開催前における事前準備の

大切さを実際の失敗例をもとに説明していた

だいて，大変ありがたかったです． 

 実践企画立案とプレゼンの時間では，ディ

スカッションテーマをもとに，チームミーテ

ィングを行い，その後プレゼンするものでし

た．他の参加者と WEB ではありますが顔を

合わせて議論できました．機会があればWEB

ではなくリアルな議論をアルコールと共に行

いたいなと思いました． 

 本プログラムを受講して，核医学部会委員

皆様の手厚いサポート体制を感じることが 

でき，自身のチューターとしての責任感を 

再確認させていただきました．会員の一助と

なれるよう精進していきますので，部会委員

の皆様やチューターの皆様，JSRT会員の皆様，

至らない点が多いと思いますが，ご指導と 

ご助言をいただけますよう，よろしくお願い

いたします． 

も可 
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「第 3回核医学チューター養成プログラム」に参加して 

 

九州支部 

宮崎大学医学部附属病院  四元 雄矢 

 

 

「第 3 回核医学チューター養成プログラム」 

に参加しました．この度の開催は，COVID-

19の感染状況からWeb開催となりました． 

日本放射線技術学会核医学部会がこれまで

に行ってきたセミナーや研修会で得られた 

問題点を背景に，効率的なセミナー開催， 

核医学専門技師の有効活用，セミナー受講率

に対する内容の見直しなどについての概要を

拝聴して部会側の苦労と我々に求められる 

ものを理解することができました． 

実践講義では「ROC解析を学ぶ」をテーマ

に，実際に自分達が運営していく上でのポイ

ントを考えながら受講しました．実際に自分

たちで企画する立場からどうすれば受講者に

分かりやすくためになる講義になるかを考え

ながら聞くというのが難しくもあり新鮮でし

た．手作業で ROC 曲線を作成したことによ

り意味をしっかり理解し，自分たちが今後 

運営していく上でのポイントをとらえること

ができました．その後のグループディスカッ

ションでは「Web を活用したハンズオンセミ

ナーを全国同時開催するために必要なツール

と問題点」というテーマで支部ごとに分かれ

てHoffmanファントムを使用したファントム

撮像と画像解析のセミナーを想定し，支部 

サイトの運営に必要なものについてのディス

カッションを行いました．施設規模や地域の

違う参加者が集まり本部と支部を繋ぐチュー

ターの役割を踏まえて意見を出し合いました．

私は，初対面の方々が殆どでしたが，終始 

和やかな雰囲気で様々な意見を興味深く聞き，

セミナー運営の難しさと，地域で連携，協力

することの大切さを改めて感じました． 

昨今ではWebセミナーも増えてきましたが，

運営側に回るとなると，対面でのセミナーと

比較し開催時の準備や環境，実行する際の 

役割分担など，やはり不安なところがありま

す．今回のチューター養成プログラムで Web

セミナーを行う際の工夫や，どのような準備

が必要かなどの学んだことを活かし，様々な

開催方法に早く慣れていくことの必要性を 

感じることができました． 

 

 

 

 

も可 
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第 3回 核医学チュータ養成プログラムへ参加して 

 

 

九州支部 

純真学園大学  筒井 悠治 

 

第 3 回核医学チュータ養成講座へ参加させ

て頂きました．第 1 回から第 2 回までは対面

式で 2 日間の開催と伺っておりました，その

後コロナ過の影響もあり 1 年延期となってい

た第 3 回は，当初対面式の予定から急遽 1 日

の Web 開催へ変更したと伺っております．

Web 開催の限られた時間でしたが，実行委員

の皆様のご尽力により大変有意義な時間とな

りました．実行委員をはじめ開催にご尽力頂

きました皆様，誠にありがとうございました． 

第 3 回チュータ養成プログラムは，午前中

の概要説明，自己紹介，支部報告および部会活

動説明から始まり，午後から実践講義と実践

企画立案およびプレゼンという内容で受講さ

せて頂きました．Web 開催という限られた手

段の中で大変試行錯誤されたご様子が伺えま

した．本当にありがとうございました． 

実践講義では『ROC解析を学ぶ～体験版～』

と題しまして，ROC解析の基礎的な解析を体

験させて頂きました．解析は Orange Data 

Mining というソフトウェアを利用して実施

させて頂きましたが，初めて触ったのにも関

わらず直感的に操作できる非常に扱いやすい

ソフトウェアで，マウスでデータを操作する

だけで簡単に解析結果まで得られるので大変

勉強になりました．このような有益なツール

の存在を知る事が出来ただけでも参考になり

ましたし，勉強会や研究会に限らず今後この

ような有益なツールの情報提供および共有を

継続的にできればと感じました． 

実践企画立案では「Web を活用してハンズ

オンセミナーを全国同時開催」を想定したテ

ーマで，支部 4 名でグループディスカッショ

ンをさせて頂きました．実際にゼロから話を

始めていくと，グループディスカッションの

30分が本当にあっという間で，セミナー運営

の難しさを勉強させて頂きました．限られた

時間ではありましたが，我々の支部で設営す

るための運営人数，会場，ファントム，線源，

運営費および許可などについて議論させて頂

き，まとめた内容を最後にプレゼンして全体

ディスカッションへ参加させて頂きました．

これまで頭の中でフワッとしたイメージだっ

た運営方法について，ご参加の先生方と議論

することで固めることができ，皆様のご意見

を伺うことで自分では気が付かなかった問題

点や疑問点を知ることができました． 

 本プログラムでは実践講義と実践企画立案

というどちらも実践的な内容で，前半では

ROC 解析について実際に解析しながら学び，

後半では企画立案についてグループ議論をし

ながら勉強させて頂きました．Web による 1

日開催という限られた時間と手段の中，この

ような素晴らしい企画を頂き，核医学部会の

皆様をはじめ実行委員の皆様に厚く御礼申し

上げます． 
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第 3回核医学オンラインジャーナルクラブ ―特別編― 開催報告 

 

藤田医科大学  椎葉 拓郎 

金沢医科大学  奥田 光一 

 

第 3 回核医学オンラインジャーナルクラブ

を 2022 年 1 月 31 日（月）に開催しました．

核医学オンラインジャーナルクラブは，既に

公表された論文の筆頭著者，あるいは共著者

が抄読を担当し，参加者からの質疑応答を行

うユニークなオンライン抄読会です．今回は

従来の開催方式と異なり，過去の開催後アン

ケート結果で参加者から多く寄せられていた

研究の進め方，論文の作成方法，査読者への対

応などの質問に対して演者にお答え頂く特別

編-Meet the challengers and Experts-を企画

しました．演者には第一線でご活躍されてい

る，粟元恵実 先生(九州大学病院)， 佐藤友裕 

先生(千葉市立青葉病院)，筒井悠治 先生(純真

学園大学)，矢田伸広 先生(島根大学医学部附

属病院)，赤松剛 先生(量子科学技術研究開発

機構)，我妻慧 先生(北里大学) をお迎えしま

した．前半部分は，演者の先生方に，以下に示

す 6 つの質問に対する答えをスライドで発表

頂きました． 

1. どのようにして初めての論文執筆をスター

トさせましたか．何かを参考にしました

か？指導者やメンターはいましたか？ 

2. 執筆に行き詰まることも多いかと思います．

その場合をどうしていますか． 

3. 投稿前に注意していることを教えて下さい． 

4. 査読者への対応で気をつけていることを教

えて下さい． 

5. 論文を書き上げる（アクセプトされる）   

ために最も重要なことを教えてください． 

6. みなさんと共有したいことを教えてくだ 

さい． 

自身の論文執筆経験を基に，各先生から 

大変示唆に富んだお話と論文に対する熱い 

メッセージを頂きました．これから論文を 

書こうとしている参加者の方も勇気づけられ

たのではないでしょうか．後半では，参加者か

らの質問に対して演者の先生方にお答え頂く

自由討論形式で進行しました．ファシリテー

タの不手際もあり，終了予定時刻を超過して

しまいましたが，ほぼ全員の参加者の皆様に

最後までお付き合い頂きました．時間の制約

上，皆様が聴き足りない部分もあったと思い

ますので，再び今回のような企画を開催した

いと考えています． 

今回のオンラインジャーナルクラブでは，

開催前に事前アンケートを実施し，30 名  

（事前申込者数 46名）の方に回答を頂きまし

た．回答者の内，60%以上が執筆経験者であっ

たのに対し，40%近くが論文執筆未経験者で

した．論文執筆未経験者の方は，全員が論文を

書きたいと考えていて，現在執筆中の方もい

らっしゃいました．論文執筆や研究を進める

上で相談できる方はいますか，との問いには，

「いない」との回答が全体の 30%でした．  

新型コロナウィルスの感染拡大により対面で

の学会や研究参加が困難な現在，どのように 
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して研究仲間を見つけるかということは， 

課題の一つといえます．このような課題を抱

える方々には，各地方支部や核医学部会の企

画に積極的にご参加頂き，チュータや核医学

部会委員にご相談頂きたいと思います.  

論文執筆経験のある方には，論文作成に使

用しているツールをお尋ねしました．翻訳ソ

フトウェアが最も多く利用されており，一部

では文章校正や剽窃チェックソフトウェアも

使用しているとの回答が得られました．論文

執筆経験者は，このようなツールを利用する

ことによって，論文作成を効率的に進めてい

ることが伺えます． 

 

 

 

 

 

オンラインジャーナルクラブ終了後のアン

ケート結果（参加者 41名中 29名回答,回収率

70.7%）を以下に示します．開催日は 72%以上

の方が平日の開催を希望されていました．開

始時刻（19 時開始）は，66%の方に丁度良い

と感じて頂けたようですが，34%の方にはや

や遅い，あるいは遅いと感じられたようです．

開催時間（約 1時間 40分）は 83%の方に丁度

良いと回答頂きました．次回以降の参加につ

いては，86%の方が GotoJSRT クーポンの有

無に関係なく参加したいと回答して頂きまし

た．記述式の意見としては，最直近の注目論文

をレビュー，アンケート結果の共有，一般論で

は無く診療放射線技師ならではの具体的な情

報の提供，若手座談会の開催，などを要望する

意見を頂きました．頂きました貴重なご意見

は今後の運営に活かしていきたいと考えてい

ます． 

本ジャーナルクラブは，今後も年に 3 回程

度の開催を計画しています．皆様のご参加を

心よりお待ちしております． 

今回の特別編は，6名の演者の先生方のご尽

力により実現しました．ここに深甚なる感謝

の意を表します． 
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第 3回核医学オンラインジャーナルクラブに参加して 

 

千葉市立青葉病院  佐藤 友裕 

 

令和 4 年 1 月 31 日に行われた日本放射線

技術学会核医学部会のオンラインジャーナル

クラブに参加したため，その印象を報告しま

す．WEB 開催で 45 名以上の参加者がいたと

記憶しています．『論文執筆』をテーマに 2部

構成されており，始めに 6 名の先生方が自身

のヒストリーを交えて論文執筆の経緯や，執

筆中の悩み，投稿時のポイントなどを講演さ

れ，その後ファシリテーターの先生方，講演者，

参加者との合同ディスカッションが行われま

した． 

先生方もこれまで論文執筆に苦労されてき

たことを知りました．論文を書き上げるには

根気が大切であり，だからこそ採択されたと

きに充実感があるという言葉が印象に残りま

した．なかには職場内で学術活動を教育する

体系を構築されているご施設もあると伺い，

施設内で相談できる方がいることは初学者に

とって心強く，素晴らしい環境であると感じ

ました．共感を覚える内容も多く，行き詰まっ

た際は休息も大切であること，アクセプトさ

れたときは自分へのご褒美をあげるというお

話には画面の前で頷きながら聞かせて頂きま

した．また，執筆に役立つノウハウも教えて頂

き，行き詰まる原因はたいてい研究の考察に

おいての知識・語彙力不足であるため，文献を

読んで知識を増やす，英語表現を学ぶなどの

解決策を学びました．合同ディスカッション

では，国内外での査読対応の違いについて質

問があり，比較的執筆を支援してくれる機関

の紹介や，基本的な対応は変わらないため英

論に挑戦することのアドバイスがありました．  

今回発表の機会を頂き，感謝申し上げます．フ

ァシリテーターの先生方のお陰で終始和やか

な雰囲気の中，普段なかなか聞くことのでき

ない先生方の率直なお話を拝聴できた貴重な

90分間でした．
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「核医学オンラインジャーナルクラブ-特別編-」に参加して 

 

 

公益財団法人 がん研究会有明病院  山下 康輔 

 

 

 今回，核医学部会主催の「核医学オンライン

ジャーナルクラブ−特別編−」に参加させてい

ただきました． 

 核医学オンラインジャーナルクラブは過去

2 回開催されており，これまでは著者が自身の

論文を紹介し，その後視聴者が論文に関する

質問ができるという内容でした．今回は『特別

編』ということでこれまでと異なり，会の前半

で６名の経験ある先生が論文作成に関する 

事前の質問事項に回答し，後半は視聴者側か

ら様々な内容の質問ができるという構成とな

っておりました．論文作成のビギナーだけで

なく，論文作成前の研究を始めるきっかけや

つまずきなども紹介されており，教育してい

る指導者の方々にも十分ご参加いただける 

幅広い内容でした． 

 私自身，論文作成の経験が浅いことから， 

経験のある先生の皆様から何か良いアイデア

やヒントをご教示いただきたく，参加いたし

ました．本勉強会に参加して，論文作成の悩み

や査読者への対応なども盛り込まれた大変 

充実した内容であり，先生方のご経験をこの

ように一挙に拝聴できたことは非常に有り 

難く，貴重な機会でありました． 

 本勉強会で特に印象に残ったのは，ご発表

された先生が共通して，論文作成には「努力」，

そして「諦めない気持ち」が必要であるとおっ

しゃられていたことです．ご発表された赤松

先生や我妻先生は，論文作成で行き詰まった

際には，ノートに書き出して整理したり，多く

の関連論文を検索されたりしたご経験などを

ご紹介され，また粟元先生は査読結果に対し，

再実験や再解析されたご経験をご紹介されて

おりました．皆様のご経験に比べ，私自身の 

努力はまだまだ不足していることを痛感し，

さらに努力を怠らず，諦めない気持ちを持っ

て日々研究ならびに論文作成に励んでいきた

いと思いました．今後，論文の構成や図表の 

作り方などに悩んだ経験があるため，本勉強

会にて論文の具体的な記載方法も取り上げて

いただけますと非常に有難く存じます．また

次回，核医学オンラインジャーナルが開催さ

れた際には，是非参加させていただき，職場の

同僚や友人にも参加を勧めたいと思います． 

 最後にご発表いただきました先生，このよ

うな会を開催いただきました世話人の方々に

深く感謝を申し上げます． 
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『核医学オンラインジャーナルクラブ－特別編－』 

に参加して 

 

社会医療法人敬愛会  

中頭病院・ちばなクリニック  神谷 嘉人 

 

令和 4 年 1 月 31 日（月）に Webex を用い

て開催された『核医学オンラインジャーナル

クラブ－特別編－』に参加させていただきま

した． 

私自身，筆頭著者として論文を書いたのは

まだ 2 本しかないのですが，研究成果を論文

化するまでの道のりで非常に苦労した経験が

あり，いまだに悩みどころが尽きないところ

があります．今回のセミナー参加の目的とし

て，他の研究者らの論文化への取り組み方や

悩みなどの情報を得ることによって新しいヒ

ントが得られるのではないかと思い，参加さ

せていただきました． 

本セミナーの前半は，臨床研究に携わる診

療放射線技師や大学教員などの 6 名の先生方

から講義していただきました．内容は論文の

執筆前・執筆中，投稿前や査読などに関する各

先生方の経験談，アドバイスなどお話しして

いただきました．後半は，チューターとして 

金沢医科大学の奥田光一先生，藤田医科大学

の椎葉拓郎先生らが論文化に係る質疑応答を

すすめていただきました． 

どの先生方のお話もとても興味深く，また

丁寧に解説していただけましたので，非常に

同意できる内容ばかりでありました．このセ

ミナーに参加してよかったと感じたことは，

査読（行う側）を経験されている先生方らのお

話でした．特に印象に残ったのは二つありま

す．まず一つ目は，赤松先生の「（査読を）    

受ける側の時と行う側の立場になった時で

『二重人格にならないようにしている．』」と

いうお話があり，「自分に甘くしない，相手に

厳しくしないで，あくまでも中立な姿勢でそ

れぞれ臨んでいる．」という研究姿勢には納得

できるものがありました． 

もう一つは，筒井先生からの「査読を行うと

きは，『読者としての目線』で査読を行ってい

る．」というお話があり，査読を受ける側も  

行う側も同じ研究者であり，対等な立場で  

臨んでおられるという内容が印象的でした． 

他の先生方のお話からも，「査読者は投稿さ

れた論文が良くなるようにしている」という

研究者の心構え的なものが感じられたのが 

印象的で，論文を投稿する側もこのことを  

頭に置いておくことが大事であると感じるこ

とができました． 

 

セミナー参加後の私の結論です．「いくら 

他者の話を聞いて納得したとしても論文が 

書けるわけでもない．やはり何度でもトライ

＆エラーを繰り返しながらチャレンジし続け

ることが大切！」なんです（よね？）． 

 

最後に，このようなセミナーを準備，企画 

していただいた核医学部会，そして講義して

くださった先生方に感謝いたします． 

本人の顔写真

（一般的な証明

写真の範囲で） 

写真掲載なしで

も可 
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第 3回核医学オンラインジャーナルクラブに参加して 

 

大阪大学医学部附属病院  高尾 友也 

 

2022 年 1 月 31 日に開催されました，第 3

回核医学オンラインジャーナルクラブに参加

させていただきました．今回は，「Go To JSRT」

キャンペーン（1000 円引きクーポンの配布）

が今年度も引き続き実施されるとのことで，

初めてこの制度を用いて参加しました．この

キャンペーンを利用するには，RacNe で参加

費を払い込む前にクーポンコード入力するだ

けでよいので，非常に簡単でした．皆さんも 

是非活用してみてください． 

さて，今回はオンラインジャーナルクラブ−

特別編−ということで，6 名の先生方が論文執

筆に関する疑問点にお答えするという，他の

研究会等ではお目にかかれない大変貴重な回

でした． 

本編は前半・後半の２部構成でした．前半は

事前に先生方にしていた質問に対する回答が

あり，後半は参加者からの質問・チャットに直

接返答していただける時間がありました． 

事前の質問は，「論文執筆前」「執筆中」「投

稿前」「査読」「論文執筆を通して」「皆さんと

共有したいこと」の 6 つの項目で，一度は他

の執筆者の方に聞いてみたいと思う内容だと

思います．「論文執筆前」では，“論文執筆前の

段階で先行研究をしっかりと調べる”との回

答が多くありました．先行研究をしっかりと

リサーチすることで，論文の新規性をはっき

りさせることが出来ます．査読者の観点から

“新規性の訴えが弱い”ことが多いとのこと

なので，より一層気をつけたいと思いました．

「執筆中」に行き詰まった際には，論文から手

を離して別の仕事をするなどして気分転換を

することが多いようです．「査読」では当たり

前のことですが，“誠意を持って対応する”こ

とが重要です．指摘されたコメントに対して，

自分の思い込みをできるだけ排除して，その

まま答えること．もし対応出来ない場合には，

うやむやにせずに，出来ない理由を素直に伝

えていいとのことでした． 

この回を通して感じたことは，論文を執筆

するために“特別なこと”はないということで

す．実績のある先生方でも，「先行研究を調べ

て研究計画を立てて，投稿規定に則り自分達

の言いたいことを誤字脱字なく書き，査読に

関しては誠意を持って対応する」という事に

気をつけていました．そこに関して特別なこ

とはなく，当たり前のことを丁寧にすること

が何より重要だと感じました． 

私は今回初めてオンラインジャーナルクラ

ブに参加させていただきましたが，まず全体

的な雰囲気が良いと感じました．昨今オンラ

イン上での研究会が増えていますが，なかな

か質問しづらい雰囲気の会が多く，十分な議

論が進まないもどかしさがありました．しか

しながら，この会は，参加者からの質問に対し

ても，ファシリテーターの方が上手に先生方

に仲介してくださり，演者の方も質問に対し

て率直に回答してくださったので，また参加

したいと感じる内容でした． 

最後に，お忙しい中講演頂いた6名の先生方，

オンラインジャーナルクラブを企画していた

だいた先生方に心より感謝申し上げます． 
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五十にして〇〇を知る 

 

今回の核医学部会誌は，いつもよりボーリューム増で作成いたしました．執筆していただいた

皆様，また関係各位に深く御礼申し上げます． 

 私も 50 歳を超え肉体的な衰えを感じています．老化は心から始まるとも言われますが，「最

近，感動したかな？感受性が鈍くなったかな？」と，ふと思ったりします．そこで 50歳からの

アンチエイジング法は，「感動する」と決めました． 

 紀元前 5世紀に発祥したとされる仏教の法華経には，「五十転々の功徳」という説話がありま

す．正しい教えによって得られた功徳（おかげ）は，人から人へ伝えられ，50 番目に聞いた人

も功徳があるという内容です．感動と喜びはどこまでも広まっていくという，とてもシンプルな

説話であり不変の真理と思います． 

私たちの日常ではどうでしょう？気持ちよく笑顔で「おはようございます」と挨拶されると，

つい顔を上げ，「おはようございます」と小声ながらも挨拶をしてしまいます．そして，「もう少

し元気よく挨拶したほうがよかったかな」，「次はもう少し頑張って大きい声を出してみよう」と

前向きな反省をしています．いっぽう，不機嫌な表情で，「何やってんの！」と言われて気分を

害さない人はいないと思います．これは，人間が本能的に喜びと安心を望んでいるからではない

でしょうか． 

自分の気持ちは必ず相手に伝わる，ならば「元気・楽しい・明るい」を自分発で発信する人が

増えると，毎日を楽しく明るく過ごすことができるのではないでしょうか．私もその一人であり

たいと努め，「感動する」アンテナを広げています．身近な人に喜びを伝え，隣の人が悲しまな

いようにする．この小さな一歩が世界を平和へと導いていくことを確信しています． 

皆様もご存じのとおり，ロシアによるウクライナへの軍事侵攻（一方的な戦争）で世界は危機

にさらされています．これは，プーチン大統領をはじめとする，一部の上層部のみの愚行であり，

ほとんどのロシア国民（約 1憶 4000万人）も，この戦争を望んでいないと思います．戦争は人

命を奪う暴挙であり絶対あってはならないことです．この原稿が公開されているころには戦争

が終わっていること，そして世界の平和を祈りつつ． 

 

 

山口大学医学部附属病院  甲谷 理温 
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