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《特別講演》

核医学の現況と展望＊
（第8回核医学会総会特別講演）

日本核医学会々長・東京大学教授

上　田　英　雄＊＊

　医学の進歩は，ことに第2次大戦以後，各分野にわた

ってめざましいが，1940年代の小さな萌芽が，その後，

僅か20年余りの間に，驚くべき生長と完成をみせたもの

としては，原子力の平和利用の一一一・leeである核医学（Nu－

clear　Medicine）と，　エレクトロニクスの粋であるco・

mputerの応用一医学におけるComputopiaであると

いっても過言ではあるまい．事実，医学史の各分野で，

このような急激な生長をみせ，現在，なおめざましい発

展と明日への展開を示しているのは，この領域である．

　（1）日本の核医学の現況について

　当初の放射性同位元素協会の核医学研究会より数えて，

日本核医学会の，8回目の総会が開催されるにあたり，

日本の現状，世界の現状，日本の位置，そして今後の展

望を，ここに述べる機会を得たことは，誠に喜びに耐え

ない．

　平木会長及びそのstaffの方々の熱心なご努力で，今

日ここ岡山市で盛大に開催される第8回核医学会総会は，

先づ2っの大きな意味を有している．第1に本邦では，

過去7回の核医学総会が，東京及び京都で開催され，第

8回目の今回が，いわゆる地方都市での最初のものであ
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　　Table　1．

Fig　1．

＊Current　Status　and　Future　of　Nuclear　Medicine

＊＊Hideo　Ueda，　MD．　President，　the　Jap．　Soc，　of

Nuclear　Medicine，　Prof．　of　Medieine，　Univ．　of　Tokyo

ること，第2に，今回は，会長以下プログラム委員会の

努力の結果，出題論文数，シンポジウム数に於ても，飛

躍的な増加を示した大会となったことである．

　第1の事実は種々の意味で重要である．即ち，各専門

の中でも，殊に高額のInstrumentationと設備を要し，

また高度の専門家を要するこの分野が，この十年の歳月

の間に日本全国に急速に普及しつっあることの実証で，

現に核医学会の分科会として各地区単位に地方会ないし

地方研究会が設置され，九州地区，中国四国地区，北陸

地区，関西地区，東海地区などに，すでに活溌な活動の

行なわれていることは，学会誌などを通して諸兄の見聞

しておられる通りである．第2の演題数の増加は，単

に核医学の普及度のバロメーターであるにとどまらず，

いちいちこれを質的に検討するとき，幾多の困難を克服

して，世界的レベルにおくれをとらぬ先端的な努力と共

に地味で着実な個性的な発明の多いことも，われわれの

誇り得る日本核医学会の層の厚さといえよう．

　現在日本核医学会は，韓国その他の隣邦よりの会員を

も含めて，1，250名で，出発当時400名であったことを

考えると，今昔の感に耐えない．これを外国の現状と比

較すると，米国のThe　Society　of　Nuclear　Medicine

の約3，000名につづいていぜん世界第2の大groupで

あり，これにつづくものとしては，ドイツを中心とした

Presented by Medical*Online
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ヨーロッパOrgan　der　Gesellscha止t　fUr　Nuclaer　Med－

zinの500名，南アメリカのALASBIMNの50名，韓
国核医学会の50名などである．

　日本の’核医学の病院への普及は，fig．2．の如くであ
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Fig　2．　％of　hospitals　where　RI　are　used
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Table　3．　％of　hospitals　where　RI　are　used

る．すなわち，大学病院への普及は1966年までにほぼ完

了して500以上のbedの大病院への普及も極めてめざま

しい．申小病院へもT－3などを中心に，巾のある多様

な普及が見られている．

　これを裏付けるものとしては放射性医薬品と機器の普

及がめざましいことも強調さるべきである．fig．3に示

すように，放射性医薬品の使用も年々伸びているが，特

に近年の傾向としてT－3キット，generatorなどの伸

びがめざましい．これには，国内2～3社の貢献が実に

大きい．この中，相当の％を現在輸入に仰いでいるが，

一方，1965年に組織された原研ラジオアイソトープセン

ターは，現在急速に国産化をすすめ，すでにホットアト

ム効果によるCu－64，　P－32，　またlineacによるCs－

132など独自な製品を供給，流動する高度の医学研究に

大きな貢献を行っている．

　すなわちfig．4に示すように，1957－60年後，1号

炉によりRIの試験生産が行なわれた当時の1Ci以下に

比し，RI製造部が全機稼動した1967年には，実に4500
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Fig　3．　Raclioisotope　use　in　japan　in　1963－1967
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Fig　4．　Amount　o士RI　handling　at　the

　　　　JARI（Tokai－Mura）

の取扱いが行なわれるに至っている．日本に於けるスキ

ャナーの普及度も極めて高く現在230台が使用されてい

る．γカメラの導入も最近の最も著しい動向として強調

さるれべきであろう．

　（2）海外の現況について

　米国核医学会The　Society　ot　Nuclear　Medicineは，

現在，世界最大のスケールを持ち，名実共にこの新しい

医学分野のリーダーとして，過去15年間着実な進歩を示

して来た．我国核医学会とは，特に関係が深く，日本核

医学会Abbott賞設定以後は、毎年学会により選考され

た2名の受賞者を派遺していることは衆知の通りである．

しかし，米国核医学会の重要性を反映して，この他の日

本人会員出席者も毎年多く，約10名前後が毎年参加，発

表を行ない，各国中最大のdelegateを送って，知識の

交流に大きな役割を果している．この為，種々の事情で

実現には至らなかったが，1968年Bender会長は，日本

核医学会の合流開催を計画し，Hawaiiに学会地を求め

ようとした動向も見られた程である．

　近年米国核医学会は，急速に進歩確立されたrNucle－

ar　Medicine」を，　AMAの機構の中の学会とすべく努

7

力をすすめている．また年々増大する核医学専攻医師の

認定にExamining　Board　in　Nuclear　Medicineの創

設を行なうため，米国内科学会，放射線学会および病理

学会と討議をすすめ，BoardまたはAffiliate　Boardの

設立を計画推進している．これは，非常に重要な動きで

あり，われわれの大いに参考となる所である．日本核医

学会も日本医学会の一員となるべく，数年来applicatien

を続けている．

　さてこの米国の動きは．核医学会の構成人数の最も多

い3学会を中心に，独立専門化をすすめようとするもの

であるが，決して排他的なものではない．3学会を母胎

としてBoardの設立をすすめようというもので，すで

に大きな実績を持つこの新分野は，如何なる形であれ，

特別の既存の学会またはBoardに従属することは望ま

しいものではない．それが基本的な姿勢である．

　米国核医学会は，明年第16回総会をニューオルリアン

ズ市において開催するが，急増する出題，展示に在来の

形式では会員の要望を満たすことが不可能となり，プロ

グラム委員会は，在来の4日から6日間へと，会期の延

長を行っている．

米国以外の主な核医学会活動と，その主要な動向は以下

の如くである．Organ　der　Gesellscha士t　fUr　Nuklar　M－

edizinはドイツを中心に約500人の会員を持ち，学会事

務所はHeidelbergにおかれている．黄色表紙のNuk－

1tir　Medizinの刊行で有名である．しかし，ドイツ国内

では，独立したNational　Societyの設立の気運が高ま

り，Akademie　der　Nuklar　Medizinが樹立された．学

会長はHanoverのInst　of　N．　M．＆Biophysicsの

chiefであるProf．　Hundeshagenであり，　ドイツの3

大核医学センターのProf，　Grau1，　Prof　Scheerらが，

この運動を推進している．恵まれた過去の遺産と優れた

素質にかからわず，核医学機器生産の面でも，放射性医

薬品製造の面でも，長い睡眠状態の続いたドイツも，近

年この新分野への努力はめざましいものがあり，例えば

HeidelbergのMax　Plank　Inst．に属する核医学研究所

は，医用原子炉を付置した数少い施設として，今後の発

展が期待されている．

　南アメリカでは，核医学活動の統合化が急速に進み，

ALASBIMNの名称のもとに2回の国際学会が開かれ，

PeruのProf．　Bedoyaなどにより，さらに大規模な国

際学会化の推進の大きな拠点となっている．

　ドイツ以外のヨーロッパ諸国でも，核医学の進歩はそ

れぞれの国状を反映して独自の動きを示している．
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　例えば，フランスでは，伝統的にPhysicist，　Biophys－

icistがこの領域を推進し，　Prof．　Kellershonに代表さ

れるユニークな活躍がみられるが，フランス核医学会は

設立されるに至っていない．RI応用の普及度も100のい

わゆる国立病院に限られ，その他での使用は認められて

いないため，Sachleyのような高度な国立研究所により，

多くのRI供給が行なわれているわりに，その普及度は

めざましいものではない．

　イタリーは，日本と同じくアイソトープ使用の白由性

は比較的高く，PisaのProf．　Donato　らが指導的位置

にあり，Medicine　Nucleare　Radiobiologica　Latina．が

発行されている．

　英国は，アメリカで創られたNuclear　Medicineの言

葉を余り好まず，Brit．　Institute　of　RadiologyのNuc－

lear　Medicine　SectionやBrit．　Nucl．　Med．　Soc．でそ

の活動がすすめられているが，とくに　Medical　Physic－

ist（物理学者）の活躍が，伝統的にめざましいものがあ

る．

　スカンジナビヤ，ことにデンマークでは，核医学は

Dept　of　Nuclear　Medicine　（独立組織）および，　Lab

ot　Clin．　Chemistry，　Dept．　Clin．　Physiologyで行なわれ

ている．後2者は，日本の中央検査部，中央診療部，米

国の臨床病理に相当するもので，米国におけると同じく，

核医学の重要な担い手の一つである．日本の中検の核医

学への関心は決して高いとはいえず，その最初の動きが，

今年，春，群馬大学で開催された臨床病理学会でシンポ

ジウムの形で見られたが，In　vitro　testingの急速に普及

しつつある現在，日本の臨床病理関係者の，この分野へ

の関心も大いに喚起したいゆえんである．

　T3，　T，，（UIBC）測定法に加えて．最近進歩のめざ

ましいradioimmunoassay法はインスリン，　グルカゴ

ンgrowth　hormonにとどまらず，　TSH，　LH，　FSH，

gastrin，　angiotensin，　parathyroid　hormonなどのpe－

ptide　hormonの測定を可能とし，またaldosteronの測

定なども将来中央化の望まれる分野であるためである．

脳循環，レノグラム，肺機能などの動態検査，シンチグ

ラムなどを，叶検，中放，臨床病理（Clinical　Physiology）

で実施することも一部の国々では実際に行なわれている．

各種専門との間のoverlappingは，この新しい境界領

域のもつ必然性であり，また，急速なこの分野の発展の

ためには，不可避のことであると考える．

排他的な動きは海外の実状に照らしても止められねばな

Fig　5．
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らない．

　この他，現在，核医学会を持つ国々に，ブイリピン

（2年），インド（1年），チェッコスロバキアなどがあ

げられる．

　（3）世界核医学会の発足について

　1957年，核医学の父と呼ばれるMercial　Brucerが世

界核医学会の設立を主唱して以来，徐々にではあるが堅

実にこの運動は進められた．そして前述したように，世

界各国の核医学会が，充実するとともにこの動きは急速

に具体化の道を辿っている．1966年いわゆる「Pisa宜

言」が発せられ，世界各地の活動の統合化が具体的に検

討され，1967年シアトルでその準備委員会が，1968年セ

ントルイス市にて第1回のOrganizing　Committeeが

開催された．第7回日本核医学総会に当り，理事会，評

議員会，総会に於て日本もこの世界核医学会に協力し，

その一環としてアジア核医学会の統合を図ることとなり，

今日に及んでいる．1971年第1回の会議が開かれる予定

である．

　この世界核医学会は，米国核医学会，日本核医学会を

はじめ，各国の核医学会の支持と，さらにeま　IAEA，　W

HOなどの支持を得て順調な歩みを示している．日本と

の関係に於いても看過出来ないのは，IAEAの核医学へ

の貢献である．本年8月Scanning，　Activation　analysis

のsynposiumが開かれ，さらにIn　vitro　testing，　Comp－

uter　applicatcinと重大なテーマをとらえて，　シンポジ

ウムが行なわれる予定であり，日本よりの出席者の数も

多い．

　（4）核医学の将来について

　世界の核医学の動向は，以上の如く独立した専門とし

て認定する方向に向い且，国際的な統合が進んでいる．

このbig　scienceの発展の将来性は予断を許さず，海外

では，医用原子炉，医用サイクロトロンを有するInsti－

tuteも決して少くない．また　computerの応用も単に

off　lineの大型computerの応用にとどまらず，最近の

スキャニング，γカメラ技術にみられるようにon　line，

real　tine　controlがしだいに普及し，わが国でも大規模

の核医学研究施設ないし研究所の設立が焦眉の急となり

っつある．このため，文部省への具体的な具申案として

日本学術会議原子力特別委員会原子力利用小委員会によ

る「原子力利用に対する将来計画」が検討巾であり，第

2次案について6月1日，京都でシンポジウムが開催さ

れ「RI診療部門を申央化し，　臨床各科の医師が併任の

形式などをとり，その中央診療部門において一般診療お

9

よび各科に特有の研究をすすめる体制を確立すべきであ

る」とする現実に即した考え方が大勢として確認され、

また講座制についても論議された．

　（附記）　米国における核医学専門医制度について

　現在米国に於いて殆んど実現に近づいているThe　A－

merican　Board　of　Nuclear　Medicineについて最後に報

告をし，会員諸子の協力を得て，核医学専門医制度と各

科専門医制度との間の橋渡しを今後日本でも進める一指

標としたいと思う．

　Board　of　Nuclear　Medicineを創設するに当り，さ

きに本文中でも述べたように米国核医学会（The　Socie’

ty　of　Nuclear　Medicine）は3専門医委員会すなわち，

The　American　Board　of　lnternal　Medicine，（内科専門

医委員会）．The　American　Board　of　Radiology（放射

線専門医委員会）およU“’　The　American　Board　of　Clinic－

al　Pathology（臨床病理専門医委員会）との緊密な連繋

が企てられた．この結果The　Board　of　Nuclear　Med－

icne（核医学専門医委員会）は全く新らしい型のBoard

となり，The　Society　of　Nuclear　Medicne（米国核医学

会）とともに前述した3専門医委員会の後援で成立する

こととなった．従って核医学専門医修練過程への志願者

は，すでに2年間（以上）内科，放射線科または臨床病

理学専門コースで修練を受けたものとなる．内科医につ

いていえぱ，まず1年のインターンを終了し，1年の内

科医としてのレジデント期間を終え，筆答試験を終了し

て核医学専門コースに進むこととなる．The　Board　of

Internal　Medicine（内科専門医委員会）はその後2年

放射線科専門医 内科専門医 臨床病理専門医
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米国における核医学専門医コース．

3専門医制度の上に積重ねられJ4～5年
の全コース終了により核医学およびそれぞ

れの専門医の認定を受けることとなる．
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の核医学専門医修練期間をそのまま内科専門医修練期間

として認めている．従って，核医学専門医志願者が，核

医学における修練を終了し，核医学専門医試験を通過す

れば，自動的に内科専門医試験にも合格することとなる

訳である．

放射線科専門医および臨床病理学専門医に関しては核医

学専門医コースに入る前に，夫々の専門におけるresid－

encyを終了するか，または途中より核医学専門医コー

スに入ることになる予定である．

　現在のところ核医学専門の終練期間は2年となる予定

である．

　上述した米国核医学専門医のプランは内科専門医委員

会，臨床病理専門医委員会および核医学会評議員会で万

場一致で可決され，現在米国放射線科学会の結論を待っ

ている．そして医学専門医委員会の最終承認を経て2月

より発足の予定といわれる．

　境界領域であり，新しい医学専門であり，　またbig

scienceでもある．この躍進する新分野が，会員緒子の

広い協力と努力のうえにこの日本の土壌のうえにも正し

い発展の一歩一歩が進められることを1968年もやがて終

り1969年を迎えるに当って，会員の一人として望むもの

である．

　勿論核医学はこの3専門によってのみ占有されるべき

ものではない．巾の広い関連理工学・生物薬学領域，そ

の他の臨床専門の協力を得て現在日本の占めている，そ

して過去10余年の先覚者の努力でかちえている国際的な

評価を崩すことのなく，原子力平和利用の大きな一環と

して国民福祉へより一歩の貢献の成されることを強く希

んで止まない．

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊
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