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○概要

日本アイソトープ協会はさらなるRIの利用推進ために、これまでにマーケ
ティング調査を実施してきた。主たる結果として、「自施設で希望する実験
ができない研究者が、他施設を検索できるサービス」および「自施設の利用
者数の増加を希望する施設管理者が、負担なくできるプロモーション」の
ニーズを確認している。

これらの要求に応えるべく、2020年4月に「放射線安全取扱部会全国の
RI施設一覧作成分科会」を設置し、研究者が実験する他施設を選定する際に
参照できる全国のRI施設の一覧を作成することとした。

本ポスターでは、本分科会発足までに実施した調査結果と、本分科会の活
動内容および今後の展開について報告する。
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○背景

【現状・分析】

現在、RIの利用は減少傾向にあり、今後もRI施設の統廃合等により、さら
に減少が加速するものと推測される。

【課題】

一方で、近年、短半減期核種等の新たな利用ニーズが生まれたことで、当
該ニーズに対応できる適切なRI実験が可能な環境整備が望まれているが、自
施設で希望する核種が使用できない等の状況が発生している 。

【課題の解決にあたって】

そこで、上記課題を解決するために、アンケート調査を実施し、RI利用の
現状やニーズについて把握することとした。
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○RI利用と情報発信の現状調査

以下のアンケート調査により、RI施設でのRI利用や施設からの情報発信の
現状を把握することとした。

実施期間：平成 30 年 4 月 23 日～5 月 9 日

実施方法：Web アンケート

調査対象：ライフサイエンス系の施設の放射線取扱主任者

配布件数：240 件（回答数91 件：回答率37.9％）
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

自施設の利用者の受け入れ可能数に対する《現状の利用者数》について
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76%（非常に少ない＋や
や少ない）の施設で受け
入れ可能数に対して利用
者の数が少ないことが分
かった。

全回答者 91名

これらの施設では、さら
なる利用者の受け入れに
対応できるものと考えら
れた。



《自施設の利用者数》を今後増やしていきたいか
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

全回答者 91名

利用者を増やしたいと
考えている施設は58%
（非常に増やしたい＋
やや増やしたい）と半
数を超えた。

自施設の利用推進に関し
てポジティブに考える施
設にとっては、当協会の
今後の利用推進の取り組
みに賛同していただける
可能性があると期待され
た。



《学外からの研究者の利用》が可能な施設かどうか
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

全回答者 91名

66%の施設が学外の研究
者の受け入れが可能で
あった。

RI利用推進の取り組みの
企画に際して、学外利用
を活用できる可能性があ
る。



利用者数を増やすための≪自施設の宣伝の重要性≫についてどう思うか
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

全回答者 91名

55%（非常に重要だと思
う＋やや重要だと思う）
の施設で自施設の宣伝が
重要であると考えていた。

RI利用推進にあたり、宣
伝に関する取り組みが有
効であると考えられた。



≪宣伝をする際の悩み≫について（複数回答）
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

悩みの項目は多岐に渡っ
ていた。

〈誰に〉〈どのような
ツールで〉〈どこで〉宣
伝したらいいか分からな
いことが悩みとなってい
るため、最終的に宣伝効
果がないと考えているも
のと推測された。



≪総合情報サイトJ-RAM（詳細は次頁参照）を通して、利用者を増やすた
めに自施設の情報≫を宣伝したいか
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

全回答者 91名

38%（非常に宣伝したい
＋やや宣伝したい）の施
設で宣伝したいと考えて
いた。

J-RAMを活用した宣伝に
対して、一定数のユー
ザーが利用を希望してい
た。



放射性総合情報サイトJ-RAM（以下、J-RAM）とは、当協会が運営して
いるウェブサイトである。
製品の検索、見積、注文機能だけではなく、
研究に役立つ情報の提供等をまとめたサイトとなっている。

URL : https://j-ram.org/

○参照）J-RAMとは

https://j-ram.org/matsuoka1/


≪J-RAMからのコンテンツ≫として期待することについて（複数回答）
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○RI利用と情報発信の現状調査結果

RIセンター情報、
知識向上のための情報、
製品情報に分類された。



結果と考察
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• RI利用者の増加を望む事業所は半数以上存在し、学外利用が可能な施
設も半数程度存在している。

• 施設宣伝方法と効果に対する悩みは多岐に渡り、効果的に施設の宣伝
ができていない事業所が多く存在していると推測できる。

• J-RAMを通じた宣伝は一定数のユーザーが希望しており、宣伝ツール
として活用していただける可能性がある。

• RIセンターに関する情報、知識向上のための情報、製品情報が求めら
れていることが分かった。

○RI利用と情報発信の現状調査結果

本結果をもとに、RIセンターに関する情報について主任者側と研究
者側のニーズをより詳細に把握することとした。
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査

平成30年度に実施したアンケート調査より、J-RAMを介した施設の宣伝
が求められていることが分かった。その結果から、RI利用の推進には全国の
RI施設一覧サービス（詳細は次頁参照）が有効であるものと考えた。そこで、
放射線取扱主任者（以下、主任者）と研究者に対し、全国のRI施設一覧サー
ビスの受容性をより詳細に把握するため、下記のアンケート調査を実施した。

実施期間：令和２年２月７日～２月２８日

実施方法：Web アンケート

調査対象：放射線取扱主任者及び日本アイソトープ協会より放射性試薬を
頒布している研究者

配布件数：RIユーザー⇒67/236件、主任者⇒52/229件
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全国のRI施設一覧とは、RI施設と研究者がつながる場を提供するサービス
である。全国のRI施設の一覧をJ-RAM上で公開することで、研究者が希望す
る実験内容にマッチするRI施設を選定できるマッチングサイトを目指してい
る。

全国のRI施設一覧について

○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査



主任者対象：全国のRI施設一覧の閲覧をしたいか
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全回答者 52名

65％の回答者（過半数）
が閲覧したいと回答して
いた。

管理側である主任者に
とっても興味を惹くもの
であると分かった。



主任者対象：全国のRI施設一覧を利用して、実験する施設を選んでみたいか
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全回答者 52名

35％の回答者が利用した
いと回答しており、一定
数の利用が期待された。

閲覧するだけではなく、
外部で実験したいと考え
ている主任者（兼研究
者）が一定数いることが
分かった。



主任者対象：貴施設の情報をJ-RAMに掲載してみたいか
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全回答者 52名

27％の回答者が掲載した
いと考えている一方、掲
載は考えていないとの回
答が65％と多かった。

さらにインタビュー調査
をしたところ、学内規程
で掲載できない場合や掲
載権限を持っていないた
め掲載したいと回答がで
きない等の意見があった
（data not shown）。



研究者対象：自施設に機器が無い、核種の使用許可が無い等の理由で希望す
るRI実験ができなかったことがあるか
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全回答者 67名

40％が希望するRI実験が
できなかったことがある
と回答していた。

希望するRI実験をあきら
めた研究者が一定数存在
することが分かった。
このような研究者がター
ゲットとなる。



研究者対象：全国のRI施設一覧を利用して、実験する施設を選んでみたいか
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○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全回答者 67名

37％の回答者が利用した
いと回答していた。

一定数の閲覧が期待され、
外部で実験する施設を選
んでみたいと思う研究者
が存在することが分かっ
た。



結果のまとめ
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• 主任者・研究者共に、全国のRI施設一覧の受容性があることがわ
かった。

• ただし、施設の情報を掲載するには様々なハードルがあることもわ
かった。

○全国のRI施設一覧に関するアンケート調査結果

全国のRI施設一覧を作成するために、当協会の放射線安全取扱部会
において「全国のRI施設一覧作成分科会」を発足させることとした。
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○分科会設置と活動内容について

これまでの調査を踏まえ、2020年4月1日付で放射線安全取扱部会に分科
会を発足することとした。
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【分科会名】
全国のRI施設一覧作成分科会

【活動目的】

全国のRI施設の使用可能核種や実験設備等の研究環境及び、外部利用者の利用手続き等
受け入れ体制に関する情報を記載した一覧（以下、本一覧）を作成する。本一覧を幅広
くプロモーションすることで、実験希望者が求めるRI実験を可能とし、各RI施設の利用
者数を増加させ、RI利用の活性化を目指す。

【活動内容】

本一覧作成にむけた各種調査、実際の作成、プロモーション

【成果物】

全国のRI施設一覧(冊子・web)、外部利用者の施設受け入れの際のお役立ちコンテンツ
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○全国のRI施設一覧の企画について

具体的な企画内容は以下のとおりである。
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【対象となるRI施設】

掲載を希望する全国のRI施設

【対象となる研究者】

全国のRI施設一覧の提供開始時は、ある程度RI知識のある研究者を対象とする。
（特に、PETやSPECTが自施設にないが利用を希望するような方にプロモーションをし
ていく予定である。）

【掲載媒体】

J-RAM上のwebコンテンツとしてだけではなく、パンフレットにも掲載することで、広
く研究者へアプローチする。



○全国のRI施設一覧の企画について

具体的な企画内容は以下のとおりである。
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【掲載内容（検討中）】

・ 施設名称、施設紹介、施設のホームページへのリンク
・ 学外利用の可否
・ 学内向け情報（提出書類、教育訓練、申し込み方法）
・ 学外向け情報（提出書類、教育訓練、申し込みの流れ）
・ 使用可能な核種
・ RI計測機器（一覧掲載時は統一名称で登録していただくことを検討中）
・ 実施可能な実験名（例として：ノザンブロッティング等）
・ 利用料（施設登録料・施設利用料・消耗品費用）、利用可能時間
・ 受託研究受け入れの有無
・ 人員体制、問い合わせ先、宿泊施設の有無
・ その他特記事項 等



○全国のRI施設一覧の企画について

具体的な企画内容は以下のとおりである。
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【その他のコンテンツ（検討中）】

全国のRI施設一覧を補完するコンテンツとして
以下について検討中。
・ 加速器保有施設の紹介ページ
・ PET/SPECT保有施設の紹介ページ
・ 研究者（薬学研究者・装置オペレーター等）の紹介ページ

研究者やオペレーターとの
マッチングを通して、実験

ハードルのさらなる軽減を目指す。
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○今後の計画と展望

全国のRI施設一覧の作成計画については以下の通りである。

• これまでの調査で全国のRI施設一覧にご協力いただける施設が20施設ほ
どあることが把握できている。その施設を掲載するプロトタイプを作成す
る。

• プロトタイプの公開後、再度アンケート調査を実施し、改善点や要望など
の調査を行う。

• 全国の施設から情報を集約し展開する。
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RI利用推進のための土台となるようなRI施設一覧を作成していきたい。



○今後の計画と展望（スケジュール予定）

2020年11月

掲載テンプレートの作成

2020年12月

諸団体・施設に協力依頼し、掲載にご協力いただける施設（20施設程度）
に申し込みテンプレートを送付

2021年3月

プロトタイプ版公開、プロトタイプ版のプロモーションおよびアンケート
調査を実施

2021年4月~

アンケート結果をもとに改良を行い、全国の施設に対して掲載依頼を行う
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34

RI施設

研究者

利用者を増やしたいが
プロモーションのノウハウがない

情報提供

核種提供

インビボ基礎研究用途の製品一覧を
公開中

RI実験に関するコンテンツを公開中

RI施設と研究者との適切なマッチングを
目的として、全国のRI施設が掲載されて

いる一覧を作成する。

全国のRI施設一覧に加え情報提供、核種供給を組み合わせることで、実験
に関するハードルを複合的に解消し、RIの利用推進を目指す。

RIを使用したいと考えているが
自施設では希望する
実験ができない

RI施設

プロモーション負担の軽減
利用者の増加

研究者

施設を選んで
RI実験ができるようになる

外部受入れに関するRI施設向けの
サービスについても検討中

全国のRI施設一覧

○今後の計画と展望


