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体内適用放射性医薬品の特徴と可能性

（１）体内適用放射性医薬品の使われ方

放射性医薬品の適用部位

CT、MRI、超音波などの画像検査では、主に臓器の形や大きさを

脳･神経系

調べます（形態画像）。 体内適用放射性医薬品は、投与後検査対象
の臓器や組織に集まり、臓器の働き具合（機能）に応じて結合したり

副甲状腺

代謝を受けたりするので、核医学検査（または RI 検査）で得られる情

肺

報は臓器の機能をあらわします（機能画像、機能診断）。 現在、脳局
所における組織血流、心筋における組織血流をはじめ、神経機能、

甲状腺
心･循環器系

副腎

肝

腎･泌尿器系

エネルギー代謝などいろいろな機序で臓器の機能を検査するために
骨･関節

体内適用放射性医薬品が使われています。 また、目的の臓器を輪
切りにした画像（断層画像）によって局所における状態を診断できる

悪性腫瘍･炎症

他、がん等では、全身スキャンにより転移あるいは局在部位を描出す

図 8． 体内適用放射性医薬品の
適用部位

ることができます。

（２）体内適用放射性医薬品による副作用
体内適用放射性医薬品の投与
量は微量なので、くすりによる副

表 1． 体内適用放射性医薬品による副作用の発生頻度
（核医学, 42; 33-45, 2005 「放射性医薬品副作用事例報告 第 26 報」 より）

作用が非常に少なく、副作用の
発生頻度は 10 万件あたり 2 件程
度と、ヨード造影剤による副作用

年度

1989〜91

1992〜94

件数※

1.9

1.3

1995〜97 1998〜2000 2001〜03
2.4

2.1

2.1

平均
2.0

※10 万件あたりの副作用発生頻度

発生頻度の 1,000 分の 1 程度で
す。

（３）体内適用放射性医薬品による放射線被ばく
核医学検査ではラジオアイソトープを含むくすりを
投与するので放射線を受けますが、その量は 1 回に
およそ 0.2〜8 mSv （ミリシーベルト）（メモ

３）

です。 これ

は上部消化管Ｘ線検査によるものと同程度です。 私
たちは日常生活においても、大地や食品などに含ま
れる天然のラジオアイソトープや、宇宙線という空から
降ってくる放射線を受けていますが、その量は世界の
平均値で、1 年間に約 2.4 mSv といわれています。
診断用放射性薬品に含まれるラジオアイソトープの量
はわずかですから、放射線による影響の心配はありま
せん。
メモ ３； シーベルト（Sv）とは放射線防護の目的
に用いられている放射線量の単位で、放射
線の人体への影響の度合いを示します。
mSv は Sv の 1/1,000 の単位です。

図 9． 日常生活における放射線被ばく
（日本核医学会･日本核医学技術学会･日本アイソ
トープ協会 「核医学検査 Q&A （2001）」 より）
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（４）放射能の減衰と体内適用放射性医薬品
ラジオアイソトープの特徴は、時間とともに放射能が減少し（減衰といいます）、放射線を放出しない物質に
変化することです。 体内適用放射性医薬品では短半減期（メモ

４）

のラジオアイソトープが利用されます。

メモ ４； ラジオアイソトープの放射能が半分になる時間のことを半減期といいます。 ラジオアイソ
トープは自然に放射線を出して、安定なアイソトープに変化していきます。 このことを放射性
壊変あるいは放射性崩壊といいます。 半減期の 1 倍、2 倍、4 倍･･･10 倍と時間が経つと、放
射能はもとの量の 1/2、1/4、1/8･･･1/1,024 と減少していきます。 このとき、ラジオアイソトープ
の元素の数も 1/2、1/4、1/8･･･1/1,024 に減っていきます。 ある量の放射能をもつラジオアイソ
トープの元素数は決まっているので、一定時間が経つと、ラジオアイソトープはなくなることに
なります。 その時間は、ラジオアイソトープの半減期と、最初にあった放射能で決まります。

表 2． 体内適用放射性医薬品に使用されるラジオアイソトープの例
1
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0.8
0.7
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SPECT（Single Photon Emission Computed Tomography）；
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影）
PET（Positron Emission Tomography）； ポジトロン断層撮影
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図 10. ラジオアイソトープの半減期と
放射能の減衰の関係
表 3． 体内適用放射性医薬品に使用されるラジオアイソト
ープの原子数が 1 個未満になるまでの時間

わが国では放射線管理の上からは、ラジオアイソト
ープの放射能は、いつまで経っても変わらないという
前提で規制されています。 これはコバルト-60（60Co；
半減期 5.271 年）やセシウム-137（137Cs；半減期 30.07
年）、ウラン-235（235U；半減期 7 億年）など、以前から
平和利用に使われてきたラジオアイソトープの場合に
は合理的な規制でしたが、体内適用放射性医薬品に
用いる短半減期のラジオアイソトープでは必ずしも合
理的とはいえない面もでてきています。 厚生労働省
では、短半減期放射性同位元素を用いて放射性薬剤
として製造法が確立され、長半減期放射性同位元素
の混入がないことが確認された薬剤について、これを
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られた測定法により安全性が確認された場合、放射性
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物質で汚染されたものとしての管理が必要のないもの
として処理するのが科学的･合理的であると判断し、
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PET に使用される短半減期放射性廃棄物の取扱いを

Tl
15%

Tc
61%

定めました（医療法施行規則、平成 16 年厚生労働省
告示第 306 号）。 これは、病院内での PET 薬剤の合
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図 11．体内適用放射性医薬品の投与件数（2003 年度）
（核医学, 42; 33-45, 2005 「放射性医薬品副作用
事例報告 第 26 報」 より）

成量の 100 倍の放射能を基準に、ラジオアイソトープの原子数が１個未満になるまでの時間を求めて検討し
たものです（第 17 期日本学術会議核科学総合研究連絡委員会原子力基礎研究専門委員会報告 短寿命
放射性同位元素廃棄物の規制緩和に関する検討委員会報告書）。 SPECT 検査用体内適用放射性医薬品
に使われているラジオアイソトープについて、同じように試算してみると、原料ラジオアイソトープの品質基準、
廃棄物の放射能の安全性確認方法を明確にするなどの条件を満たすことができれば、PET に使用するラジ
オアイソトープと同様、管理区域において行うべき保管廃棄の期間を定めた対応を講じることも考えられま
す。
（５）体内適用放射性医薬品の有効期間と安定供給
短半減期のラジオアイソトープの短期間に放射能がなくなる
利点は、反面、放射性医薬品の有効期間が非常に短いという
制約を生みます。 たとえば、体内適用放射性医薬品にもっと
も多く使われているテクネチウム（99mTc）の半減期は 6.01 時間

表 4． 体内適用放射性医薬品に使用さ
れるラジオアイソトープの物理的半減
期と放射性医薬品の有効期間 （放
射性医薬品添付文書より）
ﾗｼﾞｵ
ｱｲｿﾄｰﾌﾟ
99m

で、

Tc 製剤の有効期間は 24〜30 時間しかありません。 その

ため医療施設でくすりの在庫をおくことができず、放射性医薬
品企業は毎日新しいくすりを製造し、検査開始までに日本全国
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と共に放射能が減衰するため、放射能の基準になる時刻を検
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定日時として規定しています。 体内適用放射性医薬品が、受
診者ごとに適正に使用されるよう、また、使用者に対して適切な

※ 有効期間の起点は製造または検定日時

情報提供をおこなうために、放射性医薬品企業は医薬品の安
定供給ならびに安全性確保と適正使用の普及に努めています。
（６）核医学診断装置（ガンマカメラ）と体内適用放射性医薬品
診断用体内適用放射性医薬品は、放射線を検出する機器（核医学診断装置）と組み合わせて使う必要が
あります。 これまでの核医学の発展は、核医学診断装置･技術の進歩と放射性医薬品の開発があって初め
て可能になりました。 今後も、核医学検査が国民健康に一層の貢献をはたすためには、放射性医薬品と核
医学診断装置の一体となった進歩が必要です。 特に、CT 検査や MRI 検査で得られる形態画像と核医学
検査で得られる機能画像を重ね合わせることや、画像解析技術によって重要な情報をわかりやすく表すこと
によって、さらに診断精度が高い情報が得られると期待されています。
（７）PET（ポジトロン断層撮影）と今後の医療における体内診断用放射性医薬品
最近 PET（Positron Emission
Tomography； ポジトロン断層撮影）
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検査が注目され、特に F-FDG PET

表 5． FDG PET 検査によるがん検診でのがんの発見率
（日本核医学会･臨床 PET 推進会議 「FDG PET がん検診ガイ
ドライン（2004）」 より）

検査は検診によるがんの早期発見
に有効であることが期待されていま
す。 PET 製剤は、検査実施医療
施設自身がサイクロトロンを設置し
て原料 RI を生産し、薬剤の合成と

9

品質検査を行わなければならないため、PET 検
査を実施できる医療施設は限られていましたが、
18

健康診査
（さらなる健康増進や事故防止のため
細胞機能の低下などを
積極的に予防する）

健 康

F-FDG について本年 7 月に初めての PET 用

放射性医薬品として承認され、その供給が開
始されました。 今後、18F-FDG PET が無症候

健康と病気の
ボーダーライン

ﾎﾙﾓﾝﾚﾍﾞﾙ
低下

免疫力
低下

遺伝子
変異

その他

予防医療
（病気の予兆を見つけて病気になるのを防ぐ）

のがんの発見、早期治療と患者さんの QOL（生
病 気

活の質）の確保、死亡率の減少に貢献するもの
と期待されています。 また、体内適用放射性
医薬品が予防医療･健康診査や他の分野へ応

細胞機能
低下

従来の医療
（病気を見つけて治療する）

図 12． 今後の医療； 予防医療、健康診査への利用

用され、その効果を発揮する可能性についても、
海外での実用化状況を踏まえて調査されています。
（８）分子イメージングと体内適用放射性医薬品
分子イメージング（Molecular Imaging）の技術が進歩しています。 分子イメージングにより生体内における
分子の動きや生化学反応の様子を可視化でき、病気の早期診断や治療効果の判定のみならず、将来のテ
ーラーメード医療（メモ

５）

や画期的な新薬開発のための重要な技術等になると期待されています。
メモ ５； 薬剤の効きかたや副作用のでかたなどは、患者さんごとに異なります。 そこで、患者さん
ごとに最適な治療方法を採用することをテーラーメード医療といい、今後の医療のあり方とし
て期待されています。 テーラーメード医療の実現には、患者さんごとの特性を診断するため
の体外診断と画像診断が非常に重要になると考えられています。

NIH（米国国立衛生研究所）では分子レベルでの細胞機能の生物医学研究から臨床応用までを含め、分
子イメージングを最重要研究課題のひとつとして巨額の研究投資をおこなっています。 わが国においても、
少子高齢化社会にあって、健康で安心して暮らせる社会の実現には高度医療機器や疾病の早期発見･早
期治療、予防医療などによって国民の健康寿命を延伸することが重要であるとして、分子イメージング研究を
重要な課題の一つとした政策が進められています（経済産業省 平成 17 年度バイオ関連予算について、
NEDO 健康安心プログラム「分子イメージング機器研究開発プロジェクト／悪性腫瘍等治療支援分子イメー
ジング機器研究開発プロジェクト」基本計画）。
体内適用放射性医薬品は生体機能の分子イメージングの可能性を開拓した最初の実用技術であり、これ
まで産業規模で培われてきた体内適用放射性医薬品の製造･品質管理の技術と経験は、今後の分子イメー
ジング用薬剤の品質保証と安全性確保に重要な役割をはたすことが期待されます。
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z 分子イメージングによる画期
的な画像診断放射性医薬品の開発

分子イメージング研究

{ バイオテクノロジー（BT）戦略大綱 （政府）
¾ BTと情報技術の融合の戦略による医療機器

技術の発展等が国民の健康寿命延伸と産業
振興の両面で重要な政策課題
{ 健康日本21 （厚生労働省）
{ 医薬品産業ビジョン （厚生労働省）
{ 医療機器産業ビジョン （厚生労働省）
{ 健康フロンティア戦略 （厚生労働省）
{ 健康安心プログラム （経済産業省）
¾ 分子イメージング機器研究
{ 分子イメージング技術の活用 （文部科学省）

z 新薬開発への応用
マイクロドーズ臨床試験
薬効評価
薬物動態試験
マイクロドーズ非臨床試験
新薬候補化合物のスクリーニング

z 新しい医療技術の評価、効果
判定への応用
再生医療のモニタリング
遺伝子治療のモニタリング

z 基礎研究への応用

図 13． 分子イメージング研究の将来
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放射性医薬品
製造技術の応用
品質保証・安全性確保
製造管理技術
品質管理技術

