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90Y を含有する医薬品及び医療機器に関する調査・検討
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(2012年1月31日受理)

放射性 90Yを用いた医薬品及び医療機器が実用化され、欧米では３種類、我が国で
も１種類の製品が承認・上市されている。いずれも、診断ではなく内照射による治療
を目的としている。我が国での薬事承認の審議報告書から、90Yは使用済燃料の再処理
工程で生じる高レベル放射性廃液から、欧州にて抽出されていることが示唆された。
そこで、上市された製品の概要、物理的性質、製品の成立理由及び今後の製品の成立
条件の推測、抽出とそれ以外の方法との比較及び技術的課題、関連法令等について、
調査・検討を行った。
治療を目的として 90Yを用いた医薬品が承認され、我が国独自の医療機器も研究さ

れているが、他の治療法で代替できる場合があること等から、90Y利用には一段の飛躍
が必要と思われる。例えば、短い血中半減期でかつ正確に 90Yを目標に送達する技術
が進展し、従来の治療法と組み合わせてこれを補うことができるならば、そのような
飛躍が期待できる。高レベル放射性廃液から 90Yを抽出する方法は、熱中性子照射に
よる生成よりも有利な点が多い。親核種の 90Srを再処理施設で抽出・精製し、放射性
医薬品の製造所に輸送・貯蔵し、需要に応じて 90Y を抽出する仕組みが期待される。
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Pharmaceuticals and medical devices containing radioactive 90Y are realized,
approved and placed on the international market where three products are
available in Europe and the United States, and one product in Japan. These
products are used not for diagnosis but for treatment by internal irradiation. It was
estimated from the deliberative report of the approval in Japan that 90Y was
extracted in Europe from high radioactive liquid waste (HALW) yielded in spent-
fuel reprocessing. In this report, products placed on the market and physical
properties were reviewed, reasons of the realization and conditions to realize
succeeding products were estimated, extraction method was compared with other
methods, technical subjects, and relevant regulations were investigated.

Although a medical device containing radioactive 90Y has been studied in Japan
and one pharmaceutical product was approved, a breakthrough would be necessary
to put 90Y utilization beyond alternative treatments. The breakthrough would
become be promising; for example, if conventional treatments could be supported
by technical development to deliver 90Y more sharply to the target with shorter
serum half-life. Extraction of 90Y nuclide from HALW has advantages over thermal
neutron irradiation of natural nuclide, a system is envisioned where 90Sr as a
parent nuclide is separated in the reprocessing then transported to and stored in a
factory of radiopharmaceuticals followed by 90Y extraction on demand.

Keywords Radioimmunotherapy (RIT), Brachytherapy, Yttrium, β-emitter, Tumor, 
Malignancy, Radiopharmaceuticals, Zevalin, Microsphere, Drug Delivery, Targeted 
Therapy, Nuclear Fuel Reprocessing
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1. はじめに

　放射性 90Yを用いた医薬品及び医療機器として、欧米各国では３種類、我が国でも１種類
の製品が承認・上市されている。悪性リンパ腫を適用疾患とする Zevalin ®（我が国では
2008年 1月に承認、6月薬価収載）と、肝臓がんを適用疾患とする TheraSphere ®及び SIR-

Spheres ®（どちらも我が国では未承認）である。後者は、マイクロスフィアとも呼ばれる。
いずれも核医学診断ではなく、非密封の放射性同位元素を用いた内照射による治療1を目的
としており、Zevalin ®は腫瘍細胞に特異的に発現している抗原に選択的に結合する抗体医薬
品に 90Yをキレートで結合させている。マイクロスフィアはガラス製又は樹脂製の微小球に
90Yを含有又は担持させており、肝臓がんの標準治療の一つである肝動脈塞栓療法2に用いら
れる。前者は放射免疫療法3の一つであり、抗体医薬品を利用した分子標的治療4の一つでも
ある。後者は近接照射療法又は小線源療法5の一つであるが、密封線源ではない。

　90Yは最大エネルギーが 2.28 MeVの純 β– 核種で、放射能 1 GBqにつき吸収線量 50 Gyを
与えることができる。また、生体中における飛程は mmオーダーである。従って、数 GBq

の 90Yを腫瘍組織に確実に送達すれば、固形がんの治療に必要とされる吸収線量を腫瘍組織
に集中して与えることができる。また、分子標的薬等を使って細胞レベルで 90Yを選択的に
送達すれば、画像診断では発見が難しい小さな病巣に対しても一定の吸収線量を与えること
ができる。特に後者は、非密封の線源によってのみ可能である。これらはそれぞれ、マイク
ロスフィアと Zevalin ®によってその可能性の一端が開かれた。普及が進められている粒子
線治療6と異なり侵襲性7で、また RIであるため管理が複雑であるが、今後の技術の進展に
よっては、90Yの利用は従来の治療法を補完する治療法となることが期待される。しかしな
がらまた、従来型の化学療法剤を病巣に高濃度で送達する技術の実用化や、新しい作用機序
に基づく薬剤の研究も進展しており、これらとの競合を乗り越えなければならない。

　我が国における Zevalin ®の薬事承認の審議報告書を調べたところ、この 90Yは使用済燃
料の再処理工程で生じる高レベル放射性廃液（HALW）から、欧州にて抽出されていること
が示唆された。そこで、上市された製品の概要、物理的性質、製品の成立理由と今後の製品
の成立条件の推測、抽出とそれ以外の方法との比較、技術的課題、関連法令等について、調
査・検討を行った。奏功率などの医学的知見は割愛した。

1. radioisotope therapy, radionuclide therapy, selective internal radiation therapy など
2. 腫瘍組織の栄養動脈（門脈ではなく動脈）を閉塞して腫瘍細胞を壊死させる治療法
3. radioimmunotherapy

4. targeted therapy

5. brachytherapy

6. 陽子線治療及び重粒子線治療
7. 非侵襲性（患者の苦痛を伴わない）に対するもの
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2. 上市された製品の概要

2.1　Zevalin ®

　適用疾患は悪性リンパ腫（CD20陽性の再発又は難治性の低悪性度 B細胞性非ホジキンリ
ンパ腫及びマントル細胞リンパ腫）で、90Y投与量は 14.8 MBq/kg（最大投与量 1.184 GBq）
となっている[1][2][3]。90Yは γ 線を出さず、最大エネルギーも比較的大きいため、大きな吸収
線量を病巣に集中することができる。物理的半減期は 64.1 hである8。この腫瘍細胞の表面
には特異的に抗原（CD20）が発現しており、これに選択的に結合する抗体医薬品（イブリ
ツモマブチウキセタン）に 90Yを標識して投与が行われる。90Yは塩化イットリウム溶液の形
で抗体医薬品その他と組み合わせて医療機関に供給され、各医療機関において投与前に抗体
医薬品と混和することにより標識される[2]。作用機序を図2-1に示す。この図では細胞に抗体
が１つしか結合していないが、実際には複数の抗体が結合していると想像される。抗体部分
がイブリツモマブ（ibritumomab）、キレート剤がチウキセタン（tiuxetan）である。

図2-1　Zevalin ® における 90Y の作用機序
（バイエル薬品と富士フィルム RI ファーマ提供の患者様用パンフレット[4]より転載、一部追加）

　細胞表面の凸部が CD20抗原を表しており、イブリツモマブの可変領域に存在する相補性
決定領域が抗原を認識して結合する。同じ CD20抗原に結合する抗体医薬品で、90Yを標識
していない医薬品としてリツキシマブ（Rituxan ®）があり、悪性リンパ腫の標準治療の一つ
となっている R-CHOP 療法で良好な治療成績をもたらしているが、Zevalin ® の場合は
CD20を発現していない細胞が腫瘍中に混在していても、β– 線の飛程が数 mmあるので殺傷
効果をもたらすことができる（Cross-fire effect）[3][5]。従って、現段階では既存の標準治療の
効果を更に高める方法として 90Y が用いられていると見ることができる。

8. Zevalin ® の添付文書や関連する国内資料による。他のデータは次章を参照。
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　ちなみに、マブは、単一の抗体産生細胞に由来するクローンから作成されたモノクローナ
ル抗体（Monoclonal Anti-Body）9を意味し、Rituxan ®では可変領域をマウス由来のクローン
から作成し定常領域をヒト由来とした抗体を用いることにより、ヒト免疫系の作用機序によ
る抗腫瘍効果を利用するが、Zevalin ®ではマウス由来の抗体のままで用いられる[6]。なお、
131Iを標識した抗体医薬品トシツモマブ（Bexxar ®）も上市されているが、こちらは我が国
では承認されていない。

　薬事法では、これら遺伝子工学により作られた医薬品は生物由来製品10に分類されるが、
放射性同位元素を標識したものは更に放射性医薬品11にも該当することになる。また、処方
せん医薬品12に該当することは勿論であるが、Zevalin ®は希少疾病用医薬品13にも指定され
ている。薬価が高いことが問題で、Rituxan ®は 21万円程度だが、Zevalin ®は事前の検査
に使用される薬剤（同一の抗体医薬品に 90Yではなく 111Inを標識して体外からの γ スキャン
により薬物動態を最終確認する）も含めて 430万円以上する14。どちらも適用疾患が共通す
る抗体医薬品であるが、90Y及び 111Inを含むこと以外に、需要の違いや保存が利かないこと
などが価格に影響していると思われる。海外との価格差は大きくない15。国内の製造販売元16

はバイエル薬品株式会社である。

　医薬品や医療機器の治験は、第Ⅰ相（健常人による安全性や体内動態を中心に調べる臨床
薬理試験）、第Ⅱ相（少数の患者により安全性を確認しつつ有効性を検討する探索的17臨床
試験）、第Ⅲ相（それまでに得られた有効性・安全性を大勢の患者によって確認する検証
的18試験）、第Ⅳ相（承認された適用、用法・用量の範囲内で更なる情報の収集を行う市販
後臨床試験）に分けられ[7]、第Ⅲ相試験の後に承認されるのが一般的であるが、Zevalin ®は
患者からの強い要望もあり、国内第Ⅱ相試験[8][9]としては比較的多い 40-45人の患者に対する
試験の後に承認された。欧州での承認（2004年）から 4年以内であった。医療従事者の被
ばくを最小とし、廃棄物を安全に処理するためのマニュアルは、日本医学放射線学会などに
よりまとめられている[10]。奏功率などの医学的な知見については割愛する。

9. 関節リウマチを適用疾患とする Remicade ® や Humira ®、乳がんを適用疾患とする Herceptin ® なども同じ。
10.薬事法第二条第九項。
11.放射性医薬品の製造及び取扱規則（薬事法第十六条）第一条別表第一。
放射性医薬品としては核医学診断に用いる 99mTc, 67Ga, 201Tl, 123I, 131I, 111In, 133Xe 等のほか、甲状腺治療に使用す
る 131I や疼痛緩和に使用する 89Sr（Metastron ®）と 90Y がある。医療法では、これらは診療用放射性同位元素
と呼ばれる。小線源治療に用いられる密封線源（125I, 198Au, 60Co, 192Ir 等）は診療用放射性同位元素ではない。

12.医療用医薬品で医師の処方せんがないと販売できないもの。
13.薬事法第七十七条の二。
14.厚生労働省薬価基準収載医薬品コード 4291414G1020 及び 4300450G1027

15.厚生労働省の審議会公開資料（08-06-注-3 で検索）
16.製造販売事業者のみが上市の許可を受けることができる。
17.投与量を増量したり、プラセボを含む３群以上の容量群を設定して、用法用量反応性を見極める。
18.有効性の検証を目的として、ランダム化や盲検化の手法が導入される。
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　90Yの製造方法は、定量的或いは具体的な説明が伏せられているものの、薬事承認の審議
報告書 [11]にその概要が記述されている。この記述によれば、精製した 90Srからミルキング
によって 90Yを得る方法であることは間違いなく、89Y（天然核種）を原子炉で熱中性子照射
して 90Yを得る方法ではない。一方、90Srは使用済燃料の再処理工程19で生じる高レベル放射
性廃液に、核分裂生成物として多量に含まれることが知られている。審議報告書には別添が
附属し「原薬20について提出された資料の概略」として、IRE社 21及び Polatom社 22における
硝酸ストロンチウム（90Sr）製造の概略が述べられている：

　IRE 社における硝酸ストロンチウム（90Sr）製造工程
　　第一工程（溶解・沈殿・ろ過）
　　第二工程（精製）
　　第三工程（中和・沈殿・ろ過・洗浄）
　　第四工程（調製）

　Polatom 社における硝酸ストロンチウム（90Sr）製造工程
　　第一工程（分離・溶解）
　　第二工程（溶解）
　　第三工程（精製）

　IRE社の方法では、原料をろ過した後、ろ液にしゅう酸を加えて沈殿を生じさせ、ろ液を
Eichrom社23の SR•Spec™カラム24→ Bio-Rad社の SCRカラム25→ Eichrom社の TRU•Spec™

カラムと通じて、中間体の硝酸ストロンチウム（90Sr）を得ている。これらのカラムは市販
されており、またこのような処理方法は、高レベル放射性廃液から希土類やアクチノイド等
を分離する技術 [12]では良く知られている。筆者の理解では、しゅう酸沈殿によってアクチノ
イドと希土類の大部分を取り除き、その後は機構26注にある通り、SR•Spec™カラムにより
Srを抽出し、SCRカラムにより Sr2+イオンを濃縮し、TRU•Spec™カラムによりプルトニウ
ムを含むアクチノイドを完全に除いている。続いて、水酸化ナトリウムで中和し、炭酸ナト
リウムを加えて炭酸ストロンチウムを沈殿させ、洗浄して硝酸に溶解し、原薬として濃度等
を調製している。従って、原料は高レベル放射性廃液に由来することが強く示唆される。

19.発電用原子炉の使用済燃料を剪断・溶解して、再利用が可能な U, Pu とそれ以外（主に核分裂生成物）を分離
する。高レベル放射性廃液には核分裂生成物が多量に含まれ、90Sr はその一つである。

20.薬事法では原薬たる医薬品と呼ばれており、有効成分に相当する医薬品を指す場合が多い。
21.ベルギーの Institute for Radioelements (IRE) と思われる。
22.ポーランドの Instytut Energii Atomowej POLATOM と思われる。
23.原文には Eichrpm とあるが、製品名からみて Eichrom 社と思われる。
24. SR•Spec™ カラム、TRU•Spec™ カラムとも抽出クロマトグラフィーに用いるカラム。希土類の抽出に適した 

RE•Spec™ カラムも良く知られている。
25.強酸性陽イオン交換樹脂（Strongly acidic Cation-exchange Resins）を用いた Bio-Rad 社のイオン交換カラム。
26.当機構ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を指す。
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　Polatom社の方法では、原料を硝酸で処理した後、鉛とストロンチウムの共沈殿物を生成
させ、洗浄して水に溶解し、鉛とストロンチウムを分離して、硝酸ストロンチウム（90Sr）の
粉末を得ている。続いて得られた粉末を硝酸に溶解し、SR-resinを充填したカラムを用いて
精製し、原薬としている。SR-resinは Eichrom社の抽出クロマト用樹脂で[13]、SR•Spec™カ
ラムにも充填されている。筆者の理解では、使用済燃料の再処理（現行及び次世代）で鉛を
用いる例は無い（白金属元素を回収する方法として鉛を用いた例[14]を除く）ものの、サイク
ロトロンによって 85Rb（天然核種）から生成した 85Srを分離及び精製する方法として、鉛を
用いる共沈法はかつて用いられていたことが判った[15][16]。この方法では、原料に鉛を添加し
た後に、発煙硝酸を用いてストロンチウムを鉛と共に沈殿させ、その後に鉛を硫化物として
分離する27。Polatom社の方法は、サイクロトロンによって RIを製造する際に用いる技術を
利用しているが、しかしながら 90Srを得るために、88Sr（天然核種）をサイクロトロン又は
原子炉で中性子照射する方法は、物理的には不可能ではないものの大変困難である（5.1節
で述べる）。医療用に必要な量を得る場合、原料はやはり高レベル放射性廃液に由来してお
り、分離及び精製に対して RI の製造技術が応用されたと考えざるを得ない。

　続いて、90Srからミルキングによって得られた 90Yを有機分子（イブリツモマブ）に結合
させる方法として、Zevalin ®ではチウキセタンというキレートが用いられている。薬事承認
の審議報告書に記載されているチウキセタンの化学構造式は、キレートとして良く知られて
いる DTPA（ diethylene triamine pentaacetic acid）とフェニルチオ尿素（ phenylthio car-

bamide）を結合したものとなっている。図2-2にフェニルチオ尿素と DTPAを示す。90Yは
DTPAの３つの窒素と５つの酸素で囲まれる位置に配位する。DTPAを医薬品に利用する例
は他にもあり 99mTc, 111In等を標識して核医学検査に用いられている。また、高レベル放射性
廃液の核種分離において、超ウラン（TRU: Transuranium）元素と希土類元素との分離に
DTPA を用いることが以前から提唱されている[17]。

フェニルチオ尿素 DTPA

図2-2　チウキセタンを構成するフェニルチオ尿素と DTPA の化学構造式

27.発煙硝酸を用いる方法はストロンチウム分析法（文部科学省, 放射性ストロンチウム分析法, 平成15年7月, 第
３章ほか）に現在でも載っているが、鉛共沈法は用いられないようである。

JAEA-Review 2012-008

- 5 -



　DTPAへの Yの配位を示す適当な図は見あたらなかったので、Yと同じ遷移金属第 3族で
ランタノイドの Gdが DTPAに配位する様子を図2-3に示す[18][19]。この配位は、XAFSにより
確認された。N原子は孤立電子対を Gd3+に向け、カルボキシル基の O原子は電荷が – 1と
なり、さらに電子雲の希薄な方向に水分子が配位して、Gdは配位数 9をとる。この図では
DOTA（1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid）に Gd が配位する様子も示さ
れている。これらは、MRI用造影剤（増感剤）として 1990年代から実用化が進められ[20]、
既に我が国でも承認されている[21]。Yは Gdよりも堅い（f電子がない）ため、2価～ 3価の
元素を安定的に掴むには対称性の良い DOTAが有利とする意見もあり[22]、90Yと DOTAを
使ったモノクローナル抗体（90Y tacatuzumab tetraxetan）が、米国で臨床試験段階にある28。
キレート部分はリンカーとも呼ばれ、我が国の文献でも重要視されている[23]。

図2-3　DTPA と DOTA に 3 価の Gd3+ が配位する様子（文献 [19] より転載）

　なお、半減期が短い 90Yの抽出は治療計画に基づく医療機関からの発注を受けてから行わ
れるが、111Inを用いる事前検査の２週間前に治療計画が決定され、欧州から月１回の頻度で
空輸される[4]。90Yの製造元は先の IRE社のほかに CIS bio international社があり、出荷前の
検定日時における放射能は 1.85 GBq/ml、有効期間は製造日より７日間と設定されている。
輸入された塩化イットリウム溶液は、同じく輸入されたイブリツモマブチウキセタン溶液、
注射液調製用の溶液等と共に国内で一つにパッケージされ、富士フィルム RIファーマ株式
会社からセット（塩化イットリウム溶液は 1 ml）として医療機関に供給される。PET検査に
用いられる 18F（半減期 109.8 m）の場合、日本メジフィジックス社の製造所が国内 10箇所
にあり、各地の医療機関に 8 時間前後で納入可能な体制が確立されている[24]。

　ところで、Zevalin ®の 90Y最大投与量 1.184 GBqは、核医学診断に用いられる各種 RIの
放射能量（注射剤の種類により異なるが 99mTcの場合で ~ 740 MBqの場合が多い[25]）はもち
ろん、疼痛緩和に用いられる 89Srの最大投与量（200 MBq）や甲状腺の治療に用いられる
131Iの最大投与量（通院治療の場合で 500 MBq、入院治療の場合で患者の退出に関して特別
の評価を要しない場合[26] 1110 MBq）よりも大きい。

28.米国 National Cancer Institute の NCI Drug Dictionary（http://www.cancer.gov/drugdictionary?cdrid=425347）
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図2-4　標識調製に用いられる遮蔽用具等
（ゼヴァリン ® イットリウム（90Y）静注用セット標識調製手順書 [2]より転載）

　このため、医療従事者の被ばく低減にはより一層の注意が払われる。例えば、標識調製の
際に用いられる反応容器やシリンジは厚いアクリル製で、投与用のシリンジはタングステン
で遮蔽される[2]（図2-4）。β– 線であるにも拘わらずタングステンが用いられるのは、制動
放射線による被ばくを低減することが目的である。海外では、患者に投与する際に、自動の
２本シリンジポンプを用い、クーラーバッグを利用するなどして遮蔽している例がある[27]。
この文献では、装置表面の実効線量率の実測の一例として、タングステン遮蔽の有る状態で
~ 4.6 × 10-3 mSv h-1 MBq-1（遮蔽が無い状態ではこの 10倍）を測定しており29、標識調整時の
放射能が 1.5 GBq であることを考えると、制動放射線の影響が大きいことがわかる。

　なお、90Yで汚染されたものは医療用放射性汚染物30に該当する。日本アイソトープ協会の
指導により、汚染された用具（残液を含む）は、可燃・難燃・不燃に分ける必要はなく、他
の医療 RI廃棄物とは別の専用容器に収納・保管される[10]。その後は、厚生労働省令31に基づ
いて日本アイソトープ協会に廃棄が委託される。

29.親指と人差し指及び掌に取り付けた TLD チップによる測定値
30.医療法施行規則第三十条の一一
31.医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された
物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令（平成十三年九月二十八日厚生労働省令第二百二号）
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2.2　TheraSphere ® と SIR-Spheres ®

　我が国では承認されていないが、適用疾患は肝臓がん（原発性肝細胞がん又は結腸直腸か
らの転移がん32で外科切除の対象にならないもの）で、90Y投与量は SIR-Spheres ®の場合で
2 - 3 GBq、TheraSphere ®の場合はそれ以上の場合もある[28][29][30][31]。肝臓がんの標準治療の
一つである肝動脈塞栓療法に 90Yを含有又は担持させた微小球（マイクロスフィア）を適用
するもので、Zevalin ®は医薬品であるが、TheraSphere ®と SIR-Spheres ®は医療機器であ
る。米国では放射塞栓療法33と呼ばれており[28]、永久挿入型34の線源を利用した近接照射療法
又は小線源療法とされる。後者の意味では、前立腺がんの治療に用いられる 125I或いは 198Au

シード線源（我が国では 2003年に承認）と類似するが密封線源ではなく、Nuclear Regulato-

ry Commision（NRC）の Licensing guidance[32] でもリークテストは求められていない。

　肝動脈塞栓療法の概念を図2-5に、製品の比較表を表2-1に示す。本概念図[33]は、我が国で
現在行われている肝動脈塞栓療法で、ゼラチンスポンジやリピオドール（造影剤として認可
されている油性物質）を塞栓剤に用いてがん細胞への栄養を絶つ方法を示している。肝臓で
は、正常な肝細胞は動脈血ではなく小腸から来る門脈血で栄養されるが、がん細胞は動脈血
で栄養される。塞栓療法は、肝臓に特徴的なこの血流の違いを利用している。ThetaSphere ®

と SIR-Spheres ®の場合は、本概念図よりもがん細胞に近い場所を微小球で塞ぎ、塞栓効果
と放射線の効果を同時に利用する。微小球は球状で 25 µm程度と大変小さい。なお、放射性
でない微小球は欧米では一般的であり、我が国では製造販売の承認申請の段階にある。

図2-5 肝動脈塞栓療法の概念図
我が国で行われている方法で、微小球で
はなくゼラチンスポンジやリピオドール
を用いているが、塞栓剤によりがん細胞
への栄養を絶つ意味では同様。
（がんサポート情報センターの肝臓がん
の治療に関する解説[33]から転載）

32. TheraSphere ® は肝細胞がん、SIR-Spheres ® は結腸直腸からの転移性がんが適用になっている。
33. radioembolization

34. permanent implantation
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表2-1　マイクロスフィア製品の比較（文献 [28][29] を整理、一部補足）

比較項目 樹脂タイプ ガラスタイプ

商品名 SIR-Spheres ® TheraSphere ®

製造者
Sirtex Medical,

Lane Cove, Australia

MDS Nordition,

Kanata, Canada

直径 20 - 60 μm 20 - 30 μm

Specific gravity 35 1.6 g/dL 3.6 g/dL

微小球あたりの放射能 50 Bq 2500 Bq

3 GBq に相当する微小球数 40 - 80 × 106 1.2 × 106

微小球の素材 90Y を担持した樹脂（Resin） 90Y を含有したガラス（Glass）

FDA 承認のカテゴリー36 市販前承認 人道的見地からの免除37

腫瘍体積に応じた線量調整 あり なし

肝肺シャントの上限38 20 % 10 %

化学治療の併用 可 不可

　90Yを含有又は担持させた２種類のマイクロスフィア製品を比較してみると、素材（Thera-

Sphere ®はガラスに 90Yを含有、SIR-Spheres ®は樹脂に 90Yを担持）だけでなく、マイクロ
スフィア１個あたり含有又は担持される放射能の量、微小球の使用個数（塞栓効果に大きく
影響する）に大きな違いがあり、SIR-Spheres ®の１個あたりの放射能は TheraSphere ®の
1/50、使用個数は 50倍である。化学治療（抗がん剤）の併用の可否にも違いがある。SIR-

Spheres ®は従来の塞栓治療の考え方の延長上にあるが、TheraSphere ®の場合は塞栓効果や
抗がん剤の効果に依存しない設計思想があるように思われる。米国・欧州ではどちらの製品
も利用可能であるが、その他の国ではそれぞれ違いがある39。参考までに、TheraSphere ®の
製造元のMDS Nordition社は、核医学診断に用いられる 99mTcの親核種 99Moの主たる供給元
で、世界の需要の約４割をまかなっている。但し、生産用の炉の老朽化により将来的な供給
不安が予想されるため、99mTc を国内で供給する準備が進められている[34][35]。

35.値や単位から考えて比重とは考えにくいので原文のままとした。
36.文献 [29] による
37.原文では humanitarian device exemption

38.文献 [28][29] では hepatopulmonary shunting 又は lung shunting、上限値を超えると治療の実施は不可。
39. MDS Nordition 社の web site の treatment centers 及び Sirtex 社の web site の welcome による。
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　90Yの原子量を 89.907 u，比放射能を 2.012 × 1016 Bq/g，微小球の直径を 25 μmと仮定して
3 GBqに相当する 90Y量と微小球体積を求めた結果を表2-2に示す。SIR-Spheres ®は微小球
体積がおよそ 0.5 cm3（かさ体積としては 0.7 cm3）あるが、TheraSphere ®は微小球体積がお
よそ 0.01 cm3しかない。我が国で認可されている塞栓材 [36][37]は、直径約 1 mm又は 2 mmの
多孔性ゼラチン粒 40であるが、この場合の使用量と比較すると、TheraSphere ®の塞栓効果
は明らかに小さく、内照射による治療を主としていることがわかる（MDS Norditionの資料で
も最小限の塞栓と書かれている）。これに対し、SIR-Spheres ®は塞栓効果と内照射の両方
を狙っているように見える。このほかにも、SIR-Spheres ®の比重は TheraSphere ®のそれの
半分以下であり血液の比重により近いこと、SIR-Spheres ®の方が承認が先行しているなど
の違いがある。但し、90Yの溶出の可能性については、表面に吸着している樹脂タイプより
も、内部に溶解しているガラスタイプが有利と思われる。なお、多孔性ゼラチン粒は、治療
後数週間で体内に徐々に吸収されるが、マイクロスフィア製品は体内に吸収されない（永久
挿入）。永久挿入タイプの塞栓材は我が国では認可されていないが、欧米では既に PVCを
用いたものが認可されている。治療１回あたりの費用は、SIR-Spheres ®が 14000 USドル、
TheraSphere ® が 13000 USドルとされる[38]。

表2-2　3 GBq に相当する 90Y 量と微小球体積

比較項目 樹脂タイプ ガラスタイプ

微小球あたりの 90Y 量 2.5 × 10-15 g 1.24 × 10-13 g

微小球内の 90Y 濃度 ––––––––––– 1.52 × 10-5 g/cm3

3 GBq に対応する 90Y 量 1.49 × 10-7 g

3 GBq に対応する微小球体積 0.49 cm3 0.01 cm3

　90Yの由来に関する記述は見つけることができなかった。中性子照射による方法では放射
化学純度に限度がある（第５章で述べる）が、MDS Nordition社は 99Mo生産用としては最大
級の原子炉（熱出力135 MW41）を有しており、放射化学純度も明らかでないので、天然核種
（89Y）を原子炉で中性子照射する方法の可能性は排除できない。また、中性子照射による
方法では 89Yと 90Yが混在した状態で得られるが、ガラス成分が明らかでないので、同位体
分離又は濃縮をせずにガラスに溶解している可能性も排除できない。

40.直径が小さいと凝集↔再分布を繰り返し易いとされる。多孔性ゼラチン粒は変形能が大きく、規格の直径の
半分程度の血管までは入ってゆく。また造影剤として認可されているリピオドールと抗がん剤を混和して塞栓
治療を行う方法なども研究されている。

41.我が国の JMTR は 50 MW, JRR-4 は 3.5 MW
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2.3　補足

　モノクローナル抗体について：従来、抗体は、抗原を含む物質をウサギやヒツジに注射し
て、その抗血清を精製して作製されるのが一般的であった。このようにして得られた抗体は
ポリクローナル抗体と呼ばれ、複数種類の抗体の混合物となる。一方、モノクローナル抗体
は単一の抗体産生細胞に由来するクローンから作製された抗体で、純度が高い。通常の抗体
産生細胞（免疫系の B細胞）は培養を継続することが出来ないが、がん細胞と融合した細胞
（ハイブリドーマ）とすることにより培養を継続することが可能となり、一定品質で多量の
抗体を得ることができるようになったとされる。なお、Zevalin ®の薬価の大半は、放射性
同位元素ではなく、抗体医薬品であるとの情報がある（Zevalin ®に限らず Remicade ®等の
抗体医薬品はいずれも大変高価である）ので、90Yはコストのネックにはなっておらず、これ
を安く供給するだけでは薬価の低減につながらない。

　新化学療法剤 Treakisyn ®について：適用疾患が Zevalin ®と同じく「再発又は難治性の低
悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫」とされる新化学療法剤
Treakisyn ®が、2010年に我が国で認可された。従来の抗がん剤であるアルキル化薬剤に分
類されるもので、DNAを直接損傷して殺細胞作用を示す。抗体医薬品を用いた分子標的治療
ではない。薬価は約 9万円 / 100 mgで体表面積を 1.7 m2、実施可能なクール数を２回として
一回の治療で約 37万（保健適用前）となる。従って、Zevalin ®の 1/10以下、Rituxan ®よ
りもやや高額な程度である。

　塩化イットリウムの薬物動態に関する我が国の研究について：EMEA（European Medicines

Agency）が公開している塩化イットリウム（90Y）溶液に関する European Public Assessment

Report（EPAR）の Scientific Discussion [39]には、90Srが核分裂生成物に由来することや 90Yの
製造方法の概略、90Sr, 89Sr, 137Cs, 147Pm, 90Zr及び Ruと Ceの同位元素が可能性のある不純物
として列挙されている。また、動物実験では、抗体と結合していないイットリウムは肝臓と
脾臓に蓄積しゆっくりと減少してゆくことが述べられている。この時の塩化イットリウムの
薬物動態に関しては、我が国の研究者（Nakamura, Hirano）の1990年代初頭の研究（残念な
がら文献を特定できない）が多数引用されている。
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3. 90Y の物理的性質

3.1　半減期と最大エネルギー及び最大飛程

　90Yの物理的半減期について、製造販売元が提供している添付文書や医薬品インタビュー
フォーム及び日本医学放射線学会が定めたマニュアル[1][2][10]、機構の報告書[40]、1996年版の
Table of Isotopes [41]、ICRP Publication 107 [42]の間に差異は見られない。しかしながら、米国
National Nuclear Data Center（NNDC）の NuDatのソース [43]と最新版のアイソトープ手帳 [44]

ではやや小さい値を採用している42。これらを表3-1に示す。差は NuDatのソースで明示され
ている測定の不確かさ（± 0.21 h）よりも小さい。ENSDF [45] では 64.10 h 8 となっている。

表3-1　90Y の物理的半減期

製造販売元と
学会

機構の報告書
(2005)

Table of

Isotopes (1996)

ICRP Pub 107

(2008)

NuDatソース
(1997)

アイソトープ
手帳 (2011)

64.1 h 64.10 h 64.10 h 64.10 h 64.00 h 21 64.00 h

　崩壊モードは β–（100 %）で、最大エネルギーは 2.280 - 2.282 MeV（99.9885 %）43、平均
エネルギーは 0.94 MeV [28][29]又は 963.8 keV [46]である。90Sr - 90Y - 90Zrの壊変図式と 90Y - 90Zr

の壊変図式詳細を図3-1に示す。壊変後の 90Zr は安定核種である。

図3-1

上：90Sr - 90Y - 90Zr 壊変図式

右：90Y の壊変図式詳細
（NNDC の数値に基づく）

42. NuDat2 で 90Y を選択すると 64.053 h が現れるが、decay 情報の Dataset#3 を見ると 64.00 h 21 が得られる。
43. Table of Isotope (1996) では 2.282 MeV, ENSDF (1997) では 2.2801 MeV
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　それぞれの物理的半減期に対応する崩壊定数と１モルあたり及び１グラムあたりの放射能
を 90Y の原子量[47][48]とともに表3-2に示す。

表3-2　90Y の崩壊定数と放射能及び原子量（原子量は Nubase 2003 [47] に基づく）

物理的半減期 崩壊定数 放射能 /mol 放射能 /g 90Y の原子量

64.10 h 1.0814×10-2 hr-1 1.8089×1018 Bq 2.0120×1016 Bq
89.907 u

64.00 h 1.0830×10-2 hr-1 1.8117×1018 Bq 2.0151×1016 Bq

　最大エネルギーに対応する最大飛程は、米国 National Institute of Standards and Technology

（NIST）が提供している Stopping-Power and Range Tables for Electrons（ESTAR）[49]を利用し
て求めることができる。ESTARでは、元素単体だけでなく、代表的な化合物・混合物中に
おける CSDA44 Rangeと阻止能（衝突、制動放射及びこれらの合計）が電子のエネルギー毎
に表で提供されており、CSDA Rangeを密度で除して最大飛程を求めることができる。図2-4

で用いられていたタングステン及びアクリル、比較用のアルミニウム／乾燥空気／水、生体
に比較的近いとされる生体組織等価プラスティック A150中における 2.0 MeV及び 2.5 MeV

の電子の CSDA Range、2.28 MeV における内挿値及び最大飛程を表3-3に示す。

表3-3　2.0 - 2.5 MeV の電子の CSDA Range（NIST の ESTAR から引用）と最大飛程

エネルギー Tungsten Alminum アクリル45 乾燥空気 水 A-150

CSDA

Range

2.0 MeV 1.613 g/cm2 1.224 g/cm2 1.012 g/cm2 1.085 g/cm2 0.9785 g/cm2 0.9856 g/cm2

2.5 MeV 2.003 g/cm2 1.550 g/cm2 1.291 g/cm2 1.374 g/cm2 1.247 g/cm2 1.258 g/cm2

2.28 MeV

内挿値
1.831 g/cm2 1.407 g/cm2 1.168 g/cm2 1.247 g/cm2 1.129 g/cm2 1.138 g/cm2

密度
（常温常圧）

19.25 g/cm3 2.70 g/cm3 1.18 g/cm3 0.0012 g/cm3 0.997 g/cm3 1.025 g/cm3

最大飛程 0.095 cm 0.52 cm 0.99 cm 1039 cm 1.13 cm 1.11 cm

　タングステン中の最大飛程は 1 mm以下、アクリル中の最大飛程は 1 cm以下と求まる。
また、水及び生体組織等価プラスティック中の最大飛程は 11 mm と求まる。

44. Continuous-slowing-down approximation

45.テュポン社が開発した Lucite と呼ばれるもの
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　もう少し範囲を拡げて、電子のエネルギーが 0.1 - 10 MeVの場合の水中における CSDA

Rangeを図3-2に示す。密度が 1 g/cm3の場合、電子のエネルギーが 0.2 MeVであれば、最大
飛程は 0.4 - 0.5 mm程度あり、細胞数十個分に相当する。平均飛程はこの数分の１に減少す
るが細胞よりは十分に大きい。従って、90Yのような高エネルギー β–核種でなくとも、放射
免疫療法又は内照射は可能なことが判る。但し、エネルギーが低い場合、放射性同位元素が
病変組織に均一に取り込まれることが前提になる。後述するように、水中における β–線の
衝突阻止能は 1.5 MeV付近が最も小さく、その前後で緩やかに増大し、低エネルギー側では
大きく増大する傾向があるため、高エネルギー β–核種が一概に有利であるとは限らない。
90Y 以外で治療用に実用化されている 131I と 89Sr の半減期と最大エネルギーを表3-4に示す。
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図3-2　水中における電子の CSDA Range（NIST の ESTAR に基づく）

表3-4　治療用 β– 核種の半減期と最大エネルギー（アイソトープ手帳に基づく）

核種 131I（甲状腺治療） 89Sr（疼痛緩和）

半減期 8.021 d 50.53 d

最大エネルギー

0.248 MeV (2.1 %)

0.334 MeV (7.2 %)

0.606 MeV (89.5 %) ほか
娘核種は

131mXe → 131Xe で安定へ

1.495 MeV (99.99 %)

娘核種は 89Y で安定へ
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3.2　エネルギースペクトルと侵入深さ及び全阻止能

　β–線のエネルギーは連続的に分布する。90Yの β–線の各群の代表エネルギーに対応する
β–線放出比（エネルギースペクトル）、水中の CSDA Rangeと全阻止能（衝突と制動放射の
合計）及びこれらの加重平均を表3-5に示す。CSDA Rangeと全阻止能は ESTARで与えられ
る表から内挿により求めた46。β–線放出比と代表エネルギーは原子力安全技術センターが発
行している「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007（2007年3月）」の「原子番号
20 のターゲットによる制動 X 線のエネルギー群別放出比（核種 90Y）」から抜粋した [46]。

表3-5　90Y のエネルギースペクトル、水中の CSDA Range と全阻止能及びこれらの加重平均
（放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007 及び ESTAR から転載し作成）

46.表3-5の各項目はターゲットの原子番号には依存しない。
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　エネルギーと CSDA Range及び全阻止能の加重平均はそれぞれ、0.96 MeV, 0.425 g/cm2,

2.17 MeV cm2/gとなった。エネルギーの加重平均は、いわゆる平均エネルギーを意味する。
CSDA Rangeの加重平均を密度で除した 4.3 mmは、スペクトルを考慮した最大飛程を意味
するので平均的な侵入深さに相当する47。但し、この侵入深さは、臨床的効果の及ぶ範囲を
意味する tissue penetration48（半径 2.5 mm [28]）とは一致しない。全阻止能の加重平均と平均
的な侵入深さから、後で吸収エネルギーの程度を見積もる。

　各エネルギーに対応する β–線放出比、水中での CSDA Rangeと全阻止能を図3-3に示す。
衝突による阻止能が増大することにより、全阻止能は低エネルギー側で大きく増大する傾向
がある。1.5 MeV付近からの全阻止能の緩やかな増大は、制動による阻止能の影響である。
参考までに 131I と 89Sr（純 β– 核種）のエネルギースペクトルを図3-4に示す[40]。
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図3-3　エネルギーに対する β– 線放出比、水中での CSDA Range と全阻止能
（原子力安全技術センターのしゃへい計算実務マニュアル 2007 及び ESTAR に基づく）

47.おおよそ 2 mm/MeV（最大エネルギー）で与えられるとされる。
48.参考文献 [4][10] で言うところの平均飛程（直径 5.3 mm）は同じ意味ではないかと思われる。
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図3-4　131I と 89Sr のエネルギースペクトル（ JAERI-1347 (2005) [40] から転載）

3.3　吸収されるエネルギーの見積もり

　全阻止能の単位は MeV cm2 g-1であるが、これは単位長さあたり放射線から失われるエネ
ルギーMeV cm-1（LET：線エネルギー付与）を密度 g cm-3で除した結果になっている（同じ
物質でも密度が大きくなるとエネルギーの損失は大きくなるので、密度で除して規格化す
る）。従って、放射線が入射した物質が得る全エネルギーは、全阻止能に物質密度を乗じ、
更に放射線の侵入深さと入射した電子の個数を乗じた結果に等しい、と原理的には考えるこ
とができる49。ここで、入射した電子の個数は単位時間あたりの β–崩壊の回数を入射時間で
積分すればよいので、式 (3-1) で与えられる：

n =
A0

λ
[ 1− exp(−λ t) ] (3-1)

ここで、A0は初期の放射能、λは崩壊定数、t は入射時間である。1 GBqの 90Yを使用する
場合、A0 = 1 × 109 × 60 × 60 [hr-1]、λ = 1.0814 × 10-2 [hr-1]、t → ∞とすれば、n = 3.33 × 1014

となる。更に、全阻止能の加重平均 2.17 MeV cm2/g、物質密度 0.997 g/cm3、平均的な侵入
深さ 0.43 cmと仮定すれば、吸収した全エネルギーは 3.1 × 1014 MeV又は 50 Jとなる。同じ
放射能量が小さな体積に集中するのか大きな体積に分散するのかで単位重量あたりの線量は
異なり Gyへの変換は一概には言えないが、照射される組織総重量が 1 kgであれば 50 Gyに
なる。本計算は原理的なものであるが、マイクロスフィアに関する文献 [28][29]には全吸収線量
又は積分吸収線量50（a total absorbed radiation dose）が 1 GBqあたり 50 Gy/kg（50 Gy•kg？）
という記述がある。但し、この 50 Jは t → ∞を条件とした最大である。病変部分に永久的
に留まるマイクロスフィアではこれに近いと思われるが、放射性医薬品の場合、薬物動態に
応じて、これよりも小さくなることに注意しなければならない。

49.物質密度と放射線の侵入深さの積は面密度と捉えることもでき、そのような解説も見られるが、わかり易く
するために、このような説明とした。

50.古い用語なので、アイソトープ便覧（昭和51年第4刷）16.8.1 線量の定義と単位を参照。現在は、付与された
エネルギーと呼ばれる。
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3.4　吸収されるエネルギーの β– 線エネルギー依存性

　放射線の侵入深さは CSDAを密度で除して得られるので、前節の見積もり方法によれば、
同じ物質中の放射能あたりの吸収エネルギーは全阻止能と CSDAの積に比例する51。そこ
で、図3-3を拡張して、吸収エネルギーの β–線エネルギー依存性の相対値を図3-5（右軸）に
示した。β–線エネルギーが大きくなると侵入深さも大きくなり、エネルギーを吸収する体積
そのものが大きくなるので、線源が侵入深さに比較して十分に小さい領域に集中していると
仮定（一点近似）して、単位体積あたりの吸収エネルギーの相対値も見積もった。その結果
を図3-5（左軸）に示した。
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図3-5　吸収されるエネルギーの β– 線エネルギー依存性（水中）
（原子力安全技術センターのしゃへい計算実務マニュアル 2007 及び ESTAR に基づく）

　全阻止能は低エネルギー側で大きく増大する傾向がある（図3-3 b）ものの、CSDAのエネ
ルギー依存性（図3-3 a）が支配的であり、吸収エネルギーは β–線エネルギーに対して単調
に増大することが判る。従って、最大エネルギーが大きい核種或いはエネルギースペクトル
が低エネルギー側に偏らない核種は基本的には有利である。

　しかしながらまた、エネルギーの低い核種でも、侵入深さに比較して小さい領域に放射能
が集中し、エネルギーを吸収する体積そのものが小さいならば、単位体積あたりの吸収エネ
ルギーはむしろ大きくなり、高エネルギーの核種の場合のそれを上回ることは十分に可能と
なる。従って、高エネルギー β– 核種が単純に有利であるとは限らない。

51.生物学的半減期に応じた減少は別とする
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3.5　制動放射の影響

　90Yはまた、純 β– 核種であるにも係わらず、制動放射線（制動 X線）の寄与による実効線
量率定数52が 0.00263 μSv m2 MBq-1 h-1と大きく（放射免疫療法の適正使用マニュアル[10]）、
医療従事者の被ばく対策として、図2-4に示したようにタングステンが使用される。核医学検
査に用いられる代表的な γ核種の 10 keV以上での実効線量率定数値を表3-6に示す53。90Yの
それは γ核種のおよそ 1/10程度に達している。なお、131Iの実効線量率定数は最も大きく、
注意が必要なことがわかる。

表3-6　90Y 及び核医学検査用 γ 核種の実効線量率定数（アイソトープ手帳に基づく）
90Y 核医学検査用 γ 核種の実効線量率定数［ μSv m2 MBq-1 h-1 ］

0.00263

99mTc 0.0184 67Ga 0.0225 201Tl 0.0147 111In 0.0616

123I 0.0286 131I 0.0548 133Xe 0.00945

但し、ターゲットの原子番号が 20 の場合　

　この 90Yの実効線量率定数は、放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007 [50]を引用
しており、ここではターゲットを原子番号 20 (Ca)としている（制動 X線のしゃへい計算で
は一般に原子番号 20を基準とする）。制動 X線のエネルギースペクトルの相対分布はター
ゲットの原子番号によらないが、原子番号が異なる場合の実効線量率定数は、元素の場合は
その原子番号、化合物・混合物の場合はその実効原子番号を求め、次いで制動放射効率比を
求めて、これを原子番号 20の実効線量率定数に乗じて求めることになる。水の実効原子番
号は 6.8であり[51]、原子番号と制動放射効率比の対応表[52]を用いて内挿すると、制動放射効
率比は 0.299、ターゲットが水の時の実効線量率定数は 0.000786 μSv m2 MBq-1 h-1と求まる。
アクリルの場合は 0.000886 μSv m2 MBq-1 h-1である[50]。参考までに、図2-4に関連して述べた
実効線量率の実測値 ~ 4.6 μSv h-1 MBq-1から実測時の距離を逆算すると、1.3 - 1.4 cmが得ら
れる。従って、文献 [27]の実測値は β– 線に対する遮蔽物の少し外側、つまり指先位置で測定
されたものと推定される。

　しかしながら見方を変えると、90Yによる治療の際に使用される放射能は 99mTcによる検査
の際に使用される放射能のほぼ２倍である（2.1章を参照）にもかかわらず、90Yによる治療
の際に病巣から遠く離れた場所に到達するこれら光子の影響は、99mTcによる検査の場合の
1/3未満でしかない。従って、90Yの放射線の効果或いは影響は、制動放射の影響を考慮して
もなお、病巣の近傍に限られる。

52.実効線量率定数を線源からの距離の自乗で除したものが実効線量率（例えば μSv MBq-1 h-1）となる。
53.参考までに、表3-7の 106Rh は 0.0282, 67Cu は 0.0167, 177Lu は 0.00517、小線源治療に使用する密封線源の 125I は 

0.0126, 198Au は 0.0575（いずれも永久挿入で半減期は 125I が 59.4 d, 198Au が 2.7 d）、外部照射に使用する密封
線源の 60Co は 0.305, 192Ir は 0.117、PET に用いる 18F は 0.139, 11C は 0.144（全て μSv m2 MBq-1 h-1 ）である。
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3.6　治療用として利用又は候補に挙げられている β– 核種

　現在、治療用として利用又は候補に挙げられている β– 核種（密封線源は除く）の諸特性
を表3-7に整理した[40][44]。89Srは骨に蓄積する性質を利用して疼痛緩和用の薬剤 Metastron ®

に用いられ、2007年に薬事承認されている。32Pはトレーサーとして古くから生化学の研究
に利用されている。67Cu, 177Lu は機構（高崎研究所）で研究されている核種である[53][54]。

表3-7　治療用 β– 核種（アイソトープ手帳に基づく。図は JAERI-1347 (2005) から転載）

核種 エネルギースペクトル 半減期とエネルギー等 主な生成反応

32P

京大で研究

14.263 d

31P (n, γ) 32P
32S (n, p) 32P1.711 MeV (100 %)

娘の 32S は安定核種

131I

治療用として
承認

8.0207 d 130Te (n, γ) 131Te

→ 131I

25.0 m

β–

2.083 MeV (59 %)

ほか

0.248 MeV (2.1 %)

0.334 MeV (7.2 %)

0.606 MeV (89.5 %) ほか
0.365 MeV の γ も出す。娘は 131mXe

→ 131Xe（X 0.03 MeV）で安定へ

89Sr

治療用として
承認

50.53 d

88Sr (n, γ) 89Sr
1.495 MeV (99.99 %)

娘の 89Y は安定核種
0.01 % は

89mY → 89Y（γ 0.9 MeV）で安定へ

90Y

治療用として
承認

64.00 h 核分裂生成物の
娘核種

90Sr → 90Y

28.79 y

β–

0.546 MeV (100 %)

2.28 MeV (100 %)

娘の 90Zr は安定核種

106Rh

29.8 s 核分裂生成物の
娘核種

106Ru → 106Rh

373.59 d

β–

0.039 MeV (100 %)

2.407 MeV (10.0 %)

3.029 MeV (8.1 %)

3.541 MeV (78.6 %) ほか
娘の 106Pd は安定核種
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核種 半減期 エネルギー等 主な生成反応

67Cu

高崎研で研究
61.83 h

0.168 MeV (1.1 %)
0.377 MeV (56.9 %)
0.468 MeV (22.0 %)
0.562 MeV (20.0 %)
娘の 67Zn は安定核種

64Ni (α, p) 67Cu
68Zn (p, 2p) 67Cu

177Lu

高崎研で研究
6.647 d

0.176 MeV (12.2 %)
0.385 MeV (9.1 %)

0.498 MeV (78.6 %) ほか
娘の 177Hf は安定核種

176Lu (n, γ) 177Lu
177Yb → 177Lu

1.911 h
β–

1.399 MeV (55 %)

153Sm

欧米で治療用
として承認

46.284 h

0.635 MeV (32.2 %)
0.705 MeV (49.6 %)

0.808 MeV (17.5 %) ほか
娘の 153Eu は安定核種

152Sm (n, γ) 153Sm

186Re 3.7183 d

0.932 MeV (21.5 %)

1.070 MeV (70.9 %) ほか
娘の 186Os は長寿命核種

185Re (n, γ) 186Re

188Re 17.004 h

1.487 MeV (1.8 %)
1.965 MeV (26.3 %)

2.120 MeV (70.1 %) ほか
娘の 188Os は安定核種

187Re (n, γ) 188Re
188W → 188Re

69.78 d
β–

0.349 MeV (99 %)

　106Rhは 106Ruと放射平衡にあり、90Yと同様に核分裂生成物の娘核種なので、使用済燃料
の再処理工程で生じる高レベル放射性廃液から取出すことができる。但し、106Rhの半減期
が非常に短いため、90Yは 90Srから分離した後に薬剤に標識して使用するが、106Rhの場合は
106Ruとして薬剤に標識して病巣に送達し、106Ruの生物学的半減期に応じて一定期間、病巣
を照射することが考えられる54。106Ruその自体は、エネルギーが非常に低い（0.0394 MeV）
純 β– 核種である。このような方法が考えられるのは、イミダゾール55と結合した Ru錯体の
塩（図4-7を参照）は抗がん性及び抗転移性を示す、との論文が 1990年頃から継続的に発表
されており[55][56][57]、この薬理作用を RIで補うことができるのではないかと思われるためで
ある。抗がん剤に貴金属を用いる方法はシスプラチンで既に実証されており、106Ru - 106Rhを
用いる薬剤の研究はその延長上にある。もちろん、薬物動態など未知の点は多い。

54. 106Ru → 106Rh 以外に 144Ce（半減期 284 d, β– 99 %）→ 144Pr（半減期 17.28 m, β– 99 %）がある。106Rh の娘の 
106Pd は安定核種で毒性が低く、144Pr の娘の 144Nd はα核種だが半減期が 1015 y で放射能は小さい。

55.低酸素増感剤の一つ。成長が速く血管系の成長が追いつかない悪性腫瘍内部では酸素分圧が低く、その腫瘍
細胞やそこから離れて転移性を獲得した腫瘍細胞は、低酸素状態に対する耐性を持つと考えられる。低酸素
増感剤はそのような低酸素状態の場所に集積する性質がある。
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4. 製品の成立理由と次の製品の成立条件の推測

4.1　製品の成立理由：放射免疫療法

　Zevalin ®は悪性リンパ腫細胞の CD20抗原に選択的に結合する抗体医薬品であるが、患者
への投与後、直ちにそのような結合状態に到達する訳ではない。検査用の造影剤を投与され
た経験があれば実感としてわかるが、静脈に投与された薬剤は数分のうちに全身をめぐる。
しかしながら、抗体医薬品の大半が CD20抗原に選択的に結合するには、日オーダーの時間
を要する。実際、同一の抗体医薬品に 90Yではなく 111Inを標識して体外からの γ スキャンに
より薬物動態を最終確認する際、投与から 48 - 72時間を経て撮影が行われる[1]。この時間は
標識している放射性同位元素の種類には無関係であるから、90Yは半減期とほぼ同じ時間、
病巣ではない場所を広く照射することになる。

　添付文書及び医薬品インタビューフォーム[1]の血中動態を見ると、生物学的半減期と物理
的半減期の両方で消失する血中放射能濃度の実効半減期は 35 - 38時間（標準偏差は 2 - 4時
間）であり、これを 37時間として生物学的半減期（薬剤自体の血中半減期）を逆算すると
88時間となる。従って、投与された放射能の半分以上は血中で崩壊することになり、病巣の
細胞に選択的に結合して期待された効果を現すのは投与された放射能の半分を下回る。同じ
文献に載っている各臓器の吸収線量を表4-1に示す。

表4-1　90Y の各臓器への線量分布（医薬品インタビューフォーム[1] より転載）
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　90Yが各臓器に与える線量の合計（表の中央値の和）を求めると 1 GBqあたり 30 Gyにも
及ぶ。この値は 3.3で示した 1 GBqあたり 50 Gy（90Yが与え得る最大の吸収線量）の半分よ
りも大きく、病巣の細胞に選択的に結合して期待された効果を現すのは、投与された放射能
の半分を下回ることがこの表からも判る。もっとも、悪性リンパ腫のように造血系の細胞は
放射線感受性が比較的高く、この程度の吸収線量でも治療効果が生じるものと考えられる。

　目的とする治療効果が得られる以上、健全な臓器へのある程度の線量分布は正当化され、
例えば、最大投与量 1.184 GBqの場合、比較的線量分布の高い肝臓への 3.3 mGy/MBqでも
3.9 Gy程度、上部小腸への 2.0 mGy/MBqでも 2.4 Gy程度であるから、まだ余裕がある56。
骨髄への 1.9 mGy/MBqは 2.3 Gy、全身への 0.8 mGy/MBqは 0.95 Gyに相当し、白血球数の
減少など骨髄抑制の副作用が一時的に現れる[1]。これらは、将来的な発がんリスクを高める
ものの、これはがんの治療では避けて通れないリスクの一つと考えられている。Zevalin ®は
このような理由で、放射免疫療法として成立しているものと推測される。

　但し、放射線感受性が高くない固形がんなどでは、100 Gy弱又はそれ以上の吸収線量が
必要と考えられている。もしも Zevalin ®と同じ薬物動態の薬剤を固形がんに適用しようと
するならば（特徴的な抗原が固形がんにも出ていれば）、投与量は５倍以上（5 GBq以上）
となり、全身の吸収線量は単純計算で 4 Gy（表の 0.8 mGy/MBqから計算）を超える。骨髄
障害によるヒトの半数到死線量 LD50/30又は LD50/60と同程度であり、これが正当化されるこ
とはない。

　このことから、放射免疫療法を利用する今後の製品には、放射線感受性が比較的高い細胞
へ適用する場合を除いては、病巣に選択的に集積する能力のみならず、血中での滞留時間が
短く、迅速に病巣の細胞に到達する能力が不可欠と考えられる。

4.2　製品の成立理由：放射塞栓療法

　マイクロスフィアの場合、足の付け根の動脈からカテーテルを肝臓まで挿入して微小球を
放出し、病巣に到る血管を塞栓する。これは、正常な肝細胞は動脈血ではなく小腸から来る
門脈血で栄養されるが、がん細胞は動脈血で栄養されるという、肝臓に特徴的な血流の違い
を利用している。但し、我が国では、治療後に徐々に再吸収される多孔性ゼラチン粒のみが
承認されており、永久挿入型は製造販売の承認申請中である。これに対して、欧米では永久
挿入型（PVA製）が比較的広く用いられている[37]。このような理由から、欧米において肝が
んに対してのみ、マイクロスフィアを用いた放射塞栓療法が成立しているものと推測され
る。肝がん以外への適用例は無いわけではないが、多くはないようである。

56.各臓器別の組織耐容線量をみると、1 回 2 Gy 程度の分割照射を行った場合、5 年以内に 5-50% の患者に障害
発生をみる線量（TD5-50/5）は、骨髄や卵巣で 0-5 Gy、精巣で 5-20 Gy、腎臓で 20-25 Gy、肺で 25-30 Gy、
肝臓で 35-45 Gy、心臓や小腸や大腸で 40- Gy などとされる（金芳堂、放射線基礎医学第10版による）。
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　但し、現在の永久挿入型塞栓剤と違い、マイクロスフィアは（病巣手前ではなく）病巣内
に侵入してから塞栓することで照射効果を高めることが望ましい。このことから、放射塞栓
療法を利用する今後の製品には、細い流路にマイクロスフィアが多数並ぶ形で塞栓するため
の塞栓材の形状（球状に限らない）や大きさの選択、細い流路でも安定的に血流に乗るため
の比重及び低凝集性など、高粘性液体中での粉体流動性の工夫が重要と考えられる。

4.3　次の製品の成立条件：放射免疫療法

　4.1節で今後の製品に不可欠とした、病巣に選択的に集積する能力、短い血中滞留時間、
迅速に病巣の細胞に到達する能力はまた、多くの化学治療（抗がん剤治療）が目指している
難しい目標である。放射性同位元素を背負っていると、条件が更に厳しくなってしまう側面
さえある。例えば、血中滞留時間は、放射性同位元素を背負っていなければ、薬剤が化学的
に安定であるか或いは免疫細胞によって食されない限り、長くても問題にはならない（どこ
ろか利点にもなり得る）。そこで、放射性同位元素の有無は別として、この目標に関連した
薬剤送達（ドラッグデリバリー：DDS）で着目されている技術をいくつか紹介する。

　リポソーム製剤又は EPR 効果

　肝臓で捕獲され難い直径 100 nm前後の脂質二重膜の球体中に薬剤を封入し、血中の免疫
細胞に食されないよう表面を親水基で覆ったステルスリポソーム（Stealth ® Liposomes）[58]

は DDSの有力候補の一つである。腫瘍組織では血管壁に細孔又は隙間が多くまたリンパ系
が未発達のため、薬剤が腫瘍組織に漏出して蓄積する傾向がリポソーム等の高分子において
顕著となる（図4-1）。これは Enhanced permeability and retention（EPR）effectと呼ばれてお
り、腎臓で直ちに濾過されないためには体内での見かけ上の分子量 40000以上 [59][60]が必要
とされる。リポソームを用いれば、既存の抗がん剤でも選択的集積が可能となり、副作用を
抑制し、投与量を増やすことが可能になる。

図4-1 EPR 

効果

現代化学の
記事[61]より
転載。
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PEG の構造式 

図4-2 ステルスリポソームの
基本的な構造

脂質二重膜の内部は親水性で薬剤が
封入される。表面は親水性高分子
（PEG：ポリエチレングリコール等）
で覆われる。文献[62]より転載。

　ステルスリポソームの構造の一例[62]を図4-2に示す。内部にドキソルビシン（化学療法剤）
を封入し、親水基としてポリエチレングリコール（PEG）を利用したものは Doxil ®として
上市されている。リポソームはまた RNA医薬でも着目されている[63]。リポソーム製剤は、
EPR効果により腫瘍組織に漏出し、エンドサイトーシスによって腫瘍細胞に取り込まれると
いう作用機序の故か、例えば Dozil ®の血漿中濃度変化[64]を見ると、90Yの半減期に比較して
血中濃度の減少が著しく遅く、血中半減期は 100時間程度である。しかしながら、EPR効果
を発見した前田博士の特許 [59]又は基となった文献 [65]によれば、数時間後には血中濃度より
も腫瘍内濃度の方がはるかに高くなり、24 - 48時間後には腫瘍内濃度は血中濃度の数倍に
なったとされる。この実験で用いられたのは、分子量 1万 2000の抗腫瘍性蛋白（NCS）～
分子量 16万の IgG抗体でありリポソームではないが、腫瘍内濃度がピークを迎えるまでの
時間は、先の推定血中半減期（ 100時間程度）や Zevalin ®の推定血中半減期（88時間）は
おろか、90Yの半減期よりも短い。前田博士の特許では、放射性同位元素ではないが、金属
ポルフィリン誘導体に PEGが結合した分子量 1万 2000の高分子なども提唱されている。
従って、EPR効果を利用して 90Yを送達することは、送達に用いる高分子を的確に設計する
ならば（リポソームではないかもしれないが）おそらく可能性があり、リポソームの血漿中
濃度変化を以て EPR効果による 90Yの送達方法の可能性を排除することはできないと考えら
れる。実用化されているリポソームと抗体医薬品はともに血中半減期が長い。リポソームの
分子量（総分子量）は数万～数十万の程度、Zevalin ®の分子量は 14.8万 [1]であり、巨大な
分子という点で共通しているが、分子量が大きいと血中半減期が長いという単純な関係では
ないように見える。

　ポルフィリン化合物又は錯体

　機構（原子力科学研究所）では（n, α）反応の熱中性子吸収断面積が 3837 barnと極めて
大きい10Bを脳の腫瘍組織に高濃度で集積させ、体外から熱~熱外混合中性子を照射し、腫瘍
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内部で放射されるα線を用いて細胞レベルで治療を行う中性子捕捉療法（BNCT）の研究に
1960年代末から参画している[66][67][68]。平成17～19年度には、中性子源として原子炉に代えて
固定磁場強収束（Fixed Field Alternating Gradient: FFAG）加速器57と Be標的及び熱外中性子
を高効率で発生するよう設計された減速材によって深部治療58を可能にするための研究開発
が、京都大学・筑波大学・大阪大学・機構・企業の研究者によって集約的に実施された[69]。
その際、10Bを腫瘍組織に高濃度集積させるためのポルフィリン化合物とリポソーム化合物
及び不活性化 HVJ 59が研究されている。図4-3はポルフィリンへのホウ素60の導入方法の一
例61であり、ポルフィリンは左側の矩形で囲まれた環状分子である。中央にMg (II)が配位す
るとクロロフィル、Fe (II)が配位するとヘモグロビンに含まれるヘムとなる。前者は可視光
領域の光によって励起され、電子伝達鎖に電子を供給して光合成の基点となる。後者は酸素
分圧の高低に敏感に対応して還元剤或いは酸化剤となり、酸素の運搬を担う。

図4-3　ホウ素ポルフィリン化合物の一例（資料 [69] から転載、説明を追加）

　資料 [69]にあった腫瘍細胞内へのホウ素ポルフィリン化合物の移行データを調べたところ、
図4-4に示すように、ホウ素原子を２個含むポルフィリン化合物（EC031）が、投与後直ちに
腫瘍細胞内へ取り込まれ、次いで速やかに排出されていることが判った。別のポルフィリン
化合物（EC032）はゆっくり取り込まれて蓄積してゆく。細胞株による試験で血中半減期は
わからないが、横軸が培地から腫瘍細胞への移行速度、縦軸が集積の程度に対応していると

57.サイクロトロンと固定磁場でありながら、早い加速が可能になるようデザインされた小型加速器。
58.熱中性子では深さ 1 cm と 5 cm で線束が５倍も異なるが、熱外中性子では２倍程度に収まる。
59. Hemagglutinating virus of Japan; Sendai virus で、ウイルスの殻をベクターとして細胞内に薬剤を送り込む。
60.同位体濃縮をしない天然のホウ素（10B を 19.9 % 含む）
61.図示したもの以外に、ホウ素クラスターを用いるなど様々な工夫が行われている。
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考えて良いならば、放射性同位元素を速やかに腫瘍細胞へ取り込ませるようなポルフィリン
化合物又は錯体は探索可能なのではないかと思われた。但し、腫瘍細胞への取り込みが速い
ことと血中半減期が短いことは同じではない。実際、抗がん剤として良く使われる白金製剤
（一般名は Cisplatin）は非常に小さな分子（Cl2H6N2Pt,分子量 300）で、腫瘍細胞62への取り
込みは速い63ものの、血中半減期は意外に長く、投与量や投与方法によっては 100時間にも
達する[70]。血中濃度の低下は、腫瘍細胞への取り込みばかりではなく、腎臓からの排泄など
多くの要因に影響される。薬剤に放射性同位元素を背負わせる場合は、細胞への取り込みが
速くかつ速やかには排出されないことに加え、腫瘍への選択的な集積性と短い血中半減期の
両立が求められるため、従来の DDS よりも厳しい条件となる。

図4-4 ホウ素ポルフィリン化合物
の腫瘍細胞への移行の一例

（資料 [69] から転載）

　ポルフィリン化合物或いは錯体は、光感受性や腫瘍への集積性に着目して、核医学検査用
RIの増感剤や光線力学療法（光化学療法）の薬剤として着目されてきた[71][72]。しかしながら
腫瘍への集積性はあまり高くはなく、BNCT用の薬物送達としては、ホウ素イオンクラス
ターを封入したリポソーム化合物或いは不活性化 HVJが候補として残ったようである[69]。
この資料の要約には、腫瘍塊に不活性化 HVJを直接投与した場合に、T/B比（血中濃度に
対する腫瘍組織内濃度の比）が 10以上を達成したとの記載がある。BNCTは脳腫瘍を主な
対象としており、他の臓器に比較して正常細胞への影響をより避ける必要があるものと思わ
れるが、脳腫瘍ではない悪性腫瘍を対象とする場合、これ程の高集積比が 90Yの送達に必要
かどうかはわからない。また BNCTでは中性子が照射されて初めてα線が生じるので、最終
的に大きな T/B 比が得られるならば、血中半減期が多少長くとも大きな問題ではない。

　従って、BNCTでの研究結果を以てポルフィリン化合物或いは錯体の 90Yの送達方法とし
ての可能性を排除することはできないと考えられる。なお、群馬大学と機構（高崎研究所）
で治療を目的として研究が進められた 67Cu-ATSM [53][73]と PETでの用途が考案されている
62/64Cu-ATSM [74][75] は、環状配位子の一部を S とした非環状配位子を持つ。

62.正確には増殖細胞（正常細胞も含む）
63.生物学的な取り込み機構ではなく拡散と考えられており、分子量に依存する。
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　PET 用化合物

　PET用の化合物としては 18Fを標識したフルオロ-D-グルコース（18F-FDG）が代表的であ
るが、ブドウ糖の代謝に応じて細胞に取り込まれるため、腫瘍以外に脳や心臓及び炎症部位
等に集積する。また、腎臓や膀胱等の排泄器官にも集積する。PETはがんの早期発見・医療
費削減に有効と考えられ、異なる集積機序を持つ種々の化合物が開発されている。

　PET用化合物には、腫瘍への速やかな集積、血中を含む正常組織への非集積又は速やかな
消失、結果としての良好なコントラスト、可能ならば臓器選択性が求められており、これら
は 90Y送達用の化合物に求める薬物動態と共通する。18F-FDGの場合、投与から撮影までの
時間は約１時間であり 90Yの送達には十分な速さを持つ。そこで、実用及び研究・開発中の
PET用化合物を調査し[74][75][76]表4-2にまとめた。これらは、腫瘍組織で亢進している代謝を
利用するものと、腫瘍内の低酸素状態を利用するものに大別される。18Fは半減期が 110分
と長く、病院にサイクロトロンが無くとも放射性医薬品メーカーから供給を受けることがで
きる[24]。18Fと 64Cu以外の核種の半減期は 20分以下であるが、半減期が 14.7時間で β +崩壊
率が 33 % と高い 86Y も研究対象となっている[77][78]。

表4-2　実用及び研究・開発中の PET 用化合物（文献 [74][75][76] を整理）

画像化の対象 化合物の種類 課題、特徴など

糖代謝 18F-FDG 脳などに集積する

アミノ酸代謝 11C-L-MET, 18F-FMT, 18F-FACBC 脳腫瘍の描出が可能

核酸代謝 18F-FLT 肝臓や骨髄に集積する

膜脂質代謝 11C-コリン, 11C-酢酸, 18F-フルオロコリン 肝臓に集積する

低酸素状態 18F-FMISO, 18F-FRP-170, 62/64Cu-ATSM64 ニトロ基や Cu の還元を利用

　PET用化合物の腫瘍組織への集積の一例として、18F-FDGの場合は、投与後の時間経過に
応じて図4-5のような変化を示す。半減期が短いため投与後１～２時間で撮影が行われる
が、腫瘍組織への集積はその後も継続している。一方、肝臓への集積は大きな変化がなく、
脳では代謝が進む。図4-5から、肝臓内濃度に対する悪性腫瘍内濃度の比は 4程度と推定さ
れる。FDG 自体に腫瘍特異性はないので、これは腫瘍における代謝の亢進を表している
が、代謝の亢進は腫瘍の種類により様々であり、この比率はあくまで一例にすぎない。但
し、PET用化合物は、RIの半減期が非常に短いため必然的に血中半減期も短く設計される
ことになり、90Y の送達薬物の有力な探索対象になると思われる。

64. 62/64Cu-diacetyl-bis (N4-methylthiosemicarbazone), 64Cu は半減期 12.7 時間で β+ 崩壊率は 17.5 %。

JAEA-Review 2012-008

- 28 -



図4-5 18F-FDG の放射能分布の時間変化

現代化学 2009 年 11 月号 p.30 より転載。
18F の核的崩壊は補正されている。

図4-6 62/64Cu-ATSM の分子構造

文献 [79] から転載
ATSM 自体は H2ATSM として市販されている。

図4-7 薬剤用の２種類の Ru(III) 化合物

PET 用ではないが参考。文献 [80] から転載

　表4-2の 62/64Cu-ATSM [76][79]では、環状配位子の一部を Sとした構造中に Cu2+を配位させ
ており（図4-6）、低酸素状態では Cu2+が Cu+に還元されるため Cuが ATSMから遊離して
腫瘍内に蓄積されると推定されている[75]。PET用の化合物ではないが、3-6で述べた Ru (III)

イオン錯体を利用した研究段階の薬剤（図4-7）もまた、腫瘍内部の低酸素状態を利用して
腫瘍内で Ru (II)を遊離すると考えられており、転移性を獲得したがん細胞（血管網の成長が
腫瘍の増殖に追いつかない中で低酸素状態への適応性を獲得するため）に有効と考えられて
いる[80]。このように生体内の条件で活性となる薬剤はプロドラッグと呼ばれる。機構（高崎
研究所）では、62/64Cuに代えて、β– 核種で半減期が 90Yと同程度となる 62 hr（エネルギー
は 0.6 MeV未満）の 67Cuを利用した 67Cu-ATSMが PET用ではなく治療用として研究され
たことがある[53][73]。より新しい報告 [54] では、抗体と結合させる試みもおこなわれた。

JAEA-Review 2012-008

- 29 -



　抗体

　図2-1に示したように、抗体は多くの場合 Y字型で表されることが多い。抗体には幾つか
の分類があるが、いずれも免疫グロブリンと呼ばれる基本的構造を持つ（図4-8）。

図4-8　抗体の基本的構造
（文献 [81] より転載、和訳を追加）
重鎖：VH-CH1-ヒンジ-CH2-CH3

軽鎖：VL-CL

可変部分：VL, VH

定常部分：CL, CH1, CH2, CH3

　抗原を認識し結合する部分は、Y字上端の抗原結合部位（可変部分）上に３カ所存在する
相補性決定領域と呼ばれる部分である。Y字下端は、マクロファージの細胞膜上の受容体と
結合し、異物と抗体の複合体として貪食される。左右の抗原結合部位は同じであり、多数の
抗体と抗原が数珠繋ぎになることにより、マクロファージによる貪食が効率よく行われると
される[82]。なお、モノクローナル抗体には、マウス由来の抗体にどの程度ヒト由来の抗体を
組み込むかによって、図4-9の区分がある[83]。Zevalin ®はマウス抗体であるが、Rituxan ®は
キメラ抗体である。マウス由来の抗体では、ヒト免疫の機能は発現しにくい。

マウス抗体 キメラ抗体
（66%がヒト抗体）

ヒト化抗体
（90%がヒト抗体）

完全ヒト抗体
（100%ヒト抗体）

図4-9 モノクローナル抗体の種類（文献 [83] より転載、白黒用に調整）

　90Yを送達する薬剤として抗体を見ると、Y字型の上半分のみ、しかも左右どちらかだけ
で薬物送達には十分ではないかと見える（その場合の相補性決定領域の立体構造への影響は
小さいものとする）。これにより分子量（Zevalin ®で14.8万）は約１／３に減少し、拡散
速度は大きくなり、4.1で述べた血中での滞留時間が短くなることが期待される。この分子
量はまた、EPR 効果に対しても適切な範囲にある。
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　90Y 送達用化合物の探索条件

　調査の結果、現在の DDSには 90Yの送達には不都合な面もあり、90Yの送達に求められる
条件は現在の薬剤の送達に求められる条件よりも厳しいため、将来展開を見通すことは難し
いことが判った。抗体を利用しつつ低価格化のための改良が進むかもしれないし、キレート
剤の改良により高濃度での 90Y送達が可能になるかもしれないが、Zevalin ®と大きく適用が
異なる（放射線感受性が低い腫瘍に適用される）製品が容易に出るとは思われない。但し、
抗体やリポソームといった現在の薬剤送達技術を利用するならば、EPR効果と血中半減期の
短縮の両立を狙って分子量を 5万前後とすることは、90Y送達用化合物の探索条件の一つの
目安になるように思われる。その一方で、比較的小分子のポルフィリンや PET用化合物に
腫瘍特異性を付加する方向、例えば錯体を用いたプロドラッグによって腫瘍に 90Yを高濃度
で蓄積させる方法があるかもしれない。短い血中半減期と腫瘍特異性をどのように両立させ
るのかについては、抗体やリポソーム、ウイルスベクター、サイトカイン65、ポルフィリン、
錯体といった様々な方法が、いずれも候補になり得る。特許に注意しつつ、薬剤送達技術の
開発動向に広く注目してゆく必要がある。

4.4　次の製品の成立条件：放射塞栓療法

　4.2節で今後の製品に重要とした、細い流路にマイクロスフィアが多数並ぶ形で塞栓する
ための塞栓材の形状（球状に限らない）や大きさの選択、細い流路でも安定的に血流に乗る
ための比重及び低凝集性など高粘性液体中での粉体流動性の工夫については、スフィア１個
では流路に隙間が残るよう球以外の形状を試すとか、ガラスタイプならば中空ガラスにして
比重を下げるとか、粒度を揃える或いは分散させる、表面性状を変えるといった改良が考え
られる。米国の特許では、形状は実質的に球形とされている[84]が、放射塞栓療法では、従来
の塞栓療法と比較して腫瘍内に十分な量の塞栓材を分散配置することが効果を高めるので、
この点がマイクロスフィアを改良するポイントではないかと思われる。分散配置を容易に
し、肺など他臓器へ漏れる割合を低減するためには、マイクロスフィアではなく、変形能に
優れたゼラチン粒に 90Yを添加する方法も考えられる。これが可能になれば、我が国独自の
発展形になるかもしれない。

　上記の特許によれば、塞栓療法の対象として肝臓がんと子宮筋腫及び乳がんが挙げられて
おり、前二者に対しては我が国でも塞栓療法が用いられるが、これら以外については適用は
厳しい様子である。そもそも、RIを含まない通常の永久挿入型の塞栓材が我が国では未だ
承認申請中であり、治療経験が少ない。我が国で放射塞栓療法が受け入れられるには、もう
少し時間がかかるように思われ、将来展開を見通すことは難しい。

65.細胞から放出され、種々の細胞間相互作用を媒介するタンパク質性因子の総称（日本薬学界の薬学用語解説
による）。細胞表面のレセプターに結合し、標的細胞特異性を示すなどの性質がある。
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4.5　放射塞栓療法に関する我が国の研究

　我が国では、樹脂やガラスではなく酸化イットリウム（Y2O3）の微小球が京都大学で考案
され、非臨床実験が行われている[85]。この文献では TheraSphere ®や SIR-Spheres ®も紹介
されているが、天然核種（89Y）を中性子照射する方法が前提として考えられているため、
TheraSphere ®の場合は長時間の照射を必要とすること、SIR-Spheres ®の場合は樹脂が劣化
することが問題として挙げられている。90Yと 32P（表3-7）を同時に利用できると期待される
リンを含んだ YPO4も考案された。但し、腫瘍内部は pHが低いため、酸化イットリウムの
酸への易溶性が課題とされた。微小球の製造法を図4-10に、外観を図4-11に示す。照射実験
が機構の JRR-3M を用いて実際に行われ[86]、図4-12の自動注入装置 66が用いられた。

図4-10　酸化イットリウム
微小球の製造法

文献 [85] から転載

図4-11　酸化イットリウム
微小球の外観

文献 [85] から転載

図4-12　酸化イットリウム
微小球の自動注入装置

文献 [86] から転載

66.術者の被ばく低減と汚染防止を目的とする
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　酸化イットリウム微小球と酸化イットリウム粉末それぞれ 50 mgを高純度石英アンプルに
封入した後、9 × 1013 n cm-2 s-1の熱中性子束で 1.5時間照射した結果、11 MBq/mgが得られ
ること、微小球は粉末よりも難溶性であること、放射化学純度は 99.9 %以上であることが
報告されている。表2-2と対応させるため 3 GBqで比較すると、Y2O3量は 0.27 g（89Yと微量
の 90Yの混合状態）となり、微小球の体積は Y2O3の真密度を 5 g/cm3として 0.06 cm3である
から、照射から投与までの時間を半減期程度と仮定しても、酸化イットリウム微小球は樹脂
タイプとガラスタイプの丁度中間に位置する。従って、マイクロスフィアには第三の選択肢
があることになる。

　最近では、90Yと 32Pを同時に利用できると期待され、酸性雰囲気での Yの溶出が少ない
YPO4 微小球に関する報告[87]がある。

4.6　粒子線治療との比較

　粒子線治療では、体外から体内へ陽子線又は重粒子線 67を入射させたときに、電子よりも
重いこれらの荷電粒子が停止直前に放出する鋭いエネルギーピーク（Stopping powerの極大
で Bragg Peakと呼ばれる）を利用して、病巣部分に吸収線量を集中させる。我が国では両方
の方式で、各地 [88]に治療施設を稼働中又は建設中である。高エネルギー（ ~ 5 MeV） X線
を利用した従来の治療方法では、入射深さに対して吸収線量がおおむね指数関数的に減少し
てゆくため、病巣部手前で病巣部よりも吸収線量が大きく、奥側でも吸収線量の発生を避け
ることができない。このため、病巣部を回転中心とするように X線発生装置を回転させ、
吸収線量を分散させる等の方法が必要に応じて採られる。これに対し粒子線治療では、エネ
ルギーに応じてある深さで吸収線量が最大となり、病巣手前で吸収線量が非常に小さく、奥
側では殆ど零になるので線量集中性が格段に優れる。光子又は粒子の侵入深さに対する吸収
線量の相対的な変化を図4-13に示す。

図4-13　陽子線治療における Bragg 

Peak (native) と拡大 Bragg Peak (mod-

ified) 及び X 線の場合の相対比較

Wikipedia から転載、一部補足

67.実用的には炭素原子が使われる。
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　図4-13において、吸収線量の最大が平坦になっている曲線は、腫瘍の大きさに合わせて
Bragg Peakを照射方向に拡大68した結果で、病巣手前で吸収線量が病巣部の吸収線量の半分
程度まで増加する。このため、２方向から照射を行って、吸収線量を分散させる等の方法が
必要に応じて採られる。現在までのところ、照射中に照射方向を連続的に回転させることは
できないので、この病巣手前での吸収線量の増大により、吸収線量に制限が生じることにな
る。なお、粒子線治療装置は、高度管理・特定保守管理・設置管理 69の全てに該当する[89]。
現在の粒子線治療装置は大型の装置であるが、機構ではレーザー加速技術を応用して超小型
粒子線治療装置（図4-14）の概念を提示した[90]。

図4-14　超小型粒子線治療装置
の概念図（文献 [90] から転載）

　粒子線治療は、病巣部の位置が明確で動かない腫瘍、特に手術が難しい頭頸部や食道部の
腫瘍や、腫瘍の奥に脳など重要な臓器がある場合などに特に有効で、また低侵襲性である。
従来の光子による放射線に抵抗性を示す一部のがん細胞が、重粒子線に対しては抵抗性をあ
まり示さないとの報告もある[91]。

　これに対して 90Yを用いた放射免疫療法は、侵襲の度合いが大きく、線量によるが化学治
療とあまり変わらない厳しい治療になるものの、画像診断では見えない病巣に一定の吸収線
量を与えることができると期待されるほか、送達用薬剤の進展によって病巣への線量の集中
性を確保できるならば、病巣への吸収線量に制限は生じない特徴が期待される。従来の光子
による放射線に抵抗性を示す一部のがん細胞が、電子線に対しどのような反応を示すのかに
ついては良く判っていないが、粒子線ほどの違いはないと考えられる。いずれにせよ、未だ
期待でしかないので比較することに余り意味はないが、90Yを用いた放射免疫療法は当面、
従来の化学治療或いは外部放射線治療を補うものと考えた方が良いように思われる。

68.拡大ブラッグピーク（SOBP）と呼ばれ腫瘍形状に合わせたリッジフィルタを用いてエネルギーを調整する。
69.それぞれ薬事法第二条第五号、薬事法第二条第八号、薬事法施行規則第九十三条第一項
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5. 天然核種を熱中性子照射して 90Y を生成する方法

5.1　必要な熱中性子束

　天然核種（88Sr, 89Y）を原子炉等で中性子照射して 90Sr又は 90Yを得る可能性と問題点につ
いて述べる。天然元素 1 gを熱中性子フルエンス率 1 × 1013 n cm-2 s-1の原子炉内で 1 hr照射
した時の熱中性子照射による放射性核種の生成量として、最新版のアイソトープ手帳 [44]には
表5-1の記載がある（括弧内は追記）。いずれも（n, γ）反応による生成量である。

表5-1　熱中性子照射による 89Sr と 90Y の生成量（アイソトープ手帳に基づく）

89Sr 1.9 ×102 kBq（1.8 ×10-10 g）70 90Y 9.3 ×105 kBq（4.6 ×10-8 g）

　90Srの生成量はアイソトープ手帳では与えられていないが、89Srの（n, γ）反応により生成
する。89Srの生成量は非常に小さいが、これを以て 90Srの生成量が 89Srの生成量より小さい
とは言えない。何故ならば、表5-1の 89Sr生成量は 88Srからの生成量と 90Srの生成量の差し
引きの結果であり、89Sr生成量が小さいのは 90Srへの反応量が著しく多いためかもしれない
からである。天然元素を構成する同位体の組成比もまた影響する。この点を確かめるため、
天然元素の同位体の組成比と熱中性子吸収断面積及び 89Sr, 90Sr, 91Yの熱中性子吸収断面積
を、最新版のアイソトープ手帳と米国 National Nuclear Data Center（NNDC）の ENDF [92]か
ら表5-2に示す。吸収断面積は全て JENDL-4.0 の値である。

表5-2　天然元素の同位体の組成比と各同位体及び 89Sr, 90Sr, 90Y の熱中性子吸収断面積

区分 核種 熱中性子吸収断面積

天然元素
（アイソトープ手帳
に基づく）

Sr

84Sr（0.56 %）
86Sr（9.86 %）
87Sr（7.00 %）
88Sr（82.58 %）

0.8277 barn

1.04 barn

17.04 barn

0.0058 barn

Y 89Y（100 %） 1.284 barn

放射性核種
（NNDC の JENDL に基づく）

89Sr（n, γ）90Sr 0.420 barn

90Sr（n, γ）91Sr 0.0101 barn

90Y（n, γ）91Y 3.251 barn

　88Sr→ 89Sr, 89Sr→ 90Sr, 90Sr→ 91Srの熱中性子吸収断面積はいずれの場合も大変小さく、90Sr

を天然元素の中性子照射によって得ることは困難であることがわかった。

70. 89Sr の半減期 50.53 day, 崩壊定数 1.5877×10-7 s-1, 放射能 9.5612×1016 Bq/mol or 1.7043×1015 Bq/g
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　これに対し表5-1の 90Yは 0.9 GBqであり、治療に必要な量を例えば 3 GBq（マイクロス
フィアの場合）とすれば、3.3 gの天然イットリウムを 1時間中性子照射すれば必要量が得ら
れることがわかる。実際、前章の酸化イットリウム微小球の中性子照射試験では、熱中性子
束が 9 × 1013 n cm-2 s-1で 1.5時間照射した場合に 11 MBq/mgが得られている。イットリウム
の重量あたりでは 14 MBq/mgになるので、1 × 1013 n cm-2 s-1の熱中性子束で 1時間照射した
場合、単純計算で 1 GBq/g となり、表5-1との差は１割程度に収まっている。

　しかしながら、天然イットリウムを中性子照射して 90Yを得る方法には２つの大きな問題
がある。一つは、微量の 90Yが多量の 89Yと混合した状態（4.6 ×10-8 : 1）でしか得られない
点で、短い半減期の中で 90Yを同位体分離又は濃縮しなければならない。酸化イットリウム
微小球の場合はそのようなことをせずとも、イットリウム全体量と 90Y量のバランスが成立
する。しかしながら、Zevalin ®のような放射免疫療法の薬剤に用いる場合は、同位体分離
又は濃縮が不可欠となる。なお、京都大学の文献 [85]で、ガラスタイプのマイクロスフィアの
場合に長時間の照射が必要とされたのは、ガラス中のイットリウム含有量が、酸化イットリ
ウム中のイットリウム含有量の数分の１しかないためで、それでも仮に飽和状態まで照射を
延長すれば 90Yの生成量は表5-1のおよそ 100倍に達する[44]。従って、酸への易溶性への対策
として、ガラスタイプのマイクロスフィアも成立する。もう一つの問題点は、90Y以外の核種
が放射化により生成する点である。

5.2　放射化生成物

　ORIGEN2コードを用い、高純度の酸化イットリウムを原子炉内で中性子照射した場合に
生成する核種を調べた。この時、比出力を与える方法（燃焼計算で一般的に使われる方法）
ではなく、熱中性子フルエンス率（1 × 1013 n cm-2 s-1）を与える方法で計算した。照射時間は
1 hrとした。酸化イットリウムの不純物含有率は、市販されている高純度粉末製品の仕様を
参考に、表5-3の値を仮定した。

表5-3　酸化イットリウム粉末の不純物含有率の仮定

Na 10 ppm Si 10 ppm Ca 10 ppm Fe 10 ppm Cl 50 ppm

希土類 La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 各 2 ppm

　中性子束や照射時間を現実的な範囲で変化させてみた結果、90Y生成量に対する他の核種
の生成量は大きな変化はなかった。放射化による放射能は、照射終了直後を除けば、希土類
の放射化生成物によるものが大半であったが、１年以上の長半減期核種（144Nd, 147Sm, 148Sm,
152Eu, 154Eu, 155Eu, 152Gd, 157Tb, 166mHo, 171Tm）の影響は 152Euと 154Euを除いて大変（90Yの初期
放射能の 10-9 オーダー）小さかった。
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　希土類以外の不純物としては、24Na, 32P, 35Sが多少あるが、希土類の全体量の１割に満た
ない。152Euと 154Eu以外で半減期が１年未満であるものの量の多い長半減期核種としては
160Tbと 170Tmがある。放射化生成物の放射能は、照射終了直後には短半減期核種の寄与が
大きいが、照射後 45日頃を境に長半減期核種の放射能が 90Y の放射能を超えるようにな
る（図5-1）。放射化学純度は照射終了後 4 ~ 8日で最良となり 99.95 %を超えるが、その前
後では急落する（図5-2）。図5-1と図5-2 では、寄与の小さい核種は省かれている。
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図5-1　90Y の初期放射能を 1 とした時の放射化生成物の放射能の時間的変化
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図5-2　放射化学純度の時間的変化（左）と不純物の内訳（右）
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　図5-2から、放射化学純度が最良の時期の不純物は主に 153Smと 166Hoであり、この時期の
不純物の 3/4程度を占める。160Tb, 170Tm, 177Luがそれに続く。これら核種の実効線量係数は
10-6 mSv/Bqオーダーであり（吸入・経口共）この中では 160Tbと 170Tmがやや大きい。また
図5-1から、長半減期核種が支配的になる時期の不純物は 152Eu, 154Eu, 160Tb, 170Tmであり、こ
の時期の不純物の殆どを占める。この中で 152Eu（13.5 y）と 154Eu（8.6 y）の実効線量係数
（吸入の場合）が 3 × 10-5 mSv/Bqと大きく、半減期が 29年と長く骨に集積する 90Srの半分
程度に匹敵する。従って、全期間を通じて見れば、Euの寄与が大きいと思われる。なお、
希土類の全体量は熱中性子照射の前後で殆ど変わらない（殆どが核種の構成の変化）ので、
照射後に再精製して希土類含有率を減少させることは困難と考えられる。
　また、放射化学純度 99.95 % は、IAEA が作成した治療用核種（90Sr/90Y, 188W/188Re）の
ジェネレーターに関する資料 [93]で提唱されている値 99.998 %を満たしてはいない。しかし
ながらジェネレーターで得られる 90Yの不純物の多くは 90Srであり、中性子照射で得られる
90Yの不純物はおそらく 152Eu, 154Euの寄与が大きいので、単純な比較はできない。99.95 %が
果たして問題なのか否かは、核種の生体内での移行や毒性等の点からも検討が必要であり、
ここでは割愛する。

5.3　加速器による生成の可能性

　炉ではなく加速器を用いる場合、加速器のメリットの一つは立地条件が炉よりも大幅に緩
和される点にあり、64 hrという半減期から考えても地域拠点病院等の近くに加速器が立地
するのは望ましいことではある。また、加速器によって 90Yを生成できるならば、炉を持た
ない国にその技術を輸出することもできる。表5-4に、中性子捕捉療法（BNCT）用に開発さ
れた、中性子フルエンス率が大きくかつ小型の中性子線発生装置の概要を示す。

表5-4　中性子捕捉療法用の加速器の概要 [69]

方式
固定磁場強収束型（FFAG）加速器、ビーム貯蔵リング一体型
エミッタンス・エネルギー回復型内部標的（ERIT）方式
周回ビーム電流 ~ 70 mA、ビーム周回数1000 回

中性子発生方法 9Be (p,n) B 反応、陽子エネルギー ~ 11 MeV

標的
円形リングの途上（加速器リング内部）に Be 薄膜を置く方式で、内部と
外部を跨ぐ回転ターゲットにより Be 薄膜への照射と冷却を繰り返す。

モデレータ 熱～熱外中性子混合照射用及び熱外中性子単独照射用

中性子フルエンス率  ~ 1 × 109 cm-2 s-1 相当

大きさ リング内電磁石最外周径 6.1 m、設置面積 約 120 m2
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　残念ながら、本装置を以てしても、熱～熱外中性子フルエンス率は 109 cm-2 s-1オーダーで
ある71。表5-1の値が、1013 cm-2 s-1オーダーでなければ得られないことを考えると、加速器で
治療に必要な量を得ることは、現時点では困難と考えざるを得ない。主な課題は、大強度の
ビームが必要なこと、ターゲットの熱負荷が大きいこと、加速器本体の遮蔽が大掛かりにな
ることとされている。

　一方、熱中性子ではなく高速中性子を 90Zr, 91Zr, 92Zr又は 93Nbに照射して 90Y, 90mY, 91Yを
得る特許が出ており、特に 90mY（3.19 h）からは 0.68 MeVの γ 線が出るため、これを利用
して Zevalin ®による治療プロトコルで必要な 111Inによる事前検査 72を省くことができると
されている[94]。事前検査は、90Yが予想外の場所に分布しないことを予め確認するためであ
り、90Yの投与と同時に行うことに意味があるのか（投与後に予想外の場所に分布したこと
が判っても遅い）という基本的な点に疑問がある。また、90mYを 111Inの代わりに使う場合、
PET検査で使用される 18Fと同様、製造から限られた時間内（18Fでは８時間程度）で検定・
納入・使用する体制 [24]が必要であるが、治療に用いるので核医学検査よりも慎重な判断が
求められ、この時間の制約は大きい。なお、90Y, 90mY, 91Yは熱中性子による照射でも生じ、
90mY が 90Y の放射能の 1/100 程度、91Y（58.5 d）が 90Y の放射能の 10-9 程度である。

　一般に、核医学診断用途では RI製造に加速器が用いられる場合が多い。しかしながら、
核種によっては炉が適している場合もある。例えば、99mTcは一人一回分の診断に、薬剤に
もよるが 50-500 MBq前後が必要 [25]で、親核種の 99Moを加速器により生成することもでき
るが、材料試験炉 JMTRで予定されている 99Mo製造を補完し安定的な供給に資する73もの
とされている[35]。90Yもまた炉が適している場合に該当する。炉に関しては、核拡散を懸念
する向きもあるが、計量管理・保障措置上の区分で高濃縮ウランに区分される濃縮度 20 %

以上の燃料を用いる炉は現在では少なく74、JMTRでも JRR-4（1998年以降）でも、発電用
と同じ区分の低濃縮ウラン燃料（19.8 %）が用いられている[95]。再処理工程から抽出する
90Srを利用する場合は、再処理施設自体に厳格な計量管理・保障措置がかかっているので、
新たな査察が加わることはあるにせよ、核不拡散上の問題に発展するとは考え難い。

71.文献 [69] の表 A-7 (p.74).

72.事前検査で 90Y が予想外の場所に分布するケースが、治験時に実際に見いだされている。
73.特開 2010-223942 では、高速中性子フルエンス率 1014 cm-2 s-1 オーダーに達する国際核融合材料照射施設に於い
て、天然存在比 9.6 % の 100Mo を 100 % に濃縮して用いた場合の収率が、熱中性子フルエンス率 1014 cm-2 s-1 
オーダーの炉に於いて核分裂によって 99Mo を得る場合の収率の２割強であると試算されている。ここで、高
速中性子による 100Mo の (n, 2n) 反応の断面積は 1.5 barn、核分裂により 99Mo を得る場合は 7 barn 相当とされ
ている。

74.古い炉（例えば MDS Nordition 社の 99Mo 製造炉や改造前の JRR-4 など）はウラン濃縮度 20 % 以上の燃料を
用いていた。
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6. 高レベル放射性廃液から 90Y を抽出する方法

6.1　ミルキングに必要な 90Sr 量

　使用済燃料の再処理工程で生じる高レベル放射性廃液から 90Srを抽出・精製して原薬と
し、ミルキングによって 90Yを製造する方法と課題について述べる。半減期が 28.78年の
90Sr（親核種）と 64.10時間の 90Y（娘核種）は代表的な放射平衡（過渡平衡）として知られ
ており75、十分な時間が経過すると、親核種の原子数に対する娘核種の原子数の比 [96]は
2.5415 × 10-4に近づく76。表3-2から 1 GBqに相当する 90Yは 4.97 × 10-8 gなので、これと放射
平衡にある 90Sr量は 1.96 × 10-4 gとなる。放射平衡に至るまで十分に待つことができ、また
生成した 90Yを 100 %利用できるならば、１人分の 90Yを 3.7 GBqとする場合（Zevalin ®の
出荷前検定値が 1.85 GBq/ml で１人分が 1 ml なので製造直後の最大量はその 2 倍とし
た）、0.725 mgの 90Srがあれば、放射平衡に達する度に１人分の 90Yを得ることが出来る。
高レベル放射性廃液中には遙かに多い量の 90Sr が存在するので、量的には全く問題ない。

6.2　ミルキングの周期や効率を考慮した場合の 90Sr 量

　一定量の 90Sr（90Yを含まない初期状態）を考える。90Yが最大になる迄の経過時間を tmと
すると、λ1, λ2 をそれぞれ親核種と娘核種の崩壊定数として、tm は次式を満たす77：

λ1 exp(−λ1 tm)− λ2 exp(−λ2 tm) = 0 (6-1)

ニュートン法による近似解は tm = 765.7 hr = 31.9 dayである。tmにおける 90Y原子数N tm
2 は

90Sr の初期原子数をN0
1 として次式で与えられる（脚注の式に 6-1 式を代入する）：

N tm
2 =

λ1

λ2
N0

1 exp(−λ1 tm) =
λ1

λ2
N tm

1 (6-2)

N0
1 に対するN tm

2 の比として 2.5355 × 10-4、又は tm における親核種の原子数N tm
1 に対する

N tm
2 の比として 2.5408 × 10-4 が得られるので、tm を以て十分な時間とみなすことができる。

75.表3-1 で触れたように、Table of Isotopes 1996 等とアイソトープ手帳 2011 等では半減期に若干の違いがある。
ここでは、Zevalin ® の添付資料や薬事承認に合わせて Table of Isotopes 1996 等の値を用いた。

76. 90Sr の崩壊定数は１年を 365.2422 day として 2.7475 ×10-6 hr-1, 放射能は 4.5961 ×1014 Bq/mol 又は原子量が 

89.908 u なので 5.1120 ×1012 Bq/g 、90Y の崩壊定数は表3-2から 1.0814 ×10-2 hr-1 である。

77.核種 1 を 90Sr, 核種 2 を 90Y として、 dN1
dt = −λ1N1 , dN2

dt = λ1N1 − λ2N2  を一階線形常微分方程式と

して解く。核種 1 の解は言うまでもなく N1 = N0
1 exp(−λ1 t)  であり、核種 2 の解は一般解の公式から、

N2 = λ1
λ2−λ1

N0
1 [exp(−λ1 t)− exp(−λ2 t)] + N0

2 exp(−λ2 t)  と求まる。初期状態が 90Y を含まないならば

N0
2 = 0  なので第一項のみとなり、 dN2

dt = 0  から λ1 exp(−λ1 t) = λ2 exp(−λ2 t)  が求まる。
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図6-1　90Sr の初期原子数N0
1 に対する 90Y 原子数N2の比の時間的変化

　90Y原子数 N2のN0
1 に対する比の時間的変化を、図6-1に示す。λ1が λ2の 1/5000しかない

ため、最大値の前の傾きは大きいが最大値の後の傾きは著しく小さい。tmの近似解をニュー
トン法で求める際には精度に注意が必要である。但し、縦軸のスケールを大きくしてみる
と、31.9日後に最大値に達するのを待つまでもなく、8.8日後には最大値の 90 %，14.0日後
には最大値の 97.5 %（N14d

2 /N0
1 = 0.00024720）に達していた。ミルキングの周期としては tm

の半分弱の２週間で十分と考えられる。

　ミルキング周期を 14.0日に固定し、ミルキング効率を 20 %から 100 %で変化させた場合
の、ミルキングによって得られる 90Y原子数N14d

2 のN0
1 に対する比の時間的変化を、図6-2に

示す。厳密な式で表すのは難しいため、前頁の脚注の式を用いたシミュレーションを行っ
た。ミルキング効率が 100 %の場合の最初のミルキングでは、もちろん上記の 0.00024720

となる。ミルキング効率を変化させると、最初のミルキングで得られる値はミルキング効率
に比例して減少し、その後は 90Srの減衰に従って殆ど直線で減少した。このことから、効率
が良くない場合でも、回収できない 90Yが次回のミルキングに及ぼす影響は十分に小さく、
ミルキング効率と経過時間に応じた直線近似でN14d

2 /N0
1 を求めることができる。

　例えば、ミルキング効率 50 %の場合、N14d
2 /N0

1 は最初のミルキングでは 0.0001236、１年
後のミルキングでは 0.0001208、２年後のミルキングでは 0.0001179、３年後のミルキングで
は 0.0001151となる。従って、３年後のミルキングで 1 GBqに相当する 90Y（4.97 × 10-8 g）
を得るためには、最初の 90Sr量として 0.432 mgが必要となる。１人分の 90Yを 3.7 GBqとす
る場合は、1.6 mgの 90Sr（8.17 × 109 Bq又は 0.22 Ci）があれば、２週間毎に１人分の 90Yが
得られる。
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図6-2　２週間毎のミルキングによって得られる 90Y 原子数N14d
2 の

90Sr の初期原子数N0
1 に対する比の時間的変化

6.3　同位体組成比及び FP に含まれる同族元素とアルカリ金属元素

　ORIGEN2コードを用い、以下の 6ケースについて、Srの同族元素とアルカリ金属元素で
4 年冷却後のグラム数が 0 でない FP 核種を抜き出した。

• BWR 110 万kW級 高燃焼度化 Step 2（max. 50GWd/t、平均比出力 24.8 MW/t）
• PWR 118 万kW級 高燃焼度化 Step 1（max. 48GWd/t、平均比出力 39.3 MW/t）
• ABWR 138 万kW級（max. 55GWd/t、平均比出力 25.7 MW/t）
• APWR 153 万kW級（max. 55GWd/t、平均比出力 38.5 MW/t）
• 1/3 MOX 炉心 BWR 82 万kW級 島根２号炉（max. 40GWd/t、平均比出力 25.4 MW/t）
• 1/4 MOX 炉心 PWR 91 万kW級 泊３号炉（max. 45GWd/t、平均比出力 37.8 MW/t）

　ORIGEN2の出力 879核種のうち 4年後のグラム数が 0でない核種は 224 - 225核種、抜き
出した核種を表6-1に、同族元素とアルカリ金属元素の重量（燃料 1 ton U+Puあたり）及び
割合と Sr の同位体組成比を図6-3に示す。Na, Mg, K, Ca は FP には含まれない。
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表6-1　4 年冷却後の FP 中の Sr の同族元素とアルカリ金属元素の種類
85Rb † 86Sr † 133Cs † 132Ba †

86Rb 87Sr † 134Cs 134Ba †

87Rb † 88Sr † 135Cs † 135Ba †

89Sr 136Cs 136Ba †, 136mBa

90Sr 137Cs 137Ba †, 137mBa

† 安定又は殆ど安定な核種
138Ba †

140Ba
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ケース 90Sr 88Sr 87Sr 86Sr

a) BWR Step2 50GWd/t 57.42 % 42.47 % 0.001 % 0.10 %

b) ABWR 55GWd/t 57.27 % 42.62 % 0.001 % 0.11 %

c) 1/3 MOX BWR 40GWd/t 57.73 % 42.21 % 0.001 % 0.06 %

d) PWR Step1 48GWd/t 57.96 % 41.96 % 0.001 % 0.08 %

e) APWR 55GWd/t 57.82 % 42.10 % 0.001 % 0.08 %

f) 1/4 MOX PWR 45GWd/t 57.71 % 42.22 % 0.001 % 0.07 %

図6-3　FP 中の Sr の同族元素とアルカリ金属元素の重量及び割合と Sr の同位体組成比
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　90Srの同位体組成比は 57 %程度でどのケースもほぼ同じであった。また、Srの同族元素
とアルカリ金属元素に対する割合はケースごとに若干異なるが 8 % ~ 16 %であった。半減
期は、年オーダーが 90Sr（28.79 y）, 134Cs（2.065 y）, 137Cs（30.167 y）の３核種、日オーダー
が 86Rb（18.64 d）, 89Sr（50.53 d）, 136Cs（13.04 d）, 140Ba（12.752 d）、分未満が 136mBa と
137mBaである。90Srの親核種（90Rb, 90Kr, 90Br）はいずれも半減期が秒単位である。半減期か
ら予想される通り 136mBa, 140Ba, 136Cs, 86Rb は < 10-10 g, 89Sr は ~ 10-8 g オーダーで極めて少な
い。但し、137mBaは 137Csの娘核種であるため、~ 2 × 10-4 g程度で 20年冷却後でも安定的に
存在する。その他、6Li, 7Li, 9Be, 10Beは 10-4 ~ 10-5 g，86Srは ~ 100 g，87Srは ~ 10-2 gオーダー
であった。

　90Srは他の 3つの安定核種（88Sr, 87Sr, 86Sr）と混合した状態で得られ、Sr全体量は 90Sr量
のおおよそ２倍となる。90Sr以外は安定であるから、同位体分離或いは濃縮をしなくとも、
90Y のミルキングに支障は生じない。

　なお、図6-3の FP Total量は ORIGEN2が出力する FP核種の単純合計であり、希ガスの
Xe, Krを 15 %と 1 %程度含む。希ガス以外では Zr, Cs, Ba, Mo, Pd, La, Ce, Pr, Nd等が上位
を占める[97]。実際の高レベル放射性廃液には、これら FPのほか、残留アクチノイド元素と
多量の Na, Fe, Cr, Ni が含まれる。

6.4　90Sr の抽出・精製

　2.1で述べたように、薬事承認の審議報告書の別添に記載された Srの抽出・精製方法では
Sr•Spec™ カラムによって Sr を抽出し、SCR カラムによって二価の Sr イオンを濃縮し、
TRU•Spec™カラムによってプルトニウムを含むアクチノイドを除いている。もう一つの方法
では Sr-resin[13][98]を用いるが、いずれの場合も DtBuCH18C6（ 4,4'(5')-bis(tertbutylcyclohexa-

no)-18-crown-6 ）と呼ばれるクラウンエーテルの一種[99]を利用することでは変わらない。

　これらの記載では省略されているが、高レベル放射性廃液に含まれる各種の元素を分離す
る際は、旧原研で行われていた４群群分離のプロセス開発[100]から最近の報告 [12]に至るま
で、最初にギ酸による脱硝操作が行われる。４群群分離プロセスではこの脱硝操作において
pHを 0.5-0.8として Zr, Moを沈殿物として除去するが、中性から弱酸性領域に調整すれば
Srの同族元素とアルカリ金属元素以外の大部分は沈殿物に移行し[101][102]、廃液中に残留する
元素は主に Na, Rb, Cs, Sr, Baとなる。次に、炭酸カルシウムやリン酸カルシウムにより pH

を中性から弱アルカリ領域に調整すれば、Sr, Baが沈殿物に移行する。TBP等によって溶媒
抽出を行えば、残留アクチノイド元素は除去される。一部の白金属元素には、フィルターで
分離できるものもある。地層処分されるガラス固化体からの発熱性核種の分離を目的とした
群分離又は核種分離技術と異なり、医療用の Srの分離では Srがろ液側に残留しても大きな
問題にはならない。
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　DtBuCH18C6は、得られた沈殿物を再溶解し、硝酸をフィードして Srを分離する段階で
用いられる。構造式[103]と EXAFによる Srの配位状態[104][105]を、図6-4に示す。DtBuCH18C6

１分子に対して硝酸イオン 1.9分子が配位し、Sr-Oの平均距離は 2.65 Å、Sr-Cの平均距離は
3.53 Å とされる。抽出平衡式はクラウンエーテルを E として、次式で与えられる。

Sr
2+

+ 2NO
−
3 + E ⇔ Sr (NO3)2 E

　図6-5に 2価のイオン（同族元素ほか）と1価のイオン（アルカリ金属元素ほか）に対す
る重量分配比78 Dwの硝酸濃度依存性を示す[106]。Sr2+の重量分配比に対する Ba2+の重量分配
比が 0.1未満となるには、7規定以上の濃硝酸が必要なことがわかる。なお、DtBuCH18C6

は希釈剤或いは改質剤（1-オクタノール）中の重量比を 40 % として使用される。

図6-4

左）DtBuCH18C6 の構造式
　（文献 [103] から転載）
右）DtBuCH18C6 と
　　Sr (NO3)2 の配位状態
　（文献 [104] より転載）

図6-5　DtBuCH18C6 の各種イオンに対する Dw の硝酸濃度依存性（文献 [106] から転載）

78.原文献では weight distribution ratio (as the ratio of the metal concentration per gram of resin to the metal concentration
per mL of aqueous phase at equilibrium)、Eichrom 社の図で用いられている k' とは k' = Dw/2.19 の関係がある。
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　DtBuCH18C6は、４群群分離以降の機構の分離プロセス[107]開発研究の中でも Cs-Sr分離
の重要な候補となっている。抽出クロマトグラフィの試験結果を資料 [107]から抜粋して図6-6

に示す。薬剤用の微量の 90Sr分離の前処理は、この図の前処理と異なる可能性があり、一概
には言えないが、Tcを分離し難い点には注意が必要となる。その他、FPではないがステン
レスに由来し量の多い Fe, Cr, Niと、量は少ないが Tcと同族の Mn、価数が Srと同じ 2で
毒性が強い Cdにも注意が必要と思われる。なお、同じクラウンエーテルを利用するが固相
抽出法による製品も市販されている[108]。

図6-6　Cs-Sr 分離に関する抽出クロマトの試験結果（資料 [107] より転載、一部改変）

　その他、４群群分離プロセスで用いられたオルトチタン酸（ TiO2•2H2O又は Ti (OH)4）
も考えられる。オルトチタン酸は特定の結晶形を持たず[109]、Ti4+イオンを含む水溶液にアル
カリを加えると生じる白色のゲル状物質79である[110]。機構の東海再処理工場低レベル放射性
廃液処理施設では、オルトチタン酸ではないが Na等を含むチタン酸樹脂を用いて Srを除去
している[111]。しかしながら少量を扱う分析手法に限れば、オルトチタン酸よりも Sr-resinが
一般的であり、機構資料 [112]には図6-7の分析法が示されている。また、DOE資料[113]は環境
分析と廃棄物分析の両方を対象としており、RP500(a) “Purification of Strontium in Water Before

Strontium-89/Strontium-90” と RP501(a) Rev.1 “Determination of Total Radioactive Strontium in

High-Level Samples using Extraction Chromatography”が参考になる。DOE資料では、イオン

79.オルトチタン酸の酸素原子に直鎖状の脂肪酸が結合したオルトチタン酸テトラエチルやオルトチタン酸テト
ラブチル（金属アルコキシドの一種）は、比表面積が大きく分散性の良い酸化チタン微粒子を生成するため
の重要な出発物質となっている。
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交換法／リン酸カルシウム沈殿法／炭酸カルシウム沈殿法による前処理や、Sr-Spec™を利
用した精製の手順が述べられている。Feとの共沈も利用できるとされる。薬剤用の微量 90Sr

分離は、これらの分析技術を応用したものになると考えられる。

図6-7　Sr-resin を用いた 90Sr の分析
スキームの一部。
抽出した 90Sr を 2 週間静置して
90Y を生成させその放射能から 
90Sr 量を求める
（資料 [112] より転載）

　Baは放射能／発熱ともに大きくないため、群分離或いは核種分離では重要な位置を占め
ていないが、薬剤用の微量の 90Sr分離では相互の分離は必須となる。Srと Baの分離につい
ては、共沈による初期の文献 [114]やイオン交換樹脂による文部科学省資料 [115]が参考になる。
強酸性陽イオン交換樹脂（Dowex 50W-X8）による溶解曲線を図6-8に示す。Dowex 50は、
次章の 90Y 精製に関する文献でもよく用いられている。

図6-8　イオン交換樹脂（Dowex 50W-X8）における溶解曲線（資料 [115] より転載）

JAEA-Review 2012-008

- 47 -



6.5　90Y のミルキング・精製

　薬事承認の審議報告書 [11]には、90Yのミルキング・精製についての説明があるが、定量的
或いは具体的な箇所の説明は全て伏せられている。この報告書によれば、ミルキング・精製
及び製剤は以下の工程から構成されている：

　CIS bio international 社及び/又は IRE 社における塩化イットリウム（90Y）原液製造工程
　　第一工程（抽出工程）
　　第二工程（精製工程）
　　第三工程（溶解工程）
　CIS bio international 社及び富士フィルム RI ファーマ株式会社における製剤製造工程
　　検定時に 1850 MBq/mlとなるように塩化イットリウム原液の濃度を調整し、バイアル
　　への分注、密閉、減菌、包装を行い（以上、CIS bio international社）、別に製造された
　　製剤と合わせて静注キットとする（富士フィルム RI ファーマ株式会社）

　第一工程から第三工程では、硝酸ストロンチウム（90Sr）溶液中に生成している 90Yを第一
工程で抽出（ミルキング）し、残留している 90Srを第二工程で除去（精製）し、同じく残留
している溶媒を第三工程で除去しており、著者の理解では、第一工程では樹脂カラムを用い
ない溶媒抽出、第二工程では樹脂カラムを用いた溶媒抽出或いは抽出クロマトグラフィー、
第三工程では加熱による有機溶媒の留去が行われている。

　この分野で多くの貢献がある米国アルゴンヌ研究所（Argonne National Laboratory）の
Mark L. Dietzと E. Philip Horwitzの論文[116]を見ると、90Srと 90Yの分離について溶媒抽出法
が 1957年から、イオン交換法が 1960年から、沈殿或いは析出法が 1953年から、クロマト
グラフィー法が 1974年から発表されている。また、イオン交換法が当時の多くの研究者に
着目され、イオン交換樹脂により90Srを保持し、乳酸／酢酸／クエン酸／シュウ酸／EDTA

などにより 90Yを水相に溶離する方法が 1960年代から 1970年代にかけて研究されている。
これらを組み合わせた 90Sr - 90Yジェネレーターもまた、同じ時期に考案されている。一方、
抗体に 90Yを標識するアイデアは 1985年頃から登場した[117]が、抗体を直接標識するために
は当時の90Y分離方法では不十分で、標識前に精製しなければならないことが判ってきた。
また、医療用に必要な 1 Ci超の放射能を取扱う場合は樹脂の劣化や装置の大型化が問題と
なることが判り、ドデカンを希釈剤、D2EHPA 又は HDEHP（bis-(2-ethylhexyl) phosphoric

acid）を抽出剤として、90Sr/90Yの酸性希薄溶液から溶媒抽出により 90Yを抽出する方法が
Wikeらにより 1990年に発表された[118]。また同年、TBPに溶解した CMPO（Octyl(phenyl)-

N,N-diiso-butylcarbamoylmethylphosphine oxide）を混合抽出剤とし、樹脂を担体として 90Yを
分離する方法が、翌年には同じ樹脂を担体として DtBuCH18C6を抽出剤として 90Srを分離
する方法が Horwitzらにより発表された。これらはそれぞれ RE•Spec™カラム，SR•Spec™

カラムとして市販されている。また、D2EHPA又は HDEHPを抽出剤とし、テフロン樹脂を
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担体として 90Yを分離する方法が台湾 Institute of Nuclear Energy Researchの Hsiehらにより
1993年に発表された[117]。Dietzと Horwitzが用いたシステム[116]を図6-9に、Hsiehらが用いた
システム[117] を図6-10に示す。

図6-9　RE•Spec™ と SR•Spec™を用いた医療用 90Y の抽出方法（文献 [116] より転載）

　図6-10　D2EHPA 又は HDEHP を用い
た医療用 90Y の抽出方法（文献 [117] よ
り転載）カラム直径は 5 mm
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　ミルキング・精製において、最も注意しなければならない不純物は、親核種かつ骨親和性
の 90Srであり、IAEA Technical Report No.470では、最大身体負荷量（MPBB: Maximum per-

missible body burden）を 74 kBq（2 μCi）として[119]、放射化学純度は 99.998 %以上でなけれ
ばならない[120]とされる。この場合の 90Y量は逆算すると 3.7 GBqであり、本章の最初で仮定
した製造直後（ミルキング直後）の最大量と同じである。従って、この最大量において放射
化学純度が 99.998 %以上ならば、残留 90Srが最大身体負荷量を超えることはない。残留 90Sr

は Dietzと Horwitzが用いたシステムでは 10-9オーダー、Hsiehらが用いたシステムでは 10-8

より良好とされているので、十分に高い放射化学純度が得られることがわかる。

　なお、Hsieh ら文献 [117]では、塞栓治療に用いられるリピオドール（本来は造影剤）と
DTPAを合わせたものを 90Yで標識するとの記述があり、放射塞栓療法を目指していた様子
が明確に伺える。

　IAEA Technical Reportによれば、抽出クロマトグラフィーによって放射化学純度を（簡易
的に）確認するための方法が２つある[121]。一つは先の Sr-resinを用いる方法で、もう一つは
KSM-17 と呼ばれる溶媒を用いる方法である。KSM-17 は、レアメタル用金属抽出剤の
PC-88A（2-ethylhexyl hydrogen-2-ethylhexyl phosphonate, CAS No. 14802-03-0）[122]と同じもの
で、1 Ci の 90Y を検査する場合に 10 µ Ci の 90Sr を検出できる（感度 0.001 %）とされる[123]。

　PC-88A又は KSM-17は抽出剤としても用いられ、多孔質テフロン膜を担体として液膜を
利用して 90Yを分離する方法がインド Bhabha Atomic Research Centreの A. Ramanujamらに
より発表されている[124][125]。これは支持液膜（SLM: Supported Liquid Membrane）式の無担持
90Sr - 90Yジェネレーターとも呼ばれ[126]、孔の平均直径は 0.45 μm，空隙率は 84 %，膜厚は
160 μm，膜面積は 1.13 cm2である。１段式（図6-11）と２段式（図6-12）があり、１段式
では受取側が Srで汚染される点が２段式では改善され、先の放射化学純度を満たすように
なった。また２段目には、KSM-17に代えて CMPOと TBPの混合溶媒が採用されている。
開発中のためか、チェンバーの容積は供給側も受取側も 5.0 mlと小さい。図6-10の方法では
8 Nの塩酸を使用するが、図6-12の方法ではより穏やかな条件となっている。支持液膜中の
Y の輸送については、A.G. Gaikwad の報告がある[127]。

図6-11　KSM-17 液膜を使用する
１段式 SLM ジェネレーター
（文献 [126] より転載）
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図6-12　KSM-17 液膜と CMPO 

液膜を使用する２段式 SLM ジェ
ネレータ
（文献 [126] より転載）

図6-13　放射能の時間変化
（文献 [126] より転載）

　２段式の場合の各チェンバーの放射能の時間的変化を図6-13に示す。90Yの濃度が供給側
と受取側で同じになる 50 %の状態が限界となることがわかる。また、受取側の濃度が 40 %

を超えるのにほぼ 10時間を要しており、最初に膜に KSM-17を浸透させるのに少なくとも
12時間を要するとの記載もある。Bhabha Atomic Research Centreでは、D2EHPAと SLMの
組み合わせについても研究報告を行っている[128]。

　これまでに登場した抽出剤の化学構造式を図6-14に示す。90Y抽出には用いられていないが
国内外の次世代再処理で検討されている TODGA[129][130], DIDPA[131], Cyanex 272, Cyanex 301

と H2DEH[MDP]（Bis(2-ethylhexyl)methanediphosphonic acid）[103][132]も併せて示した。類似点
を示すため、後述する３次元的な分子構造に係わらず、アルキル基を横向きに揃えている。
これらは TODGAを除いて全て有機リン化合物であり、リンとアルキル基の間に入る酸素の
個数の違いや、リンがイオウに置換されている等の違いがあるものの、有機溶媒と親和性の
高いアルキル基を有し、リン又はイオウ原子と二重結合を持つ酸素を有する点が共通する。
CMPO, H2DEH[MDP], TODGAは二重結合を持つ酸素原子２個でイオンを挟み込む[133]点が
他の抽出剤と異なり、次世代再処理では Am, Cm等のアクチノイド抽出剤として用いられ
る。もとより Yは希土類の同族元素であるから、次世代再処理の希土類 and/orアクチノイ
ド分離プロセスで用いられる各種の抽出剤を応用することができるものと考えられる。
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D2EHPA / HEPDA for 90Y generation PC88A / KSM18 for 90Y generation

TBP for 90Y generation DIDPA

Cyanex 272 Cyanex 301

CMPO for 90Y generation TODGA

H2DEH[MDP]

　図6-14 90Y 抽出及び次世代再処理等で
アクチノイド抽出に用いられる
各種の抽出剤

　有機リン化合物の３次元的な構造については、正四面体の中央にリン原子が存在し各頂点
にアルキル基２つと二重結合の酸素及び OHが存在する。二重結合の酸素は陽イオンと親和
性を持ち、更に酸性環境では OHの水素が遊離する[122]ため、親和性がより強くなる。この
際、Sr2+とY3+では二量体なのかそれ以上なのかの違いや、酸濃度に対する親和性の違いが
生じるので、両者の分離が可能となる。Am, Cmは希土類と同じ３価なので、この方法では
分離が難しく、二重結合の酸素２個でイオンを挟み込むキレート的な方法が用いられる。
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　近年では、D2EHPAと遠心抽出機を用いて医療用 90Yを得る方法が、チェコとロシアから
報告されている[134]。遠心抽出機の構造と抽出フローを図6-15に示す。遠心抽出機は構造の異
なる２段で構成され、回転数はいずれも 2800 rpmとされる。抽出フローの記載から内容積
はいずれも 50 ml程度と推定される。図6-10と比較すると、第１段では 0.3 ~ 8 Nの HClに
代えて 0.5 Nの HNO3を用い、第２段では 8 Nの HClに代えて 5 Nの HClを用いており、
より穏やかな条件となっている。取り扱う放射能量は 55 GBq とされている。

　高回転数の遠心抽出機なので、温度上昇による抽出剤の寿命が気になるところであるが、
温度についてはわからない。材料にはチタン及びテフロンが使用され、不純物の低減に注意
が払われている。

　図6-15　医療用 90Y の抽出方法の例２
　　（文献 [134] より転載）

　上：抽出フロー

　左：遠心抽出機
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　6.6　最小ユニットへのスケールアップ

　文献 [117]による試験では、得られる 90Yは数 mCiレベルであった。本章 6-2節で述べたよ
うに、ミルキング効率が 50 %の場合、１人分の 90Y（最大量として 3.7 GBq又は 0.1 Ci）を
当初 3年間にわたって 2週間毎に得るためには 1.6 mgの 90Sr（8.17 × 109 Bq又は 0.22 Ci）が
必要である。治験第Ⅱ相で 10人程度の患者に供給する場合でさえ、文献 [117]の試験規模では
スケールが二桁も不足する。半減期が長く、小規模な機材でも時間をかければ量を稼ぐこと
ができる 90Srと違い、１人分の 90Y量を１回で供給できるだけのジェネレーターは、相応の
規模を有する（最小ユニットと呼ぶ）。ミルキング効率に依存するが、この最小ユニットを
90Srで 9.25 × 109 Bq又は 0.25 Ciとすれば、数 mCiレベルの方法をこの規模までスケール
アップして初めて、治験第Ⅱ相が可能となる。スケールアップ試験では、放射化学純度
99.998 %以上の 90Yが安定して得られることはもちろん、操作性や保守性、自動化、親核種
のリサイクル、抽出剤や溶媒の寿命、品質管理、廃液や固体廃棄物の処置などに関する試験
を行い、開発要素は解決しておく必要がある。90Srの抽出・精製は再処理施設の一部で実施
する他ないが、後述する法令の要件から 90Yのミルキング・精製は放射性医薬品の製造所で
行われることになるため、スケールアップされたジェネレーターはこの製造所に設置され、
最小ユニットを並列化する或いは数倍大きくするにすることによって、実用機が構成される
と考えられるからである。もっとも、図6-15のような遠心抽出機の場合は、製作或いは操作
や保守が容易な機材の大きさがあるので、数人分の 90Y量を１回で供給するのが最小の大き
さになる可能性もある。なお、基となる高レベル放射性廃液試料には少量ではあるが核燃料
物質が含まれるので、90Srの抽出と精製に関しては、IAEAへの事前説明と計量管理も必要に
なる。

　スケールアップ試験に必要な高レベル放射性廃液試料を準備することのできる場所として
は、東海再処理工場では、核分裂生成物を 1000 GBq（27 Ci）までの扱うことのできる小型
試験設備[135]の試験セルが第一候補となる。得られる放射化学純度や基礎的データなど、文献
の試験規模で行える範囲については、これに限らない。スケールアップ試験が成功し、実用
機が軌道に乗れば、あとは 90Srを補充してゆけばよい。補充量はミルキング効率には無関係
で 90Srの半減期に応じて求められるが、再処理施設は定期検査や実在庫調査等によって年間
数ヶ月は 90Srの供給ができない時期が生じる。何らかの保安上の問題が生じると、１～２年
90Srの供給ができないこともあるかもしれない。本章で、当初 3年間にわたって 2週間毎に
１人分の 90Yを得ると仮定したのは、このような場合を想定したためである。通常の補充の
頻度はおそらく年 1-2回が適切と思われ、年 2回の場合は最小ユニットあたり 111 MBq又は
3.0 mCi、年 1回の場合は最小ユニットあたり 220 MBq又は 6.0 mCiが補充量となる。この
程度の放射能量ならば分析設備を強化した程度で取り扱いは可能と考えられるので、将来的
に小型試験設備を撤去しても、既存の再処理施設で対応は可能と思われる。しかしながら、
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需要が予想外に大きくなり、実用機が最小ユニットの数倍を超える場合は、この限りではな
い。いずれにせよ、設備や機材の大きさはそれほど大きなものではない。

　第６章の結論として、既存の再処理技術、特に群分離・核種分離に関する知見及び資材を
応用すれば、高レベル放射性廃液から医療目的の 90Yを得ることは技術的には十分に可能と
考えられる。但し、１人分の 90Y量を１回で自動的かつ安定的に供給できるジェネレーター
の開発が新たに必要である。この開発を行う試験場所は、多量の核分裂生成物を扱うことの
できる小型試験設備が、第一の候補となる。

図6-16　東海再処理工場の小型試験設備（文献 [135] より転載）

　なお、90Yの供給元として、CIS bio international社（Zevalin ®の我が国における審議報告
書に記載のある）のほか、最近ではMDS Nordition社（マイクロスフィアではなく薬剤用と
して）、PerkinElmer 社、Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH（旧 AEA Technology QSA GmbH

社）を見つけることができる[134]（2011年末現在）。最近では日本アイソトープ協会から購入
も可能になっている（ 37 MBq～ 3.7 GBqで 31万円～ 70万円）80。我が国で 90Yを製造する
場合、まずは我が国での 90Y医薬品或いは医療機器の開発、特に非臨床試験に資することが
できるよう、価格を大幅に下げる必要がある。

80.日本アイソトープ協会→製品関連情報→ラジオアイソトープ受発注システム J-RAM→製品検索で Y-90

JAEA-Review 2012-008

- 55 -



7. 関連法令について

7.1　主な規制や法令

　90Srを抽出・精製して原薬とし、ミルキングによって製造した 90Yを検査・検定した後、
放射性医薬品として医薬品又は医療機器の製造販売業者に出荷し、薬物送達やその他の目的
で使用する薬剤又は必要な医療用機器等と組み合わせて治療に使用し、残りを処分する過程
に関連する法令について述べる。RIを検査や治療の目的で使用する場合、適用される政令81

（施行令），省令82（施行規則、規則），告示 83、通達 84は、主に次の法律の下 85にある。

•薬事法 ：医薬品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等。

•医療法 ：医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療の効率的な提供等。

•放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（以下、障防法と言う）

 ：原子力基本法の精神に則った放射線障害の防止と公共の安全の確保等。

　医療従事者及び放射線作業従事者の被ばくの低減は、労働安全衛生法及び国家公務員法86

に定められている。医療機器に関しては、ISO規格に対応して以下の規格が定められている
ほか、多数の JIS 規格が個別に定められている。

• JIS Q 13485: 2005, TR Q 14969: 2007　医療機器の品質マネジメントシステム87と指針 88

• JIS T 14971: 2003　リスクマネジメントシステムの医療機器への適用 89

　また、親核種の 90Srは高レベル放射性廃液から抽出されるので、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律（以下、炉規法）との関係が生じる。しかしながら、国民の
保健衛生の向上を図ることを目的として、医薬品或いは医療機器に限り応用するのであれ
ば、その場合に限り、除外規定を設けて炉規法の制約から除き、薬事法と医療法の下に規制
するのが合理的ではないかと考えられる。障防法では、障防法施行令の第一条においてその
ような放射性同位元素を除外し、告示によって核種や使用法を具体的に指定している。

81.内閣の閣議を経て制定され、法律と異なり国会の審議は経ないが、法規性を有する（国民を拘束する）もの
82.省庁の大臣又は長官により制定され、内閣の審議を経ないが、法規性を有するもの
83.法規性を有しないが、官報で公示され、事実上、国民を拘束するもの
84.省庁の内部規則で、法規性を有しないが、国民を拘束することもあるもの
85.第○条又は第○条の○又は第○条の○の○、算用数字の第○項、漢数字の第○号、次いでイロハの順で分岐
86.電離放射線障害防止規則（以下、電離則）及び人事院規則一〇一五（職員の放射線障害の防止）
87. ISO13485: 2003  Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
88. ISO/TR14969: 2004  Medical devices - Quality management systems - Guidance on the application of ISO13485: 2003

89. ISO14971: 2007  Medical devices - Application of risk management to medical devices
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7.2　検査や治療の目的で使用される放射性同位元素の除外

　障防法施行令の第一条の全文を以下に示す：

第一条　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（以下「法」という。）第二条第二
項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装
備されているこれらのものを含む。）で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごと
に文部科学大臣が定める数量（以下「下限数量」という。）及び濃度を超えるものとする。ただし、
次に掲げるものを除く。

一　原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三
号に規定する核原料物質

二　薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品及びその原料又は材料
であつて同法第十三条第一項の許可を受けた製造所に存するもの

三　医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定
する診療所（次号において「病院等」という。）において行われる薬事法第二条第十六項に規定する
治験の対象とされる薬物

四　前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他
の治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病
院等において調剤されるもののうち、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定するもの

五　薬事法第二条第四項に規定する医療機器で、文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協
議して指定するものに装備されているもの

　検査や治療の目的で使用される放射性同位元素は、薬事法では放射性医薬品、医療法では
診療用放射性同位元素或いは陽電子断層撮影診療用90放射性同位元素と呼ばれる。外部照射
用の密封線源 91は含まれない。第二号では薬事承認を得た医薬品の RI（場所は問わない）と
製造業の許可を受けた製造所で製造段階にある RIを、第三号では薬事承認を得る段階にあ
る RI（場所は問わない）を、障防法で規制する RIから除外している。第四号では、半減期
の短い PET核種を病院に設置したサイクロトロンで製造する場合（製造業の許可を受けた
製造所ではない場合）にこれを除外している。第五号では、密封線源ではあるが体内に永久
留置するもの等を除外している。文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して
指定する、とある部分は告示により具体的に指定される。一例として、平成十七年六月一日
の文部科学省告示第七十六号において、体内に永久留置する 125Iと 198Au（前立腺がん治療に
用いられるシード線源）が指定されている。後述するが、これらの除外規定によって薬事
法・医療法の下に置かれた RIは、廃棄物や輸送に至るまで薬事法・医療法の下に置かれて
おり、障防法の下に再び置かれることはない。

90.陽電子放射断層撮影装置による画像診断を陽電子断層撮影診療と言う（医療法施行規則第二十四条第八項）
91. 60Co や 192Ir など
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7.3　炉規法における有用物質

　炉規法第二条第八項には「核燃料物質その他の有用物質」の文言がある：

この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせ
た核燃料物質（以下「使用済燃料」という。）から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、
使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

この文言は、「核燃料物質その他」の「有用物質」なのか「核燃料物質」と「その他の有用
物質」なのか、２通りの読み取りができるが、いずれにしても核燃料物質以外にも何らかの
有用物質があり得るものと想定されている。しかしながら、再処理事業規則により「核燃料
物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最大能力」を記載 92しなければならないと
定められている設置承認申請書 [136]には、ウランとプルトニウム以外の記載は無い。これら
はいずれも核燃料物質であるから、90Srは勿論 U, Pu以外の残りの全ての元素 93は、分離すべ
き核燃料物質その他の有用物質には該当せず、かつ核燃料物質以外の有用物質は無い、とい
う考え方に立っている。こららの元素は、障防法施行令第一条の除外に直接的には該当しな
いが、分離されなかった核燃料物質と不可分であり炉規法の下にある。有用物質の定義は関
連法令には書かれていない。

　一方、90Yの原薬としての 90Sr（抽出・精製した後）は、Zevalin ®が我が国で承認され、
我が国の原薬等登録原簿 94に 90Srが登録されている95以上、障防法施行令の第一条第二号で
障防法から除外され薬事法の規制下に入っている。製造所が海外であるが、海外で製造され
る原薬或いは医薬品の輸入は特殊なケースではなく、製造事業者を許可する（国内）のか認
定する（海外）のかの違いに過ぎない。90Sr が有用な物質であることは論を待たない。

　この有用な 90Srを、炉規法の言う有用物質の一つとすることは、U, Pu以外に分離すべき
核燃料物質その他の有用物質があることになり、設置承認申請書が立っている考え方そのも
のに影響が及ぶ。２つの壁があり、１つ目は、利用する量がごく僅かであるからそもそもの
想定と異なる可能性が高く、僅かの量の 90Srをウランやプルトニウムと同列に種類及びその
種類ごとの最大能力を設置承認申請書に記載することに違和感が生じる。２つ目は、核燃料
物質と不可分ではなくなり障防法施行令第一条の除外に該当しなくなる点である。

92.再処理事業規則第一条の二第二号により、事業指定申請書には分離・精製・脱硝する「核燃料物質その他の
有用物質の種類及びその種類ごとの最大能力」を記載しなければならない。機構の再処理施設の場合、事業
指定申請書ではなく、炉規法の附則（昭和五四年六月二九日法律第五二号）第二条により、設置承認申請書
により再処理事業規則を含む新しい炉規法の規定が適用される。

93. U, Pu 以外のアクチノイド元素、核分裂により生じた元素、放射化により生じた元素等
94.原薬とは、専ら他の医薬品や医療機器の製造の用に供されることが目的とされている医薬品や原材料（薬事
法施行規則第四十四条）を指し、正確な呼称は「原薬たる医薬品」である。多くの場合、薬の箱に有効成分
として記載されるものであるが、90Sr は有効成分ではなく親核種であるという違いがある。

95.原薬等登録原簿への登録番号が薬事承認の審議報告書の別添に明記されている。
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7.4　障防法への除外規定の追加

　１つ目の壁については、炉規法の言う有用物質という文言にこだわることなく、利用する
90Srは炉規法で想定している有用物質にはあたらないと解釈すること（利用される 90Sr量が
核燃料物質よりも圧倒的に少ないことが理由）が、解決の一つとして考えられる。言い換え
ると、国民の保健衛生の向上を図ることを目的として、医薬品或いは医療機器に限って応用
する場合に限り、せいぜいグラム未満の 90Srを分離・精製する行為（単離が完了するまで）
は炉規法の精神には抵触しないと解釈することになる。

　単離が完了した後は、核燃料物質と不可分ではなくなる。このままでは、障防法の規制を
受ける状態に移行するため、障防法施行令の第一条に第四号と同じ考え方の除外規定を追加
することにより、障防法に抵触しないで、直ちに薬事法の下に置く（原薬として）ことが、
２つめの壁への解決策として考えられる。第四号は、陽電子放射断層撮影（PET）装置によ
る画像診断に用いられる放射性医薬品を製造を、薬事法第十三条第一項の許可（放射性医薬
品を製造する場合に適用されるもの）を受けた製造所（障防法施行令第一条第二号で除外）
ではなく、病院のサイクロトロンで行うことを想定したもので、その条件が文部科学省告示
で厳格に指定される96。再処理施設の中で行う 90Srの分離・精製は、これと類似のケースと
して、文部科学省告示で指定を受けることが考えられる。第四号の中で読み取ることはでき
ない。また、サイクロトロンでは RIが新たに生成されるが、90Srは核燃料物質と不可分の
状態で既に存在していたものであり、類似のケースとはいえ、薬事法による規制のスタート
がどこなのか、この点が議論になるかもしれない。

　以上２つの考え方が合意されるならば、利用する 90Srは、炉規法の言う「核燃料物質その
他の有用物質」には該当しない物質から、障防法に抵触することなく薬事法の下に置かれる
ことになる。薬事法による規制のスタートがどこなのか、この点が議論になるかもしれない
が、利用する 90Srは、分離・精製が終わった段階で初めて定量可能になることと、分離前の
状態では核燃料物質と不可分の状態で炉規法の下にあるので、規制の連続性は保たれてい
る。このようにして、高レベル放射性廃液からの分離・精製の終了（或いはその前）を以て
90Srは炉規法の下から薬事法の下に入り、放射性物質等の運搬に関する基準（薬事法下）に
よって別施設（放射性医薬品の製造所で薬局等構造設備規則を満たす）に輸送され、ここで
ミルキングによる 90Y の製造がおこなわれることになる。

　なお、これらはあくまで著者の考えであり、法令の専門家の知見は未だ入っていないこと
を強調しておく。言うまでもなく、90Yの医療への利用が国民の保健衛生の向上に役立つと
認められることが前提である。

96.放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示（平成十
七年文部科学省告示第百四十号）
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7.5　薬事法による規制の概要

　原薬

　2.1で説明したように、Zevalin ®の薬事承認の審議報告書では 90Srは 90Yの製造の一部で
はなく、原薬等登録原簿（Master File）に登録された原薬として扱われている（90Srの抽出・
精製は本文に含まれず別添で扱われている）。薬事法施行規則第四十四条に定められている
が、原薬とは、専ら他の医薬品や医療機器の製造の用に供されることが目的とされている医
薬品或いは原材料で、具体的には厚生労働大臣の指定による97。正確な呼称は「原薬たる医
薬品」であり、薬事法第二条第一項の医薬品の定義において、第一号の日本薬局方に収めら
れている物以外に、第二号を含めて広く考えることができる。但し、実際には有効成分に相
当する医薬品を指す場合が多い。90Srの場合は親核種であって有効成分ではないため、別添
扱いになっているものと思われる。

　原薬に関して、薬事法第十四条の十一第一項では、原薬等を製造する者（外国において製
造する者を含む）は、その原薬等の名称、成分（成分が不明のものにあつてはその本質）、
製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に任意
で登録を行うことができると定められており、製造販売の承認では、MF登録された原薬を
引用する形になる。図7-1に示すように、この制度を利用すると、原薬の製造に関する詳細
を医薬品の製造或いは製造販売事業者に開示する必要がなくなり、複数の事業者が同じ原薬
を利用することもできるので、原薬製造業者の知的財産に関する情報の機密の保持や、承認
審査の効率化に役立つとされる。

各品目に対する製造販売の承認
（非臨床試験・臨床試験・製造管理及び品質管理・製造販売後の調査及び試験の実施の要件）

原薬の品質等を審査・登録：Master File

製造所に対する製造業の許可（構造設備に関する要件）

事業者に対する製造販売業の許可（品質管理及び製造販売後安全管理に関する要件）

原薬のメーカー
（製造販売業の許可や製造販売承認不要）

医薬品の事業者Ａ
（製造販売承認必要）

医薬品の事業者Ｂ（含Ａ）
（製造販売承認必要）

有効性・安全性・品質
 を審査 Master File

承認

承認

有効性・安全性・品質
 を審査 Master File

品目２

品目１

図7-1　薬事法による規制と原薬等登録原簿制度の概要

97.原薬等登録原簿制度について（http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/mf.html 内）を参照。
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　薬事法下の各種省令

　薬事法では、アメリカ食品医薬局（FDA）が定めたプロセス実施基準98（Good Manufactur-

ing Practice）の考えに準じ、表7-1の省令が定められている。学術雑誌の記事では、表右欄の
略号で呼ばれることが多い。なかでも、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質
管理の基準に関する省令（医療機器 GMP,平成十六年省令第百六十九号）は、ISO13485/JIS

Q 13485に対応するもので、QMS省令とも呼ばれる。プロセス実施基準の省令以外では、
表7-2の省令等が定められている。省令は全て厚生省令又は厚生労働省令である。

表7-1　薬事法の委任を受けて定められているプロセス実施基準のための省令

医薬品 99の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
GLP 100

医療機器 101の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
GCP 102

医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令

医薬品及び医薬部外品 103の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
GMP 104

医療機器及び体外診断用医薬品 105の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 106

医薬品、医薬部外品、化粧品 107 及び医療機器の品質管理の基準に関する省令 GQP 108

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 GVP 109

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
GPSP 110

医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令

98. 品質管理基準との訳もあるが、ISO 品質管理とは異なる実際的な製造及び品質確保の実施基準。
99. 日本薬局方に収められているもの（薬事法第二条第一項）としては、医療用医薬品（処方せん医薬品と非

処方せん医薬品）と一般用医薬品（第一類, 第二類, 第三類）及び薬局製造販売医薬品
100. Goog Laboratory Practice 平成九年省令第二十一号（医薬品）及び平成十七年省令第三十七号（医療機器）
101. 疾病の診断、治療若しくは…機械器具等であって、政令で定めるもの（薬事法第二条第四項～第八項）
102. Good Clinical Practice　平成九年省令第二十八号（医薬品）及び平成十七年省令第三十六号（医療機器）
103. 薬事法第二条第二項　
104. Goog Mnufacturing Practice 平成十六年省令第百七十九号（医薬品）と同年省令第百六十九号（医療機器）
105. 薬事法第二条第一三項　いわゆる臨床検査用の試薬を指す。
106. ISO13485/JIS Q 13485 に対応し QMS 省令とも呼ばれる。
107. 薬事法第二条第三項
108. Good Quality Practice　平成十六年省令第百三十六号
109. Good Vigilance Practice　平成十六年省令第百三十五号
110. Good Post-marketing Study Practice

平成十六年省令第百七十一号（医薬品）及び平成十七年省令第三十八号（医療機器）
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表7-2　薬事法の委任を受けて定められているプロセス実施基準以外の省令

薬事法施行令
昭和三十六年
政令第十一号

薬事法施行規則
昭和三十六年
省令第一号

薬局等構造設備規則
昭和三十六年
省令第二号

放射性医薬品の製造及び取扱規則
昭和三十六年
省令第四号

放射性医薬品基準111
平成八年

告示第二百四十二号

放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の
廃棄の委託を受ける者112を指定する省令

平成十三年
省令第二百号

薬事法第二条第五項から第七号までの規定により厚生労働大臣が指定する
高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器

平成十六年
告示第二百九十八号

薬事法施行令第八十条第二項第七号ハの規定に基づき特別の注意を要する
ものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器

平成十六年
告示第四百三十号

薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理
医療機器

平成十六年
告示第二百九十七号

薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する
設置管理医療機器

平成十六年
告示第三百三十五号

日本薬局方（薬事法第四十一条により厚生労働大臣が定めた規格基準書で、
日本薬局方に収録されたものは薬事法第二条により「医薬品」となる）

平成二十三年
告示第六十五号113

薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品114
平成十七年
告示第二十四号

薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働
大臣の指定する医薬品等（生物学的製剤や血液製剤の一部が指定される）

昭和三十八年
告示第二百七十九号

生物学的製剤基準115
平成十六年

告示第百五十五号

生物由来原料基準116
平成十五年
告示第二百十号

111. 薬事法第四十二条　保健衛生上特別な注意を要するとして、製法、性状、品質、貯法等に関して設けられ
た基準。放射性医薬品基準の他、生物学的製剤基準、生物由来原料基準などがある。

112. 社団法人日本アイソトープ協会のみ
113. 第十六改正版　http://www.std.pmda.go.jp から電子版入手可
114. 処方せん医薬品（日本薬局方に収められている医薬品のうち医師の処方せんがないと販売できないもの）
115. 定義が見あたらないが、国立感染症研究所の資料（http://www.nih.go.jp/niid/MRBP/files/2009_jp.pdf）よ

り、ワクチン，抗毒素血清，血液製剤，免疫グロブリンなど。医薬品として日本薬局方に含まれている。
116. 薬事法第二条第九項で定義。遺伝子組換え技術や細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品等。
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　放射性医薬品の製造及び取扱規則の第一条別表第一には、表7-3の核種とその化合物及び
その製剤が医薬品として挙げられている。核種単体でも医薬品とされる場合は †で示した。
90Y の化合物は放射性医薬品に指定されているが、核種単体では指定されていない。

表7-3　放射性医薬品に挙げられている RI（†は核種単体でも医薬品）

3H† 11C† 14C† 13N† 15O† 18F† 22Na 24Na 32P 35S†

42K 43K 45Ca 47Ca 51Cr 52Mn 52Fe† 55Fe† 59Fe† 57Co

58Co 60Co 64Cu 65Zn 67Ga 68Ga 72Ga 68Ge 74As 76As

75Se 82Be† 81mKr† 85Kr† 81Rb† 86Rb 85Sr 87mSr 89Sr 90Sr

87Y 90Y 99Mo 99mTc 111Ag† 111In 113mIn 113Sn 132Te 123I†

125I† 131I† 132I† 133Xe† 131Cs 157Dy 169Yb 177Lu 182Ta 192Ir†

198Au† 199Au† 197Hg 203Hg 201Tl† 222Rn† 226Ra

　これと似ているが、医療法では医療法施行規則の第二十四条第八項において、診療用放射
性同位元素と陽電子断層撮影診療用放射性同位元素というものを定めている（診療とは診察
と治療を共に含む）。前者は、薬事法第二条に定める医薬品又は治験の対象とされる薬物と
しての放射性同位元素であって、密封されていないものを指す（陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素を除く）。90Yは診療用放射性同位元素の一つであり、その他の例としては、核
医学診断用の非密封 SPECT核種（67Ga, 99mTc, 201Tl等）や甲状腺治療用の 131I、疼痛緩和用
の 89Sr がある。

　診療に用いられる密封線源、例えば、脳腫瘍治療用の 60Co（脳腫瘍以外では X 線リニ
アックが用いられる）や舌/食道/頭頸部がんの治療に用いられる 192Ir、前立腺がんの治療に
用いられる 125I, 198Auなど、密封線源で治療に使用される放射性同位元素は診療用放射性同
位元素ではない。医療法施行規則の第二十四条では、密封された放射性同位元素を装備した
診療の用に供する照射装置117又は照射器具118或いは診療の用に供する機器119、などと呼んで
いる。

117. 医療法施行規則では、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が医療法施行規則別表第二に定める下限
数量及び濃度を超えるものを放射性同位元素と呼び、装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗
じて得た数量を超えるものを「診療用放射線照射装置」という。医療法施行規則別表第二は、放射線を放
出する同位元素の数量等を定める件（障防法施行令に基づく文部科学省告示）の別表第一のサブセット。

118. 装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のものを「診療用放射線照射器具」
という。

119. 厚生労働大臣が定めるもの。
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　表7-2に示した、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器、特別の注意を要する
ものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器、設置管理医療機器、特定保守管理医
療機器の差異を以下に示す。国際分類では、侵襲性があるか否か、何らかの形で生体にエネ
ルギーを与えるか否か、医薬品や細胞由来物を不可分な成分として含むか等によって、クラ
スⅠ～Ⅳに分類している。

1. 高度管理医療機器（国際分類120のクラスⅢとクラスⅣ）
 適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合、人の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なもの。

2. 管理医療機器（国際分類のクラスⅡ）
 適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合、人の生命及び健康
に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なもの。

3. 一般医療機器（国際分類のクラスⅠ）
 適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合、人の生命及び健康
に影響を与えるおそれがほとんどないもの。

4. 特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器

 明確な説明が見あたらないが、体内に挿入又は埋め込んで使用されるもの。

5. 特定保守管理医療機器

 保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とするもの。

6. 設置管理医療機器
 設置にあたって組み立てが必要な特定保守管理医療機器であって、保健衛生上の危害
の発生を防止するために当該組み立てに係わる管理が必要なもの。

　90Yマイクロスフィアは、「分離して使用すれば医薬品と考えられる物質を不可分な成分と
して含有し、その物質が機器の働きを補助する目的で人体に作用を及ぼす場合」という分類
で、クラスⅢ／Ⅳの一つに該当する。従って、我が国で認可する場合には高度管理医療機器
となる。その場合、体内に挿入して使用するので、特別の注意を要するものとして厚生労働
大臣の指定する高度管理医療機器となり、設置管理医療機器には該当しないが、特定保守管
理医療機器には該当すると考えられる。医療機器基準等情報提供システム121を利用すると、
調べたい医療機器の分類コード（JMDM）や関連告示を調べることができる。

120. 医療機器規制国際整合化会議（GHTF : Global Harmonization Task Force）が提唱している医療機器関連の
一般的名称及び分類コード（GMDM : Global Medical Device Nomenclature）による。
前出の ISO13485, ISO/TR14969, ISO14971 など一連の品質マネジメントシステムとともに、ISO/TC210 : 
Quality management and corresponding general aspects for medical devices（医療機器の品質管理と関連する一
般事項に関する技術委員会）において議論される。

121. 日本薬局方・医療機器基準等情報提供ホームページ（http://www.std.pmda.go.jp）→医療機器基準→基準等
情報検索→一般的名称（検索ページ）
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　上記の医療機器の区分は、薬事法第二条（定義）に医薬品（第一項）、医薬部外品（第二
項）や化粧品（第三項）と並び、第四項～第八項に定義されている。第九項～第十項では生
物由来製品及び特定生物由来製品を定義しており、前者は人その他の生物（植物を除く）に
由来するものを原料又は材料として製造される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の
うち、保健衛生上特別の注意を要するもの、後者は前者のうちで保健衛生上の危害の発生又
は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なもの、と定められている。Zevalin ®は
生物由来製品に指定されている。

　また、薬事法第二条第十五項では希少疾病用医薬品が定義されている。希少疾病用医薬品
（OR : Orphan Drug）は、薬事法第七十七条の二においてその用途に係る対象者の数が本邦
において厚生労働省令で定める人数122に達しないものの、製造販売の承認が与えられれば特
に優れた使用価値を有することとなる物であること、と規定されている。Zevalin ®は希少
疾病用医薬品に指定されている（H17.1.13 指定番号 176）。

　薬局等構造設備規則

　第二章が「医薬品等の製造業」となっており、第二章第一節「医薬品の製造業」の中で、
一般区分の医薬品製造業者（第六条）、無菌医薬品区分の医薬品製造業者（第七条）、特定
生物由来医薬品の医薬品製造業者（第八条）、放射性医薬品区分の医薬品製造業者（第九
条）等に区分して製造所の構造設備の基準が定められている。

　放射性医薬品区分の医薬品製造業者の製造所の構造設備（一般区分及び無菌医薬品区分の
構造設備の基準を満たす必要がある）を見ると、常識的に満たさなければならないと考えら
れる条件（堅牢性、耐火性、清潔性、しゃへい、除染の考慮、汚染検査室の設置等）以外に
も、次のような項目が並ぶ。数値的な縛りは本規則にはないが、管理区域の設定等は放射性
物質の数量等に関する基準（平成十二年厚生省告示第三百九十九号）による。

•他の施設と明確に区別されていること

•人が常時出入りする出入口は一カ所とすること

•防じん、防虫及び防そ123のための構造又は設備を有すること

•温度及び湿度を維持管理できる構造又は設備を有すること

•消毒液等による噴霧洗浄が行えること、またこれに耐えるものであること

•無菌状態の検査を行う設備及び器具を備えていること

•貯蔵設備及び廃棄（排気／排水／固形化処理／保管廃棄）設備を有すること

122. 対象患者数 5 万人未満。
123. ねずみの進入防止

JAEA-Review 2012-008

- 65 -



　この規則によれば、放射平衡にある 90Sr - 90Yからミルキングによって 90Yを製造・検査・
検定する製造所は、特に、防じん及び無菌状態の維持管理の観点から、再処理施設の一部で
はなく別施設にすることが必要と考えられる124。原薬たる医薬品である 90Srの抽出・精製は
再処理施設の一部で実施する他ないが、90Srは放射性医薬品であるから、原薬たる医薬品の
製造に必要な要件として、薬局等構造設備規則が適用される可能性は否定できない。本規則
の適用が緩和されるためには、90Srは原料としての親核種であるものの、90Yを応用した医薬
品或いは医療機器に 90Srは含まれず有効成分でもなく、また 90Sr自体に殺菌作用があるとの
説明が認められなければならない。

　90Yを製造・検査・検定する製造所を別施設にする考え方は、半減期が 64 hrと短く、出荷
から病院で実際に使用されるまでの時間をできるだけ短縮しなければならない観点からも合
理的である。90Srの半減期は 28.9 yrなので原薬として長期保管が可能で、量的にも僅かであ
るから、核物質防護等の制約が無い原子力施設の外に 90Srを保管する 90Yの製造所を設け、
病院までの配送時間をできるだけ短縮しかつ安定なものとすることが望ましい。

　PET診断で用いられる 18F（半減期 109.8 m）の場合、国内 10箇所に製造所があり、各地
の病院に 8時間前後で納入可能（図7-2）な体制が確立されている[24]。ターゲットの照射に
約２時間、分離した RIの標識・調製に約１時間、品質試験に約２時間とされる。Zevalin ®

の場合は、治療計画に基づく発注の都度、ベルギー或いはポーランドで製造されて欧州から
日本へ空輸され、他の医薬品と併せて静注キットとするので、発注から病院への到着までは
２週間程度とされる。PET核種ほどではないが、病院の需要に即時に対応する受注～製造～
品質管理～出荷体制の確立が不可欠となる。もっとも、親核種の 90Srに関しては、補充頻度
や濃度の管理方法によるが、抽出・精製を頻繁に実施する必要は乏しいであろう。当機構の
再処理施設ではこのような需要に即時に対応する体制は経験が無いので、放射性医薬品製造
（或いは製造販売）事業者の参画が不可欠と思われる。

図7-2　短半減期 RI（18F）の製造から納入のスケジュールの例（文献 [24] より転載）

124. クリーンルームを設けて空気清浄度を管理することが必要になる。PET 用の放射性医薬品の製造工程で最
も厳しいエリアはクラス 100（1 ft3 あたり粒径 ≧ 0.5 μm の塵埃が 100 個）の空気清浄度で管理される。
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　許認可

　薬事法では、製造業と製造販売業は明確に区別されており、医薬品或いは医療機器を上市
することは製造販売業にのみに許可されている。従って、製造業は、製造販売業から委託さ
れる場合に限られる。製造販売業、製造業とも許可制であるが、製造販売業は業者に対する
許可（薬事法第十二条125）、製造業は製造所に対する許可（薬事法第一三条）である。前者
は GQP省令とGVP省令にともに適合すること（薬事法第一二条の二）が、後者は薬局等構
造設備規則に適合すること（第十三条第四項）が求められる。製造販売の許可を持つ業者で
あっても、その業者の製造所には製造の許可が必要になる。製造販売業に対する GQP省令
の定義（第二条第二項）に、製造等（他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受
けて製造をする場合を含まない）とあるのは、このような考え方に基づく。輸入する場合は
許可ではなく、外国製造業者を認定（薬事法第一三条の三）する形がとられるが、製造販売
業者は国内に限られる。

　また、製造販売を行う医薬品、医薬部外品、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧
品又は医療機器について、品目ごとにその製造販売についての承認を受けなければならな
い（薬事法第一四条第一項）。いわゆる薬事承認であり、製造販売の許可（第一四条第二項
第一号）、製造の許可（第一四条第二項第二号）に加え、GMP省令に適合していることが
求められる（第一四条第二項第四号）。申請の際は、GLP省令及び GCP省令に従って収集
されかつ作成された臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付しなければならな
い（第一四条第三項）。実務は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA : Pharma-

ceuticals and Medical Devices Agency）が行う（第一四条の二）。新医薬品、新医療機器の場
合は、薬事承認後に GPSP省令に従って調査及び臨床試験（～十年126）が行われ、その後に
再審査が行われる（第一四条の四）。

　製造販売業の責任体制と業務

　製造販売業においては、品質管理業務（GQP省令第二条第一項）と安全確保業務（GVP

省令第二条第二項）を行わなければならない。品質管理業務に関しては、品質保証部門
（GQP省令第四条第二項）と品質保証責任者（GQP省令第四条第三項）を置き、安全確保
業務に関しては、安全管理統括部門（GVP省令第四条第一項）と安全管理責任者（GVP省

125. 第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品（処方せん医薬品）は第一種医薬品製造販売
業許可、それ以外の医薬品（非処方せん医薬品、一般用医薬品、薬局製造販売医薬品）は第二種医薬品製
造販売業許可、医薬部外品は医薬部外品製造販売業許可、化粧品は化粧品製造販売業許可、高度管理医療
機器、管理医療機器、一般医療機器はそれぞれ、第一種医療機器製造販売業許可、第二種医療機器製造販
売業許可、第三種医療機器製造販売業許可

126. 希少疾病用医薬品は製造販売の承認のあつた日後六年を超え十年を超えない（医療機器は四年を超え七年
を超えない）範囲、その他の医薬品は製造販売の承認のあつた日後六年に満たない（医療機器は四年に満
たない）範囲
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令第四条第二項）を置かなければばならない。さらに、品質保証責任者と安全管理責任者を
指示・監督する立場として、総括製造販売責任者を置かなければならない（GQP省令第三
条及び GVP省令第三条）。また、安全確保業務の一部を安全管理責任者以外の者に行わせ
る場合は、安全管理実施責任者を置くことが認められている（GVP 省令第四条第四項）。

　GQP省令の言う品質管理とは、品目ごとの品質標準書の作成（第五条）、品質管理業務
手順書の作成（第六条）、製造業者等との取決め（第七条）、市場への出荷の管理（第九
条）、適正な製造管理及び品質管理の確保（第一〇条）、品質等に関する情報及び品質不良
等の処理、回収処理、自己点検、教育訓練、貯蔵品の管理及び文書管理等であり、個々の品
目に対する製造管理及び品質管理は GMP省令に従って行われる。なお、これらは医薬品に
対するものであり、医療機器に対する品質管理の項目は、品質標準書と品質管理業務手順書
の作成（第二十一条）、販売業者又は賃貸業者における品質の確保（第二十二条）、中古品
の販売又は賃貸に係る通知の処理、文書管理等となっている。

　GVP省令の言う安全確保とは、製造販売後安全管理業務手順書の作成（第五条）、安全
管理情報の収集（第七条）、安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案
（第八条）、安全確保措置の実施（第九条）、市販直後調査127（第一〇条）、自己点検128、
教育訓練等である。安全管理情報の収集（副作用等の情報を医師から早期に直接収集する）
は医薬情報担当者又は医療機器情報担当者によっておこなわれる。

　90Yを用いた医薬品或いは医療機器の場合、GQP省令における医薬品或いは医療機器に対
する品質管理及び GVP省令における第一種医薬品製造販売或いは第一種医療機器製造販売
に対する安全確保が求められる。

　製造業の責任体制と業務

　薬局等構造設備規則に適合する製造所に対して製造業の許可を受け、品目に対する承認の
要件となっている GMP省令に適合しなければならない。GQP省令及び GVP省令と異な
り、GMP省令は、医薬品及び医薬部外品と医療機器及び体外診断用医薬品とで省令が分か
れている。いずれの場合も、製造販売業者は製造業者（外国製造業者を含む）に製造所にお
ける製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない（GMP省令第三条）と定めて
いるが、責任体制や業務内容はそれぞれ異なる。医療機器 GMPは QMS省令とも呼ばれ、
ISO13485/JIS Q 13485 に対応した形になっているためである。

127. GPSP 省令に従って行われる調査及び臨床試験ではなく薬事承認の際に条件として付されるもので、市販
直後調査実施計画書を作成し（GVP 省令第一〇条第一項）、販売を開始した後の六箇月間、症例等の発
生を迅速に把握するために行われる（GVP 省令第二条第三項）。市販直後調査によって副作用の報告が
得られた場合は、薬事法施行規則第二百五十三条に基づき、十五日以内に厚生労働大臣に報告しなければ
ならない。

128. 製造販売後安全管理の改善の必要性について検討させ、必要性があるときは所要の措置を講じる。
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　医薬品 GMPでは、製造管理に係る部門及び品質管理に係る部門としてそれぞれ製造部門
及び品質部門を置くこと（医薬品 GMP第四条）、製造管理者を置くこと（医薬品 GMP第
五条）、製品標準書を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成し保管するとともに品質部門
の承認を得ること（医薬品 GMP第七条）、衛生管理基準書・製造管理基準書・品質管理基
準書・その他の手順書を製造所ごとに作成すること（医薬品 GMP第八条）、製造指図書を
作成しこれに基づき製品を製造すること・ロット毎に製造の記録を作成し保管すること（医
薬品 GMP第十条）、ロット毎に検体を採取し記録を作成し保管すること・ロット毎に所定
の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として製造された日から当該製品の有効期間
に一年（放射性医薬品に係る製品にあっては一月）を加算した期間適切な保管条件の下で保
管すること（医薬品 GMP第十一条）、出荷の可否の管理（医薬品 GMP第十二条）、バリ
デーション129（医薬品 GMP第十三条）、変更の管理、逸脱の管理、品質等に関する情報及
び品質不良等の処理、回収処理、自己点検、教育訓練及び文書管理等を定めている。

　一方、医療機器 GMPには ISOの提唱する品質管理の色合いが濃く現れ、人の個性・能力
に依存しない品質管理を目指し、責任者よりも品質管理システムの構築と文書化が先に置か
れている。すなわち、品質管理監督システムを確立し実施するとともにその実効性を維持す
ること（医療機器 GMP第五条）、品質管理監督システムを文書化し製品標準書を作成する
こと（医療機器 GMP第六条）、品質管理監督システム基準書を作成し品質方針表明書及び
品質目標表明書を含めること（医療機器 GMP第七条）、文書の管理（医療機器 GMP第八
条）、記録の管理（医療機器 GMP第九条）品質管理監督システムの確立・実施・維持に管
理監督者が関与すること（医療機器 GMP第十条）、製品受領者（顧客）の重視、品質方
針、品質目標、品質管理監督システムの計画の策定等、システム維持の項目が並んだ後で、
責任技術者（医療機器 GMP第十六条）が現れる。責任技術者には工程の確立・実施・その
実効性が維持、品質管理監督システムの実施状況及びその改善の必要性の管理監督者への報
告、法令の規定及び製品受領者要求事項についての認識の向上、に対する責任及び権限が与
えられる。その後に、工程入力／出力、購買物品の検証、トレーサビリティー、状態識別等
の製品実現、監視測定、改善、不適合管理、是正措置、予防措置等と続く。

　90Yを用いた医薬品或いは医療機器の場合、製造販売事業者の委託を受けて 90Srから90Yを
製造する製造所（再処理施設の一部ではなく別施設）は、言うまでもなくこれら省令の適用
を受ける。構造設備の場合と異なり、90Yを応用した医薬品或いは医療機器に 90Srは含まれ
ず有効成分でもなく、また 90Sr自体に殺菌作用があるとの説明が受け入れられたとしても、
再処理施設の一部で行う 90Srの抽出・精製について、これらの省令の準用を受ける可能性は
否定できない。あくまで著者の考えであり、法令の専門家の知見は未だ入っていない。

129. 製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が、期待される結果を与えるこ
とを検証し、これを文書とすることをいう（医薬品 GMP 省令第二条第五項）と定義されている。
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　放射性医薬品の輸送と RI 廃棄物

　放射性医薬品の陸上輸送は、障防法下ではなく薬事法下で行われる（表7-4）。製造所内
における放射性物質等の運搬は放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第六項に、製造所外
における放射性物質等の運搬は放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第七項に、細目等は
放射性物質等の運搬に関する基準（平成十七年厚生労働省告示四百九十一号）に定められて
いる。特別形放射性同位元素等、特別形核燃料物質等、特別な試験条件、A1値、BM型や
BU型は無いが、車両運搬規則に相当する内容が含まれている。L型, A型, IP-1型, IP-2型,

IP-3 型の各輸送物や A2 値，低比放射性物質130の LSA-I, LSA-II, LSA-III，表面汚染物131の
SCO-I, SCO-II については同じである。

表7-4　放射性物質等の輸送形態と規制分担132

陸上輸送
海上輸送 航空輸送

輸送物 輸送方法

核燃料物質等
外運搬規則133

文部科学省
車両運搬規則134

国土交通省 船舶安全法
国土交通省

航空法
国土交通省

放射性物質
（核燃料物質等及び
放射性医薬品を除く）

障防法施行規則135

文部科学省

放射性医薬品
薬事法
厚生労働省

130. RI が全体にわたって分布し、放射能が A2 値の 100 倍以下で、3 m 離れた位置における最大線量等量率が 
10 mSv/h を超えないこと。LSA-I は IP-1 型又は IP-2 型、LSA-II は IP-2 型又は IP-3 型、LSA-III は IP-2 型
又は IP-3 型という指定がある。

131. 表面が放射性物質で汚染されており、放射能が A2 値の 100 倍以下で、3 m 離れた位置における最大線量
等量率が 10 mSv/h を超えないこと。SCO-I は IP-1 型、SCO-II は IP-2 型という指定がある。

132. 文部科学省資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/ssiryo96/05093001/003.pdf に基づく。
133. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五七号）第一条

第三号に定める核燃料輸送物で、細目等は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術
上の基準に係わる細目等を定める告示（平成二年科学技術庁告示第五号）による。事業所の内について
は、核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に関する技術的細目等を定める告示（昭和五
十三年科学技術庁告示第十号）。

134. 核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七二号）及び放射性同位元素等車両運搬規則（昭和
五十二年運輸省令第三十三号）

135. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第
十八条の三第一項に定める放射性輸送物で、細目等は放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染さ
れた物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成二年科
学技術庁告示第七号）による。事業所の内については、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染
された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十六年
科学技術庁告示第十号）。
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　放射性医薬品の製造過程で生じる RI廃棄物の措置は、放射性医薬品の製造及び取扱規則
において、製造業者が、排気設備或いは排水設備において浄化し或いは固形化し或いは容器
に封入して、保管廃棄設備において保管廃棄することが求められている（同規則第二条第五
項）。その後の廃棄は、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を有する者に委託
する（同規則第三条）が、委託を受けることができるのは放射性医薬品の製造及び取扱規則
第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令（表7-2）に
おいて、社団法人日本アイソトープ協会のみと定められている。

　90Yを用いた医薬品或いは医療機器の場合、製造販売事業者の委託を受けて 90Srから90Yを
製造する製造所（再処理施設の一部ではなく別施設）は、言うまでもなくこれら省令の適用
を受ける。再処理施設の一部で行う 90Srの抽出・精製については、生じた廃棄物は、核燃料
物質との不可分状態が続いているため、炉規法下において、高レベル放射性廃液と低レベル
液体／固体廃棄物に移すのが適切と考えられる。廃棄物の発生量は小さく、再処理施設本来
の業務に影響を与えるほどのものではない。廃棄物の点からも、90Srが炉規法の下から薬事
法の下に入るのは、高レベル放射性廃液からの分離・精製の終了時点が適切と考えられる。
あくまで著者の考えであり、法令の専門家の知見は未だ入っていない。

　製造販売後の調査及び試験

　90Yを用いた医薬品或いは医療機器のように、全く新しい作用機序に基づく医薬品或いは
医療機器に限らず、新医薬品或いは新医療機器の場合は全て、製造販売後の調査及び試験を
所定の調査期間（～十年）行い、再審査の申請の際には、GPSP省令に従って収集されかつ
作成された資料を添付しなければならない（薬事法第一四条の四第四項）。申請は、所定の
調査期間を経過した日から起算して三月以内の期間に行わなければならない。製造販売後の
調査及び試験に含まれる臨床試験は、GCP省令に従って収集されかつ作成されなければな
らない。

　GPSP省令には、製造販売事業者は製造販売後調査等業務手順書を作成すること（第三
条）、製造販売後調査等管理責任者を置き（第四条）製造販売後調査等業務を行わせるこ
と（第五条）、使用成績調査136を行うこと（第六条）、製造販売後臨床試験137を行うこ
と（第七条）、自己点検（第八条）、教育訓練（第九条）などが定められている。このよう
に、上市後の安全性確認は、最低でも十年続けられる。

136. 製造販売後調査等のうち、製造販売業者等が、診療において、医薬品を使用する患者の条件を定めること
なく、副作用による疾病等の種類別の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確
認を行う調査。

137. 製造販売後調査等のうち、製造販売業者等が、治験若しくは使用成績調査の成績に関する検討を行った結
果得られた推定等を検証し、又は診療においては得られない品質、有効性及び安全性に関する情報を収集
するため、当該医薬品について法第十四条又は法第十九条の二の承認に係る用法、用量、効能及び効果に
従い行う試験（GCP 省令第二条第四項）。
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7.6　医療法による規制の概要

　医療法は、医師や診療放射線技師等が、医薬品或いは医療機器を使用する際に適用される
ものであるから、ここでは放射線管理について概略を述べるにとどめる。日本医学放射線学
会等では 2001年 4月に「排気・排水に係る放射性同位元素濃度管理ガイドライン[137]」を、
2009年 9月に「イットリウム-90標識 CD20抗体を用いた放射免疫療法の適正使用マニュア
ル[10]」を定めている。病院或いは診療所内で治療を実施するために必要な施設は、構造設備
の基準（同施行規則第三十条の八）に適合した診療用放射線同位元素使用室（同規則第三十
条の十四）、放射線治療病室（同規則第三十条の十二）などとなる。

　医療法下の管理区域に係わる線量限度等（医療法施行規則第三十条の二十六第三項）は、
薬事法下の放射性物質の数量等に関する基準（平成十二年厚生省告示第三百九十九号）第二
条、炉規法下の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づ
き、線量限度等を定める告示（昭和六十三年科学技術庁告示第二十号）第二条、障防法下の
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（平成十二年科学技術庁告示第五号）第四条
と同じく、外部放射線による実効線量が 3ヶ月につき 1.3 mSv、空気中放射性同位元素濃度
が 3ヶ月の平均で 0.001 Bq/cm3（医療法施行規則別表第三の 90Yの第二欄の 1/10）、表面密
度限度 4 Bq/cm2（90Yなので α 線を放出しない）と定められている。なお、医療法施行規則
の別表は、障防法下の放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の別表とほぼ同じ（吸
入摂取と経口摂取の欄、自由空気中のγ線及び中性子線のエネルギーに対する実効線量を除
く）で、薬事法下の放射性物質の数量等に関する基準の別表は、放射線を放出する同位元素
の数量等を定める件の別表のサブセットになる。

　遮蔽については、病院又は診療所内で人が常時立ち入る場所（診療用放射線同位元素使用
室や放射線治療病室の外側）における実効線量が 1週間につき 1 mSv以下と定められてい
る（医療法施行規則第三十条の八）。これは薬事法下の放射性物質の数量等に関する基準の
第七条第一項、障防法下の放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の第十条第一項と
同じである。炉規法では、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の
規定に基づき、線量限度等を定める告示の第六条第一項において、放射線業務従事者の実効
線量を 1 年間につき 50 mSv 以下と定めている（1 週間につき 1 mSv 以下とほぼ同じ）。

　他の入院患者や公衆の外部被ばくについては、他の入院患者の受ける実効線量が 3ヶ月に
つき 1.3 mSv以下（医療法施行規則第三十条の十九）、病院又は診療所内の人が居住する区
域及び病院又は診療所の敷地の境界における実効線量が 3ヶ月につき 250 μSv以下（医療法
施行規則第三十条の十七）と定められている。後者は薬事法下の放射性物質の数量等に関す
る基準の第七条第二項、障防法下の放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の第十条
第二項と同じである。炉規法下では、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関す
る規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示の第三条第一項において、周辺監視区域
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外（或いは敷地境界外）の実効線量を 1年間につき 1 mSv以下と定めている（ 3ヶ月につき
250 μSv 以下とほぼ同じ）。

　90Yに関するの基準或いは指針としては、「放射性医薬品を投与された患者の退出につい
て」が平成十年六月医薬安発第百七十号の課長通知で138、「医療法施行規則の一部を改正す
る省令の施行について」が平成十三年三月医薬発第百八十八号の局長通知で139、「放射性
イットリウム-９０を投与された患者の退出に関する指針」が平成二十年三月医政指発第
0319001号の課長通知で140、「放射性医薬品を投与された患者の退出について」が平成二十
二年十一月医政指発第 1108第 2号の課長通知で出されている141。直近の通知では、退出基
準として、公衆については一年間につき 1 mSv，介護者（子供は除く）については患者及び
介護者の双方に便益があることを考慮して一件あたり 5 mSvを抑制すべき線量とし、投与量
に基づく退出基準（放射性医薬品として承認された 89Sr, 131I, 90Yそれぞれについて）を定め
ている。結論として、131Iは 500 MBq、89Sr, 90Yは最大投与量であれば退出・帰宅が認められ
る。その他、測定線量率に基づく退出基準と患者毎の積算線量計算に基づく退出基準があ
り、前者は患者の体表面から 1 mの点で測定された線量等量率が 30 μSv/hを超えないこ
と、後者は公衆の積算線量が 1 mSvかつ介護者の積算線量が 5 mSvを超えないこととなって
いる142。

　その他、90Yの管理については、台帳管理（医療法施行規則第三十条の二十三）、使用場
所の制限（診療用放射線同位元素使用室又は放射線治療病室）、排気・排水・使用場所の管
理と濃度限度（同規則第三十条の二十二、同規則第三十条の二十六、厚生労働省医薬局長通
知平成十三年医薬発第百八十八号）が求められる。なお、患者が使用したおむつ等は、日本
アイソトープ協会に廃棄を委託することができないが、廃棄業者に引き渡す前に放射線測定
を行い、バックグラウンドレベルであることを確認することとなっている（日本核医学会等
によるマニュアル）。

138. 日本アイソトープ協会より http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,0,102,154,html の下から１番目の通知
139. 日本アイソトープ協会より http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,0,102,154,html の下から２番目の通知
140. イットリウム-90 標識 CD20 抗体を用いた放射免疫療法の適正使用マニュアルの p.31
141. http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110126G0010.pdf

142. 131I の場合、1110 MBq まで退出基準適合とみなされる。
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8. 全体フロー

　親核種の 90Srを再処理施設で抽出・精製し、放射性医薬品の製造所に輸送・貯蔵し、需要
に応じて 90Yを抽出する仕組みの全体イメージを描いた。放射性医薬品の製造所で使用され
るジェネレーターは、このような仕組みが軌道に乗る前に、例えば、東海再処理工場の小型
試験設備で開発が終了していることが前提となる。

Sr 抽出・精製

再処理工程（東海再処理ほか）の高レベル放射性廃液

Sr 原薬
⁹⁰Sr 同位体組成比 約 57 %

補充用親核種

Y ミルキング・精製

輸送

Y 製品 
放射化学純度 > 99.998 %

放射能検定

放射性医薬品の製造所

炉
規
法
†

輸送

薬
事
法

調製

病院
医
療
法 治療保管廃棄

廃棄** **日本アイソトープ協会

 病院の発注

保管廃棄

廃棄**
併用する
医薬品等

最小ユニット* 開発（⁹⁰Sr 0.25Ci）

試料/試料残

試験
反映

反映

再
処
理
施
設

開発ステージ 原料/原料残

（ジェネレーター）

* 2 週間毎に１人分
  の ⁹⁰Y を得る

† Sr は核燃料物質と
　不可分である

図8-1　90Sr を再処理施設で抽出し、需要に応じて 90Y をミルキングする仕組み
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9. まとめ

　放射性 90Yを用いた医薬品及び医療機器として、欧米各国では３種類、我が国でも１種類
が承認・上市されている。いずれも核医学診断ではなく、非密封の放射性同位元素を用いた
内照射による治療を目的としている、我が国における Zevalin ®の薬事承認の審議報告書を
調べた結果、この 90Yは使用済燃料の再処理工程で生じる高レベル放射性廃液から、欧州に
て抽出されていることが示唆された。そこで、上市された製品の概要、物理的性質、製品の
成立理由及び今後の製品の成立条件の推測、抽出とそれ以外の方法との比較、技術的課題、
関連法令について調査・検討を行った。奏功率などの医学的な知見は割愛した。

　RI を取り扱う者にはお馴染みで、医療への応用が古くから試みられた 90Sr - 90Yである
が、モノクローナル抗体の大量生産と 1990年代の分離精製技術開発によって実用化されて
みると、いまだ新しい材料であることがわかる。もっとも 90Yが物理的に特段に優れている
わけではなく、低いエネルギー核種が適している場合もある。検査ではなく治療に必要な量
と質を、安価かつ安定に供給できることが、重要な要件の一つである。

　我が国でも承認された Zevalin ®は、推定される血中半減期が 90Yの物理的半減期よりも
やや長く、病巣の細胞に選択的に結合し効果を現すのは、投与された放射能の半分を下回る
にもかかわらず、放射線感受性が比較的高い造血幹細胞由来の腫瘍を適用疾患とするが故に
医薬品として成立している面がある。Zevalin ®と適用が同じで、キレート剤その他の改良が
加えられた薬剤は可能かもしれないが、それ以外の製品が容易に出るとは思われない。現在
の薬剤送達技術には分子量の増大に伴う血中半減期の増加傾向等、90Yの送達には不都合な
面があるにもかかわらず、病巣への高い集積能力と短い血中半減期の両立を目指さなければ
ならないからである。但し、分子量を５万前後とすることが一つの目安になると思われる。

　我が国では未承認のマイクロスフィアは、特有の血流系を有する肝臓の腫瘍を適用疾患と
するが故に医療機器として成立している面がある。我が国では永久挿入型の塞栓材（放射性
同位元素を含まない）が承認申請中であり、放射塞栓療法が受け入れられるには、もう少し
時間がかかるように思われる。もっとも、薬物送達に関する困難さはなく、天然核種を熱中
性子照射して得られる 90Yでも利用可能であり、我が国独自のマイクロスフィアも開発中な
ので、医薬品よりハードルは低いかもしれないが、将来展開を見通すことはやはり難しい。

　なお、承認された医薬品及び医療機器がそうであるように、内照射だけで治療を行うので
はなく、効果が確かめられた既存の治療法を補完する手段として、内照射が行われることが
まずは期待される。しかしながらまた、他の治療法で代替できる場合があることや、従来型
の化学療法剤を病巣に高濃度で送達する技術の実用化、新しい作用機序に基づく薬剤の研究
も進展しており、これらとの競合を乗り越えなければならない。
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　使用済燃料の再処理工程で生じる高レベル放射性廃液から 90Srを抽出・精製して原薬と
し、ミルキングによって 90Yを製造する方法は、医薬品に用いる場合（89Yと 90Yが混在した
状態では利用できない場合）に必要となる 90Yの同位体分離或いは濃縮が不要なこと、高い
放射化学純度が得られること、再処理の核種分離に関する既存の技術が利用できること等に
より、天然核種を原子炉で中性子照射する方法より有利な点が多い（天然核種を加速器に
よって中性子照射する方法は治療に必要な量を得ることが難しい）。但し、医薬品に用いる
場合、90Y送達用薬剤の開発という困難な課題と一体になる。非密封線源による内照射時の
吸収線量を見積もるために、新たな計算技術も必要と考えられる。開発や普及に弾みがつく
か否かの鍵の一つは価格である。90Yの供給メーカーは４社に達しており、これらとの競合
が生じる。90Yを添加したゼラチン粒による放射塞栓療法など新たな展開も、医薬品が開発
されるまでの繋ぎとしてあり得るかもしれない。

　治療に要する 90Y 量を１人分で 3.7 GBq（ミルキング直後で）とする場合、1.6 mg の
90Sr（8.17 × 10 9 Bq又は 0.22 Ci）があれば、当初 3年間は 2週間毎に１人分の 90Yを得るこ
とが出来る。90Yの製造には薬局等構造設備規則が適用されるので、防じん及び無菌状態の
維持管理の観点から、再処理施設の一部ではなく別施設にすることが必要と考えられるが、
原薬である 90Srの抽出・精製は、再処理施設の一部で実施する他ない。この場合、90Srは親
核種ではあるが製品には含まれず有効成分でもないとの説明が認められるならば、薬局等構
造設備規則の適用が緩和される可能性はあるように思われる。また、核燃料物質と不可分な
状態にある 90Srを単離した場合、炉規法と障防法の規制をどのように捉えるのかについて
は、単離する量がごく微量で医療目的に限定されることを条件に炉規法は変更せず、障防法
施行令の第一条に第四号と同じ考え方の除外規定を追加することにより、障防法には抵触し
ないで炉規法下から薬事法下に置くことが解決の一つとして考えられた。これらはあくまで
著者の考えであり、法令の専門家の知見は未だ入っていないことを強調しておく。

　結論として、治療を目的として 90Yを用いた医薬品が承認され、我が国独自の医療機器も
研究されているが、他の治療法で代替できる場合があること等から、90Yの利用が本格的に
進展するかどうかを見通すことは難しい。90Yの利用には、一段の飛躍が必要と思われる。
例えば、短い血中半減期でかつ正確に 90Yを目標に送達する技術が進展し、従来の治療法と
組み合わせてこれを補うことができるならば、そのような飛躍が期待できる。何より必要な
条件は、ある疾患に対して 90Yを用いた治療が有効であり他の選択は困難であるとの見解が
医療の世界で確認されること、そして再処理施設への期待が生じることである。そのような
期待に応えるためには、放射化学純度 99.998 %以上を低コストで安定的に達成する方法を
示すとともに、薬物送達技術の開発動向に注意し、90Y送達に適した薬剤の開発に自ら取り
組むような積極的な姿勢が必要と考えられる。

（以上）
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや

コヒーレントではない。

(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明

示されない。

(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「 」

は対応関係を示すものである。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。

（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや

コヒーレントではない。

(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明

示されない。

(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「 」

は対応関係を示すものである。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。

（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや

コヒーレントではない。

(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明

示されない。

(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「 」

は対応関係を示すものである。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。

（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（第8版，2006年改訂）
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