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《報　告》

放射性医薬品副作用事例調査報告　第9報

（昭和61年度　第12回調査）

The　Ninth　Report　on　Survey　of　the　Adverse　Reaction　to

　　Radiopharmaceuticals（The　12th　Survey　in　1986）

（社）日本アイソトープ協会

　　　医学・薬学部会
放射性医薬品安全性専門委員会＊
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1．はじめに

　日本アイソトープ協会医学・薬学部会放射性医

薬品安全性専門委員会は，核医学検査と非密封

RIによる治療の目的で使用される放射性医薬品

投与に関連して発生した副作用（adverse　reaction）

事例，ならびに投与する放射性医薬品の不良（drug

defect）事例の調査を全国的に実施している．昭

和50年以来毎年行われている調査の第11回（昭和

60年度）までの調査結果の概要はこれまで8報に

わたって本誌に報告してきた1）．今回は昭和61年

4月1日より昭和62年3月31日までの1年間に発

生した事例についての調査結果を報告する．

H．調査方法と結果

　調査は従来どおりの調査票を核医学診療を実施

している全施設に送付して回答を求めるアンケー

ト方式で実施した．同時に各施設で実施された検

査項目とその件数を調査した．今回調査の対象と
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したのは1，025施設，回答が得られたのは700施

設で回答率は68．3％であった（Table　1）．

　副作用または製品不良事例は26施設より37件報

告された．副作用等を報告した施設は全回答施設

の3．7％であった．報告された事例は副作用26件，

製品不良11件で，前年度の27件，9件とほぼ同数

であった．報告された全検査件数は830，162件で，

副作用発生率は0．0031％であり，対前年度比

1．11であった．また検査100，㎜件当たり3．1

件となる．不良品発生頻度はO．OO13％で，検査

100，000件当たり1．3件，対前年比1．40であった

（Table　1）．

　副作用発現事例を使用した放射性医薬品別にみ

ると，ジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム

（99mTc）注射液【99mTc・DTPA】5例，ヒ゜ロリン酸

テクネチウム（99mTc）注射液【99mTc・ヒ゜ロリン酸】

4例，ヨウ化ヒプル酸ナトリウム（1311）注射液

【1311・ヒプル酸ナトリウム】6例，ヨウ化メチル

ノルコレステノール（1311）注射液【1311・アドステ

ロール】4例などであった（Table　2）．各放射性医

薬品を使用した検査数の推定値は，従来の橋詰

らの調査報告2）（1979年）に基づいて算定した

（Table　2）．副作用発生頻度は99mTc・DTPA

O．016％（検査100，000対16件），99mTc・ピロリン
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Table　1　放射性医薬品副作用事例調査結果

　第12回　　　　第11回　　　　第10回　　　　第9回
昭和61年度　　昭和60年度　　昭和59年度　　昭和58年度

対象施設数

回答施設数

副作用等報告施設数

調査票回収率

副作用等報告率

全検査報告件数

副作用等報告件数

　（副作用）
　（不良品）
副作用等発生率

　

　

　
仏
但

A

B
C
B
C
D
E

EID

　1，025

　700
　　26
68．3％

　3．7％

＊830，162

　37
　（26）

　（11）

0．0045％

　1，003

　722
　　29
72．0％

　4．0％

966，559

　36
　（27）

　（9）

0．0037％

　990
　690
　　39
70．0％

　5．7％

848，263

　51
　（27）

　（25）

0．0060％

　943
　707
　　32
75．0％

4．5％

900，334

　54
　（31）

　（23）

0．0060％

傘全検査報告件数の内訳（別表参照）

Table　2　放射性医薬品別副作用例
（61．4．1－62．3．31）

放射性医薬品
検　　査 副作用 殿⑫ω

製薬機関別

mCi　件数　　V　F　A　O　計 検査（件）　副作用　　頻度（％）

991nTc－DTPA

99mTc・ピロリン酸

1311一ヒプル酸ナトリウム

1311・アドステロール

99mTc－MDP
6？Ga・クエン酸

99mTc一フィチン酸

99mTc－MISA
ll11n・塩化インジウム

28，950　　　32，120

685，550　　　60，080

　7，160　　　52，000

　3，120　　　　3，220

1，455，650　　128，650

382，000　　191，000

413，400　　147，600

　15，450　　　　1，480

　7，440　　　　2，570

1

5

－
〔
∠

1

　　4　　5　0．016

　　4　4　0．007
1　　　　6　0．012

1
1
1
1

B社30，200

A社24，360
B社26，730

3　4　0．124

　　3　0．002　B社82，670
　　1　0．001　D社97，910
　　1　0．001　B社99，870
　　1　0．068

　　1　0．039

5

4
2
う
」
1
1

0．017

0．016

0．007

0．004

0．001

0．001

V；血管迷走神経反応　F；発熱　A；アレルギー　0；その他

酸0．007％（7件），1311一ヒプル酸ナトリウム

0．012％（12件），1311一アドステロール0．124％

（124件），メチレンジホスホン酸テクネチウム

（99mTc）注射液【99mTc－MDP】0．002％（2件），ク

エン酸ガリウム（67Ga）注射液［67Ga一クエン酸］

0．001％（1件），フィチン酸テクネチウム（99mTc）

注射液199mTc・フィチン酸】0．001％（1件），99mTc一

アルブミンマイクロスフェァ（MISA）O．068％（68

件），塩化インジウム（1111n）注射液【1111n・塩化イ

ンジウム】：O．039％（39件）であった．「医療用医

薬品の使用上の注意記載要領」に記載された分類

に従うと，1311・アドステロールが「ときに副作用

あり」（O．1％～5％未満）の表示に，他は「まれに

副作用あり」（O．1％未満）に該当する．

　副作用の種類としては，血管迷走神経反応10件，

アレルギー反応5，その他11であった．

　副作用発現症例の詳細をTable　3にまとめた．

99mTc－DTPA投与に伴う副作用報告5例のうち，

明らかな血管迷走神経反応は1例のみで，他の4

例は，いずれも投与直後ないし1分後までに悪心，

嘔気出現，または嘔吐したもので，血圧の変化は

不明であるため，その他の反応に分類した．イン

ビボ赤血球標識用にピロリン酸を投与した後に嘔

気ないし嘔吐が発現した4症例が報告されている．

レノグラムの目的で1311一ヒプル酸ナトリウムを投

与した後発現した副作用事例のうち5件は血管迷

走神経反応と判定されたが，残り1例は舌の付け

根のしびれ感で，ヨードアレルギーの患者であっ
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　　　　　　　　　　　　　　　　Table　3副作用発現の症例

（A）99mTc－DTPA（腎動態シンチグラム，　RIアンジオグラム）

馴擢　　診断
θ）女一1職二看腎詰石

（10）男，15歳　　　　一

（11）女，24歳VUR疑　い
（20）男，9歳顔面神経線維腫

（21）女，29歳大動脈炎症候群

　用　量

7mCi／1　V

副作用の症状 措　　置
回　復
時　間

7　mCi／1　V

7mCill　V
15　mCi！1　V

5　mCi／1　V

投与約5分後に‘頭がポーッとす　安静のみで10分　10分

る’と訴え，血圧90150，脈拍数後に回復
60／分，口唇チアノーゼ（＋）（体位

坐位）

投与直後に嘔吐（体位坐位）　　　　安静のみで回復

投与直後に嘔吐（体位坐位）　　　　安静のみで回復

投与約1分で悪心．嘔吐なし（体安静のみで回復10分
位仰臥位）

投与後30秒で悪心．嘔吐なし（体　安静のみで回復　1－2分
位仰臥位）

（B）99mTc・RBC標識目的でテクネピロリン酸キット投与

（症例No．）

性別，年齢
診　　断 用　量 副作用の症状 措　　置 回　復

時　間

（13）女，21歳心内膜床欠損症，肥大

　　　　　　型心筋症，僧帽弁閉鎖

　　　　　　不全症
（14）男，72歳心室または心房中隔欠

　　　　　　損症
（15）女，73歳両下肢循環不全

　　　　　　　（糖尿病，高血圧）

（16）女，56歳拡張型心筋症疑い

5m〃1　V

5m’11　V

6m〃215　V

投与2－3分後に嘔吐．気分不快と

なる

投与2－3分後に悪心，嘔気発現，

嘔吐した

投与直後に軽い嘔気

4mt／112　V　　投与直後に嘔気

安静のみで回復30分

安静のみで回復30分

安静のみで回復6分

安静のみで回復10分

（C）1311一ヒプル酸ナトリウム（レノグラム）

（症例No．）

性別，年齢
診　　断 用　量 副作用の症状 措　　置 回　復

時　間

（2）男，17歳蛋　　白　　尿
　　　　　　　（気管支喘息）

U8）女，40歳子宮頸癌（Ib）

　　　　　　　（ヨードアレルギー）

（19）女，11歳腎　　　　　炎

（24）男，11歳慢性腎炎

（25）女，38歳子宮頸癌

（26）女，46歳卵巣癌術後再発

9．7　！iuCi／O．15m’

250μCi10．5　ml

25μCi／0．2　ml

　23μCi

30μCi／2　ml

20μCi

投与10分後に悪心，冷汗，チア　ソルメドロール60分
ノー一・・ゼ出現し，最高血圧80に低　500mg投与．検

下（体位は坐位）　　　　　　　　　査薬投与は中止

投与直後より舌のつけ根が少しし　　　　60分
びれる感じ（体位は腹臥位）

投与8分後に失神（体位は坐位）

投与7分後胸部皮膚発赤，1分位　検査を中止して

でひき，その後4分位して急に頭　病棟に戻した
痛，めまい，顔面蒼白，嘔気あり，

坐位を保てなくなる

投与6分後失神．嘔吐（体位は坐　　　　　　　　　5分
位）

投与直後失神（体位は坐位）　　　　　　　　　　　　5分

た．この1例はアレルギー反応に分類した．

　1311・アドステロール注射後の副作用としては例

年血管迷走神経反応が多いが，今回は顔面紅潮と

背痛，腰痛を発現したのが1例であった．背部痛

の症例は昨年も1例報告されている．他の3例は

胸部圧迫感，テタニー様症状を呈したもので“そ

の他”に分類した．前回4例報告された6℃a一ク

エン酸ガリウム注射後の副作用報告は今回は1例
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（D）その他の症例

（症例No．）

性別，年齢
診　　断 用　量 副作用の症状 措置闘

1311一アドステロール（副腎シンチグラム）

（1）男，48歳原発性アルドステロン

　　　　　　症
（8）女，51歳原発性アルドステロン

　　　　　　症疑い
（22）女，39歳特発性副甲状腺機能低

　　　　　　下症疑い

（27）女，一

1mCi／3　ml

1mCi／1　mt

1mCi／5　m～

1mCi／1　m’

投与10分後に顔面紅潮，脊椎，

腰椎が痛く，起き上れない

投与途中1／2量で胸部圧迫感と疹

痛

ゆっくり投与直後眠りこみ，テタ

ニー様発作を繰り返す

投与30分後に嘔気増悪

安静で回復10分

投与中止して，　30　分

安静で回復

静脈確保，カル　120分
チコール投与，

02吸入

安静で回復30分

99mTc－MDP（骨シンチグラム）

（3）女，52歳右乳癌，卵巣転移術後　5　mCi／1．2・ml

（7）女，47歳大腿骨無菌性壊死

（17）女，35歳　　　　　一

20　mCi

投与直後顔面蒼白，冷汗，脈拍微

弱となり失神．血圧低下

12時間後左前腕腫脹，疹痛，発赤

投与直後顔面紅潮

エホチール静注，15　分

クリニザルツ点

滴静注

　　一　　　　1週間
安静のみで回復　30　分

67Ga・クエン酸ガリウム（腫瘍シンチグラム

（5）男，37歳胸膜炎，腰痛 3mCi／3　ml

lV
投与2日後より全身発赤出現 強ミノc注

（2～3日）

2～3日

99mTc・MISA（肺血流シンチグラム）

（4）女，74歳肺塞栓疑い 10mCi／1　V 投与30分後に全身倦怠感訴え，顔

面発汗著明，呼吸困難出現，苦し

がる．皮膚発赤を伴う．血圧低下

しショック状態

ハイドロコート　24時間

ン点滴静注．入

院治療

99mTc一フィチン酸（肝シンチグララム）

（23）女，23歳特発性血小板減少性紫　3　mCi／1　V

　　　　　　斑病

投与10分後に顔面蒼白，冷汗 安静のみで回復　30　分

1111n・塩化インジウム（骨髄シンチグラム）

（6）女，一　　慢性骨髄性白血病 3　mCi／1　V 投与4時間後にじん麻疹様発疹と

発熱
強ミノc1A注　9時間

で全身の発赤であり，舌のしびれ感の報告はなか

った．その他，99mTc－MDP注射後の両手のしび

れ，両下肢の痛み，1111n一塩化インジウム注射後の

じん麻疹様発疹，99mTc一フィチン酸投与後顔面蒼

白，冷汗をきたした症例が各1例ずつ報告された．

また，99mTc－MISAを肺血流シンチグラフィの目

的で投与した1例で，呼吸困難，著明な顔面発汗，

低血圧をきたし，ハイドロコートンの点滴静注，

入院を必要とした症例が1例報告された．99mTc－

HMDP注射2時間後来院し，不安感と頻脈のため

検査を中止した症例は心因反応と判断し除外した．

　放射性医薬品別に不良品報告件数をみると

Table　4のようになる．標識不良件数が99mTc・フ

ィチン酸4，99mTc－MDP　1件であった．前者は肺

への集積，後者は肝への集積が指摘された．異物

混入が，99mTc・フィチン酸，99mTc－DTPAで各1

件，テクネチウム大凝集人血清アルブミン（99mTc）

注射液［99mTc－MAA］で2件報告された．　MAA

の場合白い混濁がMAA自身による可能性もある
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Table　4　放射性医薬品別不良品例

（60．4．1－6L3．31）

放射性医薬品 検査件数
不　良　件　数
　（内　訳） 繊oo

製薬機関別

検査件数　　不良件数　頻度（％）

99mTc一フィチン酸

99mTc－MDP
99mTc－MAA
99mTc－DTPA
99mTc一レニウムコロイド

1311一ヨウ化ナトリウム

　　　カプセル（診断用）

99Mo－99mTcジェネレータ

147，600　4（標識不良3，異物混入1）　0．003

128，650

36，450

32，120

　6，160

21，100

＊42，830

　（個）

1（標識不良1）

2（異物混入2）

1（　〃　1）
1（容器破損1）

1（個数不足D

1（溶出不良1）

0．001

0．005

0．003

0．016

0．005

A社　47，730

B社　99，870

B社　　82，670

B社　24，470

C社　　1，920

C社　　6，160

A社　13，170

0．002　A社　12，180

2
2
1
2
1
1
1

1

0．004

0．002

0．001

0．008

0．052

0．016

0．008

0．008

＊；出荷件数

が詳細は明らかにできなかった．製薬機関が自社

製品による不良報告事例を調査したが，標識不良

事例の原因を明らかにすることはできなかった．

標識薬剤の生体内分布の異常は薬剤に原因がある

場合と，生体に原因がある場合があり，判定が困難

なことが多い．異常が発見された時点で同一の薬

剤を動物に注射して臓器分布を検討するなどの作

業が要求される．1311一ヨウ化ナトリウムカプセル

の個数が不足していた事例については，そのよう

なことが起こらないよう注意しているとの回答が

寄せられた．99Mo－99mTcジェネレータの溶出不

良事例は期待された容量が得られなかったもので，

コレクションバイアルの真空度の減弱の可能性も

指摘されたが，真相は明らかにできなかった．

III．考　　察

　目本アイソトープ協会による放射性医薬品副作

用調査は昭和50年度の調査から始まり，12回を終

了している．昭和50～52年度分をまとめて1979年

に本誌に報告して以来，今回が第9報となる．昭

和55年度分の第3報以来毎年報告されている．

　米国では1972年に放射性医薬品の副作用の報告

がAtkinsら3）によりなされた．1976年にShani

ら4）の詳細な報告が発表された．米国核医学会

（Society　of　Nuclear　Medicine）に医薬品に関する

問題を報告するシステムが発足し5），1980年に最

初の報告6）が，次いで1982年に1976－1981年のま

とめが報告された7）．

　英国では副作用報告制度が1972年に確立され，

最初の報告が1974年に発表された8）．1977－1983年

のまとめが1984年に発表されている9）．ヨーロッ

パ核医学会，European　Nuclear　Medicine　Society

とSociety　of　Nuclear　Medicine－Europeの合同委

員会が1979年に発足し，放射性医薬品の副作用と

不良品の報告システムが確立した．ほぼ2年ごと

に調査報告が発表されているlo・11）．1984－1985年

の報告11）をみると1984年に28例，1985年に34例

の副作用事例が報告されている．頻度の多いのは

99mTc－MDP，　HMDP投与後の皮疹で1984年8例，

1985年11例である．99mTc－DTPAによるものは

1984年7例，1985年3例であるが，1311一ヒプル酸

ナトリウムによるものは報告されていない．1311－

MIBGによるものが1984年2例，1985年1例が
報告されている．

　この種の調査で正確なデータを提供するために

は，発生した事例がことごとく申告される必要が

あるので，各位のご協力をお願いしたい．発生頻

度算出の正確度を高めるためには放射性医薬品別

検査件数の正確な把握が必要である．昭和62年度

には，日本アイソトープ協会の手で，全国核医学

診療実態調査が実施されているので，次回報告に

は，そのデータに基づく，より信頼性の高い数値

が得られると期待している．
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　　（別表）　全検査報告件数の内訳
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（61．4．1～62．3．31）

検査の種類　　｝ 件　　数 1　検査の種類　　1 件　　数

1．検　　査 腎・尿路

脳 レノグラム 50，041

脳動態検査 20，505 腎シンチグラム 23，230

脳シンチグラム 11，637 腎動態イメージング 19，411

その他（含IMP） 5，660 その他 326

脳脊髄液 副　　腎

脳槽イメージング 3，384 副腎シンチグラム 2，901

RIミエログラフィ 180 その他 62

その他 158 消化管
唾液腺 胃・腸シンチグラム 769

唾液腺イメージング 2，816 消化管出血シンチグラム 1，057

その他 532 その他（メッケル等） 405

甲状腺 骨

甲状腺RI摂取率／シンチグラム 76，936 骨（含関節）シンチグラム 178，244

その他 707 その他 45

副甲状腺 骨　　髄

副甲状腺シンチグラム 1，547 骨髄シンチグラム 2，084

その他 1 リンパ節

心血管 リンパ節シンチグラム 3，072

イメージング以外の動態検査 3，497 その他 135

心筋シンチグラム（201Tl） 66，255 腫　　瘍

心筋シンチグラム（99mTc） 3，547 腫瘍シンチグラム 123，632

RI心血管撮影一心プール 38，082 その他 134

RI心血管撮影一動脈，静脈 6，497 炎　　症

血栓シンチグラム 1，040 炎症シンチグラム 2，345

その他 247 その他 0

肺 血液検査

血流シンチグラム 26，630 赤血球量検査 456

換気シンチグラム 6，400 赤血球寿命検査 637

吸入シンチグラム 1，287 血漿量検査 898

その他 330 鉄動態検査 561

肝・胆道 その他 601

ヘバトグラム 2，713 その他
肝シンチグラム 111，728 ビタミンB12シリングテスト 282

肝・胆道イメージング 9，928 蛋白漏出量検査 84

その他 542 睾丸シンチグラム 282

脾 耳下腺シンチグラム 434

脾シンチグラム 2，851 他部位の動脈，静脈撮影 6，134

その他 12 その他 1，667

膵 2．治　　療

膵シンチグラム 2，136 甲状腺機能充進症 2，077

その他 2 甲状腺がん他 369

合計　830，162件
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