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《報　告》

放射性医薬品副作用事例調査報告　第10報

（昭和62年度　第13回調査）

The　Tenth　Report　on　Survey　of　the　Adverse　Reaction　to

　　Radiopharmaceuticals（The　13th　Survey　in　1987）

（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＊

∫∫めco’〃〃littee（」f　SafeC夕1∬tte　for　the　Radiopharmaceuticats

　　　　ルrαガcal　and　Phar〃lace〃r’cat　Co〃1〃li〃ee

　　　　　／apaniRadioiSO’ope　A∬ocia’io〃

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で毎年実施している副作用

事例調査は回を重ねて13回となった．この調査は，

イン・ビボ核医学検査と非密封Rl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　rcaction）事例，ならびに放

射性医薬品の不良（drug　defect）事例の発生頻度と

その内容を調べて報告するものである．第12回

（昭和61年度）までの調査結果の概要はこれまで

9報にわたって本誌に報告してきた1）．今回は昭

和62年4月1日より昭和63年3月31日までの1年

間に発生した事例について，昭和63年に調査した

結果を報告する．

IL　調査方法

調査は従来どおリ，調査票を核医学診療施設に

＊委員長　佐々木康人

　委　員　井上　修，岡野真治，寺尾允男，西川潤一，

　　　　葉杖正昭，村田　啓
別刷請求先：東京都文京区本駒込2－28－45　（M113）

　　　　　（社）日本アイソトープ協会　学術部学術課

　　　　　　　　　　　　　　　医学・薬学部会係

送付して回答を求めるアンケート方式で実施した．

「第13回放射性医薬品副作用事例アンケート調査，

副作用・不良品事例調査書（昭和62年度対象）」

（Table　1）は，昭和62年5月に前年度第12回調査

票回収依頼時に全国イン・ビボ核医学診療施設に

送付した．副作用・不良品事例発生の都度調査票

に記入して頂くためである．昭和63年5月に第13

回調査の調査票回収を依頼した．同時に第14回昭

和63年度調査の依頼を行い，第12回昭和61年度調

査報告書を送付した．昭和63年6月末日をもって

調査票の回収を締切った．報告事例の有無にかか

わらず回答を求め，同時に昭和63年度に使用した

放射性医薬品の投与件数を調査した．

　報告された個々の事例について委員会で検討す

るとともに，放射性医薬品を供給した業者側の調

査結果と意見を求めて検討した．

IIL調査結果

　今回調査対象とした1，063施設のうち，回答が

得られたのは769施設で，調査票回収率は72．3％

であった（Table　2）．

　副作用または製品不良事例は23施設より，32件

報告された．副作用等を報告した施設は回答を寄
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　　　　　　　　　　　　Table　1

第13回放射性医薬品副作用事例アンケート調査

　　　　副作用・不良品事例調査書 昭和62年度対象

この鯛査書はお手許に保管いただき，4例発生の都度記録して下さい。
回収は63年4月頃の予定です．
記入にあたっては，記入上の注意｛裏面）を参照して下さい．

施設名

記入者名

（凋査対象期間：昭和62年4∫］～63年3月）

医　　薬　　品　名 麟核種1 1検査・治療酬

使　川　年　月　日 昭和　　　　fド　　　月　　　11，投与方法（静往・経口・髄膜腔内・その他（　　　　　　　））

薬剤の区分副
自　　家　　標　　識　　製　　剤

一・「

会　社　製　剤
a）　標識用キット b）　w°Tc 三〇　　＋　　b）

メ　ー　カ　ー　名鋤 　　　　　　一：ニニ7

／’』
製　　造　　番　　号 　　　　　　　　一　　　　　　一一

一一有　効　期　限鋤 　　　　　　　＿一　　　　　一一’　　　　一一’

一

①
　
　
　
放
　
射
　
性
　
医
　
薬
　
品

使　　　川　　　損
　　　　　　　＿ンー
　　　　　　一　／〆一

保　存　場　　所

保　　存　　期　　間
’一一一一・

｝w「、．一．一「

　回目同一パイアルの使用回数 回日 回n 回臼

一

”一’

　一．・

希　　　　　釈　ξ帥

pH1t9

各

種

試

験

純　　度　　試　　験
　一．一一一一

エントトキシン試験

他の薬剤の混入，併用処置

氏名・年令・性別 氏名 1年齢 川酬（男・女）1嚇（ ）

診　　　　　　　断 ，診断確度（確定　・高　・中　・低　）

主　要　症　状ロQ ，状　　態（軽度・中‘呈度・拒豹γ・極めて亜症）
　　『・一．一

．一．　．「－

　　　　F

②
　
　
患
　
者

主要検査成績

患者の既往歴等
医薬品副作用歴

　本人（有・無），血族（有・無）
　医薬品名・副作川（　　　　　　　　　　）

特記すへき疾患歴

　本人（有・無），而1族（有・無）

　疾患名（

　一一

　　）　！＿　＿．＿一」

副作用の発現，症状，

経過
（できるだけ詳細に）

発現（投与直後・　　時間後）　患者の体位（仰臥位・腹臥位・坐位・立位・その他）
『一AA、一「A

．一AA
③

　
　
副
　
　
作
　
　
川

副作用の種類

1．va80vaga　l　　　（1．失神　2．低血圧　3．顔而紅潮　4．心惇元進　5．その他）
2．発　熱
3．アレルギー反応　（1．皮膚発赤　2．喘息　3．声門水腫　4．その他）
4。その他
5．死　亡

副作用1ζ対する処置
当該医薬品の投与
　中止・減量（　　　　　　　　　）・継続

治療薬の投与
　有（　　　　　　　　）・無

副作用の転帰
1．回　復（回復まで　　　時問）　　2．回復したが後遺症あり（症状　　　　　　　　　）
3．未回復（　　年　　月　　日現在）　　4．死　亡（　　年　　月　　日）

担当医師の意見
．’一｝一

④

不

良
製
品

　　　　　　　　」助
不　良　の　種頬

1．分布不良
2．棟識不良
3．製品不良
∧不良の内容

（1．放射能不足　2．異核種混入　3．表面汚染　4．異物混入　5．溶出不良6．滅菌不良　7．エンドトキシン　8．輪送破損　9．包装不備　10，その他）　B　不良の部分　（a．パイアル　b．＋ット　c、ジェネレータ　d．その他）

詳　　　　　　細

記入上の注意（裏面）を参照して下さい。
社団紘人　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t1会
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Table　2　放射性医薬品副作用事例調査結果

対象施設数　A

回答施設数　B

副作用等報告施設数　C

調査票回収率　B／A

副作用等報告率　C／B

放射性医薬品の投与件数　D

副作用等報告件数　E
　（副作用）

　（不良品）

副作用等発生率　E／D

　第13回　　　第12回　　　第11回　　　第10回　　　第9回
昭和62年度　　昭和61年度　　昭和60年度　　昭和59年度　　昭和58年度

　1，063

　769
　　23
　72．3％

　　3．0％

862，950

　　32
　　（21）

　　（11）

0．0037％

　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

　　52
　　（27）

　　（25）

0．0061％

　　943

　　707

　　32
　　75．0％

　　4．5％

＊900，334

　　54
　　（31）

　　（23）

0．0060％

＊総検査実施件数

Table　3　放射性医薬品別副作用例

（62．4．1～63．3．31）

放射性医薬品
投与　　　　副作用の種類　　　頻度

件数　　こ　F　A　O　計　　（％）

製薬機関別

投与（件）副作用頻度（％）

99mTc－DTPA　　　　　　　　　　　　　　35，474

ピロリン酸（RBC標識目的）　　　　33，108

99mTc－HMDP　　　　　　　　　　68，371
99mTc－DMSA　　　　　　　　　　　l4，356

99mTc－MAA　　　　　　　　　　　　28，524
1311．ヨウ化メチルノルコレステノール　3，141

1311一ヒプル酸ナトリウム　　　　　　30，646

67Ga・クエン酸ガリウム 130，798

4

1
う
↑
2

　　　　5　0．Ol4

　　　　2　0．006

　　　　1　0．001

　　　　1　0．007

　　　　1　0．004

4　　　　6　0．191

　　2　4　0．013

1 1　0．0008

社

社C
B社

社

社

A

B
D

4，465　1件　0．022
18，027　1件　0．005

14，404　3件　0．021
16，242　1件　0．006
22，497　1件　0．004

副作用の種類：v；血管迷走神経反応　F；発熱　A：アレルギー　o；その他

せた769施設の3．0％であった．報告された事例

は，副作用21件，製品不良11件で，副作用事例が前

年度の26件から5件減少し，製品不良事例は前年

度と同数であった．報告された全投与数は862，950

件であるので，副作用の発生率は0．0024％であり，

投与100，000件当たり2．4件となる．不良品発生頻

度は0．OO　13％，投与100，000件当たり1．3件であっ

た．両者合わせた副作用等の発生率は0．0037％，

100，000件当たり3．7件となる．対前年度比は副作

用0．78，不良品0．96，両者合わせて0．83である．

過去5回の調査結果を比較してみると，昭和59年

度までの副作用等発生率が0．0060～0．0061％であ

ったものが，昭和60年度以後0．0037～0．0045％に

減少しているのがわかる（Table　2）．

　報告された副作用発現事例を使用した放射性医

薬品別にみると，ヨウ化メチルノルコレステノー

ル（1311）注射液【1311一ヨウ化メチルノルコレステ

ノール】6例，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，ヨ

ウ化ヒプル酸ナトリウム（1311）［1311一ヒプル酸ナト

リウム】4例などであった（Table　3）．今回の調査

では使用した放射性医薬品ごとに投与件数を記載

してあるので，調査表を回収し得た769施設での

当該放射性医薬品使用総件数を母数として副作用

等発生頻度を算定した．副作用発生頻度の高い順

にみると，1311一ヨウ化メチルノルコレステノー

ル0．191％（検査100，000対191件），99mTc－DTPA

O．014％（14件），1311一ヒプル酸ナトリウム0．013％
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（13件），ジメルカプトコハク酸テクネチウム

（99mTc）注射液【99mTc－DMSA】0．007％（7件），赤

血球に99mTcを標識する目的で投与したヒ゜ロリン

酸0．006％（6件），テクネチウム大凝集人血清ア

ルブミン（99mTc）注射液［99mTc－MAA】0．004％

（4件），ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチ

ウム（99mTc）注射液［99mTc－HMDP】0．001％（1件），

クエン酸ガリウム（67Ga）注射液［67Ga一クエン酸

ガリウム］0．㎜8％（0．8件）で前回調査時とほぼ同

様の発現率であった．比較のために従来と同じく，

橋詰らの調査報告4）（1979年）に基づいて算定した

副作用発現率は，1311一ヨウ化メチルノルコレステ

ノール0．172％，99mTc－DTPA　O．Ol3％，1311一ヒプル

酸ナトリウム0．008％，99mTc－DMSA　O．006％，ヒ゜

ロリン酸0．003％，99mTc－MAA　O．002％，99mTc－

HMDP　O．001％，67Ga一クエン酸ガリウム0．㎜4％

であった．

　「医療用医薬品の使用上の注意記載要領2）」によ

れば，今回の調査においては，1311一ヨウ化メチル

ノルコレステノールは「ときに副作用あり」，こ

れ以外は「まれに副作用あり」に該当する．

　副作用の種類としては，血管迷走神経反応9件，

アレルギー反応8件，その他4件であった．副作

用発現症例の詳細をTable　4にまとめた．99mTc－

DTPA投与に伴う副作用報告5例中4例は血圧低

下を伴っており，申告どおり血管迷走神経反応と

判定した．1例（症例101）は呼吸困難を訴え，血

圧110mmHg，脈拍緊張良好であり，申告どおり

「その他」に分類した．5例中4例は坐位で発症し

ており，1例では患者体位の記載はなかった．

1311一ヒプル酸ナトリウム投与後に発現した副作用

事例4例のうち2例は典型的な血管迷走神経反応

であったが，他の2例は気分が悪いと訴え，めま

いまたは嘔吐が主症状であったので，「その他」に

分類した．4例とも，患者の体位は坐位であった．

　1311一ヨウ化メチルノルコレステノール注射後に

顔面または皮膚紅潮を来し，胸痛～胸部圧迫感ま

たは頭痛を訴えたが，高血圧を維持した4例はア

レルギー反応に分類した．そのうち1例はアルコ

ー ル過敏性であった．昨年同様腰痛を訴えた者が

1例あった．失神またはショック状態となった2

例は血管迷走神経反応と判定した．

　ピロリン酸注射後胸部不快感を訴え，嘔吐した

例（症例115）はアイソトープ検査に強い不安感を

抱き，注射前から副作用があるのではないかと心

配していたとの担当医師の意見が添えられている．

67Ga一クエン酸ガリウム投与に伴う皮膚発赤は注

射8時間後の発症であり，注射との因果関係が薄

いかもしれないが，申告どおり採用した．

　放射性医薬品別に不良品報告件数をみると

Table　5のようになる．各事例の詳細をTable　6に

まとめた．標識不良が9件あり，メチレンジボス

ホン酸テクネチウム（99mTc）注射液［99mTc－MDP】

が肝に集積した1例，消化管に集積した5例（同

一 ロット），99mTc－HMDPが肝に集積した2例，

99mTc－DTPAが肝に集積した1例である．製薬機

関が自社製品による標識不良事例を調査したが原

因を明らかにすることはできなかった．

　99mTc－MAAバイァル中に異物の混入を認めた

という事例については，当該製薬機関が調査の結

果，異物はバイアルのゴム栓の切片であり，工場

で充填する時に針のゴム切れの鈍化によりゴムの

切片（コア）が発生したことが明らかとなった．以

後，充填針の交換頻度を高めて，針の鈍化を防ぎ

コア発生を防止する処置がとられた．

　治療用1311一ヨードカプセル（30　mCi）3個のう

ち1個に破損のあった事例についても調査が行わ

れていた．同一ロットならびに，前後のロットに

ついて品質検査が行われ，異常は認められなかっ

た．原因を断定はできないが，カプセルの含水量

等の微妙な条件変化によって，放射線により変性

が生じ，ゼラチンカプセル自体がもろくなり，輸

送中またはカプセルを取り出す際に破損が生じた

可能性のあることが論じられた．

　以上の不良品事例発生頻度は1311一ヨウ化ナトリ

ウムを除けば投与件数100，000について3～4件で

ある．1311一ヨウ化ナトリウムについては0．140％

と他の0．003－O．004％に比し頻度が高い．
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Table　4副作用発現の症例
昭和62年4月1日～63年3．月31日

　　　　　　患　者
症例番号　　　　　　　　　　　診　　　　　性別，年齢

断　　薬剤等の用量 副作用の症状 措　　置　　回復時間

4
（101）

99mTc－DTPA（レノグラム）

（102）

（103）

（104）

（105）

男，38歳　大動脈弁閉鎖不　5mCi／！V

　　　　　全症，狭心症

女，22歳　軽度の脳貧血　　5mCi／l　V

男，19歳　一過性自律神経

　　　　　失調症

男，12歳　神経性膀胱機能

　　　　　不全

男，35歳　慢性腎不全

5mCi／l　V

3mCi／lV

5mCi／0．8　m1

検査開始18分後呼吸困難を訴える．酸素吸入

検査を中止し，安静にて酸素吸入

（2〃分）で様子観察．血圧110～，

脈拍良．酸素吸入後15～30分全身

状態改善，ECGは異常なし．

99mTc・DTPA静注（ボーラス投与　安静のみで回

法）15分後にラシックス負荷，そ　復

の後しばらくしてめまい発作．

99mTc・DTPAのボーラス投与で安静のみで回
薬品の一部が血管外に漏出し，　復
「痛い！」と叫び眼前暗黒感，悪

心，めまい等起こる．冷汗，顔面

蒼白，徐脈．

投与2～3分後頃より悪心，血圧　安静のみで同
低下出現．10分後検査中止し仰臥　復

位とした．その後血圧上昇し症状
消失．

投与10分後気分不良を訴え，胸部　ソルメドロー

のしめつけ，呼吸困難，スーッと　ル500mノ投与

気が遠くなる．悪心，顔面蒼白．

血圧は発症後2～3分で上昇．ピ
リン禁の患者．

30分

5分

30分

10数分

B　1311・ヒプル酸ナトリウム（レノグラム）

（106）

（107）

（108）

（109）

女，12歳　血尿

女，39歳　高血圧症

女，24歳　卵巣腫瘍

女，23歳　子宮頸癌（骨盤
　　　　　内広範浸潤）

18μCi／

40ノ’Ci／3　m1

20μCi／

35　ltCi／

投与8分後気分悪い，フワァーと　安静のみで回

した感じがするとの訴えで検査中　復

止し仰臥位にする．血圧70～
mmHg，脈拍50位，冷汗あり．
3分後にほぼ回復．

検査開始10分後倦怠感，顔面紅潮．　ソリタT3G

15分後顔面蒼白，気分不良（吐気　200m1投与

少々）．検査を中止し，体を横に

して血圧測定．血圧180／llO→110／

80に低下．

投与10分後気分悪くなる．めまい．安静のみで回

　　　　　　　　　　　　　　　　復
投与10分後，検査中顔面蒼白とな　安静のみで回

る．気分悪化，嘔吐．前回の検査　復

でも少々気分悪化あり．

5分

1時間

IO分

30分

C　l311・ヨウ化メチルノルコレステノール（副腎シンチグラム）

（110） 男，32歳　高血圧症 545μCi／ 投与2～3分後嘔気，気分不快，

意識レベル下がり失神．血圧測定
不能．

ネオシネ2号　2時間
1A，イノバン

1A，カルニゲ

ン1A，ソルコ

テフ500mg
投与

（次頁へつづく）
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Table　4　（つづき）

症例番号諭転診 断　　薬剤等の用量 副作用の症状 措　　置　　回復時間

（111）　　男，46歳　二次性高血圧症　1mCi／

（112）　　男，44歳　副腎腫瘍（疑） 1mCi／5　m1

（113）　　男，52歳　原発性アルドス　1mCi／

　　　　　　　　　　テロン症（疑）

（120）

（121）

女，43歳　原発性アルドス　0．5mCi／2倍

　　　　　テロン症

女，58歳　禍色細胞腫 1mCi／1　m～

ゆっくり半量ほど静注したところ
で悪心，めまい，のぼせ感，咳出現．

軽度の呼吸困難も伴う．酸素吸入

（5～101／分）を行い，血圧150～

90mmHg，脈拍も整う．その後
患者が落ち着いたので再開したが

同症状（眼けん血膜の充血，浮腫

も伴う）のため中止．

投与直後より頸部から顔面にかけ

て紅潮あり，胸痛を訴える．血圧

158～110mmHg，脈拍96．2／3に
減量投与．

投与直後より咽頭部～胸部つまり

感，胸部圧迫感，顔面紅潮～頸部

発赤，咳，腰痛を訴える．血圧
178／98，脈拍84．点滴注射15分後

症状軽減す．

投与中～直後にかけて顔面紅潮，

胸苦を訴えショック状態となった

が，輸液ステロイド投与により回
復した．

投与2～3分後顔面紅潮．頭痛．

血圧190～90mmHg．患者はもと
もとアルコール過敏性であった．

安静のみで回　　30分

復

安静のみで回　1時間
復

ラクテック　　1時間

500m1投与

ステロイド投
与

ソリタT3投　1時間
与

D99mTc－RBC標識目的でピロリン酸キット投与

（114）　　女，68歳　狭心症（バイパ　5m～／0．5　V

　　　　　　　　　　ス術後）

（115）　　男，56歳　心筋梗塞，うっ　3m∫／0，5　V

　　　　　　　　　　血性心不全

静注後SPECT台に仰臥位に寝か
せた時皮膚発赤．術前検査時は異

常なし．同一バイアルを他の患者

に投与するも異常なし．

ピロリン酸を生食6m1でとかし，

3　mlを注射したところ，投与直後

から激しく嘔吐．胸部不快感を訴

えたが15分ほどでおさまる．

安静のみで回　1時間
復

安静のみで回　30分
復

E　99mTc’HMDP（骨シンチグラム）

（116）　　女，65歳　骨転移 投与1時間後皮膚発赤． 安静のみで回　1時間
復

F　99mTc・DMSA（腎シンチグラム）

（117）　　女，38歳　慢性腎孟炎 300μCi／4　m1 静注30分後より軽度のかゆみ自
覚，1時間後皮膚発赤．治療薬投

与により4～5分で消失．

強力ミノファ　6分
一 ゲンC

G　g9mTc－MAA（RIベノグラム）

（118）　　女，30歳　下肢深部静脈血

　　　　　　　　　　髄

8　mCi／0．25　V 99mTc－MAAを足背静脈より注入
終了後より気分不良を訴え，冷汗．

血圧90～mmHgと低下．

安静のみで回　30分
復

H　67Ga一クエン酸ガリウム（腫瘍シンチグラム）

（119）　　女，54歳　肝癌の術後 2mCi 投与8時間後皮膚発赤，頭痛．外　安静のみで回

来患者のため詳細不明．　　　　　復
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Table　5　放射性医薬品別不良品例

（62．4．1～63．3．31）

放射性医薬品

99mTc－MDP

99mTc－HMDP
99mTc－MAA
99mTc－DTPA

投与件数

1311一ヨウ化ナトリウム
　カプセル（治療用）

134，551

68，371

28，524

35，474

　716

不良件数　　　頻　度
（内　訳）　　　　（％）

6　（標識不良6）

2　（標識不良2）

1（異物混入D
l（標識不良1）

1（容器破損D

0．004

0．003

0．004

0．003

製薬機関別

投与件数　不良件数　頻度（％）

C社　　5，277

0．140　A社 630

1件

1件

0．019

0．158

Table　6不良製品の事例
昭和62年4月10～63年3月31日

薬剤の用量等
症例番号 不 良 の 事 例

標識キット　99mTc他

A　99mTc・MDP

（201）　　　　1／2V　　　20　mCi

（202～206）　　1V　　　20　mCi

骨シンチグラムを目的としたが，コロイド状になったのか肝が描出された．

骨シンチグラムを目的としたが，5本とも消化管に集積した．

B　99mTc－HMDP

（207）　　　　　1V　　　3　m’

（208）　　　IV　　3　ml

C　99n1Tc・DTPA

骨シンチグラムを目的としたが，肝が描出された．

骨シンチグラムを目的としたが，肝が描出された．

（210） 1／10V　　　7　mCi 肝に異常集積．前日，2日前，3日前は正常像を得．

D　99mTc・MAA

（211）　　　　一　　　　　一

E　1311・ヨードカプセル（治療用）

バイアルに異物（ゴムキヤップの切片）混入．

（209） 30mCi　　30　mCiカプセル3個のうち，1個の破損があった．

IV．考　　察

　ヨーロッパ核医学会に1987年に報告された放射

性医薬品副作用事例は34件，製品不良事例は56件

である3）．検査数，発生頻度は記載されていない．

副作用事例は99mTc－MDP（10件），99mTc－DTPA

（7件）投与に伴うものが多い．アレルギー反応14

件，血管迷走神経反応11件，その他11件である．

不良品では99mTcジェネレータの溶出不良（25件），

99mTc－MAA，99mTc－MDP，99n1Tc－HMDPなどの

分布異常（16件）が多い．

　第13回調査の特徴としては，放射性医薬品別に

検査件数が集計できるようにしたことである．そ

の結果，該当する放射性医薬品のその年度の検査

実数に対する副作用等の発生頻度を算出できるよ

うになった．従来は，1979年の橋詰らの調査結

果4）と各年度の放射性医薬品供給量の比率より，

検査件数を推定していたので，今回の算出法によ

る発生頻度の方が，実状に近いと考えられる．今

回は従来法でも計算を行って比較したが，それほ

ど大きな違いはでていない．副作用事例について

いえば，放射性医薬品によっては最高2倍の差が

みられるが，副作用発現頻度の順位が変わるほど

の差はみられなかった．したがって，この種の調

査の目的と性格，期待しうる精度を考慮すれば，

従来法に基づく解析結果も十分信頼に値すると考

えられる．
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（別表）放射性医薬品投与件数

昭和62年4月1日～63年3A31日

放　射性　医　薬　品　　　　1 投与件数（件） 　　　放　射　性　医　薬　品　　　　1投与件数（件）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　一一一

｝一．一一一⊥『一　一一一一． 一一一一｝A－｝一一　一一一一99mTc一パーテクネテイト 48，594 1311一ヨウ化ナトリウム（診断）　　　l　l4，246　　　　　　　　　　　　　　　　　「

99mTc一スズコロイド
99mTc一フチン酸99mTc－MAA

20，366

77，723

28，524

　　　　〃　　　　　（治療）　　　　　　1，321
1・・11一ヒプ，レ酸ナトリウム　　　13q646　　　　　　　　　　　　　　　　　‘1311一ヨウ化メチルノルコレステノール　　　3，141

99mTc－EHDP
99n1Tc－PYP

2，268

33，108

1311－HSA　　　　　　　　　　　　　　　l　　l，905　　　　　　　　　　　　　　　　　11311一その他　　　　　　　　　　　　　　716

99mTc－MDP 134，551
1

99mTc－HMDP 68，371 1231一ヨウ化ナトリウム　　　　　　　　　　27，656

99n1Tc－DMSA

99mTc－DTPA
99mTc－HSA

99mTc一田DA

14，356

35，474

13，156

1，089

’231－IMP　　　　　　　127・975123Lその他　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l48　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　～1111n一塩化インジウム　　　　　　　　　2，511

99mTc－E田DA 3，516 1111n－DTPA　　　　　　　　　　　　　　　　3，304

99mTc－PMT 6，123

99mTc・その他 2，447

　　　　　　　　　　　　　　　　　151Cr一クロム酸ナトリウム　　　　　　　　1，154

67Ga・クエン酸ガリウム 130，798 59Fe・クエン酸第二鉄　　　　　　　…　　595

75Se一セレノメチオニン　　　　　　　‘　　1，594

201Tl一塩化タリウム 99，788 133Xe一注射液　　　　　　　　　　　　　4，550
133X÷ガス　　　　　　　　　　　　　…　16，961

81mKr一注射液　　　　　　　　　　　i　　2’143
　　81mKr一ガス　　　　　　　　　　　　　　　1，710「　　57Co，58Co一シアノコバラミン　　　　　　　　　240

その他　　　　　　　　　　　　　；　　182

1

合計　862，950件
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