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《寄　稿》

放射性医薬品原料モリブデン99の生産と供給に関する諸状況

一
日本の現状を中心として一

永井　輝夫＊ 梅澤　弘一＊ 金子　洋一＊

　　　　（核医学35：749－753，1998）

1．まえがき

　わが国の放射性医薬品の流通量は，一般に理解

されているより遙かに多く，わが国は米国に次ぐ

世界第2位の核医学大国といえる．

　わが国におけるアイソトープの生物・医学利用

は，歴史的に国産第1号サイクロトロンを利用し

て始められたが，戦後の米国からのアイソトープ

の輸入開始を契機に医学の利用は年々急増し，一

貫して全アイソトープ頒布売上げの大半が医学利

用であるという状況が続いている．

　ちなみに，平成9年度の当協会のアイソトープ

の取扱総額（約676億円）の約90％（約609億円）は

放射性医薬品によって占められている．

　わが国で初めて放射性医薬品として認可された

のはヨウ素131カプセルで，1960年から頒布が開

始され，またその後もヨウ素131化合物が好んで

利用された時期もあったが，ガンマカメラによる

核医学画像診断の急速な発展と共に，利用される

核種は，患者に対する被曝線量を少なくし，かつ

多様な製剤が可能なテクネチウム99mが多用され

るようになった．

　テクネチウム99mは，半減期が短く（6．04時

間），ベータ線を放出せず，そのガンマ線エネル

ギー（0」4MeV）もガンマカメラによる検出，およ

びコリメータによる指向性に適し，身体による吸

収も比較的少なく，その利用により統計精度が高
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く，かつ解像力も高い画像が得られるという特性

がある．テクネチウム99mは半減期66時間のモ

リブデン99の娘核種なので，テクネチウム・ジェ

ネレータとして利用すれば病院内で容易に溶出し

調製可能という便利さがあり，また多種類（文献

上では60種類以上）のキレート化合物，その他の

標識化合物への合成が可能であり，多目的の利用

に適しているので万能診断薬の性格を持っている

といえる．

　このように，テクネチウム99mは医療にとって

きわめて重要な位置を占めているので，その親核

種であるモリブデン99の安定供給は，国民医療

にとっては重大な関心事になる．わが国でも早く

からこの点が認識され，1977年には原研がモリブ

デン99の生産を開始すると発表し，試験生産も

行われたが，原子炉の運転計画や採算性の問題な

どで現在生産は行われていない．

　わが国へのモリブデン99の供給はカナダ原子

力公社（ABCL）の原子炉一基（NRU）に依存してい

るのが現状なので，バックアップ体制の早急な整

備を図ると共に，改めて国産の可能性についても

議論する時期に達しているといえる．

II．核医学診療におけるテクネチウム99m製剤

　　の位置づけ

　1．わが国で診療に用いられているインビボ放

射性医薬品は51品目である．そのうちの25品目

がテクネチウム99m製剤（以下Tc製剤）である．

　（その他の核種としては，1311：7品目，133Xe：

5品目，1231：4品目，1111n：3品目，201Tl：2品

目，67Ga：2品目である．）
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　2．わが国において，インビボ核医学検査は，

年間推定186万件実施されている．この186万件

のうちの約60％（lll万件）がTc製剤を用いた検

査である．

　（テクネチウム99m以外の核種としては，201Tl

を用いた検査が15％を占め，次いで67Gaと1231

を用いた検査がそれぞれ11％ずつを占めている．

186万件の核医学検査が用いられている領域は，

検査件数の多い順に並べると骨27％，心臓26％，

脳14％，腫瘍13％と，いずれも医療上重要な疾

患である．）

　3．テクネチウム99mの年間消費量（検定日に

おける放射能量）は，約406TBqである．この内

訳はジェネレータとして179TBq，標識注射剤は

227TBqで，44：56の比率となる．

　放射能量は5年前に比し約L3倍に増加している．

また，最近5年間に標識注射剤の伸びが著しく，ジェ

ネレータは180TBq前後の線で安定している．

　4．インビボ放射性医薬品の平成9年度の売上

金額は437億円で，そのうちの156億円（約36％）

がTc製剤である．

　Tc製剤の金額は，5年前に比しL5倍に増加し

ている．

m．核医学診療施設数

　わが国において，インビボ放射性医薬品を使用

している核医学施設は1，1　94施設あり，そのうち

のL192施設でTc製剤が使用されている．

　インビボ放射性医薬品を使用する施設は，毎年

数施設ずつ増加しており，5年前に比し約20施設

増加している．

IV．国内のメーカーとテクネチウム99m製剤の

　　概況

　1．わが国の放射性医薬品の供給会社は17社

で，そのうちの3社（第一ラジオアイソトープ研

究所，日本メジフィジックス，シーアイエス　ダ

イアグノスティック）がインビボ放射性医薬品の

供給を行っている．

　3社のうち2社（第一RI，日本メジ）は，輸入し

たモリブデン99を原料としてジェネレータおよび

テクネチウム99mで標識した製剤を製造して供給

している．

　シーアイエス社はフランスから，ジェネレータ

の完成品を輸入し販売している．

2．テクネチウム製剤の概要

成分（略称） 製品数 診断領域

過テクネチウム酸ナトリウム

エチレンジシステイネート（ECD）

スズコロイド

ブイチン酸

ヒト大凝集アルブミン（MAA）

ピロリン酸（PYP）

メチレンジホスホン酸（MDP）

ヒドロキシメチレンジホスホン酸（HMDP）

ジメルカプトコハク酸（DMSA）

ジエチレントリアミン5酢酸（DTPA）

メルカプトグリシルグリシルグリシン（MAG3）

ヘキサキス（MIBD

テトロホスミン

ヒト血清アルブミン（HSA）

エキサメタジム（HM－PAO）

血清アルブミンジエチレントリアミン5酢酸（HSA－DTPA）

ピリドキシルメチルトリプトファン（PMT）

ガラクトシルアルブミンジエチレントリアミン5酢酸（GSA）

　　　5
（ジェネレータを含む）

　　　1
　　　1
　　　1
　　　2
　　　1
　　　1
　　　1
　　　2
　　　1
　　　2
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1

脳腫瘍，脳血管障害，甲状腺，唾液腺，

異所性胃粘膜疾患，肺機能

脳血流

肝疾患，脾疾患

肝疾患，脾疾患

肺疾患，肺血流，肺循環障害，心疾患

心疾患，骨疾患

骨疾患，脳腫瘍，脳血管障害

骨疾患

腎疾患

腎疾患

腎疾患，尿路疾患

心筋血流，心機能

心疾患，心機能

心疾患

脳血流

臓器血行動態，血管病変

肝疾患，胆道疾患

肝機能，肝形態

25品目（製剤）
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V．各国のモリブデン99生産と供給の状況

　現在，テクネチウム99mの原料としてモリブ

デン99を生産して世界的に供給しているのはカ

ナダのノーディオン社で，全世界の70％程度の

シェアを占めている．そのほかには，主に欧州に

供給しているベルギーのIRE（ベルギー放射性元

素国立研究所），放射性医薬品メーカーであるマ

リンクロット社への供給を主にするオランダのマ

リンクロット社施設，南アのAEC（南アフリカ原

子力公社），アジアではインドネシアの原子力庁

関連会社であるP．T．　BATAN社などがある．

　（イ）カナダ

　カナダ原子力公社（AECL）の原子炉（NRU）で

ウランターゲットを照射し，AECLサイトにある

化学処理施設で分離したモリブデン99を，オタ

ワ郊外に所在するノーディオン社施設へ運び精製

小分けして出荷している．

　現在のNRU原子炉は40年以上も経過してい

るので，2000年以降廃止される予定．2000年以

降は，新しいMAPLE型原子炉を2基建設し，新

しく化学処理施設も整備して，今まで以上に安定

した生産供給を行うとしている（MAPLE計画）．

MAPLE－1号炉は1999年末までに完成，2号炉は

その1年後に完成の予定．

　（ロ）米国

　現在は生産していない．国内需要の半分はカナ

ダのノーディオン社から，あとの半分はマリンク

ロット社がオランダの施設で生産したものであ
る．

　これらの供給途絶時に対応するため，DOE（エ

ネルギー省）はサンデアの研究用原子炉（ACRR）

でモリブデン99を製造する施設と体制の整備を

進めている．

　（ハ）ベルギー

　IRE（ベルギー放射性元素国立研究所）は，ベル

ギーの原子炉（BR－2），オランダにあるECの原

子炉（HFR），フランスの原子炉（OSIRIS）でウラ

ンターゲットを照射して生産している．

　主に欧州へ供給しており，余力もあるが，日本

の全需要を満たすほどではない．日本への輸送

ルートが未だ確立されていない．

　（二）　オランダ

　ペテン所在のECの原子炉（HFR）を主に，おそ

らくBR－2等も利用して生産しているが，マリン

クロット社の自社用に生産して，欧州および北米

のマリンクロット社の需要を賄っている．

　（ホ）南アフリカ

　AEC（南アフリカ原子力公社）の生産能力は，

週2，000キュリー程度．30年以上経過した原子炉

1基で代替炉はない．毎週通年の生産は難しい．

日本への輸送は長距離であり，輸送ルートは未だ

確立されていない．

　（へ）　インドネシア

　P．T．　BATAN（インドネシア原子力庁関連会社）

が，生産できる時には，週400キュリー程度外国

へ供給できると言っている．原子炉は未だ新しい

のが1基のみで，毎週通年の生産は難しい．日本

への輸送は，直接の日航貨物定期便がない問題が

ある．

VI．わが国におけるTc製剤99mの安定供給に

　　係わる問題

　1．カナダAECLでは，過去に3回にわたり労

働争議があり，原子炉の運転停止の危機が生じ，

わが国へのモリブデン99の供給が逼迫した．そ

れらの概要は次の通り．

　①1992年（7／15）

　7／21よりストライキ予定との情報入手．

　→直前にストは回避されたため，生産停止はな

かった．

　国内では，メーカー，協会共同でカナダ大使館

および外務省にスト中止を陳情．

　市場に対しては状況を公表せず，直前まで静
観．

　→スト直前に解決したため市場に影響は生じな

かった．

　②1997年（6／17）

　6！19よりストライキ予定との情報入手．

　→予定通りスト実施．6／19～6／25モリブデン99

の生産が停止．
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　国内では，ユーザー代表・メーカー・協会3者

で対応を協議．

　緊急連絡文書（1～3報）で情報を逐次全ユー

ザーに周知．

　－6／30～7！4の国内市場に影響が出た．平常時

の15q。の原料が確保できたため，全施設に対し

ジェネレータ1台のみの供給を行い緊急検査等に

対応．

　③1998年（5／8）

　5！14よりストライキ予定との情報入手．

　→予定よりズレてスト実施．5／18～5／24モリブ

デン99の生産が停止．

　国内では，1997年と同様の3者協議を行い，

緊急連絡文書（1～4報）で全ユーザーに周知．

　→5／25以降の国内市場に影響が出ることが懸念

されたが，ベルギー，南アフリカからの原料調達

が実現したことと，国内の生産体制と配送体制の

調整により平常の需要を賄うことができ，欠品は

防止できた．

　2．わが国のTc製剤の原料モリブデン99は，

カナダノーディオン社一社からの供給に依存して

いる．同社が原子炉新設の資金確保のため，平成

8年に10年間の独占供給の契約を行ったことに

対し，公正取引委員会は平成9年ll月，独占禁

止法違反の容疑でMDSノーディオン日本支社，

第一ラジオアイソトープ研究所，日本メジフィ

ジックスの3社に立入検査を行った．

　公正取引委員会は平成10年6月24日，ノー

ディオン社のみに対し独占禁止法第3条に違反す

るとして，独占的契約内容の排除を勧告した．

VII．日本におけるモリブデン99の生産

　放射性医薬品の原料として使用されるモリブデ

ン99は，高比放射能のものであって，高濃縮ウ

ランを原子炉で中性子照射してウランー235を核分

裂させ，その核分裂生成物からモリブデン99を

分離して生産する．

　モリブデン99は，半減期66時間であるので，

需要に対応するには，年間を通じて毎週定期的に

生産されることが必要である．

　日本では，日本原子力研究所において過去に技

術開発が行われたが，以下の理由で製造は実施さ

れていない．

　（イ）原子炉の稼働時間が，年間最大でも30週

程度しかカバーできないので，年間を通じて国内

需要に対応した生産ができない．

　（ロ）原子炉照射したウランターゲットからモ

リブデン99を分離する施設がなく，設備投資と

その運転維持経費を考えると，生産しても製造コ

ストが高くなり，外国製品に競争できない．

　（ハ）現在，外国で使われている93％高濃縮ウ

ランを使用することは，日本では核不拡散の見地

から困難である．核不拡散上可とされる20％未

満の濃縮ウランでは，処理ウラン量の増大のみな

らず放射性廃棄物の発生量も増大する．また，現

在，このような化学処理工程を行える設備のある

施設がない．

　（二）　ウランを使用する施設は，核燃料物質使

用施設として規制されるため，建設，維持管理に

費用がかかる．生産に伴って発生する放射性廃棄

物の処理処分も必要である．したがって，たとえ

93％高濃縮ウランを使用して国内で生産を行って

も，製造コストが高く，外国からの輸入製品に競

争できる見込みが立たない，

　（ホ）モリブデン99は（n，｝う反応でも製造で

きるが，製品中に非放射性のモリブデン同位体の

量が多く非放射能が低い（2Cilg）ため，現在のア

ルミナカラムのジェネレータに使用するには適し

ていない．

Vm．テクネチウム99m製剤の市場推移と原料

　　　モリブデン99の需要量

　1．わが国のTc製剤の市場は，5年前に比し

30％増加している（放射能量，1992年，1997年

対比）．

　1997年度は対前年比2％強の伸びにとどまった

が，今後しばらくの間は毎年数％～5q。の伸びで

推移するものと考える．

　米国，欧州においても，ほぼ似通った傾向で推

移していることから，今後も毎年数％程度の伸

Presented by Medical*Online



放射性医薬品原料モリブデン99の生産と供給に関する諸状況 753

びが見込まれるとされている．

　2．1997年度におけるTc製剤の末端消費量

は，使用時点（検定日）での放射能量で約406TBq

である．

　わが国における原料モリブデン99の輸入量

は，製品の製造～配送～使用のタイムラグによる

放射能減衰（テクネチウムジェネレータについて

はモリブデン99の半減期が66時間，テクネチウ

ム標識製剤については半減期が6時間）を考慮す

ると，少なくとも末端消費の5～10倍になるであ

ろうと推測される．

　さらに，日々臨床の現場における需要に応える

ために，年間を通じて毎週定期的に原料確保が行

われている．

IX．国民医療の立場からの要望

　以上のように，わが国への医療用モリブデン

99の供給はカナダノーディオン社からのワン

チャンネルにのみ依存している．同社は現在世界

最大で安定した供給元であるが，その原子炉の運

転を行うAECLで労働問題が発生した場合には，

今回のような供給不安が避けられない事態とな
る．

　このように供給に不安のある状態にあれば，計

画性を持った医療は阻害され，核医学診断の質的

低下も避け難い．

　したがって，国民医療の立場から次の要望をし

たい．

　（D　医療用モリブデン99の供給保証の必要性

を，関係省庁（科学技術庁，厚生省，運輸省など）

に十分理解して頂き，その危機管理対策について

も積極的に取り組んで欲しい．

　（2）カナダでの生産に問題が生じた場合の，

ベルギー放射性元素国立研究所（1RE），マリンク

ロット（オランダ民間企業），および南アフリカ原

子力公社（AEC）などからのバックアップ供給に直

ちに対応できるような体制を整備する．

　（3）国内の原子炉または加速器を整備して，

部分的供給または緊急における短期的供給のた

め，医療用モリブデン99の国産化を図る．

　しかしながら，国産の場合でも国産モリブデン

の価格は国際価格との整合性がとれたものでなけ

ればならない．

　また，生産・供給はあくまで医療側のニーズに

沿って行われなければならないので，施設の設置

は国家事業として行い，運転・生産・供給・販売

などは民間との合併，あるいはいわゆる第3セク

ター方式を利用し，民間感覚で運営するのが望ま

しい．

　本文は，日本原子力産業会議の「研究炉の在り方に

関する検討委員会」に提出した資料である．
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