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1. 1
1. 1. 1

概

要
前 立 腺 が ん 治 療 の た め の 125I 永 久 挿 入 線 源 は，

アイソトープ
非密封アイソトープ 供給量

2011 年度まで増加傾向であったが，2012 年度より

主に標識化合物として供給している 14C の供給量

減少傾向が続いている。

が前年度の 49.5％の増加となった。その理由として

192

は，国公立及び企業の研究機関における利用が 3 年

た。

Ir ラルス用線源は例年どおりの供給量であっ

ぶりに増加に転じたことによる。他方，3H は特に

1. 1. 3

教育機関での利用が大幅に減り，前年度の 43.3％の

輸送物の個数は主に非密封アイソトープの供給量

減少となった。

輸送物の個数

の減少に伴い，減少傾向が続いている。

その他のアイソトープに関しては，68Ge の供給量

1. 2 放射性医薬品
1. 2. 1

が前年度の 42.5％の減少となった。
一方で，放射性医薬品を研究目的として頒布して

in vivo 供給量

供給量（MBq）の合計は前年度に対し 1.6％減少

いる 67Ga，99Mo 並びに 123I は，教育機関において利

しており，緩やかな減少傾向にある。

用が伸びたことにより，供給量を大きく伸ばした。

PET 検査用核種である 18F は，前年度の 8.8％の

全体として，2014 年度の非密封アイソトープの

増加率となり，過去 5 年間において毎年増加の傾向
にある。123I は 2014 年 1 月に供給が開始された新た

総供給量（放射能）は，緩やかな減少となった。
1. 1. 2（1） 密封アイソトープ 供給量

な製剤の影響により大きく増加した。対照的に，

密封アイソトープの供給量（MBq）は 60Co を用い

67

Ga，201Tl は減少傾向が続いている。

た放射線滅菌用線源の供給量に依存する。今年度の

in vivo 全供給量の約 8 割を占めている 99Mo-99mTc

放射線滅菌用線源の供給量は，昨年度よりわずかに

ジェネレータ及び 99mTc 注射剤については，供給量

137

減少した。 Cs は供給量が減少しているが，これは

（MBq）の合計が前年度より 3.9％の減少となった。

研究用大量線源の供給が減少したことによる。192Ir

1. 2. 2

192

は主に非破壊検査用線源， Ir ラルス用線源として

in vitro 供給量

供給量（MBq）の合計は，他の検査方法への移行

使用されており，例年どおりの供給量であった。

により減少傾向が続いており，前年度より 15.5％と

放射線障害防止法で定める下限数量以下の測定器

大きく減少した。

校正等に利用されている線源は，福島第一原子力発

特に 59Fe の供給量は，その影響を受け，前年度

電所事故以来需要が増えていたが，事故以前の供給

の 38.4％と大きく減少した。125I は甲状腺機能検査，

量に戻りつつある。

副腎機能検査，血液・造血機能検査及び腫瘍マーカ

1. 1. 2（2） 医療機器 供給量

ー検査への利用の減少が影響し，前年度の 10.1％の
60

医療機器の供給量（MBq）の大部分を占める Co

減少となっている。

ガンマナイフ用線源は，
例年どおりの供給量であった。
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1. 2. 3

使用施設数

4．RI 廃棄物：

2014 年度における放射性医薬品の使用施設数は

アイソトープ，放射性医薬品または障害防止法に

1,260 施設であり，過去 3 年間において大きく増減

規定された放射線発生装置の使用により発生した廃

していない。

棄物

1. 3 RI 廃棄物

1）集荷：医療機関，研究機関等から RI 廃棄物を

2014 年度の集荷数量は 8,554 本（200 L ドラム缶

集め保管すること

換算）であった。サイクロトロンの廃棄による放射

2）処理：RI 廃棄物の安定化及び減容のため焼却

化物が増加したため，前の年度に比べて微増した。

等すること

処理数量については，処理施設の稼働により処理

5．医療機関：

量が堅調に増加している。

医療法（昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号）に基
づく病院及び診療所。教育機関及び民間企業の付属

凡

例

病院並びに診療所を含む
6．衛生検査所：

Ⅰ

統計の範囲

臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年 4 月 23

この統計は，
「Ⅱ 用語」で定義するアイソトープ，
放射性医薬品及びこれらの使用で発生した RI 廃棄

日法律第 76 号）に基づく衛生検査所
7．教育機関：

物を対象としている。供給量等は公益社団法人日本

学校教育法（昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号）

アイソトープ協会が供給・集荷した数量である。

に基づく学校（大学にあってはその学部）。大学の

Ⅱ

付属病院及び付属研究所・試験所・研究施設等を除く

用語

1．アイソトープ：

8．研究機関：

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

国立，公立，特殊法人，公益法人等の研究所及び

る法律（昭和 32 年 6 月 10 日法律第 167 号）（以下，
「障害防止法」と表す）に規定された放射性同位元素
1）非密封アイソトープ：密封されていない放射

試験所並びに教育機関または民間企業の付属研究
所，試験所，研究施設
9．民間企業：

性同位元素

民間の工場及び作業場。付属研究所，試験所及び

 封アイソトープ：密封された放射性同位元素
2）密
2．医療機器：

付属病院を除く
10．その他の機関：上記 5，6，7，8 及び 9 の分類

1．2）の密封アイソトープのうち，薬事法（昭和
35 年 8 月 10 日法律第 145 号）で規定されている医

に属さない事業所
11．集計期間：平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3

療機器

月 31 日の期間
Ⅲ

3．放射性医薬品：

記号

放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和 36 年 2

－

計数零の場合

月 1 日厚生省令第 4 号）に規定された放射性医薬品

・

統計項目のない場合

1）in vivo：in vivo 放射性医薬品（体内診断薬）

0.0

数または比率が微少（0.05 未満）の場合

2）in vitro：in vitro 放射性医薬品（体外診断薬）

1

Overview

1. 1 Radioisotopes
1. 1. 1 Supply of Unsealed Radioisotopes
The supply of 14C which has mainly been supplied as a

40
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labeled compound increased by 49.5％ from the previous
year, because the use in a research institute of national
and public and an enterprise turned to increase for the
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first time in three years. In the meantime, the decline of
use in the educational institution caused decrease by 43.3
％ compared to last year in the supply of 3H.
As for other isotopes, the supply of 68Ge decreased by
42.5％.
On the other hand, 67Ga, 99Mo which are radio pharmaceuticals supplied to be used for research and 123I greatly
increased because the use in an educational institute
grew.
As a whole, total supplied amount（in MBq）of unsealed radioisotopes of 2014 resulted in the slight decrease.
1. 1. 2（1） Supply of Sealed Radioisotopes
The amount of supply（in MBq）of the sealed radioisotopes has been fluctuating depending on the amount
of 60Co used for irradiation sterilization. This year, the
supply of relevant source for irradiation sterilization decreased slightly compared to the last year.
Supply（in MBq）of 137Cs has also decreased significantly due to the decreased supply of high activity sources for the research purpose. The supply of 192Ir, which
has been mainly used as NDT and RALS was almost the
same as last few years.
The sources that have small activity regarded as exemption by the regulation, are mainly used for the calibration of measuring instuments the demand for such
sources largely increased after the accident of Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plant, but it is still returning to
the level before the accident.
1. 1. 2（2） Supply of the Medical Device Sources
60
Co for Gamma-knife source accounts for a large part
of the supply of medical device sources. Since the replacement of the source was as in the past this year, the
supply of it was the same as last few years.
Although the amount of 125I for permanent implant
source continuously increased until 2011, it took a slight
downturn ever since 2012.
The amount of 192Ir for remote after loading source
（RALS）was the same as the past few years.
1. 1. 3 Number of Transport Packages for Radioisotope
The decreasing trend in the number of transport packages for radioisotope is continuing, mainly because the
amount of supply of unsealed radioisotope is decreasing.
1. 2 Radiopharmaceuticals
1. 2. 1 Supply of in vivo Radiopharmaceuticals
（Diagnosis and Therapy）
Total supplied amount of in vivo radiopharmaceuticals
decreased by 1.6％ compared to the last year, which is

Isotope News

on gradual downward trend.
18
F for PET diagnosis grew at a rate of 8.8％ compared
to last year and shows a trend to increase every year for
the past five years.
The new pharmaceutical released in January, 2014
brought in the significant increase of 123I. By contrast, on
67
Ga and 201Tl, a tendency to decrease continues.
About the 99Mo-99mTc generator and 99mTc injections
99m
（ Tc-labeled pharmaceuticals）
, which accounts for approximately 80％ of the in vivo whole supply, the total
of the supply（MBq）resulted in 3.9％ decrease compared to last year.
1. 2. 2 Supply of in vitro Radiopharmaceuticals
Total supplied amount of in vitro radiopharmaceuticals, has decreased owing to a shift to other test procedures without using isotope, greatly reduced by 15.5％
compared to last year.
The supply of 59Fe, which was very influenced by the
shift greatly decreased by 38.4％.
Regarding 125I, decline of the use for Thyroid function
tests, Adrenal function tests, Blood & hematopoiesis
function tests, Tumor marker tests, influenced the supply
of 125I, and resulted in 10.1％ decrease.
1. 2. 3 Number of Hospitals and Clinical Laboratories Using Radiopharmaceuticals
The number of hospitals and clinical laboratories using
radiopharmaceuticals for clinical purpose was 1,260 in
fiscal 2014, that is nearly unchanged over the past 3
years.
1. 3 Radioactive Waste
The total amount of collected radioactive waste in fiscal 2014 is equivalent to 8,554 of 200-liter containers.
There is slight increase in comparison with that of fiscal
2013. That is because amount of disposed radiated material which arose from cyclotrons increased.
The amount of treated radioactive waste increased
firmly, because treatment facility ran stably.
Explanatory Notes
Ⅰ

Coverage of Statistics
This booklet presents the statistical data on the distribution of radioisotopes, radiopharmaceuticals, and radioactive waste, defined in the Glossary below. The data in
the booklet are the amount of those that were supplied,
collected or treated through Japan Radioisotope Association.
Ⅱ Glossary
1. Radioisotope：
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Radioisotope prescribed by The Law Concerning the
Prevention from Radiation Hazards due to Radioisotopes,
etc（Law No. 167, June 10, 1957）
（hereinafter referred
to as the“Radiation Hazards Prevention Law”）
There are two types of radioisotope: sealed and unsealed radioisotopes. Unsealed radioisotope consists of
radionuclides／labeled compounds and radiopharmaceuticals but excluding clinical use. Sealed radioisotope
means radioactive source for various applications. Sealed
radioisotope for radiation therapy is described as“Medical Device”
（see below）.
2. Medical Device：
Sealed radioisotope prescribed by Pharmaceutical Affairs Act（Law No. 145, August 10, 1960）
3. Radiopharmaceutical：
Radiopharmaceutical prescribed by basically Pharmaceutical Affairs Act（Law No. 145, August 10, 1960）
Radiopharmaceuticals are used mainly for injections,
namely“in vivo use”. The assay kits containing radiolabeled compounds are also described as radiopharmaceuticals, namely“in vitro use”as long as they are used for
clinical examinations. Radiopharmaceuticals are, here,
described as“in vivo”for clinical diagnosis and therapy,
and“in vitro”for diagnostic assay.
4. Radioactive Waste：
Waste generated from unsealed radioisotopes or radiopharmaceuticals that were supplied through Japan Radioisotope Association, or generated by radiation generators
defined by Radiation Hazards Prevention Law.
1）Collection of radioactive waste：To collect radioactive waste from organizations, and store them.
2）Treatment of radioactive waste：To treat radioac-
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tive waste by incineration etc., for volume reduction and stabilization.
5. Hospital and Clinic：
Hospital and Clinic defined by Medical Care Act
（Law No. 205, July 30, 1948）
, including those attached
to educational institutions and companies.
6. Clinical Laboratory：
Clinical Laboratory prescribed by Act on Clinical
Laboratory Technicians（Low No.76, April 23, 1958）
7. Educational Institution：
Schools, Faculties of Universities and Colleges as
specified by School Education Act（Law No. 26, March
31, 1947）, excluding research institutions, laboratories
and hospitals attached to educational institutions.
8. Research Institute：
Clinical laboratories are not included.
9. Private Company：
Private factories and workshop, excluding research institutes, experiment station, laboratories, and hospitals
attached to those institutions.
10. Others：
Institutions excluded those defined above in 5, 6, 7, 8
and 9.
11. Survey Period, Fiscal Year：
Data was surveyed in the period of fiscal year, namely,
from the first of April to the end of March in the following year.
Ⅲ Symbols
－ Nil
・ Class or item not applicable
0.0 Figure less than 0.05
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