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ＩＦ利用の手引きの概要  －日本病院薬剤師会－ 

 

 

１．医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等（以下，ＭＲと略す）等にインタビュ

ーし，当該医薬品の評価を行うのに必要な医薬品情報源として使われていたインタビュー

フォームを，昭和６３年日本病院薬剤師会（以下，日病薬と略す）学術第 2小委員会が「医

薬品インタビューフォーム」（以下，ＩＦと略す）として位置付けを明確化し，その記録

様式を策定した。そして，平成 10 年日病薬学術第 3 小委員会によって新たな位置付けと

ＩＦ記載要領が策定された。 

 

２．ＩＦとは 

ＩＦは「医療用医薬品添付文書等の情報を補完し，薬剤師等の医療従事者にとって日常

業務に必要な医薬品の適正使用や評価のための情報あるいは薬剤情報提供の裏付けとな

る情報等が集約された総合的な医薬品解説書として，日病薬が記載要領を策定し，薬剤師

等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けら

れる。 

しかし，薬事法の規制や製薬企業の機密等に関わる情報，製薬企業の製剤意図に反した

情報及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はＩＦの記載事項とはならない。 

 

３．ＩＦの様式・作成・発行 

規格は A4 判，横書きとし，原則として 9 ポイント以上の字体で記載し，印刷は一色刷

りとする。表紙の記載項目は統一し，原則として製剤の投与経路別ごとに作成する。ＩＦ

は日病薬が策定した「ＩＦ記載要領」に従って記載するが，本ＩＦ記載要領は，平成１１

年 1 月以降に承認された新医薬品から適用となり，既発売品については「ＩＦ記載要領」

による作成・提供が強制されるものではない。また，再審査及び再評価（臨床試験実施に

よる）がなされた時点ならびに適応症の拡大等がなされ，記載内容が大きく異なる場合に

はＩＦが改訂・発行される。 

 

４．ＩＦの利用にあたって 

ＩＦ策定の原点を踏まえ，ＭＲへのインタビュー，自己調査のデータを加えてＩＦの内

容を充実させ，ＩＦの利用性を高めておく必要がある。 

ＭＲへのインタビューで調査・補足する項目として，開発の経緯，製剤的特徴，薬理作

用，臨床成績，非臨床試験等の項目が挙げられる。また，随時改訂される使用上の注意等

に関する事項に関しては，当該医薬品の製薬企業の協力のもと，医療用医薬品添付文書，

お知らせ文書，緊急安全性情報，Drug Safety Update（医薬品安全対策情報）等により薬

剤師等自らが加筆，整備する。そのための参考データとして，表紙の下段にＩＦ作成の基

となった添付文書の作成又は改訂年月を記載している。なお適正使用や安全確保の点から

記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等には承認外の用

法・用量，効能・効果が記載されている場合があり，その取扱いには慎重を要する。 
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－ 1 － 

Ⅰ．概要に関する項目 

 

１．開発の経緯 1) 
 

 1926 年 Goldberger はビタミン B群中に熱に安定な因子（成長促

進因子）と不安定因子（神経炎因子）の 2種が存在することを証明

し、翌年イギリス生化学会が前者をビタミン B2、後者をビタミン

B1と命名した。 

1935 年に至り Kuhn 及び Karrer らはリボフラビンの構造決定及

び合成に成功した。 

２．製品の特徴及び有用性 リボフラビンは、小腸・肝臓でリン酸化され FMN（リン酸リボフ

ラビン）となり、さらに大部分は ATP の作用により FAD（フラビン

アデニンジヌクレオチド）まで合成される。これら FMN、FAD がフ

ラビン酵素の補酵素として細胞内の酸化還元系やミトコンドリア

における電子伝達系に働き、糖質、脂質、蛋白質等の生体内代謝に

広く関与している 2)。 

本剤は以下の効能・効果を有する。 

◇ビタミンB2欠乏症の予防及び治療  

◇ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給

（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など）  

◇下記疾患のうちビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推

定される場合  

●口角炎、口唇炎、舌炎  

●肛門周囲及び陰部びらん  

●急・慢性湿疹、脂漏性湿疹  

●ペラグラ  

●尋常性ざ瘡、酒さ  

●日光皮膚炎  

●結膜炎  

●びまん性表層角膜炎  



－ 2 － 

Ⅱ．名称に関する項目 

 

１．販売名 

 

(1)和名 ホスフラン散-2mg 

(2)洋名 Riboflavin Powder 

(3)名称の由来 主薬のriboflavine phosphateより 

２．一般名  

(1)和名(命名法) リボフラビン （JAN） 

(2)洋名(命名法) Riboflavin（JAN） 

３．構造式又は示性式  
 

分子式 ： C17H20N4O6 ４．分子式及び分子量 

分子量 ： 376.36 

５．化学名(命名法) 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl] 

benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione（IUPAC） 

６．慣用名，別名，略号，記

号番号 

ビタミン B2 

７．ＣＡＳ登録番号 ８３－８８－５ 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 

 

１．有効成分の規制区分 

 

普通薬 

２．物理化学的性質  

(1)外観・性状 黄色～だいだい黄色の結晶で、わずかににおいがある。 

(2)溶解性 水に極めて溶けにくく、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエ

チルエーテルにほとんど溶けない。水酸化ナトリウム試液に溶け

る。 

(3)吸湿性 吸湿性はない 

(4)融点(分解点)，沸点，凝

固点 

融点：約 290℃（分解） 

(5)酸塩基解離定数 該当資料なし 

(6)分配係数 該当資料なし 

(7)その他の主な示性値 飽和水溶液は中性である（水溶液中で両性イオンとなる）。 

旋光度〔α〕20
D：－128～－142°（本品を乾燥後、その約 0.1g

を精密に量り、希水酸化ナトリウム試液 4mL

を正確に加えて溶かし、新たに煮沸して冷却

した水 10mL を加えた後、よく振り混ぜなが

ら無アルデヒドエタノール 4mL を正確に加

え、更に新たに煮沸して冷却した水を加えて

正確に 20mL とし、30 分以内に層長 100mm で

測定する） 

３．有効成分の各種条件下に

おける安定性 

光によって分解する。 

４．有効成分の確認試験法 1)ハイドロサルファイト添加、希塩酸または水酸化ナトリウム

溶液の滴下による蛍光の発色、消失。 

2)アルカリ性での光分解による蛍光反応 

3)紫外可視吸光度測定法 

５．有効成分の定量法 紫外可視吸光度測定法 
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Ⅳ．製剤に関する項目（内用剤） 

 

１．剤形 

 

(1)剤形の区別及び性状 剤形の区別：散 剤 
性   状：黄色の散剤である。 

(2)製剤の物性 該当資料なし 

(3)識別コード 該当しない 

(4)pH，浸透圧比，粘度， 

比重，無菌製剤の旨及び

安定な pH 域等 

該当しない（液剤等でない） 

(5)酸価，ヨウ素価等 該当しない（油脂性製剤でない) 

２．製剤の組成  

(1)有効成分(活性成分)の含

量 

１g中リボフラビン 2mg 含有 

(2)添加物 賦形剤   乳糖 

賦形剤   バレイショデンプン 

３．懸濁剤，乳剤の分散性に 

対する注意 

該当しない（懸濁剤、乳剤でない） 

保存条件 保存期間 保存形態 結果 

 

25℃ 

60％RH 
5年1ヵ月

ポリ袋で1次包装

し、缶に入れ、封

緘テープで巻く 

含水率、含量の変
動がみられたが、
いずれも規格内で
の変動であった。

４．製剤の各種条件下におけ

る安定性 

 

５．調製法及び溶解後の安定

性 

該当しない（用時溶解して使用する製剤でない） 

６．他剤との配合変化（物理化

学的変化） 

該当資料なし 

７．混入する可能性のある夾雑

物 

 該当資料なし 
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Ⅳ．製剤に関する項目（内用剤） 

 

８．溶出試験 

 

該当資料なし 

９．生物学的試験法  該当しない（生物学的試験を行わない） 

10．製剤中の有効成分の確認

試験法 

1)ハイドロサルファイト添加、希塩酸または水酸化ナトリウム

溶液の滴下による蛍光の発色、消失。 

2)アルカリ性での光分解による蛍光反応 

11．製剤中の有効成分の定量

法 

紫外可視吸光度法 

12．力価 本剤は力価表示に該当しない 

13．容器の材質 金属缶 

内袋：ポリエチレン 

14．その他 ――― 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

１．効能又は効果 

 
◇ビタミンB2欠乏症の予防及び治療  
◇ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など）

◇下記疾患のうちビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると

推定される場合 ： 
●口角炎、口唇炎、舌炎  
●肛門周囲及び陰部びらん  
●急・慢性湿疹、脂漏性湿疹  
●ペラグラ  
●尋常性ざ瘡、酒さ  
●日光皮膚炎  
●結膜炎  
●びまん性表層角膜炎  
上記の諸症のうちビタミンB2欠乏症の予防及び治療、ビタミン

B2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給以外の効

能・効果に対しては、効果がないのに月余にわたって漫然と使用

すべきでない。  
 

２．用法及び用量 リボフラビンとして通常成人 1 日 2～30mg を 1～3 回に分割経口

投与する。 
 なお、年齢、症状により適宜増減する。 

 

３．臨床成績  
(1)臨床効果  該当資料なし 

(2)臨床薬理試験：忍容性試験 該当資料なし 

(3)探索的試験：用量反応探索 

試験 

該当資料なし 

(4)検証的試験 該当資料なし 

1)無作為化平行用量反応試

験 

 

2)比較試験  

3)安全性試験  
4)患者・病態別試験  

(5)治療的使用  
1)使用成績調査･特別調査・

市販後臨床試験 

該当しない（使用成績調査等を実施していない） 

2)承認条件として実施予定

の内容又は実施した試験

の概要 

 特になし 



－ 7 － 

Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 

１．薬理学的に関連ある化合物

又は化合物群 

 

ビタミン B2 剤（リボフラビン、フラビンアデニンジヌクレオチ

ド） 

２．薬理作用  

(1)作用部位・作用機序 3,4) リボフラビン（ビタミン B2）は、生体内で ATP からリン酸を受け

て FMN（リン酸リボフラビン）となり、さらに ATP からアデニル酸

を受けて FAD（フラビンアデニンジヌクレオチド）となって生理活

性を示す。 

  FMN や FAD は、補酵素としてそれぞれ特定の酵素蛋白と結合し、

種々の酸化酵素や水素伝達酵素などいわゆる黄色酵素（フラビン酵

素）を形成する。その作用機構はリボフラビンの還元型→
←酸化型

の可逆反応によるものとされている。 

(2)薬効を裏付ける試験成績3,4) リボフラビンには明白な薬理作用はないが、実験的リボフラビン

欠乏症では皮膚の萎縮、角化、肥厚を伴う上皮の著明な変化が起こ

り、臨床的には脂漏性湿疹等の皮膚症状を初め、血液系・神経系の

障害や角膜の血管新生があらわれることがある。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

１．血中濃度の推移・測定法 

 

(1)治療上有効な血中濃度 2) 該当資料なし 

（参考）血清中の総ビタミン B2含量正常値：2.6～3.7μg/100mL 

    全血中の総ビタミン B2含量正常値：46～117ng/mL 

(2)最高血中濃度到達時間 該当資料なし 

(3)通常用量での血中濃度 該当資料なし 

(4)中毒症状を発現する血中

濃度 

該当資料なし 

２．薬物速度論的パラメ－タ  

(1)吸収速度定数 該当資料なし 

(2)バイオアベイラビリティ 該当資料なし 

(3)消失速度定数 該当資料なし 

(4)クリアランス 該当資料なし 

(5)分布容積 該当資料なし 

(6)血漿蛋白結合率 2) 42％ 

 

３．吸収 経口投与されたリボフラビンは主に回腸下部から比較的速やかに

吸収される 1)。 

ヒトにおける吸収率はリボフラビン投与量が1日10mgまでは吸収

率 98％、20～45mg までは約 95％である 2)。 

４．分布  

(1)血液－脳関門通過性 2) 通過する 

(2)胎児への移行性 該当資料なし 

(3)乳汁中への移行性 2) 移行する。ビタミンB2を投与するとその一部は必ず乳汁へ移行し、

最高値は正常値の 2～4倍となるが、乳汁への移行量は尿中への移行

量に比較すればわずかである。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

(4)髄液への移行性 

 
該当資料なし 

(5)その他の組織への移行性 該当資料なし 

 

５．代謝  

(1)代謝部位及び代謝経路 2) 代謝部位：主に肝臓 

代謝経路：経口投与されたリボフラビンは腸管で吸収される際、

一部腸管粘膜において FMN（Flavin mononucleotide）となり、大部

分はそのまま吸収され、肝臓において FMN に、さらに FAD になると

考えられている。 

(2) 代 謝 に 関 与 す る 酵 素

(CYP450 等)の分子種 

該当資料なし 

(3)初回通過効果の有無及び

その割合 

該当資料なし 

(4)代謝物の活性の有無及び

比率 2) 

投与されたリボフラビンは生体内でFMNまたはFADに生合成され、

この型で活性型として初めてビタミンとしての作用を示す。 

(5)活性代謝物の速度論的パ

ラメータ 

該当資料なし 

 

６．排泄  

(1)排泄部位 2) 大部分がリボフラビンとして尿中に排泄される。 

(2)排泄率 2) 健常成人に対しリボフラビンとして 1、2及び 4mg を経口投与した

試験において、投与後 24 時間までの尿中排泄率はそれぞれ約 10、

42 及び 44％であった。 

(3)排泄速度 該当資料なし 

 

７．透析等による除去率  

(1)腹膜透析 該当資料なし 

(2)血液透析 2) 排出するが、通常の腎排泄より緩徐であるとの記載がある。 

(3)直接血液灌流 該当資料なし 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 

１．警告内容とその理由 
 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

２．禁忌内容とその理由 

（原則禁忌を含む） 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

３．効能・効果に関連する使用

上の注意とその理由 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

４．用法・用量に関連する使用

上の注意とその理由 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

５．慎重投与内容とその理由  該当しない（添付文書に記載なし） 

６．重要な基本的注意とその理

由及び処置方法 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

７．相互作用  該当しない（添付文書に記載なし） 
(1)併用禁忌とその理由  

(2)併用注意とその理由  

８．副作用   
(1)副作用の概要 該当しない（添付文書に記載なし） 
1)重大な副作用と初期症状  
2)その他の副作用  

(2)項目別副作用発現頻度及

び臨床検査値異常一覧 

 該当資料なし 

(3)基礎疾患，合併症，重症度

及び手術の有無等背景別

の副作用発現頻度 

 該当資料なし 

(4)薬物アレルギーに対する

注意及び試験法 

該当資料なし 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
９．高齢者への投与 

 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

10．妊婦，産婦，授乳婦等へ

の投与 
該当しない（添付文書に記載なし） 

11．小児等への投与 該当しない（添付文書に記載なし） 

12．臨床検査結果に及ぼす影

響 

 尿を黄変させ、臨床検査値に影響を与えることがある。 

13．過量投与  該当しない（添付文書に記載なし） 

14．適用上及び薬剤交付時の

注意（患者等に留意すべき

必須事項等） 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

15．その他の注意  該当しない（添付文書に記載なし） 

16．その他 ――― 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目 

 

１．一般薬理 
 

 該当資料なし 

 

２．毒性   

(1)単回投与毒性試験 2)  ラットにおける LD50（mg/kg）は以下のとおりである 

 経口：＞10,000、皮下：＞5,000、腹腔内：560 

(2)反復投与毒性試験  該当資料なし 

(3)生殖発生毒性試験 該当資料なし 

(4)その他の特殊毒性 

 
該当資料なし 
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Ⅹ．取扱い上の注意等に関する項目 

 

１．有効期間又は使用期限 
  

使用期限：５年（安定性試験結果に基づく） 

２．貯法・保存条件  室温・遮光保存 

３．薬剤取扱い上の注意点  特になし 

４．承認条件  特になし 

５．包装 500g 

1kg 

６．同一成分・同効薬 同一成分薬：ビタミン B2散「三研」0.2％（三和化学）等 

同 効 薬：リボフラビン系製剤等 

７．国際誕生年月日 不 明 

８．製造・輸入承認年月日及び

承認番号 
 製造承認年月日：１９８６年 ３ 月 ８ 日 

承認番号：６１ＡＭ第２２６４号 

９．薬価基準収載年月日  １９６４年１０ 月１５日 

10．効能・効果追加，用法・用

量変更追加等の年月日及

びその内容 

 Ⅹ-11.の項参照 
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Ⅹ．取扱い上の注意等に関する項目 

  

再評価結果公表年月日：１９７６年 ４ 月 ２８ 日 

内容： 

 変  更  前 

効能・効果

◇舌炎、口角炎、口唇炎、スプルー、顔面脂漏性部位の

湿疹、ペラグラ。 

◇角膜炎、眼球結膜炎、白内障、視神経炎、フリクテン

性涙炎、網膜疾患。 

◇消化器障害(慢性大腸カタル、下痢)、神経機能低下、

糖尿病、結核・肋膜炎の補助療法、幼小児発育不全。

 

用法・用量
通常リボフラビンとして 1 日量 2～10mg を 2～3 回に分

割投与します。 

11．再審査結果，再評価結果公

表年月日及びその内容 

変更後の効能･効果についてはⅤ-1、用法･用量についてはⅤ-2 を

参照。 

12．再審査期間 該当しない（再審査品目でない） 

13．長期投与の可否 本剤は、厚生労働省告示第 99 号による「投与期間に上限が設けら

れている医薬品」に該当しない。 

14．薬価基準収載医薬品コード ３１３１００３Ｂ２０１１ 

15．保険給付上の注意 

 
――― 
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