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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) 
 

 1948 年 Rickes は肝臓から悪性貧血に有効な結晶を取り出し、また

これと時を同じくして全く独立に Smith らは新鮮なウシ肝臓から同

様な結晶を単離して、それぞれ同一の構造式が決定された。ヒドロキ

ソコバラミンについては 1949 年 Pierce らが、Streptomyces 

aureofaciens の培養液から結晶として単離した物質を B12bと命名し、

その後間もなくシアノコバラミンの白金触媒接触還元で得られた

B12aと同一物質であることが明らかとなった。 

２．製品の特徴及び有用性  ヒドロキソコバラミンは、生体内での核酸合成や、炭水化物、脂肪、

アミノ酸等の代謝に関与する 2)。シアノコバラミンに比して持続性、

体内貯留性が高い。また肝中での補酵素型 B12（ジメチルベンズイミ

ダゾリルコバマミド補酵素：DBCC）への変換も速く、悪性貧血疾患は

もとより、神経系疾患などにもすぐれているといわれる 1)。 

 以下の場合に用いられる。 

◇ビタミン B12欠乏症の予防及び治療 

◇ビタミン B12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、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など） 

◇巨赤芽球性貧血 

◇広節裂頭条虫症 

◇悪性貧血に伴う神経障害 

◇吸収不全症候群（スプルーなど） 

◇下記疾患のうち、ビタミン B12の欠乏又は代謝障害が関与すると推

定される場合： 

 ●栄養性及び妊娠性貧血 

 ●胃切除後の貧血 

 ●肝障害に伴う貧血 

 ●放射線による白血球減少症 

 ●神経痛 

 ●末梢神経炎、末梢神経麻痺 

 ●筋肉痛、関節痛 
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Ⅱ．名称に関する項目 

 

１．販売名 

 

(1)和名  マスブロン® 注 1mg 

(2)洋名  Masblon Injection 1mg 

(3)名称の由来  blood（血液）を増す 

２．一般名  

(1)和名(命名法)  ヒドロキソコバラミン酢酸塩 （JAN） 

(2)洋名(命名法) Hydroxocobalamin Acetate  （JAN） 

３．構造式又は示性式   

４．分子式及び分子量  分子式：C62H89CoN13O15P・C2H4O2 

 分子量：1406.41 

５．化学名(命名法)  Coα-[α-(5,6-dimethylbenz-1H -imidazol-1-yl)]-Coβ- 

hydroxocobamide monoacetate 

６．慣用名，別名，略号，記

号番号 

 別名：酢酸ヒドロキソコバラミン 

 略号：OH-B12 

７．ＣＡＳ登録番号  ２２４６５－４８－１ 
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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 

 

 ――― 

２．物理化学的性質  

(1)外観・性状  暗赤色の結晶又は粉末で、においはない。 

(2)溶解性  水に溶けやすく、エタノール（95）に溶けにくく、ジエチルエーテ

ルにほとんど溶けない。 

 無極性及び極性の弱い有機溶媒にはほとんど溶けない。 

(3)吸湿性  吸湿性である。 

 相対湿度約 40、50、60 及び 80％における各吸湿平衡状態で乾燥減

量を測定すると、それぞれ約 5、15、24、26％を示す。 

(4)融点(分解点)，沸点，凝

固点 

 該当資料なし 

(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  紫外・可視部における吸収極大波長は酸性～中性ではほぼ同一であ

るが、アルカリ性では変わる。 

 274nm、351nm、526nm 付近に吸収の極大を示し、吸光度比 A274nm/A351nm

は約 0.8、A526nm/A351nmは約 0.36 である。 

３．有効成分の各種条件下に

おける安定性 

 温度を変えてそれぞれ減圧で 4時間加熱した場合、約 60℃から分

解が始まり、100℃では約 10％分解して着色不純物量が約 4％増加し、

黄色～褐黄色の物質の生成が認められる。 

４．有効成分の確認試験法 (1) 紫外可視吸光度測定法 

(2) コバルトの定性反応 

(3) 酢酸の定性反応 

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（注射剤） 

 

１．剤形 

 

 

(1)剤形の区別，規格及び性

状 

剤形の区別：水性注射液 

規   格：1アンプル（管）1mL 中ヒドロキソコバラミン酢酸塩

をヒドロキソコバラミンとして 1,000μg（1mg）含む

性   状：赤色澄明、味は塩辛い 

(2)溶液及び溶解時の pH，浸

透圧比，粘度，比重，安

定な pH 域等 

 pH：4.0～5.5 

 浸透圧比：1.0～1.2 

(3)酸価，ヨウ素価等 該当しない（油脂性製剤でない） 

(4)注射剤の容器中の特殊

な気体の有無及び種類 

 窒 素 

２．製剤の組成  

(1)有効成分(活性成分)の

含量 

 1 アンプル（管）1mL 中にヒドロキソコバラミンを 1,000μg（1mg）

含む。 

(2)添加物                    1 アンプル（1mL）中 

安定剤   氷酢酸             0.15mg 

安定剤   酢酸ナトリウム水和物      0.35mg 

等張化剤  塩化ナトリウム          9mg 

(3)添付溶解液の組成及び

容量 

該当しない（添付溶解液はない） 

３．注射液の調製法 該当しない（用時溶解しない） 

４．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   

室温 48 ヵ月 最終包装 変化なし  
５．製剤の各種条件下におけ

る安定性 

 

６．溶解後の安定性 該当しない（水性注射液である） 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

  

 本剤はアルカリ性の注射液、還元性の薬品等の混合には注意を要す

る。システイン、グルタチオン等との混合時にはその液性及び混合順

序に注意し、できるだけ希薄な溶液にする必要がある 3)。 
 

＜pH 変動試験＞ 

pH  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14

  ←10.0mL 
（0.1mol/L HCl）

10.0mL→
（0.1mol/L NaOH）

 

７．他剤との配合変化（物理

化学的変化） 

1.25     4.88（試料 pH）           12.70 

８．電解質の濃度  該当資料なし 

９．混入する可能性のある夾

雑物 

 該当資料なし 

10．生物学的試験法  該当しない（生物学的試験を行わない） 

11．製剤中の有効成分の確認

試験法 

紫外可視吸光度測定法 

12．製剤中の有効成分の定量

法 

 紫外可視吸光度測定法 

13．力価 本剤は力価表示に該当しない 

14．容器の材質  ガラス 

15．その他  特になし 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

１．効能又は効果 

 

◇ビタミン B12欠乏症の予防及び治療 

◇ビタミン B12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、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など） 

◇巨赤芽球性貧血 

◇広節裂頭条虫症 

◇悪性貧血に伴う神経障害 

◇吸収不全症候群（スプルーなど） 

◇下記疾患のうち、ビタミン B12の欠乏又は代謝障害が関与すると推

定される場合： 

 ● 栄養性及び妊娠性貧血 

 ● 胃切除後の貧血 

 ● 肝障害に伴う貧血 

 ● 放射線による白血球減少症 

 ● 神経痛 

 ● 末梢神経炎、末梢神経麻痺 

 ● 筋肉痛、関節痛 

 上記の諸症のうちビタミン B12欠乏症の予防及び治療、ビタミン B12

の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、巨赤芽球性貧

血、広節裂頭条虫症、悪性貧血に伴う神経障害、吸収不全症候群以外

の適応に対しては、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  ヒドロキソコバラミンとして、通常成人 1 回 1,000μg（本剤 1mL：

1mg）までを筋肉内又は静脈内注射する。 

 なお、年齢、症状により適宜増減する。 

３．臨床成績  該当資料なし 

(1)臨床効果  

(2)臨床薬理試験：忍容性試

験 

 

(3)探索的試験：用量反応探

索試験 
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Ⅴ．治療に関する項目 

  

(4)検証的試験  

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 

 

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 
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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 B12製剤 

２．薬理作用  

(1)作用部位・作用機序 

(2)薬効を裏付ける試験成

績 

◇持続性 

  ヒトにヒドロキソコバラミン酢酸塩1,000μg筋注後24時間の血

中濃度はシアノコバラミン（CN-B12）の 12.8 倍高かったと報告さ

れている 4)。 

◇体内貯留性 

  in vitro において、CN-B12の 2 倍近い血清蛋白との結合を示し、

結合後は遊離しにくく、貯留性の高いことが報告されている 5)。 

  また、ヒトにおいて筋注後72時間の尿中排泄は16～27％と低く、

以後の排泄も非常に少なく、緩徐に持続すると報告されている 4)。

◇DBCC への転換 

  ヒドロキソコバラミン酢酸塩は補酵素型 B12（DBCC）への転換が

CN- B12に比して速く、かつ大きいことが報告されている 6)。 
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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  <参考>1) 

  ヒドロキソコバラミンの体内貯留は長時間にわたることから、年

間に 8～10 回、1 回 1mg ずつ注射すれば、ビタミン B12の必要量を

満たす治療法となることが考えられている。 

 （Ⅶ-1.(3)通常用量での血中濃度、Ⅶ-6.(2)排泄率 参照） 

(2)最高血中濃度到達時間 

(3)通常用量での血中濃度 

ヒトに本剤 1mL を筋肉内注射したところ、2時間で 45～55ng/mL の

最高血中濃度に達し、以後時間の経過とともに減少し、24 時間後で

は 20ng/mL 以下となった（半減期：約 25 時間）7)。 

ヒドロキソコバラミンを筋肉内に注射するとき、その後の生体内ビ

タミン B12量は同量のシアノコバラミンを投与した場合に比べてはる

かに高い濃度に保たれる。ヒトに毎週 1 回 500μg のシアノコバラミ

ンを 10～14 週にわたり注射したとき、その血中濃度は 1000～

1400ng/mL に達したが、注射中止後 4～5 週で正常値に復した。ヒド

ロキソコバラミンを同様に注射したところ、血中濃度は 8000ng/mL

にも上昇し、注射中止後 6～7 ヵ月でも正常値より若干高いことが観

察され、1年後でも投与前の値の 3倍の濃度が保たれたという報告も

ある 1)。 

(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  該当資料なし 

(1)吸収速度定数  

(2)バイオアベイラビリティ  

(3)消失速度定数  

(4)クリアランス  

(5)分布容積  

(6)血漿蛋白結合率  

３．吸収 該当しない（注射剤のため） 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

  

４．分布  

(1)血液－脳関門通過性  該当資料なし 

(2)胎児への移行性  <参考>2) 

ヒドロキソコバラミン非投与時のヒト臍帯血中すなわち胎児の

血中ビタミン B12濃度は 358±36pg/mL、一方母親の血中濃度は 120

±14pg/mL と胎児血中濃度の方がはるかに高く、その差は統計学的

に有意であった（p＜0.001）。   〔外国データ〕 

(3)乳汁中への移行性  該当資料なし 

(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  B12の主代謝臓器は肝臓である。肝臓で補酵素型ビタミン B12である

ジメチルベンズイミダゾリルコバミド補酵素（DBCC）（アデノシルコ

バラミン）へ転換される 2)。 

(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 

 DBCC はプロピオン酸代謝でメチルマロニル-CoA からスクシニル

-CoA への反応においてメチルマロニル-CoA イソメラーゼのところに

関与しているのが生化学的に証明されている 2)。 

(5)活性代謝物の速度論的

パラメータ 

 該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

  

６．排泄  

(1)排泄部位  胆汁中に排泄される。1日に必要量以外の過剰量は大部分が未変化

体で尿中に排泄される 2)。 

(2)排泄率  ヒドロキソコバラミン 500μg を筋肉内に注射するとき、72 時間後

の尿中排泄は投与量の 17±4％である。同量のシアノコバラミンで

は、69±16％が尿中に排泄される 1)。 

ビタミン B12欠乏症患者 17 名に 500 又は 1,000μg のヒドロキソコ

バラミンを筋注した場合、24 時間で 77.6±19.0μg、259.9±66.6

μg が、72 時間で 81.2±20.9μg、270.3±68.9μg が尿中に排泄され

た 2)。                     〔外国データ〕

(3)排泄速度  該当資料なし 

７．透析等による除去率  該当資料なし 

(1)腹膜透析  

(2)血液透析  

(3)直接血液灌流  
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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  本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施

していない。 

1)重大な副作用と初期症

状 

ショック様の過敏症状：ショック様の過敏症状があらわれること

があるので、このような場合には投与を中止すること。 

 頻 度 不 明  

過敏症注) 発疹等 

2)その他の副作用 

 注）このような場合には投与を中止すること。 

(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 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

  

(4)薬物アレルギーに対す

る注意及び試験法 

 Ⅷ-8.副作用 (1) 参照。 

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） 

 Ⅷ-14.(2) 2) 参照。 

12．臨床検査結果に及ぼす影

響 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

13．過量投与  該当しない（添付文書に記載なし） 

 

(1)アンプルカット時：本剤にはアンプルカット時にガラス微小

片混入の少ないクリーンカットアンプル（CC アンプル）を使

用してあるが、さらに安全に使用するため、従来どおりエタ

ノール綿等で清拭することが望ましい。 

 

 (2)筋肉内注射時：筋肉内注射にあたっては、組織・神経などへ

の影響をさけるため、下記の点に配慮すること。 

1)神経走行部位を避けるよう注意すること。 

2)繰返し注射する場合には、注射部位を変え、たとえば左右

交互に注射するなど配慮すること。 

なお、乳・幼・小児には連用しないことが望ましい。 

3)注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみ

た場合は、直ちに針を抜き、部位を変えて注射すること。

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） 

 

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  特になし 
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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  ヒドロキソコバラミン酢酸塩の静脈内注射による急性毒性をマウ

スで調べたところ、4g/kg 以上では全例死亡するが、2g/kg 以下では

全く死亡例をみなかった。したがって本剤の LD50 は 2～4g/kg（約

3g/kg）と推定される。死亡をみなかった 2g/kg 以下では軽度の呼吸

抑制がみられたが、回復も早く、特に著明な中毒症状は認められなか

った 2)。 

(2)反復投与毒性試験  ビーグル犬にヒドロキソコバラミン 1.0mg を週 5 日間、14 週間に

わたり筋肉内に注射したが、体重、餌の摂取量、飲水量、生化学及び

血液学的検査、投与終了時の病理組織学的観察にヒドロキソコバラミ

ンの注射によると思われる異常所見は得られなかった 2)。 

(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：３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  処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること） 

４．承認条件  特になし 

５．包装  1mL   50 管 

６．同一成分・同効薬 同一成分薬：フレスミン S注射液（味の素ファルマー‐味の素） 

ドセラン錠 500μg（中外）等 

同 効 薬：シアノコバラミン製剤 

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：２００７年 ３ 月 ６ 日 

承 認 番 号：２１９００ＡＭＸ００２５８ 

９．薬価基準収載年月日 １９６５年１２月 １ 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-11．参照 
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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

◇悪性貧血、巨赤芽球性貧血（例えば全胃切除・
小腸瘻切除・その他小腸破裂後の貧血）、栄養性
大血球性貧血、妊娠性貧血、寄生虫性貧血、ス
プルー、放射線による白血球減少症。 

◇黄疸に伴う神経症状、糖尿病性神経疾患、三叉
神経痛、アルコール性神経疾患、栄養性神経疾
患、中枢神経変性の初期。 

◇肝硬変症。 
◇小児発育促進。 

 

用法・用量
 通常 1 回 1～2 管を、週 1～数回筋肉内に注射し
ます。症状によって適宜増減しても差支えありま
せん。 

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・効果はⅤ-1.、用法・用量は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 

 ３１３６４０１Ａ１１８４ 

15．保険給付上の注意  ――― 
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ⅩⅠ．文    献 

 

１．引用文献 

 

1) 第十五改正 日本薬局方解説書，C-3266（2006） 

2) JP DI 2006，じほう，1347（2006） 

3) 注射剤の配合変化，エフ･コピント･富士書院，1063（2002） 

4) Glass,G.B.J. et al.，Blood，18，511（1961） 

5) 堤 千尋，ビタミン，33，481（1966） 

6) Yagiri,Y.，J.Vitaminol，13，228（1967） 

7) 扶桑薬品工業株式会社 社内資料 

２．その他の参考文献  

３．文献請求先 扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術部門 

〒536-8523   大阪市城東区森之宮二丁目 3番 30 号 

TEL 06-6964-2763    FAX 06-6964-2706 

（9:00～17:30／土日祝日を除く） 
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ⅩⅡ．参考資料 

 

 

 

 ―――  
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ⅩⅢ．備考 
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