
 

審議結果報告書 

 

平成 26 年 11 月 26 日 

医薬食品局審査管理課 

 

 

［販 売 名］ メチレンブルー静注 50 mg「第一三共」 

［一 般 名］ メチルチオニニウム塩化物水和物 

［申請者名］ 第一三共株式会社 

［申請年月日］ 平成 26 年３月 14 日 

 

［審 議 結 果］ 

平成 26 年 11 月 21 日に開催された医薬品第一部会において、本品目を承認し

て差し支えないとされ、薬事・食品衛生審議会薬事分科会に報告することとさ

れた。 

本品目の再審査期間は８年、原体は毒薬、製剤は劇薬に該当し、生物由来製

品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないとされた。 

 

［承認条件］ 

・医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 

・国内での使用経験が極めて限られていることから、製造販売後に本剤が投

与された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報

を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収

集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。 

  



審査報告書 
 

平成 26 年 11 月 10 日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

 

 

 承認申請のあった下記の医薬品にかかる医薬品医療機器総合機構での審査結果は、以下のとおりであ

る。 

 

記 

 

［販 売 名］ メチレンブルー静注 50mg「第一三共」 

［一 般 名］ メチルチオニニウム塩化物水和物 

［申 請 者 名］ 第一三共株式会社 

［申請年月日］ 平成 26 年 3 月 14 日 

［剤形・含量］ 1 アンプル（10mL）中にメチルチオニニウム塩化物水和物を 50mg 含有する注

射剤 

［申 請 区 分］ 医療用医薬品（1）新有効成分含有医薬品 

［化 学 構 造］  

 

分子式： C16H18ClN3S･xH2O 

分子量： 319.85（無水物として） 

化学名：  

（日 本 名） 塩化 3,7-ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン-5-イウム 水和物 

（英 名） 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate 

［特 記 事 項］ なし 

［審査担当部］ 新薬審査第一部 
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審査結果 

 

平成 26 年 11 月 10 日 

 

［販 売 名］ メチレンブルー静注 50mg「第一三共」 

［一 般 名］ メチルチオニニウム塩化物水和物 

［申 請 者 名］ 第一三共株式会社 

［申請年月日］ 平成 26 年 3 月 14 日 

［審 査 結 果］ 

提出された資料から、本剤の中毒性メトヘモグロビン血症に対する有効性は期待でき、認められたベ

ネフィットを踏まえると安全性は許容可能と判断する。なお、本剤の安全性及び有効性について、本剤

が投与された全症例を対象とした製造販売後調査等においてさらに検討が必要と考える。 
 

以上、医薬品医療機器総合機構における審査の結果、本品目については、下記の承認条件を付した上

で、以下の効能・効果及び用法・用量で承認して差し支えないと判断した。 

 

［効能・効果］ 中毒性メトヘモグロビン血症 

［用法・用量］  通常、生後 3 ヵ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、メチルチオニニウム

塩化物水和物として 1 回 1～2mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1

時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる

が、累積投与量は最大 7mg/kg までとする。 

 通常、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児には、メチルチオニニウム塩化物水

和物として 1 回 0.3～0.5mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1 時間

以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる。 

［承 認 条 件］ ・ 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 

・ 国内での使用経験が極めて限られていることから、製造販売後に本剤が投与

された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報を把

握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、

本剤の適正使用に必要な措置を講じること。 
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審査報告（1） 

平成 26 年 10 月 14 日 

Ⅰ．申請品目 

［販 売 名］ メチレンブルー注射液 50mg/10mL「第一三共」 

［一 般 名］ メチルチオニニウム塩化物水和物 

［申 請 者 名］ 第一三共株式会社 

［申請年月日］ 平成 26 年 3 月 14 日 

［剤形・含量］ 1 アンプル（10mL）中にメチルチオニニウム塩化物水和物を 50mg 含有する注

射剤 

［申請時効能・効果］ 後天性メトヘモグロビン血症 

［申請時用法・用量］ 通常、1 回メチルチオニニウム塩化物水和物として 1～2mg/kg を 5 分以上かけ

て静脈内注射し、投与 1 時間以内に症状が改善しない場合は、初回量と同量を

追加投与する。 

           新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児には 1 回メチルチオニニウム塩化物水和物と

して 0.3～0.5mg/kg を 5 分以上かけて静脈内注射し、投与 1 時間以内に症状が

改善しない場合は、初回量と同量を追加投与する。 

 

Ⅱ．提出された資料の概略及び審査の概略 

本申請において、申請者が提出した資料及び医薬品医療機器総合機構（以下、「機構」）における審

査の概略は、以下のとおりである。 

 

1．起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 

メトヘモグロビン 1（以下、「MetHb」）血症は、通常は 1%以下に維持されている血中の MetHb 濃

度が 1～2%以上となった状態である 2。正常の赤血球内 MetHb の還元は、主に還元型ニコチンアミド

アデニンジヌクレオチド（nicotinamide adenine dinucleotide、以下、「NADH」）を補酵素とする NADH-

チトクロム b5還元酵素系により行われている。また、還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

リン酸（nicotinamide adenine dinucleotide phosphate、以下、「NADPH」）を補酵素とする NADPH-フラ

ビン還元酵素系も存在するが、正常な状態での役割はほとんどない。血中の MetHb 濃度が何らかの要

因により上昇した場合、組織への酸素供給が障害されて組織が低酸素状態となり、MetHb 血症の程度

によって、頭痛、悪心、意識障害及び痙攣等の様々な症状が発現する。特に、MetHb 濃度が 70%以上

になると致死的である 2。MetHb 血症の原因としては、グルコース-6-リン酸脱水素酵素（glucose-6-

phosphate dehydrogenase、以下、「G6PD」）等の遺伝子異常による先天的なものと、中毒性の後天的な

ものに大別されるが、大半は後者であり、ジアフェニルスルホン等の医薬品やアニリン等の化学物質

のほか、一部の毒キノコ等が、中毒を起こす原因物質として考えられている。 

メチルチオニニウム塩化物水和物 3（以下、「MB」）は、生体内で NADPH-フラビン還元酵素系に

より還元されてロイコメチレンブルー（leucomethylene blue：以下、「LMB」）となり、LMB は、非

1  ヘモグロビン中の 2 価の鉄イオン（Fe2+）が酸化され、3 価の鉄イオン（Fe3+）となったもの 
2 中毒研究 21: 367-372, 2008、Toxicological Reviews 22: 13-27, 2003、他 
3  慣用的に「メチレンブルー（methylene blue）」とも称される 
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酵素的に MetHb をヘモグロビン（以下、「Hb」）に還元する作用を持つ。中毒性の MetHb 血症の治

療について、国内外の教科書では、臨床症状を伴っていない場合には、中毒の原因物質の除去を目的

とした治療を行うが、臨床症状を伴う場合には、原因物質の除去に加え、MB の静脈内投与を行う旨

が記載されており、代表的な中毒治療剤として国内外で広く使用されている。本邦では、現時点で医

薬品として承認された MB 製剤がないため、試薬として市販されている MB を用いて調製した院内製

剤等が使用されている実態があり、一般社団法人 日本中毒学会（以下、「日本中毒学会」）及び一般

社団法人 日本救急医学会（以下、「日本救急医学会」）が国内各施設に対して実施した「メトヘモグ

ロビン血症に対するメチレンブルーに関するアンケート」4の調査結果からは、中毒性の MetHb 血症

患者に対する MB の使用例が 15 施設 27 例で確認されている。 

このような実態を踏まえ、日本中毒学会及び公益財団法人 日本中毒情報センターから、MB につい

て、中毒性の MetHb 血症に対する開発要望書が提出された。当該要望は、医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議において「医療上の必要性が高い」と判断され、2010 年 5 月に厚生労働省よ

り開発企業の募集がなされ、申請者により開発が行われることとなった。 

申請者は、本邦において、MB による治療を必要とする中毒性の MetHb 血症の発生頻度は低くかつ

散発的であることから、患者を対象とした臨床試験の実施は困難であり、また、MB は遺伝毒性を有す

ることから、健康成人を対象とした臨床薬理試験の実施についても、安全性の観点から困難と考えた。

一方、MB は中毒性の MetHb 血症治療薬として国内外で広く使用されていること、今回申請された MB

製剤（以下、「本剤」）は、欧州において 2011 年 5 月に承認されている 5ことを踏まえ、申請者は、欧

州承認申請資料、国内外の教科書及び公表論文等から申請データパッケージを構築することとし、本申

請に至った。 

 

2．品質に関する資料 

（1）原薬 
1）特性 

原薬は暗青色の結晶若しくは結晶性の粉末、赤銅色若しくは青銅色の光沢を有する暗青色の結晶

若しくは結晶性の粉末、緑色の結晶若しくは結晶性の粉末、又は赤銅色若しくは青銅色の光沢を有す

る緑色の結晶若しくは結晶性の粉末であり、性状、溶解性及び溶解度、吸湿性、融点、pH、解離定数、

分配係数並びに結晶形について検討されている。メチルチオニニウム塩化物水和物 （以下、「MB」）

には、4 種の水和物（一、二、三及び五水和物）が存在することが知られており、原薬中では水和数

の異なる原薬形態が混在していると考えられるが、含量規格は、 に換算したメチルチオニニウ

ム塩化物量として、一定に管理されている。原薬の化学構造は、元素分析、紫外可視吸収スペクトル

（以下、「UV/VIS」）、赤外吸収スペクトル（IR）、核磁気共鳴スペクトル（1H-及び 13C-NMR）及

び質量スペクトル（MS）により確認されている。 

 
2）製造方法 

原薬は、 を出発物質として合成される。重要工程として、

（以下、 ）から原

4 日本中毒学会及び日本救急医学会の評議員が所属する施設を対象に、各施設で遡及可能な期間（中央値［範囲］：8 年［1～10 年］）

における、MetHb 血症に対する MB の使用症例のアンケート調査が実施され（アンケート実施期間 2013 年 4 月～10 月）、28 施

設から回答が得られた 
5 海外における製造販売業者は Provepharm 社である 
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薬の 工程及び当該 工程が設定されている。また、原薬の品質を恒

常的に確保するため、重要中間体として が管理されている。 
 
3）原薬の管理 

原薬の規格及び試験方法として、含量、性状、確認試験（UV/VIS、酸化還元反応及び塩化物）、

pH、純度試験（重金属、メタノール不溶物、類縁物質〈液体クロマトグラフィー［以下、「HPLC」］〉、

残留溶媒〈ガスクロマトグラフィー及び HPLC〉）、乾燥減量、強熱残分、エンドトキシン、微生物

限度及び定量法（滴定終点検出法）が設定されている。 
 
4）原薬の安定性 

原薬の安定性試験は表 1 のとおりである。加速試験では、2 ヵ月の時点で規格を超える類縁物質の

増加を認めた。また、光安定性試験の結果、原薬は光に不安定であった。 
 

＜表 1 原薬の安定性試験＞ 

試験名 基準ロット 温度 湿度 保存形態 保存期間 

長期保存試験 実生産 
3 ロット 5℃ － ポリエチレン袋（二

重）＋ファイバード
ラム 

18 カ月 

加速試験 実生産 
3 ロット 25℃ 60%RH 6 カ月 

 
以上より、原薬のリテスト期間は、二重のポリエチレン袋に入れ、これをファイバードラムに詰め

るの包装で 2～8℃で保存するとき、18 ヵ月と設定された。なお、長期保存試験は 36 ヵ月まで継続予

定である。 
 
（2）製剤 

1）製剤及び処方並びに製剤設計 

製剤は 1 アンプル 10mL 中に原薬であるメチルチオニニウム塩化物水和物を無水物として 42.8mg

（メチルチオニニウム塩化物三水和物として 50.0mg）含有する暗青色の水性注射剤である。 
 

2）製造方法 
製剤は溶解・調整、一次ろ過、二次ろ過・充塡・熔封、滅菌、検査、包装・表示及び試験検査・製

品保管からなる工程により製造される。重要工程として 及び が設定されている。 
 

3）製剤の管理 
製剤の規格及び試験方法として、含量、性状、確認試験（HPLC/UV）、pH、純度試験（類縁物質

〈HPLC〉）、エンドトキシン、採取容量、不溶性異物、不溶性微粒子、無菌及び定量法（HPLC）が

設定されている。 
 

4）製剤の安定性 
製剤の安定性試験は表 2 のとおりである。また、光安定性試験の結果、製剤は光に安定であった。 

 
＜表 2 製剤の安定性試験＞ 

試験名 基準ロット 温度 湿度 保存形態 保存期間 
長期保存試験 

実生産 
3 ロット 

25℃ 60%RH 無色ガラス製
アンプル+紙箱 

36 ヵ月 

加速試験 40℃ 75%RH 6 ヵ月 

使用時安定性試験 25℃ 60%RH 無色ガラス製
アンプル 36 ヵ月 
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以上より、製剤の有効期間は、無色ガラス製アンプルに充填し室温保存するとき 36 ヵ月と設定さ

れた。また、使用時の安定性について、5%ブドウ糖注射液で 6 倍希釈した製剤は、希釈直後と希釈

後 6 時間のいずれの測定項目についても経時的な変化は認められなかった。 

 

＜審査の概略＞ 

（1）原薬の出発物質の妥当性について 

機構は、 を出発物質とすることの妥当性について説明するよう

求めた。 

申請者は、以下のように回答した。 

の構造及び特性は明確にされており、混入する可能性がある不

純物の挙動及び除去についても解析されている。 

において、原薬の品質に影響を及ぼす可能性がある不純物等が

管理されていることに加え、原薬の製造工程では、複数の化学変換を伴う反応工程及び単離精製工程

を行うことで が除去される。また、各工程の工程管理、中間体の規格管理を行っ

ている。なお、 及び の含量が異なる複数のロットを用いて

から原薬を製造したところ、いずれの原薬ロットも規格値を満たすことが確認されている。

以上により、 を出発物質とする原薬の製造工程においても、恒常

的な原薬の品質管理を行うことは可能であり、出発物質として妥当と考える。 

機構は、原薬の製造工程において出発物質中の 等の不純物が除去されていること、製造工程、

出発物質及び中間体を管理することにより原薬の品質が一定に管理されていること、同様の製造方法

及び管理方法により製造された原薬が海外において用いられていること等を踏まえ、申請者の回答を

了承した。 

 
（2）原薬及び製剤の製造工程における仕込み量及び原薬含量の管理について 

機構は、出発物質には、 形態が混在していると考えられることから、原薬製造工程

における出発物質等の仕込み量、製剤製造工程における原薬の仕込み量、並びに原薬及び製剤におけ

る原薬含量の管理方法を説明するよう求めた。 

申請者は、以下のように回答した。 

原薬製造工程における出発物質の仕込み量は、出発物質の重量（ kg）で管理されている。出発物

質における の管理値 6から算出した場合、出発物質の により、理論上、

として ～ kg の範囲で変動する。一方、原薬製造工程において、出発物質と反応する化合物と

して 及び があり、化学反応としてはいずれも 当量で反応す

るが、 及び の仕込み量は出発物質を と仮定した場合

にそれぞれ 及び 当量に相当する量とされている。出発物質の を考慮すると、出発

物質に対する仕込み量はそれぞれ ～ 及び ～ 当量の範囲で変動することになるが、変動し

た場合においても、化学反応としての必要量である 当量を超える過剰量が投入されており、反応工

程への影響はないと考えられる。なお、出発物質における の管理値外である が %

6 出発物質の は ～ %で管理されている 
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の出発物質を用いて製造された原薬 7の品質を確認したところ、規格に適合することが確認された。

以上より、原薬製造工程における出発物質の仕込み量は一定の範囲で変動するものの、当該範囲の出

発物質から製造された原薬の品質は適切に管理されていると考える。なお、原薬の規格及び試験方法

においては、メチルチオニニウム塩化物の含量を に換算して管理していることから、 の

違いによる影響は受けない。 

製剤製造工程における原薬の仕込み量については、原薬の規格及び試験方法の結果から含量及び

を考慮して、メチルチオニニウム塩化物三水和物として g に相当する量を算出している。

また、製剤の規格及び試験方法においては、定量用メチルチオニニウム塩化物水和物の純度（

として）を用いて試料溶液中の含量（ として）を算出した後に三水和物相当量を求め、対表示

量（%）で管理をしている。このため、製剤製造工程においては、原薬の仕込み量及び含量の規格及

び試験方法のいずれにおいても、 の違いによる影響は受けない。 

以上より、原薬及び製剤のいずれの製造工程においても、メチルチオニニウム塩化物水和物の

の違いによる影響は受けずに、適切な品質管理ができていると考える。 

機構は、原則として、原薬製造工程における出発物質の仕込み量は一定量で管理されるべきと考え

るが、出発物質の としての含量の変動が品質に及ぼす影響は少ないとする申請者の説明、及び

原薬の製造実績等を踏まえ、回答を了承した。 
 

（3）原薬の規格及び試験方法について 

機構は、原薬の規格及び試験方法について、申請時から複数の試験項目の規格及び試験方法等が変

更されているため、当該変更の経緯や変更後の規格及び試験方法の妥当性を説明するよう申請者に指

示するとともに、変更後の試験方法の適切性について、引き続き審査中である。その結果については、

審査報告（2）で記載する。 

 
3．非臨床に関する資料 

今回申請されたメチルチオニニウム塩化物水和物（以下、「MB」）製剤（以下、「本剤」）の欧州

承認申請時に提出された資料 8、及び「methylene blue」又は「methylthioninium chloride」をキーワード

として PubMed のデータベースを検索 9して得られた公表論文が提出された。 

 

（ⅰ）薬理試験成績の概要 
＜提出された資料の概略＞ 

効力を裏付ける試験として、in vitro における MB の作用機序、及び in vivo における MB の作用が検

討された公表論文が提出された。また、安全性薬理試験として、イヌ反復投与毒性試験、並びに中枢

神経系、心血管系及び呼吸系に及ぼす影響が検討された公表論文が提出された。 

 

7 が %の出発物質を用いた場合、出発物質に対する 及び の仕込み量は、それぞ

れ 及び 当量に相当する 
8 Provepharm 社が本剤又は本剤の原薬を用いて実施した試験（安全性薬理及び毒性に関する試験 5 試験）、市販の MB 試薬を用い

て実施した試験 2 試験、及び National Toxicology Program（U.S. Department of Health and Human Services）による調査報告書 2 報 
9 検索式：(("methylene blue"[MeSH Terms] OR ("methylene"[All Fields] AND "blue"[All Fields]) OR "methylene blue"[All Fields]) OR 

("methylene blue"[MeSH Terms] OR ("methylene"[All Fields] AND "blue"[All Fields]) OR "methylene blue"[All Fields] OR 
("methylthioninium"[All Fields] AND "chloride"[All Fields]) OR "methylthioninium chloride"[All Fields]) AND (("0001/01/01"[PDAT] : 
"2013/09/30"[PDAT]) AND (English[lang] OR Japanese[lang])) 
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（1）効力を裏付ける試験 

1）in vitro 試験 

① ヒト赤血球における MB の還元作用及び赤血球への取り込みの機序（4.2.1.1-3：Am J Physiol 

Cell Physiol 286: 1390-1398, 2004）  

健康成人から調製した赤血球懸濁液及び赤血球膜懸濁液（pH7.4）に、5mmol/L のグルコース存

在下又はグルコース非存在下で MB 10μmol/L 及びフェリシアン化合物（Fe3+）2mmol/L を添加し、

MB の還元作用及び赤血球内への取り込み 10の機序を検討した。なお、フェリシアン化合物は、分

子量及び電荷のため赤血球細胞膜を透過できず、細胞外または細胞膜上でロイコメチレンブルー

（以下、「LMB」）によって還元される。 

ヒト赤血球にグルコース存在下でフェリシアン化合物を添加し 37℃で培養したところ、ヒト赤

血球外のフェリシアン化合物はフェロシアン化合物（Fe2+）へと時間依存的に還元され、さらに MB

を添加したところ、濃度依存的に還元反応が促進された。 

ヒト赤血球にグルコース存在下で MB を添加して 37℃で培養したところ、ヒト赤血球外の MB

の濃度は経時的に減少したが、グルコース非存在下では、ヒト赤血球外の MB の濃度は変化しなか

った。一方、グルコース及びフェリシアン化合物存在下で MB を添加し 37℃で培養したところ、

ヒト赤血球外の MB の濃度は変化しなかった。 

なお、ヒト赤血球にグルコース存在下で MB を添加して 37℃で培養後、測定直前にフェリシア

ン化合物を添加した場合、培養当初からフェリシアン化合物を添加した場合と比べ、赤血球外の

MB 濃度は約 50%に減少し、フェリシアン化合物からフェロシアン化合物への還元量は約 10%に

減少した。 

ヒト赤血球にグルコース存在下で MB を添加して 37℃で培養した条件下では、ヒト赤血球内に

は MB と LMB の両形態が存在し、いずれも赤血球内濃度の方が赤血球外濃度より高値を示し

た。また、赤血球内の MB の半分はフリーの状態、半分は蛋白質、脂質、又はその両方に結合

した状態であった。 

ヒト赤血球にグルコース存在下で MB を添加し 37℃で培養したところ、MB は、濃度依存的

に、赤血球内の還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（以下、「NADPH」）を

NADP+に、還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（以下、「NADH」）を NAD+に酸化

した。また、ヒト赤血球膜を 10μg/ml 以上のトリプシン又は 2μmol/L 以上のフェニルアルシンオ

キシドで 30 分間処理し、MB 及び NADH を添加したところ、NADH の酸化は阻害された。 

以上の結果より、申請者は、ヒト赤血球におけるフェリシアン化合物の還元及び MB の還元作用

の促進にはグルコースの存在が重要であることが示されたと説明している。また、グルコース存在

下ではヒト赤血球外の MB の濃度は減少した一方で、グルコース非存在下ではヒト赤血球外の MB

の濃度は変化しなかったこと、及びグルコース存在下でフェリシアン化合物及び MB を添加して

培養した場合には、ヒト赤血球外の MB の濃度は変化しなかったこと 11等から、赤血球外の MB は

赤血球膜上の酵素によって LMB に還元され、生成した LMB が赤血球膜を通過して赤血球内に取

り込まれることが示されたと説明している。さらに、赤血球のピリジンヌクレオチド代謝が MB の

10 赤血球内外の MB の濃度は紫外可視吸光度測定法により測定し、LMB の濃度は添加した MB 濃度と測定された MB 濃度との差

から算出した 
11 グルコース存在下、MB は NADPH によって還元されて LMB となった後、フェリシアン化合物をフェロシアン化合物へ還元し、

MB に戻ると考えられる 
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還元作用に関与していること、MB による NADPH 又は NADH の酸化の促進にはタンパク質が関

与していることが示されたと説明している。 
 

② MB による MetHb の還元作用（4.2.1.1-4：Clinica Chimica Acta 24: 77-85, 1969） 

好気性及び嫌気性条件下で、MB 8μmol/L 及び NADPH 100μmol/L を混合し、各々の酸化還元状

態 12を確認したところ、好気性条件下では、NADPH は時間経過に伴って酸化された一方、MB は

還元されなかった。また、嫌気性条件下では、時間経過に伴って MB が還元された。 

メトヘモグロビン（以下、「MetHb」）13又は Diethylaminoethyl（以下、「DEAE」）-MetHb14に

NADPH を加え、MB 存在下又は非存在下で MetHb 又は DEAE-MetHb の還元状態を確認した。

MetHb は、MB 非存在下ではわずかに還元され、MB 存在下では MetHb の還元の亢進が確認され

た。DEAE-MetHb では、NADPH 及び MB 存在下でも、DEAE 処理をしていない MetHb と比べ、

MetHb の還元速度が低下した。 

また、LMB に MetHb を添加したところ、好気性条件下、嫌気性条件下の別に関わらず、MetHb

は直ちに還元された。 

以上の結果より、申請者は、MB による MetHb 還元機序は、NADPH によって MB が還元されて

LMB が産生され、産生された LMB が MetHb をヘモグロビン（以下、「Hb」）に還元し、同時に

LMB が酸化されて MB に戻るという機序であり、NADPH 還元酵素はこの反応を促進すると考え

られると説明している。 
 
2）in vivo 試験 

① 亜硝酸ナトリウム投与によるイヌ MetHb 血症モデルにおける MB の作用（4.2.1.1-15：Human 

Toxicol 8: 359-364, 1989）  
雄性イヌに酸化剤である亜硝酸ナトリウム 20mg/kg を静脈内投与し、12 分後に 5 及び 20mg/kg

の MB を静脈内投与して、血中 MetHb 濃度を経時的に測定した。亜硝酸ナトリウム投与により Hb

は MetHb に酸化され、血中 MetHb 濃度が上昇した。血中 MetHb 濃度は、MB の投与 3 分後にピー

クを示した後、MB の還元作用により経時的に低下した。また、MB 20mg/kg 群では、5mg/kg 群に

比べて MetHb の速やかな還元が見られた。 
 

② 4-ジメチルアミノフェノール塩酸塩投与によるイヌ MetHb 血症モデルにおける MB の作用

（4.2.1.1-16：Euro J clin Pharmacol 4: 115-118, 1972）  

イヌに酸化剤である 4-ジメチルアミノフェノール塩酸塩 7mg/kg を静脈内投与し、10 分後に MB

を静脈内投与して、血中 MetHb 濃度を経時的に測定した。4-ジメチルアミノフェノール塩酸塩投

与 10 分後に総 Hb の 63.8%が MetHb に酸化され、酸化された MetHb は、MB 投与により Hb に還

元された。 

 

③ ヒドロキシカルバミド投与によるイヌ MetHb 血症モデルにおける MB の作用（4.2.1.1-18：J 

Small Anim Pract 49: 211-215, 2008）  

12 MB、NADPH 及び MetHb の酸化還元状態の測定には紫外可視吸光度測定法が用いられた 
13 赤血球を凍結融解して遠心した上清を亜硝酸ナトリウムで処理し、その後透析して調製された 
14 赤血球を凍結融解した後の上清を 5 回以上 DEAE で繰り返し処理して酵素活性を除去した後に、亜硝酸ナトリウムで処理し、

透析して調製された 
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ヒドロキシカルバミド 5,000～7,500mg の経口摂取により、チアノーゼ及び MetHb 血症を発現し

た雌性イヌに、MB 1mg/kg を 30 分間隔で 2 回急速静脈内投与するとともに、酸素吸入、赤血球輸

液、N-acetylcysteine の静注及び晶質液による治療を行った。イヌは治療開始 5 時間以内に自立し、

7 時間以内に呼吸数、心拍数及び口腔粘膜の色も正常に戻った。血中 MetHb 濃度は、治療前の 72.9%

から治療開始 16 時間後には 1%に低下し、正常化した。 

 

以上の結果より、申請者は、亜硝酸ナトリウム投与、4-ジメチルアミノフェノール塩酸塩投与又

はヒドロキシカルバミド投与によって発症した MetHb 血症に対して、MB の静脈内投与は有用であ

ると説明している。 

 

(2) 安全性薬理試験 

1）MB の一般薬理試験成績（4.2.1.3-2、4.2.1.3-3、4.2.1.3-4、4.2.1.3-5、4.2.1.3-7、4.2.1.3-8、4.2.1.3-9、
4.2.1.3-11：Anesthesiology 108: 684-692, 2008、Proc Soc Exp Biol Med 128: 93-95, 1968、Proc Soc 

Exp Biol Med 128: 96-97, 1968、Br J Phamacol 166: 168-176, 2012、Toxicol Appl Pharmacol 258: 

403-409, 2012、Can J Cardiol 2: 170-175, 1986、J Cardiothorac Vasc Anesth 22: 560-564, 2008、Br 

J Phamacol 122: 95-98, 1997） 

中枢神経系、呼吸器系、心血管系への影響及びその他の一般薬理に関する作用が、MB の一般薬

理試験で検討されており、各試験の概要は表 3 のとおりであった。 
 

＜表 3 MB の一般薬理試験の概要＞ 

試験項目 動物種又は標本 投与 
経路 

検討用量/ 
検討濃度範囲 主な結果 

中枢神経系 

脳の組織学的検査 麻酔ラット 動脈 5～50 mg/kg 5mg/kg 以上：脳組織にアポトーシスを惹起 

電気生理学検査 ラット海馬切片 in vitro 10～1,000 
μmol/L 

10μmol/L 以上：興奮性シナプス後電位（EPSP）を不可
逆的に抑制 

呼吸器系及び心血管系 
血圧、心拍数 麻酔ラット 動脈 5～50 mg/kg 5mg/kg 以上：軽微かつ一過性に減少 

血圧、心拍数、呼吸数、
ヘマトクリット値 麻酔イヌ 静脈 20 mg/kg ヘマトクリット値の軽微な増加、呼吸数の増加 

静脈血液 pH、酸素分圧、
二酸化炭素分圧 ラット 腹腔内 65 mg/kg pH 低下、酸素分圧低下、二酸化炭素分圧上昇 

その他の一般薬理に関する作用 

5-HT トランスポーター
阻害 

EM4 細胞、 
N2A 細胞 in vitro 1～10 

μmol/L 5-HT トランスポーターを阻害（IC50: 1.2μM） 

MAO 阻害 昆虫細胞 in vitro 0～100 
μmol/L 

MB 及び Azure B（MB の代謝物）は MAOAを選択的か

つ可逆的に阻害 
MB：MAOA IC50: 70nM 
Azure B：MAOA IC50: 11nM、MAOB IC50: 968nM 

グアニル酸シクラーゼ 
阻害 

ウシ冠動脈 in vitro 10μmol/L アセチルコリン及びアラキドン酸誘発弛緩作用を阻害 

ヒト内胸動脈 in vitro 10μmol/L アセチルコリン誘発弛緩作用を 6 時間以上阻害 

コリンエステラーゼ阻害 ヒト血清、 
ウシ赤血球 in vitro 0.1～100 

μmol/L 

コリンエステラーゼを阻害。 
IC50 (ヒト BuChE) : 5.32μM 
IC50 (ウシ AChE) : 0.42μM 

5-HT：セロトニン、MAO：モノアミン酸化酵素、BuChE：ブチルコリンエステラーゼ、AChE：アセチルコリンエステラーゼ 
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2）心血管系に及ぼす影響（4.2.1.3-1：試験番号 36110TSC） 

雌雄イヌに本剤 0.25、0.5 及び 1mg/kg 並びに米国で流通している MB 製剤 15（以下、「USP 規格

品」）1mg/kg を 1 日 1 回、1 ヵ月間、反復静脈内投与した場合の一般状態、心拍数及び心電図の各

パラメータ（PQ 間隔、QRS 幅、QT 間隔、QTc 間隔）が検討された。一般状態、心拍数及び心電図

の各パラメータに影響は認められなかった。 

 
＜審査の概略＞ 

（1）薬理作用について 

機構は、以下のように考える。 

今般提出された資料及び申請者の考察より、赤血球膜上の NADPH 還元酵素を介して MB が LMB

に還元され、生成した LMB が非酵素的に MetHb を Hb に還元することによって、MetHb 血症を改善

することが期待できる。ただし、高濃度の MB 存在下においては、赤血球膜において MB が LMB に

還元される一方、赤血球内における LMB の MB への酸化が繰り返されることにより赤血球内に過酸

化水素が過剰に生成され、溶血及び MetHb 血症が引き起こされるとの報告（J Pharmacol Exp Ther 183: 

549-548, 1972）があることから、過剰な用量の投与には注意する必要がある。 

また、MB による Hb 還元作用は、赤血球内に取り込まれた LMB を介する作用であるが、塩素酸塩

による MetHb 血症は溶血により赤血球外に出た Hb が酸化されて生じることから、塩素酸塩による

MetHb 血症患者に対して MB の効果は期待できない。さらに、MB によって、より毒性の強い次亜塩

素酸が形成されるため、国内外の教科書では、塩素酸塩による MetHb 血症には MB は使用すべきで

はないとされており、欧州添付文書においても禁忌とされている。 

申請者は、国内外の教科書及び欧州添付文書等の記載に基づき、本邦においても、塩素酸塩による

MetHb 血症患者に対する本剤の投与は禁忌とする旨を説明しており、機構は申請者の説明に特段問題

はないと考える（「4．臨床に関する資料（ⅲ）有効性及び安全性試験成績の概要＜審査の概略＞（6）

特別な患者集団について」の項参照）。 

 

（2）安全性薬理について 

機構は、以下のように考える。 

MB はセロトニントランスポーター阻害作用及びモノアミン酸化酵素阻害作用を有することから、

MB と選択的セロトニン再取り込み阻害剤、選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤、

三環系抗うつ剤、ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤等（以下、「セロトニン作動薬」）

を併用した場合、血中のセロトニン濃度が上昇することにより、セロトニン症候群が発現するおそれ

がある。国内外の教科書及び欧州添付文書等では、MB とセロトニン作動薬の併用について注意喚起

されており、海外公表論文等でも併用によりセロトニン症候群を発現した症例が認められることから、

添付文書において注意喚起する必要がある（「4．臨床に関する資料（ⅱ）臨床薬理試験成績の概要

＜審査の概略＞本剤の MAOA阻害作用を介した薬物相互作用について」の項参照）。 

 

15 本剤と製剤濃度等が異なる 
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（ⅱ）薬物動態試験成績の概要 

＜提出された資料の概略＞ 

ラット、マウス、イヌ及びウサギに MB 又は MB の［123I］標識体を静脈内投与した場合の薬物動態

を検討した試験成績及び公表論文が提出された。 

また、本剤と USP 規格品の薬物動態の違いを検討する目的で実施された反復投与試験の成績が提出

された。 

血液、尿及び組織中の MB の測定には、主に紫外可視吸光度測定法及び液体クロマトグラフィー質

量分析法（LC/MS/MS 法）が用いられ、［123I］標識体使用時の放射能の測定には液体シンチレーショ

ンカウンターが用いられた。また、血液、血漿及び組織中では、酸化還元反応による MB と LMB と

の相互変換が非常に速いことから、これらの試料中の MB 濃度は、酸化体である MB と還元体である

LMB の総和（総メチレンブルー、以下、「総 MB」）として測定された。 

なお、特に言及しない限り、in vivo 試験では雄性動物が用いられた。 
 

（1）吸収 

1）単回投与試験（4.2.2.2-2：J Pharm Sci. 61: 1090-1094, 1972） 

イヌに 2、5、7.5、10 及び 15mg/kg の MB を単回静脈内投与したとき、血液中総 MB 濃度は 2 相

性に消失した。 

 

2）反復投与試験（4.2.2.2-1 及び 4.2.1.3-1：J Pharmacobiodyn. 4: 49-57, 1981 及び試験番号：36110TSC） 

ウサギに 7.5、11.25 及び 15mg/kg の MB を単回急速静脈内投与した後、それぞれ投与速度 0.2、

0.3 及び 0.4mg/kg/min で 80 分間定速静脈内投与 16したところ、いずれの投与群においても血液中総

MB 濃度は 2 相性に消失した。 

また、雌雄イヌに本剤 0.25～1mg/kg 又は USP 規格品 1mg/kg を 1 日 1 回 28 日間反復静脈内投与

した場合の血漿中未変化体濃度の薬物動態パラメータは表 4 のとおりであった。 
 

＜表 4 反復静脈内投与時の血漿中未変化体の薬物動態パラメータ＞ 

動物 製剤 投与量 
（mg/kg） 

AUC0-t 

（ng･h/mL） 
t1/2 

（h） 
1 日目 28 日目 1 日目 28 日目 

雄性イヌ 本剤 
0.25 22.0 － － － 
0.5 32.2 40.5 0.77 1.23 
1 134 63.9 0.83 0.70 

USP 規格品 1 169 121 1.17 1.94 

雌性イヌ 本剤 
0.25 16.3 27.3 1.26 1.53 
0.5 65.6 74.8 1.21 1.00 
1 172 129 5.19 1.12 

USP 規格品 1 201 134 2.88 1.57 
平均値、n=3 

 
（2）分布 

単回静脈内投与による組織分布（4.2.2.2-2、4.2.2.3-1 及び 4.2.2.3-2：J Pharm Sci. 61: 1090-1094, 1972、

Eur J Clin Pharmacol. 56: 247-250, 2000 及び Acta Oncol. 35: 331-341, 1996） 

ラットに 2、5、7.5、10、15 及び 25mg/kg の MB を単回静脈内投与した場合の、投与 3 分後にお

ける心臓、肺、肝臓及び腎臓中の総 MB 濃度が検討された。これら 4 臓器の組織中 MB 濃度の合計

16 それぞれの投与群における単回急速静脈内投与と定速静脈内投与の累積投与量は 23.5、35.25 及び 47.0mg/kg であった 
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が投与量に占める割合は 29.8%［25.2～35.8%］（各投与量群の平均値［範囲］）であり、いずれの

投与量群においても、腎臓、心臓、肝臓、肺の順で組織中 MB 濃度が高かった。 

ラットに MB 10mg/kg を単回静脈内投与した場合の、投与 1 時間後における組織中 MB 濃度が

HPLC 法により検討された。血液中より MB 濃度が高かったのは胆汁、脳、肝臓であった。 

胸腺欠損雌性マウス 17に MB の［123I］標識体を単回静脈内投与した場合における、投与 5 分後～

約 40 時間後までの組織中放射能分布が検討された。血液中放射能は、投与後 5 分以内に投与放射能

の約 4%まで減少し、投与 2～3 時間後には 0.5%以下となった。肝臓及び腎臓では高い放射能が認め

られ、投与 5 分以内に最も高値を示した後、経時的に低下し、［123I］の生物学的半減期は約 30 分

であった。なお、眼球への放射能の分布は低かった。肺、胃、脾臓、皮膚、筋肉、甲状腺及びリン

パ節等の放射能濃度は、血中放射能濃度の減少に伴い低下した。 

 

（3）排泄 
イヌにおける尿中及び糞中排泄（4.2.2.5-1：Chem Pharm Bull (Tokyo). 25: 2561-2567, 1977） 

イヌに MB 15mg/kg を単回静脈内投与した場合における、投与 72 時間後までの尿中及び糞中の

MB 及び LMB の排泄率が検討された。投与後 72 時間までの尿中総 MB 排泄率は投与量の 6.6±1.6%

（このうち LMB は約 93%）、糞中総 MB 排泄率は投与量の 19.9±1.6%（このうち LMB は約 24%）

であった。 

また、胆管カニューレを施したイヌに MB 15mg/kg を単回静脈内投与した場合における、投与 8

時間後までの胆汁中及び尿中への排泄率が検討された。投与後 8 時間までの胆汁中総 MB 排泄率は

7.77±2.16%（このうち LMB は約 60%）であり、尿中総 MB 排泄率は 1.17±0.15%（このうち LMB は

約 87%）であった（以上、平均値±標準偏差）。 

 

＜審査の概略＞ 

機構は、本剤の非臨床薬物動態について、現時点で、特に大きな問題はないと考える。 

 

（ⅲ）毒性試験成績の概要 

＜提出された資料の概略＞ 

毒性試験として、単回投与毒性試験、反復投与毒性試験、遺伝毒性試験、がん原性試験、生殖発生

毒性試験及びその他の毒性試験の成績及び公表論文が提出された 18。なお、特に言及しない限り、媒

体は 0.5%メチルセルロース溶液が用いられた。 
 

（1）単回投与毒性試験 

MB の静脈内投与時の LD50 は、マウスで 77mg/kg、ラットで 1,250mg/kg であった。イヌ及びサル

の静脈内投与時の最小致死用量は、それぞれ 50 及び 10mg/kg であった 19。 

 

17 MB の腫瘍細胞への取り込みを検討することを目的とした試験であったため、腫瘍細胞を皮下移植されたマウスが用いられた 
18 提出された試験のうち、GLP 適合の試験は、4.2.1.3-1、4.2.3.3.1-1、4.2.3.3.1-2 及び 4.2.3.3.1-3 であった 
19 米国 National Library of Medicine のデータベース TOXNET（http://toxnet.nlm.nih.gov/）により「Methylene Blue」を検索語として

抽出した情報に基づくものであり、データの根拠となった公表論文には、用いられた試薬の規格や水和物数等が不明なものがあ

る 
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（2）反復投与毒性試験（4.2.3.2-2 及び 4.2.1.3-1：NTP 20  technical report on the toxicology and 

carcinogenesis studies of methylene blue trihydrate - NIH Publication No. 08-4429〈以下、「NTP 

report」〉及び試験番号 36110TSC） 

マウス（1 ヵ月間及び 3 ヵ月間）及びラット（1 ヵ月間及び 3 ヵ月間）の経口投与毒性試験並びに

イヌ（1 ヵ月間）の静脈内投与毒性試験が実施された。MB の主な毒性所見は、いずれの動物でも溶

血性貧血とその代償的変化であった。高用量群では MetHb 濃度の上昇やハインツ小体数の増加も観

察された。 

 

1）マウス 1 ヵ月間経口投与毒性試験 

雌雄マウスに 125、250、500、1,000 及び 2,000mg/kg/日の MB の三水和物（以下、「MBT」）又

は溶媒を 1 週間に 5 日、1 ヵ月間経口投与した試験が実施された。250mg/kg/日群の雌雄各 2 例及び

500mg/kg/日以上の群の全例が死亡した。125 及び 250mg/kg/日群で赤血球パラメータ（赤血球数、

Hb 濃度及びヘマトクリット値）の減少並びに網赤血球数、平均赤血球容積（mean corpuscular volume、

以下、「MCV」）、平均赤血球 Hb 濃度（mean corpuscular hemoglobin concentration、以下、「MCHC」）、

MetHb 濃度及びハインツ小体数の増加が認められた。125mg/kg/日以上の群で脾臓の重量増加、色素

沈着及びリンパ濾胞の細胞枯渇、肝臓のクッパー細胞の色素沈着、胸腺及び腸間膜リンパ節のリン

パ球壊死並びに骨髄の色素沈着が、125～500mg/kg/日群で肝臓の門脈周囲の肝細胞変性が、125～

1,000mg/kg/日群で脾臓と肝臓の造血細胞の増加が、250mg/kg/日以上の群で腎臓の尿細管の色素沈着

並びに膀胱の移行上皮の変性及び色素沈着が、500mg/kg/日群で前胃の慢性活動性炎症及び扁平上皮

の過形成並びに膀胱の平滑筋細胞変性が、500mg/kg/日以上の群で下顎リンパ節のリンパ球壊死が、

1,000mg/kg/日群で心臓の心筋細胞壊死、腎臓の尿細管上皮細胞壊死及び蛋白円柱並びに前胃の潰瘍

が、並びに 1,000mg/kg/日以上の群で脾臓のうっ血及び肝細胞壊死が、それぞれ認められた。無毒性

量は求められなかった。 

 

2）マウス 3 ヵ月間経口投与毒性試験 

雌雄マウスに 25、50、100 及び 200mg/kg/日の MBT 又は溶媒を 1 週間に 5 日、3 ヵ月間経口投与

した試験が実施された。25mg/kg/日以上の群で赤血球パラメータ（赤血球数、ヘマトクリット値及

び Hb 濃度）の減少、MCV、MCHC、網赤血球数、MetHb 濃度及びハインツ小体数の増加、脾臓の

造血細胞の増加及び色素沈着並びに骨髄の色素沈着が、50mg/kg/日以上の群で脾臓の重量増加及び

肝臓のクッパー細胞の色素沈着が、100mg/kg/日以上の群で血中総胆汁酸の増加及び肝臓の造血細胞

の増加が、それぞれ認められた。さらに 200mg/kg/日群で精子運動性の低下が認められた。無毒性量

は求められなかった。 

 

3）ラット 1 ヵ月間経口投与毒性試験 

雌雄ラットに 125、250、500、1,000 及び 2,000mg/kg/日の MBT 又は溶媒を 1 週間に 5 日、1 ヵ月

間経口投与した試験が実施された。1,000 及び 2,000mg/kg/日群の全例並びに 500mg/kg/日群の雄 2 例

及び雌 4 例が死亡した。125mg/kg/日以上の群で赤血球パラメータ（赤血球数、ヘマトクリット値、

Hb 濃度）の減少、MCV、網赤血球数、MetHb 濃度、ハインツ小体数、有核赤血球数及び白血球数

20 National Toxicology Program（U.S. Department of Health and Human Services） 
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の増加、血中のソルビトール脱水素酵素及び総胆汁酸の増加、脾臓、肝臓及び腎臓の重量増加並び

に骨髄の過形成が、125～1,000mg/kg/日群で脾臓及び肝臓の造血細胞の増生並びに脾臓の色素沈着

が、250 及び 500mg/kg/日群で脾臓の被膜の線維化が、250mg/kg/日以上の群でアラニンアミノ基転

移酵素の増加が、500mg/kg/日以上の群で MCHC の増加、血中の総蛋白及びアルブミンの減少、心

臓の重量増加、肝臓の小葉中心性肝細胞壊死並びに胸腺のリンパ球壊死が、500 及び 1,000mg/kg/日

群で肝臓のクッパー細胞の色素沈着及び心臓の慢性活動性炎症が、500mg/kg/日群で腎臓の尿細管の

色素沈着が、1,000mg/kg/日以上の群で脾臓のリンパ濾胞の細胞枯渇及び精巣上体の精子欠乏が、

2,000mg/kg/日群で腺胃及び十二指腸の粘膜壊死並びに漿膜の炎症が、それぞれ認められた。無毒性

量は求められなかった。 

 

4）ラット 3 ヵ月間経口投与毒性試験 

雌雄ラットに 25、50、100 及び 200mg/kg/日の MB 又は溶媒を 1 週間に 5 日、3 ヵ月間経口投与し

た試験が実施された。25mg/kg/日以上の群で赤血球パラメータ（赤血球数、ヘマトクリット値、Hb

濃度及び MCHC）の減少、MCV、MetHb 濃度及び網赤血球数の増加、血中総胆汁酸の増加並びに脾

臓のうっ血が、50mg/kg/日以上の群で有核赤血球数の増加、血中総胆汁酸の増加、脾臓及び肝臓の

重量増加、脾臓の造血細胞の増加並びに骨髄の過形成が、100mg/kg/日以上の群でハインツ小体数の

増加、MCHC の減少、脾臓のリンパ濾胞の細胞枯渇及び被膜の線維化が、それぞれ認められた。無

毒性量は求められなかった。 

 

5）イヌ 1 ヵ月間反復静脈内投与毒性試験 

雌雄イヌに本剤 0.25、0.5 及び 1mg/kg/日、USP 規格品 1mg/kg/日又は溶媒を 1 ヵ月間静脈内投与

した試験が実施された。本剤 0.25mg/kg/日以上の群で赤血球パラメータ（赤血球数、ヘマトクリッ

ト値、Hb 濃度及び MCHC）の減少、網赤血球数及び血小板数の増加、尿中総ビリルビン値の増加、

肝臓のヘモジデリン沈着、脾臓の重量増加、うっ血、髄外造血並びにヘモジデリン沈着が、0.5mg/kg/

日以上の群で血中総ビリルビン値の増加が、1mg/kg/日群でハインツ小体数及び赤芽球数の増加、フ

ィブリノーゲンの高値、腎臓のヘモジデリン沈着並びに骨髄の細胞密度増加が、それぞれ認められ

た。さらに、0.5 及び 1mg/kg/日群で投与部位の皮下組織肥厚頻度並びに炎症性変化の程度及び頻度

が高い傾向が認められたことから、本剤には局所刺激性があることが示唆された。なお、本剤 1mg/kg/

日群及び USP 規格品 1mg/kg/日群において、認められた変化は同様であった。無毒性量は求められ

なかった。 
 

（3）遺伝毒性試験（4.2.3.2-2、4.2.3.3.1-1、4.2.3.3.1-2、4.2.3.3.1-3、4.2.3.3.1-4 及び 4.2.3.3.1-5：NTP report、

試験番号 35913、35914、35915、Transfusion. 35: 407-412, 1995 及び Mutagenesis 24: 253-258, 2009） 

細菌を用いた復帰突然変異試験の結果、MB、MBT 及び本剤はいずれも遺伝子突然変異誘発性を有

することが示された。また、哺乳類培養細胞を用いた MBT の染色体異常試験及び姉妹染色分体交換

試験並びに MB のマウスリンフォーマ TK 試験の結果、染色体異常誘発性、姉妹染色分体交換誘発性

及び遺伝子突然変異誘発性が確認された。さらに光照射下のコメットアッセイの結果、MB は赤色光

（580～700nm）照射により DNA 損傷作用を示すことが確認された。なお、マウスに MB を単回静脈

内投与した in vivo 試験及びマウスに MBT を 3 ヵ月間経口投与した in vivo 試験においては、末梢血

あるいは骨髄における小核誘発性は認められなかった。以上より、MB は遺伝毒性を示す化合物であ
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ることが示唆された。 

 

（4）がん原性試験（4.2.3.2-2：NTP report） 

雌雄マウスに 2.5、12.5 及び 25mg/kg/日の MBT 又は溶媒を 1 週間に 5 日、2 年間経口投与した結

果、投薬各群の雄では小腸の腺癌及び腺腫／腺癌の増加傾向が、雌では悪性リンパ腫の増加傾向がそ

れぞれ認められた。また、25mg/kg/日群の雄で悪性リンパ腫の増加が認められた。 

雌雄ラットに 5、25 及び 50mg/kg/日の MBT 又は溶媒を 1 週間に 5 日、2 年間経口投与した結果、

投薬各群の雄で膵島細胞の腺腫及び腺腫／腺癌の増加が認められた。 

 

（5）生殖発生毒性試験 

胎・胎児発生に関する試験では、MB を妊娠 8 日のマウスに単回皮下投与した場合、胎児に神経管

閉鎖不全による外脳の発生頻度の増加及び中軸骨格異常の増加が認められ、催奇形性が認められた。

また、妊娠 15.5 日又は 16 日のマウスに MB を皮下投与したところ、早産が誘発された。なお、受胎

能及び着床までの初期胚発生に関する試験、出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試

験は実施されていない。 

 

1）胚・胎児発生に関する試験 

① マウスにおける試験（4.2.3.5.2-1 及び 4.2.3.5.2-2：Teratology 64: 213–220, 2001 及び In Vivo 15: 
333-338, 2001） 

妊娠マウスに対し、35、50、60 及び 70mg/kg の MB 又は溶媒を妊娠 8 日に単回皮下投与した試

験が実施された。胎児については、50mg/kg 以上の群で着床後死亡が増加し、70mg/kg 群では全例

が死亡した。また、35mg/kg 以上の群で神経管閉鎖不全による外脳及び中軸骨格異常（特に胸椎、

肋骨、胸骨）が、50mg/kg 群で胎児体重低値が、それぞれ認められた。 

妊娠マウスに対し、5、30、50、60 及び 85mg/kg の MB 又は溶媒を妊娠 15.5 日又は 16 日に単回

皮下投与した試験が実施された。妊娠 17 日において、60mg/kg 及び 85mg/kg 群でそれぞれ 3/15 例

及び 3/9 例の母動物が死亡した。また、早期産が、妊娠 16.5～17.5 日にかけて、50、60 及び 85mg/kg

群でそれぞれ 5/11 例、7/14 例及び 5/6 例の母動物に認められ、さらに全ての MB 投与群で胎児の

体重及び頭臀長の低値等が認められた。 

 

② ラットにおける試験（4.2.3.5.2-3：試験番号 TER92124） 

妊娠ラットに対し、50、125 及び 200mg/kg/日の MBT 又は溶媒を妊娠 6～15 日まで経口投与した

試験が実施された。各 MB 投与群の母動物で体重及び摂餌量の減少が認められ、200mg/kg/日群で

は吸収胚の割合の増加及び胎児体重の減少が認められたものの、胎児の外表、内臓及び骨格には投

与に起因する変化は認められなかった。 

 

③ ウサギにおける試験（4.2.3.5.2-4：試験番号 TER92125） 

妊娠ウサギに対し、50、100 及び 150mg/kg/日の MBT 又は溶媒を妊娠 6～19 日まで経口投与した

結果、100 及び 150mg/kg/日群の母動物で体重増加抑制が認められたが、胚及び胎児に異常は認め

られなかった。 
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④ ゼブラフィッシュにおける試験（4.2.3.5.1-1：試験番号 100033） 

ゼブラフィッシュの受精卵を本剤及び市販の MB 試薬 21に曝露した結果、幼生に下顎の異常が

認められた。 

 

2）ヒト精子への影響（4.2.3.5.1-2：Fertil steril. 51: 480-485, 1989） 

ヒトの精子を MB（0.0005%、0.001%、0.005%、0.01%及び 0.05 %濃度）を含む Ham’s F-10 medium

で 5～60 分間培養した試験において、用量及び培養時間依存的に精子運動性の抑制が認められた。 

 

（7）その他の毒性試験 

1）不純物の毒性評価（4.2.3.2-2：NTP report）  

安全性確認が必要な閾値を超える不純物 22である Azure B、並びに不純物である Azure A 及び

Azure C23について、細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された結果、いずれの不純物にも遺伝子

突然変異誘発性が認められた。 

 

＜審査の概略＞ 

申請者は、MB の発がん性、催奇形性及び精子の運動能に及ぼす影響について、以下の（1）～（3）

のように説明した。 

（1）遺伝毒性による発がんリスクについて 
申請者は、本剤、MB 及び MBT の細菌を用いた復帰突然変異試験、MBT の哺乳類培養細胞を用い

た染色体異常試験及び姉妹染色分体交換試験、MB のマウスリンフォーマ TK 試験で遺伝毒性が示さ

れていること並びにマウス及びラットを用いたがん原性試験においてそれぞれ小腸の腫瘍及び膵島

細胞の腫瘍が認められていることから、遺伝毒性とがん原性の関連性及び臨床使用時の発がんリス

クについて、以下のように説明した。 

MB は、NADPH 還元酵素による還元後に Cu（II）や Fe（III）により再酸化され、その過程におい

て H2O2 の生成及び金属イオンの還元が生じ、Cu（I）及び Fe（II）が H2O2 と反応して生成した Cu

（I）OOH や・OH によって DNA 損傷が惹起され、発がんにつながる可能性が示唆されているが 24、

現時点で遺伝毒性とがん原性との関連性は明らかでないと考えられる。本剤のがん原性については、

MBT による 2 年間経口投与がん原性試験において、マウスでは雄で小腸腫瘍が、雌で悪性リンパ腫

が認められ、また、ラットでは雄で膵島細胞の腫瘍が認められていることを踏まえると、MB は発が

ん性を有する化合物であると考えられる。しかしながら、いずれの腫瘍性病変においても発生時期の

早期化は認められていないこと、さらに、本剤は中毒治療剤であり、長期間に亘って使用される薬剤

ではないことを踏まえると、臨床使用時の発がんリスクは低いと考えられる。 

 

（2）催奇形性について 

申請者は、ラット及びウサギでは胎児に異常は認められていないが、マウスの胎児において神経管

閉鎖不全による外脳等の異常が認められたこと、及びゼブラフィッシュでは幼生に下顎の異常が認

21 溶媒として 0.5% DMSO（dimethyl sulfoxide）が用いられた 
22 「新有効成分含有医薬品のうち原薬の不純物に関するガイドライン」（医薬審発第 1216001 号、平成 14 年 12 月 16 日）及び「新

有効成分含有医薬品のうち製剤の不純物に関するガイドライン」（医薬審発第 0624001 号、平成 15 年 6 月 24 日） 
23 Azure A 及び Azure C の含有量はそれぞれ 0.05%未満 
24 日本環境変異学会第 37 回大会 2008. P-014 
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められていることから、本剤の催奇形性リスクは否定できないと説明した。 

 

（3）精子の運動性について 

申請者は、MB がヒト精子の運動能に及ぼす影響について、以下のように説明した。 

精子は運動能を維持するために脱水素酵素を利用した代謝系からエネルギーを得ており 25、ヒト

精子への影響試験で認められた in vitro での精子運動能の低下は、MB 及び精子が直接的に接触する

ことにより、精子の脱水素酵素が MB の還元に使用され、精子の運動能力を維持するための代謝に

利用できる脱水素酵素が減少したことに起因すると考えられる。しかしながら、マウス及びラットに

MBT 100mg/kg/日を 3 ヵ月間反復経口投与しても精子に対する影響は認められていないこと、及び本

剤は中毒治療剤であり、長期間に亘って使用される薬剤ではないことを踏まえると、臨床使用時に精

子への影響が発現する可能性は低いと考えられる。 

 

機構は、申請者の説明について、各試験成績から、遺伝毒性による発がん性、及び催奇形性が認め

られていることから、本剤の発がん及び催奇形性のリスクは否定できないと考える。また、精子毒性

のリスクについては、ヒトにおける精液中濃度に関して検討した情報はなく、本剤がヒト精子の運動

能に影響を及ぼす可能性も否定はできないと考える。 

しかし、これらのリスクについて、適切に情報提供がなされた上であれば、重篤かつ緊急的な処置

を必要とする中毒性の MetHb 血症のような、治療上のベネフィットがリスクを上回ると判断される場

合には、これらのリスクについては許容可能であると考える（「4．臨床に関する資料（ⅲ）有効性及

び安全性試験成績の概要＜審査の概略＞（6）特別な患者集団について 2）妊婦・授乳婦等への投与」

の項参照）。 

 

4. 臨床に関する資料 

本申請に際しては、新たな臨床試験は実施されず、海外承認申請時に用いられた海外臨床試験、国内

外の教科書、「PubMed」、医学中央雑誌刊行会のデータベース（以下、「医中誌 Web」）、「JAPICDOC」

及び「JMEDPlus」を用いて検索 26された公表論文が提示された。 

 

（ⅰ）生物薬剤学試験及び関連する分析法の概要 

＜提出された資料の概略＞ 

生物薬剤学試験に関する資料は、提出されていない。 

なお、海外第Ⅰ相試験（5.3.3.1-1）におけるメチルチオニニウム塩化物水和物（以下、「MB」）の

未変化体及び代謝物 Azure B の血漿中濃度の測定には液体クロマトグラフィー質量分析法（LC/MS/MS）

法が用いられ、定量下限値は 10ng/mL であった。 

25  精子学：精子のエネルギー代謝. 東京大学出版; 1992. p. 138-51. 
26 PubMed での検索式：(("methylene blue"[MeSH Terms] OR ("methylene"[All Fields] AND "blue"[All Fields]) OR "methylene blue"[All 

Fields]) OR ("methylene blue"[MeSH Terms] OR ("methylene"[All Fields] AND "blue"[All Fields]) OR "methylene blue"[All Fields] OR 
("methylthioninium"[All Fields] AND "chloride"[All Fields]) OR "methylthioninium chloride"[All Fields]) AND (("0001/01/01"[PDAT] : 
"2013/09/30"[PDAT]) AND (English[lang] OR Japanese[lang]))」（2013 年 9 月 30 日時点の検索結果） 
医中誌 Web：((("Methylene Blue"/TH or メチレンブルー/AL)) or ((Methylene/TH or methylene/AL) and blue/AL)) and (((メトヘモグ

ロビン血症/TH or メトヘモグロビン血症/AL)) or ((メトヘモグロビン血症/TH or methemoglobinemia/AL))) （2013 年 11 月 29 日

時点の検索結果） 
JAPICDOC 及び JMEDPlus：(メチレンブルー/AL + (methylene blue)/AL) and (メトヘモグロビン血症/AL + methemoglobinemia/AL) 
（2013 年 12 月 4 日時点の検索結果） 
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（ⅱ）臨床薬理試験成績の概要 

＜提出された資料の概略＞ 

（1）ヒト生体試料を用いた試験 

ヒト生体試料を用いた試験として、in vitro におけるヒト血漿タンパク結合、ヒト肝細胞における

代謝物の検討、CYP 阻害及び酵素誘導作用及びモノアミン酸化酵素（以下、「MAO」）阻害作用に

ついて検討された試験及び公表論文が提出された。 

 

1）ヒト血漿タンパク結合の検討（5.3.2.1-1：試験番号 17174） 

今回申請された MB 製剤（以下、「本剤」）（10µM）又は USP 規格品 15（10µM）をヒト血漿に

添加し、限外ろ過法にて血漿タンパク結合率を検討したところ、それぞれ 93.6%及び 97.4%（いず

れも 2 回の測定の平均値）であった。 
 

2）ヒト肝細胞における代謝物の検討（5.3.2.2-4：試験番号 TCRM-DMPK-20 - ） 

ヒト新鮮肝細胞に 30µmol/L 及び 100µmol/L の本剤の原薬を添加後 2 時間培養したところ、本剤

100µmol/L 群において Azure B への代謝が認められ、培養 2 時間時点の Azure B 量は、培養開始時

と比較して約 1.6 倍に増加した。 

 
3）MB の CYP 阻害及び酵素誘導作用（5.3.2.2-1：試験番号 BD00196） 

各 CYP 分子種（CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 及び CYP3A4）を発現させた

昆虫細胞ミクロソームを用い、これらの酵素活性に対する本剤及び USP 規格品の阻害作用が検討さ

れた。各 CYP 分子種の酵素活性に対する IC50 値は表 5 のとおりであり、いずれの製剤においても、

CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9 及び CYP2C19 に対する阻害作用が認められた。CYP2D6 に対しては

阻害作用は認められなかった。 
 

＜表 5 CYP 分子種に対する阻害作用＞ 

 IC50（µM） 
CYP1A2 CYP2B6 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 

本剤 <0.05 2.7 1.3 <0.05 30 4.0 
USP 規格品 <0.05 2.4 1.0 <0.05 29 2.7 

特異的阻害剤 a) 2.6 11 0.45 5.7 0.089 0.015 
a）CYP1A2：Furafylline、CYP2B6：Tranylcypromine、CYP2C9：Sulfaphenazole 

CYP2C19：Tranylcypromine、CYP2D6：Quinidine、CYP3A4：Ketoconazole 
 

また、培養ヒト肝細胞における本剤及び USP 規格品の各 CYP 分子種（CYP1A2 及び CYP3A4）

に対する誘導作用が検討された。いずれの製剤においても、各 CYP 分子種の酵素活性誘導作用は認

められなかった。 

 

4）MB の MAO 阻害作用（5.3.2.2-2：Br J Pharmacol. 152: 946-951, 2007） 

ヒト肝臓の MAOA及び MAOBに対する MB の影響が検討された。MAOAに対しては阻害作用が認

められ、MB の IC50 値は 164±8nM、Ki値は 27±3nM であった。一方、MAOBに対しては MB 100nM

を添加した条件下では阻害作用は認められず、IC50 値は 5.5±1.7μM であった（以上、平均値±標準誤

差）。 
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また、MAOAに対する MB の酸化的基質としての作用を検討することを目的として、嫌気性条件

下で MB 及び MAOAにキヌラミン（0.3mM）を加え、MB、フラビン及びキヌラミンの吸収スペク

トルが測定された。その結果、添加 4 時間後には定常状態に達した 27ことから、MB が MAOAの酸

化的基質として作用することが示唆された。 

さらに、MAOAの活性中心に存在するフラビンに対する MB の還元作用を検討することを目的と

して、嫌気性条件下で、MAOAの阻害剤である D-アンフェタミン 28（60µM）及び MB の還元作用

を有するジチオスレイトール（0.35mM）の存在下において MAOA（27µM）に MB（30µM）を加え

た結果、MB、フラビン及びフラビンの還元体であるアニオン性フラボセミキノンの吸収スペクト

ルが測定されたことから、還元された MB がフラビンの一電子還元剤として作用し、アニオン性フ

ラボセミキノンが生成されたと推測された。 

以上の検討結果を踏まえ、申請者は、MB は MAOAを強く阻害することが示され、セロトニン代

謝に影響を及ぼすと考察している。 
 

（2）健康成人を対象とした海外第Ⅰ相試験（5.3.3.1-1：試験番号 AA98923） 

18～60 歳の健康成人（目標症例数 12 例、男女それぞれ少なくとも 5 例以上）を対象に、USP 規格

品を単回静脈内投与した場合の安全性及び薬物動態を検討する目的で、非盲検非対照試験が海外 1 施

設で実施された。 

用法・用量は、MB として 1mg/kg を単回静脈内投与することとされ、総投与症例 12 例全例が、安

全性及び薬物動態解析対象集団とされた。 

薬物動態について、未変化体及び代謝物 Azure B の AUC0-∞はそれぞれ 3,069.4±826.5 及び

718.0±203.9（ng･h/mL）、半減期はそれぞれ 17.5±8.5 及び 11.2±4.3（h）であった（以上、平均値±標

準偏差）。 

安全性について、有害事象は 83.3%（10/12 例）に認められた。このうち、2 例以上に認められた有

害事象は「注射部位疼痛」（5/12 例）及び「悪心」（2/12 例）であり、いずれも MB との因果関係は

否定されなかった。なお、重篤な有害事象及び死亡例は認められなかった。 

 

（3）健康成人を対象とした海外第Ⅰ相試験（5.3.3.1-2：Eur J Clin Pharmacol. 65: 179-189, 2009） 

健康成人（16 例）を対象に、MB 50mg を単回静脈内投与した場合の血漿中及び全血液中の未変化

体の AUC0-∞はそれぞれ 7,639±3,384 及び 6,467±3,311（ng･h/mL）、半減期はそれぞれ 18.5±11.8 及び

13.6±3.7（h）であった（以上、平均値±標準偏差）29。 

安全性について、有害事象として静脈内投与後に「嘔吐」及び「頭痛」（各 1 例）が認められた。

重篤な有害事象は認められなかった。 

 

（4）健康成人を対象とした海外第Ⅰ相試験（5.3.3.1-3：Eur J Clin Pharmacol. 56: 247-250, 2000） 

健康成人（7 例）を対象に、MB 100mg を単回静脈内投与した場合の血液中未変化体濃度 30につい

て、AUC は 0.134±0.025μmol･min/mL であった。また、尿中総 MB 排泄率について、投与 24 時間後

27 定常状態での MB の還元速度は 0.35nmol/h、キヌラミンの酸化速度は 0.39nmol/h であった 
28 MAOAに対する Ki値 20µM 
29 血漿サンプルの例数は感冒症状により脱落した 1 例を除く 15 例、全血液サンプルは全ての測定ポイントのデータが得られた 10

例のデータ 
30 採血時点は、投与直前から投与 240 分後までとされた 
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までに投与量の 28.6±3.0%が排泄された（以上、平均値±標準偏差）。尿中に排泄されるロイコメチレ

ンブルー（以下、LMB）の割合は未変化体の約 1/3 であった。 

 

＜審査の概略＞ 

本剤の MAOA阻害作用を介した薬物相互作用について 

申請者は、本剤の MAOA阻害作用を介した薬物相互作用について、以下のように説明している。 

In vitro 試験において、MB は MAOA を阻害することが示されていること（「＜提出された試験の

概略＞（1）ヒト生体試料を用いた試験 4）MB の MAO 阻害作用」の項参照）、MB と選択的セロト

ニン再取り込み阻害剤、選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤、三環系抗うつ剤及

びノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤等（以下、「セロトニン作動薬」）の併用とセロト

ニン症候群発現の関連を示唆する海外公表論文があること（Psychosomatics 51: 194-200, 2010、

Laryngoscope 119: 1941-1946, 2009、Journal of the American College of Surgeons 204: 454-458, 2007 等 31）、

国内外の教科書において、MB とセロトニン作動薬の併用によるセロトニン症候群の発現に対して注

意する旨が記載されていることから、本剤とセロトニン作動薬の併用によるセロトニン症候群の発

現には注意が必要と考える。 

一方、本剤の投与対象としては、自殺企図による薬剤等の摂取による中毒性のメトヘモグロビン

（以下、「MetHb」）血症患者も想定され、この場合、セロトニン作動薬を服用している可能性もあ

る。しかし、重篤かつ緊急的な処置を必要とする中毒性の MetHb 血症のような、治療上のベネフィ

ットがリスクを上回ると判断される場合には、セロトニン作動薬を服用している場合であっても、本

剤を投与せざるを得ない場合も考えられる。 

欧州添付文書においては、本剤とセロトニン作動薬の併用について、基本的に併用すべきではない

旨が記載されているが、併用禁忌には設定されておらず、やむを得ず投与する場合には、低用量から

開始する等、慎重に投与する旨の注意喚起が記載されている。また、米国食品医薬品局からは、MetHb

血症等の重篤かつ緊急的な治療を必要とする場合で、ベネフィットがリスクを上回ると考えられる

場合を除いて併用すべきではない旨の注意喚起が医療従事者及び患者に対して発出されている 32。 

以上を踏まえ、本剤の使用は重篤かつ緊急的な治療を必要とする場合であることから、本邦の添付

文書においては、欧州添付文書等の記載を参考に、併用禁忌とはせず、「併用注意」及び「重要な基

本的注意」の項等において、本剤とセロトニン作動薬の併用による薬物相互作用について注意喚起す

ることとする。また、製造販売後調査において、セロトニン作動薬の服用状況及び安全性について情

報収集を行う。 
 
機構は、申請者の説明に大きな問題はないと考える。 

 

（ⅲ）有効性及び安全性試験成績の概要 

＜提出された資料の概略＞ 

（1）国内外の教科書等（5.3.5.2.358～5.3.5.2.390） 
・ Goldfrank’s toxicologic emergency 9th edition, p.1698-1707 etc, McGraw-Hill, New York; 2010 

31 いずれも副甲状腺手術等において、手術部位の特定を目的として MB が使用された症例を対象とした公表論文 
32 米国食品医薬品局「FDA Drug Safety Communication」（http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm263190.htm）。なお、米国では、

現時点において、米国で承認された MB 製剤はないが、「grandfathered drugs」として市場に流通している MB 製剤がある。 
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・ Cecil Medicine 24th edition, p.670-684 etc, Elsevier, Philadelphia; 2011 

・ HARRISON’S Principles of Internal Medicine 18th edition, p.852-886 etc, McGraw-Hill, New York; 

2011 

・ Hematology Basic principles and practice 6th edition, p.573-580 etc., Elsevier, Philadelphia; 2012 

・ Therapeutic drug, Churchill Livingstone, London; 1999 

・ Martindale 37th editon, p.1591-1593, Pharmaceutical Press, London; 2011 
・ Nelson textbook of Pediatrics 19th, p.250-270 etc., Elsevier, Philadelphia; 2011 

・ Pediatric toxicology, p.10-14 etc., McGraw-Hill, New York; 2004 

・ Avery’s Disease of the Newborn, p.1080-1107, Saunders, Philadelphia; 2011 

・ 中毒百科：事例・病態・治療（工業用品／ガス／農薬／医薬品／動植物）改訂第 2 版, 南江堂; 2001 

・ 中毒ハンドブック, メディカル・サイエンス・インターナショナル; 1999 

国内外の教科書等には、MetHb 血症の治療薬として MB が挙げられており、記載内容の概要は

以下のとおりであった。 

MB は、通常、1～2mg/kg を約 5 分間かけて静脈内投与し、必要に応じて追加投与を行うが、投

与量が過剰な場合は急性溶血性貧血を誘発する可能性があるため、累積投与量は最大 7mg/kg まで

とする。新生児においては、胎児ヘモグロビンが酸化されやすいこと、及び生体内の酸化還元反応

に関与する酵素の活性が成人に比べて低いことから、MetHb 血症を起こしやすいため、成人よりも

低用量で投与し、投与量が過剰とならないよう注意する。 

腎機能障害患者では、MB の排泄が遅延するため、慎重に投与する。また、アニリンに起因する

MetHb 血症の場合には、ハインツ小体の形成及び溶血性貧血を引き起こすことがあるため、慎重に

投与する。 

グルコース-6-リン酸脱水素酵素（以下、「G6PD」）欠損患者及びニコチンアミドアデニンジヌ

クレオチドリン酸（以下、「NADPH」）還元酵素欠損症患者では MB の効果が期待できず、また、

MB により溶血が起きる可能性が高いため、投与すべきではない。シアン中毒における亜硝酸治療

に起因する MetHb 血症の場合には、MB により、亜硝酸とシアン化物の結合性が低下し、シアン

の毒性が増加する懸念があるため使用すべきではない。塩素酸塩中毒に起因する MetHb 血症の場

合には、MB により、より毒性の強い次亜塩素酸塩が形成されることがあるため使用すべきではな

い。 

主な副作用としては、悪心、嘔吐、頭痛、めまい、振戦、呼吸困難、胸痛、頻脈、錯乱、排尿障

害、着色尿等がある。 

MB は MAOA の阻害作用を有することから、薬物相互作用によりセロトニン症候群を引き起こ

すことがある。 

 

（2）海外総説論文（5.3.5.2.9、5.3.5.2.10、5.3.5.2.11、5.3.5.2.12、5.3.5.2.13：Br J Clin Pharmacol. 72:18-

26, 2011、Toxicol Rev. 22: 13-27, 2003、Anesth Analg. 108: 837-845, 2009、J Bronchology Interv Pulmonol. 

20: 241-246, 2013、Ann Pharmacother. 45: 1103-1115, 2011） 
薬剤等による MetHb 血症において MB が投与された際の有効性及び安全性を検討した公表論文

をレビューした総説論文である。これらの論文より、MB の投与量として、概ね 1～2mg/kg が用い

られていると考えられた。 
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（3）海外臨床試験及び海外公表論文 

1）海外臨床試験（5.3.5.2.1.1：試験番号 PVP-20 001） 

に、本剤が投与された中毒性の MetHb 血症患者における有効性及び

安全性がレトロスペクティブに検討された 33。 

12 例（平均年齢［範囲］：27.5 歳［6 日齢～54 歳］）に対し、本剤 0.8～2mg/kg（0.8mg/kg：1 例、

1.0mg/kg：7 例、2.0mg/kg：4 例）34が 5 分間かけて静脈内投与された。投与後約 1 時間後に臨床症

状及び MetHb 濃度に基づき追加投与の要否が判断され、合計投与回数は、1 回が 9 例、2 回、3 回及

び 4 回が各 1 例であった。累積投与量は、1.0～2.0mg/kg が 10 例、7mg/kg 及び 13mg/kg が各 1 例で

あった。MetHb 血症の原因物質は、硝酸塩又は亜硝酸塩が 7 例、メサラジンが 1 例、メトクロプラ

ミドが 1 例、抗生物質が 1 例、植物による中毒が 2 例であった。12 例の投与前の MetHb 濃度（平

均値±標準偏差［範囲］）は、40.5±18.5%［10.6～75.0%］であった。 

有効性について、本剤投与後に全例で MetHb 血症の臨床症状が回復し、最終 MetHb 濃度は、報

告されていない 4 例を除く 8 例において 0.0～2.8%に低下した。 

安全性について、5 例に有害事象が認められた。重篤な有害事象は、「MetHb 血症・溶血性貧血」、

「細菌性尿路感染症」、「胃粘膜病変・自殺念慮・自殺行為」、「高ビリルビン血症・赤血球増加

症」各 1 例であり、「細菌性尿路感染症」を除き、本剤との因果関係は否定されなかった。なお、

死亡例はなかった。 

 
2）Arch Intern Med. 167: 1977-1982, 2007（5.3.5.2.7） 

1999 年から 2006 年に経食道心エコー検査（transesophageal echocardiography）を受けた患者 28,478

例を対象として、レトロスペクティブに MetHb 血症の発症と MB の有効性及び安全性が検討され

た。28,478 例のうち、検査時に局所麻酔薬が投与され、MetHb 血症を発症した患者は 19 例（MetHb

濃度 32±15%〈平均値±標準偏差〉）であり、そのうち 18 例に MB 0.7～2mg/kg が静脈内投与された。

また、18 例中 2 例では追加投与が実施された。 

有効性について、投与 1 時間後には全例で症状の回復が認められた。 

安全性については記載されていない。 

 

3）Clin Toxicol (Phila). 48: 516-521, 2010（5.3.5.2.8） 

2003 年から 2008 年にジアフェニルスルホン中毒による MetHb 血症を発症した 46 例（21～93 歳）

を対象として、レトロスペクティブに MB の有効性及び安全性が検討された。検討は、年齢別（55

歳以下 23 例及び 56 歳以上 23 例）、及び予後別（生存 37 例及び死亡 8 例 35）に分けて行われた。

MB は、46 例中 45 例に対して、通常、1 日 2 回静脈内投与された。MB の累積投与量及び平均 1 日

投与量については、55 歳以下と 56 歳以上、及び生存例と死亡例の間で大きな差はなかった。また、

いずれの集団においても、MB の投与により MetHb 濃度は低下した。 

33 Provepharm 社により、 からデータが収集された 
34 各用量群における患者の年齢（平均値±標準偏差）は、0.8mg/kg：25.8 歳、1.0mg/kg：33.9±18.4 歳、2.0mg/kg：16.7±17.6 歳であ

った 
35 1 例は MB 投与前に死亡した 
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安全性について、死亡例は 8 例あり、死因は、「多臓器不全」が 6 例、「代謝性アシドーシス・

溶血性貧血」、「急性腎不全」が各 1 例であった。また、56 歳以上の患者ではショックが多く認め

られ、ほとんどの症例では MetHb 血症に続発して溶血が認められた。 

 

4）Indian J Pediatr. 75: 245-247, 2008（5.3.5.2.2） 

ジアフェニルスルホン中毒による MetHb 血症を発症した小児 11 例（38～61 ヵ月齢）に対して、

MBが投与された際の有効性及び安全性がプロスペクティブに検討された。用法・用量は、MB 2mg/kg

を 6 時間ごとに bolus 投与又は 2mg/kg を希釈した溶液を 6 時間持続静脈内投与することとされた。

両投与群で MB の累積投与量は同じとなるように調節された。MB の投与により、両投与群とも

MetHb 濃度が低下したが、投与前からの MetHb 濃度の変化量 36は、いずれの測定時点においても、

持続投与の方が間歇投与と比べて大きかった。安全性について、持続静脈内投与された 2 例にスル

フヘモグロビン血症が発現し、チアノーゼの消失に時間を要した。 
 

5）Acta Paediatr. 84: 365-370, 1995（5.3.5.2.6） 

新生児集中治療室に入院中の新生児 415 例のうち、MetHb 血症と診断された 13 例 37に対して MB

を合計で 28 回静脈内投与した場合の有効性及び安全性がプロスペクティブに検討された。MB の投

与量について、最初に 1.0～1.6mg/kg が投与されたところ、迅速な効果が認められたため、より低い

用量である 0.1～0.2mg/kg が投与された。その結果、当該用量では十分な効果が得られなかったた

め、最終的に投与量は 0.3～0.9mg/kg とされた。MB 投与前後の MetHb 濃度の変化について、1.0～

1.6mg/kg（11 回 38）では 23.2%［9.9～45.5%］から 7.2%［0.6～25%］に、0.3～0.9mg/kg（10 回 38）

では 22.3%［14.6～29.6%］から 7.3%［1.3～19.1%］に低下したが、0.1～0.2mg/kg（7 回 38）では 27.3%

［12.7～34%］及び 16.0%［4.5～28.7%］であり、MetHb の還元は不十分であった（以上、平均値［範

囲］）。 

なお、新生児の MetHb 血症に対する MB の投与は効果が認められたものの、MB 投与を受けた患

者は、MB 投与を受けなかった患者に比べて輸血回数が多かったことから、投与量は、より低い投

与量である 0.3～1.0mg/kg が有用であると考察されている。 

 

6）Acta Anaesthesiol Scand Suppl. 37: 258-263, 1969（5.3.5.2.18） 

妊婦 30 例を対象に、分娩時に局所麻酔薬としてプリロカインを投与する際に副作用として生ず

る MetHb 血症に対する MB の予防効果及び治療効果が、プロスペクティブに検討された。 

有効性について、プリロカイン投与後、分娩直前に MB 2mg/kg が静脈内投与された群（10 例）で

は、MB 投与前に 0.9g/100mL であった母体静脈血の MetHb 濃度は、分娩直前には検出されなかっ

た。臍帯静脈血及び動脈血中からも MetHb は検出されなかった。また、プリロカイン投与と同時に

MB 2mg/kg 又はアスコルビン酸が静脈内投与された群（各 10 例）における、母体静脈血、並びに臍

帯静脈血及び動脈血中 MetHb 濃度が検討された。アスコルビン酸投与群では、麻酔時間が長い患者

では短い患者に比べて MetHb 濃度が上昇したが（麻酔時間 40 分以上の患者：0.6～0.7g/100mL、麻

36 投与前、及び投与後 12 時間から 72 時間まで 12 時間毎に測定することとされた 
37 MetHb 血症の主な原因は、保育器内の加湿のために添加されたクロルヘキシジンが分解して生じた微量のパラクロロアニリン

の経皮吸収、及び新生児に特有の NADH-チトクロム b5還元酵素活性の低値によるものと推測されている 
38 症例数に関する記載はない 
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酔時間 40 分未満の患者：検出されず）、MB 投与群では、麻酔時間によらず、MetHb 濃度は低値で

あった（麻酔時間 40 分以上の患者：0.1g/100mL、麻酔時間 40 分未満の患者：検出されず）。 

安全性について、1 例の胎児に臍帯巻絡が認められたが 39、他の 29 例には異常は認められなかっ

た。 
 
（4）国内外における使用実態調査 

1）米国中毒情報センター 40による使用実態調査報告書（5.3.5.2.15：Methylene Blue: American 

Association of Poison Control Centers Database for Years 20  to 20  Inclusive Statistical Report, 

20 ）（以下、「米国使用実態調査」） 
米国の毒物データシステム（National Poison Data System）を用い、中毒性の MetHb 血症の治療を

目的とした MB の使用実態調査（調査対象期間： ）が実施された。MB の使用が検討

された 1,628 例のうち、統計解析に使用可能な 1,220 例のデータが解析対象とされた。年齢分布は、

27 日齢までの新生児が 2.5%（31 例）、28 日齢～3 ヵ月齢が 0.7%（8 例）、4～23 ヵ月齢が 4.5%（55

例）、2～11 歳が 8.4%（102 例）、12～17 歳が 5.2%（63 例）、18～65 歳が 60.6%（739 例）、65 歳

超が 11.8%（144 例）、年齢不明が 6.4%（78 例）であった。男女比はほぼ同じであった。MetHb 血

症の原因物質は、麻酔薬が 24.7%（301 例）、抗生物質が 19.0%（232 例）、フェナゾピリジンが 10.7%

（130 例）、亜硝酸化合物が 7.7%（94 例）等であった。MB の投与量及び投与回数等の情報は得ら

れなかった。 

有効性について、MB による治療の有効率を表 6、年齢別の有効率は表 7 のとおりであった。 
 

＜表 6 米国使用実態調査における MB の有効率 a）＞ 
有効性評価 b） N Major Moderate Minor 効果なし  死亡 c） その他 

割合 
（例数） 1,220 例 24.3% 

（297 例） 
61.3% 

（748 例） 
4.8% 

（58 例） 
3.9% 

（47 例） 
2.3% 

（29 例） 
3.4% 

（41 例） 
a）調査報告書に掲載されている表を一部改変 
b）「Major（完全回復）」、「Moderate（部分回復）」、「Minor（効果小）」及び「効果なし」（「MB の効果なし」又は「MB 以

外の治療法による回復」が報告されている症例）、「死亡」、「その他」（「追跡不能」、「MB の使用が検討されたものの実

際には MB が投与されなかった症例」等） 
c）死因や MB との因果関係はデータベース上から情報は得られなかったため検討されていない 

 
＜表 7 年齢区分別の有効率 a）、b）＞ 

年齢区分 N Major Moderate Minor 効果なし 死亡 c） その他 

0～27 日齢 31 例 19.4% 
（6 例） 

45.2% 
（14 例） 

9.7% 
（3 例） 

16.1% 
（5 例） 

0.0% 
（0 例） 

9.7% 
（3 例） 

28 日齢～3 ヵ月
齢 8 例 37.5% 

（3 例） 
50.0% 

（4 例） 
0% 

（0 例） 
12.5% 

（1 例） 
0.0% 

（0 例） 
0.0% 

（0 例） 

4～23 ヵ月齢 55 例 16.4% 
（9 例） 

70.9% 
（39 例） 

5.5% 
（3 例） 

5.5% 
（3 例） 

1.8% 
（1 例） 

0.0% 
（0 例） 

2～11 歳 102 例 14.7% 
（15 例） 

71.6% 
（73 例） 

7.8% 
（8 例） 

3.9% 
（4 例） 

1.0% 
（1 例） 

1.0% 
（1 例） 

12～17 歳 63 例 27.0% 
（17 例） 

55.6% 
（35 例） 

12.7% 
（8 例） 

0.0% 
（0 例） 

0.0% 
（0 例） 

4.8% 
（3 例） 

18～65 歳 739 例 28.4% 
（210 例） 

57.9% 
（428 例） 

3.9% 
（29 例） 

3.7% 
（27 例） 

3.2% 
（24 例） 

2.8% 
（21 例） 

>65 歳 144 例 19.4% 
（28 例） 

66.0% 
（95 例） 

4.2% 
（6 例） 

4.9% 
（7 例） 

2.1% 
（3 例） 

3.5% 
（5 例） 

a）調査報告書に掲載されている表を一部改変 
b）「Major（完全回復）」、「Moderate（部分回復）」、「Minor（効果小）」及び「効果なし」（「MB の効果なし」又は「MB

以外の治療法による回復」が報告されている症例）、「死亡」、「その他」（「追跡不能」、「MB の使用が検討されたもの
の実際には MB が投与されなかった症例」等） 

c）死因や MB との因果関係はデータベース上から情報は得られなかったため検討されていない 

39 処置により回復した 
40 The American Association of Poison Control Centers（AAPCC） 
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安全性について、1.6%（19 例/1,220 例）に腎不全が認められた。そのうち 16 例は MB 治療に関

連があると報告され、16 例中 5 例は死亡したが、データベース上の情報からは因果関係の判定はで

きなかった。その他の有害事象については、具体的な情報は得られなかった。 

 

2）欧州各国の中毒情報センターに対する使用実態調査（5.3.5.2.357：Overview of drug induced 

Methemoglobinemia in European Union, 2009） 
欧州における承認取得者である Provepharm 社により、2009 年 3 月に欧州各国の中毒センターを

対象にMetHb血症の治療に関するアンケート調査が実施され、13ヵ国 41から回答が得られた。MetHb

血症に対して MB が使用されている国は 10 ヵ国であった 42。当該 10 ヵ国では、MB は 1～2mg/kg

を 5～10 分間かけて静脈内投与されており、必要に応じて追加投与されていた。また、累積投与量

は 5～7mg/kg であった。有効性に関する情報は得られなかった。 

 

3）国内使用実態アンケート調査（5.4.1.72：「メトヘモグロビン血症に対するメチレンブルーに関す

るアンケート」） 

2013 年 4 月～10 月に、日本中毒学会及び日本救急医学会の評議員が所属する施設を対象に、過去

に MetHb 血症に対して MB を使用した症例について、アンケート調査が行われ 43、28 施設から回

答が得られ、15 施設 27 症例が報告された。そのうち、医薬品及び化学物質等による中毒性の MetHb

血症であることが明らかな症例は 12 例であった。中毒性の MetHb 血症 12 例の概要は表 8 のとおり

であった。副作用として報告された事象はなかった。 
 

＜表 8 国内 MB 使用症例の概要＞ 

 年齢 原因物質 初回投与量 転帰 投与前
MetHb 濃度 

投与後
MetHb 濃度 

症例 1 62 歳 排気ガス 80mg/body 回復・軽快 53.6% 3.8% 
症例 2 23 歳 亜硝酸化合物 90mg/body 回復・軽快 62.9% 12% 
症例 3 56 歳 スタム乳剤 2mg/kg 死亡 71.9% 18.2% 
症例 4 68 歳 無水クロム酸 100mg/body 死亡 42.4% 16.3% 
症例 5 62 歳 アニリン系物質 1mg/kg 回復・軽快 36.1% 8.8% 
症例 6 61 歳 マノール防凍剤 2mg/kg 回復・軽快 81% 12.6% 
症例 7 31 歳 アニリン系物質 2mg/kg 回復・軽快 35% 1% 
症例 8 0 ヵ月 一酸化窒素 1.3mg/kg 死亡 21.7% 0.8% 
症例 9 34 歳 排気ガス 5mg/kg 回復・軽快 24.2% 2.4% 
症例 10 30 歳 亜硝酸化合物、窒素酸化物 100mg/body 回復・軽快 41.8% 5.6% 

症例 11 17 歳 isopropyl nitrite、
isopropanol 3mg/kg 回復・軽快 53.1% 6.4% 

症例 12 a） 不明 スタム乳剤 不明 回復・軽快 不明 不明 
a）投与量等に関する情報はないが、1%の MB 製剤が用いられたことが判明している 

 

（5）国内外の症例報告 
国内外の MB が静脈内投与された症例報告のうち、患者背景情報及び MB の用法・用量、有効性

又は安全性の記載がある報告を対象として、MB の有効性及び安全性が検討された。 

有効性については、海外成人 163 例（142 報）、国内成人 24 例（23 報）、海外小児 78 例（3 日齢

41 オーストリア、ベルギー、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ハンガリー、リヒテンシュタイン、ノルウェー、ス

ロバキア、スペイン、スウェーデン、オランダ 
42 トルイジンブルーが使用されている国が 2 ヵ国、使用薬剤が不明の国が 1 ヵ国であった 
43 各施設で遡及可能な期間（中央値［範囲］：8 年［1～10 年］）における、MetHb 血症に対する MB 使用症例について回答する

こととされた。また、調査対象となった施設数は報告されていない。 
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～15 歳）（51 報）及び国内小児 8 例（21 日齢～15 歳）（7 報）が検討対象とされ、安全性について

は、海外成人 69 例（88 報）、国内成人 12 例（23 報）、海外小児 17 例（21 報）及び国内小児 1 例

（1 報）が検討対象とされた（有効性及び安全性で重複する報告あり）。 

これらの症例報告において、成人に対する MB の投与量は、国内外とも概ね 1～2mg/kg であり、

投与時間は 5～20 分かけて投与されている症例が多かった。投与回数は 1 回の症例が多かったが、海

外 58 例及び国内 5 例で症状に応じて追加投与が行われており、追加投与された場合の累積投与量は

概ね 7～8mg/kg までの症例が多かった。 

有効性について、MB 投与後に MetHb 濃度の低下又は症状の改善若しくは回復等が報告されてい

る症例は、海外成人では 95.1%（155/163 例）、国内成人では 95.8%（23/24 例）、海外小児では 96.2%

（75/78 例）、国内小児では 100.0%（8/8 例）であった。 

安全性について、認められた主な有害事象は、悪心、嘔吐、腎不全、排尿障害、頭痛、めまい、振

戦、黄疸等、国内外の教科書に記載されている事象であった。また、ジアフェニルスルホン又はアニ

リン系物質による中毒性の MetHb 血症の治療のために MB が用いられた症例では、MetHb 濃度上昇

や溶血の発現が多い傾向が認められた。 

 

（6）欧州における本剤の市販後安全性情報 

欧州における 2011 年 5 月の承認以降、2014 年 5 月までに定期的安全性最新報告（PSUR）が 6 報

作成されている 44。 

報告された有害事象は、「紅斑」3 例 45、「マロリー・ワイス症候群」46、「激越、錯乱状態、意

識レベルの低下、発熱、反射亢進、ミオクローヌス、セロトニン症候群、頻脈、肺炎、呼吸窮迫」47、

「循環虚脱、全身性皮疹、酸素飽和度低下、アナフィラキシー反応」48、「蕁麻疹、ショック、アナ

フィラキシー反応」48、「血管浮腫、低血圧、酸素飽和度異常、蕁麻疹、頻脈、アナフィラキシー反

応」48、「血管外漏出」49各 1 例であった。これらの有害事象のうち、「紅斑」及び「マロリー・ワ

イス症候群」以外は本剤との関連が否定されなかった。なお、セロトニン症候群を発現した症例は

セロトニン作動薬を服用中の患者であり、担当医師により MB との薬物相互作用の可能性が否定で

きないと判断された。 

 

＜審査の概略＞ 

（1）承認申請資料について 

機構は、MB には遺伝毒性が認められるため（「3. 非臨床に関する資料（ⅲ）毒性試験成績の概

要 ＜提出された資料の概略＞（3）遺伝毒性試験」の項参照）、健康成人を対象とした臨床試験の

実施は困難であること、また、中毒性の MetHb 血症の発生頻度は低くかつ散発的であるため、患者

を対象とした臨床試験の実施も困難であることから、今般の申請にあたっては、欧州における承認

申請に用いた資料に、国内外の教科書、公表論文及び海外市販後安全性情報を用いて承認申請デー

タパッケージを構築したことに、大きな問題はないと考える。 

44 市販された製剤の大部分は備蓄用であり未使用であった 
45 いずれも副甲状腺摘出術の際に本剤を使用した症例であり、入手情報からは因果関係が検討できなかった 
46 本剤が経口投与された症例 
47 副甲状腺摘出術の際に本剤を使用した症例 
48 本剤により不活化処理がなされた新鮮凍結血漿が使用された症例 
49 適応外であるイホスファミド誘発性脳症に対して本剤が使用された症例 
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（2）有効性について 

申請者は、本剤の有効性について、以下のように説明している。 

MB の薬理作用から、本剤の中毒性の MetHb 血症に対する有効性は期待できると考える。また、

海外臨床試験、公表論文、国内外の使用実態調査及び症例報告において、中毒性の MetHb 血症に対

して MB を投与することによって、MetHb 濃度の低下や MetHb 血症の臨床症状の回復及び改善が認

められたことが報告されている。さらに、MB は中毒性の MetHb 血症に対する代表的な治療薬とし

て国内外の教科書に記載されている。なお、国内においては、公益社団法人 日本中毒情報センター

から発出されている「医師向け中毒情報」においても、中毒性の MetHb 血症に対する治療薬として

MB が挙げられており、院内製剤として使用されている。 

以上より、本剤の有効性は期待できると考える。 

 

機構は、海外臨床試験、公表論文、国内外の使用実態調査及び症例報告において、中毒性の MetHb

血症に対して MB を投与することによって、MetHb 濃度の低下や MetHb 血症の臨床症状の回復及び

改善が認められたことが報告されていることから（「＜提出された資料の概略＞（3）海外臨床試験

及び海外公表論文、（4）国内外における使用実態調査及び（5）国内外の症例報告」の項参照）、中

毒性の MetHb 血症に対する本剤の有効性は期待できると考える。 

ただし、本邦における中毒性の MetHb 血症に対する本剤の使用経験はないため、製造販売後に、

本剤が投与された全例を対象に本剤の有効性情報を収集する必要があると考える。 

本剤の有効性については、専門協議の議論を踏まえて最終的に判断したい。 

 

（3）安全性について 

申請者は、本剤の安全性に関して、以下のように説明している。 

中毒性の MetHb 血症治療に対して MB を投与した海外臨床試験、公表論文、及び国内外の症例報

告において認められた有害事象を集計し、有害事象の発現状況を検討した。その結果、認められた主

な有害事象は、MetHb 血症の増悪、溶血性貧血、悪心・嘔吐等、国内外の教科書等に MB による副作

用として記載されている事象と同様であった。 

これらの有害事象のうち、MetHb 血症の増悪及び溶血性貧血については、次のように考える。MB

は、その薬理作用から、投与量が過剰な場合、MetHb 血症の増悪及び溶血性貧血を引き起こす可能性

があることが知られており、国内外の教科書等では、MB の投与に際し、これらの事象の発現に注意

する旨、及び投与量が過剰な場合、これらの事象が発現するおそれがある旨が注意喚起されている。

したがって、本邦の添付文書では、投与量が過剰な場合、これらの事象が起きるおそれがある旨、及

び患者の状態を十分に観察し、これらの事象の発現が認められた場合には適切な処置を行う旨を注

意喚起するとともに、製造販売後調査において、これらの事象の発現状況について情報収集を行う。 

また、国内外の教科書では、MB による腎機能に関連した副作用としては排尿障害が挙げられてい

るのみであるが、米国使用実態調査では、MB 投与との関連があるとされる腎不全の発現が 16 例報

告されていること、また、海外公表論文及び海外症例報告においても腎不全が 5 例に認められている

ことから、本邦の添付文書では、腎不全について注意喚起し、製造販売後調査において、腎不全の発

現状況について情報収集を行う。 
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機構は、MB の副作用として認められている各事象について、中毒性の MetHb 血症は、適切な治

療が行われない場合には死亡に至る可能性があることを考慮すると、適切な注意喚起のもとで本剤

が使用される限り、本剤の安全性は許容可能と判断する。 

ただし、主に MB の投与量が過剰な場合に懸念される MetHb 血症の増悪及び溶血性貧血について

は、海外公表論文及び海外症例報告より重篤症例が報告されていること、また、腎不全について

は、米国使用実態調査、海外公表論文及び国内外の使用実態調査及び症例報告において、腎不全の

報告が複数認められることから、特に注意喚起が必要と考える（「＜提出された資料の概略＞（3）

海外臨床試験及び海外公表論文、（4）国内外における使用実態調査及び（5）国内外の症例報告」

の項参照）。 

また、本邦における中毒性の MetHb 血症に対する本剤の使用経験はないことから、製造販売後に

本剤が投与された全例を対象に本剤の安全性情報を収集し、医療現場に適切に情報提供する必要が

あると考える。 

本剤の安全性については、専門協議の議論を踏まえて最終的に判断したい。 

 

（4）効能・効果について 

申請効能・効果は「後天性メトヘモグロビン血症」とされているが、機構は、本剤の投与対象と

なる MetHb 血症は、種々の医薬品及び化学物質等の摂取によって発症する中毒性疾患であることか

ら、中毒治療用剤であることがより明確になるよう、本剤の効能・効果は、「中毒性メトヘモグロ

ビン血症」とすることが適当と考える。 

ただし、本剤による治療が推奨されない場合（先天性酵素欠損を有する患者、塩素酸塩による

MetHb 血症及びシアン中毒の解毒を目的として投与された亜硝酸化合物による MetHb 血症等）につ

いては、添付文書において、適切に注意喚起する必要があると考える（「（6）特別な患者集団につ

いて」の項参照）。 

本剤の効能・効果については、専門協議を踏まえて最終的に判断したい。 
 

（5）用法・用量について 

申請者は、本剤の用法・用量の設定根拠について、以下の 1）及び 2）のように説明している。 

1）成人に対する用法・用量について 

国内外の教科書においては、中毒性の MetHb 血症に対する MB の用法・用量として、1～2mg/kg

を 5 分以上かけて静脈内投与することが推奨されている。また、海外臨床試験（PVP-20 001 試験）

を含む国内外の使用実態調査の結果及び公表論文において、MB は、概ね 1～2mg/kg を 5 分以上か

けて静脈内投与されており、当該用法・用量における有効性が認められていることから、本剤の成

人に対する用法・用量は「通常、1～2mg/kg を 5 分以上かけて静脈内注射する」と設定することが

適切と考えた。 

また、本剤の追加投与については、次のように考える。国内外の教科書及び欧州添付文書には、

投与後 1 時間を目安として、症状が改善しない場合には MB の繰り返し投与を行う旨及び MB の累

積投与量は最大 7mg/kg とする旨が記載されていること、また、海外症例報告において、MB の複数

回の投与により症状の改善を認めた症例が複数報告されていることを踏まえ、本邦においても、投

与後 1 時間を目安として症状が改善しない場合には、一連の治療における累積投与量が 7mg/kg を

超えない範囲で、複数回投与できる旨を添付文書に記載することとした。 
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ただし、アニリン系物質及びジアフェニルスルホンによる MetHb 血症の治療における累積投与量

については、次のように考える。アニリンによる MetHb 血症患者に MB を累積投与量として 4mg/kg

（2mg/kg を 2 回）投与した場合、重度の遅延性溶血が発現したとの報告 50や、ジアフェニルスルホ

ンによる MetHb 血症患者に MB を投与した場合、溶血性貧血を増悪させる 51という報告がある（Br 

J Haematol 54: 29-41, 1983、Am J Med Sci 267: 291-297, 1974、他）。そのため、これらの物質による

MetHb 血症の治療における MB の使用について、国内外の教科書では、慎重に投与するよう注意喚

起されており、MB の投与量が過剰にならないよう、累積投与量は 4mg/kg とすることが推奨されて

いる（Am J Ther 10: 289-291, 2003、Occup Environ Med 58: 611-615, 2001）。欧州添付文書において

は、これらの報告を参考に、アニリン系物質及びジアフェニルスルホンによる MetHb 血症の治療に

おける本剤の累積投与量は 4mg/kg と設定されている。以上より、本邦においても同様に、アニリン

系物質及びジアフェニルスルホンによる MetHb 血症の治療における本剤の累積投与量は 4mg/kg と

設定した。 

なお、成人に対する欧州の承認用法・用量は、「通常、1～2mg/kg を 5 分以上かけて投与する」

こととされており、効果が認められない場合には追加投与ができる旨、一連の治療における推奨累

積投与量は最大 7mg/kg である旨、アニリン又はジアフェニルスルホンによる MetHb 血症に対する

一連の治療における推奨累積投与量は最大 4mg/kg である旨が記載されている。 

 

2）小児等に対する用法・用量について 
申請者は、以下のように説明している。 

小児等における有効性について、米国使用実態調査では、0～27 日齢の患者における有効率がや

や低い傾向が認められたが（表 7）、海外公表論文等では当該患者における有効性が認められてい

る（「＜提出された資料の概略＞（3）海外臨床試験及び海外公表論文 1）海外臨床試験及び 5）Acta 

Paediatr. 84: 365-370, 1995」の項参照）。また、0～27 日齢における症例報告は、海外で 12 例（3 日

齢～26 日齢）及び国内で 3 例（21 日齢～26 日齢）報告されているが、全ての症例において、MetHb

濃度の低下又は MetHb 血症の臨床症状の改善が認められている。したがって、0～27 日齢の患者に

対しても、本剤の有効性は期待できると考える。 

また、28 日齢以上の小児患者の有効率は、米国使用実態調査では成人と同程度であり（表 7）、

また、28 日齢～17 歳の患者における国内外の症例報告では、72 例（海外 67 例及び国内 5 例）のう

ち 70 例（海外 65 例及び国内 5 例）において MB の投与後に MetHb 濃度の低下又は症状の改善が認

められたと報告されている。以上より、いずれの年齢層の小児においても本剤の有効性は期待でき

ると考える。 

安全性については、国内外の教科書では、新生児においては、投与量が過剰になることによる

MetHb 血症の増悪や溶血性貧血に注意する旨の記載以外は、小児に特有の有害事象に関する記載は

なかった。また、国内外の小児における症例報告（海外 17 例及び国内 1 例）で認められた有害事象

は、MetHb 濃度上昇、チアノーゼ等であり、小児に特有な事象は認められなかった。 

一方、胎児ヘモグロビンは酸化されやすいこと、及び生後数ヶ月間は生体内の酸化還元反応に関

与する酵素の活性が成人に比べて低いことから（中毒百科：事例・病態・治療（工業用品／ガス／

50 アニリンの代謝物であるフェニルヒドロキシアミンの生成により、MB の赤血球内への取り込みが競合的に阻害されることが一

因と考えられている（中毒研究 6, 377-381, 1993） 
51 ジアフェニルスルホンの代謝物であるヒドロキシルアミンによる Hb の酸化が原因と考えられている 
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農薬／医薬品／動植物）改訂第 2 版, 南江堂; 2001、他）、国内外の教科書では、新生児においては、

MB の投与量が過剰になることによる MetHb 血症の増悪又は溶血性貧血について特に注意する旨が

記載されている。 

国内外の小児の症例報告では、1～2mg/kg が使用されている報告が多かったが、海外公表論文で

は、投与量が過剰になるリスクを考慮し、新生児に対する MB の用量として、0.3～1.0mg/kg や

0.5mg/kg が推奨されている（「＜提出された資料の概略＞（3）海外臨床試験及び海外公表論文 5）

Acta Paediatr. 84: 365-370, 1995」及び Anesth Analg. 108: 837-845, 2009）。また、欧州では、これらの

知見を踏まえ、新生児及び 3 ヵ月齢以下の乳児に対する本剤の用量は、0.3～0.5mg/kg として承認さ

れている。したがって、本邦においても、新生児及び 3 ヵ月齢以下の乳児に対しては、より安全面

に配慮し、成人よりも低用量である 0.3～0.5mg/kg を設定した。ただし、新生児及び 3 ヵ月齢以下の

乳児に対する累積投与量については、国内外の教科書、公表論文及び欧州添付文書には記載がなく、

国内外の症例報告から得られる情報も限られていることから、設定することは困難である。したが

って、添付文書では、新生児及び 3 ヵ月齢以下の乳児に対して追加投与する場合には、慎重に投与

する旨を注意喚起することとする。 

3 ヵ月齢以上の小児については、上記のような胎児ヘモグロビンや生体内の酸化還元反応に関与

する酵素の活性に関する懸念は小さいと考えられるため、成人と同用量を設定した。 

なお、小児に対する欧州の承認用法・用量は、生後 3 ヵ月齢以下の乳児及び新生児に対しては、

「推奨用量は 0.3～0.5mg/kg を 5 分以上かけて投与する」こと、生後 3 ヵ月齢を過ぎた乳幼児、小児

等に対しては「成人と同一用法・用量を投与する」こととされている。また、効果が認められない

場合には追加投与ができる旨が記載されている。 

 

機構は、成人及び小児に対する用法・用量に関する 1）及び 2）の申請者の説明については、国内

外の教科書、海外臨床試験、海外公表論文、国内外の使用実態調査及び症例報告、並びに欧州承認

用法・用量を勘案し、大きな問題はないと考える。 

本剤の用法・用量については、専門協議を踏まえて最終的に判断したい。 

 

（6）特別な患者集団について 

1）腎機能障害を有する患者について 

申請者は、腎機能障害を有する中毒性の MetHb 血症患者に対する本剤の投与について、以下のよ

うに説明している。 

腎機能障害を有する中毒性の MetHb 血症患者への MB の投与例は、症例報告として海外で 8 例、

国内で 3 例あった。MB の投与量は概ね 1～2mg/kg であり、酸素吸入やアスコルビン酸投与、輸血

等の併用療法が実施された症例もあったが、11 例中 10 例で MetHb 濃度の低下又は臨床症状の改善

が認められたことから、MB 1～2mg/kg の投与は腎機能障害を有する中毒性の MetHb 血症患者に対

して有効であると考えられた。安全性について、MB 投与後の溶血性貧血及び MetHb 濃度の上昇が

各 1 例認められたが回復した。なお、有効性が認められなかった 1 例は、G6PD 欠損症、ニコチン

アミドアデニンジヌクレオチド（以下、「NADH」）-チトクロム b5還元酵素欠損症及び慢性腎不全

の複数のリスク因子を有しており、MB 投与後に MetHb 血症の増悪により死亡した。 

国内外の教科書等では、MB の副作用として排尿障害が記載されている。また、米国使用実態調

査では、MB による治療によって 1,220 例中 19 例で腎不全が認められ、そのうち 5 例では、MB と
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の因果関係は不明であるが、腎不全による死亡例が報告されていることから、本剤の投与により腎

機能障害が発現する可能性がある。さらに、MB の主要排泄経路は主に腎臓であることから、腎機

能障害を有する中毒性の MetHb 血症患者に本剤を投与した場合、本剤の排泄の遅延及び溶血リスク

の増加が懸念される。したがって、当該患者に対する本剤の投与にあたっては、患者の状態を注意

深く観察するとともに、必要に応じて 1～2mg/kg よりも低用量から治療を開始する等、慎重な対応

が必要と考える。 
 

機構は、本剤の主要な排泄経路は腎臓であると考えられること、国内外の教科書において、腎機

能障害を有する患者への MB の投与について注意喚起がなされていること、及び米国使用実態調査

及び国内外の症例報告において、腎不全をはじめとした腎機能障害が認められていることから、腎

機能障害を有する中毒性の MetHb 血症患者に対しては、本剤を慎重に投与する旨を添付文書で注意

喚起する必要があると考える。また、製造販売後調査において、腎機能障害を有する中毒性の MetHb

血症患者に対して本剤が投与された場合の安全性及び有効性について情報収集する必要があると考

える。 
 

2）妊婦・授乳婦等について 

申請者は、妊婦への投与について、以下のように説明している。 

海外の症例報告において、中毒性の MetHb 血症を発現した妊婦 2 例に MB が静脈内投与された報

告があった。1 例では母体及び胎児ともに有害事象は認められなかったが、1 例では、新生児に軽度

仮死状態 52及び着色尿が認められた 53。また、局所麻酔薬による MetHb 血症の予防を目的として、

MB を 30 例の妊婦に投与した海外公表論文においては、1 例の胎児に臍帯巻絡が認められたが 54、

他の 29 例には異常は認められなかった旨が報告されている（Acta Anaesthesiol Scand Suppl 37: 258-

263, 1969）。 

妊婦に対する臨床使用時における催奇形性の報告はないが、毒性試験結果からは MB の催奇形性

のリスクが否定できないことから、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への投与については、

これらのリスクについて、適切に情報提供を行った上で、治療の有益性が催奇形性等のリスクを上

回ると判断された場合にのみ投与されるべきと考える。なお、欧州添付文書には、生命を脅かす

MetHb 血症のような場合を除き、妊婦には投与しない旨が記載されている。 

授乳婦に対する本剤の投与については、次のように考える。国内外の教科書においては、母乳へ

の移行の程度は不明であるが、授乳中は MB の使用を避けるべきとする旨の記載、また、緊急的な

一時的使用は認める旨の記載がある。海外臨床試験、公表論文、国内外の使用実態調査及び症例報

告においては、授乳婦に対して MB を投与したものはなかった。 

以上より、授乳婦への投与及び母乳中への移行に関する情報は限定的であること、並びに母乳を

介して新生児等が本剤を摂取した場合、新生児等では MetHb 血症や溶血性貧血を発現するリスクが

あることから、添付文書においては、授乳婦への投与は避けることが望ましい旨及びやむを得ず投

与する場合には授乳を避ける旨を注意喚起することとする。 

また、製造販売後調査においては、妊婦及び授乳婦等に本剤が投与された場合の安全性及び有効

52  1 分後の Apgar score 5 
53 出産 5 日後に母子ともに良好な状態で退院した 
54 処置により回復した 
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性に関して情報収集する。 

 

機構は、毒性試験の結果から催奇形性のリスクは否定できないと考えるものの（「3．非臨床に関

する資料（ⅲ）毒性試験成績の概要＜審査の概略＞」の項参照）、適切に情報提供がなされた上で

あれば、重篤かつ緊急的な処置を必要とする中毒性の MetHb 血症のような、治療上のベネフィット

がリスクを上回ると判断される場合においては、妊婦に対する本剤の投与は許容可能と考える。ま

た、授乳婦への投与については、現時点では情報が限られていること、並びに母乳を介して新生児

等が本剤を摂取した場合、MetHb 血症や溶血性貧血の懸念があることから、基本的には授乳婦への

投与は避けるべきであり、やむを得ず投与する場合には、授乳を避ける旨を添付文書で注意喚起す

る必要があると考える。 

 

3）先天性酵素欠損を有する患者について 
申請者は、先天性の G6PD 欠損症及び NADPH 還元酵素欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者

に対する本剤の投与について、以下のように説明している。 

MB は、G6PD を介してペントースリン酸経路から供給される NADPH によって LMB に還元さ

れ、MetHb 還元作用を示すが、先天性の G6PD 欠損症及び NADPH 還元酵素欠損症では NADPH を

供給できないため、作用機序の観点から MB の効果が期待できないと考えられる。 

G6PD 欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者に MB を投与した場合の海外症例報告が 8 症例あ

り、症例の概要は表 9 のとおりであった。NADPH 還元酵素欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患

者に対して MB を投与した報告はなかった。 
 

＜表 9 先天性 G6PD 欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者の症例概要＞ 

 年齢 用法・用量 a） G6PD 酵素
活性 b） 有効性 主な有害事象 

症例 1 3 ヵ月齢 0.1mg/kg 不明 
MetHb 濃度：MB 投与前 75%→
0.80%に低下 
臨床症状は改善 

黄疸、溶血、血尿、急性
腎不全 

症例 2 26 ヵ月齢 2mg/kg×2 回 
静注 1.2IU/g Hb MetHb 濃度：MB 投与前 37.7%→

一過性に減少した後 40.9%に上昇 
MetHb 濃度上昇、無気
力、運動失調 

症例 3 23 歳 0.8mg/kg d） 
静注 不明 MetHb 濃度：MB 投与前 34%→投

与 1 時間後改善せず 皮膚変色、溶血 

症例 4 25 歳 0.7mg/kg d） 
静注 1.1IU/g Hb MetHb 濃度：投与前 51%→2.1%に

低下 

皮膚変色、褐色尿、尿量
減少、めまい、嘔気、黄
疸、結膜蒼白、ハインツ
小体性溶血性貧血 

症例 5 28 歳 1.3mg/kg d） 
静注 3.12IU/g Hb 

MetHb 濃度：MB 投与前 11g/100mL
→投与 3 時間後 9.7g/100mL と改善
せず、併用療法により改善 

黄疸、ヘマトクリット低
下、血清ビリルビン値上
昇、網赤血球数増加 

症例 6 40 歳 1mg/kg 5.1IU/g Hb 
MetHb 濃度：MB 投与前 24.1%→
投与翌日 20.7%に低下したが、以降
改善せず、併用療法により改善 

溶血 

症例 7 59 歳 1mg/kg×3 回 0.8IU/g Hb MetHb 濃度：MB 投与前 35%→
6.5%に低下 

黄疸、溶血、ヘモグロビ
ン尿症、ハインツ小体出
現 

症例 8 c） 不明 
1mg/kg 及び 
0.7mg/kg d） 

各 1 回静注 

通常の 
5~10% 

MetHb 濃度：投与前 43%→投与後
も状態は悪化 

意識レベル低下、溶血、
死亡 

a）すべての症例において、酸素吸入、アスコルビン酸投与、人工呼吸、輸血等の併用療法が行われた。また、投与経路は症例報告中に
記載があるもののみ記載した。 

b）各症例報告から記載 
c）NADH-チトクロム b5還元酵素欠損症及び慢性腎不全も合併 
d）症例報告中に体重の記載がなかったため、体重を 60kg として算出した値 
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国内外の教科書及び欧州添付文書においては、先天性の G6PD 欠損症及び NADPH 還元酵素欠損

症を有する中毒性の MetHb 患者に対する MB の投与は、MB の効果が期待できないことに加えて溶

血性貧血のリスクを増加させる可能性があるため禁忌とされている。表 9 によると、中毒性の MetHb

血症に対する MB を含めた一連の治療が奏効したと考えられる症例もあったが（症例 1、4 及び 7）、

症例報告から得られる情報は限られているため、MB の効果かどうか詳細には考察できなかった。

以上より、本邦においてもこれらの先天性酵素欠損を有する中毒性の MetHb 血症患者に対する本剤

の投与は禁忌にすることとした。 

なお、これらの酵素欠損症の確定診断がなされていない場合においても、重篤な患者等に対して

は、緊急的な処置を必要とされ、本剤の投与が行われる状況が想定される。しかし、そのような状

況にあっても、患者の状態を十分に観察し、グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症及び NADPH 還

元酵素欠損症が疑われた場合は、本剤の投与中止や他の治療法への切り替え等を考慮する必要があ

る。 
 

機構は、先天性 G6PD 欠損症及び NADPH 還元酵素欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者に対

する本剤の投与について、溶血性貧血のリスクがあること、並びに国内外の教科書及び欧州添付文

書の記載状況に基づき、これらの患者に対する投与を禁忌とするとの申請者の説明に一定の合理性

はあると考える。 

一方、これらの先天性酵素欠損患者の中には、診断がなされていない潜在的な患者も存在するが、

緊急を要する MetHb 血症の治療において、本剤の投与前にこれらの先天性酵素欠損の有無を確認す

ることは困難な状況が想定される。先天性 G6PD 欠損症及び NADPH 還元酵素欠損症を有する中毒

性の MetHb 血症患者に対する本剤の投与を禁忌とする必要性については、専門協議での議論を踏ま

えて、最終的に判断したい。 

 

4）塩素酸塩による MetHb 血症患者及びシアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による MetHb 血症

患者について 

申請者は、塩素酸塩による MetHb 血症患者及びシアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による

MetHb 血症患者に対する本剤の投与について、以下のように説明している。 

塩素酸塩による MetHb 血症は、主に溶血により赤血球外に放出された Hb が酸化されることで生

じたものであるため、赤血球内の MetHb に対して作用する MB の有効性は期待できない。また、

MB の投与により、さらに毒性の強い次亜塩素酸塩が形成されることが知られている。 

また、シアン中毒治療剤として投与された亜硝酸化合物により生じた MetHb 血症に対して MB を

投与した場合、MB は MetHb と結合したシアンを遊離させ、シアン中毒を悪化させる懸念がある。 

以上の理由により、国内外の教科書及び欧州添付文書においては、塩素酸塩による MetHb 血症患

者及びシアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による MetHb 血症患者に対する本剤の投与は禁忌

とされている。したがって、本邦の添付文書においても、同様にこれらの患者に対する投与は禁忌

とすることが適切と考えた。 
 

機構は、国内外の教科書及び欧州添付文書の記載に基づき、塩素酸塩による MetHb 血症患者及び

シアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による MetHb 血症患者に対する本剤の投与を禁忌とする

申請者の説明について特段問題はないと考えるが、専門協議での議論を踏まえて、最終的に判断し
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たい。 

 

（7）製造販売後の検討事項について 

申請者は、製造販売後の検討事項について、以下のように説明している。 

本剤の中毒性の MetHb 血症に対する国内使用経験はないことから、表 10 に示すとおり、中毒性の MetHb

血症に対して本剤が使用された全例について、安全性及び有効性に関する情報収集を行う。 
 

＜表 10 使用成績調査計画書骨子（案）＞ 
目  的 本剤に関する使用実態下での安全性及び有効性を確認する 
調査方法 全例調査方式 

調査実施期間 7 年間 
観察期間 投与開始から投与終了後 30 日間（妊産婦に投与した場合は、別途追跡調査を行う） 

予定症例数 全症例 
対象患者 本剤投与例 

主な 
調査項目 

・患者背景（年齢、性別、体重、合併症、入院歴、妊娠の有無、中毒発症状況〈原因
物質、経過〉等） 

・本剤の投与状況（投与開始日時、投与経路、投与量、注入時間） 
・併用薬剤、併用療法 
・セロトニン作動薬の投与状況 
・有効性（投与前後の MetHb 濃度等の動脈血液ガス分析測定値、臨床症状、その他

臨床検査値） 
・有害事象（発現日、重篤性、処置、転帰等） 
・小児、妊産婦、腎機能障害を有する患者等における安全性及び有効性 

 
機構は、表 10 に示された使用成績調査計画書骨子（案）について、提示された調査項目に加え

て、本剤の累積投与量及び授乳に関する情報についても収集する必要があると考えるが、製造販売

後の検討事項については、専門協議での議論を踏まえて最終的に判断したい。 

 

Ⅲ．機構による承認申請書に添付すべき資料に係る適合性調査結果及び機構の判断 

1．適合性書面調査結果に対する機構の判断 
薬事法の規定に基づき承認申請書に添付すべき資料に対して書面による調査を実施した。その結果、

提出された承認申請資料に基づいて審査を行うことについて支障はないものと機構は判断した。 

 

2．GCP 実地調査結果に対する機構の判断 

本申請には GCP 実地調査の対象となる資料は提出されていないことから、GCP 実地調査は実施さ

れていない。 
 

Ⅳ．総合評価 

提出された資料から、本剤の中毒性の MetHb 血症に対する有効性は期待でき、本剤の投与によるベ

ネフィットを踏まえると安全性は許容可能と考える。また、機構は、有効性、安全性、効能・効果、用

法・用量及び製造販売後の検討事項については、さらに検討が必要と考える。 

専門協議での検討を踏まえて特に問題がないと判断できる場合には、本剤を承認して差し支えない

と考える。 
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審査報告（2） 
 

平成 26 年 11 月 10 日 

 

I．申請品目 

［販 売 名］ メチレンブルー静注 50mg「第一三共」（メチレンブルー注射液 50mg/10mL「第

一三共」から変更） 

［一 般 名］ メチルチオニニウム塩化物水和物 

［申 請 者 名］ 第一三共株式会社 

［申請年月日］ 平成 26 年 3 月 14 日 

 

II．審査内容 
専門協議及びその後の医薬品医療機器総合機構（以下、「機構」）における審査の概略は、以下のと

おりである。なお、本専門協議の専門委員は、本申請品目についての専門委員からの申し出等に基づき、

「医薬品医療機器総合機構における専門協議等の実施に関する達」（平成 20 年 12 月 25 日付 20 達第

8 号）の規定により、指名した。 

 

（1）有効性について 
機構は、海外臨床試験、公表論文、国内外の症例報告及び使用実態調査において、中毒性のメトヘ

モグロビン（以下、「MetHb」）血症に対してメチルチオニニウム塩化物水和物（以下、「MB」）を

投与することにより、血中 MetHb 濃度の低下並びに MetHb 血症の臨床症状の回復及び改善が認めら

れたことが報告されていることから、中毒性の MetHb 血症に対する今回申請された MB 製剤（以下、

「本剤」）の有効性は期待できると考えた。 

ただし、本邦において、中毒性の MetHb 血症に対する本剤の使用経験はないことから、製造販売後

に本剤が投与された全例を対象に、本剤の有効性情報を収集する必要があると考えた。 

 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 

 

（2）安全性について 

機構は、MB の副作用として認められている各事象について、中毒性の MetHb 血症は、適切な治療

が行われない場合には死亡に至る可能性があることを考慮すると、適切な注意喚起のもとで本剤が使

用される限り、本剤の安全性については許容可能と考えた。 

ただし、MetHb 血症の増悪及び溶血性貧血については、海外公表論文及び海外症例報告より重篤症

例が報告されていること、また、腎不全については、海外公表論文、国内外の症例報告及び使用実態

調査において、腎不全の報告が複数認められることから、特に注意喚起が必要と考えた。 

本邦において、中毒性の MetHb 血症に対する本剤の使用経験はないことから、製造販売後に本剤が

投与された全例を対象に本剤の安全性情報を収集し、医療現場に適切に情報提供を行う必要があると

考えた。 

 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 
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（3）効能・効果について 

申請時の効能・効果は「後天性メトヘモグロビン血症」とされていたが、本剤は、種々の医薬品又

は化学物質等の摂取によって発症する中毒性の MetHb 血症に用いる薬剤であることが明確になるよ

う、本剤の効能・効果を「中毒性メトヘモグロビン血症」とすることが適当であると考えた。 

ただし、先天性のグルコース-6-リン酸脱水素酵素（以下、「G6PD」）欠損症又はニコチンアミドア

デニンジヌクレオチドリン酸（以下、「NADPH」）還元酵素欠損症の患者では本剤の投与により溶血

を起こす可能性があること、また、塩素酸塩による MetHb 血症の患者及びシアン中毒の解毒を目的と

して投与された亜硝酸化合物による MetHb 血症の患者については、本剤の投与により、それぞれ次亜

塩素酸塩及びシアンによる毒性が生じる可能性があることから、添付文書において適切に注意喚起す

る必要があると考えた（「（5）特別な患者集団について」の項参照）。 

 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 

 

（4）用法・用量について 

機構は、成人及び小児の用法・用量に関する申請者の説明について、海外臨床試験、公表論文、国

内外の教科書、症例報告及び使用実態調査結果に加え、欧州承認用法・用量も勘案し、概ね問題はな

いと考えた。ただし、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児においては、投与量が過剰になることによる

MetHb 血症の増悪や溶血性貧血に特に注意が必要であることから、累積投与量の目安を添付文書等で

情報提供することが望ましいと考え、当該年齢層の患者における累積投与量に関する情報を精査する

よう、申請者に求めた。 

申請者は以下のように回答した。 

海外臨床試験（5.3.5.2.1.1：試験番号 PVP-20 001）における新生児 1 例の累積投与量は 1mg/kg で

あり、有害事象として高ビリルビン血症及び新生児赤血球増加症が認められた。国内外の新生児及び

生後 3 ヵ月以下の乳児に関する症例報告 64 例のうち、体重あたりの投与量の情報があった報告は 33

例であり、累積投与量は 0.1mg/kg が 3 例、0.3mg/kg が 1 例、1～2mg/kg が 27 例、3mg/kg が 1 例及び

4.3mg/kg55が 1 例であった。これらの症例の多くは単回投与であり、追加投与が行われていたのは 9 例

であった。当該 9 例のうち、体重あたりの累積投与量が確認可能であった症例は 2 例であり、累積投

与量としてそれぞれ 1.6mg/kg 及び 3mg/kg が投与された。累積投与量が 1.6mg/kg の症例（21 日齢）に

ついては、0.8mg/kg の MB が 2 回投与され、血中 MetHb 濃度が 43.9%から 3.5%に低下した（日本小

児麻酔学会誌 10: 113, 2004）。また、累積投与量が 3mg/kg の症例（6 週齢）については、2mg/kg 及び

1mg/kg の MB が計 2 回投与され、血中 MetHb 濃度は 54.5%から 0.9%に低下した（Indian J Pediatr 74: 

1037-1038, 2007）。いずれの症例報告においても、安全性に関する記載はなかった。 

以上より、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児に対して繰り返し投与をした場合の情報は限られてお

り、現時点でこれらの年齢層の患者における累積投与量の目安を明確にすることは困難と考える。 

 

機構は、現時点において得られている情報に基づき、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児における累

積投与量の目安を添付文書に具体的に記載することは困難との申請者の回答は理解できると考える。

55 20mg（4.3mg/kg）の MB の経口投与により、血中 MetHb 濃度は 47.1%から 1%に低下したが、投与 2 日後に溶血性貧血の所見が

認められた 
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しかし、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児では、本剤により MetHb 血症の増悪や溶血性貧血を起こし

やすいことから、本剤の繰り返し投与を行う場合には、慎重な対応が必要と考える。したがって、機

構は、添付文書では、「用法・用量に関連する使用上の注意」において、新生児及び生後 3 ヵ月以下

の乳児では、「本剤によりメトヘモグロビン血症の増悪や溶血を起こしやすいため、繰り返し投与を

行う場合は患者の状態を観察しながら慎重に投与」するよう注意喚起する必要があると考えた。また、

「慎重投与」の項に「新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児」を記載する必要があると考えた。 

以上の機構の判断は、専門委員から支持されたことから、機構は、「用法・用量」、「用法・用量

に関連する使用上の注意」を以下のように整備するよう申請者に求めたところ、適切に対応されたた

め、機構はこれを了承した。 

 

【用法・用量】 

通常、生後 3 ヵ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、メチルチオニニウム塩化物水和物として

1 回 1～2mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1 時間以内に症状が改善しない場合は、必

要に応じ、同量を繰り返し投与できるが、累積投与量は最大 7mg/kg までとする。 

通常、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児には、メチルチオニニウム塩化物水和物として 1 回 0.3

～0.5mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1 時間以内に症状が改善しない場合は、必要

に応じ、同量を繰り返し投与できる。 

 

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞ 

・ 本剤 1 アンプルに対し 5%ブドウ糖注射液 50mL で希釈する。 

・ 生後 3 ヵ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人におけるアニリン又はジアフェニルスルホンによる

メトヘモグロビン血症の場合の累積投与量は最大 4mg/kg までとする。［溶血を起こしやすい。］ 

・ 新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児における最大累積投与量に関する情報は限られている。新生

児及び生後 3 ヵ月以下の乳児では、本剤によりメトヘモグロビン血症の増悪や溶血を起こしや

すいため、繰り返し投与を行う場合は、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。 

 

（5）特別な患者集団について 

1）腎機能障害を有する患者について 

機構は、本剤の主要な排泄経路は腎臓と考えられること、また、国内外の教科書において、腎機

能障害を有する患者への MB の投与について注意喚起がなされていることから、腎機能障害を有す

る中毒性の MetHb 血症患者に対しては慎重に投与する必要があると考え、「慎重投与」の項におい

て注意喚起を行うことが適切であると考えた。また、製造販売後調査において、当該患者に対して

本剤が投与された場合の安全性及び有効性について情報収集する必要があると考えた。 

 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 

 

2）妊婦・授乳婦等への投与 

機構は、毒性試験の結果から催奇形性のリスクは否定できないと考えるものの、当該内容につい

て適切に情報提供がなされた上であれば、重篤かつ緊急的な処置を必要とする中毒性の MetHb 血症

のような本剤による治療上のベネフィットがリスクを上回ると判断される場合においては、妊婦に
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対する本剤の投与は許容可能と考えた。授乳婦への投与については、現時点では情報が限られてい

ること、また、母乳を介して新生児等が本剤を摂取した場合に MetHb 血症や溶血性貧血を生ずる懸

念があることから、基本的には授乳婦への投与は避けるべきであり、やむを得ず投与する場合には

授乳を避ける旨を添付文書において注意喚起する必要があると考えた。 

 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 
 

3）先天性酵素欠損を有する患者 

申請者は、先天性の G6PD 欠損症又は NADPH 還元酵素欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者

に対する本剤の投与について、作用機序の観点からは効果が期待できないと考えられること、溶血

性貧血のリスクがあること、並びに国内外の教科書及び欧州添付文書の記載状況に基づき、これら

の患者に対する投与を禁忌とする旨を説明している。 

機構は、申請者の説明は一定の合理性があると考える一方、中毒性の MetHb 血症患者の中には、

これらの先天性酵素欠損患者と診断されていない潜在的な患者も存在すると考えられ、緊急を要す

る MetHb 血症の治療においては、本剤の投与前にこれらの先天性酵素欠損の有無を確認することは

困難と考えた。したがって、添付文書においては、G6PD 欠損症又は NADPH 還元酵素欠損症の診

断がなされており、かつ治療開始に際してこの点が明らかになっている患者として、「G6PD 欠損

症又は NADPH 還元酵素欠損症と判明している患者」を禁忌とすることが適当であると考えた。ま

た、これらの酵素欠損症を有していても、本剤の投与前には判明していない状況も想定されること

から、患者の状態を十分に観察し、MetHb 血症の増悪や溶血が認められる場合には、本剤の投与中

止や他の治療法への切り替え等を考慮する旨を「重要な基本的注意」の項において注意喚起する必

要があると考えた。 

専門委員からは、 機構の判断を支持する意見、潜在的な患者で確定診断がなされていない場合

も少なくないと推測され、投与前にこれらの酵素欠損の有無を確認することは困難なため、一律に

禁忌とはしない方が現実的であるとの意見が出され、機構の判断に理解が示された。 

機構は、現時点で得られている G6PD 欠損症を有する中毒性の MetHb 血症患者に対して MB を投

与した場合の海外症例報告（審査報告（1）「4．臨床に関する資料（ⅲ）有効性及び安全性試験成

績の概要＜審査の概略＞（6）特別な患者集団について 3）先天性酵素欠損を有する患者について（表

9）」参照）、本剤の作用機序、並びに国内外の教科書ではこれらの先天性酵素欠損症の患者は禁忌

とされていることに加え、欧州添付文書においてもこれらの先天性酵素欠損症の患者は禁忌されて

いることを勘案し、本邦の添付文書では、これらの先天性の酵素欠損症と判明している場合には禁

忌とすることが適当と判断した。また、これらの酵素欠損症を有していても、本剤の投与前には判

明していない場合については「重要な基本的注意」の項において注意喚起することが適切と判断し

た。 

機構は、G6PD 欠損症又は NADPH 還元酵素欠損症に関する「禁忌」及び「重要な基本的注意」の

項を以下のように変更するよう申請者に求めたところ、適切に対応されたため、機構はこれを了承

した。 

 

＜禁忌＞ 

・ グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症と判明している患者［メトヘモグロビン血症の増悪や溶
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血を起こす可能性がある。］ 

・ NADPH 還元酵素欠損症と判明している患者［メトヘモグロビン血症の増悪及び溶血を起こす

可能性がある。］ 
 
＜重要な基本的注意＞ 

本剤投与後にメトヘモグロビン血症の増悪や溶血が認められる場合、グルコース-6-リン酸脱

水素酵素欠損症もしくは NADPH 還元酵素欠損症である可能性又は本剤の投与量が過剰となっ

ているおそれがある。患者の状態を十分に観察し、本剤投与後にこれらの症状等が認められた

場合には、本剤の投与中止や他の治療法への切り替え等を考慮すること。 
 

4）塩素酸塩による MetHb 血症患者及びシアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による MetHb 血症

患者 
機構は、塩素酸塩による MetHb 血症患者については、本剤の投与によって毒性の強い次亜塩素酸

塩が形成される可能性があること、また、シアン中毒治療剤としての亜硝酸化合物による MetHb 血

症患者については、本剤の投与によってシアンによる毒性が生じやすくなることが知られており、

また、国内外の教科書では禁忌とされていることに加え、欧州添付文書でも禁忌とされていること

を勘案し、本邦の添付文書においても、禁忌とすることが適切と考えた。 
 
以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 

 

（6）医薬品リスク管理計画（案）について 

機構は、本邦において本剤の使用経験がないことから、製造販売後には、承認条件として、本剤が

投与された全症例を対象とした使用成績調査を実施する必要があると考えた。また、本剤の累積投与

量、及び本剤が授乳婦に投与された場合に関する情報についても、併せて収集する必要があると考え

た。 

以上の機構の判断は、専門委員から支持された。 

このほか、専門委員から、腎機能障害等の遷延する有害事象が発現した場合には、投与後 30 日以降

も可能な限り追跡調査をすべきではないかとの意見が出された。 

機構は、以上の議論を踏まえ、現時点における本剤の医薬品リスク管理計画（案）を検討するよう

申請者に求めたところ、表 11 及び表 12 に示す医薬品リスク管理計画（案）、並びに表 13 に示す使用

成績調査計画書骨子（案）が提出されたため、機構はこれを了承した。 
 

＜表 11 医薬品リスク管理計画（案）における安全性検討事項及び有効性に関する検討事項＞ 
安全性検討事項 

重要な特定されたリスク 重要な潜在的リスク 重要な不足情報 
・溶血性貧血 
・メトヘモグロビン血症の増悪 
・セロトニン作動薬（選択的セロトニン

再取り込み阻害剤、セロトニン・ノル
アドレナリン再取り込み阻害剤、三環

系抗うつ剤、ノルアドレナリン・セロ
トニン作動性抗うつ剤等）を投与中の
患者におけるセロトニン症候群 

・ショック、アナフィラキシー 
・腎不全、腎機能障害 

・神経毒性、皮膚壊死、注射部位の局所
組織壊死 

・妊娠又は妊娠している可能性のある婦
人へ投与された場合の胎児への影響 

該当なし 

有効性に関する検討事項 
・ 使用実態下における有効性 
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＜表 12 医薬品リスク管理計画（案）における追加の医薬品安全性監視活動及びリスク最小化活動の概要＞ 

追加の医薬品安全性監視活動 追加のリスク最小化活動 
・ 使用成績調査 該当なし 

 
＜表 13 使用成績調査計画書骨子（案）＞ 

目  的 本剤に関する使用実態下での安全性及び有効性を確認する 
調査方法 全例調査方式 

調査実施期間 7 年間 
観察期間 投与開始から投与終了後 30 日間（妊産婦に投与した場合は、別途追跡調査を行う） 

予定症例数 全症例 
対象患者 本剤投与例 

主な 
調査項目 

・患者背景（年齢、性別、体重、合併症、入院歴、妊娠・授乳の有無、中毒発症状況
〈原因物質、経過〉等） 

・本剤の投与状況（投与開始日時、投与経路、投与量、注入時間、累積投与量） 
・併用薬剤、併用療法 
・セロトニン作動薬の投与状況 
・有効性（投与前後の MetHb 濃度等の動脈血液ガス分析測定値、臨床症状、その他

臨床検査値） 
・有害事象（発現日、重篤性、処置、転帰※等） 
・小児、妊産婦、腎機能障害を有する患者等における安全性及び有効性 
 
※本剤投与継続中又は投与終了後 30 日以内の転帰が「未回復」又は「不明」であった

有害事象は、可能な限りその後の転帰について情報収集を行う 

 

（7）原薬の規格及び試験方法について 

審査報告（1）「2．品質に関する資料＜審査の概略＞（3）原薬の規格及び試験方法について」の項

において審査中としていた、複数の試験項目における規格及び試験方法等の申請時からの変更につい

て、申請者より、変更がなされた経緯について説明があった。また、追加提出された分析法バリデーシ

ョン結果等に基づき、当該変更後の規格及び試験方法の適切性について説明がなされた。 

機構は、以上について了承し、原薬の品質は適切に管理されているものと判断した。 

  

III．総合評価 
以上の審査を踏まえ、機構は、下記の承認条件を付した上で、効能・効果及び用法・用量を以下のよ

うに整備し、承認して差し支えないと判断する。本剤は新有効成分含有医薬品であることから再審査期

間は 8 年、原体は毒薬、製剤は劇薬に該当し、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当し

ないと判断する。 

 

［効能・効果］ 中毒性メトヘモグロビン血症 

［用法・用量］  通常、生後 3 ヵ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、メチルチオニニウム

塩化物水和物として 1 回 1～2mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1

時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる

が、累積投与量は最大 7mg/kg までとする。 

 通常、新生児及び生後 3 ヵ月以下の乳児には、メチルチオニニウム塩化物水

和物として 1 回 0.3～0.5mg/kg を 5 分以上かけて静脈内投与する。投与 1 時間

以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる。 

［承 認 条 件］ ・ 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 

・ 国内での使用経験が極めて限られていることから、製造販売後に本剤が投与

された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報を把
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握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、

本剤の適正使用に必要な措置を講じること。 
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