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医薬品インタビューフォーム 
日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2008 に準拠して作成 



 

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 

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。

医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際に

は、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。 

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情

報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてイ

ンタビューフォームが誕生した。 

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（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）の位置付け並びにＩＦ記載様式を策定した。その後、医療従事者向

け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会にお

いてＩＦ記載要領の改訂が行われた。 

更に 10 年が経過した現在、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、

双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員

会において新たなＩＦ記載要領が策定された。 

2．ＩＦとは 

ＩＦは「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

品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、

薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の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。 

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師

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。言い換えると、製薬企業から

提供されたＩＦは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという

認識を持つことを前提としている。 

  ［ＩＦの様式］ 

① 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(図表は除く)で記載し、一色刷り

とする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

② ＩＦ記載要項に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。 

③ 表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「ＩＦ利用の手引きの概要」の全文を記載する

ものとし、2 頁にまとめる。 

  ［ＩＦの作成］ 

① ＩＦは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。 

② ＩＦに記載する項目及び配列は日病薬が策定したＩＦ記載要領に準拠する。 

③ 添付文書の内容を補完するとのＩＦの主旨に沿って必要な情報が記載される。 

④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療

従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。 

⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2008(以下、「ＩＦ記載要領 2008」と略す)」により作

成されたＩＦは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(ＰＤＦ)から印

刷して使用する。企業での製本は必須ではない。 



 

  ［ＩＦの発行］ 

① 「ＩＦ記載要領 2008」は、平成 21 年 4 月以降に承認された新医薬品から適用となる。 

② 上記以外の医薬品については、「ＩＦ記載要領 2008」による作成・提供は強制されるものでは

ない。 

③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の

拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはＩＦが改訂される。 

3．ＩＦの利用にあたって 

「ＩＦ記載要領 2008」においては、従来の主にＭＲによる紙媒体での提供に替え、ＰＤＦファイ

ルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用

することが原則で、医療機関でのＩＴ環境によっては必要に応じてＭＲに印刷物での提供を依頼して

もよいこととした。 

電子媒体のＩＦについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲

載場所が設定されている。 

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、ＩＦの原点

を踏まえ、医療現場に不足している情報やＩＦ作成時に記載し難い情報等については製薬企業のＭＲ

等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、ＩＦの利用性を高める必要がある。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、ＩＦが改訂されるまでの間は、当該医薬品

の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等によ

り薬剤師自らが整備するとともに、ＩＦの使用にあたっては、 新の添付文書を医薬品医療機器情報

提供ホームページで確認する。 

なお、適正使用や安全性の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」

に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。 

4．利用に際しての留意点 

ＩＦを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。

しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報と

して提供できる範囲には自ずと限界がある。ＩＦは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企

業が作成・提供するものであるから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかな

ければならない。 

また製薬企業は、ＩＦがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの

公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を

活用する必要がある。 

(2008 年 9 月)
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 －1－

Ⅰ．概要に関する項目 
1．開発の経緯 ソルコセリルは 1955 年 Jaeger,K.H.らにより幼牛血液中から組織呼吸促

進物質として発見、抽出された。その後、基礎的・臨床的検討が行われ、

1957 年 Griess,F.らが消化性潰瘍の治療薬として臨床報告した。さらに、

国内・外において検討が重ねられ、脳血管障害、皮膚潰瘍等にも治療効果

を示すことが確認された。ソルコセリル軟膏は熱傷・凍瘡等に効果が認め

られ、1963 年 12 月 16 日に製造承認された。また、2006 年 8 月 24 日に

ソルコセリル軟膏 5％が販売名変更代替新規承認された。 

 

2．製品の治療学的・ 

製剤学的特性 

(1) ソルコセリルは細網内皮系を賦活した幼牛の血液より除タンパクして

得られたいわゆる幼牛血液抽出物質で、各種アミノ酸、ポリペプチド類、

グルコース、オキシ酸、核酸塩基、無機物質等を含む。 

(2) 各種試験で、次のような作用が認められている。 

1) ミトコンドリアの呼吸を促進し、ATP 産生を高め、組織機能を賦

活する(in vitro)。 

2) 線維芽細胞増殖を促進する(in vitro)。 

3) 網内系機能を賦活する(マウス、ウサギ、ヒト)。 

4) 皮膚微小循環血流量(ラット)及び組織コラーゲン中の hydroxyproline

量を増加させ(モルモット)、創傷、炎症創の肉芽形成、血管再生

を促進する(マウス、ラット)。 

5) 実験的皮膚切創・欠損創(ラット)、熱傷創(ラット、ウサギ)及び

放射線障害創(ウサギ)の治癒促進作用を有し、軟膏においても実

験的皮膚切創・欠損創、熱傷、凍瘡に有効であった(ラット)。 

(3) ソルコセリル軟膏の二重盲検比較試験を含む臨床試験の成績を集計し

た結果、熱傷 62.9％(56/89)、凍瘡 58.7％(81/138)、放射線潰瘍 83.3％

(30/36)、褥瘡 42.6％(23/54)、下腿潰瘍 85.0％(17/20)、外傷 93.8％

(15/16)、術後創 97.6％(122/125)の有効率であった。 
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Ⅱ．名称に関する項目 
1．販売名 

(1) 和名 

 

 

ソルコセリル軟膏 5％ 

 

(2) 洋名 Solcoseryl ointment 5% 

 

(3) 名称の由来 開発会社ソルコバーゼル社(現レガシー社、スイス)に由来する。 

 

2．一般名 

(1) 和名(命名法) 

 

幼牛血液抽出物 

 

(2) 洋名(命名法) Deproteinized Calf Blood Extract 

 

(3) ステム 不明 

 

3．構造式又は示性式 

 

該当しない 

 

4．分子式及び分子量 

 

該当しない 

 

5．化学名(命名法) 該当しない 

 

6．慣用名、別名、略号、

記号番号 

 

慣 用 名：ソルコセリル(Solcoseryl) 

記号番号：SS-094(治験番号) 

7．CAS 登録番号 該当しない 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 
1．物理化学的性質 

(1) 外観・性状 

 

本品は淡かっ色澄明な塩味を有する液である。1mL 中に 40～45mg の乾燥

物質を含み、その約 30％は有機成分、約 70％は無機成分である。 

 

(2) 溶解性 該当しない 

 

(3) 吸湿性 該当しない 

 

(4) 融点(分解点)、 

沸点、凝固点 

 

該当しない 

 

(5) 酸塩基解離定数 該当しない 

 

(6) 分配係数 該当しない 

 

(7) その他の主な示性値 比重(20℃)：1.026 

浸透圧比：約 4(生理食塩液に対する比) 

 

2．有効成分の各種条件下

における安定性 

 

該当資料なし 

 

 

3．有効成分の確認試験法 「Ⅳ-10．製剤中の有効成分の確認試験法」参照 

 

4．有効成分の定量法 

 

「Ⅳ-11．製剤中の有効成分の定量法」参照 
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Ⅳ．製剤に関する項目 
1．剤 形 

(1) 投与経路 

 

 

経皮 

 

(2) 剤形の区別、規格 

及び性状 

 

・剤形の区別 

軟膏剤 

・規 格 

100g 中にソルコセリル 5g(5w/w％)を含有する。 

・性 状 

本剤は白色の親水性軟膏で、においはない。 

 

(3) 製剤の物性 

 

粘度、展延性などの物性：該当資料なし 

 

(4) 識別コード 

 

該当しない 

(5) pH、浸透圧比、粘度、

比重、安定な pH 域

等 

 

該当資料なし 

(6) 無菌の有無 

 

該当しない 

2．製剤の組成 

(1) 有効成分(活性成分)

の含量 

 

 

100g 中にソルコセリル 5g(5％)を含有する。 

 

(2) 添加物 

 

白色ワセリン、セタノール、コレステロール、パラオキシ安息香酸メチル、

パラオキシ安息香酸プロピル、精製水 

 

(3) 添付溶解液の組成 

及び容量 

 

該当しない 

3．用時溶解して使用する

製剤の調製法 

 

該当しない 

4．懸濁剤、乳剤の分散性

に対する注意 

 

該当しない 
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Ⅳ．製剤に関する項目

 
5．製剤の各種条件下 

における安定性 

室温保存における安定性 

  

確 認 試 験 
期 間 外  観 

UV スペクトル 呈色反応 

酸 素 
消費率 

N 含量

(mg/20g)

0 箇月 
白色無臭の

親水性軟膏

波長 245～255nm
に吸収の極大を、

220～230nm に吸

収の極小を示した

紫  色 

(ニンヒドリン試液) 
311％ 1.14 

1 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 294％ 1.18 
3 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 301％ 1.13 
6 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 318％ 1.11 

12 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 299％ 1.08 
24 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 315％ 1.06 
36 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 306％ 1.09 
48 箇月 変化なし 変化なし 変化なし 308％ 1.09 

6．溶解後の安定性 該当しない 

 

7．他剤との配合変化 

(物理化学的変化) 

 

該当しない 

 

8．溶出性 該当資料なし 

 

9．生物学的試験法 

 

該当しない 

 

10．製剤中の有効成分の 

確認試験法 

 

(1) 紫外可視吸光度測定法による。 

(2) 本品を水浴上で融解し、トルエン及び水を加えて振り混ぜ、静置した

後、トルエン層を除去する。残りの水層にニンヒドリン試液を加えて

加熱するとき、液は紫色を呈する。 

 

11．製剤中の有効成分の 

定量法 

 

窒素定量法(セミミクロケルダール法)による。 

 

12．力 価 

 

該当しない 

 

13．混入する可能性のある

夾雑物 

 

該当しない 

 

14．治療上注意が必要な 

容器に関する情報 

 

該当しない 

 

15．刺激性 

 

該当しない 

 

16．その他 該当しない 
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Ⅴ．治療に関する項目 
1．効能又は効果 ・熱傷・凍瘡の肉芽形成促進 

・放射線潰瘍・褥瘡・下腿潰瘍・外傷・一般手術創の肉芽形成促進 

 

2．用法及び用量 通常、1 日 1～2 回患部に塗布する。 

 

3．臨床成績 1～11) 

(1) 臨床データパッケージ

(2009 年 4 月以降承認

品目) 

 

 

該当しない 

 

(2) 臨床効果 1～11) 全国延べ 37 施設 478 例において実施された 2 種の二重盲検比較試験を

含む臨床試験の成績を集計した結果、次のような成績が得られた。 

疾  患 有 効 率 (％) 

熱 傷  62.9％ ( 56 例/ 89 例) 

凍 瘡  58.7％ ( 81 例/ 138 例) 

放 射 線 潰 瘍  83.3％ ( 30 例/ 36 例) 

褥 瘡  42.6％ ( 23 例/ 54 例) 

下 腿 潰 瘍  85.0％ ( 17 例/ 20 例) 

外 傷  93.8％ ( 15 例/ 16 例) 

術 後 創  97.6％ (122 例/ 125 例) 

  

(3) 臨床薬理試験： 

忍容性試験 

 

該当資料なし 

 

(4) 探索的試験： 

用量反応探索試験 

 

該当資料なし 
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Ⅴ．治療に関する項目

 
(5) 検証的試験 2,5) 

1) 無作為化並行 

用量反応試験 

 

 

該当資料なし 

 

2) 比較試験 二重盲検比較臨床試験 

プラセボを対照とした比較試験の結果、ソルコセリル軟膏 5％の有効性

が確認された。 

・第Ⅱ度・第Ⅲ度熱傷(1 日 1 回投与×8 週間)2) 
総 合 効 果 

対  象 
著効 有効

やや
有効

無効 悪化
合計 有効率＊ 

(％) 
U 検定 

ソルコセリル 12 26 14 15 1 68 55.9 
プ ラ セ ボ  7 16 13 25 4 65 35.4 

P＝0.007

＊：著効＋有効

%
ソルコセリル投与群

プラセボ投与群

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 週

(投与期間)

(改善率)

改善率(%)=
治癒症例＋著明改善症例

全　症　例
×100

 

図 改善率の経日変動 

・凍 瘡 5) 
投与 
期間 対  象 治癒

著明
改善

中等度
改 善

軽度
改善

不変 悪化 計 有 効 率

ソルコセリル 3 13 13 14 7 0 50 58.0％(29/50)
プ ラ セ ボ 2 12 7 17 14 3 55 38.2％(21/55)

計 5 25 20 31 21 3 105  
1 週 

検定結果 Zo=2.06167  p=0.03924※ 
ソルコセリル 11 10 15 10 4 1 51 70.6％(36/51)
プ ラ セ ボ 7 4 10 13 11 1 46 45.7％(21/46)

計 18 14 25 23 15 2 97  
2 週 

検定結果 Zo=2.40812  p=0.01604※ 
ソルコセリル 15 14 9 7 3 1 49 77.6％(38/49)
プ ラ セ ボ 12 6 9 12 8 1 48 56.3％(27/48)

計 27 20 18 19 11 2 97  
3 週 

検定結果 Zo=1.96461  p=0.04947※ 
ソルコセリル 27 5 7 5 4 0 48 81.3％(39/48)
プ ラ セ ボ 17 10 6 11 4 0 48 68.8％(33/48)

計 44 15 13 16 8 0 96  
4 週 

検定結果 Zo=1.75313  p=0.07958 

・検定は Mann-Whitney の U-検定による 
・有効率は治癒より中等度改善までを有効とした 
・※：p＜0.05 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 
(5) 検証的試験 2,5) 

3) 安全性試験 

 

 

該当資料なし 

 

4) 患者・病態別 

試験 

 

該当資料なし 

(6) 治療的使用 

1）使用成績調査・特定

使用成績調査(特別

調査)・製造販売後

臨床試験(市販後臨

床試験) 

 

 

該当資料なし 

 

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 

該当しない 
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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 

 

該当しない 

2．薬理作用 1,12～37) 

(1) 作用部位・ 

作用機序 12～37) 

 

作用機序は明確ではないが、次の作用が認められている。 

1) ミトコンドリアの呼吸を促進し、ATP 産生を高め、組織機能を賦活

する(in vitro)12～14)。 

2) 線維芽細胞増殖を促進する(in vitro)14～17)。 

3) 網内系機能を賦活する(マウス、ウサギ、ヒト)18～21)。 

4) 皮膚微小循環血流量(ラット)及び組織コラーゲン中の hydroxyproline 量

を増加させ(モルモット)、創傷、炎症創の肉芽形成、血管再生を促進

する(マウス、ラット)16,22～28)。 

5) 実験的皮膚切創・欠損創(ラット)、熱傷創(ラット、ウサギ)及び放射

線障害創(ウサギ)の治癒促進作用を有し、外用(軟膏剤)においても実

験的皮膚切創・欠損創、熱傷、凍瘡に有効であった(ラット)1,29～37)。

 

(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 1,12～14,16,21～

23,26,37) 

1． 組織呼吸促進作用 12～14) 

筋肉細胞および外側の筋膜が完全な状態で実験に使用できるラット

のヒラメ筋に電気刺激を加え、ソルコセリル添加時の酸素消費量変化を

検討した結果、対照群に比べて高い酸素消費活性が認められた(ラッ

ト)12)。 

 

組織呼吸促進作用(ラットのヒラメ筋) 

 
 

また、ミトコンドリアの呼吸促進作用(ラット)13)、細胞レベルにおい

ても細胞呼吸促進作用 13)および細胞増殖促進作用(チャイニーズハムス

ター線維芽細胞)14)が確認された。 

(μL O2/130g wet weight)

酸
素
消
費
量

20

10

10 20 30 40(min)

ソルコセリル添加群

対照群

(0.3mL)
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 
(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 1,12～14,16,21～

23,26,37) (つづき) 

 

2．創傷治癒の促進作用 

(1) 皮膚微小循環血流量におよぼす影響(ラット)22) 

ラットを用い皮膚微小循環血流量におよぼす影響を検討した結果、

ソルコセリルは皮膚微小循環血流量を著明に上昇させた。 

 

 

皮膚微小循環血流量におよぼす影響 
 

 
(2) 組織コラーゲン中のヒドロキシプロリン(Hyp)量におよぼす影響 

(モルモット)23) 

モルモットを用い、ソルコセリルの組織コラーゲン中の Hyp 量にお

よぼす影響を検討した結果、ソルコセリル投与により、Hyp 量の増加

が認められ、創傷治癒促進の可能性が示唆された。 

 

 

組織コラーゲン中の Hyp 量におよぼす影響(皮膚欠損創) 

※P＜0.05

ヒドロキシプロリン量(μg/mg)

20 30 40 50

対　 　 照　 　群

ソルコセリル投与群
※

(1mL/body,s.c.  7日間投与)

0

20

40

60

80

0 10 20 30 45 60 120 Time(min.)

Cinchophen注射群(300mg/kg)
Solcoseryl注射群(40mg/kg)
生食水注射群(中央の白線：平均値、斜線帯：S.D.)

静
注

(mL/min/100g)

血　

液　

量
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目

 
(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 1,12～14,16,21～

23,26,37) (つづき) 

 

(3) 創傷治癒におよぼす影響(ウサギ)16) 

ウサギを用い、ソルコセリルの創傷治癒におよぼす影響を検討した

結果、ソルコセリル投与により、肉芽形成が促進され、早期の切創面

の縫着促進作用が認められた。 

 

 

創傷治癒におよぼす影響(縫着促進作用) 

 
 

(4) 創傷治癒過程におよぼす影響(モルモット)37) 

モルモットを用い、実験的皮膚欠損創を作製し、創面の状態を経時

的に観察してソルコセリルの創傷治癒過程におよぼす影響を検討した

結果、ソルコセリル投与により、肉芽形成は促進され、治癒期間の短

縮が認められた。 

 

 

創傷治癒過程と創傷面積 

 

ソルコセリル投与群(2.0mL/day,s.c.)
※P＜0.05　※※P＜0.01  n＝10

対照群

50

100

150

200

250

2日目 3日目 5日目

(g/cm) 腹　　筋

※※

※

2日目 3日目 5日目

皮　　膚

※※

※※

2日目 3日目 5日目

大　　腸

※

縫　

着　

力

ソルコセリル
(0.5mL/body/day,i.m.)

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 26(day)

(cm2)

対　照

痂皮形成

肉芽形成

皮膚形成

創
傷
面
積
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 
(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 1,12～14,16,21～

23,26,37) (つづき) 

 

(5) 皮膚血管再生におよぼす影響(ラット・背部皮弁)26) 

ラット背部皮弁を用い、ソルコセリルの皮膚血管再生におよぼす影響

を検討した結果、ソルコセリル投与により、生存皮弁の伸長が認められ

た。また、血管造影により、皮膚血管の再生促進が確認された。 

 

 

皮膚血管再生におよぼす影響(生存皮弁の伸長率) 

 

 
(6) 放射線照射による皮膚・粘膜障害の瘢痕治癒に対する作用(ウサギ)1) 

ウサギを用い、腟内に 60Co 棒を挿入してソルコセリルの放射線大量

照射におよぼす影響を検討した結果、ソルコセリルは皮膚・粘膜の炎

症および潰瘍形成を抑制し、瘢痕治癒を促進した。 

 

 

皮膚・粘膜障害に対する作用(外陰部所見) 

 

対　　　照　　　群

ソルコセリル投与群
(0.4mL/kg/day)

ソルコセリル投与群
(4mL/kg/day)

ソルコセリル投与群
(8mL/kg/day)

50 100 150

i.p.  7日間投与

生存皮弁の伸長率
投与後の生存皮弁の長さ
術後血管支配皮弁の長さ

（%）

対　照　群
ソルコセリル投与群
(1mL/body/day,i.m.)
60Co照射（膣内）
総放射線量：約39,000r

発　　　赤 腫　　　脹

周囲の浮腫

-5 -3 7 14 21 28(days)0

脱　　　毛

潰 瘍 形 成 壊 死 傾 向

瘢　　　痕

-5 -3 7 14 21 28(days)0

-5 -3 7 14 21 28(days)0

-5 -3 7 14 21 28(days)0

-5 -3 7 14 21 28(days)0

-5 -3 7 14 21 28(days)0 -5 -3 7 14 21 28(days)0
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目

 
(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 1,12～14,16,21～

23,26,37) (つづき) 

3．細網内皮系におよぼす影響(マウス)21) 

マウスを用い、グリチルリチン 59Fe コロイドによる細網内皮系機能

検査の結果、ソルコセリルは細網内皮系細胞の貪食率を軽度に上昇さ

せ、鉄利用代謝能の面でも細網内皮系の鉄代謝機能の賦活作用が認め

られた。 

 

 

細網内皮系におよぼす影響 

 

(3) 作用発現時間・ 

持続時間 

該当資料なし 

 

 

ソルコセリル添加群

0.2mL0.02mL0.002mL
対照群

ソルコセリル添加群

0.2mL0.02mL0.002mL
対照群

30

40

50

60

70

80

貪　
　

食　
　

率

(%)

30

40

50

60

70

80

細
網
内
皮
系
鉄
代
謝
利
用
率

(%)
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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 

 

 

該当資料なし 

(2) 高血中濃度 

到達時間 

 

該当資料なし 

 

(3) 臨床試験で確認され

た血中濃度 

 

該当資料なし 

(4) 中毒域 該当資料なし 

 

(5) 食事・併用薬の 

影響 

 

該当資料なし 

 

(6) 母集団(ポピュレー

ション)解析により

判明した薬物体内動

態変動要因 

 

該当資料なし 

 

2．薬物速度論的 

パラメータ 

(1) コンパートメント 

モデル 

 

 

 

該当資料なし 

 

(2) 吸収速度定数 該当資料なし 

 

(3) バイオアベイラビリ

ティ 

 

該当資料なし 

 

(4) 消失速度定数 

 

該当資料なし 

 

(5) クリアランス 該当資料なし 

 

(6) 分布容積 該当資料なし 

 

(7) 血漿蛋白結合率 該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
3．吸 収 該当資料なし 

 

4．分 布 

(1) 血液－脳関門通過性 

 

該当資料なし 

 

(2) 血液－胎盤関門 

通過性 

 

該当資料なし 

 

(3) 乳汁への移行性 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 38) 

該当資料なし 

＜参考＞ マウスにおける経口投与時の分布 38) 

Wiltzbach 法に従って標識した 3H-ソルコセリルをマウスに経口投与

30 分後に 3H の臓器内分布を検討したところ、胃、小腸において高濃度

に、肝臓、心筋、肺、脾臓、骨髄、皮膚、胸腺、唾液腺、精巣において

中濃度に、大脳皮質、筋肉においてやや低濃度に、それぞれ分布が認め

られた。 

 

5．代 謝 

(1) 代謝部位及び 

代謝経路 

 

 

該当資料なし 

(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 

 

該当資料なし 

 

(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 39) 

(1) 排泄部位及び経路 

(2) 排泄率 

(3) 排泄速度 

 

該当資料なし 

＜参考＞ ラットにおける皮下投与時の排泄 39) 

3H-ソルコセリルを雄性 Wistar 系ラットに皮下投与し、尿中、糞中排泄

を経時的に測定した。 

ソルコセリルの排泄は 4 時間後 55％(尿中 54％、糞中 1％)、8 時間後

75％(尿中 67％、糞中 8％)、12 時間後 83％(尿中 73％、糞中 10％)、

24 時間後 94％(尿中 78％、糞中 16％)および 48 時間後 96％(尿中 80％、

糞中 16％)であった。 

 

 

3H-ソルコセリルの尿中及び糞中排泄(ラット、皮下投与) 

 

7．透析等による除去率 

 

該当資料なし 

 

  

50

100

4 8 12 24 48(hr.)

(%)

排　

泄　

率

尿 中

糞 中
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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 

 
 

 禁忌(次の患者には投与しないこと) 

本剤又は牛血液を原料とする製剤(フィブリノリジン、ウシトロンビ

ン)に対し、過敏症の既往歴のある患者 

2． 禁忌内容とその理由 

(原則禁忌を含む) 

 

3． 効能又は効果に関連す

る使用上の注意とその

理由 

 

該当しない 

 

4． 用法及び用量に関連す

る使用上の注意とその

理由 

 

該当しない 

 

5． 慎重投与内容とその 

理由 

 

該当しない 

 

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 

 

7． 相互作用 

(1) 併用禁忌と 

その理由 

 

 

該当しない 

 

(2) 併用注意と 

その理由 

 

該当しない 

 

8． 副作用 

(1) 副作用の概要 40～47)

 

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

いないため、発現頻度は承認時及び文献報告(1975 年まで)を集計して

いる。副作用評価可能症例は 1260 例であり、副作用発現率は 1.1％(14

例)であった。副作用は疼痛 0.9％、有痛性刺激 0.2％、刺激感 0.1％で

あった。 

  

(2) 重大な副作用と 

初期症状 

 

該当しない 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目

 
(3) その他の副作用 

 
頻度

分類 
0.1～5％未満 頻度不明 

過 敏 症注1)  過敏症状 
皮 膚 局所の刺激感  

注 1) 症状が発現した場合には投与を中止すること。 

 

(4) 項目別副作用発現

頻度及び臨床検査

値異常一覧 1～11,40～

47) 

調 査 症 例 数： 1,260 例 

副作用発現症例数： 14 例 

副作用の種類 発現件数

疼 痛 11 

有 痛 性 刺 激  2 

刺 激 感  1 

  

(5) 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 

 

該当しない 

 

(6) 薬物アレルギーに

対する注意及び試

験法 

 

本剤又は牛血液を原料とする製剤(フィブリノリジン、ウシトロビン)に対

し、過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。 

 

9． 高齢者への投与 

 

該当しない 

 

10． 妊婦、産婦、授乳婦等

への投与 

 

該当しない 

 

11． 小児等への投与 

 

該当しない 

 

12． 臨床検査結果に及ぼす 

影響 

 

該当しない 

 

13． 過量投与 該当しない 

 
 

適用上の注意 

使用時：眼には使用しないこと。 

14．適用上の注意  

 

15．その他の注意 

 

該当しない 

 

16．その他 該当しない 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目 
1．薬理試験 

(1) 薬効薬理試験 

 

 

「Ⅵ．薬効薬理に関する項目」参照 

 

(2) 副次的薬理試験 

 

該当資料なし 

 

(3) 安全性薬理試験 48,49)

 

ソルコセリルの一般薬理作用の検討の結果、中枢作用はなく、大量静注

で降圧、心拍数の減少を認めたほかは著変はなかった。きわめて高濃度(in 

vitro)あるいは大量(in vivo)で平滑筋の自発運動の亢進を認めたが、自律神

経系への作用はなかった 48,49)。 
 

 

 

試 験 項 目 試 験 方 法 使用動物 投与経路 結   果 

Beh av ior 観察 一般症状観察 
雄性 ddN 系

マウス 

p.o. 
s.c. 
i.v. 

大適用可能量 50mL/kg(p.o.,s.c.)
及び 25mL/kg(i.v.)まで投与した結

果、立毛、沈うつ、洗顔運動などが

若干認められたが、死亡例は認めら

れなかった。 

熱板法(温湯法) 鎮痛作用は認められなかった。 

電気刺激法 鎮痛作用は認められなかった。 鎮 痛 作 用 

p-Benzoquinone 法

雄性 ddN 系 
マウス 

p.o. 

鎮痛作用は認められなかった。 

自発運動 
0.25mL/kg、1.25mL/kg でやや減少、

2.5mL/kg、12.5mL/kg でやや増加の

傾向が認められた。 
自 発 運 動 に 
及 ぼ す 影 響 

回転籠法 

雄性 ddN 系 
マウス 

p.o. 
5mL/kg までの投与でやや増加傾向

が認められた。 

単独作用 軽度の短縮が認められた。 
睡 眠 時 間 に 
及 ぼ す 影 響 

ペントバル

ビタール 併用作用
(Thérap)

雄性 ddN 系 
マウス 

p.o. 
顕著な変化は認められなかった。 

体 温 に 
及 ぼ す 影 響 

直腸温 
雄性 Donryu 系

ラット 
p.o. 

5mL/kg 以下では影響が認められな

かったが、12.5mL/kg で体温下降が

認められた。 

ネ コ 
ネコ：軽度の血圧上昇後、一過性の

血圧下降、心拍数の減少、呼吸数の

増加が認められた。 
血圧、呼吸および

心 拍 数 に 
及 ぼ す 影 響 

観血的測定法 

イ ヌ 

i.v. 
イヌ：血圧下降、呼吸数の増加、心

拍数の減少が認められた。 
心 房 に 
及 ぼ す 影 響 

摘出心房標本 モルモット in vitro
4×10-8g/mL で収縮力の増強、4×
10-4g/mL で抑制が認められた。 

腸管 

平 滑 筋 に 
及 ぼ す 影 響 

Magnus 法 
子宮 

モルモット in vitro

わずかな自発運動の亢進を認めたも

のの痙縮作用はほとんど認められな

かった。また、抗 Hist、抗 Ach、抗

BaCl2、抗 5-HT 作用は認められなか

った。 
生体位胃腸運動

に 及 ぼ す 影 響 
ゴム球法 イヌ i.v. 顕著な変化は認められなかった。 

硫酸バリウム 消化管輸送能に 
及 ぼ す 影 響 炭素末乳剤 

Donryu 系 
ラット 

p.o. 
s.c. 

消化管移行率の亢進が認められた。

瞳 孔 に 
及 ぼ す 影 響 瞳孔径測定法 ウサギ 点眼 顕著な変化は認められなかった。 

ホローグラス法  血 液 凝 固 に 
及 ぼ す 影 響  試験管法 

ウサギ  p.o. 
s.c.  

1mL/kg で凝固時間の短縮、2.5mL/kg
で遅延傾向が認められた。 

    

(4) その他の薬理試験 該当資料なし 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目

 
 

雌雄性 ddN 系マウスおよび Donryu 系ラットを用いてソルコセリルの静脈

内、皮下および経口投与によるLD50値を検討した結果、下記の様であった48,49)。

 

ソルコセリルの LD50 値(mL／kg)(1 週間観察) 

マウス ラット 使用動物

     性 
投与経路 雄 雌 雄 雌 

静 脈 内 投 与  50＜  50＜  10＜  10＜ 
皮 下 投 与  50＜  50＜  20＜  20＜ 

 

経 口 投 与  100＜  100＜  30＜  30＜ 

2．毒性試験 

(1) 単回投与 

毒性試験 48,49) 

 ●中毒症状 

1) マウス 

静脈内および経口投与による大量群では投与直後から数時間

立毛、うずくまりの状態がみられたが 4 時間後には回復し死亡例

はなかった。 

皮下投与においても変化はみられなかった。 

2) ラット 

各経路とも 大投与可能量でも中毒症状はなく、1 例の死亡も

認められなかった。 

 

(2) 反復投与 

毒性試験 50,51) 

1) ラット 3 ヵ月反復投与毒性試験 50) 

(雌雄性 Donryu 系ラット、ソルコセリル 5、10、20mL/kg/day、3 ヵ月

間皮下投与) 

10mL/kg 以上投与群で雄の体重増加抑制、雌雄で血液学的変化(赤血

球・ヘモグロビン量減少、GOT・GPT・血糖値変化)、細胞内皮系細胞

の増生に伴う増殖性脾炎、骨髄の赤芽球系と骨髄芽球系との比率変化等

が認められた。 

 

2) ラット 6 ヵ月反復投与毒性試験 51) 

(雌雄性 Donryu 系ラット、ソルコセリル 1.25、2.5、5mL/kg/day、6

ヵ月間皮下投与) 

体重、血液学的所見にラット 3 ヵ月反復投与毒性試験と同様の傾向が

認められた。しかしその程度についてははるかに少なかった。 

 

(3) 生殖発生毒性試験 52) 

 

器官形成期投与試験 52) 

(ddN 系マウス：ソルコセリル 1、20、50mL/kg/day、胎齢 9 日目より 6

日間皮下投与、Donryu 系ラット：ソルコセリル 1、10、30mL/kg/day、

胎齢 7 日目より 6 日間皮下投与) 

マウス大量投与で口蓋裂 1 例を認めたが、マウスおよびラットともに

母体重、胎児重量、胚死亡率、育生児の発育等に著変を認めず、催奇形

作用は示唆されなかった。 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目

 
(4) その他の 

特殊毒性 48,49,53) 

 

1) 溶血性 

赤石法により検討した結果、溶血性は認められなかった。 

 

2) 組織障害性 

雄性白色ウサギを用い、大腿外側広筋および脊柱仙棘筋内への局所刺

激性、眼粘膜刺激性を検討した結果、ソルコセリルには薬物刺激性、障

害性は認められなかった。 

 

3) その他の特殊毒性(抗原性など)48,49,53) 

ソルコセリルは血液抽出製剤であることから、その安全性を確認する

ために、一般症状観察(マウス)、Histamine 様物質試験(ネコ)および抗

原性試験(モルモット、ウサギ)を行った結果、Histamine 様物質の含有、

アナフィラキシー反応は認められなかった 48,49)。 

モルモットにおける能動的全身性アナフィラキシー反応、

Schultz-Dale 反応および Arthus 反応、ウサギにおける Shwartzman

反応のいずれにおいても、ソルコセリルの抗原性は認められなかった。

また、ソルコセリル、ウシ血清アルブミン、ウシ血清で感作したウサギ

の血清を用いて、重層法による沈降反応、受身皮膚アナフィラキシー反

応および受身血球凝集反応を検討した結果、ソルコセリルの抗体を検出

することはできなかった 53)。 

 

 その他の特殊毒性(抗原性など) 

試 験 項 目 試 験 方 法 結   果 

一般症状観察 
雄性 ddN マウス使用 
2mL/kg 静脈内投与 
(臨床用量の 30 倍) 

投与後 1 週間まで一般症状観察及び
死亡の有無を観察したが、著明な症状
は認められず、死亡例もなかった。 

Histamine 様物質試験 雌雄ネコ使用 
静脈内投与による血圧試験 

Histamine 様作用は認められなかっ
た。 

shock 症状の観察 anaphylactic shock 症状は観察され
ず、死亡例もなかった。 

心電図所見 anaphylactic shock 時の所見は認め
られなかった。 

Schultz-Dale 反応 

雄性モルモット使用 
隔日 3 回筋注感作適用から 
3 週間後に試験 

腸管収縮は認められず、Histamine
に対しても正常の収縮を示した。 

 

抗

原

性

試

験 

受身皮膚アナフィ
ラキシー反応 

雄性ウサギ使用 
隔日 5 回足蹠皮下注感作  
適用から 3 週間後に試験  
被験動物雄性モルモットに静脈
内投与で試験 

原液及び高濃度で上皮親和性抗体産
生能がわずかに認められたが、感作量
が多く、危険性との結びつきは考えが
たい。 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 
1．規制区分 

 

製  剤： 該当しない 

(脚注：幼牛血液抽出物であるが、経皮投与により使用される製

剤は除外のため、生物由来製剤に該当しない。) 

有効成分： 該当しない 

 

2．有効期間又は使用期限

 

使用期限 3 年 

 

3．貯法・保存条件 室温保存 

 

4．薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱いに

ついて 

 

 

該当しない 

 

(2) 薬剤交付時の注意 

(患者等に留意すべき

必須事項等) 

 

「Ⅷ.-14. 適用上の注意」の項を参照。 

 

5．承認条件等 該当しない 

 

6．包 装 チューブ：20g×10 

ポリ容器：500g 

 

7．容器の材質 
 

包装形態 容器本体 中 栓 キャップ 

チューブ アルミニウム －－－ ポリエチレン 

ポリ容器 ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン 

  

8．同一成分・同効薬 同一成分薬： なし 

同  効  薬     ： イサロパン外用散 

 

9．国際誕生年月日 

 

不明 

10．製造販売承認年月日 

及び承認番号 

承認年月日： 2006 年 8 月 24 日(販売名変更による)[注] 

承 認 番 号： 21800AMX10814000 

[注] 旧 販 売 名 ：ソルコセリル軟膏 

 承認年月日 ：1963 年 12 月 16 日 

 

11．薬価基準収載年月日 2006 年 12 月 8 日(販売名変更による)[注] 

[注] ソルコセリル軟膏：1965 年 11 月 1 日 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目

 
12．効能又は効果追加、用

法及び用量変更追加等

の年月日及びその内容

 

該当しない 

 

13．再審査結果、再評価結

果公表年月日及びその

内容 

 

再評価結果公表年月日： 1979 年 2 月 2 日 

内容：効能又は効果の一部変更 

＜変更前＞ 

放射線潰瘍・褥瘡・下腿潰瘍・外傷・剥爪創(瘭疽)・凍瘡・熱傷・火傷・

一般手術創の肉芽形成促進 

＜変更後＞ 

○熱傷・凍瘡の肉芽形成促進 

○放射線潰瘍・褥瘡・下腿潰瘍・外傷・一般手術創の肉芽形成促進 

 

14．再審査期間 該当しない 

 

15．投薬期間制限医薬品に

関する情報 

本剤は投薬期間に上限が設けられている医薬品に該当しない。 

 

16．各種コード 
 

販売名 HOT(9 桁)番号
厚生労働省薬価基準 
収載医薬品コード 

レセプト電算コード

ソルコセリル 
軟膏 5％ 

106692001 2699950M1030 620004807 

  

17．保険給付上の注意 該当しない 
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