
になってから、「ああ、あれは新型、つ
まり適応障害の要素が強かったな」と、
修正せざるを得ないことも最近非常に
しばしばあります。

　池田　なかなか難しい問題ですけれ
ども、何となくイメージがわかってき
たような気がします。ありがとうござ
いました。

　池田　ビタミンB12の適切血中濃度に
ついての質問ですが、この測定は保険
診療範囲内なのでしょうか。
　田中　保険収載されていまして、155
点です。
　池田　これは、いわゆる正常値とい
いますか、薬をのんだ場合に、ある程
度のレンジは決められているのでしょ
うか。
　田中　今回、この質問をいただきまし
て、改めて大手の検査会社の資料を見
たのですが、だいたい200～900pg/mL
程度と書いてあるものが多かったです。
　池田　もともと体内にもあると思う
のですけれども、薬をのまない方でも
このくらいのレンジに収まっていると

いう意味なのでしょうか。それとも、
のめばこのくらいになるべきだという
基準なのでしょうか。
　田中　ビタミンB12は体内にたくさん
蓄積があります。したがって、服用直
後、血中濃度は上がりますが、服用後
すぐに非常に低いところまで下がると
いうビタミンではありません。まずま
ずその人なりの一定の値を保つのでは
ないかと思います。
　池田　例えば、薬物治療、ビタミン
B12の治療を始めるときに、前もって血
中濃度を測っておく必要はあるのでし
ょうか。
　田中　測っていないよりは、あった
ほうがよかろうと思いますが、先ほど

ビタミンB12投与時の注意点

京都女子大学家政学部食物栄養学科教授
田　中　　清

（聞き手　池田志斈）

　ビタミンB12摂取時の注意点についてご教示ください。
　悪性貧血等のビタミンB12欠乏症には、ビタミンB12製剤が投与されます。また、
神経病や難聴でビタミンB12製剤を長期投与されている患者さんの血中ビタミン
B12濃度が基準値で測定できないほど上昇しているケースを目にします。このよ
うな場合に有害性はないものかも含めてご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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申し上げました200～900pg/mLといい
ますのもよく根拠がわからない数字で
して、これを１でも下回っていればだ
めとか、あるいは900pg/mLを１でも
上回っていたら障害があるとか、そう
いうものではないと思います。非常に
低ければ欠乏の疑いという程度の参考
にはなるかと思います。
　池田　内服して様子を見るわけです
けれども、ビタミンB12の吸収の様式は
わかっているのでしょうか。
　田中　水溶性のビタミンは９種類あ
りますが、おそらくビタミンB12が一番
変わっていると思います。まず胃の中
で胃酸によって食品から切り出されま
す。胃酸と同じ壁細胞から分泌された
内因子という特殊な蛋白質に結合し、
B12内因子の複合体が回腸末端の特異的
な吸収部位から吸収されるという、非
常に特殊な吸収形態になっています。
　池田　例えば、胃酸、内因子、回腸
の一部、この３つの一部でも欠けると、
吸収が悪くなったり、吸収しなくなっ
たりするという考え方なのでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりで、例えば
胃を全摘してしまいますと、内因子も
胃酸もなくなります。ご高齢の方です
と胃粘膜の萎縮がありますし、あるい
はクローン病のように回腸末端が障害
されるような病気ですとか、そういう
ものは当然B12の吸収障害の重大な危険
因子になってくると思います。
　池田　例えば、胃のpHを上げてし

まうような内服薬とか、食物などがあ
りますけれども、そういったものの兼
ね合いもビタミンB12の吸収に関係して
いるのでしょうか。
　田中　PPI（プロトンポンプ阻害薬）
を長期使う場合には、塩酸分泌低下に
より、少なくとも食品からのビタミン
B12の切り出しがうまくいかないであろ
うことは想定されます。
　池田　PPIをずっとのんでいる方と
いうのは、逆にいいますと、時々ビタ
ミンB12の血中濃度を測ったりすること
が必要になるのでしょうか。
　田中　おっしゃるように、ほとんど
そういうことは臨床で行われていない
と思いますし、日本でビタミンB12が足
りない人が例えば高齢者でどれぐらい
の割合、というのはあまりデータがな
いと思いますが、検討してみる価値は
あるかもしれません。
　池田　検査値で出てくるビタミンB12
の不足あるいは欠乏だと思うのですけ
れども、それは貧血というかたちで検
出されるのでしょうか。
　田中　ビタミンB12欠乏の臨床症状と
しては、一つは貧血と、もう一つが神
経症状になるかと思います。貧血に関
しては、大球性・巨赤芽球性貧血にな
りますので、例えばMCVでいいます
と100fLを超えてくるのが一つの目安
になるかと思います。ただ、MCVは
簡単で、非常にいいスクリーニングの
指標になりますが、同時に鉄欠乏を合

併していたりするとMCVは高値とは
なりません。ですから、MCVが万能
とも言いにくいところがあります。
　あと、海外の文献などには、貧血は
大したことないのに、神経症状が実は
B12欠乏のせいであったという例も少な
くないから要注意、ということも書い
てあります。
　池田　複雑な病態になるのですね。
もう一つ質問したいのは、例えば回腸
の一部がいろいろな状態で失われると、
ビタミンB12の吸収は起こらないのでし
ょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
回腸末端にB12内因子の特異的吸収部位
がありますので、そこがもし失われて
しまうと、そのルートでは吸収できな
いことになります。ただし、研究があ
まり進んではいませんが、おそらく小
腸全体に非特異的な吸収のメカニズム
があります。こちらは吸収率が１～２
％という低い数字なのですが、一応吸
収されるので、大量投与した場合には
非特異的なルートから吸収しうると考
えられていると思います。
　池田　そういう意味では、大量にの
むのは一つは意味があることですけれ
ども。
　田中　臨床現場でわりと大量の薬が
処方されているのは、そういうことも
あるかと思います。
　池田　大量に投与されて、すごく血
中濃度が高くなった場合、有害事象は

ないのでしょうか。
　田中　まず医薬品に関しては、B12製
剤の添付文書を見ても、副作用の欄に
は悪心とか、そういう非特異的な事象
しか書かれていません。それから栄養
素としてのビタミンB12をどれぐらい摂
るべきかは、日本人の食事摂取基準と
いう厚生労働省が出している資料に示
されていますが、その中でも、ミリグ
ラム単位で投与したが、有害事象は報
告されていないことから、これ以上摂
らないようにという数値（耐容上限量）
は定められていません。そういう意味
では非常に安全性の高いビタミンと考
えてよいかと思います。
　池田　例えば吸収が悪い方もいらっ
しゃるでしょうし、一方、大量にのん
でも副作用も出ないということであれ
ば、ある程度大量に投与したほうが効
果も期待できるのでしょうか。
　田中　特に高齢の方などですと、大
量投与する意味は十分あるかと思いま
す。
　池田　B12は吸収されて血中濃度が上
がりますけれども、大量のB12はどのよ
うに代謝されていくのでしょうか。
　田中　まず細胞内に入ると、ビタミ
ンB12は人間の場合、２つの酵素の補酵
素として働いています。１つはメチル
B12というかたちで、これは葉酸と協同
して、ホモシステインからメチオニン
への代謝にかかわってきます。ですか
ら、B12が足りなくなると、ホモシステ
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申し上げました200～900pg/mLといい
ますのもよく根拠がわからない数字で
して、これを１でも下回っていればだ
めとか、あるいは900pg/mLを１でも
上回っていたら障害があるとか、そう
いうものではないと思います。非常に
低ければ欠乏の疑いという程度の参考
にはなるかと思います。
　池田　内服して様子を見るわけです
けれども、ビタミンB12の吸収の様式は
わかっているのでしょうか。
　田中　水溶性のビタミンは９種類あ
りますが、おそらくビタミンB12が一番
変わっていると思います。まず胃の中
で胃酸によって食品から切り出されま
す。胃酸と同じ壁細胞から分泌された
内因子という特殊な蛋白質に結合し、
B12内因子の複合体が回腸末端の特異的
な吸収部位から吸収されるという、非
常に特殊な吸収形態になっています。
　池田　例えば、胃酸、内因子、回腸
の一部、この３つの一部でも欠けると、
吸収が悪くなったり、吸収しなくなっ
たりするという考え方なのでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりで、例えば
胃を全摘してしまいますと、内因子も
胃酸もなくなります。ご高齢の方です
と胃粘膜の萎縮がありますし、あるい
はクローン病のように回腸末端が障害
されるような病気ですとか、そういう
ものは当然B12の吸収障害の重大な危険
因子になってくると思います。
　池田　例えば、胃のpHを上げてし

まうような内服薬とか、食物などがあ
りますけれども、そういったものの兼
ね合いもビタミンB12の吸収に関係して
いるのでしょうか。
　田中　PPI（プロトンポンプ阻害薬）
を長期使う場合には、塩酸分泌低下に
より、少なくとも食品からのビタミン
B12の切り出しがうまくいかないであろ
うことは想定されます。
　池田　PPIをずっとのんでいる方と
いうのは、逆にいいますと、時々ビタ
ミンB12の血中濃度を測ったりすること
が必要になるのでしょうか。
　田中　おっしゃるように、ほとんど
そういうことは臨床で行われていない
と思いますし、日本でビタミンB12が足
りない人が例えば高齢者でどれぐらい
の割合、というのはあまりデータがな
いと思いますが、検討してみる価値は
あるかもしれません。
　池田　検査値で出てくるビタミンB12
の不足あるいは欠乏だと思うのですけ
れども、それは貧血というかたちで検
出されるのでしょうか。
　田中　ビタミンB12欠乏の臨床症状と
しては、一つは貧血と、もう一つが神
経症状になるかと思います。貧血に関
しては、大球性・巨赤芽球性貧血にな
りますので、例えばMCVでいいます
と100fLを超えてくるのが一つの目安
になるかと思います。ただ、MCVは
簡単で、非常にいいスクリーニングの
指標になりますが、同時に鉄欠乏を合

併していたりするとMCVは高値とは
なりません。ですから、MCVが万能
とも言いにくいところがあります。
　あと、海外の文献などには、貧血は
大したことないのに、神経症状が実は
B12欠乏のせいであったという例も少な
くないから要注意、ということも書い
てあります。
　池田　複雑な病態になるのですね。
もう一つ質問したいのは、例えば回腸
の一部がいろいろな状態で失われると、
ビタミンB12の吸収は起こらないのでし
ょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
回腸末端にB12内因子の特異的吸収部位
がありますので、そこがもし失われて
しまうと、そのルートでは吸収できな
いことになります。ただし、研究があ
まり進んではいませんが、おそらく小
腸全体に非特異的な吸収のメカニズム
があります。こちらは吸収率が１～２
％という低い数字なのですが、一応吸
収されるので、大量投与した場合には
非特異的なルートから吸収しうると考
えられていると思います。
　池田　そういう意味では、大量にの
むのは一つは意味があることですけれ
ども。
　田中　臨床現場でわりと大量の薬が
処方されているのは、そういうことも
あるかと思います。
　池田　大量に投与されて、すごく血
中濃度が高くなった場合、有害事象は

ないのでしょうか。
　田中　まず医薬品に関しては、B12製
剤の添付文書を見ても、副作用の欄に
は悪心とか、そういう非特異的な事象
しか書かれていません。それから栄養
素としてのビタミンB12をどれぐらい摂
るべきかは、日本人の食事摂取基準と
いう厚生労働省が出している資料に示
されていますが、その中でも、ミリグ
ラム単位で投与したが、有害事象は報
告されていないことから、これ以上摂
らないようにという数値（耐容上限量）
は定められていません。そういう意味
では非常に安全性の高いビタミンと考
えてよいかと思います。
　池田　例えば吸収が悪い方もいらっ
しゃるでしょうし、一方、大量にのん
でも副作用も出ないということであれ
ば、ある程度大量に投与したほうが効
果も期待できるのでしょうか。
　田中　特に高齢の方などですと、大
量投与する意味は十分あるかと思いま
す。
　池田　B12は吸収されて血中濃度が上
がりますけれども、大量のB12はどのよ
うに代謝されていくのでしょうか。
　田中　まず細胞内に入ると、ビタミ
ンB12は人間の場合、２つの酵素の補酵
素として働いています。１つはメチル
B12というかたちで、これは葉酸と協同
して、ホモシステインからメチオニン
への代謝にかかわってきます。ですか
ら、B12が足りなくなると、ホモシステ
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インからメチオニンへの代謝が障害さ
れるので、高ホモシステイン血症が起
こり、動脈硬化や骨折の危険因子とさ
れています。もう一つはアデノシルB12
というかたちに代謝され、これは脂肪
酸の代謝酵素のメチルマロニルCoAム
ターゼの補酵素です。メチルマロニル
CoAムターゼについては、神経系に必
要な経路であり、神経障害とかかわっ
ていると考えられています。
　池田　体内でビタミンB12をストック
している臓器はあるのでしょうか。
　田中　１日の摂取量はだいたい、マ
イクログラムレベルですが、肝臓にミ
リグラムレベルの超大量が蓄えられて
います。したがって、例えば胃を切除
するとB12の吸収障害が起こり、B12の
バランスは負になりますが、実際に貧
血が起こるのは数年後とされています。
ですから、肝臓のストックが空っぽに
なるまでは少なくとも重症の貧血は顕
在化しないことになります。
　池田　逆に、B12の吸収が悪くなった
りすると、肝臓から血中に供給されま
すが、その際、血中濃度を維持しよう
とするのでしょうけれども、そういう
状態があるということと、例えば帯状
疱疹後の神経痛とか、それでビタミン
B12を投与するという、この整合性はど
うなっているのでしょうか。
　田中　先ほど申し上げたように、B12
の欠乏、不足の場合に起こる症状とし
ては貧血と神経症状ですが、神経系に

関しては、例えばホモシステイン高値
がニューロンの死につながるとか、ア
ルツハイマー病と関連するという論文
もあります。また、例えば軸索の髄鞘
形成のところにB12の補酵素としてかか
わる酵素がかかわっているという報告
があります。したがって、B12が重症に
欠乏すると髄鞘形成が障害されること
が報告されていますので、神経障害を
起こしているときに大量のB12を投与す
ることは、もしかしたらそちらの面か
ら効いている可能性もあると思います。
　池田　例えば、B12吸収障害がない方
ですと、肝臓にもストックがあるわけ
ですから、血中濃度はある程度あると
思うのですけれども、それをもとに神
経の再生を助けるとか、そういうレベ
ルなのでしょうか。正常な方でB12を摂
っていない方の血中濃度ですけれども。
　田中　そこはなかなか難しいポイン
トで、先ほど来話題に出ていますよう
に、肝臓にたくさんのストックがあり
ますので、血液中のレベルが、例えば
数日、B12を取らなかったらすぐに低下
するということは起こりません。例え
ば200～900pg/mLを一応基準値とし
たときに、100pg/mL以下といったら、
これは本当に低いと思います。ただ、
200pg/mLを超えていたら、その人は
B12欠乏の可能性ゼロとはとてもいえな
いと思います。海外の成書などを見て
も、あなたの病院の基準値を一見上回
っているように見えても、臨床的に疑

わしければ、試しにB12をやってみるの
も一つの方法とまで書かれています。
ですから、B12の血液中の濃度の基準値
というのは、この範囲から１でもはみ
出したら異常という基準値とはとても
思えません。安全なビタミンでもあり、
必要があったら、投与するのも一つの
手かと思います。
　池田　それも含めて安全性が高い薬
なので、吸収の不良が背後に隠れてい
る可能性も含めて、大量に投与してお
いたほうが患者さんにとってよいと。

　田中　安全性が高いですから。それ
と、先ほどの話に少し戻りますけれど
も、重症のB12欠乏では悪性貧血が起こ
りますが、それより程度が軽くても、
ホモシステインが高くなるとか、いろ
いろ健康上のリスクになる可能性もあ
りますし、高齢者などは非常に足りな
い人が多いと予想されますので、そう
いう点からももっとB12は注目されても
いいのではないかと思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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インからメチオニンへの代謝が障害さ
れるので、高ホモシステイン血症が起
こり、動脈硬化や骨折の危険因子とさ
れています。もう一つはアデノシルB12
というかたちに代謝され、これは脂肪
酸の代謝酵素のメチルマロニルCoAム
ターゼの補酵素です。メチルマロニル
CoAムターゼについては、神経系に必
要な経路であり、神経障害とかかわっ
ていると考えられています。
　池田　体内でビタミンB12をストック
している臓器はあるのでしょうか。
　田中　１日の摂取量はだいたい、マ
イクログラムレベルですが、肝臓にミ
リグラムレベルの超大量が蓄えられて
います。したがって、例えば胃を切除
するとB12の吸収障害が起こり、B12の
バランスは負になりますが、実際に貧
血が起こるのは数年後とされています。
ですから、肝臓のストックが空っぽに
なるまでは少なくとも重症の貧血は顕
在化しないことになります。
　池田　逆に、B12の吸収が悪くなった
りすると、肝臓から血中に供給されま
すが、その際、血中濃度を維持しよう
とするのでしょうけれども、そういう
状態があるということと、例えば帯状
疱疹後の神経痛とか、それでビタミン
B12を投与するという、この整合性はど
うなっているのでしょうか。
　田中　先ほど申し上げたように、B12
の欠乏、不足の場合に起こる症状とし
ては貧血と神経症状ですが、神経系に

関しては、例えばホモシステイン高値
がニューロンの死につながるとか、ア
ルツハイマー病と関連するという論文
もあります。また、例えば軸索の髄鞘
形成のところにB12の補酵素としてかか
わる酵素がかかわっているという報告
があります。したがって、B12が重症に
欠乏すると髄鞘形成が障害されること
が報告されていますので、神経障害を
起こしているときに大量のB12を投与す
ることは、もしかしたらそちらの面か
ら効いている可能性もあると思います。
　池田　例えば、B12吸収障害がない方
ですと、肝臓にもストックがあるわけ
ですから、血中濃度はある程度あると
思うのですけれども、それをもとに神
経の再生を助けるとか、そういうレベ
ルなのでしょうか。正常な方でB12を摂
っていない方の血中濃度ですけれども。
　田中　そこはなかなか難しいポイン
トで、先ほど来話題に出ていますよう
に、肝臓にたくさんのストックがあり
ますので、血液中のレベルが、例えば
数日、B12を取らなかったらすぐに低下
するということは起こりません。例え
ば200～900pg/mLを一応基準値とし
たときに、100pg/mL以下といったら、
これは本当に低いと思います。ただ、
200pg/mLを超えていたら、その人は
B12欠乏の可能性ゼロとはとてもいえな
いと思います。海外の成書などを見て
も、あなたの病院の基準値を一見上回
っているように見えても、臨床的に疑

わしければ、試しにB12をやってみるの
も一つの方法とまで書かれています。
ですから、B12の血液中の濃度の基準値
というのは、この範囲から１でもはみ
出したら異常という基準値とはとても
思えません。安全なビタミンでもあり、
必要があったら、投与するのも一つの
手かと思います。
　池田　それも含めて安全性が高い薬
なので、吸収の不良が背後に隠れてい
る可能性も含めて、大量に投与してお
いたほうが患者さんにとってよいと。

　田中　安全性が高いですから。それ
と、先ほどの話に少し戻りますけれど
も、重症のB12欠乏では悪性貧血が起こ
りますが、それより程度が軽くても、
ホモシステインが高くなるとか、いろ
いろ健康上のリスクになる可能性もあ
りますし、高齢者などは非常に足りな
い人が多いと予想されますので、そう
いう点からももっとB12は注目されても
いいのではないかと思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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