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ジェネリック医薬品の生物学的同等性試験データ情報集

日本ジェネリック医薬品学会代表理事
「ジェネリック研究」編集委員会委員長

武藤 正樹
緒方 宏泰

先般よりジェネリック医薬品の使用促進が図られています．ジェネリック医薬品は，先発医
薬品製剤が示す臨床上の有効性・安全性をそのまま受け継げる医薬品であり，薬価が安いこと
により，患者，国民からの期待が強い医薬品です．ジェネリック医薬品の臨床上の有効性・安
全性が先発医薬品と同等であることは，ジェネリック医薬品が先発医薬品に対し生物学的同等
性を示すことによって保証されます．そのため，患者，医療スタッフに生物学的同等性データ
を正しく伝え，正しい理解を求めることが，ジェネリック医薬品に対する信頼性を高めるため
の基本的な条件と考えられます．
日本ジェネリック医薬品学会は，ジェネリック医薬品への正しい理解を拡げる活動を行って
きましたが，新たな取り組みとして，ジェネリック医薬品の基本的なデータである生物学的同
等性データを中心とする情報を，統一したフォーマットに従って，学会誌であります「ジェネリッ
ク研究」にて公表していくことを決定しました．この情報集によって，生物学的同等性につい
て正しい情報が医療の中に伝えられ，誤解が払拭されることを期待しています．
■編集方針としましては：
・該当する医薬品を製造販売している全メーカに依頼する
・統一のフォーマットに従った表記とする
・生物学的同等性試験ガイドラインに従った内容とする
製造販売承認年月日の明記
標準製剤の明記
生物学的同等性を示すために用いた試験
生物学的同等性を示す生データの表示
統計的評価の結果の表示
付帯情報としての溶出挙動のデータの表示
・生物学的同等性試験データの読み方の解説を付記する
以上の条件によって，公平で，見やすく，理解しやすい情報集にしたいと考えております．
今後，要求度の高い医薬品から同様の企画で，随時，情報のご提供をお願いし，学会誌「ジェ
ネリック研究」にて公表していく予定にしております．利用の便宜のために，今後，まとめた
形での出版も考えております．
また，公平性を担保するため，該当各社にご依頼したことは，情報集には記載させていただ
きます．
■今回は，第 8 回目として，ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠について情報の提
供をお願いし，回答のあった全メーカの情報を掲載しております．
■今回の掲載データの読み方については，94 ページを参照してください．
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調査対象医薬品の一覧
商品名

情報提供依頼先（販売会社を含む）

ロサルヒド配合錠 LD「AA」

あすか Actavis 製薬株式会社，あすか製薬株式会社，武田薬品工業株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「EE」

エルメッドエーザイ株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「アメル」

共和薬品工業株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「杏林」

キョーリンリメディオ株式会社，杏林製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「KOG」

興和株式会社，興和ジェネリック株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「KO」

寿製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「KN」

小林化工株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「サワイ」

沢井製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「サンド」

サンド株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「三和」

株式会社三和化学研究所

ロサルヒド配合錠 LD「SN」

シオノケミカル株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「DK」

大興製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「科研」

ダイト株式会社，科研製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「タカタ」

高田製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「TCK」

辰巳化学株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「タナベ」

田辺三菱製薬株式会社，田辺製薬販売株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」

鶴原製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「トーワ」

東和薬品株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「日医工」

日医工株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「日新」

日新製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「ケミファ」

日本ケミファ株式会社，日本薬品工業株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「ニプロ」

ニプロ株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「EP」

ニプロパッチ株式会社，第一三共エスファ株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「JG」

日本ジェネリック株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「ファイザー」

ファイザー株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「FFP」

富士フイルムファーマ株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「明治」

Meiji Seika ファルマ株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「モチダ」

持田製薬株式会社

ロサルヒド配合錠 LD「YD」

株式会社陽進堂

注）製造販売元の社名 50 音順
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生物学的同等性試験データの読み方
【解説】 明治薬科大学名誉教授
「ジェネリック研究」編集委員会委員長

薬物血中濃度測定によって得られた比較項目，
AUC，Cmax

緒方

宏泰

するため，両製剤を投与した場合に全身クリアランスは
等しいという条件に揃えることが必要である．それに
は，二つの方法がある．一つの方法は，両製剤を服用す

同一被験者に，標準製剤（先発医薬品）と試験製剤

るそれぞれの被験者群が示す全身クリアランスの平均値

（ジェネリック医薬品）を交差試験の試験計画の割り付

が両被験者群で等しくなるようにすることである．個々

に従って，投与し，それぞれの場合に得られた血中薬物

の被験者ではやや異なっているため，平均値として同じ

濃度から，個々の被験者における AUC が算出され，ま

値にするには被験者数を多く取ることが必要となる．こ

た，実測値として Cmax が得られる．その平均値とし

のような条件で得られた血中薬物濃度の違いは，製剤要

てまとめた値が示される．これらの試験計画，例えば，

因による違いと推定できる．もう一つの方法は，同一被

血中濃度の測定のためのサンプリング時間，被験者の拘

験者に両製剤を服用していただくという方法である．同

束条件や拘束時間，拘束期間内の食餌摂取時間や食餌の

一被験者内でも，厳密に言うと，時期が異なれば全身ク

内容など，さらに，血中濃度の測定方法や測定条件は，

リアランスは少し変化しているが，異なる被験者間の全

すべて，同一試験においては，同一の方法，同一条件で

身クリアランスの差異に比べれば，遙かに小さい．その

ある．このようにして得られた比較項目の両製剤間の比

ため，少数の被験者を対象とした試験であっても，両製

較を，90％信頼区間によって行う．

剤を服用した場合の全身クリアランスは等しいという条

具体的には，試験製剤の比較項目の平均値の 90％信

件は比較的容易に確保できる．しかし，この場合には，

頼区間（α = 0.05）が標準製剤の比較項目の平均値の

相対的に全身クリアランスの差異が小さいという条件を

80％〜 125％の間に入っていることを，生物学的に同等

確保しているだけであるので，少数例での試験であるこ

とする基準としている．この判定方法では，生産者リス

とから，全身クリアランスの絶対値は多数の被験者を対

ク（本来，同等である製品が非同等と判定される危険

象とした平均値と一致した値とは必ずしもならない可能

率）は，試験上のばらつきによって変動し，ばらつきが

性がある．そのため，生物学的同等性試験結果に示され

大きいほど，そのリスクは大きくなるが，消費者リスク

ている AUC 値や Cmax 値は，同一試験内の相対的比較

（本来，非同等である製品が同等と判定される危険率）

に用いている値であり，他の試験結果とも比較できる絶

は，試験上のばらつきに関係なく 5％以内に維持される．
そのため，患者に非同等な製品は渡さないという視点か

対的な値ではない．この点を注意していただきたい．
参考データとして，tmax，kel の値の平均値も示し，

らは，90％信頼区間法により同等と判定された場合は，

それらの値については生物学的同等性の判定には用いな

統計上は前提条件なしに積極的に『同等』を主張してい

いが，統計の検定の結果を示し，有意な差異が統計上認

ると受け取ることができる．

められる場合には，その理由をコメントすることとなっ

各メーカが行った試験結果を比較した場合，標準製剤

ている．tmax 値は全身循環血中に薬物が移行する速度

であっても，AUC や Cmax の平均値が大きく異なる場

に依存する．Cmax も同様に全身循環血中に薬物が移行

合がある．それは，被験者間で薬物を処理する能力（全

する速度にも依存する．そこで，tmax が治療上，重要

身クリアランス）が異なるためであり，同一薬物を同一

な意味を持つ場合に限って，tmax を評価項目にするこ

製剤で同一量投与したとしても，血中薬物濃度は被験者

とにしており，通常は参考データという位置づけにして

毎に異なる．同一の薬物ではあるが，異なる製剤を異な

いる．但し，統計上の手法として検定を行い，有意差が

る被験者に投与した場合に示される血中薬物濃度の差異

検出された場合には，臨床上の意味については見解を示

は，製剤から放出された薬物量や放出される速度の違い

すことになっている．

か，被験者の有する全身クリアランスの違いによるかを

kel は原則的には，製剤に関わらない薬物固有の値で

特定することは不可能である．両製剤を投与した場合に

ある．そのため，kel も生物学的同等性の評価には用い

全身クリアランスは等しいという条件に揃えるならば，

ない．この場合にも，統計上の手法として検定を行い，

その場合には得られた血中薬物濃度の違いは，製剤から

有意差が検出された場合には，推定できる理由や臨床上

の薬物の放出量や放出速度の違いであると推定できる．

の意味については見解を示すことになっている．tmax，

生物学的同等性試験は，製剤間の特性の比較を目的と
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なく，まとまりすぎている場合には，小さな差異であっ

化が殆どない場合にも，全てヒトを対象とする生物学的

ても有意差有りと判定してしまう場合がある．当然，こ

同等性試験により，生物学的同等性を確認しなければな

の場合は，臨床的な重要性は全くない．検定では，この

らないとすることは，非科学的で，不合理である．そこ

ような例が出るので，統計上の有意性と臨床上の有意性

で，ガイドラインでは，すでに臨床上の有効性，安全性

を区別して議論しなければならないことがある．

が確認されている製剤の主薬含量と添加剤含量の関係を
中心に置き，主薬含量が異なる医薬品において添加剤含

溶出挙動データのみによる

量が相対的に変化したとしても，薬物血中濃度を変化さ

生物学的同等性の判定

せることはない許容範囲内を設定した（含量が異なる経

ヒトを対象とする生物学的同等性試験を行い，その

口固形製剤の生物学的同等性ガイドライン）．ガイドラ

同等性を実証することが基本である．製剤に使ってい

インでは，添加剤の相対的変更率が許容幅に入っている

る添加剤の量や種類を一部変更した製剤（製剤処方を

場合にも，変更された医薬品中の主薬の主要な物理化学

一部変更した製剤）を新たに臨床に提供する場合，変

的特性が変化していないことを，更に，溶出挙動の同等

更しない前の製剤とヒトを対象とした生物学的同等性

性から判断するという構成を採用している．

試験により同等性が示された場合は，一部変更した製

すでに医療において複数の含量製剤が存在する場合，

剤の臨床上の有効性，安全性は変更前の製剤と同等で

厚労省はそれぞれのジェネリックメーカに，含量の異な

あると判断される．

る製剤をすべて揃えて販売することを求めている．その

製剤に使っている添加剤の量や種類の変更の程度は

ため，今後，ヒトを対象とした生物学的同等性試験に

種々あり得るが，その中で，従来の研究や経験からその

よって臨床的同等性を担保した医薬品と，溶出挙動の同

変更幅では薬物血中濃度が変化することはあり得ないと

等性によって臨床的同等性を担保した医薬品が医療に提

考えられる変更もある．その場合も，原則論をもとに，

供される例が多くなることが推定される．

全てヒト試験により生物学的同等性を示さなければなら
ないとすることは，非科学的で，不合理である．そこ

以下，生物学的同等性試験を進めるステップに沿っ
て，解説する．

で，ガイドラインでは，ヒト試験を行わなくてもよい変

標準製剤の選択

更幅（許容幅）を添加剤の種類との関連で規定している
（経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性ガイドライ

先発医薬品を標準医薬品として用いる．一般に，医薬

ン）
．ガイドラインでは，添加剤の変更が許容幅に入っ

品製剤はロット毎に製造されるが，それぞれ，品質規格

ている場合にも，変更された医薬品中の主薬の主要な物

に合格していることを確認して市場に出される．しか

理化学的特性が変化していないことを，更に，溶出挙動

し，規格内であっても品質はロット毎に変動している．

の同等性から判断するという構成を採用している．

そこで，試験に用いる標準製剤は，先発医薬品の 3 ロッ

この場合，注意しなければならないのは，溶出挙動の

トの溶出挙動を検討し，それらの中間に位置するロット

差異と投与後の血中薬物濃度の差異が対応しているとい

をあてる．現実に標準製剤の品質が規格内ではあっても

うことを前提にはしていない．もともと，薬物血中濃度

変動していることへの対応である．

が変化するとは考えられない許容幅を決定し，更に，変

試験製剤

更された製剤の溶出挙動から見た物理化学的特性も同等
とする範囲内に収まっていることで，変更後の医薬品の

ジェネリック医薬品として開発しようとしている製剤

生物学的同等性は担保できていると見極める目的で行っ

を試験製剤とする．既に実生産として大量生産に移って

ている．

いるものではないので，ロットはない．また，通常，実

また，すでに臨床で用いられ，その臨床上の有効性，

生産で行われる 1 ロットよりも小スケールで生産されて

安全性が確認されている医薬品とは，その主薬の含量は

いるため，実生産時の製剤特性とは異なる可能性がある．

異なるが，同用量を投与した場合の臨床上の有効性，安

そのようなことの歯止めとして，実生産ロットの 1/10 以

全性は同等である医薬品を開発する場合には，同用量を

上の大きさのロットの製品であることを求めている．ま

用いてヒトを対象とする生物学的同等性試験を行い，同

た，承認後，実生産に移った場合に得られる製品と試験

等性が示された場合には，含量を同一に合わせた場合に

製剤は品質的に同等であることが必要とされている．

は臨床上の有効性，安全性が同等となる医薬品として判

被験者の選択

断している．
この場合も，原則的には，ヒト試験により生物学的同

被験者は，一般には，健康成人を用いる．2 製剤の相

等性を示さなければならないが，主薬含量のみが異な

対的関係を検討することが試験目的であるため，相対的

り，製剤に使用されている添加剤の種類や量の相対的変

関係が患者の場合と同じであれば，必ずしも患者を対象
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とした試験は必要としない．但し，適用患者が限定され，

で，製剤特性の評価を目的としているため，製剤特性の

しかも，4 条件（pH1.2，pH5.5 〜 6.5，pH6.8 〜 7.5，水）

差異が大きく出る可能性のある条件を試験条件として設

で測定された標準製剤と試験製剤の溶出曲線の比較にお

定し，その条件においても生物学的に同等であることに

いて，1 試験条件においても溶出挙動が大きく異なる場

よって，患者における過誤のリスクを抑える立場を堅持

合には，健常人試験によって生物学的に同等であるとさ

している．

れても，患者群で生物学的に非同等となる可能性を否定
できないので，該当する患者を被験者とする試験を行う．

本試験データに基づく生物学的同等性の評価
血中薬物濃度の実測値に基づき，各被験者の Cmax

予試験

値，AUC 値を得る．原則，各パラメータ値の対数値を

開発メーカが該当する薬物の検討が初めての場合，生
物学的同等性試験のプロトコル作成のための基礎情報を
得る目的で，予試験を行う．その結果を元に，本試験の

分散分析し，総残差値を用いて 90％信頼区間を算出し，
生物学的同等性の基準にそって評価する．
参考資料として，tmax および kel（消失速度定数）は

プロトコルを作成する．血中濃度のサンプリング時間，

仮説検定法に基づいて統計的評価を加える．有意な差異

被験者数などである．AUC 値は実測値のみで台形法で算

が認められたときには，その原因について考察する．こ

出し，無限大時間まで外挿して算出した場合の 80％以上

の結果は生物学的同等性の評価には加えない．

になるようにサンプリング時間を設定する．被験者数は

試験製剤の評価パラメータ値の平均値の 90％信頼区

得られたそれぞれのパラメータ値の平均値と分散から，

間が同等性の評価基準に入らなかった場合，更に，1 回

統計的に同等性を満たすための被験者数を見積もり，そ

の追加試験を行うことが出来る．追加試験の結果は 1 回

の値を参考に本試験の被験者数を決定する．但し，少数

目の試験結果と統合し，同様に 90％信頼区間により同

例での検討であるため，本試験での結果とは異なる可能

等性を評価する．但し，試験製剤の評価パラメータ値の

性を有している．本試験での結果から見ると，サンプリ

平均値が標準製剤の 90 〜 111％の範囲にあるが，90％

ング間隔が疎になってしまった，サンプリング期間が短

信頼区間が生物学的同等性の評価基準を満たさなかった

くなってしまった，被験者数が少なくなってしまったな

場合は，主に，該当する薬物の個体内変動が大きいため

どの乖離が起こってしまっている可能性があるが，それ

と推定される．その場合，4 条件（pH1.2，pH5.5 〜 6.5，

ら，全てのケースで，評価において，試験者（企業）側

pH6.8 〜 7.5，水）における試験製剤の溶出挙動に標準製

のリスクを上げる要因とはなっても，患者側のリスクは

剤との類似性が認められた場合は，ヒトを対象とした追

5％以下に維持されるので，予試験による見積もり間違い

加試験を行うことなく，生物学的に同等と判定できる．

は，生物学的同等性の評価レベルを下げることにはなら
ない．そのため，ガイドラインが示す試験条件にあわな

溶出挙動の比較
4 試験条件（pH1.2，pH5.5 〜 6.5，pH6.8 〜 7.5，水）

いデータは認めないという縛りはかけていない．

で測定された溶出挙動の製剤間の比較に関するデータ

経口通常製剤

は，上記追加試験の免除として用いた場合は，類似性を

試験条件

有することが同等性の評価データとなる．一方，追加試

原則的には，空腹時投与条件で試験を行う．但し，用

験の免除に用いていない場合は，単なる参考データであ

法に食後投与が規定され，かつ，空腹時投与した場合，

る．この場合には，当然，溶出挙動の類似性を有する

被験者への副作用の危険性が高まるおそれがある場合

ことは，生物学的同等性の条件とはならない．本情報集

や，血中薬物濃度が低すぎ測定出来ない場合に限って，

においても，溶出挙動に関する比較データを収載してい

食後投与条件で試験を行うとしている．この場合にも，

るが，生物学的同等性評価に用いる場合と，単なる参考

食餌は脂肪含量が低いものとし，しかも，食餌摂取 30

データである場合がある．溶出挙動は類似していなくて

分後に製剤を投与し，可能な限り製剤が食餌の影響を受

も，ヒト試験で同等が示されれば良い．溶出挙動の類似

けないように規定している．

性が生物学的同等性の前提ではない．

このように，臨床条件では多くの場合食後投与である

製剤処方を一部変更した製剤，含量が異なる経口固形

が，生物学的同等性試験では，原則，空腹時投与として

製剤のそれぞれの生物学的同等性を溶出挙動の同等性

いる．これは，食餌によって，消化管の蠕動運動の昂

データによって担保するケースの場合，その根拠となっ

進，分泌液の分泌昂進，さらに食餌との直接的な混合な

ている製剤処方変更の程度（水準）を明らかにし，その

ど，製剤に対し外部的な力が加わることによって，製剤

上で，溶出曲線および溶出挙動の同等性の程度を表す数

の崩壊や製剤中の薬物の溶出が促進され，製剤間の差

値を示す．この数値が生物学的同等性を評価するデータ

異が縮小することを避けるための方法である．あくま

となる．
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性は維持されている．規格を作成する場合は，当然，

経口徐放性製剤

対象試験製剤の同等性を保証することを目的にしており，

経口徐放性製剤の場合には，上記の通常製剤とは異な

処方が異なる多銘柄製剤全ての同等性を保証するための

る条件が負荷される．投与された製剤は消化管の多様な

検討は行われていない．また，規格設定においては，溶

生理的環境を通過しながら薬物を放出する．生物学的同

出速度と血中薬物濃度の相関性を基本に設定したものば

等性を安定的に保証するためには，ヒト試験による血中

かりでなく，同等性を保証するための下限の検討のみで

濃度が類似の挙動を取っているという確認だけでなく，

設定された場合もあり，以上の理由から，記載された溶

製剤からの薬物放出が類似していることの担保も必要と

出試験条件によって，多銘柄製剤の溶出挙動を測定し，

考えた．そのため，試験製剤が標準製剤と製剤の大き

比較しても，その場合の，早い，遅いは，血中濃度の高

さ，形状，比重，が類似し，しかも，見かけ上似通った

い，低いとは，関係のない情報となり，比較することは

放出挙動を示すことを，絶対的な条件としている．見か

無意味である．規格に入った製剤であるかどうかという

け上似通った放出挙動を示すことは，複数試験条件（パ

点においてのみ用いる．

ド ル 50 rpm；pH1.2，pH3.0 〜 5.0，pH6.8 〜 7.5， 水，

全身適用を目的とした貼付剤の
生物学的同等性評価

pH6.8 〜 7.5 にポリソルベート 80，1.0％（W/V）添加，
そ の 他， パ ド ル 100 rpm，200 rpm； 回 転 バ ス ケ ッ ト
法 100 rpm，200 rpm；崩壊試験器 30 ストローク / 分，

評価パラメータ，評価方法，評価基準

ディスク無し，30 ストローク / 分，ディスク有り）で

全身適用を目的としている場合は，全身循環血中薬物

の溶出挙動がすべて類似していることで確認する．但

濃度が医薬品の有効性，安全性に関わるので，全身適用

し，この複数試験条件での類似性は，品質評価や品質管

を目的とする経口製剤と同様のパラメータを対象に同様

理には適用していない．

の方法，基準で評価する．なお，貼付剤という製剤とし

以上の条件にある医薬品について，ヒトを対象とした

て開発される場合，ある意図，例えば持効性などによる

生物学的同等性試験を行う．この場合，空腹時投与での

場合にも，Cmax，AUC では不十分とならない限り，通

比較と合わせ，食後投与での比較も行い，両条件で生物

常通りの評価項目で評価する．経口徐放性製剤と同様で

学的同等性を示すことが必要である．食餌は脂肪含量が

ある．

高い食餌とし，消化管内で製剤が受ける外部的環境を相
対的に過酷にした条件での試験である．このような条件

放出速度

であっても，消化管内で両製剤の薬物放出の挙動が類似

貼付剤中の薬物の放出速度は，一般には薬物血中濃度

し，その結果として生物学的に同等であることを求めて

との対応は悪い例が多く，ヒトに替わる評価方法とはさ

いる．食後投与による試験は，臨床では食後投与が多い

れていない．但し，処方内容が限られた範囲での放出速

からと言った考察から選ばれたのでなく，製剤を過酷条

度とバイオアベイラビリティとの関連性は成立するかも

件においても，制御機構の頑強さが両製剤で同等である

しれない．また，経口固形医薬品の溶出挙動の類似性，

と確認することを目的に実施する．

同等性と，ヒトを対象とした生物学的同等性との対応な
どの基礎研究も進んでおらず，そのため，放出挙動の

口腔内崩壊錠

データを生物学的同等性の判定に補助的にしろ使うこと

口腔内崩壊錠の場合，ガイドラインには特別な記載は
ないが，運用上，付加的な試験が要求されている．服用

は行っていない．
品質管理を目的とした試験は，全身適用を目的とした

される条件は一般的には，水を用いない条件での服用と

貼付剤においても規定し行うことが求められる．USP 法

なるが，場合によっては，水と共に服用される可能性が

を準用した方法などを設定している例が多い．規格設定

ある．そこで，水で服用されても生物学的同等性が保証

にあたっては，経口固形製剤と同様に，放出速度と血中

されていることは，安全性の観点から重要である．そこ

薬物濃度の相関性をもとに設定したものばかりでなく，

で，水を用いる条件，水を用いない条件でも，生物学的

同等性を保証するための下限の検討のみで設定された場

に同等であることを要求している．

合もあり，以上の理由から，記載された放出試験条件に
よって多銘柄製剤間の比較を行っても無意味である．規

溶出試験

格に入っているかどうかという点においてのみ用いる．

実 生 産のロットごとの品 質を確 認 するための 試
験 法 で あ る． 原 則，1 時 点 に お け る 評 価 と な っ て い

詳しくは，平成 24 年 2 月 29 日

薬食審査発 0229 第

る．この規格に合格した製品が臨床に供給される．試

10 号別添資料を見ていただきたい．ジェネリック研究，

験 規 格に 合 格していれ ば，ロット間の 生 物 学 的同 等

2012；6：123–138 に掲載している．
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ロサルヒド配合錠 LD（ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠）の
生物学的同等性試験データの読み方

明治薬科大学薬剤学准教授

花田

和彦

明治薬科大学名誉教授

緒方

宏泰

ロサルヒド配合錠 LD は，ロサルタンカリウムとヒド

均溶出率が 15 分で 85％以上であるときに，溶出の遅い

ロクロロチアジドを同 一製剤中に含有する配合剤であ

方の製剤の溶出率がもう一方の製剤の平均溶出率に対し

る．標準医薬品（先発医薬品）はロサルタンカリウム

60％以下の場合）が認められた場合には，適用集団を対

50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg を含有している

象とした生物学的同等性試験を行う．適用集団が限られ

フィルムコーティング錠である．

ていない即放性製剤では，pH 6.8 付近（塩基性薬物は
pH 3.0 〜 pH 6.8）の試験液で標準製剤と試験製剤の溶

生物学的同等性の評価

出率の間に「著しい差」が認められた場合には，低胃酸

複数の有効成分を含有している製剤については，標準
的な方法に従って被験者に 1 投与単位の製剤を投与し，

の被験者で試験する．
健康成人被験者と，ある疾患患者の消化管の生理的条

血液中のそれぞれの有効成分濃度を測定し，それぞれの

件が異なり，その結果，健康成人被験者によって示され

有効成分を対象に生物学的同等性を評価する．

た「同等」という判断が，ある疾患患者では非同等とな

同等と評価する基準は，標準的な基準と同じである．

る可能性が考えられる．しかし，複数の液性によって測

含有する一方の有効成分の体内動態の変動が他方より

定された溶出挙動がすべて類似しておれば，例え疾患患

大きい場合には，変動性が大きな有効成分の生物学的同

者の消化管の生理的条件が健康成人被験者とは異なって

等性を示すために，被験者数が多くなることも考えられ

いても，標準製剤と試験製剤の相対的な関係は変わらな

る．逆に，同一被験者数で試験を行っている場合，変動

いと考えられる．

性が大きな有効成分については，信頼区間が大きくな

一方，溶出試験の複数の条件のうち，一つ以上で溶出

り，その結果，生物学的同等性が示せなくなる場合もあ

性に「著しい差」が認められる場合，疾患患者の消化管

る．それらを考慮して試験計画は組み立てられる．

の生理的条件が健康成人被験者とは異なっていても，標

血液中の有効成分の未変化体と活性を有する代謝物が

準製剤と試験製剤の相対的な関係は変わらないと判断す

測定される場合，未変化体が活性を有しているかに関係

るわけにはいかない．そのため，その場合には，該当す

なく，生物学的同等性の評価は未変化体血中濃度推移を

る患者あるいは該当する生理的条件を有する被験者を，

対象に行う．これは，薬物の体内での動態において，よ

生物学的同等性試験の被験者とする．

り上流に位置する物質の動態が製剤特性の影響を，より

健康被験者を対象とした生物学的同等性試験によって

受けやすいという原理に基づいている．生物学的同等性

得られる Cmax, AUC を指標に生物学的同等性が示せて

試験の目的は，事実上，製剤特性間の違いを評価するこ

いる場合，溶出試験データは参考資料という位置づけで

とであり，製剤特性間の違いが大きく表現される条件下

ある．溶出挙動による生物学的同等性の評価は行わな

での評価によって「同等」であると判定することによっ

い．

て，同等性の信頼性を高めることを意図している．

一方，被験者数 20 名以上の生物学的同等性試験を
行った結果，上記の指標の平均値の比は 0.90〜1.11 の範

溶出試験データの取扱い

囲にあるが，90％信頼区間は 0.80〜1.25 を越える場合

生物学的同等性試験では原則として健康成人志願者を

で，溶出挙動が類似していることが示された場合，生物

被験者とする．但し，医薬品の適用集団が限られている

学的同等性は示せていると判断している．生物学的同等

医薬品では，複数条件において行われる溶出試験データ

性試験の目的は，標準製剤と試験製剤をそれぞれ投与し

のうち，一つ以上の条件において標準製剤と試験製剤

た場合に，血中薬物濃度が許容範囲に入っていることを

の溶出率の間に「著しい差」（溶出の速い方の製剤の平

確かめることにある．同一有効成分を含む製剤間の比較

均溶出率が 80％に達した時点の他方の製剤の平均溶出

であることから，事実上，血中濃度を指標に製剤特性を

率が 50％以下の場合，及び，溶出の速い方の製剤の平

評価することとなっている．同一有効成分を含む同一製
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剤を繰り返して投与しても，血中薬物濃度は体内動態の

製剤試験の一つに溶出試験法が規定されているが，こ

被験者間変動，被験者内変動によって同じ血中濃度が示

の試験規格に合格していることが，医薬品製剤を医療に

されるとは限らない．更に，血中濃度の測定誤差も含ま

提供する必須条件となっている．

れる．これらの体内動態の変動を可能な限り除去できて
いなければ，製剤特性について絞って評価することが困
難となる．同一被験者に標準製剤と試験製剤を投与する

追記
医薬品の開発において共同開発は認められています．

ことで，薬物血中濃度の被験者間の変動は完全ではない

後発医薬品も例外ではありません．同一有効成分を含有

が相殺できると考える．そのため，90％信頼区間が許容

する後発医薬品数が多いようですが，
「生物学的同等性

域（0.80〜1.25）をはみ出ている主要な要因は，上記で

試験データ情報集」を見ていただきますと，示されてい

述べた変動要因のうちの，薬物動態の個体内変動と製剤

るデータが同じである医薬品群のあることを見いだすこ

間の差となるが，平均値の比は 0.90〜1.11 の範囲にあ

とができます．それらの医薬品群は共同開発されている

り，しかも溶出挙動が類似している場合は，製剤要因の

ことを示唆します．このような見方も，この「生物学的

寄与は極めて少ないと考え，生物学的には同等と判断し

同等性試験データ情報集」の利用の一つとなるかも知れ

てよいとしている．

ません．
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ロサルヒド配合錠 LD「EE」
製造販売元：エルメッドエーザイ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN86N
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD「EE」 カルナウバロウ，結晶セルロース，酸化チタン，ステアリン酸マグネシウム，乳糖水和物，ヒド
1 錠中 a）
ロキシプロピルセルロース，ヒプロメロース，部分アルファー化デンプン，マクロゴール 400
プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 16 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

221.14 ± 81.96

1.00（0.93 〜 1.08）

368.30 ± 125.51

397.06 ± 166.70

1.05（0.93 〜 1.18）

t max，h

1.2 ± 0.5

1.2 ± 0.6

有意差無 a）

消失半減期，h

1.7 ± 0.6

1.5 ± 0.4

─

C max，ng/mL

127.48 ± 74.10

129.28 ± 72.36

1.03（0.93 〜 1.15）

AUC 0-30h，ng ·h/mL

475.77 ± 195.87

505.63 ± 193.19

1.08（0.93 〜 1.24）

t max，h

2.3 ± 0.6

2.4 ± 0.6

有意差無 a）

消失半減期，h

2.3 ± 0.9

2.4 ± 1.0

─

AUC 0-8h，ng ·h/mL
（参考資料）

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
219.43 ± 78.36

（参考資料）

a）平均値の検定（分散分析）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 4.0 について
は類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 4.0 につい
ては類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）

ジェネリック研究

Vol. 8, No. 2（2014）

無断転載禁止

97

ロサルヒド配合錠 LD「アメル」
製造販売元：共和薬品工業株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MMA6M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「アメル」1 錠中 a）

D-マンニトール，結晶セルロース，ヒドロキシプロピルセルロース，部分アルファー化デンプン，
ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 20 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，μg/mL

1）ロサルタン

AUC 0-24h，μg ·h/mL
（参考資料）

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

0.41 ± 0.10

0.41 ± 0.10

0.9973（0.9252 〜 1.0750）

3.15 ± 0.68

3.10 ± 0.63

0.9875（0.9588 〜 1.0170）

t max，h

3.58 ± 1.23

3.70 ± 1.21

有意差無 a）

消失半減期，h

4.69 ± 0.32

4.64 ± 0.32

─

C max，μg/mL

0.06 ± 0.02

0.06 ± 0.02

1.0417（0.9354 〜 1.1602）

AUC 0-24h，μg ·h/mL

0.39 ± 0.13

0.41 ± 0.11

1.0593（0.9737 〜 1.1523）

t max，h

3.03 ± 1.05

3.15 ± 0.75

有意差無 a）

消失半減期，h

7.52 ± 1.88

7.56 ± 1.32

─

（参考資料）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「杏林」
製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN38H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「杏林」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 22 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

2）ヒドロクロロチ
アジド

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

216.21 ± 107.16

199.38 ± 99.70

0.9162（0.7270 〜 1.1546）

440.08 ± 133.84

451.89 ± 154.61

1.0061（0.9412 〜 1.0755）

1.7 ± 1.0

1.7 ± 1.0

有意差無 a）

2.2 ± 0.5

2.4 ± 0.9

─

94.54 ± 24.99

90.82 ± 24.80

0.9682（0.8891 〜 1.0544）

542.49 ± 124.12

530.14 ± 102.95

0.9795（0.9354 〜 1.0256）

3.0 ± 0.9

2.8 ± 0.9

有意差無 a）

8.1 ± 1.5

7.9 ± 1.5

─

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「KOG」
製造販売元：興和株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN38H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「KOG」1 錠中 a）
プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ
結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 22 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ

標準製剤

C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

t max，h
消失半減期，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）
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試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.9162 (0.7270 〜 1.1546)

216.21 ± 107.16

199.38 ± 99.70

440.079 ± 133.835

451.894 ± 154.613

1.65 ± 0.97

1.68 ± 1.00

2.22 ± 0.51

2.42 ± 0.90

94.542 ± 24.986

90.825 ± 24.797

542.4926 ± 124.1182 530.1373 ± 102.9519

─（0.9412 〜 1.0755)
─
─
─（0.8891 〜 1.0544)
─（0.9354 〜 1.0256)

t max，h

2.95 ± 0.94

2.77 ± 0.95

─

消失半減期，h

8.14 ± 1.50

7.91 ± 1.55

─
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「KO」
製造販売元：寿製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN96H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「KO」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 46 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.97（0.87 〜 1.08）

488.43 ± 149.85

488.80 ± 169.26

0.94（0.84 〜 1.05）

1.6 ± 1.1

1.5 ± 1.1

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.4

有意差無 a）

92.47 ± 26.72

94.30 ± 28.00

1.01（0.89 〜 1.14）

592.63 ± 107.58

605.67 ± 107.13

1.00（0.90 〜 1.11）

t max，h

2.7 ± 1.1

2.4 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

8.8 ± 1.2

8.6 ± 1.3

有意差無 a）

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
250.95 ± 127.30

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
247.47 ± 132.84

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 4.0（50 r.p.m.）
，pH 6.8 及び水については類似しているが，試
験液 pH 4.0（100 r.p.m.）については類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8，水及び pH 4.0（100 r.p.m.）については類似しているが，
試験液 pH 4.0（50 r.p.m.）については類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「KN」
製造販売元：小林化工株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN86M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD「KN」 乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
1 錠中 a）
メロース，酸化チタン，マクロゴール 400，ヒドロキシプロピルセルロース，カルナウバロウ
プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 16 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-8h，ng ·h/mL

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

221.14 ± 81.96

1.00（0.93 〜 1.08）

368.30 ± 125.51

397.06 ± 166.70

1.05（0.93 〜 1.18）

t max，h

1.2 ± 0.5

1.2 ± 0.6

有意差無 a）

消失半減期，h

1.7 ± 0.6

1.5 ± 0.4

─

C max，ng/mL

127.48 ± 74.10

129.28 ± 72.36

1.03（0.93 〜 1.15）

AUC 0-30h，ng ·h/mL

475.77 ± 195.87

505.63 ± 193.19

1.08（0.93 〜 1.24）

t max，h

2.3 ± 0.6

2.4 ± 0.6

有意差無 a）

消失半減期，h

2.3 ± 0.9

2.4 ± 1.0

─

（参考資料）

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
219.43 ± 78.36

（参考資料）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 4.0 について
は類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 4.0 につい
ては類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「サワイ」
製造販売元：沢井製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MM96M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「サワイ」1 錠中 a）

カルナウバロウ，結晶セルロース，酸化チタン，ステアリン酸マグネシウム，乳糖，ヒドロキシ
プロピルセルロース，ヒプロメロース，ヒプロメロースフタル酸エステル，部分アルファー化デ
ンプン

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 20 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ

1）ロサルタン

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

C max，ng/mL

276.7 ± 149.8

275.1 ± 173.0

0.99（0.83 〜 1.18）

AUC 0-24h，ng ·h/mL

463.6 ± 178.6

467.8 ± 206.4

0.99（0.93 〜 1.06）

1.2 ± 0.6

1.2 ± 0.6

有意差無 a）

（参考資料）

t max，h
消失半減期，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

2.1 ± 0.5

2.1 ± 0.5

─

86.3 ± 20.6

85.6 ± 16.7

1.00（0.93 〜 1.08）

541.3 ± 97.0

532.5 ± 97.3

0.98（0.94 〜 1.03）

t max，h

2.3 ± 0.9

2.3 ± 0.7

有意差無 a）

消失半減期，h

8.6 ± 1.4

8.8 ± 1.4

─

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「三和」
製造販売元：株式会社三和化学研究所
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN38H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「三和」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 22 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

2）ヒドロクロロチ
アジド

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

216.21 ± 107.16

199.38 ± 99.70

0.9162（0.7270 〜 1.1546）

440.08 ± 133.84

451.89 ± 154.61

1.0061（0.9412 〜 1.0755）

1.7 ± 1.0

1.7 ± 1.0

有意差無 a）

2.2 ± 0.5

2.4 ± 0.9

─

94.54 ± 24.99

90.82 ± 24.80

0.9682（0.8891 〜 1.0544）

542.49 ± 124.12

530.14 ± 102.95

0.9795（0.9354 〜 1.0256）

3.0 ± 0.9

2.8 ± 0.9

有意差無 a）

8.1 ± 1.5

7.9 ± 1.5

─

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「SN」
製造販売元：シオノケミカル株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN73M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD「SN」 結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
1 錠中 a）
ロメロース，マクロゴール 6000，酸化チタン，タルク，カルナウバロウ
プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 24 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-8h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
1.0173（0.8488 〜 1.2192）

459.87 ± 130.26

466.15 ± 154.60

1.0010（0.9364 〜 1.0652）

1.4 ± 0.8

1.5 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.4

2.1 ± 0.5

─

97.71 ± 27.01

90.25 ± 22.36

0.9318（0.8399 〜 1.0338）

602.06 ± 90.71

611.53 ± 97.78

1.0141（0.9677 〜 1.0627）

t max，h

2.3 ± 1.0

2.4 ± 1.0

p < 0.05 a）

消失半減期，h

7.0 ± 0.8

7.2 ± 0.7

─

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
291.89 ± 190.22

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
257.16 ± 99.34

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）．ヒドロクロロチアジドの t max に有意差がみられたが治療上は問題ないと判断した．
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「DK」
製造販売元：大興製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN73M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「DK」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，マクロゴール 6000，酸化チタン，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 24 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-8h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
1.0173（0.8488 〜 1.2192）

459.87 ± 130.26

466.15 ± 154.60

1.0010（0.9364 〜 1.0652）

1.4 ± 0.8

1.5 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.4

2.1 ± 0.5

─

97.71 ± 27.01

90.25 ± 22.36

0.9318（0.8399 〜 1.0338）

602.06 ± 90.71

611.53 ± 97.78

1.0141（0.9677 〜 1.0627）

t max，h

2.3 ± 1.0

2.4 ± 1.0

p < 0.05 a）

消失半減期，h

7.0 ± 0.8

7.2 ± 0.7

─

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
291.89 ± 190.22

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
257.16 ± 99.34

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）．ヒドロクロロチアジドの t max に有意差がみられたが治療上は問題ないと判断した．
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「科研」
製造販売元：ダイト株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN96H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「科研」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒ
プロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 46 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.97（0.87 〜 1.08）

488.43 ± 149.85

488.80 ± 169.26

0.94（0.84 〜 1.05）

1.6 ± 1.1

1.5 ± 1.1

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.4

有意差無 a）

92.47 ± 26.72

94.30 ± 28.00

1.01（0.89 〜 1.14）

592.63 ± 107.58

605.67 ± 107.13

1.00（0.90 〜 1.11）

t max，h

2.7 ± 1.1

2.4 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

8.8 ± 1.2

8.6 ± 1.3

有意差無 a）

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
248.78 ± 127.84

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
247.47 ± 132.84

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 4.0（50 r.p.m.）
，pH 6.8 及び水については類似しているが，試
験液 pH 4.0（100 r.p.m.）については類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8，水及び pH 4.0（100 r.p.m.）については類似しているが，
試験液 pH 4.0（50 r.p.m.）については類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「タカタ」
製造販売元：高田製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MM97M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「タカタ」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，三二酸化鉄，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 24 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

2）ヒドロクロロチ
アジド

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-12h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

233.47 ± 105.60

267.29 ± 135.13

1.1056（0.9246 〜 1.3221）

422.61 ± 171.00

424.73 ± 150.47

1.0174（0.9808 〜 1.0555）

1.5 ± 0.8

1.5 ± 1.2

有意差無 a）

2.2 ± 0.4

2.2 ± 0.5

有意差無 a）

101.14 ± 28.67

93.54 ± 21.85

0.9255（0.8396 〜 1.0202）

530.08 ± 93.57

512.98 ± 94.60

0.9655（0.9292 〜 1.0032）

2.6 ± 0.7

2.5 ± 1.1

有意差無 a）

8.1 ± 1.2

8.0 ± 1.4

有意差無 a）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「TCK」
製造販売元：辰巳化学株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN75M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「TCK」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ヒドロキシプロピルセルロース，デ
ンプングリコール酸ナトリウム，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，マクロゴール，
酸化チタン，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 16 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中カルボン酸体（ロサルタンの活性代謝物）濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中カルボン酸体濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）カルボン酸体

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

t max，h
消失半減期，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

663.95 ± 299.38

613.48 ± 222.96

0.9476（0.8325 〜 1.0785）

4714.64 ± 1891.03

4328.25 ± 1611.16

0.9155（0.8301 〜 1.0098）

3.0 ± 0.7

3.7 ± 1.5

有意差無 a）

10.0 ± 1.5

9.5 ± 2.8

有意差無 a）

73.76 ± 23.06

68.97 ± 23.83

0.9247（0.8078 〜 1.0586）

428.18 ± 127.83

405.95 ± 131.64

0.9471（0.8524 〜 1.0524）

t max，h

2.2 ± 0.6

2.6 ± 1.1

有意差無 a）

消失半減期，h

8.1 ± 2.1

8.2 ± 1.9

有意差無 a）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」
製造販売元：鶴原製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN73M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「ツルハラ」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，マクロゴール 6000，酸化チタン，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 24 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-8h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
1.0173（0.8488 〜 1.2192）

459.87 ± 130.26

466.15 ± 154.60

1.0010（0.9364 〜 1.0652）

1.4 ± 0.8

1.5 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.4

2.1 ± 0.5

─

97.71 ± 27.01

90.25 ± 22.36

0.9318（0.8399 〜 1.0338）

602.06 ± 90.71

611.53 ± 97.78

1.0141（0.9677 〜 1.0627）

t max，h

2.3 ± 1.0

2.4 ± 1.0

p < 0.05 a）

消失半減期，h

7.0 ± 0.8

7.2 ± 0.7

─

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
291.89 ± 190.22

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
257.16 ± 99.34

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）．ヒドロクロロチアジドの t max に有意差がみられたが治療上は問題ないと判断した．
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「トーワ」
製造販売元：東和薬品株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MM44M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「トーワ」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，マクロゴール 6000，タルク，酸化チタン

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 21 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

2）ヒドロクロロチ
アジド

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-8h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

213.40 ± 95.22

223.06 ± 96.27

1.0805（0.8678 〜 1.3453）

383.2 ± 86.6

423.3 ± 134.4

1.0826（1.0241 〜 1.1444）

1.405 ± 1.029

1.429 ± 0.870

有意差無 a）

1.940 ± 0.282

1.845 ± 0.295

有意差無 a）

97.32 ± 24.58

104.50 ± 21.96

1.0813（0.9871 〜 1.1845）

580.4 ± 110.1

604.1 ± 97.3

1.0468（0.9879 〜 1.1092）

2.55 ± 0.82

2.52 ± 0.78

有意差無 a）

8.48 ± 1.01

8.35 ± 0.79

有意差無 a）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は一部の試験条件で類似していない．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「日医工」
製造販売元：日医工株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN84M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「日医工」1 錠中 a）

乳糖，セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，
ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 23 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中カルボン酸体（ロサルタンの活性代謝物）濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中カルボン酸体濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）カルボン酸体

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.9652（0.9038 〜 1.0309）

3449.84 ± 1007.84

3423.42 ± 882.74

1.0007（0.9756 〜 1.0264）

3.50 ± 1.31

3.30 ± 0.72

有意差無 a）

消失半減期，h

4.56 ± 0.39

4.58 ± 0.40

─

78.62 ± 16.08

82.07 ± 19.13

1.0422（0.9384 〜 1.1574）

506.55 ± 83.16

515.15 ± 77.12

1.0186（0.9724 〜 1.0670）

t max，h

2.76 ± 0.80

2.50 ± 0.99

有意差無 a）

消失半減期，h

7.62 ± 0.85

7.62 ± 1.01

─

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
511.88 ± 158.60

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
533.09 ± 168.67

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「日新」
製造販売元：日新製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MMC5M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「日新」1 錠中 a）

乳糖水和物，
セルロース，部分アルファー化デンプン，軽質無水ケイ酸，ステアリン酸マグネシウム，
ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，ヒプロメロース，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験
1）標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 29 名の健康成人男性に絶食投与し，血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 12 名の健康成人男性に絶食投与し，血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-12h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.9692（0.7949 〜 1.1818）

457.14 ± 99.67

468.08 ± 154.21

1.0012（0.9490 〜 1.0563）

1.3 ± 0.9

1.4 ± 0.6

有意差無 a）

2.1 ± 0.3

2.1 ± 0.3

有意差無 a）

88.88 ± 17.50

85.39 ± 24.80

0.9483（0.8437 〜 1.0658）

585.10 ± 126.84

0.9973（0.9035 〜 1.1009）

t max，h

2.6 ± 0.9

3.0 ± 0.7

有意差無 a）

消失半減期，h

7.9 ± 0.7

7.9 ± 0.6

有意差無 a）

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
261.35 ± 140.71

582.80 ± 99.75

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
249.96 ± 86.65

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「ケミファ」
製造販売元：日本ケミファ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN75M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「ケミファ」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ヒドロキシプロピルセルロース，デ
ンプングリコール酸ナトリウム，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，マクロゴール，
酸化チタン，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 16 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中カルボン酸体（ロサルタンの活性代謝物）濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中カルボン酸体濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）カルボン酸体

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

t max，h
消失半減期，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

663.95 ± 299.38

613.48 ± 222.96

0.9476（0.8325 〜 1.0785）

4714.64 ± 1891.03

4328.25 ± 1611.16

0.9155（0.8301 〜 1.0098）

3.0 ± 0.7

3.7 ± 1.5

有意差無 a）

10.0 ± 1.5

9.5 ± 2.8

有意差無 a）

73.76 ± 23.06

68.97 ± 23.83

0.9247（0.8078 〜 1.0586）

428.18 ± 127.83

405.95 ± 131.64

0.9471（0.8524 〜 1.0524）

t max，h

2.2 ± 0.6

2.6 ± 1.1

有意差無 a）

消失半減期，h

8.1 ± 2.1

8.2 ± 1.9

有意差無 a）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「ニプロ」
製造販売元：ニプロ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MNB6H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「ニプロ」1 錠中 a）

結晶セルロース，D-マンニトール，部分アルファー化デンプン，ヒドロキシプロピルセルロース，
ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，マクロゴール，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 30 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

246.59 ± 122.72

251.07 ± 152.72

0.982（0.875 〜 1.101）

446.7 ± 166.0

439.0 ± 157.7

0.990（0.946 〜 1.037）

t max，h

1.40 ± 0.81

1.78 ± 1.53

有意差無 a）

消失半減期，h

2.04 ± 0.47

2.05 ± 0.64

─

C max，ng/mL

78.11 ± 23.80

76.05 ± 19.26

0.988（0.921 〜 1.061）

AUC 0-24h，ng ·h/mL

486.5 ± 101.3

484.9 ± 80.4

1.004（0.965 〜 1.044）

t max，h

2.65 ± 1.26

2.78 ± 1.17

有意差無 a）

消失半減期，h

8.22 ± 1.32

8.19 ± 1.19

─

（参考資料）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「JG」
製造販売元：日本ジェネリック株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN38H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD「JG」 乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
1 錠中 a）
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ
プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 22 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ

1）ロサルタン

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

C max，ng/mL

216.21 ± 107.16

199.38 ± 99.70

0.9162（0.7270 〜 1.1546）

AUC 0-24h，ng ·h/mL

440.08 ± 133.84

451.89 ± 154.61

1.0061（0.9412 〜 1.0755）

t max，h

1.7 ± 1.0

1.7 ± 1.0

有意差無 a）

消失半減期，h

2.2 ± 0.5

2.4 ± 0.9

─

94.54 ± 24.99

90.82 ± 24.80

0.9682（0.8891 〜 1.0544）

（参考資料）
C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

542.49 ± 124.12

530.14 ± 102.95

0.9795（0.9354 〜 1.0256）

t max，h

3.0 ± 0.9

2.8 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

8.1 ± 1.5

7.9 ± 1.5

─

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「ファイザー」
製造販売元：ファイザー株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：開示せず
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「ファイザー」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロー
ス，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 14 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中カルボン酸体（ロサルタンの活性代謝物）濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中カルボン酸体濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）カルボン酸体

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

t max，h
消失半減期，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）
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t max，h
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

470.92 ± 164.74

440.68 ± 128.77

0.9628（0.8512 〜 1.0891）

3509.01 ± 788.70

3234.64 ± 517.93

0.9318（0.8977 〜 0.9673）

4.0 ± 1.4

3.5 ± 1.2

─

5.55 ± 0.77

5.40 ± 0.38

─

69.66 ± 12.94

64.15 ± 12.23

0.9185（0.8300 〜 1.0165）

530.93 ± 84.92

465.67 ± 71.15

0.8770（0.8127 〜 0.9463）

3.6 ± 0.4

3.1 ± 0.9

─

9.21 ± 1.17

9.04 ± 0.86

─
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 4.0，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 1.2 について
は類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 4.0，pH 6.8 及び水については類似しているが，試験液 pH 1.2 につい
ては類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「FFP」
製造販売元：富士フイルムファーマ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：錠剤

剤形：錠剤
ロット番号：4MNB6H

添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「FFP」1 錠中 a）

結晶セルロース，D-マンニトール，部分アルファー化デンプン，ヒドロキシプロピルセルロース，
ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，マクロゴール 6000，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 30 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.982（0.875 〜 1.101）

446.69 ± 166.00

439.01 ± 157.68

0.990（0.946 〜 1.037）

1.4 ± 0.8

1.8 ± 1.5

有意差無 a）

消失半減期，h

2.0 ± 0.5

2.1 ± 0.6

有意差無 a）

78.05 ± 23.89

76.05 ± 19.26

0.988（0.921 〜 1.061）

486.54 ± 101.28

484.84 ± 80.39

1.004（0.965 〜 1.044）

t max，h

2.6 ± 1.3

2.8 ± 1.2

有意差無 a）

消失半減期，h

8.2 ± 1.3

8.2 ± 1.2

有意差無 a）

AUC 0-24h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
251.07 ± 152.72

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
246.59 ± 122.72

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「明治」
製造販売元：MeijiSeika ファルマ株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MM97M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「明治」1 錠中 a）

乳糖水和物，結晶セルロース，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，三二酸化鉄，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 24 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

2）ヒドロクロロチ
アジド

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-12h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h
C max，ng/mL
AUC 0-24h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

標準製剤

試験製剤

対数の平均値の差（90％信頼区間）

233.5 ± 105.6

267.3 ± 135.1

1.1056（0.9246 〜 1.3221）

422.6 ± 171.0

424.7 ± 150.5

1.0174（0.9808 〜 1.0555）

1.5 ± 0.8

1.5 ± 1.2

有意差無 a）

2.2 ± 0.4

2.2 ± 0.5

有意差無 a）

101.1 ± 28.7

93.5 ± 21.8

0.9255（0.8396 〜 1.0202）

530.1 ± 93.6

513.0 ± 94.6

0.9655（0.9292 〜 1.0032）

2.60 ± 0.74

2.54 ± 1.07

有意差無 a）

8.13 ± 1.19

8.02 ± 1.38

有意差無 a）

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「モチダ」
製造販売元：持田製薬株式会社
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MN96H
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「モチダ」1 錠中 a）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロ
メロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ヒト試験 標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 46 名の健康成人男性に絶食投与した．
1）血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差
パラメータ
C max，ng/mL

1）ロサルタン

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

対数の平均値の差（90％信頼区間）
1.0328（0.9164 〜 1.1641）

488.43 ± 149.85

488.80 ± 169.26

0.94（0.84 〜 1.05）

1.6 ± 1.1

1.5 ± 1.1

有意差無 a）

消失半減期，h

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.4

有意差無 a）

92.47 ± 26.72

94.30 ± 28.00

1.0176（0.9639 〜 1.0743）

592.63 ± 107.58

605.67 ± 107.13

1.00（0.90 〜 1.11）

t max，h

2.7 ± 1.1

2.4 ± 0.9

有意差無 a）

消失半減期，h

8.8 ± 1.2

8.6 ± 1.3

有意差無 a）

AUC 0-30h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
248.78 ± 127.84

t max，h

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
247.90 ± 132.80

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験（参考資料）
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 4.0（50 r.p.m.）
，pH 6.8 及び水については類似しているが，試
験液 pH 4.0（100 r.p.m.）については類似していないと判断した．
ヒドロクロロチアジド；両製剤の溶出挙動は試験液 pH 1.2，pH 6.8，水及び pH 4.0（100 r.p.m.）については類似しているが，
試験液 pH 4.0（50 r.p.m.）については類似していないと判断した．
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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ロサルヒド配合錠 LD「YD」
製造販売元：株式会社陽進堂
製造販売承認年月日：2014 年 2 月 14 日

有効成分：ロサルタンカリウム 50 mg，ヒドロクロロチアジド 12.5 mg
剤形：フィルムコーティング錠
標準製剤：プレミネント配合錠 LD（MSD 株式会社）
剤形：フィルムコーティング錠
ロット番号：4MMC5M
添加剤
ロサルヒド配合錠 LD
「YD」1 錠中 a）

乳糖水和物，セルロース，部分アルファー化デンプン，無水ケイ酸，ステアリン酸マグネシウム，
ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，ヒプロメロース，タルク，カルナウバロウ

プレミネント配合錠 LD
1 錠中 b）

結晶セルロース，乳糖水和物，部分アルファー化デンプン，ステアリン酸マグネシウム，ヒプ
ロメロース，ヒドロキシプロピルセルロース，酸化チタン，カルナウバロウ

a）企業からの回答．b）添付文書より引用．
生物学的同等性試験
生物学的同等性の判定：標準製剤と比較したとき，Cmax 及び AUC の対数値の平均値の差の 90％信頼区間が許容域内（0.80〜1.25）．
ただし，ロサルタンの C max については，試験例数 20 名以上で行った結果，対数値の平均値の差が許容域内（0.90〜1.11）で溶
出挙動が類似している．
ヒト試験
1）標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 29 名の健康成人男性に絶食投与し，血漿中ロサルタン濃度を測定

図 1. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ロサルタン濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
2）標準製剤，試験製剤，各 1 錠を 12 名の健康成人男性に絶食投与し，血漿中ヒドロクロロチアジド濃度を測定

図 2. 標準製剤と試験製剤の平均血漿中ヒドロクロロチアジド濃度及び個々の被験者の血漿中濃度
表 1. 薬物動態パラメータ（平均値±標準偏差）及び対数の平均値の差

1）ロサルタン

パラメータ
C max，ng/mL
AUC 0-12h，ng ·h/mL
t max，h
（参考資料）
消失半減期，h

対数の平均値の差（90％信頼区間）
0.9692（0.7949 〜 1.1818）

457.14 ± 99.67

468.08 ± 154.21

1.0012（0.9490 〜 1.0563）

1.3 ± 0.9

1.4 ± 0.6

有意差無 a）

2.1 ± 0.3

2.1 ± 0.3

有意差無 a）

88.88 ± 17.50

85.39 ± 24.80

0.9483（0.8437 〜 1.0658）

585.10 ± 126.84

0.9973（0.9035 〜 1.1009）

t max，h

2.6 ± 0.9

3.0 ± 0.7

有意差無 a）

消失半減期，h

7.9 ± 0.7

7.9 ± 0.6

有意差無 a）

AUC 0-36h，ng ·h/mL
（参考資料）

試験製剤
261.35 ± 140.71

582.80 ± 99.75

C max，ng/mL

2）ヒドロクロロチ
アジド

標準製剤
249.96 ± 86.65

a）平均値の検定（分散分析，有意水準 5％）
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溶出試験
溶出挙動の比較結果：
ロサルタンカリウム；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（生物学的同等性の判定基準）
ヒドロクロロチアジド；以下の結果より，両製剤の溶出挙動は類似していると判断した．
（参考資料）
1）ロサルタンカリウム

図 1. 標準製剤，試験製剤のロサルタンカリウムの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
2）ヒドロクロロチアジド

図 2. 標準製剤，試験製剤のヒドロクロロチアジドの溶出挙動（平均値±標準偏差）
溶出試験：パドル法．図中の％は標準製剤と試験製剤の平均溶出率の差．f 2 は標準製剤と試験製剤の溶出率から求めた．
規格
第 16 改正日本薬局方第 2 追補に定められた溶出規格に準じる．
ロサルタンカリウム：30 分 85％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
ヒドロクロロチアジド：45 分 80％以上（回転バスケット法，100 rpm，水 900 mL）
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