
ピタバスタチンＣａ錠

商品名・会社名
患者様用
指導箋の

有無
備考

採用
候補

最終
決定

1mg 直径：6.2㎜　厚さ：2.6㎜　重量：85㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：125㎎

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：3.9㎜　重量：249㎎

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.8㎜　重量：85㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：126㎎

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：4.2㎜　重量：248㎎

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.8㎜　重量：84㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：125㎎

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：4.0㎜　重量：248㎎

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：3.1㎜　重量：89㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.0㎜　重量：125㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.8㎜　重量：84㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：125㎎

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：3.9㎜　重量：248㎎

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：93㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.3㎜　重量：139㎎

4mg 直径：9.1㎜　厚さ：4.1㎜　重量：278㎎

1mg 直径：6.0㎜　厚さ：2.9㎜　重量：90㎎

2mg 直径：8.0㎜　厚さ：3.4㎜　重量：180㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：85㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.0㎜　重量：127㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：85㎎

2mg 直径：7.2㎜　厚さ：2.8㎜　重量：125㎎

4mg 直径：8.7㎜　厚さ：3.9㎜　重量：247㎎

1mg 直径：6.2㎜　厚さ：2.6㎜　重量：80㎎

2mg 直径：7.6㎜　厚さ：3.1㎜　重量：155㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：3.0㎜　重量：84㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.0㎜　重量：125㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：83㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.1㎜　重量：124㎎

4mg ―

○

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢明治｣

（Meiji Seikaファルマ）
○

―

○

①PTPｼｰﾄ1錠単位で成分名と含量表示
②無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有

無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢NP｣

（ニプロ）
○

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠
｢ZE｣

（全星薬品）
―

予定あり
(販売後に)

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

（ファイザー）
―

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：4.0㎜　重量：249㎎

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ｹﾐﾌｧ｣

（日本ケミファ）
○ 特になし

○

①PTPｼｰﾄ1錠単位で成分名と含量表示(両面)
②錠剤両面に成分名・含量・ﾒｰｶｰ名刻印
③無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有

○

リバロ錠
（興和） ―

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ｻﾜｲ｣
（沢井）

○
(ｺﾚｽﾃﾛｰﾙと
生活習慣)

①表面：含量・ﾒｰｶｰ名　裏面：成分名
②全規格同一色（ごくうすい赤色）
③無包装状態の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢MEEK｣

（小林化工）
○

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.6㎜　重量：85㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：125㎎

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢FFP｣

（富士フィルムファーマ）
―

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢科研｣

（科研製薬）

予定あり
(販売後に)

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢日新｣

（日新製薬）
―

特になし

※赤文字は先発品には含まれていないもの、青文字は先発品には含まれているが後発品には含まれていないもの

用法不一致

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ﾀｶﾀ｣

（高田製薬）
―

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠
｢ﾃﾊﾞ｣

（テバ製薬）
―

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ﾄｰﾜ｣

（東和薬品）
○

①全規格同一色(ごくうすい赤色)
②1mg錠に割線のようなﾃﾞｻﾞｲﾝ有
③無包装状態の安定性ﾃﾞｰﾀ有

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠
｢日医工｣
（日医工）

―

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠
｢KO｣

（寿製薬）
―

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､結晶ｾﾙﾛｰｽ､ｸﾛｽﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｹｲ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ､酸化ﾁﾀﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､ﾀﾙｸ､軽質無
水ｹｲ酸､赤色102(2mg)
{乳糖水和物､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｾｲﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳ
ﾑ､含水二酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､黄色五号(2mg)}

乳糖水和物､ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ､ｸﾛｽｶﾙﾒﾛｰｽﾅﾄﾘｳﾑ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｽ
ﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ6000､酸化ﾁﾀﾝ､ﾀﾙｸ､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､
三二酸化鉄(2mg)
{低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁ
ﾙ､含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg)}

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｾﾙﾛｰｽ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､ｶﾙﾅｳﾊﾞ
ﾛｳ､三二酸化鉄(2mg･4mg)
{ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg･4mg)､黄色
三二酸化鉄(4mg)}

ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､乳糖水和物､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､
ｸﾛｽﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝ､酸化ﾁﾀﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ･ｸﾞﾗﾌﾄｺﾎﾟﾘﾏｰ､ﾀﾙｸ
{ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､黄色五号(2mg)}

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCaOD錠
｢ﾄｰﾜ｣

（東和薬品）

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ﾂﾙﾊﾗ｣

（鶴原製薬）
― 製剤見本無し

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢TCK｣

（辰巳化学）

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢杏林｣

（杏林製薬）
―

用法不一致

4mg ―

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：2.9㎜　重量：127㎎

両面に成分名・含量・ﾒｰｶｰ名刻印あり

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ｻﾝﾄﾞ｣
（サンド）

○

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢ｱﾒﾙ｣

（共和薬品工業）
○

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､ﾄｳﾓﾛｺｼ
ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､黄色三二酸
化鉄､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ6000､その他１成分
(乳糖水和物､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二
酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ)

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：84㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.1㎜　重量：126㎎

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢EE｣

（エルメッドエーザイ）

①PTPｼｰﾄ1錠単位で成分名と含量表示(両面)
②無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有

特になし

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢YD｣

（陽進堂）
○

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝMg､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､
無水ｹｲ酸､ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､三二
酸化鉄(2mg)
{乳糖水和物､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含
水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg)}

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠
｢三和｣

（三和化学）

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

（持田製薬）
○

○

○

乳糖水和物､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙ
ﾛｰｽ､酢酸ｶﾙｼｳﾑ､酸化ﾁﾀﾝ､三二酸化鉄､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､
ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ400､酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､黄色三二
酸化鉄(4mg)
{ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二酸化ｹｲ素､黄
色五号(2mg･4mg)}

①1mg表面のみ成分名･含量･ﾒｰｶｰ名刻印
　2mg･4mg表面：ﾒｰｶｰ名･ｺｰﾄﾞ　裏面：成分名･含量
②PTPｼｰﾄ1錠単位で成分名と含量表示
③無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有
④正常ｲﾇおよびﾓﾙﾓｯﾄ高脂血症ﾓﾃﾞﾙにおける試験の実施（明
治）

乳糖水和物､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､ｹｲ酸Ca､低置換
度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾛｰｽ､ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､
含水二酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､三ニ酸化鉄(2mg)
{ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､黄色五号(2mg)}

用法不一致(申請中：2014.3解除？)

同
じ
工
場
可
能
性

同
じ
工
場
可
能
性

ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､酸化ﾁﾀﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg、ﾀﾙｸ､炭酸Mg､乳糖､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾ
ﾙﾛｰｽ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ6000､赤色102号(2mg･4mg)､三二酸化鉄
(4mg)
{低置換度ﾋﾄﾞｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､
含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg･4mg)}

ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､軽質無水ｹｲ酸､酸化ﾁﾀﾝ､三二酸化鉄､ｽﾃｱﾘ
ﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､乳糖水和物､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､
その他1成分
(ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)

ｸﾛｽﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝ､酸化ﾁﾀﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰ
ｽ､乳糖水和物､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ6000､その他２成分
(ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ)

乳糖水和物､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､軽質無水ｹｲ酸､酸化ﾁﾀﾝ､
三二酸化鉄､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､
その他1成分
{ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg･4mg)、三二
酸化鉄(4mg)}

乳糖水和物､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸Mg､ﾋﾌﾟﾛﾒ
ﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ6000､ﾀﾙｸ､黄色三二酸化鉄(2mg･
4mg)､三二酸化鉄(2mg･4mg)
{ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二酸化ｹｲ素､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､黄色五号(2mg･4mg)}

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､ｱﾐﾉｱﾙｷﾙﾒﾀｸﾘﾚｰﾄｺﾎﾟﾘﾏｰE､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸Mg､低置換度ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾀﾙｸ､黄色三二酸化鉄､酸化ﾁﾀﾝ､ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ(L-ﾌｪﾆ
ﾙｱﾗﾆﾝ化合物)､香料､ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg､その他3成分
（ｸﾛｽﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､塩化ｶﾙｼｳﾑ水和物､ｽｸﾗﾛｰｽ､l-ﾒﾝﾄｰﾙ､ｷｼﾘﾄｰ
ﾙ､結晶ｾﾙﾛｰｽ､無水ﾘﾝ酸水素ｶﾙｼｳﾑ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ)

乳糖､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ｽﾃｱﾘﾝ
酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､酸化ﾁﾀﾝ､無水ｹｲ酸､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､黄色五号
(1mg･2mg)
(低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､含水二酸化ｹｲ素)

特になし

―
2013.2までは「1日1回夕食後」の用法であった。その後、
用法において効果の差はないという事で、「1日1回経口投
与」へと用法変更となった経緯有り。

製剤見本無し

①OD錠規格有
②普通錠･OD錠共に1mg錠に割線のようなﾃﾞｻﾞｲﾝ有
③OD錠は分割後も各片に成分名・含量識別可
④無包装状態・粉砕時・1mg錠を含む分割後の安定性、
簡易懸濁試験ﾃﾞｰﾀ有
⑤PTPｼｰﾄ1錠単位で成分名と含量表示(両面)

○ ◎

用法不一致(申請中：2014.1解除？)

用法不一致(申請中)

特になし

特になし

特になし

2mg 直径：7.2㎜　厚さ：2.8㎜　重量：120㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：80㎎

D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ､ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｾﾙﾛｰｽ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､酸化ﾁﾀﾝ､軽質無水ｹｲ酸､ｽﾃｱﾘ
ﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ､ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ（ｹﾐﾌｧではﾏｸﾛｰｺﾞｰﾙ6000
表記)､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､三二酸化鉄(2mg)､黄色三二酸化鉄(2mg)
{乳糖水和物､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg)}

添加物

乳糖水和物、低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ、ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ、ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ
酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾝｴｼｳﾑ、ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ、含水二酸化ｹｲ素、酸
化ﾁﾀﾝ、ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ、黄色五号(2mg･4mg)、黄色三二酸化鉄(4mg)

同
じ
工
場
可
能
性

同
じ
工
場
可
能
性

同
じ
工
場
可
能
性

1mg 直径：6.2㎜　厚さ：2.7㎜　重量：85㎎

4mg ―

1mg 直径：6.1㎜　厚さ：2.7㎜　重量：86㎎

2mg 直径：7.1㎜　厚さ：3.0㎜　重量：125㎎

4mg 直径：8.6㎜　厚さ：3.9㎜　重量：248㎎

大きさ比較

乳糖水和物､酸化ﾁﾀﾝ､低置換度ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ﾋﾄﾞﾛｷｼ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰｽ､ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､三二酸化鉄(2mg･4mg)､ﾋﾌﾟ
ﾛﾒﾛｰｽ､ﾀﾙｸ､ｸｴﾝ酸ﾄﾘｴﾁﾙ､ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ､その他１成分
{ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､含水二酸化ｹｲ素､黄色五号(2mg･
4mg)､黄色三二酸化鉄(4mg)}

「ピタバスタチン錠ジェネリック医薬品評価基準」

○今回調べたジェネリック医薬品の中で、先発品と全く同じ添加物を用いたものはなかった。

○初期販売時において、４ｍｇ規格を採用していないメーカー、または用法の不一致（１日１回夕食後記載）があるメーカーは脱落。

※2013.2までのリバロ錠の用法である「1日1回夕食後」に倣って申請したメーカーが多数あり。⇒現在は「1日1回経口投与」

○PTPシート１錠単位で薬剤識別可能、かつ資料（無包装状態・粉砕時の安定性、簡易懸濁試験）が揃っているメーカー４社を最終候補とした。

○そのうち1ｍｇ錠の分割時の安定性の資料も有り、ジェネリック医薬品で唯一OD錠規格採用のある東和薬品に決定。

（OD錠分割後も各片に成分名・含量刻印があり、識別可能な点も魅力的）

○なお、今回質量・直径等大きさについては各メーカーで大差はない為、評価基準の重要度としては低い。

とくりん薬局

資料作成日： 2014.1.27
資料更新日：2014.1.27

担当：与那嶺早希


