
エンテカビル製剤

バラクルード錠0.5㎎
【製造販売元】

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ

結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、ﾎﾟ
ﾋﾞﾄﾞﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、乳
糖水和物、酸化ﾁﾀﾝ、ﾋﾌﾟﾛﾒ
ﾛｰｽ、ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ400、ﾎﾟﾘｿﾙ
ﾍﾞｰﾄ80

垂線：8.4㎜
厚さ：3.7㎜
重さ：206㎎

70 〇 〇有効期限：2年
〇貯法：遮光・室温保存

エンテカビル錠0.5㎎「ＥＥ」
【製造販売元】

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ
【販売元】

ｴﾙﾄﾞﾒｯﾄﾞ ｴｰｻﾞｲ

70 〇

〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物を主薬と相性のいい安定
性の高いものへ変更し光による変色を防止）
〇製品名を刻印
〇1錠単位で「空腹時に服用すること」と表記
〇1錠単位でGS1ｺｰﾄﾞを表示

エンテカビル錠0.5㎎「YD」
【製造販売元】
大興製薬
【販売元】
陽進堂

70 －
〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物を変更し光による変色を防
止）

エンテカビル錠0.5㎎「CMX」
【製造販売（輸入）元】

ｹﾐｯｸｽ

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、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、酸化ﾁﾀﾝ

先発品と同じ 70 －

〇有効期限：2年
〇貯法：室温保存（添加物の量の調整にて光による変
色を防止。光安定性に関してPTP包装下での試験ﾃﾞｰ
ﾀなし）
〇ｼｰﾄ毎に「抗ｳｲﾙｽ薬」と表記

エンテカビル錠0.5㎎「サンド」
【製造販売】

ｻﾝﾄﾞ

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、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
6000EP、酸化ﾁﾀﾝ、ﾀﾙｸ

垂線：8.2㎜
厚さ：4.2㎜
重さ：210㎎

70 作成中

〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止。光安定性に関して裸錠試験ﾃﾞｰﾀのみ）
〇円形

エンテカビル錠0.5㎎「ファイザー」

【製造販売】
ﾌｧｲｻﾞｰ
【提携】

ﾏｲﾗﾝ製薬

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳ
ﾑ、酸化ﾁﾀﾝ、ﾋﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ、ﾏｸﾛ
ｺﾞｰﾙ400、ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ80

垂線：6.1㎜
厚さ：4.1㎜
重さ：123㎎

70 〇

〇有効期限：2年
〇貯法：遮光・室温保存（添加物を工夫し光による変
色を防止）
〇錠剤が小さい
〇1錠単位でGS1ｺｰﾄﾞを表示

エンテカビル錠0.5㎎「タカタ」
【製造販売】
高田製薬

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、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

垂線：8.2㎜
厚さ：3.9㎜
重さ：200㎎

28
70 〇

〇有効期限：2年
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止）
〇製品名を刻印
〇１錠単位で「抗ｳｲﾙｽ薬」と表記

エンテカビル錠0.5㎎「KN」
【製造販売】
小林化工

70 〇

〇有効期限：2年6カ月
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止）
〇製品名・含量を両面印字(緑色で表記）
〇１錠単位で「抗ｳｲﾙｽ化学療法剤」と表記

エンテカビル錠0.5㎎「DSEP」
【製造販売元】
第一三共ｴｽﾌｧ
【販売提携】
第一三共

70 〇

〇有効期限：2年6カ月
〇貯法：室温保存（添加物や製造工程を工夫し光によ
る変色を防止）
〇製品名・含量を両面印字(緑色で表記）
〇1錠単位でGS1ｺｰﾄﾞを表示

エンテカビルOD錠0.5㎎「サワイ」

【製造販売】
沢井製薬

ｸﾛｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｽｸ
ﾗﾛｰｽ、ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg、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、D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ

垂線：6.5㎜
厚さ：2.9㎜
重さ：100㎎

70 作成中

〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止）
〇唯一の口腔崩壊錠
〇【芳香】なし【味】あまい

◎

エンテカビル錠0.5㎎「JG」
【製造販売】
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、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、
ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ80、酸化ﾁﾀﾝ、ｶﾙ
ﾅｳﾊﾞﾛｳ

垂線：7.9㎜
厚さ：3.2㎜
重さ：154㎎

70 〇
〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止）
〇ｽﾘｯﾄ毎に「空腹時に服用」と表記

エンテカビル錠0.5㎎「トーワ」

【製造販売元】
東和薬品

乳糖水和物、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｸﾛ
ｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸Mg、ﾋﾌﾟ
ﾛﾒﾛｰｽ、ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｾﾙﾛｰ
ｽ、ﾀﾙｸ、酸化ﾁﾀﾝ

垂線：8.5㎜
厚さ：3.6㎜
重さ：206㎎

56
60 〇

〇有効期限：3年
〇貯法：室温保存（添加物の量の調整にて光による変
色を防止）
〇ｽﾘｯﾄ毎に「空腹時に服用」と表記
〇ｽﾘｯﾄ毎にGS1ｺｰﾄﾞを表示

エンテカビル錠0.5㎎「武田テバ」
【製造販売元】
武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ

【販売】
武田薬品工業

ｸﾛｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、結晶ｾﾙﾛｰｽ、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、ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ
400、D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ

垂線：8.1㎜
厚さ：4.1㎜
重さ：206㎎

100 作成中

〇有効期限：2年
〇貯法：室温保存（添加物を工夫し光による変色を防
止）
〇ｽﾘｯﾄ毎にGS1ｺｰﾄﾞを表示

参考：各社添付文書・インタビューフォーム・ホームページ

備考
最終
決定

患者用
指導
せん

ｸﾛｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、軽質無水ｹｲ
酸、結晶ｾﾙﾛｰｽ、ｺﾎﾟﾘﾋﾞﾄﾞ
ﾝ、酸化ﾁﾀﾝ、乳糖水和物、ﾋ
ﾌﾟﾛﾒﾛｰｽ、ﾌﾏﾙ酸ｽﾃｱﾘﾙﾅﾄﾘｳ
ﾑ、ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ400
※共同開発の可能性

添加物
大きさ
比較

垂線：9.0㎜
厚さ：3.6㎜
重さ：206㎎

包装
（錠）

商品名・会社名

写真

裸錠
ＰＴＰ

 （主に14錠シート）

結晶ｾﾙﾛｰｽ、乳糖水和物、ﾎﾟ
ﾋﾞﾄﾞﾝ、ｸﾛｽﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝ、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、ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ400、ﾎﾟﾘｿﾙ
ﾍﾞｰﾄ80、ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ
※共同開発の可能性

先発品と同じ

【エンテカビル製剤 まとめ】

☑ AGの発売はなく、先発品と同じ添加物のﾒｰｶｰもない。

☑ 全ての製薬会社が光安定性の問題を解決している。

☑ 先発品は錠剤が見えない両面ｱﾙﾐｼｰﾄになっているが、ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

医薬品は全て錠剤が可視化されている。

☑ 口腔崩壊錠は、「ｻﾜｲ」のみの発売。（ただし、普通錠の発売はな

い。）

☑ 円形は「ｻﾝﾄﾞ」「武田ﾃﾊﾞ」の2社。

☑ 錠剤を小さく飲みやすいように工夫したのは「ﾌｧｲｻﾞｰ」。

☑ 製品名が錠剤表面にあるのは、「EE」「ﾀｶﾀ」「KN」「DSEP」の4社。

☑ PTPｼｰﾄに「空腹時に服用」と1錠単位で表記しているのは「EE」

の1社、ｽﾘｯﾄ毎に表記しているのは「JG」「ﾄｰﾜ」の2社。

☑ PTPｼｰﾄに「抗ｳｲﾙｽ薬」と1錠単位で表記しているのは「ﾀｶﾀ」

「KN」の2社。ｼｰﾄ毎に表記しているのは「CMX」の1社。

☑ ｼｰﾄにGS1ｺｰﾄﾞを1錠単位で表示しているのは「EE」「ﾌｧｲｻﾞｰ」

「DSEP」の3社。ｽﾘｯﾄ毎に表示しているのは「ﾄｰﾜ」「武田ﾃﾊﾞ」の2社。

他の製剤はｼｰﾄに１～5ヵ所に表示している。

☑ 小包装の発売は「ﾀｶﾀ」「ﾄｰﾜ｣の2社。

〈バラクルード錠の光安定性と

包装形態の変更について〉

原薬のｴﾝﾃｶﾋﾞﾙは光に安定であり、裸錠（ﾌｨﾙﾑｺｰﾃｨ

ﾝｸﾞ）での長期試験・過酷試験ともに光に安定していた

ため、発売当初は遮光ｺﾒﾝﾄはなかった。

しかし、PTP包装内での変色(褐色へ変化)事例（2014年

に49件）が発生し、PTP包装状態下での長期試験を行っ

た。

その結果、添加物のﾏｸﾛｺﾞｰﾙ400が光で分解されてﾎﾙﾑ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを発生し、そのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞとｴﾝﾃｶﾋﾞﾙが反応す

ることで不純物ができ、変色に至ったと判断された。

（裸錠状態での試験ではﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞが揮発性のため反

応することなく、変化はなかったとのこと。）

残存量は適正範囲内であったが自主回収し、包装をｱﾙ

ﾐｼｰﾄへ変更し光安定性を高めたと同時に添付文書へ

遮光保存の追記を行った。

（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ﾒﾃﾞｨｶﾙ情報部からの回答より）

【エンテカビル製剤評価内容】

〇先発品の錠剤はもともと大きくないため、錠剤の大きさは評価

の要点ではない。

〇分包する可能性の低い薬剤であると考えられるため、製品名の

刻印・印字の有無は、重要視せず。

〇高価薬のため小包装があるのはありがたい。しかしながら、長期

に渡り服用する薬剤でもあるため、評価の重要度としてﾄｯﾌﾟには

ならない。

〇「空腹時に服用」の用法表記は、患者様の適正使用に役立つ。

〇GS1ｺｰﾄﾞは１錠単位で表示されていると在庫管理や監査ｼｽﾃﾑ使

用時に便利である。

【最終結果】

推奨薬：「ｻﾜｲ」

各社工夫がされており、一長一短で検討が非常に難しかった。

食事の影響をうけるため、用法が「空腹時服用」である点を重視し

服用しやすい口腔崩壊錠である「ｻﾜｲ」を選択した。PTPｼｰﾄに「空

腹時に服用」と記載されていれば更に良かったと思われる。
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