
ジルムロ配合製剤

直径
(㎜)

厚さ
(㎜)

重さ
(㎎)

100 500 バラ

LD 8.2 約4.7 ー ● ● 500

HD 8.2 約4.7 ー ● ● 500

LD 8.2 約4.7 約239 ● ● 500

HD 8.2 約4.7 約239 ● ● 500

LD 8.1 4.4 238 ●

HD 8.1 4.4 238 ● ●

LD 8.1 4.4 238 ● ● 500

HD 8.1 4.4 238 ● ● 500

LD 8.1 4.4 238 ●

HD 8.1 4.4 238 ●

LD 8.2 4.6 221 ● 100

HD 8.2 4.6 221 ● 100

LD 8.2 4.6 221 ●

HD 8.2 4.6 221 ●

LD 8.2 4.6 221 ● 100

HD 8.2 4.6 221 ● 100

LD 8.1 4.6 239 ●

HD 8.1 4.6 239 ●

LD 8.1 4.9 239 ●

HD 8.2 4.9 239 ●

LD 8.2 4.7 221 ● 500

HD 8.2 4.7 221 ● 500

LD 8.2 4.7 約219 ● ● 200

HD 8.2 4.7 約219 ● ● 200

直径
(㎜)

厚さ
(㎜)

重さ
(㎎)

100 500 バラ

LD 8.5 3.7 210 ●

HD 9.5 4 280 ● 100

LD 8.6 4.7 約235 ● ● 200

HD 8.6 4.7 約235 ● ● 200

会社名

陽進堂

辰巳化学

フェルゼン
ファーマ

武田薬品工業

武田テバファーマ

沢井製薬

沢井製薬

会社名

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、マク
ロゴール6000、黄色三二酸化鉄、D-マンニトール、軽質無水ケイ
酸、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、スクラロース、香料、
その他３成分

カルナウバロウ、クロスポビドン、結晶セルロース、酸化チタン、
三二酸化鉄、スクラロース、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴ400、D-マン
ニトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、ラウロマクロゴール

「サワイ」
【製造販売元】

沢井製薬

「トーワ」
【製造販売元】

東和薬品

規格

「武田テバ」
【製造販売元】

武田テバファーマ
【販売元】

武田薬品工業

ザクラス配合錠
【製造販売元】
武田薬品工業

写真

東和薬品

日本ジェネリック

ニプロ

東和薬品

三和化学
研究所

共創未来
ファーマ

鶴原製薬
「ツルハラ」

【製造販売元】
鶴原製薬

D-マンニトール、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプ
ロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロー
ス、無水リン酸水素カルシウム、トウモロコシデンプン、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、カルナウバロウ（LDには三二酸化鉄、HDには黄色三
二酸化鉄も含まれる）

規格

A
G

「YD」
【製造販売元】

陽進堂

「ニプロ」
【製造販売元】

ニプロ

「商品名・屋号」 添加物

乳糖水和物、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカ
ルシウム、低置換度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（LDに三二酸化鉄、HDに黄色二酸化も含まれる）

乳糖水和物、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカ
ルシウム、低置換度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（LDに三二酸化鉄、HDに黄色二酸化も含まれる）

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、クエン酸トリエチル、カルメロースカルシウム、軽質
無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸
化チタン、タルク、カルナウバロウ（LDに三二酸化鉄、HDに
黄色二酸化も含まれる）

乳糖水和物、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール
6000、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン
酸Mg、ヒプロメロース、トリアセチン、酸化チタン、タルク
（LDには三二酸化鉄、HDには黄色三二酸化鉄も含まれる）

D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、マクロゴール6000、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、プロピレン
グリコール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ（LDには三二酸
化鉄、HDには黄色三二酸化鉄も含まれる）

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、ス
テアリン酸Mg、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメ
ロース、マクロゴール400、D-マンニトール、ラウロマクロゴール
（LDには三二酸化鉄、HDには黄色三二酸化鉄も含まれる）

「サワイ」
【製造販売元】

沢井製薬

口腔内崩壊錠
大きさ 包装規格(錠)

添加物「商品名・屋号」

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、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシ
ウム、ステアリン酸、アスコルビン酸、ステアリン酸マグネシウ
ム、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、黄色三
二酸化鉄、カルナウバロウ（LDには三二酸化鉄も含まれる）

普通錠

先
発
品

共
同
開
発

「JG」
【製造販売元】

日本ジェネリック

「トーワ」
【製造販売元】

東和薬品
【販売元】

共創未来ファーマ

「トーワ」
【製造販売元】

東和薬品
【販売元】

三和化学研究所

「トーワ」
【製造販売元】

東和薬品

「TCK」
【製造販売元】

辰巳化学
【販売元】

フェルゼンファーマ

「TCK」
【製造販売元】

辰巳化学

共
同
開
発

写真
包装規格(錠)大きさ

※参考：各社添付文書・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・DI学術

初回資料作成日：2021.6.21
資料更新日：2021.6.25

作成者：新垣ちはる　編集者：古謝智矢



ジルムロ配合製剤

11社から発売され、武田テバファーマはAGである。陽進堂・辰巳化学・フェルゼンファーマ
の3社、東和薬品・三和化学研究所・共創未来ファーマはそれぞれ共同開発であり製剤的に同一
である。｢TCK｣は辰巳化学とフェルゼンファーマの2社から発売され、｢トーワ｣は東和薬品・三
和化学研究所・共創未来ファーマの3社から発売される。
【錠剤の性状】
色：すべての製剤が先発品と同じでHDは微黄色、LDは微赤色となっている。
大きさ：すべての製剤が先発品と同等で大きな違いはなかった。
刻印・印字：AGの｢武田テバ｣と「ツルハラ」が識別コードの刻印であり、それ以外の製剤は製
剤名が印字されている。また、すべての製剤において規格（成分量またはLD・HD）が印字・刻
印されている。

【PTPデザイン】
◆「ツルハラ」のLD以外、先発品と同系色（LD：紫系・HD:青系）のデザインとなっている。
◆｢トーワ｣｢サワイ｣｢JG｣｢YD｣の4社は1錠ごとにGS-1コードが印字されている。

【包装規格・包装形状】
◆武田テバファーマ・辰巳化学・沢井製薬・陽進堂（HDのみ）の4社には500錠包装がある。
◆武田テバファーマ・辰巳化学・ニプロの3社には500錠のバラ包装があり、沢井製薬は200錠、
東和薬品・共創未来ファーマは100錠のバラ包装がある。
◆新たにウィークリー包装を発売するメーカーはなかった。

【販売規格】
＜ザクラス配合錠LD ＞アジルサルタン20㎎及びアムロジピンとして2.5㎎
＜ザクラス配合錠HD＞アジルサルタン20㎎及びアムロジピンとして5㎎

【発売の歴史】
◆アムロジピン（アムロジン錠及びノルバスク錠）
普通錠として2.5・5㎎の2規格とも1993年10月に製造承認を取得。その後、OD錠や10㎎錠の製
造承認を取得した。2009年7月にはGE医薬品が発売。2012年6月に小児への用法・用量の追加
承認を取得。
◆アジルサルタン（アジルバ錠）
2012年1月に20・40㎎、2014年3月に10㎎の製造承認を取得。その後、2015年2月に小児への用
法・用量に対しての追加承認が認められた。その結果、アジルバ錠の再審査期間が1年9カ月延
長され2021年10月19日までとなったため、アジルバ錠のGE医薬品は発売されていない。
◆ザクラス配合錠
2014年3月に製造販売承認を取得。

【適応及び用法・用量】
高血圧症
ザクラス配合錠の用法・用量に関しては、以下のアジルサルタンとアムロジピンベシル酸塩の用
法・用量及び用法・用量に関連する使用上の注意等を踏まえ、患者毎に本剤の適応を考慮する。
〇アジルサルタン
通常、成人にはアジルサルタンとして20㎎を1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜
増減するが、1日最大投与量は40㎎とする。
〇アムロジピンベシル酸塩
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5㎎を1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減
するが、効果不十分な場合には1日1回10㎎まで増量することができる。

【無包装状態での安定性】
25℃/75％RH、暗所、あるいは40℃/75％RH、暗所の条件下で保存した場合、6カ月後まで外観、
含量、溶出性などについて特に問題となる変化は認められなかった。

《先発品（ザクラス配合錠）について》

《普通錠のみでの比較》
【患者様指導箋・疾患に関する指導箋の有無（剤型にかかわらない共通情報）】
◆日本ジェネリック・三和化学研究所・武田テバファーマ・東和薬品・沢井製薬の5社は患者用
指導箋を用意している。
◆沢井製薬は｢医療関係者向けのQ＆A冊子｣を用意している。

《口腔内崩壊錠のみでの比較》
口腔内崩壊錠は沢井製薬と東和薬品の2社から発売される。
【錠剤の性状】
色：｢サワイ｣は先発品と同様にHDは微黄色、LDは微赤色となっているが、｢トーワ｣はHD・LDと
もに微黄色となっている。これは｢東和薬品独自のRACTAB技術を用いて口腔内崩壊錠を製造す
る際に相性の良い添加剤｣と｢製剤の光学的安定性の確保｣という2つの条件を満たすためにHD・
LDともに黄色三二酸化鉄を用いたためとのこと。
大きさ：｢トーワ｣のHDのみが他製剤と比べて一回り大きくなっている。これは口腔内崩壊錠と
しての崩壊性を重視した結果この大きさになったとのこと。

【味・飲みやすさ】（職員8人で溶けやすさと味に関して比較・評価を行った）
◆｢トーワ｣はペパーミント風味であり、｢サワイ｣は香料不使用で添加剤の甘みがある。
◆｢トーワ｣は崩壊の速度が圧倒的に速かったが、｢サワイ｣が特別飲み難いということはなかっ
た。
◆｢トーワ｣のペパーミント風味に関してはミントが苦手なので飲みにくいとの声があった一方
で、ミント風味が好きという声もあった。
◆｢サワイ｣の味に関しては可もなく不可もなくといった評価が多かった。

【包装規格・包装形状】
◆沢井製薬は100・500錠の包装規格がある。東和薬品は100錠包装のみ。
◆沢井製薬はHD・LD錠ともに200錠、東和薬品はHD錠のみに100錠のバラ包装がある。

★東和薬品と沢井製薬どちらも味において
苦味はなく、溶けやすさの点においても服
用時に問題となるようなことは確認されな
かった。そのため【味・飲みやすさ】に関
しては重要な評価項目とはしなかった。
★沢井製薬はLD・HDの製剤の色を変えてお
り、識別性に優れている点を評価する。
※東和薬品のようにLD・HDが同色だと調剤
過誤の起こる可能性や、LDからHDへの切り
替えの際に患者が錠剤の変化に気づかない
可能性などが考えれらる。
★沢井製薬は100・500錠包装、バラ200錠包
装がある。多様な包装規格があった方が選
択肢が広がり有用だと考えられるため評価
したい。

以上により、口腔内崩壊錠では

沢井製薬（ジルムロ配合OD

錠LD・HD｢サワイ｣）を推奨メー
カーとする。

《総合評価》 以上により、『沢井製薬（ジルムロ配合錠・OD錠LD/HD

｢サワイ｣）』を推奨メーカーとする。

★武田テバファーマからはAGが発売されている。
先発品と同じラインで作られた同一の製剤であ
り、患者指導箋や包装規格の充実度など評価す
る点は多かった。しかし、製剤の外観やPTP

シートのデザインも先発品と同一であるため、
錠剤の識別コードは刻印であり、GS-1コードは
2錠ごとであることなど調剤過誤の観点からみ
ると他のメーカーより劣っている点もあったの
で今後はその点に期待したい。

★今回普通錠は10社から発売され口腔内崩壊錠は2社から
の発売となっている。高血圧製剤は幅広い患者層に服用
されているため、そのなかには嚥下能力が低下した高齢
者などの普通錠の服用が困難な患者もいると考えられる。
そのため、東和薬品や沢井製薬のように先発品にはない
口腔内崩壊錠を開発・発売したことは高く評価する。
★錠剤の印字の見やすさおよび、PTPデザインなど識別性
を高める工夫をしているメーカーを評価する。

口
腔
内
崩
壊
錠

普
通
錠
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