
コード・品名

販売メーカー

薬効分類名

成分・分量

貯　　　　法

血中濃度の推移

適応相違

添加物

溶出試験 基準内 溶出試験 基準内 溶出試験 基準内 溶出試験 基準内 溶出試験 基準内 溶出試験 基準内 溶出試験 基準内

安定性試験 加速試験（40±2℃　75%RH±5%RH　6ヶ月　適合）：3年間安安定性試験 加速試験（40℃　75%RH　6ヶ月　適合）：3年間安定 安定性試験 加速試験（40℃　75%RH　6ヶ月　適合）：3年間安定 安定性試験 加速試験（40℃　75%RH　6ヶ月　適合）：3年間安定 安定性試験 安定性試験 長期保存試験：エックスフォージ(25℃　60%RH)：3年間安定安定性試験 長期保存試験：エックスフォージ(25℃　60%RH)：3年間安定

【PTP包装】（25℃ 60%RH）：6か月安定 【PTP包装】25℃ 75%RH：120日間安定 【PTP包装･バラ容器】120万lx･hr 50日：規格内 加速試験(40℃ 75%RH)：PTP、無包装どちらも6ヶ月まで安定

苛酷試験(50℃ 暗所　2ヶ月）：PTP、無包装どちらも安定

        (120万lx･hr):PTP、無包装どちらも安定

【分包紙(未粉砕)】温度･湿度成り行き　12週：変化なし

【分包紙(粉砕)】温度･湿度成り行き　12週：変化なし

自動分包機試験：問題なし

備考 簡易懸濁 適1、5分○ 簡易懸濁 適1、5分○ 簡易懸濁 適1、5分○ 簡易懸濁 適1、5分○ 簡易懸濁 適1、5分○ 簡易懸濁 適1、5分○

バルク アムロジピン：(株)三洋化学研究所　富山工場（日本） バルク アムロジピン：(株)三洋化学研究所（日本） バルク アムロジピン：(株)住友化学（日本） バルク バルク アムロジピン：MOEHS（スペイン）、Aurobindo（インド） バルク バルク

バルサルタン：Shin Poong Pharm.Co.Ltd.Ansan Factory(韓国） 　　　Lupin Limited(インド)、Aurobindo Pharma Ltd(インド) バルサルタン：(株)ダイト（日本） バルサルタン：(株)協和ファーマケミカル（日本）

バルサルタン：(株)住友化学(日本)、Lupin Limited(インド) DAEWOONG　BIO　INC.（韓国）

製造元 (株)日新製薬 製造元 (株)ニプロファーマ　鏡石工場 製造元 製剤製造国：シンガポール（ノバルティスファーマ）　　　製造元 製剤製造国：シンガポール

製造元 (株)キョーリンリメディオ　井波工場 製造元 (株)共和薬品工業　三田工場 製造元 最終包装工程：(株)サンド　上山工場(日本)

資材 資材 資材 資材 資材 資材 患者指導箋 資材 患者様向け医薬品ガイド

包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装

その他 その他 全国病院採用実績：6施設（私立） その他 その他 全国病院採用実績：24施設（DPC病院4施設） その他 全国病院採用実績：7施設（DPC病院1施設） その他 オーソライズドジェネリック（ＡＧ）　 その他

薬価 1錠： ¥57.30 1錠： ¥57.30 1錠： ¥57.30 1錠： ¥57.30 1錠： ¥57.30 1錠： ¥57.30 1錠： ¥114.60

ポイント メーカー ＋製品 ＝ 0 メーカー ＋製品 ＝ 0 メーカー ＋製品 ＝ 0 メーカー ＋製品 ＝ 0 メーカー ＋製品 ＝ 0 メーカー ＋製品 ＝ 0

アムロジピン：インド、スロベニア

バルサルタン：ドイツ、イギリス、アイルランド

　　　　　　　　規格内 　　　　　　　　規格内 　　　　　　　　規格内

加速試験（40℃　75%RH　6ヶ月　適合）：3年間安定

【無包装】温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：
規格内

　　　　　光(60万lx･hr 25日)：ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ含量約5%低下
規格内

【無包装】温度(40℃ 30日)、湿度(25℃ 75%RH 30日)：規
格内

　　　　　　　　光(60万lx･hr 25日)：試験中

帯黄白色/フィルムコーティング錠

重量 直径 厚さ

210㎎ 8.5mm 3.9mm

重量

210㎎

直径

8.5mm

厚さ

3.9mm

厚さ 重量

208㎎

直径

8.6mm

厚さ

3.7mm

【分包紙(粉砕)】温度(40℃ 3ヶ月）湿度(25℃ 75%RH 3ヶ
月)：

重量 直径

247㎎ 8.6mm 4.4mm 214㎎

直径 厚さ

4.0mm

先発医薬品

ノバルティスファーマ株式会社

帯黄白色/フィルムコーティング錠 帯黄白色/フィルムコーティング錠 帯黄白色/フィルムコーティング錠 帯黄白色/フィルムコーティング錠

共和薬品工業株式会社

室温保存室温保存

アムロジピン：インド、スロベニア

ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、タルク、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、三二酸化鉄

バルサルタン：ドイツ、イギリス、アイルランド

【無包装】温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：
規格内

　　　　　　光(60万lx･hr 25日)：ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ含量低下　規
格外

　　　　　　光（50日120万lx･hr）：規格内

無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、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、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

エックスフォージ配合錠(08995)アムバロ配合錠「杏林」

重量 直径 厚さ

4.3mm

なし

本体表示：アムバロ配合錠　アメル本体表示：アムバロ　杏林

後発医薬品

キョーリン リメディオ株式会社

後発医薬品後発医薬品

240mg 8.6mm

サンド株式会社

　　　　光(50日120万lx･hr)：ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 98%→94.4%　規格
外

3.9mm

外観

　　　　　　光（50日120万lx･hr）：規格内

(1)血漿中バルサルタン濃度　　　　　　(2）血漿中アムロジピン濃度

【分包紙(粉砕)】温度(40℃ 30日）湿度(25℃ 75%RH 30
日)：

低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、結晶セル
ロース、タルク、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、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロ
ウ

ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、タルク、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、三二酸化鉄

PTP：100錠、140錠、500錠
バラ：500錠

高血圧症

1錠中　（日局）バルサルタン80mg、（日局）アムロジピンベシル酸塩6.93mg（アムロジピンとして5.0mg）

室温保存

識別コード：VA85

(1)血漿中バルサルタン濃度　　　　　(2）血漿中アムロジピン濃度

識別コード：NV140

厚さ

206㎎ 8.6mm

PTP：140錠、500錠、700錠
バラ：500錠

　　　　　　光（50日120万lx･hr）：試験中
【無包装】温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：
規格内

【無包装】温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：
規格内

ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、タルク、無水ケイ
酸、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、三二酸化鉄、カルナウバロウ

【無包装】温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：
規格内

ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、タルク、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、三二酸化鉄

PTP:140錠、500錠、700錠
バラ：500錠

PTP：100錠、140錠、500錠
バラ：500錠

PTP：100錠、140錠
バラ：500錠

後発医薬品

アムバロ配合錠「日新」

日新試薬株式会社

室温保存

本体表示：アムバロ配合錠　NS

(1)血漿中バルサルタン濃度　　　　　(2）血漿中アムロジピン濃度

選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤

アムバロ配合錠「サンド」

室温保存

アムバロ配合錠「アメル」

後発医薬品

アムバロ配合錠「ケミファ」

日本ケミファ株式会社

室温保存

本体表示：アムバロ　ケミファ

8.6mm

帯黄白色/フィルムコーティング錠

重量

　　　　　　光（50日120万lx･hr）：規格内

【分包紙(粉砕)】温度(40℃ 5週間）湿度(25℃ 75%RH 5週
間)：

PTP：100錠、140錠
バラ：500錠

後発医薬品

アムバロ配合錠「ニプロ」

ニプロ株式会社

室温保存

本体表示：アムバロ　ニプロ/80　バルサルタン　アムロジピン　5

低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、酸化マグネ
シウム、軽質無水ケイ酸、タルク、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、黄色三二酸化鉄、カルナウバロ
ウ

バルサルタン：(株)ダイト　本社工場(日本) 

　　　　Shin poong Pharm. Co.,Ltd. Ansan Factory（韓

(株)日本薬品工業　つくば工場

PTP：100錠、140錠、500錠、700錠
バラ：500錠

性状

帯黄白色/フィルムコーティング錠

重量 直径

　　　　光(36万lx･hr 15日)：ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 95.9%→93.6%　規
格外

　　　　　　　Aurobindo Pharma Ltd(インド)

　　　　　　光（50日120万lx･hr）：規格内

アムロジピン：(株)ダイト　本社工場（日本） 

　　　　　　　HETERO DRUGS LIMITED（インド）

【分包紙(粉砕)】湿度(25℃ 75%RH 3ヶ月)：規格内


