
 

 

2020年4月作成 

－1－ 

（加速試験）サンド株式会社 

製品名：メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」  

 

加速試験による安定性 

 

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75％、6 ヵ月）の結果、メマンチン塩

酸塩 OD 錠 10mg「サンド」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測さ

れた。 

 

保存条件 保存期間 保存形態 結果 

温度:40±2℃ 

湿度:75±5％RH 
6 ヵ月 

PTP包装＋外装ピロー 

（乾燥剤（シリカゲル）入り） 

 PTP包装： 

  ポリプロピレン 

  アルミニウム箔 

 外装ピロー： 

  アルミラミネート 

性状、確認試験、製剤均

一性、崩壊性、溶出性、

及び定量法について変化

は認められなかった。 ポリエチレン瓶包装 

（乾燥剤（シリカゲル）入り）

 瓶： 

  ポリエチレン瓶 

 キャップ： 

  ポリエチレンキャップ 
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－2－ 

（加速試験）サンド株式会社 

 

   メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「サンド」の加速試験における安定性 

保存条件：40±2℃、75±5％RH 保存期間：6 ヵ月 保存形態：PTP 包装＋外装ピロー 

試験項目 規格 
結果 

開始時 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 

性状 淡赤色の素錠 適合 適合 適合 適合 

確認試験 

赤外吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定法(液膜法) 

波数 3342cm-1、3269cm-1、

3170cm-1､2900cm-1、1595cm-1、

1454cm-1、1353cm-1、1198cm-1及

び 837cm-1付近に吸収を認める。 

適合 適合 適合 適合 

崩壊性 2 分(120 秒)以内 適合 適合 適合 適合 

製剤均一性 含量均一試験に適合する * 適合 ― ― ― 

溶出性 15 分間の溶出率は 85%以上 適合 適合 適合 適合 

定量 ** 表示量の 95.0～105.0％ 99.4％ 98.4％ 100.0％ 101.3％ 

純度試験 ** 類縁物質合計：参考値 0.06％ 0.07％ 0.04％ 0.03％ 

質量試験 ** 参考値 150.3mg 150.0mg 150.1mg 150.1mg 

＊：日局 一般試験法の製剤均一試験法１．含量均一試験を行うとき、適合する（判定値15.0%を超えない） 

＊＊：3 ロット（3 回/ロット）の平均値 

 

保存条件：40±2℃、75±5％RH 保存期間：6 ヵ月 保存形態：ポリエチレン瓶 

試験項目 規格 
結果 

開始時 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 

性状 淡赤色の素錠 適合 適合 適合 適合 

確認試験 

赤外吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定法(液膜法) 

波数 3342cm-1、3269cm-1、

3170cm-1､2900cm-1、1595cm-1、

1454cm-1、1353cm-1、1198cm-1及

び 837cm-1付近に吸収を認める。 

適合 適合 適合 適合 

崩壊性 2 分(120 秒)以内 適合 適合 適合 適合 

製剤均一性 含量均一試験に適合する * 適合 ― ― ― 

溶出性 15 分間の溶出率は 85%以上 適合 適合 適合 適合 

定量 ** 表示量の 95.0～105.0％ 99.4％ 99.6％ 100.0％ 101.9％ 

純度試験 ** 類縁物質合計：参考値 0.06％ 0.05％ 0.05％ 0.04％ 

質量試験 ** 参考値 150.3mg 149.9mg 150.0mg 150.3mg 

＊：日局 一般試験法の製剤均一試験法１．含量均一試験を行うとき、適合する（判定値15.0%を超えない） 

＊＊：3 ロット（3 回/ロット）の平均値 
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本資料は本剤の安定性を検討した資料であり、無包装状態で保存をした本剤を臨床で使用した場合の有効性

及び安全性については評価しておりません。無包装状態で保存した本剤の臨床でのご使用は、先生方のご判

断にてお願い申し上げます。 

－1－      (無包装安定性試験）サンド株式会社 

製品名：メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 

 

無包装安定性試験 

メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「サンド」の無包装状態における安定性（高温度条件） 

保存条件：40℃、褐色ガラス瓶(密栓) 保存期間：3 ヵ月 

試験項目 N 規格 
結果 

開始時 1 ヵ月 2 ヵ月 3 ヵ月 

性状 6 淡黄白色の素錠 適合 適合 適合 適合 

崩壊性 

（秒） 
6 2 分(120 秒)以内 9-13 10-12 11-13 8-10 

溶出性 

（％） 
6 

15分間の溶出率は

85%以上である 
98 98 97 94 

定量 

（％） 
3 

表示量の 

95.0～105.0％ 
102.2 102.8 102.5 102.0 

純度試験 

（％） 
3 

類縁物質合計： 

参考値 
0.04 0.02 0.02 0.02 

硬度 

（N） 
10 参考値 68 69 68 68 

 

メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「サンド」の無包装状態における安定性（高湿度条件） 

保存条件：25℃、75％RH、褐色ガラス瓶開放 保存期間：3 ヵ月 

試験項目 N 規格 
結果 

開始時 1 ヵ月 2 ヵ月 3 ヵ月 

性状 6 淡黄白色の素錠 適合 適合 適合 適合 

崩壊性 

（秒） 
6 2 分(120 秒)以内 9-13 7-8 8-10 6-8 

溶出性 

（％） 
6 

15分間の溶出率は

85%以上である 
98 95 92 94 

定量 

（％） 
3 

表示量の 

95.0～105.0％ 
102.2 103.3 103.6 101.8 

純度試験 

（％） 
3 

類縁物質合計： 

参考値 
0.04 0.02 0.02 0.02 

硬度 

（N） 
10 参考値 68 35 33 31 
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本資料は本剤の安定性を検討した資料であり、無包装状態で保存をした本剤を臨床で使用した場合の有効性

及び安全性については評価しておりません。無包装状態で保存した本剤の臨床でのご使用は、先生方のご判

断にてお願い申し上げます。 

－2－      (無包装安定性試験）サンド株式会社 

 

メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「サンド」の無包装状態における安定性（光条件） 

保存条件：25℃、60％RH、4,000Lux/hr、シャーレ＋ラップ 

試験項目 N 規格 

結果 

開始時 
60 万 lux･hr 120 万 lux･hr 

曝光 対照 曝光 対照 

性状 6 淡黄白色の素錠 適合 適合 適合 適合 適合 

崩壊性 

（秒） 
6 2 分(120 秒)以内 9-13 11-13 10-12 9-11 11-12 

溶出性 

（％） 
6 

15分間の溶出率は

85%以上である 
98 91 93 103 99 

定量 

（％） 
3 

表示量の 

95.0～105.0％ 
102.2 102.3 102.8 101.2 103.7 

純度試験 

（％） 
3 

類縁物質合計： 

参考値 
0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 

硬度 

（N） 
10 参考値 68 64 62 62 62 
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