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登録された開業医または病院または研究所の使⽤のみ
1.構成
コーティングされていない各錠剤には以下が含ま

れます：Saroglitazar 4 mg

賦形剤qs
錠剤の不活性成分は、微結晶性セルロース、ラクトース、酸化マグネシウム、ポビド
ン、タルク、ステアリン酸マグネシウム、クロスカルメロースナトリウムおよびコロ
イド状⼆酸化ケイ素です。

2.薬物の説明
リパグリンTM（（Saroglitazar）は、脂質プロファイルとグリセミック指数の両⽅を
修正するデュアルレギュレーターです。それは4mgのSaroglitazarを含む経⼝錠剤と
して利⽤可能です。サログリタザールの化学名は、ベンゼンプロパン酸、α-エトキ
シ-4-[2-[2-メチル-5-[4-（メチルチオ）フェニル]-1H-ピロール-1-イル]エトキシ]-、マ
グネシウム塩（2 ：1）、（αS）-次の構造式を使⽤：
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Saroglitazarの実験式は[CHNOS] Mgであり、分⼦量は900 g/moleで
す。
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3.適応症と使⽤法
リパグリンTMスタチン療法によって制御されていない2型糖尿病を伴う糖尿
病性脂質異常症および⾼トリグリセリド⾎症の治療に適応されます。臨床試
験では、リパグリンTMトリグリセリド（TG）、低密度リポタンパク質
（LDL）コレステロール、超低密度リポタンパク質（VLDL）コレステロー
ル、⾮⾼密度リポタンパク質（⾮HDL）コレステロールの減少、およびHDL
コレステロールの増加を⽰しています。また、糖尿病患者の空腹時⾎漿グル
コースと糖化ヘモグロビンを低下させることにより、好ましいグリセミック
指数を⽰しています。



4.投与量と投与
の推奨⽤量リパグリンTM1⽇1回4mgの1錠です。
5.剤形と強度
リパグリンTM経⼝投与⽤のコーティングされていない錠剤として利⽤可能です。コーティング

されていない各錠剤リパグリンTM4mgのサログリタザールが含まれています。

6.禁忌
サログリタザールまたは製剤に使⽤される賦形剤のいずれかに対する過敏症。

7.警告と注意事項
との臨床研究がリパグリンTMミオパチーまたは肝臓および/または腎
機能の混乱の可能性を⽰していない、 リパグリンTM肝機能または腎機
能に異常がある患者、またはミオパチーの病歴がある患者では、治療
を慎重に開始する必要があります。
リパグリンTM確⽴されたニューヨーク⼼臓協会（NYHA）クラスIIIま
たはIV⼼不全の患者では研究されていません。リパグリンTM⼀時的な
うっ⾎性⼼不全を伴う⼼臓病を患う2型糖尿病の患者では注意して開
始する必要があり、そのような患者はうっ⾎性⼼不全の兆候と症状を
監視する必要があります。
臨床研究中、有意な体重増加と浮腫は報告されませんでしたリパグリ
ンTM、体重の急激な増加を経験する患者は、⽔分の蓄積と、過度の浮
腫やうっ⾎性⼼不全などの量に関連するイベントについて評価する必
要があります。
8.有害事象
12〜24週間の治療期間の2つの管理された第III相臨床試験ではリパグ
リンTM、報告された最も⼀般的な有害事象（AE≥2％）は、胃炎、無
⼒症、および発熱でした。ほとんどのAEは、本質的に軽度から中等
度であり、研究の中⽌には⾄りませんでした。
臨床試験はさまざまな条件下で実施されるため、ある薬剤の臨床試験
で観察されたAE率は、別の薬剤の臨床試験で観察された率と直接⽐
較することはできず、実際に観察された率を反映していない可能性が
あります。
9.薬物相互作⽤
組換えヒトチトクロームP-450（CYP）アイソザイムを使⽤したin vitro研究では、
Saroglitazarが10μMの濃度でCYP1A2、2C9、2C19、2D6、および3A4を有意に阻害
しないことが⽰されています。同様に、Saroglitazarは表⽰されませんでした



⼀過性にトランスフェクトされたHepG2細胞のルシフェラーゼベースのレ
ポーターアッセイで最⼤100μMの濃度でテストした場合のCYP3A4酵素誘導
の可能性。臨床的な薬物間相互作⽤の研究は⾏われていませんがリパグリン
TMこれまでのところ、テストされた濃度（10μMおよび100μM）は
Saroglitazarの平均Cよりも数倍⾼いため、次のように推測できます。リパ
グリンTM上記の評価されたCYPに関連する臨床的に重要な薬物間相互作⽤を
引き起こさないでしょう。

最⼤

10.特定の集団での使⽤
10.1妊娠
妊娠：カテゴリーC
の安全性リパグリンTM妊婦で実施された適切で⼗分に管理された研究
がないため、妊婦での研究は確⽴されていません。中に妊娠する⼥性
リパグリンTM治療は医師に連絡する必要があります。リパグリンTM潜
在的な利益が胎児への潜在的なリスクを正当化する場合にのみ、妊娠
中に使⽤する必要があります。
動物実験では、5、25、125mg / kg /⽇の反復経⼝投与を⾏った妊娠
ラットで、胚胎児の発育に対するサログリタザールの影響を評価しま
した。5 mg / kgで⺟体または胎児の毒性は認められませんでした。
これは、体表⾯積ベースで、推奨される最⼤ヒト⽤量（MRHD）の約
12倍です。リパグリンTM4mg。Saroglitazarは、ラットで125 mg/kg
⽇の最⾼⽤量まで⾮催奇形性であることがわかった。
サログリタザールを10、50、200 mg / kg /⽇を繰り返し経⼝投与した妊娠ウサギで
は、10 mg / kgまでは⺟体毒性は認められず、50 mg/kgまでは胎児毒性は認められ
なかった。Saroglitazarは、ウサギで200 mg /kg/⽇の最⾼⽤量まで⾮催奇形性であ
ることがわかった。

10.2授乳中の⺟親
授乳中の⺟親は使⽤しないでくださいリパグリンTMサログリタザールが⺟乳
に排泄されるかどうかは不明だからです。
10.3⼩児科での使⽤
の安全性と有効性リパグリンTM⼩児患者では確⽴されていません。

10.4⽼⼈⽤
⾼齢患者の併存症と併⽤薬を考慮して、 リパグリンTM⽼⼈患者には
注意して使⽤する必要があります。



11.過剰摂取
臨床試験中、過剰摂取の発⽣率はありませんリパグリンTM報告されて
いる。過剰摂取の場合リパグリンTM、バイタルサインのモニタリング
や臨床状態の観察など、患者の⼀般的なサポートケアが必要です。

12.臨床薬理学
12.1作⽤機序
サログリタザールは、強⼒で主にペルオキシソーム増殖因⼦活性化受
容体（PPAR）-アルファアゴニストであり、中程度のPPAR-ガンマア
ゴニスト活性を⽰します。PPARは、脂質およびリポタンパク質代
謝、グルコース恒常性および炎症過程の制御に関与するさまざまな遺
伝⼦の発現を調節する核脂質活性化転写因⼦です。Saroglitazarの薬
理学的効果は、さまざまな前臨床モデルで広く評価されました。サロ
グリタザールは、主にそれぞれPPARαおよびPPARγの活性化を介し
て媒介される抗脂質異常症および抗糖尿病効果の両⽅を⽰した。

サログリタザールによるPPARαの活性化は、脂肪酸（FA）の肝臓での酸化を増加させ、TGの合成と分泌を減少させます。これ

により、末梢組織（⾻格筋や脂肪組織など）から肝臓へのFAの迂回が増加し、それによってFA合成と末梢組織へのTGの送達の

両⽅が減少します。サログリタザールはまた、リポタンパク質リパーゼ（LPL）を活性化し、アポリポタンパク質C-III（LPL活

性の阻害剤）の産⽣を減少させることにより、脂肪分解の増加と⾎漿からのTGリッチ粒⼦の除去を引き起こします。上記のメ

カニズムと⼀致して、サログリタザールは⾎漿LDLコレステロールを低下させることもわかった。サログリタザールによる

PPARαの活性化はまた、アポリポタンパク質AI、A-IIおよびHDLコレステロールの合成の増加を誘発します。サログリタザール

は主にPPARαアゴニストですが、また、PPARγの活性化を引き起こし、グルコースの産⽣、輸送、利⽤の制御に関与するイン

スリン応答性遺伝⼦の転写を調節します。サログリタザールは、アディポネクチン、脂肪細胞脂肪酸結合タンパク質（aP2）、

LPL、脂肪酸輸送タンパク質（FATP）、脂肪酸トランスロカーゼ（CD36）など、炭⽔化物および脂質代謝に関与する多数の

PPARγ応答性遺伝⼦の発現を増加させます。これらの遺伝⼦の発現を増加させることにより、サログリタザールは⾎漿遊離脂

肪酸の⾷後の上昇を減少させ、吸収後のインスリンを介した肝臓のグルコース出⼒の抑制を改善し、肝臓と筋⾁の代謝負荷を

減少させ、グルコースを促進します Saroglitazarは、アディポネクチン、脂肪細胞脂肪酸結合タンパク質（aP2）、LPL、脂肪

酸輸送タンパク質（FATP）、脂肪酸トランスロカーゼ（CD36）など、炭⽔化物および脂質代謝に関与する多数のPPARγ応答性

遺伝⼦の発現を増加させます。これらの遺伝⼦の発現を増加させることにより、サログリタザールは⾎漿遊離脂肪酸の⾷後の

上昇を減少させ、吸収後のインスリンを介した肝臓のグルコース出⼒の抑制を改善し、肝臓と筋⾁の代謝負荷を減少させ、グ

ルコースを促進します Saroglitazarは、アディポネクチン、脂肪細胞脂肪酸結合タンパク質（aP2）、LPL、脂肪酸輸送タンパ

ク質（FATP）、脂肪酸トランスロカーゼ（CD36）など、炭⽔化物および脂質代謝に関与する多数のPPARγ応答性遺伝⼦の発現

を増加させます。これらの遺伝⼦の発現を増加させることにより、サログリタザールは⾎漿遊離脂肪酸の⾷後の上昇を減少さ

せ、吸収後のインスリンを介した肝臓のグルコース出⼒の抑制を改善し、肝臓と筋⾁の代謝負荷を減少させ、グルコースを促

進します



利⽤。サログリタザールの強⼒な抗糖尿病およびインスリン感作効果
は、⾼⾎糖および/または耐糖能障害が標的組織のインスリン抵抗性
の結果である前臨床モデルで観察されました。
12.2薬⼒学
12.2.1 II型糖尿病（T2DM）を伴う脂質異常症：
の効果リパグリンTMトリグリセリドが200mg/ dLを超える糖尿病患者
を含む、2つの第III相無作為化⼆重盲検並⾏群間試験で1⽇4mgの⽤量
で評価されました。ある研究では、患者はリパグリンTM4mgまたはピ
オグリタゾン（45mg）を24週間。結果を以下の表1に⽰します。

表1：LIPAGLYN後の脂質および⾎糖パラメーターの変化率TM

4mg治療

時点 12週⽬ 24週⽬

TG -46.1±5.6*＃ -45.7±5.1*＃

総コレステロール -7.3±3.6* -6.9±3.8*＃

LDLコレステロール -0.4±6.5 -4.8±6.2*

VLDLコレステロール -46.1±5.6*＃ -46.1±5.2*＃

HDLコレステロール 10.0±3.7* 4.6±3.9

アポA1 0.7±4.8 2.2±8.2

アポB -11.9±5.4* -9.8±5.4*

FPG ^ -15.2±3.5* -11.5±5.8*

HbA1c -0.3±0.1* -0.3±0.1*

すべての値は、プロトコルごとの（PP）⺟集団の最⼩⼆乗平均（LSM）±標
準誤差（SE）として表されます。
*ベースラインと⽐較して統計的に有意な変化
＃ピオグリタゾンと⽐較して統計的に有意な変化、
^FPG値はPP⺟集団の平均±SEとして表されます



ピオグリタゾンと⽐較すると、リパグリンTM表2に⽰すように、4mgはより多くの被
験者でATPIIIの⽬標を達成しました。

表2：LIPAGLYN後にATPIII⽬標を達成した患者の割合TMピ
オグリタゾンと⽐較した4mgの治療

リパグリンTM

4 mg（％）

ピオグリタゾン
45 mg（％）

ATPゴール*

1つの基準でも達成されていない 29.4 50.0

1つの基準を達成 26.5 22.7

2つの基準を達成 35.3 27.3

3つの基準すべてを達成 8.8 0.0

* ATP ‒⽶国国⽴コレステロール教育プログラムの成⼈治療パネルIII、
2002年から2003年、
男性：トリグリセリド<150 mg / dL、LDL <100 mg / dL、HDL> 40 mg / dl、⼥性：ト
リグリセリド<150 mg / dL、LDL <100 mg / dL、HDL> 50 mg / dl



別の研究では、リパグリンTMアトルバスタチン10mg療法でコント
ロールされていない⾼トリグリセリド⾎症の糖尿病患者で1⽇4mgで
評価されました。患者はで治療されましたリパグリンTMアトルバスタ
チン10mgと⼀緒に12週間4mgまたはプラセボ。結果を以下の表3に
⽰します。

表3：LIPAGLYN後の脂質および⾎糖パラメーターの変化率TM

4mg治療

時点 6週⽬ 12週⽬

TG -46.4±3.1*＃ -47.2±3.2*＃

総コレステロール --23.6±1.9* --25.8±1.8*＃

LDLコレステロール --28.1±2.5* -30.7±2.4*＃

VLDLコレステロール -45.1±3.3*＃ -46.5±3.2*＃

HDLコレステロール 8.3±2.8 8.1±2.5＃

ApoA1 8.1±3.2 9.2±4.5

アポB --29.1±2.4* --32.1±2.3*＃

FPG -14.9±3.7*＃ -10.5±4.2*＃

すべての値は、PP⺟集団のLSM±SEとして表されます。
*ベースラインと⽐較して統計的に有意な変化、
＃プラセボと⽐較して統計的に有意な変化



アトルバスタチンと組み合わせて、リパグリンTMアトルバスタチン単独よりも多くの
被験者でATP-IIIの⽬標を達成しました。したがって、より良い⼼⾎管リスクの低減
を⽰しています。（表4）

表4：LIPAGLYN後にATP⽬標を達成した患者の割合TMアトルバ
スタチンと組み合わせたプラセボと⽐較した4mgの治療

リパグリンTM4 mg+アトル
バスタチン10mg（％）

プラセボ+
アトルバスタチン10mg（％）

ATPゴール*

でも達成されていない
1つの基準 10.3＃ 30.1

達成したもの
基準 30.8 38.6

2つ達成
基準 43.6 24.1

3つすべてを達成
基準 15.4 6.0

*男性：トリグリセリド<150 mg / dL、LDL <100 mg / dL、HDL> 40 mg / dl
⼥性：トリグリセリド<150 mg / dL、LDL <100 mg / dL、HDL> 50 mg / dl
＃プラセボ+アトルバスタチン10mgとは⼤幅に異なる

リパグリンTMまた、⾮糖尿病患者のHDLの増加に伴い、TG、LDL、VLDL、⾮HDLコ
レステロール、およびTCが減少することも⽰されています。
糖尿病患者と⾮糖尿病患者の両⽅で、第I〜III相試験中に報告された低⾎糖の
発⽣率はありませんでした。
12.3ヒトの薬物動態
の単回投与薬物動態リパグリンTM0.125から128mgの⽤量範囲にわ
たって評価されました。



12.3.1吸収
健康なボランティアに経⼝投与した後、サログリタザールのピーク⾎漿
レベルは、両⽅の性別で投与後約1時間で発⽣しました。サログリタ
ザールの最⼤⾎漿濃度（C）および曲線下⾯積（AUC）は、1⽇あたり
0.125 mg〜128mgの単回投与に⽐例して増加しました。単回経⼝投与
後リパグリンTM健康なボランティアで4mg、337.1±91.0 ng / ml（平均
±SD、n = 6）のCが観察されました。
男性と⼥性の健康なボランティアのプールされた分析は、サログリタザールの薬物動態に対する性
別の影響または⾷物の影響を⽰さなかった。

最⼤ 0-

最⼤

12.3.2配布
単回投与後のサログリタザールの平均⾒かけの⼝腔分布容積（Vd / F）
リパグリンTM4mgは20.14±6.92Lでした。試験管内で Saroglitazarは、
ヒト⾎漿中で広範囲にタンパク質に結合しています（〜96％）。単回投
与後のサログリタザールの平均⾎漿半減期 リパグリンTM4mgは2.9±0.9
時間です。ヒトでの複数回投与試験では、サログリタザールは1⽇1回
10⽇間の反復投与で蓄積されないことが⽰されています。

12.3.3代謝
健康なボランティアでは、リパグリンTM4 mgには、4.8±0.93 L/hrと計算された⾒かけの経⼝クリ
アランスCL/Fがあります。
試験管内でプールされたヒト肝ミクロソームを使⽤した研究は、サログリタザールが代謝的に安定していること

を⽰しました。

続くリパグリンTM4 mgの投与で、Saroglitazarは3つのマイナーな酸化
的代謝物に代謝されることがわかりました。最も豊富な酸化代謝物の曝
露は、Saroglitazarの曝露の10％未満であることがわかりました。

12.3.4排泄
健康なボランティアでは、サログリタザールは尿中に排泄されず、腎臓以外の排泄経路
があることを⽰しています。
前臨床試験では、サログリタザールは主に肝胆道経路によって変化せずに排除
されることが⽰されています。

13.⾮臨床毒性学
13.1急性および慢性毒性試験
マウス、ラット、イヌで12か⽉まで、さまざまな急性および慢性毒性試験が実
施されました。急性⽤量試験では、スイスアルビノマウスの最⼤耐量（MTD）
は500 mg / kgであり、Wistarラットでは1200 mg/kgでした。



kg。安全性薬理学の研究では、CNS、CVS、呼吸器および胃腸のパラメーター
に悪影響は⾒られませんでした。反復投与毒性試験では、サログリタザール
は、承認されたヒトの⽤量よりも数倍⾼い⽤量で許容できる安全性プロファイ
ルを有することが⽰されました。⾼⽤量で観察された毒性作⽤は、主にPPAR
メカニズムによって媒介される誇張された薬理学的作⽤でした。

13.2出⽣⼒の障害
Saroglitazarは、125 mg / kgまでの雄ラットの交配または出⽣⼒に悪影
響を⽰さなかった（体表⾯積ベースで承認されたヒトの⽤量の250倍以
上）。雌ラットでは、3 mg / kgまで出⽣⼒への悪影響は観察されな
かった（体表⾯積ベースで承認されたヒト⽤量の7倍）。Saroglitazar
は、発情周期と同腹児数を15 mg / kgに変更しました。これは、⼈間が
推奨する⽤量の35倍です。
ラットでの出⽣前および出⽣後の発達研究中、Saroglitazarは、ヒトの
治療⽤量を超える1 mg/kgまでの⽣殖能⼒および泌乳指数に悪影響を⽰
さなかった。
13.3発がん性
Saroglitazarの2年間の発がん性研究がWistarラットで実施されました。ヒトに
対する潜在的な発がん性の懸念は確認されておらず、分⼦バイオマーカーを使
⽤した⾮ヒト霊⻑類での機構的研究によってさらに確認されました。

13.4変異原性
Saroglitazarは、エイムスの細菌変異原性試験、末梢ヒト⾎液リンパ球
を使⽤した染⾊体異常試験、マウス⼩核試験など、⼀連の遺伝毒性試験
で⾮変異原性および⾮遺伝⼦毒性であることが判明しました。

14.供給⽅法
リパグリンTMコーティングされていない丸い両凸タブレットとして提供され、⽚⾯に「4」、反対
⾯にプレーンが書かれています。4mgの強度として利⽤可能。
リパグリンTM錠剤は、alu-aluブリスターに10錠として供給されます。各ブリスターはモノカート
ンに詰められています。

15.保管および取り扱いに関する指⽰
25℃以下で乾燥した場所に保管してください。光から保護します。⼩児の⼿の届かない場所に保
管。



16.製造元
CADILA HEALTHCARE LIMITED、Sarkhej-Bavla National Highway No. 8A、
Moraiya、Tal .: Sanand、Dist .: Ahmedab  ad-382 210、Gujarat。

17.マーケティング担当者

の部⾨カディラヘルスケア株式会社
「ZydusTower」、Satellite Cross Roads、アーメダバード380015。インド。

電話：+ 91-79-2686 8100（20回線）ファックス：+ 91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

TM商標が申請されました。
リパグリンTMは、インドのアーメダバードにあるCadilaHealthcareLimitedの商標です。詳細について

は、www.lipaglyn.comをご覧ください。
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