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10 23 5 生薬の性状の項は，その生薬の代表

的な原植物又は原動物に基づく生薬につ

いて，通例，その基準となる特徴的な要

素を記載したものである．そのうち，

色，におい及び溶解性については，にお

いを適否の判定基準とすることを除き，

通則の規定を準用する．また，味及び鏡

検時の数値は，適否の判定基準とする．

5 生薬の性状の項は，その生薬の代表

的な原植物又は原動物に基づく生薬につ

いて，鏡検時の数値を含め，その判断基

準となる特徴的な要素を記載したもので

ある．そのうち，色，におい及び溶解性

については，においを適否の判定基準と

することを除き，通則の規定を準用す

る．また，味は，適否の判定基準とする．

14 20より15頁 9まで訂正 （１） 製剤包装通則は，容器，被包など

を用いた製剤包装の原則及び包装適格性

に係る基本的な事項を示すものである．

（２） 製剤包装の原則

製剤包装は，有効期間にわたって規定

される製剤の品質規格を保証できるよ

う，その適格性を開発段階で十分に検討

することが重要である．製剤特性に応じ

た包装適格性の検討の結果に基づき，最

終製品の規格及び試験方法，工程内試

験，並びに製剤包装に用いる資材の評価

等，品質を適切に管理するための項目を

設定する．項目の適切性は，製剤の安定

性試験により最終的に確認される．

製剤包装の変更に際しては，上記の項

目について検討を行う必要がある．

また，包装の予期せぬ変化が，製剤の

品質に影響を及ぼしていないか確認する

ために，適切な試験を行う必要がある．

（３）包装適格性（Packagingsuitability）

包装適格性には，製剤の保護（protect-

ion），製剤と包装の適合性（compatibilit-

y），包装に用いる資材の安全性（safety）

及び投与時の付加的な機能（performanc-

e）の要素が含まれる．

包装は，その製剤特性に応じて，防湿

性，遮光性，気体及び微生物に対するバ

リア機能，並びに輸送時等の衝撃に対す

る保護性能を持つ（保護）．
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包装は，製剤と物理的，化学的な相互

作用を起こさない形状，材料から構成さ

れる（適合性）．

包装は，その構成成分及び不純物の製剤

への溶出量，移行量が安全性の見地から十

分に低い材料から構成される（安全性）．

包装の性能には，単純に製剤を保護す

るだけではなく，患者の服薬遵守の向

上，使いやすさなどが含まれる．また，

誤飲防止等の患者の安全性確保，医療従

事者の安全性向上の機能などを付与する

ことができる（機能）．

包装適格性は，一般試験法収載の試験法，

製剤の剤形及び特性に応じた適切な手法

等に基づき検討する．包装適格性の評価

に使用された試験法等に基づき，品質を

適切に管理するための項目を設定する．

注射剤の包装設計においては，注射用

ガラス容器試験法〈7.01〉，プラスチッ

ク製医薬品容器試験法〈7.02〉，輸液用

ゴム栓試験法〈7.03〉，容器完全性試験，

光安定性試験，製剤各条の記述などから

適切なものを選択し，包装適格性を検討

する．用いた包装適格性の手法に基づ

き，品質を適切に管理するための項目を

設定する．

41 13 （４） 本剤は，皮膚に適用する上で適切

な粘着性を有する．

（５） 本剤は，適切な放出特性を有す

る．

（４） 本剤は，別に規定するもののほ

か，粘着力試験法〈6.12〉に適合する．

（５） 本剤は，別に規定するもののほ

か，皮膚に適用する製剤の放出試験法

〈6.13〉に適合する．

49 全頁 右項に訂正する 一般試験法は，共通な試験法，医薬品

の品質評価に有用な試験法及びこれに関

連する事項をまとめたものである．別に

規定するもののほか，アルコール数測

定，アンモニウム試験，色の比較試験，

液体クロマトグラフィーによる試験，塩

化物試験，炎色反応試験，エンドトキシ

ン試験，核磁気共鳴スペクトル測定，か

さ密度測定，ガスクロマトグラフィーに

よる試験，乾燥減量試験，眼軟膏の金属

性異物試験，凝固点測定，強熱減量試
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験，強熱残分試験，屈折率測定，蛍光光

度法による試験，原子吸光光度法による

試験，抗生物質の微生物学的力価試験，

鉱油試験，酸素フラスコ燃焼法による試

験，残留溶媒試験，紫外可視吸光度測

定，質量分析，重金属試験，収着 脱着

等温線測定，消化力試験，生薬の微生物

限度試験，蒸留試験，浸透圧測定，水分

活性測定法，水分測定，製剤均一性試験

（含量均一性試験，質量偏差試験），製剤

の粒度の試験，制酸力試験，赤外吸収ス

ペクトル測定，旋光度測定，濁度試験，

タップ密度測定，たん白質のアミノ酸分

析，窒素定量，注射剤の採取容量試験，

注射剤の不溶性異物検査，注射剤の不溶

性微粒子試験，注射剤用ガラス容器試

験，定性反応，滴定終点検出，鉄試験，

点眼剤の不溶性異物検査，点眼剤の不溶

性微粒子試験，糖鎖試験，導電率測定，

熱分析，粘着力試験，粘度測定，薄層ク

ロマトグラフィーによる試験，発熱性物

質試験，pH 測定，比重測定，微生物限

度試験，ヒ素試験，ビタミンＡ定量，比

表面積測定，皮膚に適用する製剤の放出

試験，沸点測定，プラスチック製医薬品

容器試験，粉体の粒子密度測定，粉末Ｘ

線回折測定，崩壊試験，密度測定，無菌

試験，メタノール試験，有機体炭素試

験，融点測定，誘導結合プラズマ質量分

析，誘導結合発光分光分析，輸液用ゴム

栓試験，溶出試験，硫酸塩試験，硫酸呈

色物試験及び粒度測定は，それぞれの試

験法により行う．ただし，油脂の融点，

脂肪酸凝固点，比重，酸価，けん化価，

エステル価，水酸基価，不けん化物及び

ヨウ素価は，油脂試験法中のそれぞれの

項に，生薬の試料の採取，分析用試料の

調製，鏡検，純度試験，乾燥減量，灰

分，酸不溶性灰分，エキス含量及び精油

含量の試験並びに核磁気共鳴（NMR）

法を利用した生薬及び漢方処方エキスの

定量指標成分の定量は，生薬試験法中の

それぞれの項に従う．
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それぞれの試験法等に付した番号は，

一般試験法を分類し付与した固有のもの

である．医薬品各条等において，〈 〉

を付すものは該当する一般試験法の番号

を示す．

102 3 エチルベンゼン，1,2ジクロロベンゼン

又はアセトアルデヒドの NMR

エチルベンゼン又は1,2 ジクロロベン

ゼンの NMR

105 6 INADEＱUATE（ C C 相関スペクト

ル）

削除

106 4 φ：蛍光又はリン光の量子収率

量 子 収 率 φ ＝

発光した蛍光又はリン光量子の数
吸収した励起光量子の数

φ：蛍光量子収率又はリン光の量子収率

蛍光量子収率又はリン量子収率＝

蛍光量子又はリン光量子の数
吸収した光量子の数

127 15 システムの性能：クラス 2 標準液 A

につき，上記の条件で操作するとき，

アセトニトリルとジクロロメタンのピ

ークの分離度は1.0以上である．

システムの性能：クラス2用標準液 A

又はシステム適合性試験用溶液につ

き，上記の条件で操作するとき，アセ

トニトリルとジクロロメタンのピーク

の分離度は1.0以上である．ただし，

システム適合性試験用残留溶媒標準品

の水溶液 1 100 1mL を正確に

量り，ヘッドスペース用バイアルに入

れ，水5mL を正確に加え，栓及び

キャップをして混ぜ，システム適合性

試験用溶液とする．

128 14 システムの性能：クラス2用標準混合

溶液 A につき，上記の条件で操作す

るとき，アセトニトリルと1,2ジク

ロロエテンのピークの分離度は 1.0

以上である．

システムの性能：クラス2用標準液 A

又はシステム適合性試験用溶液につ

き，上記の条件で操作するとき，アセ

トニトリルとcis1,2ジクロロエテン

のピークの分離度は1.0以上である．

ただし，システム適合性試験用残留溶

媒標準品の水溶液 1 100 1mL

を正確に量り，ヘッドスペース用バイ

アルに入れ，水5mL を正確に加え，

栓及びキャップをして混ぜ，システム

適合性試験用溶液とする．

128 1 栓をして振り混ぜる 栓及びキャップをして振り混ぜる

130 8 システムの性能：クラス2用標準液 A

につき，上記の条件で操作するとき，

アセトニトリルとジクロロメタンのピ

ークの分離度は1.0以上である．

システムの性能：クラス2用標準液 A

又はシステム適合性試験用溶液につ

き，上記の条件で操作するとき，アセ

トニトリルとジクロロメタンのピーク

の分離度は1.0以上である．ただし，
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システム適合性試験用残留溶媒標準品

の N,N ジメチルホルムアミド溶液

1 100 1mL を正確に量り，ヘ

ッドスペース用バイアルに入れ，水5

mL を正確に加え，栓及びキャップを

して混ぜ，システム適合性試験用溶液

とする．

131 12 リット比は1:3とする（感度を最適

化するためにスプリット比は適宜変更す

る）．

リット比は1:3とし（感度を最適化

するためにスプリット比は適宜変更す

る），システム適合性試験用溶液は操作

法 A を準用する．

131 3 栓をして振り混ぜる． 栓及びキャップをして振り混ぜる．

132 2 栓をして振り混ぜる． 栓及びキャップをして振り混ぜる．

132 6 本試験法では，ヘッドスペース法のガス

クロマトグラフィーの方法を示すが，

表2.465にヘッドスペース条件の例を

示す．本試験法では，ヘッドスペース法の

ガスクロマトグラフィーの方法を示すが，

150 9 認証された標準物質，インジウム，ス

ズ，亜鉛等を用いる．

適切な標準物質（熱分析用インジウム，

熱分析用スズ，亜鉛（標準試薬）等）を

用いる．

150 12 ◆シュウ酸カルシウム一水和物標準◆
◆装置校正用シュウ酸カルシウム一水和

物標準品◆

151 7 示差走査熱量測定 DSC

153 11 アモルファス物質 非晶性

155 4 毛細管粘度計 ウベローデ型粘度計

182 10, 5 融点 装置適合性確認用

183 図 C：テフロン製ふた J：テフロン製ふた

固定ばね

C：ポリテトラフルオロエチレン製蓋

J：ポリテトラフルオロチン製蓋固定ば

ね

204 16 〈2.01〉 削除

204 6 種類及び 種類・構造及び

204 4 〈2.01〉 削除

204 3 〈2.62〉又は 若しくは

205 8 〈2.01〉 削除

205 6 逆相，イオン交換，あるいは 逆相若しくはイオン交換又は

206 9 成分 組成

206 11 〈2.62〉 削除

206 14 活性や 生物活性や
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207 13 三種類の色の比較標準原液を混合して調

製する．

三種類の色の比較液 A ～ T は，三種

類の色の比較原液と水の一定量を 0.1

mL 以下の目盛りのあるビュレット又は

ピペットを用いて正確に量り，混和して

製する．共栓瓶に保存する．

208 15 三種類の色の比較原液を用いて，それぞ

れの色の比較標準液を調製し，さらに，

表2.653に従って各色の比較標準液を

混合して調製する．

三種類の色の比較原液と薄めた希塩酸

1 10 を用いて，それぞれの色の比

較標準液を調製し，更に，表2.653に

従って各色の比較標準液と薄めた希塩酸

1 10 を混合して製する．共栓瓶に

保存する．

212 3 色の比較液 表 2.651 又は表 2.652

に示すそれぞれの色の比較原液又は色

の比較表標準液及び水の一定量を0.1

mL 以下の目盛りのあるビュレット又

はピペットを用いて正確に量り，混和

して製する．共栓瓶に保存する．

削除

215 2 タップ密度試験器 タップ密度測定器

217 8 装置（ScottVolumeter）は，ASTM32

990に準拠している．

削除

285 1 ゲンタマイシン硫酸塩（硫酸ゲンタマイ

シン）を加えてペトリ皿に注ぎ込む．

ゲンタマイシン硫酸塩を加えてペトリ皿

に注ぎ込む．

290 7 毎日穏やかに振る． 観察日ごとに穏やかに振る．

304 2 又はソイビーン・カゼイン・ダイジェス

ト別に規定するもののほか，通例，試料

10g又は10mL を量り，上記の緩衝

液又は液体培地90mL 中に振り混ぜ分

散又は溶解する．

又はソイビーン・カゼイン・ダイジェス

トを用いる．別に規定するもののほか，

通例，試料10g又は10mL を量り，

上記の緩衝液又は液体培地90mL 中に

分散又は溶解する．

305 1 低いもの 低い被験製品

309 9 ４．１． 試験試料の採取と調製 ４．１． 試料の採取と調製

310 9 １．３．に記載された ３に記載された

310 9 本試験法との同等性が示されている場合

は，自動化法を含む別の微生物学的方法

を用いてもよい．

本試験法との同等以上であれば，微生物

学迅速法などを用いてもよい．

330 3 （ⅰ） 固形製剤及び液剤： （ⅰ） 固形製剤，半固形製剤及び液剤：

332 9 非水性注射剤 油性注射剤

348 7 テフロン ポリテトラフルオロエチレン

358 図 25.4 25.4±0.2
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364 図 （ネーム）90°ピール粘着力測定装置の

例

（ネーム）傾斜式ボールタック試験用転

球

387 3 アカルボース標準品 削除

389 2と

3の間

2と 3の間に追加 ドセタキセル標準品

390 9 リルマザホン塩酸塩標準品 削除

418 8 0.05molL 硫酸亜鉛液

1000mL 中硫酸亜鉛七水和物 ZnSO-

・7HO:287.55 14.378gを含む．

調 製 用時，0.1molL 硫酸亜鉛液に

水を加えて正確に2倍容量とする．

削除

420 5 追加 ICP 分析用パラジウム標準液 パラジ

ウム標準液，ICP 分析用を参照．

422 追加 過酸化水素標準原液 過酸化水素 30

に水を加え，1mL 中に過酸化水素

HO :34.01 0.30gを含むように

調製する．この調製した液1mL を

正確に量り，水を加えて正確に 10

mL とする．この液1mL を正確に

量り，水10mL 及び希硫酸10mL

を入れたフラスコに加え，0.02molL

過マンガン酸カリウム液で滴定

〈2.50〉する．ただし，滴定の終点は

液の色が僅かに紅色になる点とする．

同様の方法で空試験を行い，補正す

る．

0.02molL 過マンガン酸カリウム液1

mL＝1.701mgHO

過酸化水素標準液 過酸化水素標準原液

10mL を正確に量り，水を加えて正

確に 100mL とする．用時製する．

この液1mL は過酸化水素 HO :

34.01 30mgを含む．

原子吸光光度用クロム標準液 クロム標

準液，原子吸光光度用を参照．

原子吸光光度用鉄標準液（２） 鉄標準

液（２），原子吸光光度用を参照．

クロム標準液，原子吸光光度用 二クロ

ム酸カリウム（標準試薬）0.283gを

正確に量り，水に溶かし，正確に

1000mL とする．この液1mL はク

頁 行 誤 正
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ロム Cr 0.10mgを含む．

423 1 追加 鉄標準液（２），原子吸光光度用 鉄標

準原液2mL を正確に量り，水を加

えて正確に250mL とする．この液

10mL を正確に量り，水を加えて正

確に 100mL とする．用時製する．

この液1mL は鉄 Fe 8μg を含

む．

436 16 200mL 500mL

442 6 アマチャ HydrangeamacrophyllaSerin-

gevar.thunbergiiMakino Saxifragac-

eae の，通例，揉捻した葉及び枝先を，

アセトン又はメタノールで抽出して得た

抽出物を活性炭で処理した画分から得ら

れた主に2成分からなる結晶である．

アマチャ HydrangeamacrophyllaSerin-

gevar.thunbergiiMakino Saxifragac-

eae の葉及び枝先を，通例，揉捻した

ものを，アセトン又はメタノールで抽出

して得た抽出物を活性炭で処理した画分

から得られた主に2成分からなる白色

～淡黄褐色，結晶性の粉末である．

444 6 追加 εアミノカプロン酸 イプシロン アミ

ノカプロン酸を参照．

アミノ酸自動分析用6molL 塩酸試液

塩酸試液，アミノ酸自動分析用 6

molL を参照．

449 3 波数3420cm ，2950cm ， 削除

450 9 エタノール メタノール又はエタノール

450 12 2960cm ，1466cm 削除

451 9 追加 アルカリ性 1.6 ％ 過ヨウ素酸カリウ

ム・0.2％ 過マンガン酸カリウム試

液 1.6 ％ 過ヨウ素酸カリウム・

0.2 ％ 過マンガン酸カリウム試液，

アルカリ性を参照．

458 10 アンピロキシカム，定量用 C H NO

S 〔医薬品各条，「アンピロキシカム」

ただし，乾燥したものを定量するとき，

アンピロキシカム C H NOS 99.0

％ 以上を含むもの〕

削除

462 3 純度試験 の項 純度試験 類縁物質 本操作は光を避

け，遮光した容器を用いて行う．本品

1mgをメタノール1mL に溶かし，

試料溶液とする．この液につき，薄層

クロマトグラフィー〈2.03〉により試

験を行う．試料溶液2μL を薄層ク

頁 行 誤 正
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ロマトグラフィー用シリカゲルを用い

て調製した薄層板にスポットする．次

に酢酸エチル アセトン 水混液 20:

12:3 を展開溶媒として約 7cm

展開した後，薄層板を風乾する．これ

に希硫酸を均等に噴霧し，105℃ で5

分間加熱した後，紫外線（主波長365

nm）を照射するとき，Rf値約 0.6

の主スポット以外のスポットを認めな

い．

468 12 追加 インターフェロンアルファ確認用基質試

液 基質試液，インターフェロンアル

ファ確認用を参照．

インターフェロンアルファ用クーマシー

ブリリアントブルー試液 クーマシー

ブリリアントブルー試液，インターフ

ェロンアルファ用を参照．

インターフェロンアルファ NAMALW-

A 用 DNA 標準原液 DNA 標準原

液，インターフェロンアルファ NA-

MALWA 用を参照．

インターフェロンアルファ用分子量マー

カー 分子量マーカー，インターフェ

ロンアルファ用を参照．

470 1 ウシ血清アルブミン・生理食塩液 ウシ

血清アルブミン1.0g を生理食塩液

100mL に溶かす．用時製する．

ウシ血清加イーグル最小必須培地 イー

グル最小必須培地，ウシ血清加を参

照．

483 6 追加 塩化カルシウム二水和物，定量用 塩化

カルシウム水和物，定量用を参照．

498 3 追加 確認試験用タクシャトリテルペン混合試

液 タクシャトリテルペン混合試液，

確認試験用を参照．

499 1 追加 ガスクロマトグラフィー用5％ フェニ

ル メチルシリコーンポリマー 5％

フェニル メチルシリコーンポリマ

ー，ガスクロマトグラフィー用を参照．

512 7 プラスチック製医薬品容器試験法

〈7.02〉 を見よ．

ホルムアルデヒド試液，希を参照．

519 8 グリチルリチン酸に対する相対保持時間

約0.9にピークを認め，それぞれのピ

ークにつき，液体クロマトグラフィー質

吸光光度計において，グリチルリチン酸

とグリチルリチン酸に対する相対保持時

間約0.9にピークを認め，質量分析計

頁 行 誤 正
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量分析（ESI 法，ポジティブモード）

により試験を行うとき，両ピークの質量

電荷比は共に mz823又は840

における両ピークの mz は，ともに

823又は840

534 8 追加 ゲルろ過分子量マーカー用卵白アルブミ

ン 卵白アルブミン，ゲルろ過分子量

マーカー用を参照．

ゲルろ過分子量マーカー用リボヌクレア

ーゼ A リボヌクレアーゼ A，ゲ

ルろ過分子量マーカー用を参照．

542 6 溶媒ピークの面積を除いた試料溶液のサ

イコサポニンb 以外の

試料溶液のサイコサポニンb 以外の

545 14 追加 SYBRGreen 含有 PCR2倍反応液

PCR2倍反応液，SYBRGreen 含有

を参照．

559 14 試料溶液及び標準溶液10μL につき，

次の条件で液体クロマトグラフィー

試料溶液及び標準溶液10μL ずつを正

確にとり，次の条件で液体クロマトグラ

フィー

579 4 追加 水分〈2.48〉0.2％ 以下（0.1g，電量

滴定法）．

595 12 追加 水，核酸分解酵素不含 核酸分解酵素が

入っていない水

604 16 追加 精製ヒアルロン酸ナトリウム C H N-

NaO 〔医薬品各条〕

623 6 追加 定量用ウシ血清アルブミン ウシ血清ア

ルブミン，定量用を参照．

定量用塩化カリウム 塩化カリウム，定

量用を参照．

定量用塩化カルシウム水和物 塩化カル

シウム水和物，定量用を参照．

定量用塩化カルシウム二水和物 塩化カ

ルシウム水和物，定量用を参照．

定量用塩化ナトリウム 塩化ナトリウ

ム，定量用を参照．

624～629 追加 定量用 カルボシステイン カルボ

システイン，定量用を参照．

定量用サイコサポニンb 標準試液 サ

イコサポニンb 標準試液，定量用を

参照．

定量用シノメニン シノメニン，定量用

を参照．

頁 行 誤 正
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定量用ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼ

ム塩酸塩，定量用を参照．

定量用チクロピジン塩酸塩 チクロピジ

ン塩酸塩，定量用を参照．

定量用ツロブテロール ツロブテロー

ル，定量用を参照．

定量用トリエンチン塩酸塩 トリエンチ

ン塩酸塩，定量用を参照．

定量用 乳酸ナトリウム液 乳酸ナ

トリウム液，定量用を参照．

定量用ヒアルロン酸ナトリウム ヒアル

ロン酸ナトリウム，定量用を参照．

定量用フェルビナク フェルビナク，定

量用を参照．

定量用ベタミプロン ベタミプロン，定

量用を参照．

定量用レイン レイン，定量用を参照．

637 1 追加 デヒドロコリダリン硝化物，定量用 C

H NO 黄色の結晶又は結晶性の粉

末である．メタノールにやや溶けにく

く，水又はエタノール 99.5 に溶け

にくい．融点：約240℃（分解）．

吸光度〈2.24〉 E1％
1cm 333nm :577

～ 642 3mg，水，500mL ．ただ

し，デシケーター（シリカゲル）で1

時間以上乾燥したもの．

純度試験

（１） 類縁物質 1 本品 5.0mg を

水 メタノール混液 1:1 1mL に

溶かし，試料溶液とする．この液0.5

mL を正確に量り，水 メタノール混

液 1:1 を加えて正確に 50mL

とし，標準溶液とする．これらの液に

つき，薄層クロマトグラフィー

〈2.03〉により試験を行う．試料溶液

及び標準溶液5μL ずつを薄層クロ

マトグラフィー用シリカゲルで調製し

た薄層板にスポットし，速やかにメタ

ノール 酢酸アンモニウム溶液 3

10 酢酸 100 混液 20:1:1

を展開溶媒として約10cm 展開した

後，薄層板を風乾する．これに噴霧用

ドラーゲンドルフ試液を噴霧し，風乾

頁 行 誤 正
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後，亜硝酸ナトリウム試液を噴霧する

とき，試料溶液から得た主スポット以

外のスポットは，標準溶液から得たス

ポットより濃くない．

（２） 類縁物質 2 本品 5.0mg を

移動相10mL に溶かし，試料溶液と

する．この液 1mL を正確に量り，

移動相を加えて正確に100mL とし，

標準溶液とする．試料溶液及び標準溶

液5μL ずつを正確にとり，次の条

件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉

により試験を行う．それぞれの液の

各々のピーク面積を自動積分法により

測定するとき，試料溶液のデヒドロコ

リダリン以外のピークの合計面積は，

標準溶液のデヒドロコリダリンのピー

ク面積より大きくない．

試験条件

カラム，カラム温度，移動相及び

流量は「エンゴサク」の定量法

の試験条件を準用する．

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：230nm）

面積測定範囲：硝酸のピークの後

からデヒドロコリダリンの保持

時間の約3倍の範囲

システム適合性

システムの性能及びシステムの再

現性は「エンゴサク」の定量法

のシステム適合性を準用する．

検出の確認：標準溶液1mL を

正確に量り，移動相を加えて正

確に20mL とする．この液5

μL から得たデヒドロコリダリ

ンのピーク面積が，標準溶液5

μL から得たデヒドロコリダリ

ンのピーク面積の 3.5 ～ 6.5

％ になることを確認する．

646 17 トリス緩衝液，0.1molL,pH8.0 2

アミノ2ヒドロキシメチル1,3プロ

パンジオール121gを水800mL に

溶かし，塩酸を加えて pH8.0 に調

整した後，水を加えて 1000mL と

トリス緩衝液，0.1molL,pH8.0 2

アミノ2ヒドロキシメチル1,3プロ

パンジオール242gを水100mL に

溶かし，0.2molL 塩酸を加えてpH

8.0 に調整し，水を加えて2000mL

頁 行 誤 正
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し，高圧蒸気滅菌する． とする．

646 11 追加 トリス緩衝液，1molL,pH8.0 2ア

ミノ2ヒドロキシメチル1,3プロパ

ンジオール121gを水800mL に溶

かし，塩酸を加えて pH8.0 に調整

した後，水を加えて1000mL とし，

高圧蒸気滅菌する．

652 1 NK7細胞 マウス NK 細胞由来の細

胞

削除

667～671 追加 薄層クロマトグラフィー用アマチャジヒ

ドロイソクマリン アマチャジヒドロ

イソクマリン，薄層クロマトグラフィ

ー用を参照．

薄層クロマトグラフィー用アラントイン

アラントイン，薄層クロマトグラフ

ィー用を参照．

薄層クロマトグラフィー用ギンセノシド

Rb ギンセノシド Rb，薄層クロマ

トグラフィー用を参照．

薄層クロマトグラフィー用サルササポゲ

ニン サルササポゲニン，薄層クロマ

トグラフィー用を参照．

薄層クロマトグラフィー用シノメニン

シノメニン，薄層クロマトグラフィー

用を参照．

薄層クロマトグラフィー用フルオロキノ

ロン酸 フルオロキノロン酸，薄層ク

ロマトグラフィー用を参照．

722 10 プロメタジン塩酸塩，定量用 C H N

S・HCl〔医薬品各条，「プロメタジ

ン塩酸塩」ただし，乾燥したものを定

量するとき，プロメタジン塩酸塩 C

H NS・HCl 99.0 ％ 以上を含む

もの〕

削除

722 19 ブロモクレゾールグリン・水酸化ナトリ

ウム・エタノール試液 ブロモクレゾ

ールグリーン 50mg を 0.1 molL

水酸化ナトリウム液0.72mL 及びエ

タノール 95 20mL に溶かし，水

を加えて100mL とする．

ブロモクレゾールグリン・水酸化ナトリ

ウム・エタノール試液 ブロモクレゾ

ールグリーン・水酸化ナトリウム・エ

タノール試液を参照．

724 17 追加 分子量試験用還元液 還元液，分子量試

頁 行 誤 正
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験用を参照．

分子量測定用低分子量ヘパリン 低分子

量ヘパリン，分子量測定用を参照．

724 9 確認試験に準じて 「エポエチンアルファ（遺伝子組換え）」

の分子量に準じて

725 3 追加 分離確認用グリチルリチン酸一アンモニ

ウム グリチルリチン酸一アンモニウ

ム，分離確認用を参照．

732 9 追加 ペニシリウム由来 βガラクトシダーゼ

用グルコース検出用試液 グルコース

検出用試液，ペニシリウム由来 βガ

ラクトシダーゼ用を参照．

ペニシリウム由来 βガラクトシダーゼ

用乳糖基質試液 乳糖基質試液，ペニ

シリウム由来 βガラクトシダーゼ用

を参照．

ペニシリウム由来 βガラクトシダーゼ

用リン酸水素二ナトリウム・クエン酸

緩衝液，pH4.5 リン酸水素二ナト

リウム・クエン酸緩衝液，ペニシリウ

ム由来 βガラクトシダーゼ用，pH

4.5を参照．

745 6 ポリアクリルアミドゲル，インターフェ

ロンアルファ用 分離ゲルのアクリル

アミド濃度を15％ としたポリアク

リルアミドゲル．

削除

750 13 ボルネオール酢酸エステル C H O

白色～微褐色の液体又は固体である．

ボルネオール酢酸エステル C H O

白色～微褐色の固体又は無色～微褐色

澄明の固体である．

793 15 15～ 13の3行 削除

806～809 追加 液体クロマトグラフィー用18クラウン

エーテル固定化シリカゲル 18クラ

ウンエーテル固定化シリカゲル，液体

クロマトグラフィー用を参照．

液体クロマトグラフィー用セルロースト

リス（4メチルベンゾエート）被覆シ

リカゲル セルローストリス（4メチ

ルベンゾエート）被覆シリカゲル，液

体クロマトグラフィー用を参照．

液体クロマトグラフィー用パーフルオロ

ヘキシルプロピルシリル化シリカゲル

頁 行 誤 正
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パーフルオロヘキシルプロピルシリ

ル化シリカゲル，液体クロマトグラフ

ィー用を参照．

液体クロマトグラフィー用パルミトアミ

ドプロピルシリル化シリカゲル パル

ミトアミドプロピルシリル化シリカゲ

ル，液体クロマトグラフィー用を参

照．

液体クロマトグラフィー用第四級アンモ

ニウム基を結合した親水性ビニルポリ

マーゲル 第四級アンモニウム基を結

合した親水性ビニルポリマーゲル，液

体クロマトグラフィー用を参照．

液体クロマトグラフィー用多孔性ポリメ

タクリレート 多孔性ポリメタクリレ

ート，液体クロマトグラフィー用を参

照．

液体クロマトグラフィー用デキストラ

ン 高度架橋アガロースゲルろ過担体

デキストラン 高度架橋アガロース

ゲルろ過担体，液体クロマトグラフィ

ー用を参照．

液体クロマトグラフィー用2ヒドロキ

シプロピルβシクロデキストリル化

シリカゲル 2ヒドロキシプロピル

βシクロデキストリル化シリカゲ

ル，液体クロマトグラフィー用を参

照．

ガスクロマトグラフィー用ポリテトラフ

ルオロエチレン ポリテトラフルオロ

エチレン，ガスクロマトグラフィー用

を参照．

カラムクロマトグラフィー用エチルシリ

ル化シリカゲル エチルシリル化シリ

カゲル，カラムクロマトグラフィー用

を参照．

810 7 球状多孔性エチルジビニルベンゼン ジ

ビニルベンゼン共重合体，ガスクロマ

トグラフィー用 ガスクロマトグラフ

ィー用に製造したもの．

削除

812 2 親水性ビニルポリマーゲル，液体クロマ

トグラフィー用 液体クロマトグラフ

削除
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ィー用に製造したもの．

812 17 追加 第四級アンモニウム基を結合した親水性

ビニルポリマーゲル，液体クロマトグ

ラフィー用 液体クロマトグラフィー

用に製造したもの．

814 6 追加 ポリテトラフルオロエチレン，ガスクロ

マトグラフィー用 ガスクロマトグラ

フィー用に製造したもの．

814 2 追加 過酸化水素濃度試験紙 過酸化水素濃度

0～25ppm の範囲で定量が可能で

あるように製造したもの．本品には標

準比色表を添付する．

821 表 温度範囲 4号 140～200℃ 温度範囲 4号 14～200℃

845 9 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量編差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

862 11 分包したものは， 分包品は，

882 10 溶液 1 50 50 mL を加え，0.05

molL ヨウ素液で滴定〈2.50〉する

溶液 1 50 50mL を加え，よくか

き混ぜ，0.05 molL ヨウ素液で滴定

〈2.50〉する

882 2 水に溶かし，正確に50mL とする．そ

の液5mL を正確にとり，内標準溶液

20mL を正確に加え，標準溶液とする．

内標準溶液に溶かし，正確に50mL と

する．この液5mL を正確に量り，内

標準溶液を加えて正確に20mL とし，

標準溶液とする．

887 10 塩酸ヒドロキシアンモニウム・エタノー

ル試液1mL に溶かし，

塩化ヒドロキシルアンモニウム・エタノ

ール試液1mL に溶かし，

889 10 水1molL 塩酸試液 1molL 塩酸試液

904 10 （１） 本品0.1g に水酸化ナトリウム

試液5mL を加え，次に塩酸ヒドロキ

シアンモニウム

（１） 本品0.1g に水酸化ナトリウム

試液5mL を加え，次に塩化ヒドロキ

シルアンモニウム

910 15 （７） 残留溶媒 別に規定する． 削除

912 9 カラムの選定：本品及び塩酸4アミノ

フェノール0.01g

カラムの選定：本品及び4アミノフェ

ノール塩酸塩0.01g

930 11 定量用塩酸アゼラスチン 定量用アゼラスチン塩酸塩

930 9 定量用塩酸アゼラスチン 定量用アゼラスチン塩酸塩

931 2 定量用塩酸アゼラスチン 定量用アゼラスチン塩酸塩

939 15 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩
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956 3 塩酸エチレフリン溶液 エチレフリン塩酸塩溶液

962 13 定量用塩酸アプリンジン 定量用アプリンジン塩酸塩

962 6 定量用塩酸アプリンジン 定量用アプリンジン塩酸塩

963 2 定量用塩酸アプリンジン 定量用アプリンジン塩酸塩

963 11 定量用塩酸アプリンジン 定量用アプリンジン塩酸塩

963 4 定量用塩酸アプリンジン 定量用アプリンジン塩酸塩

968 9 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

968 18 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

970 13 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

970 19 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

972 17 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

972 11 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

972 10 塩酸エチレフリン溶液 エチレフリン塩酸塩溶液

973 12 臭化水素酸ホマトロピン溶液 ホマトロピン臭化水素酸塩溶液

975 16 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

975 9 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

975 8 塩酸エチレフリン溶液 エチレフリン塩酸塩水和物溶液

976 9 臭化水素酸ホマトロピン溶液 ホマトロピン臭化水素酸塩溶液

978 10 定量用塩酸モルヒネ 定量用モルヒネ塩酸塩水和物

978 4 定量用塩酸モルヒネ

塩酸エチレフリン溶液

定量用モルヒネ塩酸塩水和物

エチレフリン塩酸塩溶液

979 5 臭化水素酸ホマトロピン溶液 ホマトロピン臭化水素酸塩溶液

985 12 塩酸（2クロロエチル）ジエチルアミン 2クロロエチルジエチルアミン塩酸塩

988 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

988 8 定量用塩酸アミオダロン 定量用アミオダロン塩酸塩

988 1 定量用塩酸アミオダロン 定量用アミオダロン塩酸塩

989 1 定量用塩酸アミオダロン 定量用アミオダロン塩酸塩

990 4 定量用塩酸アミオダロン

塩酸クロルヘキシジン

定量用アミオダロン塩酸塩

クロルヘキシジン塩酸塩

993 15 硫酸カナマイシン カナマイシン硫酸塩

1001 2 リン酸テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウムリン酸二水素

塩
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1008 5 C H NO CHNO

1011 19 性 状 本品は無色澄明の液で，味はわ

ずかに苦い．

性 状 本品は無色澄明の液である．

1012 10 プラスチック製水性注射罪容器 プラスチック製水性注射剤容器

1039 7 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1039 1 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1039 15 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1039 11 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1040 12 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1040 16 定量用塩酸アモスラロール 定量用アモスラロール塩酸塩

1046 15 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1049 15 チロジン リジン塩酸塩 チロシン リシン塩酸塩

1050 18 チロジン リジン チロシン リシン

1068 11 確認試験 定量法 確認試験 （１） 定量法

（２） 本品を粉末とし，「アルジオキサ」

0.2gに対応する量をとり，希塩酸10

mL を加えて5分間煮沸し，ろ過する．

冷却したろ液はアルミニウム塩の定性反

応〈1.09〉を呈する．

1070 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1090 10 硫酸ベカナマイシン溶液 ベカナマイシン硫酸塩溶液

1091 11 硫酸ベカナマイシン及び硫酸ジベカシン ベカナマイシン硫酸塩及びジベカシン硫

酸塩

1091 7 硫酸ジベカシン ジベカシン硫酸塩

1094 1 測定し， 試験を行い

1101 16 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除

1103 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1112 14 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．
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1132 15 （１） 本品をデシケーター（減圧・0.67

kPa以下，60℃）で3時間乾燥し，

（１） 本品を 60℃ で 3 時間減圧

（0.67kPa以下）乾燥し，

1132 4 （１） 溶状 本品 1.0g を水 10mL

に溶かすとき，液は無色～微黄色澄明

である．

（１） 溶状 本品0.25g（力価）に対

応する量を水 0.75mL に溶かすと

き，液は澄明である．また，この液に

つき，紫外可視吸光度測定法〈2.24〉

により試験を行うとき，波長400nm

における吸光度は0.40以下である．

1133 16 を量り，適量の移動相に溶かし， を移動相に溶かし，

1133 10 グアイフェネシンのピーク面積に対する

アンピシリンのピーク面積の比の相対標

準偏差は1.0％ 以下である．

アンピシリンのピーク面積の相対標準偏

差は1.0％ 以下である．

1133

1134

7 定 量 法 の項 定量法 本品及びアンピシリン標準品約

50mg（力価）に対応する量を精密に

量り，それぞれを移動相に溶かし，内

標準溶液5mL ずつを正確に加えた

後，それぞれに移動相を加えて 50

mL とし，試料溶液及び標準溶液とす

る．試料溶液及び標準溶液10μL に

つき，次の条件で液体クロマトグラフ

ィー〈2.01〉により試験を行い，内標

準物質のピーク面積に対するアンピシ

リンのピーク面積の比 Q 及び Q

を求める．

アンピシリン C H NOS の量

［μg（力価）］

＝ M ×
Q
Q

×1000

M ：アンピシリン標準品の秤

取量［mg（力価）］

内標準溶液 グアイフェネシンの

移動相溶液 1 200

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：230nm）

カラム：内径4.6mm，長さ15

cm のステンレス管に 5μm

の液体クロマトグラフィー用オ

クタデシルシリル化シリカゲル

を充塡する．

カラム温度：25℃付近の一定温度

移動相：リン酸水素二アンモニウ

頁 行 誤 正
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ム5.94g を水 850mL に溶

かし，アセトニトリル100mL

を加え，リン酸を加えて pH

5.0に調整した後，水を加えて

1000mL とする．

流量：アンピシリンの保持時間が

約6分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：標準溶液 10

μL につき，上記の条件で操作

するとき，アンピシリン，グア

イフェネシンの順に溶出し，そ

の分離度は35以上である．

システムの再現性：標準溶液10

μL につき，上記の条件で試験

を6回繰り返すとき，内標準

物質のピーク面積に対するアン

ピシリンのピーク面積の比の相

対標準偏差は1.0％以下である．

1136 11 （１） 定量法において試料溶液より得ら

れたアンピシリンの保持時間は標準溶液

より得られたアンピシリンの保持時間と

等しく，

（１） 定量法において，試料溶液から得

たアンピシリンに相当するピークの保持

時間は，標準溶液から得たアンピシリン

の保持時間と等しい．

1136 1 （２） 定量法において試料溶液より得ら

れたスルバクタムの保持時間は標準溶液

より得られたスルバクタムの保持時間と

等しく，

（２） 定量法において，試料溶液から得

たスルバクタムに相当するピークの保持

時間は，標準溶液から得たスルバクタム

の保持時間に等しい．

1137 15 吸光度は0.1以下 吸光度は0.10以下

1137 14 総ペニシロ酸（C H NOSとして） 総ペニシロ酸（C H NOS:367.42

として）

1138 2 移動相：pH3.0の0.02molL リン酸

塩緩衝液920mL に液体クロマトグ

ラフィー用アセトニトリル80mL を

加える．

移動相：pH3.0の0.02molL リン酸

塩緩衝液 液体クロマトグラフィー用

アセトニトリル混液（23:2）．

1139 8 貯 法 容器 密封容器． 貯 法 容器 密封容器．本品は，プラ

スチック製水性注射剤容器を使用する

ことができる

1141 5 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1152 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず
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れかを行うとき，適合する．

1174 図

1178 13 （８） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1186 9 飽和ヨウ化カリウム試液1mL を加え，

ゆるく振り混ぜた後，暗所に10分間放

置する．

この液に窒素を穏やかに通気し，フラス

コ内の空気を置換する．さらに窒素を通

気しながら，飽和ヨウ化カリウム試液1

mL を加え，直ちに密栓し，ゆるく振り

混ぜた後，暗所に10分間放置する．

1189 11 （３） 類縁物質 定量法で得た試料溶液

5μL につき，液体クロマトグラフィー

（３） 類縁物質 定量法の試料溶液を試

料溶液とする．試料溶液5μL につき，

次の条件で，液体クロマトグラフィー

1192 2 定量法で得た試料溶液5μL につき， 定量法の試料溶液を試料溶液とする．試

料溶液5μL につき,

1196 5 定量用塩酸イソクスプリン 定量用イソクスプリン塩酸塩

1197 3 定量用塩酸イソクスプリン 定量用イソクスプリン塩酸塩

1197 17 定量用塩酸イソクスプリン 定量用イソクスプリン塩酸塩

1197 10 定量用塩酸イソクスプリン 定量用イソクスプリン塩酸塩

1216 7 （２） 本品及びイソマル標準品 1.0g

ずつを水に溶かし，50mL とし，試料

溶液及び標準溶液とする．

（２） 本品 1.0g を水に溶かし，50

mL とし，試料溶液とする．◆別にイソ

マル標準品 0.2g を水に溶かし，10

mL とし，標準溶液とする．◆

1217 13 システムの性能：定量法の標準溶液20

μL につき，上記の条件で操作すると

き，1Oα グルコピラノシル マ

ンニトールと6Oα グルコピラノ

シル ソルビトールの分離度は2.0

以上である．

削除

1218 11 定量法 本品及びイソマル標準品（別途

本品と同様の方法で水分〈2.48〉を測

定しておく）約1gずつを精密に量

り，それぞれを水に溶かし，正確に

50mL とし，試料溶液及び標準溶液

とする．

定量法 本品約1gを精密に量り，水

に溶かし，正確に50mL とし，試料

溶液とする．◆別にイソマル標準品

（別途本品と同様の方法で水分〈2.48〉

を測定しておく）約0.2g を精密に

量り，水に溶かし，正確に10mL と

頁 行 誤 正



22

し，標準溶液とする．◆

1219 4 ソルビトールの分離度は2.0 以上であ

る．

ソルビトールの順に溶出し，その分離度

は2.0以上である．

1226 5 旋 光 度〈2.49〉 〔α〕20D : ＋191 ～

＋197°

旋 光 度〈2.49〉 〔α〕20D : ＋188 ～

＋201°

1226 7 pH〈2.54〉 本品0.05gを pH〈2.54〉 本品10mgを

1226 8 純度試験

（１） 溶状 別に規定する．

（２） 重金属 別に規定する．

（３） 類縁物質 別に規定する．

純度試験

（１） 溶状 本品 10 mg を水 10

mL に溶かすとき，液は黄赤色澄明で

ある．

（２） 銀 本品 0.10g を正確に量

り，薄めた硝酸 1 200 に溶か

し，正確に20mL とし，試料溶液と

する．別に原子吸光光度用銀標準液5

mL を正確に量り，薄めた硝酸 1

200 を加えて正確に50mL とする．

この液の適量を正確に量り，薄めた硝

酸 1 200 を加えて1mL 中に

銀 Ag:107.87 0.05 μg，0.075

μg，0.1μg，0.2μg を含むように正

確に薄め，標準溶液とする．試料溶液

及び標準溶液につき，次の条件で原子

吸光光度法〈2.23〉により試験を行

い，標準溶液の吸光度から得た検量線

を用いて試料溶液の銀の含量を求める

とき，20ppm 以下である．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン

支燃性ガス 空気

ランプ 銀中空陰極ランプ

波長 328.1nm

（３） 類縁物質 本操作は遮光した容

器を用いて行う．定量法で得た試料溶

液20μL につき，次の条件で液体ク

ロマトグラフィー〈2.01〉により試験

を行う．試料溶液の各々のピーク面積

を自動積分法により測定し，面積百分

率法によりそれらの量を求めるとき，

イダルビシン以外のピークの面積は，

1.0％ 以下である．また，イダルビ

シン以外のピークの合計面積は 2.0

％ 以下である．
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試験条件

検出器，カラム，カラム温度，移

動相及び流量は定量法の試験条

件を準用する．

面積測定範囲：溶媒のピークの後

からイダルビシンの保持時間の

約3.3倍の範囲

システム適合性

検出の確認：試料溶液1mL に

ラウリル硫酸ナトリウムを含ま

ない移動相を加えて 100mL

とし，システム適合性試験用溶

液とする．システム適合性試験

用溶液 2mL を正確に量り，

ラウリル硫酸ナトリウムを含ま

ない移動相を加えて正確に20

mL とする．この液20μL か

ら得たイダルビシンのピーク面

積がシステム適合性試験用溶液

のイダルビシンのピーク面積の

7～13％ になることを確認

する．

システムの性能：システム適合性

試験用溶液20μL につき，上

記の条件で操作するとき，イダ

ルビシンのピークの理論段数及

びシンメトリー係数は，3000

段以上，0.8～1.2である．

システムの再現性：システム適合

性試験用溶液 20μL につき，

上記の条件で試験を6 回繰り

返すとき，イダルビシンのピー

ク面積の相対標準偏差は 2.0

％ 以下である．

1226 13 強熱残分 別に規定する． 強熱残分〈2.44〉 0.5％ 以下（2g）．

1226 14 エンドトキシン〈4.01〉 8.9EUmg

（力価）未満．

削除

1232 2 50μm 5μm

1232 2 （５） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1233 14 50μm 5μm

1236 12 50μm 5μm
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1243 13 移動相 A ：硫酸水素テトラブチルアン

モニウム溶液（17 625）

移動相 A ：テトラブチルアンモニウム

硫酸水素塩溶液（17 625）

1244 5 硝酸ミコナゾール ミコナゾール硝酸塩

1257 3 （５） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1266 4 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1270 1 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1272 17 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1272 2 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1273 4 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1273 11 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1273 8 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1273 1 定量用塩酸イミダプリル 定量用イミダプリル塩酸塩

1283 20 適合する 削除

1283 7
＝ M ×

A
A

×
100
V

＝ M ×
A
A

×
100
V

×0.955

＝ M ×
A
A

×
100
V

＝ M ×
A
A

×
100
V

×0.955

1284 15
＝ M ×

A
A

M ：

＝ M ×
A
A

×0.955

M ：

＝ M ×
A
A

M ：

＝ M ×
A
A

×0.955

M ：

1288 17 マレイン酸イルソグラジン イルソグラジンマレイン酸塩

1288 7 分包したものは， 分包品は，

1289 2 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1289 10 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1289 16 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1289 10 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1289 1 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1290 9 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1291 9 マレイン酸イルソグラジン イルソグラジンマレイン酸塩

1291 8 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1292 1 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1292 8 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩
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1292 16 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1292 9 定量用マレイン酸イルソグラジン 定量用イルソグラジンマレイン酸塩

1295 7 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1299 4 本品は遺伝子組換え技術を用いて製造さ

れたもので，血糖を降下させる作用があ

る．

本品は，遺伝子組換えヒトインスリンで

あり，21個のアミノ酸残基からなる A

鎖1分子，及び30個のアミノ酸残基

からなる B 鎖1 分子から構成される

ペプチドである．本品は，血糖を降下さ

せる作用がある．

1300 9 別にヒトインスリン標準品を同様の方法

で操作し，標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液50μL ずつを正確にとり，

次の条件で液体クロマトグラフィー

〈2.01〉により試験を行う．試料溶液及

び標準溶液から得られたクロマトグラム

につき，溶媒ピークの直後に溶出するピ

ーク及びその後に順次溶出するこれより

明らかにピーク高さの大きい3本のピ

ークを比較するとき，試料溶液及び標準

溶液の各ピークの保持時間は同一であ

り，ピーク高さは同様である．

別にインスリンヒト標準品を同様の方法

で操作し，標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液50μL につき，次の条件で

液体クロマトグラフィー〈2.01〉により

試験を行い，両者のクロマトグラムを比

較するとき，同一の保持時間のところに

同様のピークを認める．

1300 8 両者のピークの分離度は その分離度は

1302 5 ヒトインスリン標準品 インスリンヒト標準品

1304 8 本品は定量するとき，表示されたインス

リン単位の95.0～105.0％ を含む．

本品は定量するとき，表示されたインス

リン単位の95.0～105.0％ に対応す

るインスリンヒト（遺伝子組換え）（C

H N OS:5807.57）を含む．

1307 8 本品の本質は， 本品は，

1307 9 本品適量を量り，0.01mol 本品及びインスリングラルギン標準品適

量を量り，それぞれ0.01mol

1307 4 試料溶液とする． 試料溶液及び標準溶液とする．

1307 3 5μL 50μL

1308 15 5μL 50μL

1311 8 保存条件 遮光して，－15℃ 以下で保

存する．

保存条件 －15℃ 以下で保存する．

1312 9 95.0～105.0％ を含む． 95.0 ～105.0 ％ に対応するインスリ

ングラルギン（遺伝子組換え）（C H

N OS:6062.89）を含む．
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1312 1 （２） 定量法の項において，試料溶液及

び標準溶液のインスリングラルギンの保

持時間を求める．標準溶液に対する試料

溶液のインスリングラルギンの相対保持

時間は0.95～1.05である．

（２） 定量法の試料溶液及び標準溶液5

μL につき，定量法の条件で液体クロマ

トグラフィー〈2.01〉により試験を行う

とき，試料溶液及び標準溶液の主ピーク

の保持時間は等しい．

1323 10 分 子 量 の項 分子量 本品適量を量り，1mL 中に

600万単位を含む液となるようにpH

6.8のトリス・グリシン緩衝液を加え

た液3容量に分子量試験用還元液1

容量を加え，水浴上で 90 秒間加熱

し，試料溶液とする．別にインターフ

ェロンアルファ用分子量マーカー 3

容量に分子量試験用還元液1容量を

加え，水浴上で90秒間加熱し，標準

溶液とする．「試料溶液40μL 及び

標準溶液15μL につき，pH8.3 の

トリス緩衝液及び分離ゲルのアクリル

アミド濃度を15％ としたポリアク

リルアミドゲルを用いて電気泳動を行

った後，ゲルをトリクロロ酢酸溶液

3 20 に1時間浸して固定する．

次にクーマシ―ブリリアントブルー

R2501.0g をメタノール 450mL

及び酢酸 100 100mL に溶かし，

水を加えて 1000mL とした液に 2

時間以上浸して染色した後，水 メタ

ノール 酢酸 100 混液 33:4:

3 1000mL に浸して脱色する．標準

溶液の各バンドの相対移動度を求め，

分子量の対数に対して直線回帰し，検

量線を作成する．試料溶液から得た主

バンドの中心部の相対移動度を求め，

検量線より本品の分子量を算出すると

き，17000～30000 の範囲に少なく

とも4本のバンドを認める．

1325 8 それぞれの発育鶏卵より漿尿液 1mL

以上を採取する．この漿尿液50μL を

量り，0.5vol％ ニワトリ赤血球浮遊

液50μL を加えて混合した後，室温で

1 時間放置し，凝集像の有無を観察す

る．凝集像を認めないとき，この漿尿液

0.2mL を

それぞれの発育鶏卵より尿膜内腔液 1

mL 以上を採取する．この尿膜内腔液

50μL を量り，0.5vol％ ニワトリ赤

血球浮遊液 50μL を加えて混合した

後，室温で1時間放置し，凝集像の有

無を観察する．凝集像を認めないとき，

この尿膜内腔液0.2mL を
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1325 5 5％ 炭酸ガス 5％ 二酸化炭素

1325 2 約30 単位となる溶液（１）を調製す

る．溶液（１）200μL にウシ血清加イ

ーグル最小必須培地117μL を加えて

溶液（２）とする．溶液（２）200μL

に

約30単位となる試料溶液（１）及び標

準溶液（１）を調製する．これらの液

200μL にウシ血清加イーグル最小必須

培地 117μL を加えて試料溶液（２）

及び標準溶液（２）とする．これらの液

200μL に

1358 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1361 7 測定波長：460nm） 蛍光波長：460nm）

1385 13 0.809～0.816 0.80872～0.81601

1388 10 0.794～0.797 0.79422～0.79679

1391 14 0.860～0.873 0.86027～0.873264

1397 6 2,2′ Ethylenediiminobis 2S butan

1ol dihydrochloride

2S,2′S2,2′ Ethylenediiminobisbuta-

n1ol dihydrochloride

1406 7 50000 10000

1423 9 定量用塩酸エチレフリン 定量用エチレフリン塩酸塩

1424 6 定量用塩酸エチレフリン 定量用エチレフリン塩酸塩

1424 15 定量用塩酸エチレフリン 定量用エチレフリン塩酸塩

1424 7 定量用塩酸エチレフリン 定量用エチレフリン塩酸塩

1451 12 マレイン酸エナラプリル エナラプリルマレイン酸塩

1454 7 マレイン酸エナラプリル エナラプリルマレイン酸塩

1466 3 別に規定する方法により再結晶し，結晶

をろ取し，乾燥したものにつき，同様の

試験を行う．

遮光した容器を用いて以下の操作を行

う．本品 0.1g にメタノール 40mL

を加え，水浴中で加温して溶かし，温時

ろ過する．ろ液を氷冷して再結晶し，結

晶をろ取し，乾燥したものにつき，同様

の試験を行う．

1467 10 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1469 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1482 2 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1482 9 塩酸エチレフリン溶液 エチレフリン塩酸塩溶液

1483 12 0.25mg 約0.25mg
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1483 15 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1483 10 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1483 9 塩酸エチレフリン溶液 エチレフリン塩酸塩溶液

1483 4 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1484 4 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1484 12 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1484 6 定量用塩酸エフェドリン

塩酸エチレフリン溶液

定量用エフェドリン塩酸塩

エチレフリン塩酸塩溶液

1486 2 定量用塩酸エフェドリン 定量用エフェドリン塩酸塩

1486 8 定量用塩酸エフェドリン

塩酸エチレフリン溶液

定量用エフェドリン塩酸塩

エチレフリン塩酸塩溶液

1487 4 （0.25g，アセトニトリル， （乾燥物に換算したもの0.25g，アセト

ニトリル，

1489 1 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1489 10 エプレレノン標準品 乾燥物に換算したものエプレレノン標準

品

1489 18 メタノール 液体クロマトグラフィー用メタノール

1491 14 によりエプレレノン により試験を行い，それぞれの液のエプ

レレノン

1493 14 塩酸ピペリジン ピペリジン塩酸塩

1493 16 塩酸ピペリジン溶液 ピペリジン塩酸塩溶液

1496 1 確認試験 確認試験（１）

1496 4 エポエチンアルファ用 分離ゲルのアクリルアミド濃度を12.5

％ とした

1496 18 主泳動体は，標準溶液から得た主泳動帯

と同様の泳動像を示す．

ペプチドマップ

主バンドは，標準溶液から得た主バンド

と同様の泳動パターンを示す．

（２）

1498 14 分 子 量 確認試験の 分 子 量 確認試験（１）の

1499 1 オリゴマー 多量体

1500 3 Y ＝－ Y ＋ Y ＋ Y ＋ Y Y ＝－ Y － Y ＋ Y ＋ Y

1504 11 リン酸二水素ナトリウム リン酸水素二ナトリウム

1505 6 （３） シアル酸含量

1506 12 （４） 糖鎖プロファイル 糖鎖プロファイル

1531 2 チロジン リジン チロシン リシン

1531 11 チロジン リジン チロシン リシン
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1532 11 チロジン リジン チロシン リシン

1554 1 水100.0mL に溶かし 水に溶かし正確に100.0mL とし，

1555 1 ブロモチモールブルー試液 ブロモチモールブルー・エタノール性水

酸化ナトリウム試液

1555 5 水を加えて30mL とし 水を加えて正確に30mL とし

1555 15 2.0mL に2molL 硫酸試液5mL 及

び水を加えて100.0mL とし，これに

七モリブデン酸六アンモニウム・硫酸試

液4mL 及び塩化スズ（Ⅱ）・塩酸試液

2.0mL に水を加えて正確に100.0mL

とし，これにモリブデン硫酸試液4mL

を加え，振り混ぜた後，塩化スズ

（Ⅱ）・塩酸試液

1555 20 七モリブデン酸六アンモニウム・硫酸試

液4mL 及び塩化スズ（Ⅱ）・塩酸試液

0.1mL を加え，以下同様に操作する．

につき，以下同様に操作する．

1555 14 トルエンスルホン 新たに調製したトルエンスルホン

1555 12 加えて混和 加え，混和

1555 10 トルエンスルホン 新たに調製したトルエンスルホン

1555 5 （６） ヨウ化物 本品5gに新たに製

したデンプン試液0.5molL 硫酸試液

亜硝酸ナトリウム試液混液（1000:

40:3）0.15mL を滴加して潤し，5

分間放置し，直射日光下で観察すると

き，青色を呈しない．

（６） ヨウ化物 本品5gに新たに調

製した溶性デンプン試液0.5molL 硫

酸試液 亜硝酸ナトリウム試液混液

（1000:40:3）を滴加して潤し，5分

間放置し，観察するとき，青色を呈しな

い．

1556 7 20mL とする 正確に20mL とする

1556 14 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

1556 16 0.2g 0.15g

1556 18 赤紫色が青紫色 紫色が青色

1556 20 青紫色 青色

1574 10 98.0％ 98.0～101.0％

1574 13 溶けにくく，ジエチルエーテルにほとん

ど溶けない．

溶けにくい．

1575 4 （２） モルヒネ 本品 10mg を水 1

mL に溶かし，1ニトロソ2ナフトー

ル試液5mL 及び硝酸カリウム溶液 1

10 2mL を加え，40℃ で2 分間

加温する．次に亜硝酸ナトリウム溶液

1 5000 1mL を加え，40℃ で5

分間加温し，冷後，クロロホルム 10

mL を加えて振り混ぜた後，遠心分離

（２） 類縁物質 本品26mgを移動

相 A 20mL に溶かし，試料溶液と

する．この液 1mL を正確に量り，

移動相 A を加えて正確に 100mL

とし，標準溶液とする．試料溶液及び

標準溶液50μL ずつを正確にとり，

次の条件で液体クロマトグラフィー

〈2.01〉により試験を行う．それぞれ
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し，水層を分取するとき，液の色は微紅

色より濃くない．

（３） コデイン 本品10mgを硫酸5

mL に溶かし，塩化鉄 Ⅲ 試液1 滴

を加えて加温するとき，液は青色を呈し

ない．また硝酸を1滴加えるとき，液

は赤色を呈しない．

（４） テバイン 本品0.10gを薄めた

塩酸 1 10 2mL に溶かし，水浴

中で25分間加熱し，冷後，塩酸4ア

ミノアンチピリン試液0.5mL 及びヘ

キサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム溶液 1

100 0.5mL を加えて振り混ぜ，次

にアンモニア試液2mL 及びクロロホ

ルム3mL を加えて振り混ぜるとき，

クロロホルム層は赤色を呈しない．

の液の各々のピーク面積を自動積分法

により測定するとき，試料溶液のオキ

シコドン以外のピークの面積は，標準

溶液のオキシコドンのピーク面積の1

5より大きくない．また，試料溶液

のオキシコドン以外のピークの合計面

積は，標準溶液のオキシコドンのピー

ク面積の3 5 より大きくない．た

だし，オキシコドンに対する相対保持

時間約1.8のピーク面積は自動積分

法で求めた面積に感度係数0.17を乗

じた値とする．

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：280nm）

カラム：内径4.6mm，長さ10

cm のステンレス管に 3μm

の液体クロマトグラフィー用オ

クタデシルシリル化シリカゲル

を充塡する．

カラム温度：40℃ 付近の一定温度

移動相 A ：ラウリル硫酸ナトリ

ウム1.0gを薄めたリン酸 1

1000 500 mL に溶かし，

水酸化ナトリウム試液を加えて

pH3.0に調整する．この液4

容量に液体クロマトグラフィー

用テトラヒドロフランを1 容

量加える．

移動相 B ：ラウリル硫酸ナトリ

ウム1.0gを薄めたリン酸 1

1000 500 mL に溶かし，

水酸化ナトリウム試液を加えて

pH3.0に調整する．この液1

容量に液体クロマトグラフィー

用テトラヒドロフランを1 容

量加える．

移動相の送液：移動相 A 及び移

動相 B の混合比を次のように

変えて濃度勾配制御する．
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流量：毎分1.0mL

面積測定範囲：溶媒のピークの後

からオキシコドンの保持時間の

約5倍の範囲

システム適合性

検出の確認：標準溶液 2.5mL

を正確に量り，移動相 A を加

えて正確に50mL とする．こ

の液50μL から得たオキシコ

ドンのピーク面積が，標準溶液

のオキシコドンのピーク面積の

3.5～6.5％ になることを確

認する．

システムの性能：標準溶液 50

μL につき，上記の条件で操作

するとき，オキシコドンのピー

クの理論段数及びシンメトリー

係数は，それぞれ 3000 段以

上，0.7～1.3である．

システムの再現性：標準溶液50

μL につき，上記の条件で試験

を6回繰り返すとき，オキシ

コドンのピーク面積の相対標準

偏差は2.0％ 以下である．

1580 11 臭化水素酸ホマトロピン溶液 ホマトロピン臭化水素酸塩溶液

1582 17 塩酸テトラサイクリン テトラサイクリン塩酸塩

1582 16 塩酸テトラサイクリン原液 テトラサイクリン塩酸塩原液

1582 13 塩酸テトラサイクリン テトラサイクリン塩酸塩

1583 6 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1583 11 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1583 2 塩酸テトラサイクリン テトラサイクリン塩酸塩

1587 12 pH 3.3 3.2 4.9 削除

1587 3 チロジン リジン チロシン リシン

1605 8 確認試験 本品の「オザグレルナトリウ

ム」20mg に対応する容量をとり，

水を加えて20mL とする．この液1

確認試験 本品の適量をとり，1mL 中

に「オザグレルナトリウム」5μg を

含む液となるように水を加えた液につ

注入後の時間

（分）

移動相 A

（vol％）

移動相 B

（vol％）

0～30

30～70

100

100 0

0

0 100
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mL をとり，水を加えて200mL と

した液につき，

き，

1605 12 純度試験 類縁物質 本品の「オザグレ

ルナトリウム」20mg に対応する容

量をとり，移動相を加えて10mL と

する．この液5mL をとり，移動相

を加えて20mL とし

純度試験 類縁物質 本品の適量をと

り，1mL 中に「オザグレルナトリウ

ム」0.4mgを含む液となるように移

動相を加え

1605 10 定 量 法 の項 定 量 法 次の１）の試験を行う．ただ

し，２）の試験が適用可能な製剤にあっ

ては，１）の試験に代えて２）の試験を行

うことができる．

１） 本品のオザグレルナトリウム

（C H NNaO）約4mgに対応する

容量を正確に量り，内標準溶液5mL

を正確に加え，メタノールを加えて

100mL とし，試料溶液とする．別に

オザグレルナトリウム標準品を105℃

で4 時間乾燥し，その約40mg を

精密に量り，メタノールに溶かし，正

確に 50mL とする．この液 5mL

を正確に量り，内標準溶液5mL を

正確に加え，更に水10mL を加えた

後，メタノールを加えて100mL と

し，標準溶液とする．以下「オザグレ

ルナトリウム」の定量法を準用する．

２） 本品のオザグレルナトリウム

（C H NNaO）約20mg に対応す

る容量を正確に量り，水を加えて正確

に10mL とする．この液1mL を

正確に量り，内標準溶液2mL を正

確に加え，水1mL を加えて，試料

溶液とする．別にオザグレルナトリウ

ム標準品を105℃ で4 時間乾燥し，

その約25mgを精密に量り，メタノ

ールに溶かし，正確に 25mL とす

る．この液1mL を正確に量り，内

標準溶液1mL を正確に加え，標準

溶液とする．以下「オザグレルナトリ

ウム」の定量法を準用する．

オザグレルナトリウム（C H NNaO-

）の量 mg

頁 行 誤 正



33

＝ M ×
Q
Q

×
4
5

M ：オザグレルナトリウム標準品

の秤取量 mg

1607 3 対応する量の個数をとり，それぞれの内

容物を水に溶かし，更に水を加えて正確

に200mL とする．この液5mL を正

確に量り，内標準溶液10mL を正確に

加え，水5mL を加えて，試料溶液と

する．別にオザグレルナトリウム標準品

約25mgを精密に量り，

対応する個数をとり，それぞれの内容物

を水に溶かし，正確に200mL とする．

この液5mL を正確に量り，内標準溶

液10mL を正確に加え，水5mL を

加えて，試料溶液とする．別にオザグレ

ルナトリウム標準品を105℃ で4時間

乾燥し，その約25mgを精密に量り，

1613 3 OmeprazoleDelayedReleaseTablets OmeprazoleDelayedreleaseTablets

1615 3 50μL 5μL

1618 9 （５） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1633 5 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1641 14 定量用塩酸カイニン酸 定量用カイニン酸水和物

1642 16 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

1642 13 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

1650 9 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1664 3 本品はゼラチンなど日本薬局方に収載さ

れている適当なカプセル基剤を用いて

本品はカプセル基剤として，「ゼラチン」

を用いて

1668 9 98.5％ 以上を含む． 98.5～101.0％ を含む．

1668 11 本品は水に極めて溶けやすく，エタノー

ル 95 に溶けやすく，ジエチルエーテ

ルにほとんど溶けない．

本品は水に極めて溶けやすく，エタノー

ル 95 に溶けやすい．

1668 4 4.5～5.5 4.7～5.7

1685 6 サケカルシトニン（合成） カルシトニン（サケ）

1686 15 チロジン チロシン

1686 14 塩酸 リジン リシン塩酸塩

1686 14 塩酸 アルギニン アルギニン塩酸塩

1686 8 リジン チロジン リシン チロシン

1714 10 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1716 15 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1716 18 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1720 1 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

1738 15 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除
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1750 19 薄層クロマトグラフィー用シリカゲル 薄層クロマトグラフィー用シリカゲル

（蛍光剤入り）

1750 8 薄層クロマトグラフィー用シリカゲル 薄層クロマトグラフィー用シリカゲル

（蛍光剤入り）

1754 3 自動積分法により 削除

1756 8 製剤均一性（２）の試験条件を準用す

る．

検出器，カラム及びカラム温度は定量法

（２）の試験条件を準用する．

移動相：アセトニトリル pH5.5 の

0.05molL リン酸二水素ナトリウム

試液混液（11：9）

流量：ヒドロクロロチアジドの保持時間

が約3.5分になるように調整する．

1757 4 メタヒドロキシアセトフェノン m ヒドロキシアセトフェノン

1779 7 1300μg（力価）以上を含む． 1300～1500μg（力価）を含む．

1785 18 定量用塩酸キナプリル 定量用キナプリル塩酸塩

1791 12 硫酸キニーネ キニーネ硫酸塩水和物

1791 16 保持時間比 相対保持時間

1791 8 キニーネ硫酸塩 キニーネ硫酸塩水和物

1793 4 塩酸ジヒドロキニーネ ジヒドロキニーネ塩酸塩

1794 8 硫酸キニジン キニジン硫酸塩水和物

1796 4 硫酸キニジン キニジン硫酸塩水和物

1812 3 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1816 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1820 5 2滴 1滴

1821 10 （１） 溶状 本品2.0g を水に溶かし

て10mL とするとき，液は澄明であ

り，その色は次の比較液 1,比較液

2 又は比較液 3 より濃くない．

比較液 1：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液 1.5mL 及び塩化鉄（Ⅲ）

の色の比較原液6.0mL をとり，水を

加えて1000mL とする．

比較液 2：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液 0.15mL,塩化鉄（Ⅲ）の

色の比較原液7.2mL 及び硫酸銅（Ⅱ）

の色の比較原液0.15mL をとり，水を

（１） 溶状 本品2.0g を水に溶かし

て10mL とするとき，液は澄明で，そ

の色は水と同じか，又は次の比較液

1,比較液 2 又は比較液 3 より

濃くない．

比較液 1：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液 1.5mL 及び塩化鉄（Ⅲ）

の色の比較原液6.0mL をとり，薄め

た希塩酸（1 10）を加えて1000mL

とする．

比較液 2：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液2.5mL,塩化鉄（Ⅲ）の色

頁 行 誤 正



35

加えて1000mL とする．

比較液 3：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液2.5mL,塩化鉄（Ⅲ）の色

の比較原液 6.0mL 及び硫酸銅（Ⅱ）

の色の比較原液1.0mL をとり，水を

加えて1000mL とする．

の比較原液 6.0mL 及び硫酸銅（Ⅱ）

の色の比較原液1.0mL をとり，薄め

た希塩酸（1 10）を加えて1000mL

とする．

比較液 3：塩化コバルト（Ⅱ）の色

の比較原液 0.15mL,塩化鉄（Ⅲ）の

色の比較原液7.2mL 及び硫酸銅（Ⅱ）

の色の比較原液0.15mL をとり，薄め

た希塩酸（1 10）を加えて1000mL

とする．

1822 6 濃くない． 濃くない（150ppm 以下）．

1822 11 塩酸フェニルヒドラジニウム溶液 塩化フェニルヒドラジニウム溶液

1822 15 濃くない． 濃くない（シュウ酸無水物として 360

ppm 以下）．

1822 20 （５）硫酸呈色物〈1.15〉 本品 0.5g

をとり，試験を行う．ただし，90℃ で

1時間加熱し，直ちに急冷する．液の色

は色の比較液 K より濃くない．

（５）硫酸呈色物 本品1.0gをネスラ

ー管にとり，硫酸10mL を加え，直ち

に90±1℃ の水浴中で60 分間放置

した後，急冷する．この液につき，比較

液に色の比較液 K を用い，外径 12

mm の試験管にそれぞれ2.0mL をと

り，白色の背景を用い，側方から観察し

て比色するとき，液の色は比較液より濃

くない．

1822 7 2滴 1滴

1837 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1869 7 クリンダマイシン塩酸塩 クリンダマイシン

1874 9 無色～淡黄色澄明 無色淡黄色澄明

1883 14 チロジン， リジン チロシン， リシン

1884 3 チロジン，リジン チロシン，リシン

1897 5 ある． ある．また，この液につき，紫外可視吸

光度測定法〈2.24〉により試験を行うと

き，波長 430nm における吸光度は

0.04以下である．

1897 14 液は無色澄明～淡黄色澄明で 液は澄明で

1897 13 クロキサシリンのピーク面積より大きく

ない．

試験条件

クロキサシリンのピーク面積より大きく

なく，試料溶液のクロキサシリン以外の

ピークの合計面積は，標準溶液のクロキ
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検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：230nm）

カラム：内径6mm，長さ15cm

のステンレス管に5μm の液体

クロマトグラフィー用オクタデシ

ルシリル化シリカゲルを充塡す

る．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸水素二アンモニウム

4.953gを水700mL に溶かし，

アセトニトリル250mL を加え

る．この液にリン酸を加えてpH

4.0に調整した後，水を加えて正

確に1000mL とする．

流量：クロキサシリンの保持時間が

約24分になるように調整する．

サシリンのピーク面積の3倍より大き

くない．

試験条件

検出器，カラム，カラム温度，移動

相及び流量は定量法の試験条件を

準用する．

1898 10 グアイフェネシンのピーク面積に対する

クロキサシリンのピーク面積の比の相対

標準偏差は1.0％ 以下である．

クロキサシリンのピーク面積の相対標準

偏差は1.0％ 以下である．

1898 12 定 量 法 の項 定 量 法 本品及びクロキサシリンナト

リウム標準品約50mg（力価）に対

応する量を精密に量り，それぞれを移

動相に溶かし，内標準溶液5mL ず

つを正確に加えた後，それぞれに移動

相を加えて50mL とし，試料溶液及

び標準溶液とする．試料溶液及び標準

溶液10μL につき，次の条件で液体

クロマトグラフィー〈2.01〉により試

験を行い，内標準物質のピーク面積に

対するクロキサシリンのピーク面積の

比 Q 及び Q を求める．

クロキサシリン（C H ClNOS）の

量［μg（力価）］

＝ M ×
Q
Q

×1000

M ：クロキサシリンナトリウム標

準品の秤取量［mg（力価）］

内標準溶液 グアイフェネシンの移

動相溶液（1 200）

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波
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長：230nm）

カラム：内径 6mm，長さ 15

cm のステンレス管に 5μm

の液体クロマトグラフィー用オ

クタデシルシリル化シリカゲル

を充塡する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温

度

移動相：リン酸水素二アンモニウ

ム4.95g を水 700mL に溶

かし，アセトニトリル250mL

を加える．この液にリン酸を加

えて pH4.0 に調整した後，

水を加えて1000mL とする．

流量：クロキサシリンの保持時間

が約24分になるように調整す

る．

システム適合性

システムの性能：標準溶液 10

μL につき，上記の条件で操作

するとき，グアイフェネシン，

クロキサシリンの順に溶出し，

その分離度は25以上である．

システムの再現性：標準溶液10

μL につき，上記の条件で試験

を6回繰り返すとき，内標準

物質のピーク面積に対するクロ

キサシリンのピーク面積の比の

相対標準偏差は1.0％ 以下で

ある．

1923 6 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

1926 4 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

1939 11 保持時間の比 相対保持時間

1946 21 塩酸イミプラミン イミプラミン塩酸塩

1958 9 711μg 711～740μg

1969 10 定量用クロルジアゼポキシド クロルジアゼポキシド標準品

1987 14 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．
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1987 20 定量用カルバミン酸クロルフェネシン 定量用クロルフェネシンカルバミン酸エ

ステル

1987 3 定量用カルバミン酸クロルフェネシン 定量用クロルフェネシンカルバミン酸エ

ステル

1988 5 定量用カルバミン酸クロルフェネシン 定量用クロルフェネシンカルバミン酸エ

ステル

1988 13 定量用カルバミン酸クロルフェネシン 定量用クロルフェネシンカルバミン酸エ

ステル

1988 4 定量用カルバミン酸クロルフェネシン 定量用クロルフェネシンカルバミン酸エ

ステル

1996 6 定量用塩酸クロルプロマジン 定量用クロルプロマジン塩酸塩

1997 4 定量用塩酸クロルプロマジン 定量用クロルプロマジン塩酸塩

1997 12 定量用塩酸クロルプロマジン 定量用クロルプロマジン塩酸塩

1997 12 定量用塩酸クロルプロマジン 定量用クロルプロマジン塩酸塩

1997 6 定量用塩酸クロルプロマジン 定量用クロルプロマジン塩酸塩

2012 16 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

2012 13 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

2014 7 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

2014 10 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム

2022 17 硫酸水素テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩

2036 9 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

2039 16 （１） 本品50mg を水1mL に溶か

し，1ナフトールのエタノール 95 溶

液 1 500 2滴を加える．この液を

硫酸1mL の上に静かに層積するとき，

境界面は青紫色を呈する．

削除

2039 13 （２） （１）

2039 3 （３） （２）

2093 9 ◆（１） 溶状 本品 1.0g を熱湯 30

mL 又はエタノール 95 50mL に

溶かすとき，液はいずれも無色澄明で

ある．◆

◆（１） 溶状 本品5.0gを酢酸ナトリ

ウム三水和物溶液（1 5）25mL

に溶かすとき，この液の澄明性は水又

は酢酸ナトリウム三水和物溶液（1

5）と同じか，又はその濁りの度合は

濁りの比較液Ⅰ以下である．また，そ

の色は水と同じか，酢酸ナトリウム三

水和物溶液（1 5）より濃くない

か，又は次の比較液より濃くない．
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比較液：塩化コバルト（Ⅱ）の色の

比較原液3.0mL，塩化鉄（Ⅲ）

の色の比較原液3.0mL 及び硫

酸銅（Ⅱ）の色の比較原液 2.4

mL をとり，薄めた希塩酸（1

10）を加えて1000mL とする．◆

2124 17 （４）残留溶媒 別に規定する． 削除

2140 17 三酸化二ヒ素 三酸化ヒ素

2161 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2270 8 薄層クロマトグラフィー用塩酸1,1ジフ

ェニル4ピペリジノ1ブテン

薄層クロマトグラフィー用1,1ジフェニ

ル4ピペリジノ1ブテン塩酸塩

2288 14 約2倍 約2.3倍

2289 14 1.5以下 2.0以下

2290 7 86393320，一塩酸塩一水和物］ 86393320，一水和物］

2292 8 （５） 残留溶媒 別に規定する． 削除

2292 4 1.5以下 2.0以下

2297 6 （３） 硫残留溶媒 別に規定する． 削除

2365 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2368 2 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

2371 17 （２） 残留溶媒 別に規定する． 削除

2377 15 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2452 2 この液 VmL を正確に量り，内標準溶

液5mL を正確に加えた後，1mL 中

に「スルタミシリントシル酸塩水和物」

約0.23mg（力価）を含む液となるよ

うに移動相を加えて V′mL とし，試

料溶液とする．

この液の「スルタミシリントシル酸塩水

和物」約5.6mg（力価）に対応する容

量 VmL を正確に量り，内標準溶液5

mL を正確に加えた後，移動相を加えて

25mL とし，試料溶液とする．

2461 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2462 6 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含 製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は
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量均一性試験を行うとき，適合する． 次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2502 7 挿入 溶 出 性〈6.10〉 試験液に水900mL

を用い，パドル法により，毎分50回

転で試験を行うとき，5mg 錠の15

分間の溶出率は 85 ％ 以上であり，

10mg 錠の 30 分間の溶出率は 80

％ 以上である．

本品1 個をとり，試験を開始し，

規定された時間に溶出液20mL 以上

をとり，孔径0.45μm 以下のメンブ

ランフィルターでろ過する．初めのろ

液10mL を除き，次のろ液 V mL

を正確に量り，1mL 中にセチリジン

塩酸塩 C H ClNO ・2HCl 約

5.6μgを含む液となるように水を加

えて正確に V′mL とし，試料溶液

とする．別に定量用セチリジン塩酸塩

を60℃ で3時間減圧乾燥し，その

約 28mg を精密に量り，水に溶か

し，正確に100mL とする．この液

2mL を正確に量り，水を加えて正確

に 100mL とし，標準溶液とする．

試料溶液及び標準溶液につき，紫外可

視吸光度測定法〈2.24〉により試験を

行い，波長230nm における吸光度

A 及び A を測定する．

セチリジン塩酸塩 C H ClNO ・2

HCl の表示量に対する溶出率（％）

＝ M ×
A
A
×
V′
V
×
1
C
×18

M ：定量用セチリジン塩酸塩の秤

取量 mg

C :1 錠中のセチリジン塩酸塩

C H ClNO ・2HCl の表示量

mg

2522 13 分包したものは 分包品は

2541 1 分包したものは 分包品は

2546 1 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．
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2553 13 分包したものは， 分包品は，

2562 14 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2612 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2615 18 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

2617 8 分包したものは 分包品は

2619 9 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2652 17 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2673 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2709 23 A：沸騰フラスコ（500mL）

B：分液漏斗（100mL）

A：三口丸底フラスコ（500mL）

B：円筒形滴下漏斗（100mL）

2709 18 沸騰フラスコ 三口丸底フラスコ

2709 16 分液漏斗 円筒形滴下漏斗

2709 16 沸騰フラスコ 三口丸底フラスコ

2709 15 沸騰フラスコ 三口丸底フラスコ

2709 14 分液漏斗 円筒形滴下漏斗

2709 14 沸騰フラスコ 三口丸底フラスコ

2709 13 分液漏斗 円筒形滴下漏斗

2710 12

～

2712 2

訂正（全て取換え）

精 製 ゼ ラ チ ン

PurifiedGelatin

本品は動物由来のコラーゲンを酸又

はアルカリで部分的に加水分解，又は

酵素分解，又は加熱分解して得たタン

パク質を精製したものである．加水分

解条件により，ゲル化グレード又は非

ゲル化グレードが得られる．

ゲル化グレードはそのゼリー強度
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（ブルーム値）を表示し，非ゲル化グ

レードは非ゲル化グレードと表示す

る．

性 状 本品は無色又は白色～淡黄褐色

の薄板，細片，粒又は粉末である．

本品は熱湯に溶けやすく，エタノー

ル 95 にほとんど溶けない．

ゲル化グレードは水に溶けないが，

水を加えるとき，徐々に膨潤，軟化

し，5～10倍量の水を吸収する．非

ゲル化グレードは水に溶けやすい．

確認試験

（１） 本品の水溶液（1 100）5

mL に2,4,6トリニトロフェノール

試液を滴加するとき，沈殿を生じる．

（２） 本品の水溶液（1 5000）5

mL にタンニン酸試液を滴加すると

き，液は混濁する．

（３） 本品 0.5g を内径約 15mm

の試験管にとり，水10mL を加え，

10分間放置する．60℃ で15分間加

温した後，試験管を直立させて冷水中

で6時間静置する．試験管を転倒す

るとき，ゲル化グレードは内容物が直

ちに流出しない．非ゲル化グレードは

直ちに流出する．

ゼリー強度（ブルーム値） ゲル化グレ

ードのものに適用する．本品の6.67

％ 溶液から調製されたゼリーの表面

を，10℃ において，径12.7mm の

プランジャーで4mm 押し下げるの

に必要な荷重 g を求める．

（ⅰ） 装置及び器具 装置はテクスチ

ャーアナライザ又はレオメーターなど

の物性測定器を用い，直径 12.7 ±

0.1mm，底面は平らで，その周縁が

直角に切り立った円筒形ピストンを用

いる．容器は内径 59 ± 1mm，高

さ 85mm のもの（ゼリーカップ）

を用いる．

（ⅱ） 操作法 本品7.5g をゼリー

カップにとり，水 105mL を加え，

蓋をし，1～4時間放置した後，65
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±2℃ の水浴中で加温しながらガラ

ス棒で15分間穏やかにかき混ぜる．

カップの上部の内壁に凝縮した水は溶

液に合わせ，均一な溶液とし，室温で

15分間放冷する．次にカップを10.0

±0.1℃ の恒温槽中の完全に水平に

調節された台の上に置き，蓋をし，17

±1時間静置する．カップを恒温槽

から取り出し，直ちにカップの外側に

付着した水を拭き取り，物性測定器の

テーブルの上に置く．プランジャーの

先端ができるだけゼリー表面の中央部

で接触するようにカップの位置を調整

した後，侵入距離4mm，侵入速度

毎秒0.5mm で試験を行うとき，ゼ

リー強度は表示された値の80～120

％ である．

pH〈2.54〉 本品1.00gを，新たに煮

沸して約 55℃ とした水に溶かし，

100mL とした液の pH は 55℃ で

測定するとき3.8～9.0である．

純度試験

（１） 重金属〈1.07〉 本品1.0gを

とり，第2法により操作し，試験を

行う．比較液には鉛標準液 2.0mL

を加える（20ppm 以下）．

（２） 鉄 本品5.00gを共栓フラス

コにとり，塩酸10mL を加え，密栓

し，75 ～ 80℃ の水浴中に浸し，2

時間加熱する．必要ならば，溶解を適

切に行うために，塩酸を加えた後，放

置して本品を膨潤させる，加熱時間を

長くする，又は加熱温度を高くするこ

とができる．冷後，水を加えてフラス

コの内容物を100.0g とし，試料溶

液とする．別に本品5.00gずつを3

個の共栓フラスコにとり，試料溶液と

同様に操作し，原子吸光光度用鉄標準

液（２）10mL，20mL 及び30mL

をそれぞれ正確に加え，水を加えてフ

ラスコの内容物をそれぞれ 100.0g

とし，標準溶液とする．なお，添加す

る標準液の量は使用する機器の感度に
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応じて適宜調整することができる．試

料溶液及び標準溶液につき，次の条件

で原子吸光光度法〈2.23〉の標準添加

法により試験を行い，鉄の含量を求め

るとき，30ppm 以下である．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン

支燃性ガス 空気

ランプ：鉄中空陰極ランプ

波長：248.3nm

（３） クロム （２）の試料溶液を試

料溶液とする．別に本品5.00gずつ

を3個の共栓フラスコにとり，試料

溶液と同様に操作し，原子吸光光度用

クロム標準液0.25mL，0.50mL 及

び0.75mL をそれぞれ正確に加え，

水を加えてフラスコの内容物をそれぞ

れ 100.0g とし，標準溶液とする．

なお，添加する標準液の量は使用する

機器の感度に応じて適宜調整すること

ができる．試料溶液及び標準溶液につ

き，次の条件で原子吸光光度法

〈2.23〉の標準添加法により試験を行

い，クロムの含量を求めるとき，10

ppm 以下である．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン

支燃性ガス 空気

ランプ：クロム中空陰極ランプ

波長：357.9nm

（４） 亜鉛 （２）の試料溶液を試料

溶液とする．別に本品5.00gずつを

3個の共栓フラスコにとり，試料溶液

と同様に操作し，原子吸光光度用亜鉛

標準液 7.5 mL，15 mL 及び 22.5

mL をそれぞれ正確に加え，水を加え

てフラスコの内容物をそれぞれ100.0

gとし，標準溶液とする．なお，添加

する標準液の量は使用する機器の感度

に応じて適宜調整することができる．

試料溶液及び標準溶液につき，次の条

件で原子吸光光度法〈2.23〉の標準添

加法により試験を行い，亜鉛の含量を
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求めるとき，30ppm 以下である．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン

支燃性ガス 空気

ランプ：亜鉛中空陰極ランプ

波長：213.9nm

（５） ヒ素〈1.11〉 本品 15.0g を

フラスコにとり，薄めた塩酸 1

5 60mL を加え，加熱して溶かし，

臭素試液15mL を加えて加熱し，過

量の臭素を除き，アンモニア試液を加

えて中性とし，リン酸水素二ナトリウ

ム十二水和物1.5gを加えて放冷し，

マグネシア試液 30mL を加えて 1

時間放置する．沈殿をろ取し，薄めた

アンモニア試液 1 4 10mL ず

つで5回洗い，薄めた塩酸（1 4）

に溶かし正確に50mL とする．この

液5mL につき，試験を行うとき，

次の標準色より濃くない．

標準色：本品の代わりにヒ素標準

液12mL を用い，以下検液と

同様に操作する（0.8ppm以下）．

（６） 過酸化物

（ⅰ） 酵素反応 ペルオキシダーゼは

過酸化物に作用し，その酸素原子を還

元型の有機酸化還元指示薬へ移動さ

せ，指示薬を青色の酸化型に変化させ

る．生成した色の濃さは過酸化物の量

に比例する．この反応を利用した過酸

化水素濃度試験紙では，得られる呈色

を用意された標準比色表の色と比較す

ることにより，試料溶液の過酸化物の

濃度が求められる．

（ⅱ） 操作法 本品 20.0 ± 0.1g

をビーカーにとり，水 80.0 ± 0.2

mL を加え，かき混ぜて試料全体を湿

らせた後，室温で1～3時間放置す

る．次にビーカーを時計皿で蓋をし，

65±2℃ の水浴中で20 ±5 分間

加温して試料を溶かした後，ガラス棒

でかき混ぜ，均一な溶液とし，試料溶

液とする．過酸化水素濃度試験紙を試
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料溶液に1秒間浸し，試験紙の反応

ゾーンを適切に湿らせる．試験紙を取

り出し，振り動かして余分の液を振り

落とし，15秒後に試験紙の反応ゾー

ンの呈色を標準比色表の色と比較す

る．色が最も一致する標準比色表の色

に対応する過酸化物の濃度を読み取

り，それを5倍する（10ppm 以下）．

（ⅲ） 鋭敏度 過酸化水素標準液10

mL を正確に量り，水を加えて正確に

300mL とする．この液2mL を正

確に量り，水を加えて正確に 1000

mL とする（2ppm）．この液に過酸

化水素濃度試験紙を1秒間浸し，試

験紙の反応ゾーンを適切に湿らせる．

試験紙を取り出し，振り動かして余分

の液を振り落とし，15秒後に試験紙

の反応ゾーンの呈色を標準比色表の色

を比較するとき，過酸化物の濃度が2

ppm の標準比色表の色と等しい．

（７） 二酸化硫黄

（ⅰ） 装置 図に示すものを用いる．

（ⅱ） 操作法 水150mL を三口丸

底フラスコにとり，二酸化炭素を毎分

100mL の流速で装置に流す．過酸化

水素・水酸化ナトリウム試液10mL

を受け側の試験管に加える．15分後，

二酸化炭素の流れを中断することな

く，円筒形滴下漏斗を三口丸底フラス

コから取り外し，本品 25.0g を水

100mL を用いて三口丸底フラスコに

移す．2molL 塩酸試液 80mL を

円筒形滴下漏斗に加えた後，コックを

開けて三口丸底フラスコに流し込み，

二酸化硫黄が円筒形滴下漏斗に逃げな

いように最後の数 mL が流れ出る前

にコックを閉め，混合液を1 時間加

熱する．受け側の試験管を取り外し，

その内容物を200mL の広口三角フ

ラスコに移す．受け側の試験管を少量

の水で洗い，洗液は三角フラスコに加

える．水浴中で15分間加熱した後，

冷却する．ブロモフェノールブルー試
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液0.1mL を加え，黄色から紫青色

への色の変化が少なくとも20秒間持

続するまで0.1molL 水酸化ナトリ

ウム液で滴定〈2.50〉する．同様の方

法で空試験を行い，補正する．次式に

より二酸化硫黄の量を求めるとき，20

ppm 以下である．

二酸化硫黄の量（ppm）＝
V
M
×

1000×3.203

M：本品の秤取量（g）

V：0.1molL 水酸化ナトリウム液

の消費量（mL）

導電率〈2.51〉 本品1.00g を，新た

に煮沸して約 55℃ とした水に溶か

し，100mL とした液につき，30 ±

1.0℃ で試験を行うとき，1mS・cm

以下である．ただし，温度補正は行わ

ない．

乾燥減量〈2.41〉15.0 ％ 以下（5g，

105℃，16時間）．

微生物限度〈4.05〉 本品1g 当たり，

総好気性微生物数の許容基準は 10

CFU，総真菌数の許容基準は 10
2

CFU である．また，大腸菌及びサル

モネラを認めない．

A：三口丸底フラスコ（500mL）
B：円筒形滴下漏斗（100mL）
C：冷却器
D：試験管
E：コック
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貯 法

保存条件 熱及び湿気を避けて保存す

る．

容器 気密容器．

2720 12 本品の本質はヒトインターロイキン2

cDNA の発現により大腸菌で製造され

る

本品の本質はヒトインターロイキンであ

り，

2720

置き換えと訂正

6 （１） 本品1mL に薄めた硫酸銅（Ⅱ）

試液（1 10）0.05mL を加えて振り

混ぜた後，水酸化カリウム0.9g を加

えて振り混ぜる．この液にエタノール

99.5 0.3mL を加えて振り混ぜると

き，エタノール層は紫色を呈する．

（１） 本品100μL にタンパク質消

化酵素試液100μL を加えて振り混

ぜ，37℃ で18～24 時間放置した

後，2メルカプトエタノール 2μL

を加える．さらに，37℃ で30 分間

放置した後，トリフルオロ酢酸溶液

（1 10）5μL を加え，試料溶液と

する．別に液体クロマトグラフィー用

セルモロイキンを試料溶液と同様に操

作し，標準溶液とする．試料溶液及び

標準溶液50μL につき，次の条件で

液体クロマトグラフィー〈2.01〉によ

り試験を行い，両者のクロマトグラム

を比較するとき，同一の保持時間のと

ころに同様のピークを認める．

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長:215nm）

カラム：内径 4mm，長さ 30

cm のステンレス管に5μm

の液体クロマトグラフィー用

オクタデシルシリル化シリカ

ゲルを充塡する．

カラム温度:25℃ 付近の一定温

度

移動相 A：トリフルオロ酢酸溶

液（1 1000）

移動相 B：トリフルオロ酢酸の

アセトニトリル 水混液 17:

3 溶液 1 1000

移動相の送液：移動相 A 及び移

動相 B の混合比を次のように

変えて濃度勾配制御する．
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流量：セルモロイキンの保持時間

が約70分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：液体クロマトグ

ラフィー用セルモロイキン100

μL に2メルカプトエタノー

ル 2μL を加え，37℃ に 2

時間放置した液につき，上記の

条件で操作するとき，セルモロ

イキン及びその還元体の順に溶

出し，その分離度は 1.5 以上

である．

（２） 本品適量を精密に量り，1mL

中に800単位を含むようにセルモロ

イキン用培養液を加え，試料溶液とす

る．組織培養用平底マイクロテストプ

レートの2穴（A 及び B）に試料溶

液25μL ずつを入れ，穴（A）には

セルモロイキン用参照抗インターロイ

キン2 抗血清試液 25μL を，穴

（B）にはセルモロイキン用培養液25

μL を加える．さらに，別の穴（C）

にセルモロイキン用培養液50μL を

入れる．平底マイクロテストプレート

を振り混ぜた後，5％ 二酸化炭素を

含む空気中37℃ で30 分～2 時間

保温する．次に，各穴にインターロイ

キン2依存性マウスナチュラルキラ

ー細胞 NKC3を含むセルモロイキン

用培養液 50μL ずつを加え，37℃

で16～24時間培養する．3（4,5

ジメチルチアゾール2イル）2,5ジ

フェニル2H テトラゾリウム臭化物

試液を加えて37℃ で4～6時間培

養し，更に，ラウリル硫酸ナトリウム

試液を加えて24～48時間放置した

後，各穴の液につき，分光光度計によ

り590nm における吸光度を測定す

注入後の
時間（分）

移動相 A
（vol％）

移動相 B
（vol％）

0～ 5
5～45
45～75
75～85

100
100 60
60 0
0

0
0 40
40 100
100
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るとき，A の穴の液から得られた吸

光度と C の穴の液から得られた吸光

度の差は B の穴の液から得られた吸

光度と C の穴の液から得られた吸光

度の差の3％ 以下である．

構成アミノ酸 タンパク質のアミノ酸

分析法〈2.04〉「1.タンパク質及びペ

プチドの加水分

2720 3 （２） 構成アミノ酸

2723 18 （３） 分子量 定量法（１）で得た結果

に従い，1mL 中に総タンパク質量約

0.5mgとなるようにセルモロイキン用

試料緩衝液を加え，試料溶液とする．セ

ルモロイキン用分離ゲル及びセルモロイ

キン用濃縮ゲルを用いて調製した垂直不

連続緩衝液系SDSポリアクリルアミド

ゲルに，試料溶液20μL 及びセルモロ

イキン用分子量測定用マーカータンパク

質20μL をそれぞれ試料液添加溝に注

入し，電気泳動を行った後，クーマシー

染色試液中に浸して泳動帯を染色すると

き，主泳動帯の分子量は，12500～138

00の範囲内である．

分子量 定量法（１）で得た結果に従

い，1mL 中にタンパク質量約0.5mg

となるようにセルモロイキン用試料緩衝

液を加え，試料溶液とする．分離ゲルの

アクリルアミド濃度を13.5 ％ とした

ポリアクリルアミドゲルを用いて調製し

た垂直不連続緩衝液系SDSポリアクリ

ルアミドゲルに，試料溶液20μL 及び

セルモロイキン用分子量測定用マーカー

タンパク質20μL をそれぞれ試料液添

加溝に注入し，電気泳動を行った後，ク

ーマシー染色試液中に浸して泳動帯を染

色するとき，主バンドの分子量は，

12500～13800の範囲内である

2723 11

～

2725 11

2723 11～2725 11 削除

2725 10 （３） 類縁物質 （１） 類縁物質

2726 14 その分離度は3.0以上である． その分離度は3以上である．

2726 14と

13の間

挿入（2726 14と 13の間） （２） 多量体 分子量の項の試料溶液を

セルモロイキン用緩衝液でタンパク質含

量として1mL 当たり約 2 ～ 32μg

の範囲になるように4段階以上に薄め，

各標準溶液とする．試料溶液及び各標準

溶液 20μL ずつを試料添加溝に注入

し，垂直不連続緩衝液系SDSポリアク

リルアミドゲル電気泳動を行った後，ク

ーマシー染色試液中に浸してバンドを染

色するとき，各々のバンドは青色を呈す

る．次に，デンシトメーターを用いて各

標準溶液から得たバンドのピーク面積を

求め，先の検量線からタンパク質含量を
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算出し，セルモロイキン単量体以外のセ

ルモロイキンに由来する重合体タンパク

質量を求めるとき，総タンパク質に対し

て2％ 以下である．

（３） 宿主由来タンパク質 別に規定す

る．

（４） DNA 別に規定する．

エンドトキシン〈4.01〉100EUmL

未満．

2727 16 エンドトキシン〈4.01〉100EUmL

未満．

無 菌〈4.06〉 直接法により試験を行

うとき，適合する．ただし，無菌試験

用チオグリコール酸培地I15mL の

入った試験管に本品0.5mL ずつ8

本，1mL ずつ 8 本及びソイビー

ン・カゼイン・ダイジェスト培地15

mL の入った試験管 8 本に本品 1

mL ずつ加える．

削除

2727 16 訂正 定 量 法

（１） タンパク質含量 本品 1mL

を正確に量り，水を加えて正確に10

mL とし，試料溶液とする．別に，定

量用ウシ血清アルブミン約50mgを

精密に量り，1mL 中にアルブミン

50μg，100μg，150μg を含む液と

なるように水を加えて標準溶液（1），

標準溶液（2）及び標準溶液（3）とす

る．試料溶液及び標準溶液（1），標準

溶液（2）及び標準溶液（3）1mL ず

つを正確に量り，それぞれにタンパク

質含量試験用アルカリ性銅試液 2.5

mL を正確に加えて振り混ぜ，15 分

間放置する．次に水2.5mL 及び希

フォリン試液0.5mL を正確に加え，

37℃ で30分間放置する．これらの

液につき，水1mL を用いて同様に

操作した液を対照とし，紫外可視吸光

度測定法〈2.24〉により試験を行い，

波長750nm における吸光度を測定

する．標準溶液（1），標準溶液（2）

及び標準溶液（3）の吸光度から作成
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した検量線を用いて，タンパク質量を

求める．

（２） 比活性 本品0.1mL を正確

に量り，セルモロイキン用培養液0.9

mL を正確に加え，試料溶液とする．

別に，インターロイキン2 標準品 1

個をとり，水1mL を正確に加えて

溶解し，標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液をセルモロイキン用培養液

で精密に2倍段階希釈し，各希釈液

中に1mL 当たり3×10 ～5×10

個の インターロイキン2依存性マウ

スナチュラルキラー細胞 NKC3を試

料溶液及

2728 12 総タンパク質含量試験 タンパク質含量試験

2803 15 分包したものは， 分包品は，

2831 11 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法により含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

2895 10 （３） 残留溶媒 別に規定する．

（４）

削除

（３）

2897 1

～

2898 9

2897 1～2898 9まで訂正 （３） 類縁物質 本品30mgを移動相

50mL に溶かし，試料溶液とする．こ

の液1mL を正確に量り，移動相を加

えて正確に100mL とする．この液5

mL を正確に量り，移動相を加えて正確

に50mL とし，標準溶液とする．試料

溶液及び標準溶液25μL ずつを正確に

とり，次の条件で液体クロマトグラフィ

ー〈2.01〉により試験を行う．それぞれ

の液の各々のピーク面積を自動積分法に

より測定するとき，試料溶液のツロブテ

ロール以外のピークの面積は，標準溶液

のツロブテロールのピーク面積より大き

くない．また，試料溶液のツロブテロー

ル以外のピークの合計面積は，標準溶液

のツロブテロールのピーク面積の5 倍

より大きくない．

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：215nm）
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カラム：内径 4.6 mm，長さ 15

cm のステンレス管に 5μm の

液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

する．

カラム温度：30℃ 付近の一定温度

移動相：1オクタンスルホン酸ナト

リウム3gを水900mL に溶か

し，薄めたリン酸（1 150）5

mL を加える．この液 650mL

に液体クロマトグラフィー用アセ

トニトリル350mL を加える．

流量：ツロブテロールの保持時間が

約7分になるように調整する．

面積測定範囲：溶媒のピークの後か

らツロブテロールの保持時間の約

5倍の範囲

システム適合性

システムの性能：試料溶液 1mL

に移動相を加えて100mL とす

る．この液5mL に移動相を加

えて10mL とし，システム適合

性試験用溶液とする．システム適

合性試験用溶液25μL につき，

上記の条件で操作するとき，ツロ

ブテロールのピークの理論段数及

びシンメトリー係数は，それぞれ

5000段以上，2.0以下である．

システムの再現性：システム適合性

試験用溶液25μL につき，上記

の条件で試験を6回繰り返すと

き，ツロブテロールのピーク面積

の相対標準偏差は2.0％ 以下で

ある．

2944 2 2944 2より2945 7まで訂正 （２） タンパク質のアミノ酸分析法

〈2.04〉「1.タンパク質及びペプチド

の加水分解」の方法2の変法及び方

法4 により加水分解し，「2.アミノ

酸分析法」の方法1により試験を行

うとき，アスパラギン酸は 11.4 ～

12.6，グルタミン酸は17.1 ～18.9，

プロリンは4.5 ～5.5，グリシンは

1.8 ～ 2.2，システインは 2.7 ～
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3.3，メチオニンは4.5 ～5.5，ロイ

シンは20.9～23.1，チロシンは2.7

～3.3，フェニルアラニンは 5.4 ～

6.6，リシンは10.5 ～11.6，ヒスチ

ジンは2.7 ～3.3，トリプトファン

は0.7～1.2及びアルギニンは3.6

～4.4である．また，試料溶液（１）

から得たクロマトグラムには，構成す

る18種のアミノ酸のピークを認める．

操作法

（ⅰ） 加水分解 本品のタンパク質約

50μg に対応する容量を，2 本の加

水分解用試験管にとり，それぞれ減圧

で蒸発乾固し，一方を試料（１）とす

る．もう一方に，室温で1 時間放置

したギ酸 過酸化水素（30）混液（9:

1）50μL を加え，4 時間氷冷した

後，水0.5mL を加えて減圧で蒸発

乾固し，試料（２）とする．メタンス

ルホン酸1.3mL に水3.7mL を加

えてよく混和した後，3（2アミノエ

チル）インドール10mgを加えて溶

かし，4molL メタンスルホン酸溶

液とする．クエン酸三ナトリウム二水

和物39.2g，塩酸33mL，チオジグ

リコール40mL 及びラウロマクロゴ

ール溶液（1 4）4mL を水 700

mL に溶かし，pH2.2 に調整した

後，水を加えて1000mL とし，カプ

リル酸100μL を加えて混和し，希

釈用クエン酸ナトリウム溶液とする．

試料（１）及び試料（２）に，用時製

した4molL メタンスルホン酸溶液

50μL をそれぞれ加え，－70℃ に冷

却した後，減圧で脱気する．これらの

試験管を減圧で融封した後，115 ±

2℃ で24時間加熱する．冷後，開封

し，4molL 水酸化ナトリウム試液

50μL を加えた後，希釈用クエン酸

ナトリウム溶液0.4mL を加え，試

料溶液（１）及び試料溶液（２）とす

る．別に アスパラギン酸， トレ

オニン， セリン， グルタミン酸，
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プロリン，グリシン， アラニン，

バリン， メチオニン， イソロイ

シン， ロイシン， チロシン， フ

ェニルアラニン， リシン塩酸塩，塩

化アンモニウム， ヒスチジン塩酸塩

一水和物及び アルギニン塩酸塩を

それぞれ0.25mmolに対応する量，

並びに シスチン0.125mmolに対

応する量を精密に量り，0.1molL 塩

酸試液に溶かし，正確に100mL と

し，アミノ酸標準原液とする．この液

1mL を正確に量り，希釈用クエン酸

ナトリウム溶液を加えて正確に 25

mL とし，A 液とする． トリプト

ファン約20mgを精密に量り，水に

溶かし，正確に 1000 mL とし，B

液とする．A 液及び B 液をそれぞれ

10mL ずつ正確に量って合わせ，希

釈用クエン酸ナトリウム溶液を加えて

正確に50mL とし，アミノ酸標準溶

液とする．別に システイン酸約17

mgを精密に量り，希釈用クエン酸ナ

トリウム溶液に溶かし，正確に 50

mL とする．この液1mL を正確に

量り，希釈用クエン酸ナトリウム溶液

を加えて正確に100mL とし，シス

テイン酸標準溶液とする．

（ⅱ） アミノ酸分析 試料溶液（１）

及び試料溶液（２），アミノ酸標準溶

液及びシステイン酸標準溶液 0.25

mL ずつを正確にとり，次の条件で液

体クロマトグラフィー〈2.01〉により

試験を行い，試料溶液（１）から得ら

れるアミノ酸のピークを確認する．ま

た，試料溶液（１）及びアミノ酸標準

溶液の各アミノ酸のピーク面積を測定

し，試料溶液（１）のアラニンのモル

数を5.0としてアスパラギン酸，グ

ルタミン酸，プロリン，グリシン，メ

チオニン，ロイシン，チロシン，フェ

ニルアラニン，リシン，ヒスチジン，

トリプトファン及びアルギニンの濃度

を求めて各アミノ酸のモル比を求め
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る．さらに，試料溶液（２）及びシス

テイン酸標準溶液のシステイン酸のピ

ーク面積を測定し，システインの濃度

を求め，試料溶液（２）のアラニンの

モル数を5.0 として，システインの

モル比を求める．

2946 20 （３） 分子量

2948 2 （４） 等電点

2949 8 純度試験（１）の項 削除

2950 18 （２） （３）

2951 11 （３） デスメチオニル体 本品適量に水

を加え，タンパク質濃度約0.17mgmL

と

（１） デスメチオニル体 本品 1mL

にタンパク質約0.17mgを含む液とな

るように水を加え，タンパク質濃度約

0.17mgmL と

2952 9 （４） （２）

2952 5 （５） （４）

2953 11と

12の間

11と 12の間に追加 （５） 宿主由来タンパク質 別に規定す

る．

（６） DNA 別に規定する．

2953 11 （６） 酢酸 酢酸

2956 15 （１） 本品1個の 本品1個の

2956 11 確認試験（２）の項 削除

2973 6 210℃ 235℃

2975 2 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3007 16と

17の間

16と 17の間に追加 （５） 総タンパク質 ◆本品6.0gをと

り，ケルダールフラスコに入れ，これに

硫酸カリウム100g，硫酸銅（Ⅱ）五水

和物3g及び酸化チタン（Ⅳ）3g の

混合物を粉末とし，その 4g を加え，

フラスコの首に付着した試料を少量の水

で洗い込み，更にフラスコの内壁に沿っ

て硫酸25mL を加え，振り混ぜる．フ

ラスコを初め徐々に加熱し，次にフラス

コの首で硫酸が液化する程度にフラスコ

の上部が過熱しないよう注意しながら昇

温する．このとき硫酸の過剰な消失を防
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ぐため，例えば，フラスコの口を1 本

の短い枝が付いたガラス球などを用いて

緩く蓋をする．液が澄明となり，フラス

コの内壁に炭化物を認めなくなったと

き，加熱をやめる．冷後，水25mL を

注意しながら加えて固形物を溶かし，再

び冷却する．フラスコをあらかじめ水蒸

気を通じて洗った蒸留装置に連結する．

受器には0.01molL 塩酸25mL を正

確に量り，適量の水を加え，冷却器の下

端をこの液に浸す．漏斗から水酸化ナト

リウム溶液（21 50）45mL を加え，

注意して水10mL で洗い込み，直ちに

ピンチコック付きゴム管のピンチコック

を閉じ，水蒸気を通じて留液約40mL

を得るまで蒸留する．冷却器の下端を液

面から離し，更にしばらく蒸留を続けた

後，少量の水でその部分を洗い込み，過

量の塩酸を0.01molL 水酸化ナトリウ

ム液で滴定〈2.50〉する（指示薬：メチ

ルレッド・メチレンブルー試液3 滴）．

ただし，滴定の終点は液の赤紫色が灰青

色を経て，緑色に変わるときとする．同

様の方法で空試験を行う．ただし，加え

る硫酸の量を7.5mL とする．◆

窒素の量（％）＝（a－b）×
0.01401
M

M:本品の秤取量（g）

a:空試験における0.01molL 水酸

化ナトリウム液の消費量（mL）

b:本品の試験における0.01molL

水酸化ナトリウム液の消費量（mL）

総タンパク質は0.3％［窒素（N:

14.01）として0.048 ％（窒素 タ

ンパク質換算係数は 6.25 を用い

る）］以下である．

3028 8 塩酸6エピドキシサイクリン 6エピドキシサイクリン塩酸塩

3028 9 塩酸6エピドキシサイクリン原液 6エピドキシサイクリン塩酸塩原液

3028 10 塩酸メタサイクリン メタサイクリン塩酸塩

3028 11 塩酸メタサイクリン原液

塩酸6エピドキシサイクリン原液及び

塩酸メタサイクリン原液

メタサイクリン塩酸塩原液

6エピドキシサイクリン塩酸塩原液及び

メタサイクリン塩酸塩原液
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3060 7 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3102 16 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3196 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3204 5 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3219 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3235 4 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

3239 17 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3253 7 分 子 量 の項 削除

3256 10 pH〈2.54〉 本品の1mL 中に「ナル

トグラスチム（遺伝子組換え）」100

μgを含むように水を加えて溶かした

液のpH は4.0～5.5である．

pH〈2.54〉 別に規定する．

3282 17 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3292 19 分包したものは 分包品は

3329 20 標準原液： 乳酸ナトリウム（CHNa-

O）約3.1gに対応する量の定量用

乳酸ナトリウム液，乾燥した定量用

塩化ナトリウム約6g，乾燥した定量

用塩化カリウム約0.3g 及び定量用

塩化カルシウム水和物約0.2g をそ

れぞれ精密に量り，水に溶かし，正確

に1000mL とする．

削除

3330 21 標準原液： 乳酸ナトリウム（CHNa-

O）約3.1gに対応する量の定量用

乳酸ナトリウム液，乾燥した定量用

削除
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塩化ナトリウム約6g，乾燥した定量

用塩化カリウム約0.3g 及び定量用

塩化カルシウム水和物約0.2g をそ

れぞれ精密に量り，水に溶かし，正確

に1000mL とする．

3369 9から

8

9から 8を訂正 （３） 遊離アンピシリン 本操作は試料

溶液調製後，直ちに行う．本品約0.1g

を精密に量り，内標準溶液10mL を正

確に加えて溶かし，移動相を加えて20

mL とし，試料溶液とする．別にアンピ

シリン標準品約25mg（力価）に対応

する量を精密に量り，水に溶かし，正確

に100mL とする．この液4mL を正

確に量り，内標準溶液10mL を正確に

加え，移動相を加えて20mL とし，標

準溶液とする．試料溶液及び標準溶液

10μL につき，次の条件で液体クロマ

トグラフィー〈2.01〉により試験を行

い，それぞれの液の内標準物質のピーク

面積に対するアンピシリンのピーク面積

の比 Q 及び Q を求める．次式によ

りアンピシリンの量を求めるとき，1.0

％ 以下である．

アンピシリン（C H NOS）の量（％）

＝
M
M

×
Q
Q

×4

M ：アンピシリン標準品の秤取量

［mg（力価）］

M ：本品の秤取量（mg）

内標準溶液 無水カフェインの移動相

溶液（1 25000）

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：230nm）

カラム：内径 4.6 mm，長さ 15

cm のステンレス管に 5μm の

液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸二水素カリウ
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ム 1.22g を水に溶かし，900

mL とする．この液にアセトニト

リル100mL を加える．

流量：アンピシリンの保持時間が約

7分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：標準溶液10μL

につき，上記の条件で操作すると

き，アンピシリン，内標準物質の

順に溶出し，その分離度は5 以

上である．

システムの再現性：標準溶液 10

μL につき，上記の条件で試験を

6回繰り返すとき，内標準物質の

ピーク面積に対するアンピシリン

のピーク面積の比の相対標準偏差

は2.0％ 以下である．

3420 図

3421 13 2μL 4μL

3440 6 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3453 3 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3494 10 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

3494 9 （５） （４）

3495 1 （６） （５）

3495 4 （７） （６）

3495 13 （８） （７）

3495 18 （９） （８）

3498 1 粘 度〈2.53〉 本品の「精製ヒアルロ

ン酸ナトリウム」約10mgに対応す

る質量を精密に量り，0.2molL 塩化

ナトリウム試液を加えて正確に 20

mL とし，試料溶液とする．試料溶液

粘 度〈2.53〉

１） 表示平均分子量60万～120万

のものに適用する．本品の「精製ヒア

ルロン酸ナトリウム」約10mgに対

応する量を精密に量り，0.2molL 塩
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につき，0.2molL 塩化ナトリウム試

液の流下時間が200～230秒のウベ

ローデ型粘度計を用いて30±0.1℃

で第1法により試験を行う．次式に

より極限粘度［η］を求めるとき，

11.8 ～ 19.5dLg である．ただし，

cは定量法で得た含量を濃度（gdL）

に換算して用いる．

η ＝
√２（η －lnη ）

c
×0.87＋1.33

η （比粘度）＝η －1

η （相対粘度）＝tt

化ナトリウム試液を加えて正確に20

mL とし，試料溶液とする．試料溶液

につき，0.2molL 塩化ナトリウム試

液の流下時間が200～300秒のウベ

ローデ型粘度計を用いて30±0.1℃

で第1法により試験を行う．次式に

より極限粘度［η］を求めるとき，

11.8 ～ 19.5dLg である．ただし，

cは定量法で得た含量を濃度（gdL）

に換算して用いる．

η ＝
√２（η －lnη ）

c
×0.87＋1.33

η （比粘度）＝η －1

η （相対粘度）＝tt

２） 表示平均分子量 150 万～ 200

万のものに適用する．本品の「精製ヒ

アルロン酸ナトリウム」約4mg に

対応する量を精密に量り，0.2molL

塩化ナトリウム試液を加えて正確に

20mL とし，試料溶液とする．試料

溶液につき，0.2molL 塩化ナトリウ

ム試液の流下時間が200～300秒の

ウベローデ型粘度計を用いて 30 ±

0.1℃ で第 1 法により試験を行う．

次式により極限粘度［η］を求めると

き，24.5～31.5dLgである．

η ＝｛1－
√1－0.432・lnη ｝
（0.0108×M）

η （相対粘度）＝tt

M ：本品の秤取量（g）

3498 14 平均分子量 本品の平均分子量を次式に

より求めるとき，60万～120万であ

る．ただし，［η］は，粘度の項の極限

粘度を用いる．

平均分子量＝（ η ×10
36 ）

1

0.78

平均分子量

１） 表示平均分子量60万～120万

のものに適用する．本品の平均分子量

を次式により求めるとき，60 万～

120万である．ただし，［η］は，粘度

の項で得た極限粘度を用いる．

平均分子量＝（ η ×10
36 ）

1

0.78

２） 表示平均分子量 150 万～ 200

万のものに適用する．本品の平均分子

量を次式により求めるとき，150万～
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200万である．ただし，［η］は，粘度

の項で得た極限粘度を用いる．

平均分子量＝（ η ×10
22.8 ）

1

0.816

3498 6 本品1mL 中の精製ヒアルロン酸ナト

リ ウ ム （ C H NNaO ） の 含 量

（mg）

＝
M
M
×
A
A
×
1
5
×1.009×2.279

本品1mL 中の精製ヒアルロン酸ナト

リ ウ ム （ C H NNaO ） の 含 量

（mg）

＝
M
M
×
A
A
×
1
5
×ρ×2.279

3498 3 1.009：1.0wv％ ヒアルロン酸ナトリ

ウムの密度（gmL）

ρ:比重及び密度測定法〈2.56〉により

測定した本品の密度（gmL）

3506 19 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3512 16 検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

228nm）

カラム：内径4.6mm，長さ5cm の

ステンレス管に3μm の液体クロマ

トグラフィー用オクタデシルシリル化

シリカゲルを充塡する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸二水素ナトリウム二水和

物 7.80g を水に溶かし，1000 mL

とした後，薄めたリン酸（1 10）

を加えて pH4.0 に調整する．この

液 500mL にアセトニトリル 500

mL を加える．

検出器，カラム，カラム温度及び移動相

は定量法（１）ピオグリタゾン塩酸塩

の試験条件を準用する．

3562 7 本品はセルロースのヒドロキシプロピ

ルエーテルである．

本品を乾燥したものは定量するとき，

ヒドロキシプロポキシ基（ OCHOH:

75.09）53.4～77.5％ を含む．

性 状 本品は白色～帯黄白色の粉末で

ある．

本品はジエチルエーテルにほとんど

溶けない．

本品に水又はエタノール 95 を加

本医薬品各条は，三薬局方での調和合

意に基づき規定した医薬品各条である．

なお，三薬局方で調和されていない部

分は「◆
◆」で囲むことにより示す．

本品は部分的に O （2ヒドロキシプ

ロピル）化したセルロースである．

本品は定量するとき，換算した乾燥物

に対し，ヒドロキシプロポキシ基（ OC-

HOH:75.09）53.4 ～ 80.5 ％ を含

む．
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えるとき，粘稠性のある液となる． 本品には固結防止剤として二酸化ケイ

素を加えることができる．
◆固結防止剤として二酸化ケイ素を加

えた場合，その旨表示する．◆

◆性 状 本品は白色～帯黄白色の粉末

である．

本品に水又はエタノール 95 を加え

るとき，粘稠性のある液となる．◆

3563 3 確認試験 の項 確認試験

（１） 本品1gを水100mL に溶か

し，この液1mL をスライドガラス

上に塗り，水を蒸発させるとき，薄い

フィルムを形成する．

（２） 本品につき，赤外吸収スペクト

ル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤

法により試験を行い，本品のスペクト

ルと本品の参照スペクトルを比較する

とき，両者のスペクトルは同一波数の

ところに同様の強度の吸収を認める．

ただし，本品のスペクトルにおいて，

波数1719cm 付近に吸収を認めた

場合は，その吸収を本品の参照スペク

トルとの比較に用いない．

pH〈2.54〉 本品 1.0g を新たに煮沸

した熱湯 100mL に均一に分散し，

マグネチックスターラーでかき混ぜな

がら冷却した液のpHは5.0～8.0である．

3563 14 純度試験 の項 純度試験
◆（１） 重金属〈1.07〉 本品 1.0g

をとり，第2法により操作し，試験

を行う．比較液には鉛標準液2.0mL

を加える（20ppm 以下）．◆

（２） 二酸化ケイ素 二酸化ケイ素を

加えている表示があり，かつ，強熱残

分が0.2％ 以上のものに適用する．

本品の強熱残分の試験の残留物を含む

るつぼの質量を精密に量りa（g）と

する．残留物を水で潤し，塩酸5mL

を少量ずつ加える．蒸気浴上で蒸発乾

固し，冷後，フッ化水素酸5mL 及

び硫酸0.5mL を加え，蒸発乾固し，

次に徐々に温度を上げ，残留した酸を
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揮発させた後，1000 ±25℃ で強熱

する．るつぼをデシケーター中で放冷

後，その質量を精密に量りb（g）と

する．次式により二酸化ケイ素の量を

求めるとき，0.6％ 以下である．

二酸化ケイ素（SiO）の量（％）＝

（a－b）
M

×100

M:強熱残分の試験での本品の秤

取量（g）

乾燥減量〈2.41〉5.0 ％ 以下（1g，

105℃，4時間）．

強熱残分〈2.44〉0.8 ％ 以下（1g，

白金るつぼ）．

3564 4 定 量 法 以下の項 定 量 法 本品約 30mg を精密に量

り，分解瓶に入れ，アジピン酸 60

mg，内標準溶液2mL 及びヨウ化水

素酸1mL をそれぞれ正確に加え，

分解瓶を密栓し，その質量を精密に量

る．分解瓶をその内温が115 ±2℃

になるように乾燥器に入れるか，又は

適切な加熱器を用いて連続的にかき混

ぜながら70分間加熱する．冷後，そ

の質量を精密に量り，もし，加熱前と

加熱後の質量の差が10mgを超える

ときは，この液は試験に用いない．加

熱前と加熱後の質量の差が10mg以

下の時は，静置して相分離した後，冷

却したシリンジを用い，分解瓶のセプ

タムを通して十分な量の上層を分取

し，試料溶液とする．別にアジピン酸

60mg，内標準溶液2mL 及びヨウ

化水素酸1mL をそれぞれ正確に分

解瓶にとり，密栓し，その質量を精密

に量り，シリンジを用いセプタムを通

して定量用ヨウ化イソプロピル 25

μL を加え，再びその質量を精密に量

る．よく振り混ぜ，静置して相分離し

た後，冷却したシリンジを用い，分解

瓶のセプタムを通して十分な量の上層

を分取し，標準溶液とする．試料溶液

及び標準溶液2μL につき，次の条
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件でガスクロマトグラフィー〈2.02〉

により試験を行い，内標準物質のピー

ク面積に対するヨウ化イソプロピルの

ピーク面積の比 Q 及び Q を求め

る．

ヒドロキシプロポキシ基（CHO）

の量（％）

＝
（1.15×Q ×F×75.1×100）

（M ×170.0）

F ＝
（M × C）
（Q ×100）

M ：乾燥物に換算した本品の秤取

量（mg）

M ：定量用ヨウ化イソプロピルの

秤取量（mg）

F：レスポンスファクター

C：定量用ヨウ化イソプロピルの含

量（％）

75.1：ヒドロキシプロポキシ基の分

子量

170.0：ヨウ化イソプロピルの分子

量

1.15：補正係数

内標準溶液 メチルシクロヘキサン

のoキシレン溶液（1 50）

試験条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径0.53mm，長さ30

cm のフューズドシリカ管の内

面にガスクロマトグラフィー用

メチルシリコーンポリマーを厚

さ3μm で被覆する

カラム温度:40℃ を 3 分間，

その後，毎分 10℃ で 100℃

まで昇温し，次に毎分50℃ で

250℃ まで昇温する．その後，

250℃ を3分間保持する．

注入口温度:180℃ 付近の一定

温度

検出器温度:280℃ 付近の一定

温度

キャリヤーガス：ヘリウム
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流量:52cm秒

スプリット比:1:50

システム適合性

システムの性能：標準溶液2μL

につき，上記の条件で操作する

とき，ヨウ化イソプロピル，内

標準物質の順に流出し，内標準

物質に対するヨウ化イソプロピ

ルの相対保持時間は約0.8 で

あり，その分離度は 2.0 以上

である．

システムの再現性：標準溶液 2

μL につき，上記の条件で試験

を6回繰り返すとき，レスポ

ンスファクター F の相対標準

偏差は2.0％ 以下である．
◆貯法 容器 密閉容器．◆

3605 8 薄めたリン酸（1 200） 薄めたリン酸（17 200）

3631 17 及び（２） 及び標準溶液（２）

3631 18 試料溶液及び標準溶液10μL ずつを 試料溶液，標準溶液（１）及び標準溶液

（２）10μL ずつを

3639 3 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

3656 図 N 2,6Dimethylphenyltetrahydro1H

pyrrolizin7a5H ylacetamide mono-

hydrochloridehemihydrate

N 2,6Dimethylphenyltetrahydro1H

pyrrolizin7a5H ylacetamidemono-

hydrochloridehemihydrate

3658 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3693 12 分包したものは 分包品は

3710 15 分包したものは 分包品は

3715 2 確認試験 変更 確認試験

（１） 分離ゲルのアクリルアミド濃度

を15％ としたポリアクリルアミド

ゲルの大きさに応じて，本品のタンパ

ク質5 ～10μg に対応する容量を

とり，水10μL を加える．この液3

容量にフィルグラスチム試料用緩衝液

1容量を加えて試料溶液とする．別に

タンパク質量として本品と等量のフィ

ルグラスチム標準品をとり，試料溶液

の調製と同様に操作して得た液を標準

溶液とする．電気泳動装置に分離ゲル
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のアクリルアミド濃度を15 ％ とし

たポリアクリルアミドゲルを取り付

け，電極槽に必要量のSDS ポリアク

リルアミドゲル電気泳動用緩衝液を入

れる．試料溶液及び標準溶液の全量を

それぞれゲルの溝に注入し，下側を陽

極として電気泳動を行う．ブロモフェ

ノールブルーのバンドがゲル下端付近

に達したとき，電気泳動を終了させ

る．クーマシーブリリアントブルー

R2501.25gをメタノール450mL

及び酢酸（100）100mL に溶かし，

水を加えて1000mL とした液に浸し

てバンドを染色するとき，試料溶液か

ら得たバンドは，標準溶液から得たバ

ンドと同様の位置に同様の泳動パター

ンを示す．

（２） 本品及びフィルグラスチム標準

品のタンパク質約80μgに対応する

容量をとり，それぞれに酵素消化用緩

衝液 200μL 及び水を加えて 390

μL とする．それぞれの液に V8 プ

ロテアーゼ50μgを水250μL に溶

かした液10μL を加え，25℃ で17

～19時間反応した後，水 トリフル

オロ酢酸混液（19:1）18μL を加

えて反応を停止し，試料溶液及び標準

溶液とする．試料溶液及び標準溶液

70μL ずつにつき，次の条件で液体

クロマトグラフィー〈2.01〉により試

験を行い，両者のクロマトグラムを比

較するとき，同一の保持時間のところ

に同様のピークを認める

3716 10 （１） オリゴマー （１） 多量体

3722 9 確認試験 フィルグラスチム用ポリアク

リルアミドゲルの大きさに応じて，

確認試験 分離ゲルのアクリルアミド濃

度を15％ としたポリアクリルアミ

ドゲルの大きさに応じて，

3722 13 確認試験を準用する． 確認試験（１）を準用する．

3722 16 純度試験 オリゴマー 純度試験 多量体

3722 17 純度試験（２）を 純度試験（１）を

3727 14 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含 製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は
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量均一性試験を行うとき，適合する． 次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3734 16 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3765 12 精密に量り， 正確にとり，

3765 10 更に，残留物のアセトン60mL での加

熱還流抽出を2回繰り返し，

更に，残留物にアセトン 60mL を加

え，加熱還流抽出を2回繰り返す．

3767 22 試料溶液及び標準溶液10μL ずつを正

確にとり，

試料溶液及び標準溶液10μL につき，

3778 21 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3788 3 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除

3793 9 11vol％ 以上，14vol％ 未満（比重に

よる）

11.0～14.0vol％（比重による）

3796 3 比重及び密度測定法第3 法〈2.56〉に

より，15℃ における比重を測定すると

き，比重 d15
15 は 0.982 ～ 0.985 であ

る．

比重及び密度測定法〈2.56〉（第3法を

用いてもよい）により，15℃ における

比重を測定するとき，比重d15
15は0.982

17～0.98547である．

3807 11 保持時間 相対保持時間

3810 14 標準溶液 塩酸プロカイン 標準溶液 プロカイン塩酸塩

3823 2 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3824 3 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3824 9 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3824 16 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3824 23 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3824 29 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3825 2 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3826 2 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3826 13 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3826 20 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3827 11 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩

3827 18 定量用塩酸ブホルミン 定量用ブホルミン塩酸塩
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3834 8 SodiumPrasteroneSulfateHydrate PrasteroneSodiumSulfateHydrate

3834 12 78590177 ［1099872，無水物］

3840 9 1 4Amino6,7dimethoxyquinazolin

2yl 4 2furoylpiperazine

monohydrochloride

1 4Amino6,7dimethoxyquinazolin

2yl 4 2furoylpiperazine

monohydrochloride

3850 15 分包したものは， 分包品は，

3853 1 分包したものは， 分包品は，

3860 14 塩酸2,4ジアミノフェノール試液 2,4ジアミノフェノール二塩酸塩試液

3862 10 総フラビンアデニンジヌクレオチド フラビンアデニンジヌクレオチド

3890 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3892 3 10mg 約10mg

3911 7 酢酸ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル

3920 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3932 6 C H N OS C H ClN OS

3937 12 C H N OS C H ClN OS

3943 18 （５）残留溶媒 別に規定する． 削除

3944 7 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

3947 15 酢酸プレドニゾロン プレドニゾロン酢酸エステル

3947 5 酢酸プレドニゾロン プレドニゾロン酢酸エステル

3957 4 臭化テトラnブチルアンモニウム テトラnブチルアンモニウム臭化物

3959 2 酢酸コルチゾン及び酢酸ヒドロコルチゾ

ン

コルチゾン酢酸エステル及びヒドロコル

チゾン酢酸エステル

3959 12 酢酸コルチゾン及び酢酸ヒドロコルチゾ

ン

コルチゾン酢酸エステル及びヒドロコル

チゾン酢酸エステル

3967 8 定量用塩酸プロカイン 定量用プロカイン塩酸塩

3967 15 定量用塩酸プロカイン 定量用プロカイン塩酸塩

3970 1 定量用塩酸プロカインアミド 定量用プロカインアミド塩酸塩

3971 7 定量用塩酸プロカインアミド 定量用プロカインアミド塩酸塩

3971 14 定量用塩酸プロカインアミド 定量用プロカインアミド塩酸塩
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3971 11 定量用塩酸プロカインアミド 定量用プロカインアミド塩酸塩

3971 2 定量用塩酸プロカインアミド 定量用プロカインアミド塩酸塩

3974 6 8Hydroxy5 1RS,2SR 1hydroxy

2 1methylethylaminobutyl quinoli-

n2 1H onemonohydrochloridehemi-

hydrate

8Hydroxy5 1RS,2SR 1hydroxy

2 1methylethylaminobutyl quinoli-

n21H onemonohydrochloridehemih-

ydrate

3974 13 pH〈2.54〉は4.0～5.0である． pH は4.0～5.0である．

3975 20 塩酸スレオプロカテロール スレオプロカテロール塩酸塩

3979 12 冷後，析出する結晶をろ取し， 冷後，析出した結晶をろ取し，

3988 13 直接法 メンブランフィルター法

3989 2 プロピオン酸テストステロン テストステロンプロピオン酸エステル

3991 16 溶解液 溶解液：

3993 9 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4018 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4018 15 定量用塩酸プロパフェノン 定量用プロパフェノン塩酸塩

4018 11 定量用塩酸プロパフェノン 定量用プロパフェノン塩酸塩

4018 5 定量用塩酸プロパフェノン 定量用プロパフェノン塩酸塩

4019 4 定量用塩酸プロパフェノン 定量用プロパフェノン塩酸塩

4019 12 定量用塩酸プロパフェノン 定量用プロパフェノン塩酸塩

4030 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4038 10 分包したものは， 分包品は，

4042 11 リン酸テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウムリン酸二水素

塩

4044 16 定量用塩酸プロプラノロール 定量用プロプラノロール塩酸塩

4045 7 定量用塩酸プロプラノロール 定量用プロプラノロール塩酸塩

4045 13 定量用塩酸プロプラノロール 定量用プロプラノロール塩酸塩

4045 12 定量用塩酸プロプラノロール 定量用プロプラノロール塩酸塩

4058 6 硫酸バメタン バメタン硫酸塩

4061 11 塩酸イソプロメタジン イソプロメタジン塩酸塩
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4070 15 （３） 類縁物質 本操作は光を避け，遮

光した容器を用いて行う．

（３） 類縁物質 本操作は，光を避け，

遮光した容器を用いて行う．

4074 12 チロジン チロシン

4074 11 リジン塩酸塩 リシン塩酸塩

4075 12 チロジン チロシン

4075 11 リジン リシン

4085 11 BezafibrateSustainedReleaseTablets BezafibrateExtendedreleaseTablets

4121 13 硫酸4メチルアミノフェノール試液 4メチルアミノフェノール硫酸塩試液

4130 1 塩酸ベニジピン ベニジピン塩酸塩

4131 15 定量用塩酸ベニジピン 定量用ベニジピン塩酸塩

4131 8 定量用塩酸ベニジピン 定量用ベニジピン塩酸塩

4132 2 定量用塩酸ベニジピン 定量用ベニジピン塩酸塩

4132 11 定量用塩酸ベニジピン 定量用ベニジピン塩酸塩

4132 2 定量用塩酸ベニジピン 定量用ベニジピン塩酸塩

4135 6 （５）残留溶媒 別に規定する． 削除

4135 5 （６） （５）

4135 3 （７） （６）

4136 13 （８） （７）

4136 16 （９） （８）

4137 8 （１０） （９）

4138 16 （ⅱ） アンチトロンビン液 定量法

（１）を準用する．

（ⅱ） アンチトロンビン液 ヒト由来ア

ンチトロンビンを水に溶かし，1mL 中

に1国際単位を含む液を調製する．こ

の液 150μL に緩衝液 2250μL を加

える．

4139 21 （ⅱ） アンチトロンビン液 ヒト由来ア

ンチトロンビンを水に溶かし，1mL 中

に1国際単位を含む液を調製する．こ

の液 150μL に緩衝液 2250μL を加

える．

（ⅱ） アンチトロンビン液（ヘパリン定

量用） ヒト由来アンチトロンビンを水

に溶かし，1mL 中に1国際単位を含

む液を調製する．この液を緩衝液により

16倍以上を目安に適切な希釈倍数で希

釈し，アンチトロンビン液（ヘパリン定

量用）とする．緩衝液による希釈倍数

は，定量法により試験を行ったとき，空

試験液の反応液の吸光度（5 本の平均

値）が 2.0 以下，ヘパリン標準液 S

（ヘパリン濃度0.020単位mL）の反応

液の吸光度（2 本の平均値）が0.2 以
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上1.0以下になるように設定する．な

お，吸光度は光路長1cm としたとき

の値とする．

4139 23 （ⅲ） 第 Ⅱa因子液 第 Ⅱa因子を緩

衝液に溶かし，1mL 中に20国際単位

を含む液を調製する．この液 150μL

に緩衝液150μL 及び水300μL を加

える．

（ⅲ） 第 Ⅱa因子液 緩衝液に等量の

水を加え，第 Ⅱa 因子希釈液とする．

第 Ⅱa因子を，第 Ⅱa因子希釈液に溶

かし，1mL 中に20国際単位を含む液

を調製する．この液を第 Ⅱa因子希釈

液により，4倍以下を目安に適切な希釈

倍数で希釈し，第 Ⅱa 因子液とする．

第 Ⅱa 因子希釈液による希釈倍数は，

定量法により試験を行ったとき，空試験

液の反応液の吸光度（5本の平均値）が

2.0 以下，ヘパリン標準液 S（ヘパリ

ン濃度0.020 単位mL）の反応液の吸

光度（2 本の平均値）が 0.2 以上 1.0

以下となるように設定する．なお，吸光

度は光路長1cm としたときの値とす

る．

4143 6 本品は定量するとき，換算した乾燥物に

対し，表示単位の 90 ～ 110 ％ を含

む．

削除

4144 6 純度試験（６） 純度試験（７）

4148 13 （ⅱ） アンチトロンビン液 定量法を準

用する．

（ⅱ） アンチトロンビン液 ヒト由来ア

ンチトロンビンを水に溶かし，1mL 中

に1国際単位を含む液を調製する．この

液150μLに緩衝液2250μLを加える．

4149 14 （ⅱ） アンチトロンビン液 ヒト由来ア

ンチトロンビンを水に溶かし，1mL 中

に1国際単位を含む液を調製する．こ

の液 150μL に緩衝液 2250μL を加

える．

（ⅱ） アンチトロンビン液（ヘパリン定

量用） ヒト由来アンチトロンビンを水

に溶かし，1mL 中に1国際単位を含

む液を調製する．この液を緩衝液により

16倍以上を目安に適切な希釈倍数で希

釈し，アンチトロンビン液（ヘパリン定

量用）とする．緩衝液による希釈倍数

は，定量法により試験を行ったとき，空

試験液の反応液の吸光度（5 本の平均

値）が 2.0 以下，ヘパリン標準液 S

（ヘパリン濃度0.020単位mL）の反応

液の吸光度（2 本の平均値）が0.2 以

上1.0以下になるように設定する．な

お，吸光度は光路長1cm としたとき
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の値とする．

4149 12 （ⅲ） 第 Ⅱa因子液 第 Ⅱa因子を緩

衝液に溶かし，1mL 中に20国際単位

を含む液を調製する．この液 150μL

に緩衝液150μL 及び水300μL を加

える．

（ⅲ） 第 Ⅱa因子液 緩衝液に等量の

水を加え，第 Ⅱa 因子希釈液とする．

第 Ⅱa因子を，第 Ⅱa因子希釈液に溶

かし，1mL 中に20国際単位を含む液

を調製する．この液を第 Ⅱa因子希釈

液により，4倍以下を目安に適切な希釈

倍数で希釈し，第 Ⅱa 因子液とする．

第 Ⅱa 因子希釈液による希釈倍数は，

定量法により試験を行ったとき，空試験

液の反応液の吸光度（5本の平均値）が

2.0 以下，ヘパリン標準液 S（ヘパリ

ン濃度0.020 単位mL）の反応液の吸

光度（2 本の平均値）が 0.2 以上 1.0

以下となるように設定する．なお，吸光

度は光路長1cm としたときの値とす

る．

4150 10 アンチトロンビン液 アンチトロンビン液（ヘパリン定量用）

4150 6 アンチトロンビン液 アンチトロンビン液（ヘパリン定量用）

4150 2 アンチトロンビン液 アンチトロンビン液（ヘパリン定量用）

4150 1 加えて混和する． 加え，混和する．

4152 14 「生理食塩液」を加えて溶かし， 「生理食塩液」に溶かし，

4160 4 （ⅰ）試験菌，培地，試験菌浮遊用液状

培地，種層カンテン培地の調製，円筒カ

ンテン平板の調製及び標準溶液は「ペプ

ロマイシン硫酸塩」の定量法を準用す

る．

（ⅰ） 試験菌 Mycobacteriumsmegmati-

sATCC607を用いる．

（ⅱ） 基層用カンテン培地，種層用カン

テン培地及び試験菌移植用カンテン培地

グリセリン 10.0g，ペプトン 10.0

g，肉エキス 10.0g，塩化ナトリウム

3.0g，カンテン 15.0g 及び水 1000

mL を混和し，滅菌する．ただし，滅菌

後のpH は水酸化ナトリウム試液を加

えて6.9～7.1とする．

（ⅲ） 試験菌浮遊用液状培地 グリセリ

ン10.0g，ペプトン10.0g，肉エキス

10.0g，塩化ナトリウム3.0g 及び水

1000mL を混和し，滅菌する．ただし，

滅菌後のpH は水酸化ナトリウム試液

を加えて6.9～7.1とする．

（ⅳ） 種層カンテン培地の調製 試験菌

を斜面とした試験菌移植用カンテン培地

を用いて27℃ で40～48時間培養す
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る．この菌を試験菌浮遊用液状培地100

mL に移植し，25～27℃ で5日間振

とう培養し，試験菌液とする．試験菌液

は5℃ 以下に保存し，14日以内に使用

する．試験菌液0.5mL を，48℃ に保

った種層用カンテン培地100mL に加

え，十分に混合し，種層カンテン培地と

する．

（ⅴ） 円筒カンテン平板の調製 「1.7.

円筒カンテン平板の調製」を準用する．

ただし，ペトリ皿に加える基層用カンテ

ン培地の量は5.0mL，また，種層カン

テン培地の量は8.0mL とする．

（ⅵ） 標準溶液 ペプロマイシン硫酸塩

標準品約20mg（力価）に対応する量

を精密に量り，pH6.8 の 0.1 molL

リン酸塩緩衝液に溶かして正確に 100

mL とし，標準原液とする．標準原液は

5℃ 以下に保存し，15日以内に使用す

る．用時，標準原液適量を正確に量り，

pH6.8 の 0.1molL リン酸塩緩衝液

を加えて 1mL 中に 4μg（力価）及

び2μg（力価）を含む液を調製し，高

濃度標準溶液及び低濃度標準溶液とす

る．

4160 6 （ⅱ） （ⅶ）

4174 11 分包したものは， 分包品は，

4206 9 0.57μg 0.63μg

4207 9 （１） 溶状 本品 1.0g を水 10mL

に溶かすとき，液は無色～淡黄色澄明で

ある．

（１） 溶状 本品 1.0g を水 10mL

に溶かすとき，液は澄明である．また，

この液につき，紫外可視吸光度測定法

〈2.24〉により試験を行うとき，波長400

nm における吸光度は0.10以下である．

4207 19 それぞれの液の個々のピーク面積を自動

積分法により測定するとき，試料溶液の

ベンジルペニシリン以外の個々のピーク

面積は，標準溶液のベンジルペニシリン

のピーク面積より大きくない．また，試

料溶液のベンジルペニシリン以外

それぞれの液の各々のピーク面積を自動

積分法により測定するとき，試料溶液の

ベンジルペニシリン以外の各々のピーク

の面積は，標準溶液のベンジルペニシリ

ンのピーク面積より大きくなく，試料溶

液のベンジルペニシリン以外

4207 13 検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

254nm）

検出器，カラム，カラム温度，移動相及

び流量は定量法の試験条件を準用す
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カラム：内径4.6mm，長さ25cm の

ステンレス管に7μm の液体クロマ

トグラフィー用オクタデシルシリル化

シリカゲルを充塡する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸水素二アンモニウム溶液

（33 5000）アセトニトリル混液

（19:6）にリン酸を加えて pH を

8.0に調整する．

流量：ベンジルペニシリンの保持時間が

約7.5分になるように調整する．

る．

4207 5 5と 6の間に追加 システムの性能は定量法のシステム適

合性を準用する．

4207 1 システムの性能：本品40mg を水20

mL に溶かす．別にパラオキシ安息香

酸メチル 10mg をアセトニトリル

20mL に溶かす．この液1mL に水

を加えて20mL とする．これらの溶

液 1mL ずつをとり，水を加えて

100mL とする．この液20μL につ

き，上記の条件で操作するとき，ベン

ジルペニシリン，パラオキシ安息香酸

メチルの順に溶出し，その分離度は8

以上である．

削除

4208 9 定 量 法 の項 定 量 法 本品及びベンジルペニシリン

カリウム標準品約6×104単位に対

応する量を精密に量り，それぞれを水

に溶かし，正確に20mL とし，試料

溶液及び標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液 20μL ずつを正確にと

り，次の条件で液体クロマトグラフィ

ー〈2.01〉により試験を行い，それぞ

れの液のベンジルペニシリンのピーク

面積 A 及び A を測定する．

ベンジルペニシリンカリウム（C H-

KNOS）の量（単位）

＝ M ×
A
A

M ：ベンジルペニシリンカリウム

標準品の秤取量（単位）

試験条件
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検出器：紫外吸光光度計（測定波

長：254nm）

カラム：内径 4.6 mm，長さ 25

cm のステンレス管に 7μm の

液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸水素二アンモニウム

溶液（33 5000） アセトニト

リル混液（19：6）にリン酸を

加えてpH8.0に調製する．

流量：ベンジルペニシリンの保持時

間が約7.5 分になるように調製

する．

システム適合性

システムの性能：本品40mgを水

20mL に溶かす．別にパラオキ

シ安息香酸メチル10mgをアセ

トニトリル20mL に溶かす．こ

の液1mL に水を加えて20mL

とする．これらの液1mL ずつ

をとり，水を加えて100mL と

する．この液20μL につき，上

記の条件で操作するとき，ベンジ

ルペニシリン，パラオキシ安息香

酸メチルの順に溶出し，その分離

度は8以上である．

システムの再現性：標準溶液 20

μL につき，上記の条件で試験を

6回繰り返すとき，ベンジルペニ

シリンのピーク面積の相対標準偏

差は1.0％ 以下である．

4221 4 極めて溶けにくく，ジエチルエーテルに

ほとんど溶けない．

極めて溶けにくい．

本品は0.1molL 塩酸試液に溶ける．

4247 14 空試験では赤色を呈するが，本試験にお

いては

削除

4254 10 Poly 2oxopyrrolidin1ylethylene Poly1 2oxopyrrolidin1ylethylene

4254 11 追加 本医薬品各条は，三薬局方での調和合

意に基づき規定した医薬品各条である．

なお，三薬局方で調和されていない部

分は「◆
◆」で囲むことにより示す．
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4254 15 25～90 10～120

4254 4 本品は水，メタノール又はエタノール

95 に溶けやすく，アセトンに溶けに

くく，ジエチルエーテルにほとんど溶け

ない．

本品は吸湿性である．

本品は水，メタノール又はエタノール

99.5 に溶けやすい．

本品は吸湿性である．◆

4254 1 本品を105℃ で6時間乾燥し， （１） 本品0.5g に水10mL を加え

て振り混ぜるとき，溶ける．

（２） 本品を105℃ で6時間乾燥し，

4255 14 別に新たに蒸留したアセトアルデヒド

0.100gをとり，4℃ の水に溶かして正

確に100mL とする．この液を4℃ で

約20時間放置し，その1mL を正確

に量り，pH9.0 の0.05molL ピロリ

ン酸塩緩衝液を加えて正確に 100mL

とし，標準溶液とする．試料溶液，標準

溶液及び水0.5mL ずつを別々のセル

に入れ，

別にアセトアルデヒドアンモニアトリマ

ー三水和物0.140g をとり，水に溶か

し，正確に200mL とする．この液1

mLを正確に量り，pH9.0の0.05mol

L ピロリン酸塩緩衝液を加え，正確に

100mL とし，標準溶液とする．試料溶

液，標準溶液及び水0.5mL ずつを正

確に量り，別々の層長1cm のセルに

入れ，

4255 10 アルデヒドの量はアセトアルデヒドとし

て

アルデヒドの量 ppm ＝
1000
M

×

A － A － A － A
A － A － A － A

M:脱水物に換算した本品の秤取量

g

次式によりアルデヒドの量を求めると

き，

アルデヒド［アセトアルデヒド CHC

HO として］の量 ppm ＝
C
M
×

｛ A －A － A －A ｝
｛ A －A － A －A ｝

×100000

M:脱水物に換算した本品の秤取量

g

C:標準溶液中のアセトアルデヒド濃

度（mgmL）．ただしアセトアルデヒ

ドアンモニアトリマー三水和物からア

セトアルデヒドへの換算係数は0.72

を用いる．

4255 7 （４）1ビニル2ピロリドン 本品約

0.25gを精密に量り，薄めたメタノー

ル 1 5 に溶かし，正確に10mL

とし，試料溶液とする．別に1ビニル

2ピロリドン50mg をとり，メタノ

ールに溶かして正確に100mL とする．

この液1mL を正確に量り，メタノー

ルを加えて正確に100mL とする．こ

の液5mL を正確に量り，薄めたメタ

（４）1ビニル2ピロリドン 本品約

0.25gを精密に量り，水 アセトニトリ

ル混液 9:1 に溶かし，正確に 10

mL とし，試料溶液とする．別に1ビ

ニル2ピロリドン50mgをとり，水

アセトニトリル混液 9:1 に溶かし，

正確に100mL とする．この液1mL

を正確に量り，水 アセトニトリル混液

9:1 を加えて正確に100mL とす
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ノール 1 5 を加えて正確に 100

mL とし，標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液50μL ずつを正確にとり，

次の条件で液体クロマトグラフィー

〈2.01〉により試験を行う．それぞれの

液の1ビニル2ピロリドンのピーク面

積 A 及び A を測定するとき，1ビ

ニル2ピロリドンの量は10ppm 以下

である．

1ビニル2ピロリドンの量 ppm ＝

2.5
M
×
A
A

る．この液5mL を正確に量り，水 ア

セトニトリル混液 9:1 を加えて正

確に100mL とし，標準溶液とする．

試料溶液及び標準溶液20μL ずつを正

確にとり，次の条件で液体クロマトグラ

フィー〈2.01〉により試験を行い，それ

ぞれの液の1ビニル2ピロリドンのピ

ーク面積 A 及び A を測定する．次

式により1ビニル2ピロリドンの量を

求めるとき，10ppm 以下である．

1ビニル2ピロリドンの量 ppm ＝

1
M
×
A
A

×2.5

4256 4 操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

254nm）

カラム：内径約 4mm,長さ約 25

mm 及び内径約 4 mm, 長さ約

250mm のそれぞれステンレス管

に5μm の液体クロマトグラフィ

ー用オクチルシリル化シリカゲルを

充塡し，それぞれプレカラム及び分

離カラムとする．

カラム温度：40℃ 付近の一定温度

移動相：水 メタノール混液 4:1

流量：1ビニル2ピロリドンの保持

時間が約10分になるように調整す

る．

カラムの選定：1ビニル2ピロリド

ン 0.01g 及び酢酸ビニル 0.5g

をメタノール 100mL に溶かす．

この液1mL をとり，薄めたメタ

ノール 1 5 を加えて100mL

とする．この液50μL につき，上

記の条件で操作するとき，1ビニ

ル2ピロリドン，酢酸ビニルの順

に溶出し，その分離度が2.0 以上

のものを用いる．

検出感度：標準溶液50μL から得た

1ビニル2ピロリドンのピーク高

さが10 ～15mm になるように

調整する．

試験の再現性：上記の条件で標準溶液

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

235nm）

カラム：内径4.0mm，長さ10mm

及び内径 4.6mm，長さ 150mm

のそれぞれステンレス管に 5μm

の液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

し，それぞれプレカラム及び分離カ

ラムとする．

カラム温度：40℃ 付近の一定温度

移動相：水 アセトニトリル混液（4:

1）

流量：毎分1.0mL

システム適合性

システムの性能：1ビニル2ピロリ

ドン10mg及び酢酸ビニル0.5g

をメタノール 100mL に溶かす．

この液1mL をとり，水 アセトニ

トリル混液（9:1）を加えて100

mL とする．この液 20μL につ

き，上記の条件で操作するとき，1

ビニル2ピロリドン，酢酸ビニル

の順に溶出し，その分離度は 2.0

以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，上記の条件で試験を6 回

繰り返すとき，1ビニル2ピロリ

ドンのピーク面積の相対標準偏差は

2.0％ 以下である．

頁 行 誤 正



79

につき，試験を6回繰り返すとき，

1ビニル2ピロリドンのピーク面

積の相対標準偏差は2％ 以下であ

る．

プレカラムの洗浄：試料溶液を試験し

た後，移動相をプレカラムに上記の

流量で約30分間，試験操作と逆の

方向に流し，試料を溶出させて洗浄

する．

4256 10 加え30分間放置する． 加え，かき混ぜた後，30分間放置する．

4256 6 （６） ヒドラジン 本品2.5gを （６） ヒドラジン 本品の換算した脱水

物2.5gに対応する量を正確に量り，

4256 2 0.09g 90mg

4257 2 薄層クロマトグラフィー用ジメチルシリ

ル化シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて

調製した厚さ0.25mm の薄層板にスポ

ットする．次に薄めたメタノール 2

3 を展開溶媒として薄層板の長さの約
3
4
の距離を展開した後，薄層板を風乾

する．これに365nm の紫外線を照射

するとき，標準溶液から得た蛍光スポッ

トの R 値は約0.3 で，標準溶液から

得たスポットに対応する位置の試料溶液

から得たスポットの蛍光は標準溶液のそ

れよりも濃くない（1ppm 以下）．

薄層クロマトグラフィー用ジメチルシリ

ル化シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて

調製した薄層板にスポットする．次にメ

タノール 水混液 2:1 を展開溶媒と

して薄層板の長さの約
3
4
の距離を展

開した後，薄層板を風乾する．これに紫

外線（主波長 365nm）を照射すると

き，標準溶液から得た R 値約0.3 の

蛍光を発するスポットに対応する位置の

試料溶液から得たスポットの蛍光は，標

準溶液のそれより濃くない（1ppm 以

下）．

4258 6 K 値 本品の換算した脱水物1.00g

に対応する量を精密に量り，水を加え

て溶かし，正確に100mL とし，60

分間放置し，試料溶液とする．試料溶

液及び水につき，25℃ で粘度測定法

第 1 法〈2.53〉により試験を行い，

次式により K 値を求めるとき，表示

K 値の90～108％ である．

K ＝
1.5logη －1
0.15＋0.003c

＋

300clogη ＋ c＋1.5clogη
0.15c＋0.003c

c:溶液100mL 中の換算した脱水物

の質量 g

K 値 本品の表示 K 値に応じて，換

算した脱水物の以下の表に示す量に対

応する量を精密に量り，水に溶かし，

正確に100mL とした後，60分間放

置し，試料溶液とする．試料溶液及び

水につき，25℃ で粘度測定法第1法

〈2.53〉により試験を行い，次式によ

り K 値を求める．表示の K 値が

15以下のものについては表示 K 値

の85.0～115.0％ であり，表示の

K 値が15 を超えるものについては

表示 K 値の90.0 ～108.0 ％ であ

る．

K ＝
1.5logν .－1
0.15＋0.003c

＋

300clogν .＋ c＋1.5clogν .
0.15c＋0.003c
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c:溶液100mL 中の換算した脱水物

の質量 g

ν .:水の動粘度に対する試料溶液の

動粘度の比

4259 7 冷後，水20mL を注意しながら加えて

冷却する．フラスコを，あらかじめ水蒸

気を通じて洗った蒸留装置に連結する．

受器にはホウ酸溶液 1 25 30mL

及びブロモクレゾールグリン・メチル

冷後，水20mL を注意しながら加え

る．次にフラスコを，あらかじめ水蒸気

を通じて洗った蒸留装置に連結する．受

器にはホウ酸溶液 1 25 30mL 及

びブロモクレゾールグリーン・メチル

4260 5 Poly 2oxopyrrolidin1ylethyleneiod-

ine

Poly1 2oxopyrrolidin1ylethylenei-

odine

4269 6 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

4271 3 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4272 10 ボリコナゾール50mgに対応する ボリコナゾール C H FNO 約 50

mgに対応する

4285 11 Monocalcium N{4 2amino5formy

l4oxo1,4,5,6,7,8hexahydropteridin

6ylmethylaminobenzoyl} glutamate

Monocalcium N 4{ 2amino5form

yl4oxo1,4,5,6,7,8hexahydropteridin

6ylmethylamino}benzoyl glutamat

e

4332 6 50mg，水5mL 10mg，水1mL

4349 6 製剤均一姓〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4356 9 9mL 10mL

4361 14 （ⅰ） 試 験 菌 Micrococcus luteus

ATTC9341を用いる．

（ⅰ） 試 験 菌 Kocuria rhizophila

ATCC9341を用いる．

4366 5 システムの性能は定量法のシステム適合

性を準用する．

システムの性能は「ミノサイクリン塩酸

塩」の定量法のシステム適合性を準用する．

4371 8 過塩素酸ヒドロキシルアミン ヒドロキシルアミン過塩素酸塩

4402 4 C H NOS：275.35 C H NOS：275.34

4446 5 追加 採取容量〈6.05〉 試験を行うとき，適

合する．

表示の K 値 換算した脱水物の量

g

18以下

18を超え95以下

95を超えるもの

5.00

1.00

0.10
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不溶性異物〈6.06〉 第1法により試験

を行うとき，適合する．

不溶性微粒子〈6.07〉 試験を行うとき，

適合する．

無菌〈4.06〉 メンブランフィルター法

により試験を行うとき適合する．

4463 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4471 3 （３） 残留溶媒 別に規定する． 削除

4539 5 Sodium Monosodium

4540 7 本品を，又は本品及びモンテルカストナ

トリウム標準品のそれぞれをトルエンに

溶かし，ヘプタンを加えて振り混ぜた

後，静置し，上澄液を傾斜して除く．残

留物を30℃ で17時間減圧乾燥したも

のにつき，同様の試験を行う．

本品及び確認試験用モンテルカストナト

リウム標準品のそれぞれをトルエンに溶

かし，ヘプタンを加えて振り混ぜた後，

静置し，上澄液を傾斜して除く．残留物

を75℃ で16時間減圧乾燥したものに

つき，ペースト法，臭化カリウム錠剤

法，又は ATR 法により同様の試験を

行う．

4542 2 （４） 残留溶媒 別に規定する． 削除

4546 4 試料溶液のモンテルカストに対する相対

保持時間約0.45の二つのピークの合計

面積は，標準溶液のモンテルカストのピ

ーク面積より大きくなく，試料溶液のモ

ンテルカスト及び上記以外のピークの面

積は，標準溶液のモンテルカストのピー

ク面積の110 より大きくない．また，

試料溶液のモンテルカスト以外のピーク

の合計面積は，標準溶液のモンテルカス

トのピーク面積の1.2 倍より大きくな

い．ただし，原薬由来の類縁物質（モン

テルカストに対する相対保持時間約

1.04，約 1.16，約 1.18，約 1.24 及び

約1.55）を除く．更に，モンテルカス

トに対する相対保持時間約0.71のピー

ク面積は自動積分法で求めた面積に感度

係数0.6を乗じた値とする．

試料溶液のモンテルカストに対する相対

保持時間約0.45の類縁物質 A の二つ

のピークの合計面積は，標準溶液のモン

テルカストのピーク面積より大きくな

く，試料溶液のモンテルカストに対する

相対保持時間約0.92の類縁物質 B の

ピーク面積は，標準溶液のモンテルカス

トのピーク面積の 320 より大きくな

く，試料溶液のモンテルカスト及び上記

以外のピークの面積は，標準溶液のモン

テルカストのピーク面積の110より大

きくない．また，試料溶液のモンテルカ

スト以外のピークの合計面積は標準溶液

のモンテルカストのピーク面積の 1.2

倍より大きくない．ただし，原薬由来の

類縁物質（モンテルカストに対する相対

保持時間約 1.04 の類縁物質 E，約

1.16の類縁物質 C，約1.18 の類縁物

質 D，約1.24及び約1.55の類縁物質

F）を除く．さらに，モンテルカストに

対する相対保持時間約0.71のピーク面
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積は自動積分法で求めた面積に感度係数

0.6を乗じた値とする．

4546 11 本品1 個をとり，水 V4mL を加え

て崩壊させ，メタノールを加え，超音波

処理により粒子を小さく分散させた後，

1mL中にモンテルカスト（C H CINO

S）約25μg を含む液となるようにメ

タノールを加えて正確に V mL とし，

遠心分離又はろ過した液を試料溶液とす

る．

本品1個をとり，水50mL を加えて

崩壊させ，メタノールを加え，超音波処

理により粒子を小さく分散させた後，メ

タノールを加えて正確に200mL とし，

遠心分離又はろ過する．この液 V mL

を正確に量り，1mL 中にモンテルカス

ト C H ClNOS 約25μg を含む液

となるようにメタノール 水混液 3:

1 を加えて正確に V′mL とし，試料

溶液とする．

4547 1 M ×
A
A

×
V
1000

×0.764 M ×
A
A

×
V′
V
×
1
5
×0.764

4548 10 1mL 中にモンテルカスト（C H CIN-

OS）約0.25mg を含む液となるよう

にメタノール 水混液（3:1）を加えて

正確に V mL とし，孔径0.45μm の

メンブランフィルターでろ過する．初め

のろ液1mL を除き，次のろ液を試料

溶液とする．

メタノール 水混液 3:1 を加えて正

確に200mL とし，孔径 0.45μm 以

下のメンブランフィルターでろ過する．

初めのろ液1mL を除き，次のろ液 V

mL を正確に量り，1mL 中にモンテル

カスト C H ClNOS 約25mgを含

む液となるようにメタノール 水混液

3:1 を加えて正確に V′mL とし，

試料溶液とする．

4548 19 ＝ M ×
A
A

×
V
1000

×0.764 ＝ M ×
A
A

×
V′
V
×
1
5
×0.764

4549 14 追加 その他

類縁物質 A,B,C,D,E 及び F は，

「モンテルカストナトリウム」のその

他を準用する．

4550 5 試料溶液のモンテルカストに対する相対

保持時間約0.45の二つのピークの合計

面積は，標準溶液のモンテルカストのピ

ーク面積の1.5 倍より大きくなく，試

料溶液のモンテルカスト及び上記以外の

ピークの面積は，標準溶液のモンテルカ

ストのピーク面積の110より大きくな

い．また，試料溶液のモンテルカスト以

外のピークの合計面積は，標準溶液のモ

ンテルカストのピーク面積の1.8 倍よ

り大きくない．ただし，原薬由来の類縁

物質（モンテルカストに対する相対保持

時間約 1.04，約 1.16，約 1.18，約

1.24及び約1.55）を除く．更に，モン

試料溶液のモンテルカストに対する相対

保持時間約0.45の類縁物質 A の二つ

のピークの合計面積は，標準溶液のモン

テルカストのピーク面積の1.5 倍より

大きくなく，試料溶液のモンテルカスト

に対する相対保持時間約0.92の類縁物

質 B のピーク面積は，標準溶液のモン

テルカストのピーク面積の320より大

きくなく，試料溶液のモンテルカスト及

び上記以外のピークの面積は，標準溶液

のモンテルカストのピーク面積の110

より大きくない．また，試料溶液のモン

テルカスト以外のピークの合計面積は，

標準溶液のモンテルカストのピーク面積
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テルカストに対する相対保持時間約

0.71のピーク面積は自動積分法で求め

た面積に感度係数0.6 を乗じた値とす

る．

の1.8倍より大きくない．ただし，原

薬由来の類縁物質（モンテルカストに対

する相対保持時間約 1.04 の類縁物質

E，約1.16の類縁物質 C，約1.18 の

類縁物質 D，約1.24及び約1.55の類

縁物質 F）を除く．さらに，モンテル

カストに対する相対保持時間約0.71の

ピーク面積は自動積分法で求めた面積に

感度係数0.6を乗じた値とする．

4550 11 本品1 個をとり，水 V4mL を加え

て崩壊させ，メタノールを加え，超音波

処理により粒子を小さく分散させた後，

1mL中にモンテルカスト（C H CINO

S）約25μg を含む液となるようにメ

タノールを加えて正確に V mL とし，

遠心分離又はろ過した液を試料溶液とす

る．

本品1個をとり，水50mL を加えて

崩壊させ，メタノールを加え，超音波処

理により粒子を小さく分散させた後，メ

タノールを加えて正確に200mL とし，

遠心分離又はろ過する．この液 V mL

を正確に量り，1mL 中にモンテルカス

ト C H ClNOS 約25μg を含む液

となるようにメタノール 水混液 3:

1 を加えて正確に V′mL とし，試料

溶液とする．

4551 1 ＝ M ×
A
A

×
V
1000

×0.764 ＝ M ×
A
A

×
V′
V
×
1
5
×0.764

4552 10 1mL 中にモンテルカスト（C H CIN-

OS）約0.25mg を含む液となるよう

にメタノール 水混液（3:1）を加えて

正確に V mL とし，孔径0.45μm の

メンブランフィルターでろ過する．初め

のろ液1mL を除き，次のろ液を試料

溶液とする．

200mL とし，孔径0.45μm 以下のメ

ンブランフィルターでろ過する．初めの

ろ液 1mL を除き，次のろ液 V mL

を正確に量り，1mL 中にモンテルカス

ト C H ClNOS 約0.25mg を含む

液となるようにメタノール 水混液 3:

1 を加えて正確に V′mL とし，試料

溶液とする．

4552 19 ＝ M ×
A
A

×
V
1000

×0.764 ＝ M ×
A
A

×
V′
V
×
1
5
×0.764

4553 14 追加 その他

類縁物質 A,B,C,D,E 及び F は，

「モンテルカストナトリウム」のその

他を準用する．

4615 14 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4618 7 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除

4621 8 （４） 類縁物質 本操作は試料溶液及び

標準溶液調製後，24 時間以内に行う．

本品

（４） 類縁物質 本品
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4621 21 0.76，1.22及び1.27 0.8，1.2及び1.3

4624 11 本品1個をとり，内容物を取り出し，1

mL 中にランソプラゾール（C H FN

OS）約0.5mgを含む液となるように

希水酸化ナトリウム試液を加えた後，

時々振り混ぜながら超音波処理し，完全

に崩壊させる．冷後，1mL 中にランソ

プラゾール C H FNOS

本品1 個をとり，内容物を取り出し，

希水酸化ナトリウム試液3V10mL を

加え，時々振り混ぜながら超音波処理

し，完全に崩壊させた後，1mL 中にラ

ンソプラゾール C H FNOS

4626 11 本品10個をとり，その質量を精密に量

り，粉末とし，ランソプラゾール（C

H FNOS）25mg に対応する量をと

り，0.1molL 水酸化ナトリウム試液

メタノール混液 3:1 10mL を加

え，

本品10個をとり，粉末とする．「ラン

ソプラゾール」25mg に対応する量を

とり，希水酸化ナトリウム試液 メタノ

ール混液 3:1 10mL を加え，

4627 3 流量：ランソプラゾールの保持時間が約

24分になるように調整する．

流量：毎分約0.8mL（ランソプラゾー

ルの保持時間約24分）

4627 15 本品1個をとり，1mL 中にランソプ

ラゾール C H FNOS 約 0.5 mg

を含む液となるように希水酸化ナトリウ

ム試液を加えた後，時々振り混ぜながら

超音波処理し，完全に崩壊させる．

本品1個をとり，希水酸化ナトリウム

試液を加えた後，時々振り混ぜながら超

音波処理し，完全に崩壊させた．

4661 12 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4677 4 1.0％ 2.0％

4678 1 50mg 25mg

4678 2 100mL 50mL

4680 14 室温になるまで放置し，水を加えて正確

に500mL とし，

冷後，水を加えて正確に500mL とし，

4682 3 リバビリン CH NO の量 mg ＝

M ×
A
A

×2

リバビリン CH NO の量 mg ＝

M ×
A
A

×4

4728 13 本品は定量するとき，換算した脱水物1

mg当たり825μg（力価）以上を含む．

本品は定量するとき，換算した脱水物1

mg当たり850～930μg（力価）を含む．

4729 12 5.0％ 以下 2.0％ 以下

4729 19 3.5～6.5％ 1.4～2.6％

4757 5 （３） 単糖組成

4766 8 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず
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れかを行うとき，適合する．

4782 3 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除

4786 5 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4800 4 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4808 3と

2の間

3と 2の間に追加 面積測定範囲：試料溶液注入後80分間

4809 19 M ：ロキシスロマイシン標準品の秤取

量［mg（力価）］

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

205nm）

カラム：内径4.6mm，長さ 25cm

のステンレス管に5μm の液体ク

ロマトグラフィー用オクタデシルシ

リル化シリカゲルを充塡する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸二水素アンモニウム溶

液 17 100 200mL に水 510

mL を加え，2molL 水酸化ナト

リウム試液を加えて pH5.3 に調

整する．この液にアセトニトリル

315mL を加える．

流量：ロキシスロマイシンの保持時間

が約21分になるように調整する．

システムの適合性

システムの性能：ロキシスロマイシン

標準品及び N デメチルロキシスロ

マイシン5mg をとり，移動相に

溶かして100mL とする．この液

20μL につき，上記の条件で操作

するとき，N デメチルロキシスロ

マイシン，ロキシスロマイシンの順

に溶出し，その分離度は6以上で，

ロキシスロマイシンのピークのシン

メトリー係数は1.5以下である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，上記の条件で試験を6 回

M ：ロキシスロマイシン標準品の秤取

量［mg（力価）］

内標準溶液 パラオキシ安息香酸イソプ

ロピルの移動相溶液 1 800

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

230nm）

カラム：内径4.6mm，長さ 25cm

のステンレス管に5μm の液体ク

ロマトグラフィー用オクタデシルシ

リル化シリカゲルを充塡する．

カラム温度：25℃ 付近の一定温度

移動相：リン酸二水素アンモニウム

49.1g を水に溶かし 1000mL と

し，2molL 水酸化ナトリウム試

液を加えて pH5.3 に調整する．

この液690mL にアセトニトリル

310mL を加える．

流量：ロキシスロマイシンの保持時間

が約12分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：標準溶液10μL に

つき，上記の条件で操作するとき，

ロキシスロマイシン，内標準物質の

順に溶出し，その分離度は10以上

である．

システムの再現性：標準溶液10μL

につき，上記の条件で試験を6 回

繰り返すとき，内標準物質のピーク

面積に対するロキシスロマイシンの

ピーク面積の比の相対標準偏差は
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繰り返すとき，ロキシスロマイシン

のピーク面積の相対標準偏差は1.0

％ 以下である．

1.0％ 以下である．

4813 13 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4817 14 （ⅰ） 試 験 菌 Micrococcus luteus

ATCC9341を用いる．

（ⅰ） 試 験 菌 Kocuria rhizophila

ATCC9341を用いる．

4822 2 （３）残留溶媒 別に規定する． 削除

4824 7 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4827 17 製剤均一性〈6.02〉 次の方法により含

量均一性試験を行うとき，適合する．

製剤均一性〈6.02〉 質量偏差試験又は

次の方法による含量均一性試験のいず

れかを行うとき，適合する．

4857 11 の，通例，揉捻した葉及び枝先である． の葉及び枝先を，通例，揉捻したもので

ある．

4857 12 確認試験 本品の粉末0.5g にジエチ

ルエーテル 石油エーテル混液 1:

1 8mL を加え，振り混ぜてろ過し，

ろ液を蒸発して得た残留物を希エタノ

ール1mL に溶かし，これに希塩化

鉄 Ⅲ 試液1滴を加えるとき，液

は赤紫色を呈し，更に希硫酸2 ～3

滴を加えるとき，その色は消える．

確認試験 本品の粉末1.0g にメタノ

ール10mL を加え，10 分間振り混

ぜた後，遠心分離し，上澄液を試料溶

液とする．別に薄層クロマトグラフィ

ー用アマチャジヒドロイソクマリン2

mg をメタノール 1mL に溶かし，

標準溶液とする．これらの液につき，

薄層クロマトグラフィー〈2.03〉によ

り試験を行う．試料溶液及び標準溶液

5μL ずつを薄層クロマトグラフィー

用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて

調製した薄層板にスポットする．次に

ジエチルエーテル ヘキサン ギ酸混液

5:5:1 を展開溶媒として約 7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．

これに紫外線（主波長254nm）を照

射するとき，試料溶液から得た数個の

スポットのうち2 個のスポットは，

標準溶液から得たスポットと色調及び

R 値が等しい．

4872 16 10cm 7cm

4873 9 10cm 7cm

4874 16 10cm 7cm
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4909 5 検液を試料溶液とする．別に鉛標準液

1.0mL に水を加えて正確に 100mL

とし，標準溶液とする．試料溶液及び標

準溶液につき，次の条件により試験を行

うとき，試料溶液の吸光度は標準溶液の

吸光度以下である（5ppm 以下）．な

お，標準溶液及び標準溶液は，必要なら

ば，キレート剤添加の後，溶媒転溶し，

濃縮したものを使用することができる．

本品5.0gを白金製，石英製又は磁製

のるつぼにとり，弱く加熱した後，450

～ 550℃ で強熱し，灰化する．冷後，

残留物に 2molL 硝酸試液少量を加

え，必要ならばろ過し，2molL 硝酸

試液少量で数回洗い，ろ液及び洗液を合

わせ，2molL 硝酸試液を加えて正確

に20mL とし，試料溶液とする．別に

鉛標準液2.5mL に2molL 硝酸試液

を加えて正確に20mL とし，標準溶液

とする．試料溶液及び標準溶液につき，

次の条件により試験を行うとき，試料溶

液の吸光度は標準溶液の吸光度以下であ

る（5ppm 以下）．

4912 13 追加 （２） 鉛 乾燥エキス5.0g（軟エキス

は乾燥物として5.0gに対応する量）

を白金製，石英製又は磁製のるつぼに

とり，弱く加熱した後，450～550℃

で強熱し，灰化する．冷後，残留物に

2molL 硝酸試液少量を加え，必要

ならばろ過し，2molL 硝酸試液少

量で数回洗い，ろ液及び洗液を合わ

せ，2molL 硝酸試液を加えて正確

に20mL とし，試料溶液とする．別

に鉛標準液2.5mL に2molL 硝酸

試液を加えて正確に20mL とし，標

準溶液とする．試料溶液及び標準溶液

につき，次の条件で原子吸光光度法

〈2.23〉により試験を行うとき，試料

溶液の吸光度は標準溶液の吸光度以下

である（5ppm 以下）．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン又は水

素

支燃性ガス 空気

ランプ：鉛中空陰極ランプ

波長：283.3nm

4912 14 純度試験（２） 純度試験（３）

4917 13 別に定量用サイコサポニンb をデシケ

ーター（シリカゲル）で24時間以上乾

燥し，その約10mgを精密に量り，メ

タノール50mL に溶かし，水を加えて

また，定量用サイコサポニンb 標準試

液を標準溶液とする．試料溶液及び標準

溶液10μL ずつを正確にとり，次の条

件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉に
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正確に100mL とする．この液10mL

を正確に量り，薄めたメタノール 1

2 を加えて正確に100mL とし，標準

溶液とする．試料溶液及び標準溶液10

μL ずつを正確にとり，次の条件で液体

クロマトグラフィー〈2.01〉により試験

を行い，それぞれの液のサイコサポニン

b のピーク面積 A 及び A を測定す

る．

サイコサポニンb の量 mg ＝

M ×
A
A

×
1
20

M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量 mg

より試験を行い，それぞれの液のサイコ

サポニンb のピーク面積 A 及び A

を測定する．

サイコサポニンb の量 mg ＝

C ×
A
A

×50

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニンb の濃度 mg

mL

4919 5 別にグリチルリチン酸標準品（別途水分

を測定しておく）

別にグリチルリチン酸標準品（別途10

mg につき，電量滴定法により水分

〈2.48〉を測定しておく）

4919 4 追加 （４） センノシド A 乾燥エキス約

0.5g（軟エキスは乾燥物として約 0.5

gに対応する量）を精密に量り，薄めた

メタノール 1 2 50mL を正確に

加えて15 分間振り混ぜ，遠心分離す

る．上澄液10mL を正確に量り，カラ

ム（カラムクロマトグラフィー用強塩基

性イオン交換樹脂0.36g を内径約10

mm のクロマトグラフィー管に注入し，

あらかじめ，メタノール10mL 及び薄

めたメタノール 1 2 10mL を流

したもの）に入れて流出させる．薄めた

メタノール 1 2 10mL でカラム

を洗った後，次に水 メタノール ギ酸混

液 25:25:1 で流出させ，流出液

を正確に5mL とし，試料溶液とする．

別にセンノシド A 標準品（別途 10

mg につき，電量滴定法により水分

〈2.48〉を測定しておく）約5mgを精

密に量り，薄めたメタノール 1 2

に溶かし，正確に200mL とし，標準

溶液とする．試料溶液及び標準溶液10

μL ずつを正確にとり，次の条件で液体

クロマトグラフィー〈2.01〉により試験

を行いそれぞれの液のセンノシド A の
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ピーク面積 A 及び A を測定する．

セ ン ノ シ ド A（C H O ） の 量

（mg）＝ M ×
A
A

×
1
8

M :脱水物に換算したセンノシド A

標準品の秤取量（mg）

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長:340nm）

カラム：内径 4.6 mm，長さ 15

cm のステンレス管に 5μm の

液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

する．

カラム温度：30℃ 付近の一定温度

移動相：水 アセトニトリル リン酸

混液（2460:540:1）

流量：毎分 1.0mL（センノシド

A の保持時間約14分）

システム適合性

システムの性能：標準溶液10μL

につき，上記の条件で操作すると

き，センノシド A のピークの理

論段数及びシンメトリー係数は，

それぞれ5000段以上，1.5以下

である．

システムの再現性：標準溶液 10

μL につき，上記の条件で試験を

6 回繰り返すとき，センノシド

A のピーク面積の相対標準偏差

は1.5％ 以下である．

（５） レイン 乾燥エキス約0.5g（軟

エキスは乾燥物として約0.5g に対応

する量）を精密に量り，水80mL を加

えて振り混ぜた後，水を加えて正確に

100mL とする．この液5mL を正確

に量り，塩化鉄（Ⅲ）試液20mL を加

え，還流冷却器を付けて水浴中で30分

間加熱した後，塩酸3mL を加え，更

に還流冷却器を付けて30 分間加熱す

る．冷後，ジエチルエーテル25mL ず

つで3回抽出し，全ジエチルエーテル
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層を合わせ，減圧で溶媒を留去した後，

残留物をメタノールに溶かして正確に

10mL とし，試料溶液とする．別に定

量用レイン約5mg を精密に量り，ア

セトンに溶かし，正確に100mL とす

る．この液10mL を正確に量り，メタ

ノールを加えて正確に50mL とし，標

準溶液とする．試料溶液及び標準溶液

10μL ずつを正確にとり，次の条件で

液体クロマトグラフィー〈2.01〉により

試験を行い，それぞれの液のレインのピ

ーク面積 A 及び A を測定する．

レインの量（mg）＝M ×
A
A
×
2
5

M :定量用レインの秤取量（mg）

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波

長:278nm）

カラム：内径 4.6 mm，長さ 25

cm のステンレス管に 5μm の

液体クロマトグラフィー用オクタ

デシルシリル化シリカゲルを充塡

する．

カラム温度：50℃ 付近の一定温度

移動相：水 アセトニトリル リン酸

混液 650:350:1

流量：毎分1.0mL（レインの保持

時間約17分）

システム適合性

システムの性能：標準溶液10μL

につき，上記の条件で操作すると

き，レインのピークの理論段数及

びシンメトリー係数は，それぞれ

5000段以上，1.5以下である．

システムの再現性：標準溶液 10

μL につき，上記の条件で試験を

6回繰り返すとき，レインのピー

ク面積の相対標準偏差は1.5 ％

以下である．

4928 の次の頁に収

載品目「カシュウ」

を追加する．

カシュウ

PolygonumRoot

POLYGONIMULTIFLORIRADIX
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何首烏

本品はツルドクダミ Polygonumm-

ultiflorum Thunberg Polygonaceae

の塊根で，しばしば輪切される．

生薬の性状 本品はほぼ紡錘形を呈し，

長さ 10 ～ 15cm，径 2 ～ 5cm，

外面は赤褐色～暗褐色で，粗いしわが

ある．横切面は淡赤褐色又は淡灰褐色

で，中央部に大型の維管束とその回り

に小形の多数の異常維管束が不規則に

散在する．質は重く堅い．

本品は特異な弱いにおいがあり，味

は渋くてやや苦い．

本品の横切片を鏡検〈5.01〉すると

き，最外層は数層のコルク層からな

り，コルク細胞には褐色の物質が含ま

れる．皮層は柔組織からなる．各異常

維管束は環状の形成層とそれを挟む師

部と木部からなる．師部に外接して繊

維が見られる．根の中心部は木化して

いる．柔組織中には単粒及び2 ～8

個の複粒のでんぷん粒とシュウ酸カル

シウムの集晶を含む．でんぷん粒のへ

そは明瞭である．

確認試験 本品の粉末1gにメタノー

ル10mL を加え，15 分間振り混ぜ

た後，ろ過する．ろ液を蒸発乾固し，

残留物をメタノール2mL に溶かし，

試料溶液とする．この液につき，薄層

クロマトグラフィー〈2.03〉により試

験を行う．試料溶液5μL を薄層ク

ロマトグラフィー用シリカゲルを用い

て調製した薄層板にスポットする．次

に酢酸エチル 水 メタノール 酢酸 10

0 混液 200:10:10:3 を展開

溶媒として約7cm 展開した後，薄

層板を風乾する．これに紫外線（主波

長365nm）を照射するとき，R 値

0.3付近に青白色の蛍光を発するスポ

ットを認める．

純度試験

（１） 重金属〈1.07〉 本品の粉末

3.0gをとり，第3法により操作し，
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試験を行う．比較液には鉛標準液3.0

mL を加える（10ppm 以下）．

（２） ヒ素〈1.11〉 本品の粉末0.40

gをとり，第4法により検液を調製

し，試験を行う（5ppm 以下）．

乾燥減量〈5.01〉14.0 ％ 以下（6 時

間）．

灰分〈5.01〉5.5％ 以下．

エキス含量〈5.01〉 希エタノールエキ

ス 17.0％ 以上．

貯法 容器 密閉容器．

4967 7 別にグリチルリチン酸標準品（別途水分

を測定しておく）約25mgを精密に量

り，希エタノールに溶かして正確に100

mL とし，標準溶液とする．試料溶液及

び標準溶液20μL ずつを正確にとり，

別にグリチルリチン酸標準品（別途10

mg につき，電量滴定法により水分

〈2.48〉を測定しておく）約25mg を

精密に量り，希エタノールに溶かして正

確に100mL とし，標準溶液とする．

試料溶液及び標準溶液10μL ずつを正

確にとり，

4968 5 カラム温度：20℃ 付近の一定温度

移動相：薄めた酢酸（31）1 15

アセトニトリル混液 3:2

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約10分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用パラオキ

シ安息香酸プロピル1mg を標準

溶液20mL に溶かす．この液20

μL につき，上記の条件で操作する

とき，グリチルリチン酸，パラオキ

シ安息香酸プロピルの順に溶出し，

その分離度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，

カラム温度：40℃ 付近の一定温度

移動相：酢酸アンモニウム3.85gを

水720mL に溶かし，酢酸 100

5mL 及びアセトニトリル280mL

を加える．

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約15分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用グリチル

リチン酸一アンモニウム5mg に

希エタノール20mL を加えて溶か

す．この液10μL につき，上記の

条件で操作するとき，グリチルリチ

ン酸に対する相対保持時間約 0.9

のピークとグリチルリチン酸の分離

度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液10μL

につき，

4970 10 20μL 10μL

4970 19 20℃ 40℃

4970 20 移動相：薄めた酢酸 31 1 15

アセトニトリル混液 3:2

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

移動相：酢酸アンモニウム3.85gを

水720mL に溶かし，酢酸 100

5mL 及びアセトニトリル280mL
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約10分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用パラオキ

シ安息香酸プロピル1mg を標準

溶液20mL に溶かす．この液20

μL につき，上記の条件で操作する

とき，グリチルリチン酸，パラオキ

シ安息香酸プロピルの順に溶出し，

その分離度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，

を加える．

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約15分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用グリチル

リチン酸一アンモニウム5mg に

希エタノール20mL を加えて溶か

す．この液10μL につき，上記の

条件で操作するとき，グリチルリチ

ン酸に対する相対保持時間約 0.9

のピークとグリチルリチン酸の分離

度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液10μL

につき，

4971 1 別にグリチルリチン酸標準品（別途水分

を測定しておく）

別にグリチルリチン酸標準品（別途10

mg につき，電量滴定法により水分

〈2.48〉を測定しておく）

4972 1 以下「カンゾウ」の定量法を準用する．

グリチルリチン酸 C H O の量

mg ＝ M ×
A
A

M ：脱水物に換算したグリチルリチン

酸標準品の秤取量 mg

試料溶液及び標準溶液20μL ずつを正

確にとり，次の条件で液体クロマトグラ

フィー〈2.01〉により試験を行い，それ

ぞれの液のグリチルリチン酸のピーク面

積 A 及び A を測定する．

グリチルリチン酸 C H O の量

mg ＝ M ×
A
A

M ：脱水物に換算したグリチルリチン

酸標準品の秤取量 mg

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

254nm）

カラム：内径4.6mm，長さ 15cm

のステンレス管に5μm の液体ク

ロマトグラフィー用オクタデシルシ

リル化シリカゲルを充塡する．

カラム温度：20℃ 付近の一定温度

移動相：薄めた酢酸 31 1 15

アセトニトリル混液 3:2

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約10分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用パラオキ

シ安息香酸プロピル1mg を標準
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溶液20mL に溶かす．この液20

μL につき，上記の条件で操作する

とき，グリチルリチン酸，パラオキ

シ安息香酸プロピルの順に溶出し，

その分離度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，上記の条件で試験を6 回

繰り返すとき，グリチルリチン酸の

ピーク面積の相対標準偏差は 1.5

％ 以下である．

4973 7 以下「カンゾウ」の定量法を準用する．

グリチルリチン酸 C H O の量

mg ＝ M ×
A
A

M ：脱水物に換算したグリチルリチン

酸標準品の秤取量 mg

試料溶液及び標準溶液20μL ずつを正

確にとり，次の条件で液体クロマトグラ

フィー〈2.01〉により試験を行い，それ

ぞれの液のグリチルリチン酸のピーク面

積 A 及び A を測定する．

グリチルリチン酸 C H O の量

mg ＝ M ×
A
A

M ：脱水物に換算したグリチルリチン

酸標準品の秤取量 mg

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：

254nm）

カラム：内径4.6mm，長さ 15cm

のステンレス管に5μm の液体ク

ロマトグラフィー用オクタデシルシ

リル化シリカゲルを充塡する．

カラム温度：20℃ 付近の一定温度

移動相：薄めた酢酸 31 1 15

アセトニトリル混液 3:2

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約10分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用パラオキ

シ安息香酸プロピル1mg を標準

溶液20mL に溶かす．この液20

μL につき，上記の条件で操作する

とき，グリチルリチン酸，パラオキ

シ安息香酸プロピルの順に溶出し，

その分離度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき，上記の条件で試験を6 回
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繰り返すとき，グリチルリチン酸の

ピーク面積の相対標準偏差は 1.5

％ 以下である．

5046 15 サイコサポニン b の量 mg ＝ M

×
A
A

×
1
20

M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量 mg

サイコサポニン b の量 mg ＝ C

×
A
A

×50

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニンb の濃度 mg

mL

5054 13 サイコサポニン b の量 mg ＝ M

×
A
A

×
1
20

M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量 mg

サイコサポニン b の量 mg ＝ C

×
A
A

×50

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニンb の濃度 mg

mL

5073 2 ZanthoxylumFruit

ZANTHOXYLIFRUCTUS

JapaneseZanthoxylumPeel

ZANTHOXYLIPIPERITIPERICAR-

PIUM

5074 9 PowderedZanthoxylumFruit

ZANTHOXYLIFRUCTUSPULVER-

ATUS

PowderedJapaneseZanthoxylumPeel

ZANTHOXYLIPIPERITIPERICAR-

PIUM PULVERATUM

5074 11 本品を試料溶液とする．この液につき，

薄層クロマトグラフィー〈2.03〉により

試験を行う．試料溶液10μL を薄層ク

ロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤

入り）を用いて調製した薄層板にスポッ

トする．次に酢酸エチル エタノール

95 水混液 8:2:1 を展開溶媒と

して約7cm 展開した後，薄層板を風

乾する．

本品2gに水10mL を加え，5 分間

振り混ぜた後，ジエチルエーテル5mL

を加えて振り混ぜ，遠心分離し，上澄液

を試料溶液とする．この液につき，薄層

クロマトグラフィー〈2.03〉により試験

を行う．試料溶液10μL を薄層クロマ

トグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入

り）を用いて調製した薄層板にスポット

する．次に酢酸エチル ヘキサン メタノ

ール 酢酸 100 混液 20:20:1:

1 を展開溶媒として約7cm 展開した

後，薄層板を風乾する．

5076 5 確認試験（３）を加える （３） 本品の粉末1gにメタノール 水

混液 4:1 4mL を加え，10分間振

り混ぜた後，遠心分離し，上澄液を試料

溶液とする．別に薄層クロマトグラフィ

ー用アラントイン1mgをメタノール

水混液 4:1 2mL に溶かし，標準

溶液とする．これらの液につき，薄層ク

ロマトグラフィー〈2.03〉により試験を

頁 行 誤 正



96

行う．試料溶液5μL 及び標準溶液2

μL を薄層クロマトグラフィー用シリカ

ゲルを用いて調製した薄層板にスポット

する．次に酢酸エチル メタノール 水混

液 7:3:1 を展開溶媒として約7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．こ

れに4ジメチルアミノシンナムアルデ

ヒド 0.2g を 6 molL 塩酸試液 10

mL 及びエタノール 99.5 10mL に

溶かした液を均等に噴霧し，105℃ で2

分間加熱するとき，試料溶液から得た数

個のスポットのうち1個のスポットは，

標準溶液から得た淡赤色のスポットと色

調及び R 値が等しい．

5077 8 本品0.2g に無水酢酸2mL を加え，

水浴上で2分間加温した後，ろ過する．

ろ液1mL に硫酸0.5mL を穏やかに

加えるとき，境界面は赤褐色～紫褐色を

呈する．

（１） 本品0.2gに無水酢酸2mL を

加え，水浴上で2分間加温した後，ろ

過する．ろ液1mL に硫酸0.5mL を

穏やかに加えるとき，境界面は赤褐色～

紫褐色を呈する．

（２） 本品 1g にメタノール 水混液

4:1 4mL を加え，10 分間振り混

ぜた後，遠心分離し，上澄液を試料溶液

とする．別に薄層クロマトグラフィー用

アラントイン1mgをメタノール 水混

液 4:1 2mL に溶かし，標準溶液

とする．これらの液につき，薄層クロマ

トグラフィー〈2.03〉により試験を行

う．試料溶液 5μL 及び標準溶液 2

μL を薄層クロマトグラフィー用シリカ

ゲルを用いて調製した薄層板にスポット

する．次に酢酸エチル メタノール 水混

液 7:3:1 を展開溶媒として約7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．こ

れに4ジメチルアミノシンナムアルデ

ヒド 0.2g を 6 molL 塩酸試液 10

mL 及びエタノール 99.5 10mL に

溶かした液を均等に噴霧し，105℃ で2

分間加熱するとき，試料溶液から得た数

個のスポットのうち1個のスポットは，

標準溶液から得た淡赤色のスポットと色

調及び R 値が等しい．

5086 9 20μL 10μL
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5086 1 20℃ 40℃

5087 1 移動相：薄めた酢酸 31 1 15

アセトニトリル混液 3:2

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約10分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用パラオキ

シ安息香酸プロピル1mg を標準

溶液20mL に溶かす．この液20

μL につき，上記の条件で操作する

とき，グリチルリチン酸，パラオキ

シ安息香酸プロピルの順に溶出し，

その分離度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液20μL

につき上記の条件で試験を6 回繰

り返すとき，グリチルリチン酸のピ

ーク面積の相対標準偏差は1.5 ％

以下である．

移動相：酢酸アンモニウム3.85gを

水720mL に溶かし，酢酸 100

5mL 及びアセトニトリル280mL

を加える．

流量：グリチルリチン酸の保持時間が

約15分になるように調整する．

システム適合性

システムの性能：分離確認用グリチル

リチン酸一アンモニウム5mg に

希エタノール20mL を加えて溶か

す．この液10μL につき，上記の

条件で操作するとき，グリチルリチ

ン酸に対する相対保持時間約 0.9

のピークとグリチルリチン酸の分離

度は1.5以上である．

システムの再現性：標準溶液10μL

につき上記の条件で試験を6 回繰

り返すとき，グリチルリチン酸のピ

ーク面積の相対標準偏差は1.5 ％

以下である．

5096 12 （２） 本品1gに希塩酸10mL を加

え，2 分間穏やかに煮沸した後，ろ過

し，ろ液に水酸化ナトリウム試液を加え

て中和し，この液3mL にフェーリン

グ試液1mL を加えて加温するとき，

赤色の沈殿を生じる．

（２） 本品の粉末1.0g にメタノール

5mL を加え，10 分間振り混ぜた後，

遠心分離し，上澄液を試料溶液とする．

別に薄層クロマトグラフィー用シャゼン

シの粉末0.2gにメタノール1mL を

加え，水浴上で3分間加温する．冷後，

遠心分離し，上澄液を標準溶液とする．

これらの液につき，薄層クロマトグラフ

ィー〈2.03〉により試験を行う．試料溶

液及び標準溶液5μL ずつを薄層クロ

マトグラフィー用シリカゲルを用いて調

製した薄層板にスポットする．次にアセ

トン 酢酸エチル 水 酢酸 100 混液

10:10:3:1 を展開溶媒として約

7cm 展開した後，薄層板を風乾する．

これに4メトキシベンズアルデヒド・

硫酸試液を均等に噴霧し，105℃ で10

分間加熱するとき，試料溶液から得た

R 値0.25付近のスポットは，標準溶

液から得た R 値0.25付近の濃い青の

スポットと色調が等しい．
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5106 15 確認試験 追加 確認試験 本品の粗末1.0g にヘキサ

ン20mL を加え，10 分間振り混ぜ

た後，遠心分離し，上澄液を試料溶液

とする．別にヘキサン ボルネオール

酢酸エステル混液 1000:1 を標準

溶液とする．これらの液につき，薄層

クロマトグラフィー〈2.03〉により試

験を行う．試料溶液10μL 及び標準

溶液2μL を薄層クロマトグラフィ

ー用シリカゲルを用いて調製した薄層

板にスポットする．次にヘキサン ジ

エチルエーテル メタノール混液

15:5:1 を展開溶媒として約7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．

これに 4メトキシベンズアルデヒ

ド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃

で5分間加熱するとき，試料溶液か

ら得た数個のスポットのうち1 個の

スポットは，標準溶液から得たスポッ

トと色調及び R 値が等しい．

5107 10 確認試験 追加 確認試験 本品 2.0g にヘキサン 20

mL を加えて，10分間振り混ぜた後，

遠心分離し，上澄液を試料溶液とす

る．別にヘキサン ボルネオール酢酸

エステル混液 1000:1 を標準溶液

とする．これらの液につき，薄層クロ

マトグラフィー〈2.03〉により試験を

行う．試料溶液10μL 及び標準溶液

2μL を薄層クロマトグラフィー用シ

リカゲルを用いて調製した薄層板にス

ポットする．次にヘキサン ジエチル

エーテル メタノール混液 15:5:

1 を展開溶媒として約7cm 展開し

た後，薄層板を風乾する．これに4

メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液

を均等に噴霧し，105℃ で5 分間加

熱するとき，試料溶液から得た数個の

スポットのうち1 個のスポットは，

標準溶液から得たスポットと色調及び

R 値が等しい．

5114 11 サイコサポニン b の量 mg ＝ M

×
A
A

×
1
20

サイコサポニン b の量 mg ＝ C

×
A
A

×50
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M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量 mg

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニン b の濃度 mg

mL

5121 3 純度試験（２）追加 （２） カドミウム 乾燥エキス 5.0g

（軟エキスは乾燥物として5.0gに対応

する量）を白金製，石英製又は磁製のる

つぼにとり，弱く加熱した後，450℃ で

強熱し，灰化する．冷後，残留物に 2

molL 硝酸試液少量を加え，必要なら

ばろ過し，2molL 硝酸試液少量で数

回洗い，ろ液及び洗液を合わせ，2mol

L 硝酸試液を加えて正確に20mL と

し，試料溶液とする．別にカドミウム標

準液5.0mL に2molL 硝酸試液を加

えて正確に20mL とし，標準溶液とす

る．試料溶液及び標準溶液につき，次の

条件で原子吸光光度法〈2.23〉により試

験を行うとき，試料溶液の吸光度は標準

溶液の吸光度以下である（1ppm 以

下）．

使用ガス：

可燃性ガス アセチレン又は水素

支燃性ガス 空気

ランプ：カドミウム中空陰極ランプ

波長：228.8nm

5121 4 純度試験（２） 純度試験（３）

5124 2 確認試験 追加 確認試験 本品の粉末1gに希塩酸5

mL 及びジエチルエーテル5mL を

加え，10分間振り混ぜた後，遠心分

離し，上澄液を試料溶液とする．別に

薄層クロマトグラフィー用 E イソ

フェルラ酸・ E フェルラ酸混合試

液を標準溶液とする．これらの液につ

き，薄層クロマトグラフィー〈2.03〉

により試験を行う．試料溶液10μL

及び標準溶液2μL を薄層クロマト

グラフィー用シリカゲルを用いて調製

した薄層板にスポットする．次に酢酸

エチル ヘキサン 酢酸 100 混液

30:10:1 を展開溶媒として約7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．

これに紫外線（主波長365nm）を照
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射するとき，試料溶液から得た数個の

スポットのうち1 個のスポットは，

標準溶液から得た青色の蛍光を発する

スポットと色調及び R 値が等しい．

5125 9 10cm 7cm

5171 4 「サンショウ」2g，「ニンジン」3g及

び「カンキョウ」5gの生薬をとり，エ

キス剤の製法により乾燥エキスとする．

製法

１）の処方に従い生薬をとり，エキス

剤の製法により乾燥エキスとする．

5178 5 サイコサポニン b の量（mg）＝ M

×
A
A

×
1
20

M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量（mg）

サイコサポニン b の量（mg）＝ C

×
A
A

×50

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニンb の濃度 mg

mL

5182 15 追加 確認試験 本品の粉末1.0g にジエチ

ルエーテル10mL を加え，10 分間

振り混ぜた後，遠心分離し，上澄液を

試料溶液とする．また，確認試験用タ

クシャトリテルペン混合試液を標準溶

液とする．これらの液につき，薄層ク

ロマトグラフィー〈2.03〉により試験

を行う．試料溶液5μL 及び標準溶

液1μL を薄層クロマトグラフィー

用シリカゲルを用いて調製した薄層板

にスポットする．次に酢酸エチル ヘ

キサン 酢酸 100 混液 10:10:

3 を展開溶媒として約7cm 展開し

た後，薄層板を風乾する．これに噴霧

用バニリン・硫酸・エタノール試液を

均等に噴霧し，105℃ で5 分間加熱

するとき，試料溶液から得た数個のス

ポットのうち少なくとも1個のスポ

ットは，標準溶液から得た3 個のス

ポットのうちの1個のスポットと色

調及び R 値が等しい．

5188 5 （２） 本品の粉末0.5g に無水酢酸2

mL を加え，水浴上で振り混ぜながら2

（２） 本品の粉末 1g に 1molL 塩

酸試液10mL を加え，還流冷却器を付

１）

サンショウ

ニンジン

カンキョウ

2g

3g

5g
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101

分間加温した後，ろ過し，ろ液に硫酸1

mL を穏やかに加えるとき，境界面は赤

褐色を呈する．

けて水浴中で30分間加熱する．冷後，

遠心分離し，上澄液を取り除く．残留物

にジエチルエーテル10mL を加え，10

分間振り混ぜた後，遠心分離し，上澄液

を試料溶液とする．別に薄層クロマトグ

ラフィー用サルササポゲニン1mg を

メタノール1mL に溶かし，標準溶液

とする．これらの液につき，薄層クロマ

トグラフィー〈2.03〉により試験を行

う．試料溶液及び標準溶液5μL を薄

層クロマトグラフィー用シリカゲルを用

いて調製した薄層板にスポットする．次

にヘキサン アセトン混液 7:3 を展

開溶媒として約7cm 展開した後，薄

層板を風乾する．これに噴霧用バニリ

ン・硫酸・エタノール試液を均等に噴霧

し，105℃ で2分間加熱するとき，試

料溶液から得た数個のスポットのうち1

個のスポットは，標準溶液から得たスポ

ットと色調及び R 値が等しい．

5207 18 10cm 7cm

5208 5 AsparagusTuber

ASPARAGITUBER

AsparagusRoot

ASPARAGIRADIX

5217 14 約12cm 約7cm

5219 15 約12cm 約7cm

5234 5 約10cm 約7cm

5247 13 追加 微生物限度〈4.05〉 本品 1mL 当た

り，総好気性微生物数の許容基準は

10 CFU，総真菌数の許容基準は10

CFU である．また，大腸菌，サルモ

ネラ，緑膿菌及び黄色ブドウ球菌を認

めない．

5248 3 微生物限度〈4.05〉 本品 1mL 当た

り，総好気性微生物数の許容基準は

10 CFU，総真菌数の許容基準は10

CFU である．また，大腸菌，サルモ

ネラ，緑膿菌及び黄色ブドウ球菌は認

めない．

削除

5261 1 径約45μm の網紋道管， 網紋道管の破片

5262 2 20～50μm のシュウ酸カルシウムの 径20～60μm のシュウ酸カルシウム
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集晶を認める．その他，厚壁細胞，薄壁

のコルク細胞及び径1 ～5μm,まれ

に10μm のシュウ酸カルシウムの単晶

を認める．でんぷん粒は単粒及び2 ～

4個からなる複粒で，単粒の径は3 ～

15μm である．

の集晶を認める．その他，厚壁細胞，細

胞壁の薄いコルク細胞及び径 1 ～ 5

μm，まれに30μm に達するシュウ酸

カルシウムの単晶を認める．でんぷん粒

は単粒及び2～６個からなる複粒で，

単粒の径は3～20μm である．

5262 11 約10cm 約7cm

5266 9 約10cm 約7cm

5268 15 OphiopogonTuber

OPHIOPOGONISTUBER

OphiopogonRoot

OPHIOPOGONISRADIX

5272 15 水混液（4:1） リン酸混液（400:100:1）

5281 1 確認試験 変更 本品の粉末1.0gにジエチルエーテル

10mL を加え，10分間振り混ぜた後，

遠心分離し，上澄液を試料溶液とする．

別にメントール1mg をジエチルエー

テル1mL に溶かし，標準溶液とする．

これらの液につき，薄層クロマトグラフ

ィー〈2.03〉により試験を行う．試料溶

液及び標準溶液2μL ずつを薄層クロ

マトグラフィー用シリカゲルを用いて調

製した薄層板にスポットする．次にヘキ

サン アセトン混液 7:3 を展開溶媒

として約7cm 展開した後，薄層板を

風乾する．これに4メトキシベンズア

ルデヒド・硫酸・酢酸・エタノール試液

を均等に噴霧し，105℃ で5 分間加熱

するとき，試料溶液から得た数個のスポ

ットのうち1個のスポットは，標準溶

液から得たスポットと色調及び R 値

が等しい．

5285 5 GlehnialittoralisFr.exMiquel Umbe-

lliferae

GlehnialittoralisFr.SchmidtexMiqu-

el Umbelliferae

5299 5 約10cm 約7cm

5304 12 約10cm 約7cm

5347 3 2以上 2.0以上

5353 5 サイコサポニン b の量 mg ＝ M

×
A
A

×
1
20

M ：定量用サイコサポニン b の秤取

量 mg

サイコサポニン b の量 mg ＝ C

×
A
A

×50

C：定量用サイコサポニンb 標準試液

中のサイコサポニンb の濃度 mg
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mL

5380 14 確認試験 本品の粉末0.5g にエタノ

ール（95）10mL を加えて1分間加

温し，冷後，ろ過する．ろ液 1mL

に塩酸0.5mL を加え，振り混ぜる

とき，液は紫色を呈する．

確認試験 本品の粉末1.0g にメタノ

ール10mL を加え，10 分間振り混

ぜた後，遠心分離し，上澄液を試料溶

液とする．この液につき，薄層クロマ

トグラフィー〈2.03〉により試験を行

う．試料溶液5μL を薄層クロマト

グラフィー用シリカゲルを用いて調製

した薄層板にスポットする．次にヘキ

サン アセトン混液 7:8 を展開溶

媒として約7cm 展開した後，薄層

板を風乾する．これに希硫酸を均等に

噴霧し，105℃ で5 分間加熱後，放

冷するとき，R 値0.5付近に赤紫色

のスポットを認め，その直下に灰青色

～灰褐色のスポットを認める．

5403 17 水混液（4:1） リン酸混液（400:100:1）

5416 6 本品はレンギョウ Forsythiasuspensa

Vahl又はシナレンギョウ Forsythiavi-

ridissimaLindley Oleaceae の果実で

ある．

本品はレンギョウ Forsythiasuspensa

Vahl Oleaceae の果実である．

5416 15 味はない．

確認試験

（１） 本品の粉末0.2g に無水酢酸

2mL を加えてよく振り混ぜ，2分間

放置した後，ろ過する．ろ液 1mL

に硫酸0.5mL を穏やかに加えると

き，境界面は赤紫色を呈する．

（２） 本品の粉末1gにメタノール

10mL を加え，水浴上で2分間加温

した後，ろ過する．ろ液5mL にリ

ボン状のマグネシウム0.1g 及び塩

酸1mL を加えて放置するとき，液

は淡赤色～黄赤色を呈する．

味は僅かに苦い．

確認試験

本品の粉末 1.0g にメタノール 10

mL を加え，10分間振り混ぜた後，遠

心分離し，上澄液を試料溶液とする．こ

の液につき，薄層クロマトグラフィー

〈2.03〉により試験を行う．試料溶液10

μL を薄層クロマトグラフィー用シリカ

ゲルを用いて調製した薄層板にスポット

する．次に酢酸エチル メタノール 水混

液 20:3:1 を展開溶媒として約7

cm 展開した後，薄層板を風乾する．こ

れに4メトキシベンズアルデヒド・硫

酸試液を均等に噴霧し，105℃ で5 分

間加熱するとき，R 値0.3付近に赤紫

色～赤褐色のスポットを認める．
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5670 グリセオフルビンの赤外吸収スペクトル 削除

5698 ジプロフロキサシン シプロフロキサシン

5698 ジプロフロキサシン塩酸塩水和物 シプロフロキサシン塩酸塩水和物

5699 ジベレスタットバトリウム水和物 シベレスタットナトリウム水和物

5825 リュープロリン酢酸塩 リュープロレリン酢酸塩

5876 1 追加 注１：装置の校正については，「６．１．

校正」においてより厳密な条件が定め

られている．

注２：本測定法はISO133201 1999

及び92761 1998 に準拠したもの

である．

5892 21 （SDS）ゲルは， （トリシンSDS）ゲルは

5896 2 泳動緩衝液 SDSPAGE 泳動緩衝液

5897 11 追加 ４.６.１. クーマシー染色

十分な量のクーマシー染色試液中にゲ

ルを浸し，少なくとも1時間染色する．

染色試液を取り除く．

十分な量の脱色試液でゲルを脱色す

る．染色されたタンパク質のバンドが透

明な背景に明瞭に区別できるようになる

まで脱色試液を数回交換する．ゲルの脱

色が進めば進むほど，より少ないタンパ

ク質量を検出できるようになる．2～3

gの陰イオン交換樹脂又は少量のスポン

ジ片を脱色試液に入れると脱色を早める

ことができる．

この操作で用いられる酸―アルコール

液はゲル中のタンパク質を完全には固定

しない．したがってゲルの染色及び脱色

の操作中に分子量の低いタンパク質は多

少とも失われることがある．クーマシー

染色試液中に浸す前にゲルを水 メタノ

ール トリクロロ酢酸混液 5:4:1

に1時間浸すことにより耐久性の固定

が得られる．

４.６.２. 銀染色

ゲルを十分量の固定試液に1時間浸

漬する．固定試液を除去し，新しい固定

試液を加え，少なくとも1時間又は一

夜放置する．固定試液を捨て，十分量の
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水で1 時間洗浄する．1vol％ のグル

タルアルデヒド溶液に15分間浸漬し，

十分量の水で15分間，2回洗浄する．

暗所で新鮮な銀染色用硝酸銀試液に15

分間浸漬し，十分量の水で 5 分間，3

回洗浄する．約1分間，十分に染色さ

れるまで現像試液に浸漬する．停止試液

に15分間浸漬し，現像を停止させ，水

で洗浄する．

5899 13 アシッドブルー83 クマーシーブリリアントブルー R250

5899 11 ５.１．クーマシー染色 の項 削除

5900 1 ４.６．銀染色 の項 削除

5903 2

（μ ＝
1
2（μ ＋μ ）） ｛μ ＝

1
2（μ ＋μ ）｝

5911 2
R

1.18 t t

W＋W
R {1.18 t t

W＋W
}

5912 2 糖鎖プロファイリング法 糖鎖プロファイル法

5912 8 糖鎖プロファイリング法 糖鎖プロファイル法

5913 1 1フェニル3メチル5ピラゾロン 3メチル1フェニル5ピラゾロン

5914 9 oフェニレンジアミン 1,2フェニレンジアミン

5914 13 各単糖の含量と有効性及び安全性との関

連を考慮する必要がある．

１.５. 標準物質

標準物質として測定対象の単糖が用い

られることが多い．各単糖を等量ずつ又

は試料中の含量と類似した割合で混合し

て用いる．標準物質は試料と同様に処理

することが望ましい．

糖鎖修飾の特徴と有効性及び安全性との

関連性を考慮する必要がある．

１.５. 単糖標準物質

標準物質として測定対象の単糖が用い

られることが多く，この場合，各単糖を

等量ずつ又は試料中の含量と類似した割

合で混合して用いる．

5914 6 それぞれの単糖の含量が有効性及び安全

性へ及ぼす影響を考慮し，適切にシステ

ムの性能，システムの再現性，検出の確

認などの項目

適切に判定基準を設定する．

5918 表2 6三硫酸 6トリスルホン酸三ナトリウム塩

5918 10 プロファイリング プロファイル法

5919 11 各種のエキソグリコシダーゼ消化に対す

る感受性，

各種のエキソグリコシダーゼ又はエンド

グリコシダーゼ消化に対する感受性

5920 12 標準物質は，システム適合性の確認，及 削除
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び検体が規格を満たしているかの確認に

用いられる．医薬品各条に標準物質を使

用することを規定する．

標的配列の最小の CFU 値等 標的配列に対応する最小の菌濃度

（CFU 等）

6010 2 同定方法，簡易同定キットによる同定方

法及び菌体成分の分子構造や遺伝子情報

を利用した同定方法（化学分類，遺伝子

解析）などがある．

同定方法（簡易同定キット等を使用），

菌体成分の検出（脂肪酸組成やタンパク

質組成等）や遺伝子情報等を利用した同

定方法などがある．

6014 1 10 ～10 CFU の試験菌をキャリアー

の広範囲に接種し，乾燥させた後，実際

に使用する濃度の消毒剤を滴下する．規

定時間（通例，5～15分間）作用させ

た後，回収液で希釈しながら，キャリア

ー上の試験菌を回収する．回収液には，

必要に応じてレシチン，ポリソルベート

80，チオ硫酸ナトリウムなどの不活化剤

を含有する液を用いて消毒剤を中和

する．回収方法はJIST117371

試験菌をキャリア当たり1×10 ～1×

10 CFU になるように広範囲に接種す

る．接種菌が乾燥する前に実使用濃度の

消毒剤を滴下する．接種菌を乾燥する際

の条件によっては接種菌数が減少し，消

毒効果を適切に評価できない場合がある

ので注意する．規定時間（通例，5 ～

15分間）作用させた後，回収液でキャ

リア上の試験菌を回収する．回収液に

は，必要に応じてレシチン，ポリソルベ

ート80，チオ硫酸ナトリウムなどの不

活化剤を含有する液を用いて消毒剤を中

和 する.

回収方法はJIST117371

6026 1 新手法は幅広い分野での応用が期待さ

れるが，検出対象及び検出系が従来法と

は異なるため，これまでに蓄積したデー

タとの相関を得られないことがある．従

来法と同等以上の能力を有することを確

認することが原則であるが，新手法によ

り新たな管理方法が考案され，従来法が

ない場合には，その妥当性を検証して新

手法を用いることができる．

新手法は短時間のうちに結果を得るこ

とができるので，製品試験，環境モニタ

リング，バイオバーデン，

微生物迅速試験法は幅広い分野での応

用が期待されるが，測定対象及び測定系

が従来法とは異なるため，これまでに蓄

積したデータとの相関を得られないこと

がある．従来法と同等以上の能力を有す

ることを確認することが原則であるが，

微生物迅速試験法により新たな管理方法

が考案され，従来法がない場合には，そ

の妥当性を検証して微生物迅速試験法を

用いることができる．

微生物迅速試験法は短時間のうちに結

果を得ることができるので，製品試験，

環境モニタリング，バイオバーデン試験，

6034 17 培養期間は，ソイビーン・カゼイン・ダ

イジェストカンテン培地の場合は3 ～

5日間，サブロー・ブドウ糖カンテン培

地の場合は5～7日間とする．

カンテン培地では，得られる集落数は

培養日数は，ソイビーン・カゼイン・ダ

イジェストカンテン培地の場合は3 日

以内，サブロー・ブドウ糖カンテン培地

の場合は5日以内とする．

カンテン培地では，得られる集落数は
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標準化された菌数の計測値の少なくとも

50％ でなければならない．新鮮培養菌

を用いて試験する場合は，有効性が確認

された培地バッチ以前に得られた発育と

同等の発育が認められなければならな

い．

２.３ 生菌数測定法の適合性

試験製剤1mL 又は 1g を 9mL

の生理食塩液又は他の適切な中和液で希

釈し（10 希釈），攪拌後，更に連続

10 倍希釈を行う（10 ，10 希釈）．

個々の試験製剤希釈チューブに試験菌を

適切な菌数添加し，攪拌し，平板培地当

たり細菌及び C.albicansは250CFU

以下（理想的には 25 ～ 250CFU）．

A.brasiliensisの場合は，80CFU 以下

（理想的には 8 ～ 80CFU）になるよ

うに接種する．この平板培地への接種

は，計測のバラツキを最小とするため

に，少なくとも 2 回（又はそれ以上）

繰り返すこと．本手法の陽性対照とし

て，同じ試験菌を同量，生理食塩液に懸

濁し，同じように平板培地に接種する．

試験製剤の適切な希釈段階は，陽性対照

菌数に比較し，少なくとも50 ％ 程度

の菌回収率を示すものとする．発育が阻

害される場合は，試料液の調製に用いる

緩衝液や液体培地並びにカンテン培地に

効果的な不活化剤を添加することができ

る．ただし，不活化剤が微生物の増殖に

影響を与えないことを確認する必要があ

る．保存剤や製剤そのものの存在が生菌

数測定に影響し，かつ適当な不活化剤の

ない場合は，微生物限度試験法〈4.05〉

に記載されているメンブランフィルター

法により生菌数を測定する．試験法の妥

当性確認は，試験材料や試験方法に変更

があった場合，又は製剤に試験結果に影

響を及ぼすような変更があった場合には

再度行うこと．妥当性確認において，接

種菌数に対する回収菌数が50％ 以上

の場合には，0日目の混合試料中の生菌

数は，接種菌数から換算した理論値とし

標準化された菌数の計測値の50 ％ 以

上でなければならない．新鮮培養菌を用

いて試験する場合は，有効性が確認され

た培地バッチ以前に得られた発育と同等

の発育が認められなければならない．

２.３ 生菌数測定法の適合性

試験製剤1mL 又は 1g 以上をと

り，9倍量の生理食塩液又は他の適切な

中和液で希釈し（10 希釈），攪拌後，

更に連続10 倍希釈を行う（10 ，10

希釈）．試験菌ごとに各試験製剤希釈液

の適量を試験管にとり，適切な数の試験

菌を接種し，一平板当たり細菌及び C.

albicansは250CFU 以下（理想的には

25 ～ 250CFU），A.brasiliensis の場

合は，80CFU 以下（理想的には8 ～

80CFU）になるように，適切な量を少

なくとも2枚（又は計測のバラツキを

最小とするためにそれ以上）のペトリ皿

に分注する．本手法の陽性対照として，

同じ試験菌を同量，生理食塩液に接種

し，同じようにペトリ皿に分注する．試

験製剤の希釈液は，陽性対照菌数に比較

し，50％ 以上の菌回収率を示すものと

する．発育が阻害される場合は，試料液

の調製に用いる緩衝液や液体培地並びに

カンテン培地に効果的な不活化剤を添加

することができる．ただし，不活化剤が

微生物の増殖に影響を与えないことを確

認する必要がある．保存剤や製剤そのも

のの存在が生菌数測定に影響し，かつ適

当な不活化剤のない場合は，微生物限度

試験法〈4.05〉に記載されているメンブ

ランフィルター法により生菌数を測定す

る．生菌数測定法の適合性は，試験材料

や試験方法に変更があった場合，又は製

剤に試験結果に影響を及ぼすような変更

があった場合には再度確認すること．適

合性の確認において，接種菌数に対する

回収菌数が50 ％ 以上の場合には，0

日目の混合試料中の生菌数は，接種菌数

から換算した理論値としてもよい．カテ

ゴリーⅡ製剤は，3.2項を参考に適切な
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てもよい．カテゴリーⅡ製剤の試験製剤

は，3.2項を参考に適切な方法で生菌数

を測定する．

方法で生菌数を測定する．

6050 13 September2009

2 ISODIS146441 2010

March2014

2 ISODIS146441,2 2010:

6081 13 ４） Chinese Pharmacopoeia 2010

A42Appendix Ⅵ Ⅵ BThinLayer

Chromatography（英語版）．

４）PHARMACOPOEIA OF THEP-

EOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

2010A42Appendix Ⅵ Ⅵ BThin

layerChromatography（英語版）．

6111 1 Ｇ７．容器・包装関連 Ｇ７．医薬品包装関連

6112 13 一次包材 一次包装

6113 18 製剤の設計段階において包装適格性の評

価に使用された試験法，評価手法から，

包装適格性を維持する上で必要かつ十分

な品質管理を設定し，包装の要件として

定める．一般に包装の要件は，包材の材

質の管理，製剤の規格及び試験方法，工

程管理等から構成される．

製剤の設計段階において包装適格性の

検討に使用された試験法，評価手法に基

づき，包装適格性を維持する上で必要か

つ十分な品質管理の項目を設ける．一般

に包装の要件は，資材の材質の管理，規

格及び試験方法及び工程内試験等から構

成される．

6113 13 容器・包装 包装

6113 8 注射剤に用いる容器の適格性評価におい

ては，以下の試験を含める．

注射剤に用いる容器を選択する時には，

以下の試験を容器の適格性評価に含める．

6116 3 ユニットドーズ容器 容器
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