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仮訳  

エデト酸カルシウムナトリウム水和物 

Calcium Disodium Edetate 
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C10H12CaN2Na2O8・xH2O 

Disodium [{N,N′-ethane-1,2-diylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]}(4-)-

N,N′,O,O′,ON,ON′]calciate(2-) hydrate  

[23411-34-9] ，[62-33-9](無水物) 

 

本品は定量するとき，換算した脱水物に対し，エデト酸カルシウムナトリウム

(C10H12CaN2Na2O8：374.27) 98.0 ～ 102.0％を含む． 

確認試験 

(１) 本品 2 gを水 10 mLに溶かし，硝酸鉛(Ⅱ)溶液(33→1000) 6 mLを加えて振り混ぜ，

ヨウ化カリウム試液 3 mLを加えるとき，黄色の沈殿を生じない．この液に薄めたアンモニ

ア水(28) (7→50)を加えてアルカリ性とした液にシュウ酸アンモニウム試液 3 mLを加える

とき，白色の沈殿を生じる． 

(２) 本品 0.5 gを水 10 mLに溶かし、ヘキサヒドロキソアンチモン(Ⅴ)酸カリウム試液 10 

mLを加えるとき、白色の結晶性の沈殿を生じる．沈殿の生成を速くするには，ガラス棒で

試験管の内壁をこする． 

(３) 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉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又は標準品の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． 

注：欧州薬局方、米国薬局方では標準品のスペクトルと比較する。 

ｐＨ〈2.54〉 本品 2.0 gを水 10 mLに溶かした液の pHは 6.5 ～ 8.0である． 

純度試験 

(１) 塩化物〈1.03〉 本品 0.70 gを水に溶かし，20 mLとする．この液に希硝酸 30 mL

を加え，30分間放置し，ろ過する．ろ液 10 mLをとり，水を加えて 50 mLとする．これ

を検液とし，試験を行う．比較液は 0.01 mol/L塩酸 0.40 mLに希硝酸 6 mLと水を加えて

50 mLとする．必要ならば両液をろ過し、検液及び比較液に 17 g/L硝酸銀液を 1 mLずつ

加え、光を避け、５分間放置する．検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃くない(0.10％

以下)． 

(２) エデト酸二ナトリウム 本品 1.00 gをとり，水 50 mLに溶かし，pH 10.7のアンモ

ニア・塩化アンモニウム緩衝液 5 mLを加え，0.01 mol/L塩化マグネシウム液で滴定〈2.50〉
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するとき，その量は 3.0 mL以下である(指示薬：エリオクロムブラック T・塩化ナトリウム

指示薬 40 mg)．ただし，滴定の終点は液の青色が赤紫色に変わるときとする(1.0％以下)． 

(３) ニトリロ三酢酸 

本操作は遮光した容器を用いて行う．本品 0.100 gをとり，溶解液に溶かし，正確に 25 mL

とし，試料溶液とする．別にニトリロ三酢酸 40.0 mgをとり，溶解液に溶かし，正確に 100 

mLとする．この液 1 mLを正確にとり，試料溶液 0.1 mLを加え，更に溶解液を加えて正

確に 100 mLとし，標準溶液とする．ろ過した試料溶液及び標準溶液 20 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〉により試験を行う．それぞれの液のニト

リロ三酢酸のピーク面積 AT 及び AS を測定するとき，AT は AS より大きくない(0.1％以

下)． 

溶解液：硫酸鉄(Ⅲ)五水和物 10.0 gを 0.5 mol/L硫酸試液 20 mL及び水 780 mLに溶か

し，水酸化ナトリウム試液を加えて pH 2.0に調整し，水を加えて 1000 mLとする． 

試験条件 

検出器：紫外吸光光度計(波長 273 nm) 

カラム：内径 4.6 mm，長さ 10 cmのステンレス管に 5 μmの液体クロマトグラフィー

用グラファイトカーボン(平均孔径 25 nm，比表面積 120 m2/g)を充塡する. 

カラム温度：40℃付近の一定温度  

移動相：硫酸鉄(Ⅲ)五水和物 50.0 mgを 0.5 mol/L硫酸試液 50 mLに溶かし，水 750 

mLを加えた後，0.5 mol/L硫酸試液又は 1 mol/L水酸化ナトリウム試液を加えて pH 

1.5に調整し，エチレングリコール 20 mL及び水を加えて 1000 mLとする． 

流量：毎分 1.0 mL (ニトリロ三酢酸の保持時間約 5分) 

システム適合性 

検出の確認：標準溶液 20 μLにつき，上記の条件で操作するとき，ニトリロ三酢酸の

ピークの SN比は 50以上である． 

システムの性能：標準溶液 20 μLにつき，上記の条件で操作するとき，ニトリロ三酢

酸及びエデト酸の順に溶出し，その分離度は 7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，

ニトリロ三酢酸のピーク面積の相対標準偏差は 1.0％以下である． 

水分〈2.48〉 5.0 ～ 13.0％(0.2 g，容量滴定法，直接滴定)． 

定量法 本品約 0.5 gを精密に量り，水に溶かし，正確に 200 mLとする．この液 20 mLを

正確に量り，水 80 mLを加え，更に希硝酸を加えて pH 2 ～ 3に調整し，0.01 mol/L硝

酸ビスマス液で滴定〈2.50〉する(指示薬：キシレノールオレンジ試液 2滴)．ただし，滴

定の終点は液の黄色が赤色に変わるときとする． 

 

0.01 mol/L硝酸ビスマス液 1 mL  

＝ 3.743 mg C10H12CaN2Na2O8 
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試薬・試液 

ヘキサヒドロキソアンチモン(Ⅴ)酸カリウム試液 ヘキサヒドロキソアンチモン(Ⅴ)酸カ

リウム 2 gに熱水 95 mLを加え，速やかに冷却する．この液に水酸化カリウム溶液(1→

20) 50 mL及び水酸化ナトリウム溶液(17→200)1mLを加え，1日放置した後，ろ過する．

ろ液に水を加え，150mLとする。 

 

ニトリロ三酢酸 C6H9NO6 白色の結晶性の粉末である．融点：約 240℃(分解)． 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉のペースト法により測定するとき，波

数 1718 cm-1，1243 cm-1，1205 cm-1，968 cm-1，903 cm-1，746 cm-1及び 484 cm-1付近

に吸収を認める． 

乾燥減量〈2.41〉 0.5％以下(1 g，105℃，3時間)． 

含量 97.0％以上． 定量法 本品約 0.2 gを精密に量り，水 50 mLに加熱して溶かし，

冷後，0.1 mol/L水酸化ナトリウム液で滴定〈2.50〉する(電位差滴定法)．同様の方法で空試

験を行い，補正する． 

 

0.1 mol/L水酸化ナトリウム液 1 mL＝9.557 mg C6H9NO6 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

注１：次の規格項目は、非調和事項又は日本薬局方独自記載とすることを予定しています． 

① 性状 

② 純度試験 溶状 

③ 純度試験 重金属 

④ 貯法 

 

注２：試薬・試液については、日本薬局方にすでに収載されているものを可能な限り利用で

きるように今後、検討される予定です。 


