
028-1606.pdf 

ラウリル硫酸ナトリウム 1 

Sodium Lauryl Sulfate 2 

C12H25NaO4S：288.38 3 

Monosodium monododecyl sulfate 4 

[151-21-3] 5 

次のように改める． 6 

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7 

各条である． 8 

なお，三薬局方で調和されていない部分は「◆ ◆」又は「◇ ◇」9 

で囲むことにより示す． 10 

本品はラウリル硫酸ナトリウムを主成分とするアルキル硫11 

酸ナトリウムの混合物である． 12 

本品は定量するとき，アルキル硫酸ナトリウム[ラウリル13 

硫酸ナトリウム(C12H25NaO4S)として] 85.0 ％以上を含む． 14 

◆性状 本品は白色～淡黄色の結晶又は粉末で，僅かに特異な15 

においがある． 16 

本品はエタノール(95)にやや溶けにくい． 17 

本品1 gは水10 mLに澄明に又は混濁して溶ける．◆ 18 

確認試験 19 

(１) 本品2.5 gを石英製又は白金製のるつぼに入れ，5 20 

mol/L硫酸試液2 mLを加える．水浴上で加熱し，次に注意21 

してバーナーで徐々に温度を上げて強熱した後，できれば電22 

気炉に入れ，600±25℃で強熱し，残留物を完全に灰化する．23 

冷後，1 mol/L硫酸試液数滴を加え，再び同様に加熱及び強24 

熱する．冷後，炭酸アンモニウム試液数滴を加え，蒸発乾固25 

した後，更に同様に強熱する．冷後，残留物を水50 mLに溶26 

かし，かき混ぜる．この液2 mLにヘキサヒドロキソアンチ27 

モン(Ⅴ)酸カリウム試液4 mLを加えるとき，白色の結晶性28 

の沈殿を生じる．必要ならば，ガラス棒で試験管の内壁をこ29 

する． 30 

(２) 本品の水溶液(1→10)に塩酸を加えて酸性とし，20分31 

間煮沸するとき，沈殿を生じない．この液に塩化バリウム試32 

液を加えるとき，白色の沈殿を生じる． 33 

(３) 本品0.1 gを水10 mLに溶かし，振り混ぜるとき，著34 

しく泡立つ． 35 

(４) (3)の水溶液0.1 mLにメチレンブルー試液0.1 mL及び36 

希硫酸2 mLを加え，更にジクロロメタン2 mLを加え，振り37 

混ぜるとき，ジクロロメタン層は濃青色を呈する． 38 

純度試験 39 

(１) アルカリ 本品1.0 gを水100 mLに溶かし，フェノー40 

ルレッド試液0.1 mLを加え，0.1 mol/L塩酸で滴定〈2.50〉す41 

るとき，その消費量は0.5 mL以下である． 42 

(２) 塩化ナトリウム 本品約5 gを精密に量り，水50 mL43 

に溶かし，必要ならば希硝酸を加えて中性とし，0.1 mol/L44 

塩化ナトリウム試液5 mLを正確に加え，0.1 mol/L硝酸銀液45 

で滴定〈2.50〉する(指示薬：フルオレセインナトリウム試液46 

2滴)．ただし，滴定の終点は液の黄緑色が黄色を経て，だい47 

だい色を呈するときとする．同様の方法で空試験を行い，補48 

正する． 49 

0.1 mol/L硝酸銀液1 mL＝5.844 mg NaCl 50 

塩化ナトリウム(NaCl：58.44)の量は次の硫酸ナトリウム51 

(Na2SO4：142.04)の量と合わせて8.0％以下である． 52 

(３) 硫酸ナトリウム 本品約1 gを精密に量り，水10 mL53 

に溶かし，エタノール(95) 100 mLを加えて沸点近くで2時54 

間加熱し，温時，沈殿をガラスろ過器(G4)でろ過し，沸騰エ55 

タノール(95) 100 mLで洗う．ガラスろ過器の残留物を水56 

150 mLで溶かして洗い込み，希塩酸10 mLを加えて沸騰す57 

るまで加熱し，塩化バリウム試液25 mLを加え，一夜放置す58 

る．沈殿をろ取し，洗液に硝酸銀試液を加えても混濁を生じ59 

なくなるまで水で洗い，沈殿をろ紙とともに乾燥し，徐々に60 

温度を上げ500 ～ 600℃で恒量になるまで強熱した後，質量61 

を量り，硫酸バリウム(BaSO4：233.39)の量とする． 62 

硫酸ナトリウム(Na2SO4)の量(mg) 63 

＝硫酸バリウム(BaSO4)の量(mg) × 0.6086 64 

(４) 未反応アルコール 本品約10 gを精密に量り，水100 65 

mLに溶かし，エタノール(95) 100 mLを加えて分液漏斗に66 

入れ，ペンタン50 mLずつで3回抽出する．乳化して分離し67 

にくいときは，塩化ナトリウムを加える．ペンタン抽出液の68 

全量を合わせ，水50 mLずつで3回洗い，無水硫酸ナトリウ69 

ムで脱水し，次に液をろ過し，ろ液を質量既知のビーカーに70 

とり，水浴上でペンタンを留去する．残留物を105℃で30分71 

間乾燥し，放冷した後，質量を量るとき，残留物の量は72 

4.0％以下である． 73 

◇水分〈2.48〉 5.0％以下(0.5 g，容量滴定法，直接滴定)．◇ 74 

◇総アルコール量 本品約5 gを精密に量り，水150 mL及び塩75 

酸50 mLを加え，還流冷却器を付け，4時間煮沸する．冷後，76 

ジエチルエーテル75 mLずつで2回抽出し，ジエチルエーテ77 

ル抽出液を合わせ，水浴上でジエチルエーテルを留去し，次78 

に105℃で30分間乾燥し，質量を量るとき，その量は59.0％79 

以上である．◇ 80 

定量法 本品約1.15 gを精密に量り，水を加え，必要ならば加81 

温して溶かし，正確に1000 mLとする．この液20 mLを100 82 

mLの共栓付きメスシリンダーに正確にとり，ジクロロメタ83 

ン15 mLと臭化ジミジウム－パテントブルー混合試液10 mL84 

を加えて振り混ぜる．強く振り混ぜながら0.004 mol/Lベン85 

ゼトニウム塩化物液で滴定〈2.50〉し，次の滴定の前に層の86 

分離を確認し，終点はジクロロメタン層の淡赤色が灰青色に87 

変わるときとする． 88 

0.004 mol/Lベンゼトニウム塩化物液1 mL 89 

＝1.154 mg C12H25NaO4S 90 

◆貯法 容器 密閉容器．◆ 91 

 92 

----------------------------------------------------------- 93 

９．２１ 容量分析用標準液の項に次を追加する． 94 

0.004 mol/Lベンゼトニウム塩化物液   95 

1000 mL中ベンゼトニウム塩化物(C27H42ClNO2：448.08) 96 

1.7923 gを含む． 97 

調製 定量用ベンゼトニウム塩化物を105℃で4時間乾燥した98 

後，その1.792 gを水に溶かし，正確に1000 mLとし，次の標99 

定を行う． 100 

標定 調製したベンゼトニウム塩化物液10 mLを正確に量り，101 
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薄めた希塩酸(1→2)を滴下してpH 2.6～3.4に調整し，メチル102 

オレンジ試液1滴を加えて液が赤色を呈するまで0.02 mol/Lテ103 

トラフェニルホウ酸ナトリウム液で滴定〈2.50〉し，ファクタ104 

ーを計算する． 105 

0.02 mol/Lテトラフェニルホウ酸ナトリウム液1 mL 106 

＝8.962 mg C27H42ClNO2  107 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 108 

臭化ジミジウム C20H18BrN3 赤色～暗褐色の結晶性粉末又109 

は粉末である． 110 

確認試験 111 

(１) 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭112 

化カリウム錠剤法により測定するとき，波数3300 cm-1，113 

1619 cm-1，1489 cm-1，1470 cm-1，1422 cm-1及び1316 cm-1114 

付近に吸収を認める． 115 

(２) 本品の水溶液(1→1000)は臭化物の定性反応(1)〈1.09〉116 

を呈する． 117 

臭化ジミジウム－パテントブルー混合試液 臭化ジミジウム118 

0.5 g及びパテントブルー0.25 gをそれぞれ加温した水／エタ119 

ノール(99.5)混液(9：1) 30 mLずつに溶かし，両液を合わせ，120 

水／エタノール(99.5)混液(9：1)を加えて250 mLとする．こ121 

の液20 mLをとり，薄めた硫酸(7→675) 270 mL及び水を加122 

えて500 mLとする． 123 

貯法 遮光して保存する． 124 

パテントブルー C27H31N2NaO6S2 赤紫褐色～暗赤褐色の結125 

晶性粉末～粉末，又は塊である． 126 

確認試験 127 

(１) 本品5 mgにエタノール(99.5) 20 mLを加えるとき，128 

濃青色を呈する． 129 

(２) 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭130 

化カリウム錠剤法により測定するとき，波数1580 cm-1，131 

1420 cm-1，1340 cm-1，1180 cm-1，1150 cm-1，1070 cm-1，132 

1030 cm-1，910 cm-1，790 cm-1，700 cm-1及び620 cm-1付近133 

に吸収を認める． 134 

 135 

 136 

 137 


