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9.41 試薬・試液 1 

以下の試薬・試液を次のように改める． 2 

スチレン－マレイン酸交互共重合体部分ブチルエステル スチ3 

レンと無水マレイン酸をクメンを溶媒として重合し，無水マ4 

レイン酸基に1－ブタノール又は水を付加したもの．平均分5 

子量約1600．本品は白色～微黄白色の粉末である． 6 

確認試験 本品5 mgをとり，炭酸水素ナトリウム溶液(1→7 

15)に溶かし，10 mLとする．この液につき，紫外可視吸光8 

度測定法〈2.24〉により吸収スペクトルを測定するとき，波9 

長256 ～ 260 nmに吸収の極大を示し，波長251 ～ 256 nm10 

に吸収の肩を示す． 11 

吸光度〈2.24〉 E 
 1% 
 1cm (258 nm)：6.3 ～ 7.3 [脱水物に換算し12 

たもの5 mg，炭酸水素ナトリウム溶液(1→15)，10 mL]． 13 

純度試験  14 

(ⅰ) 試液 15 

溶液A 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ16 

ンジオール36.6 gを1 mol/L塩酸試液48 mL，N,N,N’,N’－17 

テトラメチルエチレンジアミン0.23 mL及び水に溶かし，18 

100 mLとする． 19 

溶液B アクリルアミド33.3 g及びN,N’－メチレンビスア20 

クリルアミド0.89 gを水に溶かし，100 mLとする．遮光21 

して冷所に保存する． 22 

溶液C 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ23 

ンジオール5.98 gを1 mol/L塩酸試液48 mL，N,N,N’,N’－24 

テトラメチルエチレンジアミン0.46 mL及び水に溶かし，25 

100 mLとする． 26 

溶液D アクリルアミド10.0 g及びN,N’－メチレンビスア27 

クリルアミド2.5 gを水に溶かし，100 mLとする．遮光し28 

て冷所に保存する． 29 

溶液E リボフラビン4 mgを水に溶かし，100 mLとする．30 

遮光して冷所に保存する． 31 

溶液F 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ32 

ンジオール3.0 g及びグリシン14.4 gを水に溶かし，500 33 

mLとする． 34 

試料用緩衝液 溶液C 50 mLに水20 mL及びグリセリン溶35 

液(3→5) 10 mLを加える． 36 

(ⅱ) ゲル 37 

分離ゲル 溶液A 2.5 mLと溶液B 7.5 mLを混合する．こ38 

の混合液及び用時調製したペルオキソ二硫酸アンモニウム39 

溶液(7→5000) 10 mLを減圧で脱気した後，混合する．こ40 

の液を内径5 mm，長さ10 cmのガラス管に下端から7 cm41 

まで流し込み，その上に水を静かに重層し，60分間静置42 

してゲル化させる．ゲル化終了後，重層した水を除く． 43 

濃縮ゲル 溶液C 1 mL，溶液D 2 mL，溶液E 1 mL及び44 

水4 mLを混合した濃縮ゲル溶液を分離ゲルの上に0.2 mL45 

流し込み，その上に水を静かに重層し，蛍光灯下で60分46 

間静置してゲル化させる．ゲル化終了後，重層した水を除47 

く． 48 

(ⅲ) 試料溶液 本品3.0 mgを試料用緩衝液に溶かし，20 49 

mLとする． 50 

(ⅳ) 操作法 ゲルを電気泳動装置に取り付ける．上部電51 

極槽(陰極)に溶液F 200 mL及びブロモフェノールブルー52 

溶液(1→100000) 2 mLの混合液を加え，下部電極槽(陽極)53 

に溶液F 300 mLを加える．試料溶液100 μLを正確に量り，54 

ゲルの上部に静かに重層した後，室温で泳動する．ブロモ55 

フェノールブルーの帯が濃縮ゲル内を移動中は，ゲル1本56 

当たり2 mAの電流を通じ，分離ゲル内を移動中は，ゲル57 

1本当たり4 mAの電流を通じる．ブロモフェノールブル58 

ーの帯が分離ゲル上端から5 cmに達したとき，泳動を終59 

了させる． 60 

(ⅴ) 測定 デンシトメーターを用いて波長600 nmにお61 

ける吸光度よりスチレン－マレイン酸交互共重合体部分ブ62 

チルエステルのピーク面積AT及びそれ以外のピークの合63 

計面積Aを測定する．次式によりスチレン－マレイン酸交64 

互共重合体部分ブチルエステルの量を求めるとき，98.0％65 

以上である． 66 

スチレン－マレイン酸交互共重合体部分ブチルエステルの67 

量(％) 68 

＝AT／(AT ＋ A) × 100 69 

水分〈2.48〉 10.0％以下(10 mg，電量滴定法)． 70 

p－トルエンスルホンアミド CH3C6H4SO2NH2 白色の結晶71 

又は結晶性の粉末である．融点：約137℃． 72 

純度試験 類縁物質 本品30 mgをアセトンに溶かし，正確73 

に200 mLとした液10 μLにつき，薄層クロマトグラフィー74 

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75 

クロロホルム／メタノール／シクロヘキサン／薄めたアンモ76 

ニア水(28) (10→11)混液(200：100：60：23)を展開溶媒と77 

して約12 cm展開した後，薄層板を風乾する．これを110℃78 

で10分間加熱し，直ちに塩素に2分間さらした後，薄層板の79 

原線より下の部分にヨウ化カリウムデンプン試液1滴を滴加80 

したとき極めて薄い青色を呈するまで冷風を当てる．これに81 

ヨウ化カリウムデンプン試液を均等に噴霧するとき，Rf値約82 

0.6の主スポット以外のスポットを認めない． 83 

ネオカルチノスタチン・スチレン－マレイン酸交互共重合体部84 

分ブチルエステル2対3縮合物 ネオカルチノスタチンとスチ85 

レン－マレイン酸交互共重合体部分ブチルエステルが2：386 

の割合でアミド結合したもの．平均分子量約28400．本品は87 

微黄色の粉末である． 88 

確認試験 本品4 mgをとり，pH 7.0の0.05 mol/Lリン酸塩89 

緩衝液に溶かし，10 mLとする．この液につき，紫外可視吸90 

光度測定法〈2.24〉により吸収スペクトルを測定するとき，91 

波長266 ～ 270 nmに吸収の極大を示し，波長257 ～ 262 92 

nm，286 ～ 291 nm及び318 ～ 348 nmに吸収の肩を示す．93 

吸光度〈2.24〉 E 
 1% 
 1cm (268 nm)：13.0 ～ 17.5 (脱水物に換94 

算したもの4 mg，pH 7.0の0.05 mol/Lリン酸塩緩衝液，10 95 

mL)． 96 

純度試験  97 

(ⅰ) 試液 98 

溶液A 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ99 

ンジオール36.6 gを1 mol/L塩酸試液48 mL，N,N,N’,N’－100 

テトラメチルエチレンジアミン0.23 mL及び水に溶かし，101 

100 mLとする． 102 

溶液B アクリルアミド33.3 g及びN,N’－メチレンビスア103 
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クリルアミド0.89 gを水に溶かし，100 mLとする．遮光104 

して冷所に保存する． 105 

溶液C 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ106 

ンジオール5.98 gを1 mol/L塩酸試液48 mL，N,N,N’,N’－107 

テトラメチルエチレンジアミン0.46 mL及び水に溶かし，108 

100 mLとする． 109 

溶液D アクリルアミド10.0 g及びN,N’－メチレンビスア110 

クリルアミド2.5 gを水に溶かし，100 mLとする．遮光し111 

て冷所に保存する． 112 

溶液E リボフラビン4 mgを水に溶かし，100 mLとする．113 

遮光して冷所に保存する． 114 

溶液F 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパ 115 

ンジオール3.0 g及びグリシン14.4 gを水に溶かし，500 116 

mLとする． 117 

試料用緩衝液 溶液C 50 mLに水20 mL及びグリセリン溶118 

液(3→5) 10 mLを加える． 119 

(ⅱ) ゲル 120 

分離ゲル 溶液A 2.5 mLと溶液B 7.5 mLを混合する．こ121 

の混合液及び用時調製したペルオキソ二硫酸アンモニウム122 

溶液(7→5000) 10 mLを減圧で脱気した後，混合する．こ123 

の液を内径5 mm，長さ10 cmのガラス管に下端から7 cm124 

まで流し込み，その上に水を静かに重層し，60分間静置125 

してゲル化させる．ゲル化終了後，重層した水を除く． 126 

濃縮ゲル 溶液C 1 mL，溶液D 2 mL，溶液E 1 mL及び127 

水4 mLを混合した濃縮ゲル溶液を分離ゲルの上に0.2 mL128 

流し込み，その上に水を静かに重層し，蛍光灯下で60分129 

間静置してゲル化させる．ゲル化終了後，重層した水を除130 

く． 131 

(ⅲ) 試料溶液 本品3.0 mgを，試料用緩衝液に溶かし，132 

10 mLとする． 133 

(ⅳ) 操作法 ゲルを電気泳動装置に取り付ける．上部電極134 

槽(陰極)に溶液F 200 mL及びブロモフェノールブルー溶135 

液(1→100000) 2 mLの混合液を加え，下部電極槽(陽極)に136 

溶液F 300 mLを加える．試料溶液100 μLを正確に量り，137 

ゲルの上部に静かに重層した後，室温で泳動する．ブロモ138 

フェノールブルーの帯が濃縮ゲル内を移動中は，ゲル1本139 

当たり2 mAの電流を通じ，分離ゲル内を移動中は，ゲル140 

1本当たり4 mAの電流を通じる．ブロモフェールブルー141 

の帯が分離ゲル上端から5 cmに達したとき，泳動を終了142 

させる． 143 

(ⅴ) 測定 デンシトメーターを用いて波長600 nmにおけ144 

る吸光度よりネオカルチノスタチン・スチレン－マレイン145 

酸交互共重合体部分ブチルエステル2対3縮合物のピーク146 

面積AT及びそれ以外のピークの合計面積Aを測定し，次式147 

によりネオカルチノスタチン・スチレン－マレイン酸交互148 

共重合体部分ブチルエステル2対3縮合物の量を求めると149 

き，90.0％以上である． 150 

ネオカルチノスタチン・スチレン－マレイン酸交互共重合151 

体部分ブチルエステル2対3縮合物の量(％) 152 

＝AT／(AT ＋ A) × 100 153 

水分〈2.48〉 12.0％以下(10 mg，電量滴定法)． 154 

以下の試薬・試液を削除する． 155 

2－アセトアミドグルタルイミド 156 

チミン 157 

トリクロロ酢酸試液，セラペプターゼ用 158 

 159 


