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ペグインターフェロン アルファ－2b (遺伝1 

子組換え) 2 

Peginterferon Alfa-2b (Genetical Recombination) 3 

 4 

 5 

CDLPQTHSLG SRRTLMLLAG MRRISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA 6 

ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI 7 

QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KKKKYSPCAW EVVRAEIMRS 8 

FSLSTNLQES LRSKE 9 
 10 

C1, H7, K31, H34, K49, K83, K112, K121, Y129, K131, K133,  11 

K134, S163 及び K164, PEG化部位 12 

ポリエチレングリコールの結合様式 13 

 14 

* N末端Cys残基のα－アミノ基，Lys残基のε－アミノ基，His15 

残基のイミダゾール基，Tyr，Ser残基の水酸基 16 

C858H1349N229O252S9：19192.86 (タンパク質部分) 17 

[215647-85-1] 18 

本品の本質は，PEG(ポリエチレングリコール)化された遺19 

伝子組換えインターフェロンアルファ－2bであり(分子量：20 

38000 ～ 44000)，アミノ酸残基(Cys-1, His-7, Lys-31, His-21 

34, Lys-49, Lys-83, Lys-112, Lys-121, Tyr-129, Lys-131, 22 

Lys-133, Lys-134, Ser-163及びLys-164)の一箇所に1分子の23 

メトキシポリエチレングリコール(平均分子量：約12000)が24 

カルボニル基を介して共有結合している．遺伝子組換えイン25 

ターフェロンアルファ－2bは，ヒトインターフェロンアル26 

ファのバリアントの一つであり，23及び34番目のアミノ酸27 

残基がそれぞれArg及びHisである165個のアミノ酸残基から28 

なるタンパク質である．本品は水溶液である． 29 

本品は定量するとき，1 mL当たり3.68 ～ 5.82 mgのタン30 

パク質を含み，タンパク質1 mg当たり4.8× 10
7
 ～ 8.7 × 31 

10
7単位を含む． 32 

製造要件 インターフェロンアルファ－2b (遺伝子組換え)を33 

重要中間体とし，試験方法と適否の判定基準を定める．イン34 

ターフェロンアルファ－2b (遺伝子組換え)の試験のうち，35 

確認試験には，ペプチドマップ，純度試験には，脱アミド体，36 

N-末端メチオニル化体，宿主細胞由来タンパク質，テトラ37 

サイクリン，アイソフォームに関する試験が含まれる．イン38 

ターフェロンアルファ－2b (遺伝子組換え)は，DNA残存量39 

が基準値以下となることが確認された方法により精製される．40 

PEG化工程で用いられる試薬は，メトキシポリエチレング41 

リコールスクシンイミジルカーボネートであり，置換率，エ42 

ンドトキシン，残留溶媒，トリエチルアミンに関する試験が43 

設定されている．PEG化反応後の精製工程では，ジペグイ44 

ンターフェロン含量が基準値以下となるように溶出画分を選45 

択する． 46 

性状 本品は無色～微黄色の，澄明又は乳濁した液である． 47 

確認試験  48 

(１) 定量法(2)を行うとき，12列目の液の呈する色は1列目49 

の液の呈する色より濃くない． 50 

(２) 定量法(1)で得た試料溶液及び標準溶液のクロマトグ51 

ラムを比較するとき，試料溶液及び標準溶液から得た主ピー52 

クの形状及び保持時間は等しい． 53 

分子量 純度試験(1)により試験を行う．分子量標準溶液から54 

得た各分子量マーカー (分子量14400，20100，30000，55 

43000及び67000のタンパク質)のバンドの移動距離から，縦56 

軸を分子量の対数，横軸を移動距離とする検量線を作成する．57 

試料溶液から得た主バンドの移動距離を求め，検量線より分58 

子量を算出するとき，分子量は38000 ～ 44000である． 59 

等電点 本品適量をとり，希釈液を加えて1 mL中にタンパク60 

質0.2 mgを含むように調製し，試料溶液とする．別に確認61 

試験用ペグインターフェロンアルファ－2b標準品適量をと62 

り，1 mL中にタンパク質0.2 mgを含む液となるように希釈63 

液を加え，標準溶液とする．別に確認試験用インターフェロ64 

ンアルファ－2b標準品適量をとり，1 mL中にタンパク質40 65 

μgを含む液となるように希釈液を加え，対照溶液とする．66 

別にペグインターフェロンアルファ－2b用等電点マーカー67 

適量をとり，1 mL中にタンパク質2 mgを含む液となるよう68 

に希釈液を加え，等電点標準溶液とする．試料溶液，標準溶69 

液，対照溶液及び等電点標準溶液25 μLにつき，次の条件で70 

等電点電気泳動法により試験を行い，各バンドの陰極側から71 

の移動距離を測定する．片対数グラフ上において対数軸に等72 

電点をとり，他方に移動距離をとり，等電点マーカーの各バ73 

ンドの位置をプロットし，各点を直線で結ぶ．試料溶液，標74 

準溶液及び対照溶液から得た染色バンドの移動距離から等電75 

点を求めるとき，試料溶液から得た主バンドの等電点は5.7 76 

～ 6.1である． 77 

希釈液：グリセリン30 mLに0.08 mol/Lリシン溶液を加え78 

て100 mLとする． 79 

試験条件 80 

装置：垂直型等電点電気泳動装置 81 

平板ゲル：等電点電気泳動用5％ポリアクリルアミド平82 

板ゲル(サイズ8 cm × 8 cm，厚さ1.0 mm，等電点測83 

定範囲pH 3 ～ 7) 84 

電気泳動：装置の上部の槽に陰極液150 mL以上を注ぎ，85 

平板ゲルの各ウェルに試料溶液，標準溶液，対照溶液86 

及び等電点標準溶液を入れた後，陽極液300 mL以上87 

を下部の槽に注ぐ．ゲル1枚当たり約2 Wの定電力で88 

約2.5時間通電する． 89 

陰極液：pH10.1の0.004 mol/Lリシン溶液 90 

陽極液：pH2.4の0.0002 moI/Lリン酸溶液 91 

固定及び染色法：装置から平板ゲルを外し，トリクロロ92 

酢酸溶液(23→100)／5－スルホサリチル酸二水和物93 

溶液(69→1000)混液(1：1)適量に1時間以上浸す．固94 

定液を除き，コロイダルクーマシーブルー試液に一夜95 

浸した後，透明な背景にバンドが見えるようになるま96 

で水でゲルを脱色する． 97 

システム適合性 98 

(1) 等電点3 ～ 7において等電点マーカーのバンドが確99 

認でき，ゲルのレーン全体に分布している． 100 

(2) 標準溶液の主バンドの等電点は5.7 ～ 6.1の範囲であ101 

る． 102 
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(3) 対照溶液の等電点は6.0 ～ 6.3の範囲である． 103 

タンパク質プロファイル 定量法(1)で得た試料溶液25 μLにつ104 

き，次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験105 

を行い，各々のピーク面積を自動積分法により測定する．面106 

積百分率法によりそれらの量を求めるとき，モノペグインタ107 

ーフェロンアルファ－2bは90.6％以上，ジペグインターフ108 

ェロンアルファ－2bは7.5％以下，遊離インターフェロンア109 

ルファ－2bは2.4％以下であり，その他のタンパク質は0.5％110 

以下である．また，その他のタンパク質の合計量は1.0％以111 

下である． 112 

試験条件 113 

検出器，カラム，カラム温度，移動相及び流量は定量法114 

(1)の試験条件を準用する． 115 

面積測定範囲：27分間 116 

システム適合性 117 

定量法(1)のシステム適合性を準用する． 118 

ｐＨ〈2.54〉 6.8 ～ 7.1 119 

修飾部位異性体 本品適量をとり，1 mL中にタンパク質0.2 120 

mgを含む液となるように移動相Aを加える．この液を適量121 

とり，濃縮用チューブ(分画分子量10000用又は同等のもの)122 

に移し，残液の量が約100 μLになるまで遠心ろ過する．残123 

液に移動相A 2 mLを加えた後，残液の量が約100 μLになる124 

まで遠心ろ過する．濃縮用チューブを逆さにし，あらかじめ125 

風袋質量を測定した受用チューブを装着し，遠心ろ過し，残126 

液を回収する．受用チューブの質量から回収した残液の質量127 

を求めた後，1 mL中にタンパク質0.2 mgを含む液となるよ128 

うに移動相Aを加え，試料溶液とする．別に確認試験用ペグ129 

インターフェロンアルファ－2b標準品を適量とり，表示量130 

に従い1 mL中にタンパク質0.2 mgを含む液となるように移131 

動相Aを加えた後，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とす132 

る．試料溶液及び標準溶液100 μLずつを正確にとり，以下133 

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．134 

試料溶液から得たクロマトグラムに検出された各ピークを6135 

グループに分け，更に標準溶液から得たクロマトグラムには136 

認められないピークをその他のピークとし，試料溶液の各々137 

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138 

りそれらの量を求めるとき，グループ1は4.9 ～ 12.9％，グ139 

ループ2は42.9 ～ 54.4％，グループ3は14.3 ～ 21.1％，グ140 

ループ4は5.0 ～ 8.7％，グループ5は12.3 ～ 19.5％，グルー141 

プ6は2.1％以下であり，その他は0.5％以下である．また，142 

その他の合計量は1.0％以下である． 143 

グループ1：グループ2の主ピークの直前に溶出する3 ～ 5本144 

のピーク 145 

グループ2：保持時間約8 ～ 13分の主ピーク 146 

グループ3：グループ2の主ピークの直後に溶出する3 ～ 4本147 

のピーク 148 

グループ4：グループ3のピークの直後に溶出する3本のピー149 

ク 150 

グループ5：グループ4のピークの直後に溶出する1本のピー151 

ク 152 

グループ6：グループ5のピークの約13 ～ 17分後に溶出する153 

1本のピーク 154 

試験条件 155 

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：214 nm) 156 

カラム：内径7.5 mm，長さ7.5 cmのステンレス管に粒157 

子径10 μmの液体クロマトグラフィー用陽イオン交換158 

スルホプロピル化シリカゲルを充塡する． 159 

カラム温度：28℃付近の一定温度 160 

移動相A：移動相B 250 mLに水を加えて2000 mLとし，161 

水酸化ナトリウム飽和溶液又はリン酸を加えてpH 162 

5.90 ～ 5.95に調整する． 163 

移動相B：リン酸二水素ナトリウム一水和物22.1 gを水164 

1800 mLに溶かし，水酸化ナトリウム飽和溶液を加165 

えてpH 5.90 ～ 5.95に調整した後，更に水を加えて166 

2000 mLとする． 167 

移動相の送液：移動相A及び移動相Bの混合比を次のよ168 

うに変えて濃度勾配制御する． 169 

注入後の時間 

(分) 

移動相A 

(vol％) 

移動相B 

(vol％) 

0 ～ 50 95 →   0     5 → 100 

50 ～ 55 0 100 

55 ～ 57   0 → 95 100 →   5 

57 ～70 95 5 

流量：主ピークの保持時間が10 ～ 15分となるように調170 

整する． 171 

面積測定範囲：70分間 172 

システム適合性 173 

検出の確認：標準溶液100 μLにつき，上記の条件で操174 

作するとき，グループ4の3本のピーク中最も保持時175 

間の長いピークのSN比は10以上である． 176 

システムの性能：標準溶液100 μLにつき，上記の条件177 

で操作するとき，確認試験用ペグインターフェロンア178 

ルファ－2b標準品のクロマトグラムと同様のパター179 

ンを示す． 180 

純度試験 181 

(１) 不純物1 本品適量をとり，1 mL中にタンパク質50 182 

μgを含む液となるように水を加え，更に希釈液で2倍に薄め，183 

試料溶液とする．別に確認試験用ペグインターフェロンアル184 

ファ－2b標準品適量をとり，表示量に従い1 mL中にタンパ185 

ク質50 μgを含む液となるように水を加え，更に希釈液で2186 

倍に薄め，ペグインターフェロン標準溶液とする．別に確認187 

試験用インターフェロンアルファ－2b標準品適量をとり，188 

表示量に従い，1 mL中にタンパク質28 μgを含む液となるよ189 

うに水を加え，更に希釈液で2倍に薄め，インターフェロン190 

標準溶液とする．さらにこの液適量をとり，1 mL中にタン191 

パク質0.5 μgを含む液となるように薄めた希釈液(1→2)を加192 

え，染色感度確認溶液とする．別にペグインターフェロンア193 

ルファ－2b用分子量マーカーをとり，1 mL中に各タンパク194 

質約3 μgを含む液となるように薄めた希釈液(1→2)に溶かし，195 

分子量標準溶液とする．試料溶液，ペグインターフェロン標196 

準溶液，インターフェロン標準溶液，染色感度確認溶液及び197 

分子量標準溶液を水浴中で2分間加熱する．試料溶液，ペグ198 

インターフェロン標準溶液，インターフェロン標準溶液及び199 

染色感度確認溶液各20 μL並びに分子量標準溶液10 μLにつ200 

き，次の条件でSDS－ポリアクリルアミドゲル電気泳動法201 

により試験を行う．試料溶液から得た各々の染色バンドにつ202 

き，積算吸光度(IOD)を測定し，百分率法によりそれらの量203 

を求めるとき，遊離インターフェロンアルファ－2b，モノ204 
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ペグインターフェロンアルファ－2b及びジペグインターフ205 

ェロンアルファ－2b以外の合計量は2.0％以下である． 206 

希釈液：pH 6.8の0.126 mol/Lのトリス緩衝液50 mLにグ207 

リセリン20 mL，ラウリル硫酸ナトリウム10 g，ブロモ208 

フェノールブルー0.1 g及び2－メルカプトエタノール5 209 

mLを加えて溶かし，更にpH 6.8の0.126 mol/Lのトリ210 

ス緩衝液を加えて100 mLとする． 211 

試験条件 212 

装置：垂直型スラブゲル電気泳動槽及び定電圧電源装置213 

からなる電気泳動装置 214 

平板ゲル：14％ポリアクリルアミド平板ゲル(トリス・215 

グリシン用) (サイズ8 cm × 8 cm，厚さ1 mm) 216 

泳動用緩衝液：2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－217 

1,3－プロパンジオール2.9 g，グリシン14.4 g及びラ218 

ウリル硫酸ナトリウム1 gを水に溶かし，1000 mLと219 

する． 220 

電気泳動：125 Vの定電圧で通電する．ブロモフェノー221 

ルブルーの泳動先端がゲルの下端に到達したら泳動を222 

停止する． 223 

染色法：ゲルをメタノール／水／酢酸(l00)混液(5：4：224 

1)に2時間以上浸して脱色した後，水ですすぎ，グル225 

タルアルデヒド溶液(1→10)中に30分間浸し，水で20226 

分間ずつ3回洗う．次に暗所でペグインターフェロン227 

アルファ－2b用銀染色液に5分間ゲルを浸し，ゲルを228 

すばやく水で洗った後，染色感度確認溶液から遊離イ229 

ンターフェロンアルファ－2bに相当するバンドが得230 

られるまでクエン酸一水和物5 mgを水に溶かし，ホ231 

ルムアルデヒド液50 μL及び水を加えて100 mLとし232 

た液中に浸す．ゲルを水で3回以上すすぐ． 233 

解析装置：デンシトメーター又は画像解析により積算吸234 

光度(IOD)を測定する装置 235 

システム適合性 236 

(1) 試料溶液及びペグインターフェロン標準溶液の主237 

バンドの染色強度は同様であり，それぞれモノペグイ238 

ンターフェロンアルファ－2b及び遊離インターフェ239 

ロンアルファ－2bに相当するバンドが確認できる． 240 

(2) 各標準溶液に含まれるタンパク質の染色バンドが241 

得られている． 242 

(3) 全ての分子量マーカーの染色バンドは，ゲルのレ243 

ーンの約80％の範囲に分布している． 244 

(4) 染色感度確認溶液から遊離インターフェロンアル245 

ファ－2bに相当するバンドが得られている． 246 

(5) 分子量標準溶液から得た各分子量マーカー(分子量247 

14400，20100，30000，43000及び67000のタンパク248 

質)のバンドの移動距離から，縦軸を分子量の対数，249 

横軸を移動距離とする検量線を作成する．ペグインタ250 

ーフェロン標準溶液より得た主バンドの移動距離から251 

分子量を算出するとき，分子量は38000 ～ 44000で252 

ある． 253 

(２) 不純物2 次の条件で(1)と同様に操作する．試料溶液254 

から得た各々の染色バンドにつき，積算吸光度(IOD)を測定255 

し，百分率法によりそれらの量を求めるとき，遊離インター256 

フェロンアルファ－2b，モノペグインターフェロンアルフ257 

ァ－2b及びジペグインターフェロンアルファ－2b以外の合258 

計量は3.5％以下である． 259 

希釈液：pH 6.8の0.126 mol/Lのトリス緩衝液50 mLにグ260 

リセリン20 mL，ラウリル硫酸ナトリウム10 g及びブロ261 

モフェノールブルー0.1 gを加えて溶かし，更にpH 6.8262 

の0.126 mol/Lのトリス緩衝液を加えて100 mLとする． 263 

試験条件 264 

試験条件は(1)を準用する．  265 

システム適合性 266 

システム適合性は(1)を準用する．ただし，システム適267 

合性(5)は除く． 268 

(３) モノメトキシポリエチレングリコール－12000 本品269 

を試料溶液とする．別にモノメトキシポリエチレングリコー270 

ル－12000 0.15 gを正確に量り，水を加え，必要ならば約271 

40℃に加温して溶かし，正確に100 mLとし，標準溶液とす272 

る．試料溶液のタンパク質約0.5mgに対応する容量並びに標273 

準溶液10，15，20，25，及び30 μLを正確にとり，次の条274 

件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行い，ピ275 

ーク面積を測定する．標準溶液につき，注入量に対するモノ276 

メトキシポリエチレングリコール－12000のピーク面積の検277 

量線を作成し，試料溶液から得たモノメトキシポリエチレン278 

グリコール－12000のピーク面積から本品中のモノメトキシ279 

ポリエチレングリコール－12000の量を求めるとき，5.9％280 

以下である． 281 

モノメトキシポリエチレングリコール－12000の量(％) 282 

＝X／W × 100 283 

X：検量線から求めたモノメトキシポリエチレングリコー284 

ル－12000の量(μg) 285 

W：試料溶液の採取量(μL) 286 

試験条件 287 

検出器：蒸発光散乱検出器 288 

検出器温度：50℃ 289 

カラム：内径4.6 mm，長さ15 cmのステンレス管に粒290 

子径5 μm，孔径300Åの液体クロマトグラフィー用291 

ブチルシリル化シリカゲルを充塡する． 292 

カラム温度：35℃付近の一定温度 293 

移動相A：薄めたトリフルオロ酢酸(1→1000) 294 

移動相B：アセトニトリル／薄めたトリフルオロ酢酸(1295 

→1000)混液(9：1) 296 

移動相の送液：移動相A及び移動相Bの混合比を次のよ297 

うに変えて濃度勾配制御する． 298 

注入後の時間   

(分) 

移動相A   

(vol％) 

移動相B   

(vol％) 

0 ～ 13 95 →   5   5 → 95 

13 ～ 20   5 95 

20 ～ 30   5 → 95 95 →   5 

流量：毎分1.0 mL 299 

システム適合性 300 

(1) 確認試験用ペグインターフェロンアルファ－2b標301 

準品のタンパク質約0.3 mgに対応する容量につき，302 

上記の条件で操作するとき，モノメトキシポリエチレ303 

ングリコール－12000，ペグインターフェロンアルフ304 

ァ－2bの順に溶出し，その分離度は1.5以上である． 305 
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(2) 標準溶液のピーク面積から得た検量線の決定係数306 

(r
2
)は0.98以上である． 307 

(3) 標準溶液及び試料溶液におけるモノメトキシポリ308 

エチレングリコール－12000の溶出時間の差は0.3分309 

以内である． 310 

定量法 311 

(１) タンパク質含量 本品適量を正確に量り，1 mL中に312 

タンパク質約1 mgを含む液となるように希釈液を加え，試313 

料溶液とする．別にペグインターフェロンアルファ－2b標314 

準品1個をとり，水適量に溶かす．この液適量を正確に量り，315 

1 mL中にタンパク質0.2 mgを含む液となるように希釈液を316 

正確に加え，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液25 μL317 

ずつを正確にとり，次の条件で液体クロマトグラフィー318 

〈2.01〉により，試験を行い，試料溶液のモノペグインターフ319 

ェロンアルファ－2b，ジペグインターフェロンアルファ－320 

2b，遊離インターフェロンアルファ－2bのピーク面積ATM，321 

ATD及びATY並びに標準溶液のモノペグインターフェロンア322 

ルファ－2b，ジペグインターフェロンアルファ－2b，遊離323 

インターフェロンアルファ－2bのピーク面積ASM，ASD及び324 

ASYを測定する． 325 

希釈液：ポリソルベート80 1 mLに水を加え，100 mLと326 

する．この液1 mLにpH 7.0の0.05 mol/Lリン酸ナトリ327 

ウム緩衝液を加え，100 mLとする． 328 

タンパク質濃度(mg/mL) 329 

＝MS × (ATM ＋ ATD ＋ ATY)／(ASM ＋ ASD ＋ ASY) × D 330 

MS：標準溶液のタンパク質濃度(mg/mL) 331 

D：試料溶液調製時の希釈倍数 332 

試験条件 333 

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：214 nm) 334 

カラム：内径8.0 mm，長さ50 cmのステンレス管に5 335 

μmの液体クロマトグラフィー用ヒドロキシプロピル336 

シリル化シリカゲル(分画分子量：4000 ～ 数十万)を337 

充塡する． 338 

カラム温度：25℃付近の一定温度 339 

移動相：pH 6.8のリン酸塩緩衝液／アセトニトリル混340 

液(4：1) 341 

流量：毎分1.0 mL 342 

システム適合性 343 

検出の確認：確認試験用インターフェロンアルファ－344 

2b標準品を適量とり，1 mL中にタンパク質0.25 μgを345 

含む液となるように希釈液を加える．この液25 μLに346 

つき，上記の条件で操作するとき，遊離インターフェ347 

ロンアルファ－2bのピークを検出できる． 348 

システムの性能：確認試験用ペグインターフェロンアル349 

ファ－2b標準品を適量とり，1 mL中にタンパク質1 350 

mgを含む液となるように希釈液を加える．この液25 351 

μLにつき，上記の条件で操作するとき，ジペグイン352 

ターフェロンアルファ－2b，モノペグインターフェ353 

ロンアルファ－2b，遊離インターフェロンアルフ354 

ァ－2bの順に溶出し，ジペグインターフェロンアル355 

ファ－2bのピークとモノペグインターフェロンアル356 

ファ－2bのピークの分離度は1.0以上である． 357 

システムの再現性：標準溶液25 μLにつき，上記の条件358 

で試験を4回繰り返すとき，モノペグインターフェロ359 

ンアルファ－2bの保持時間の相対標準偏差は2.0％以360 

下であり，ASM，ASD及びASYの合計の相対標準偏差は361 

3.0％以下である． 362 

(２) 比活性 本品適量を正確に量り，1 mL中に約600単363 

位を含む液となるようにペグインターフェロンアルファ－364 

2b用細胞培養液を加え，試料溶液とする．別にペグインタ365 

ーフェロンアルファ－2b標準品1個を水0.7 mLに溶かす．こ366 

の液適量を正確に量り，表示量に従い，1 mL中に600単位367 

を含む液となるようにペグインターフェロンアルファ－2b368 

用細胞培養液を加え，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶369 

液につき次の操作法で試験を行い，力価を求める． 370 

操作法 371 

96穴の培養プレートを横長(8行×12列)に使用し，試料溶372 

液50 μLずつを1列目の1行目及び4行目又は5行目及び8行目373 

の穴に分注し，標準溶液50 μLずつを1列目の2行目及び3行374 

目又は6行目及び7行目の穴に分注する．全穴にペグインタ375 

ーフェロンアルファ－2b用細胞培養液50 μLずつを分注する．376 

1列目の各穴の液をよく混ぜた後，その50 μLずつを正確に377 

量り，同じ行の2列目の穴に加える．この操作を12列目まで378 

繰り返し，培養プレート上で試料溶液及び標準溶液の2倍階379 

段希釈を行い試験プレートとする．次にペグインターフェロ380 

ンアルファ－2b用細胞培養液を用いて細胞数を1 mL中に381 

3.15 × 10
5
 ～ 3.85 × 10

5個含む液となるように調製した細382 

胞懸濁液100 μLずつを各穴に分注し，炭酸ガス濃度を4 ～ 383 

6％に，温度を36 ～ 37℃に調節した炭酸ガス培養器中で約4384 

時間培養する．培養後，各穴にEMCウイルス液50 μLずつ385 

を分注した後，炭酸ガス培養器に戻し，更に16 ～ 21時間培386 

養する．別に培養プレート2枚につき，ペグインターフェロ387 

ンアルファ－2b用細胞培養液50 μLずつを1列目の1行目～4388 

行目の穴に分注し，標準溶液50 μLずつを1列目の5行目～8389 

行目の穴に分注した後，試験プレートと同様に操作し，対照390 

プレートとする．16 ～ 21時間の培養途中で，対照プレート391 

を取り出し，各穴の液を捨て，クリスタルバイオレット染色392 

液50 ～ 100 μLずつを各穴に分注し，10分以上放置した後，393 

各穴の液を捨て，各穴を水で洗う．1行目～4行目の穴の細394 

胞を観察するとき，0 ～ 10％の細胞が染色されており5行目395 

～8行目の穴の細胞を観察するとき，ほぼ50％の細胞が染色396 

されている穴が4 ～ 9列目に認められたとき，試験プレート397 

を取り出し，各穴の液を捨て，3-(4,5-ジメチルチアゾール-398 

2-イル)-2,5-ジフェニル-2H-テトラゾリウム臭化物0.5 gをペ399 

グインターフェロンアルファ－2b用細胞培養液に溶かし，400 

100 mLとした液50 μLずつを各穴に分注した後，炭酸ガス401 

培養器に戻して3時間以上培養する．培養後，ラウリル硫酸402 

ナトリウムの0.01 mol/L塩酸試液溶液(1→10) 100 μLずつを403 

各穴に分注し，炭酸ガス培養器に戻して一夜培養する．培養404 

後，培養プレートの各穴の液につき紫外可視吸光度測定法405 

〈2.24〉により，690 nmで引いた基線からの570 nmにおけ406 

る吸光度を測定する．培養プレートの各穴の吸光度値から空407 

試験区域の吸光度の平均値を減じた補正吸光度を算出し，補408 

正吸光度を縦軸に，培養プレートの列番号を横軸にとり，試409 

料溶液及び標準溶液につき，補正吸光度をプロットし，各点410 

を結ぶ．グラフ上において，それぞれ最大補正吸光度の411 
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50％の値を示す列番号を求め，それぞれx及びyとする．次412 

式により力価(単位/mL)を求め，(1)で求めたタンパク質含量413 

に対する生物学的活性の比を算出する． 414 

力価(単位/mL)＝標準溶液の力価(単位/mL) × 2
x-y × D 415 

2：階段希釈倍数 416 

D：試料溶液調製時の希釈倍数 417 

システム適合性 418 

試験プレート上の標準溶液から得た最大補正吸光度の419 

50％の値を示す列番号は4  ～  9の範囲である． 420 

貯法 421 

保存条件 －80℃で保存する． 422 

容器 気密容器． 423 

----------------------------------------------------------- 424 

９．０１ 標準品(1)の項に次を追加する． 425 

確認試験用インターフェロンアルファ－2b標準品 426 

確認試験用ペグインターフェロンアルファ－2b標準品 427 

ペグインターフェロンアルファ－2b標準品 428 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 429 

EMC ウ イ ル ス  マ ウ ス 脳 心 筋 炎 ウ イ ル ス430 

(Encephalomyocarditis(EMC)ウイルス(例えばATCC VR－431 

129又はVR－129B))．Vero細胞を用いて培養する．培養上432 

清を集め，ウイルス力価を求め，少量を分注して－70℃以433 

下に保存する． 434 

銀染色液，ペグインターフェロンアルファ－2b用 水酸化ナ435 

トリウム76 mg，アンモニア水(28) 1.4 mL及び硝酸銀0.8 g436 

を水に溶かし，水を加えて100 mLとする．遮光して保存す437 

る． 438 

クリスタルバイオレット染色液 クリスタルバイオレット15 439 

mg及び塩化ナトリウム5 mgを水／エタノール(95)／ホルム440 

アルデヒド混液(20：10：1) 17.05 mLに溶かす． 441 

グルタルアルデヒド C5H8O2 油状の液体． 442 

コロイダルクーマシーブルー試液 電気泳動用に製造したもの． 443 

細胞培養液，ペグインターフェロンアルファ－2b用 アール444 

の塩類を含むイーグルの最小必須培地(EMEM)に不活化牛胎445 

児血清(終濃度：10％)，炭酸水素ナトリウム(終濃度：2.7 446 

mg/mL)，ヘペス－生理食塩緩衝液(終濃度：0.02 mol/L)，447 

L－グルタミン(終濃度：0.004 mol/L)，ペニシリン・ストレ448 

プトマイシン(終濃度：ペニシリン125 U/mL，ストレプトマ449 

イシン：125 μg/mL)を加える． 450 

細胞，ペグインターフェロンアルファ－2b用 ヒト包皮由来451 

二倍体細胞(HFB4細胞)をペグインターフェロンアルファ－452 

2b用細胞培養液を用いて培養し保存する．保存細胞はフラ453 

スコ及びローラーボトルを用いて，36.5℃±0.5℃で培養す454 

る．継代は5 ～ 10日ごとに，細胞をトリプシン処理して剥455 

がし，1：2に薄めて培養する． 456 

等電点マーカー，ペグインターフェロンアルファ－2b用 pH 457 

3 ～ 10の範囲内に既知の等電点を持つ8種類のタンパク質458 

(アミログルコシダーゼ[pI：3.50]，大豆トリプシンインヒビ459 

ター[pI：4.55]，β－ラクトグロブリンA [pI：5.20]，ウシ460 

炭酸脱水酵素b [pI：5.85]，ヒト炭酸脱水酵素b [pI：6.55]，461 

ウマミオグロビン[酸性側バンドのpI：6.85，塩基性側バン462 

ドのpI：7.35]，レンチルレクチン[酸性側バンドのpI：8.15，463 

中間バンドのpI：8.45，塩基性側バンドのpI：8.65]，トリ464 

プシノーゲン[pI：9.30])を含む等電点電気泳動用のタンパク465 

質混合物． 466 

トリス緩衝液，0.126 mol/L，pH 6.8 2－アミノ－2－ヒドロ467 

キシメチル1, 3－プロパンジオール15.3 gを水約800 mLに溶468 

かし，塩酸でpH 6.8に調整した後，水を加えて1000 mLと469 

する． 470 

分子量マーカー，ペグインターフェロンアルファ－2b用 471 

α－ラクトアルブミン(分子量14400)，大豆トリプシンイン472 

ヒビター(分子量20100)，ウシ炭酸脱水酵素(分子量30000)，473 

卵白アルブミン(分子量43000)及びウシ血清アルブミン(分子474 

量67000)を含む電気泳動用のタンパク質混合物． 475 

モノメトキシポリエチレングリコール－12000 白色の頼粒状476 

の粉末 477 

分子量 11000 ～ 13000 478 

多分散性 1.1以下 479 

含湿度 0.50％以下 480 

純度 (ポリエチレングリコールジオール) 1.0％以下 481 

貯法 －30℃以下で保存する． 482 

リン酸塩緩衝液，pH 6.8 リン酸二水素ナトリウム一水和物483 

27.6 g及び無水硫酸ナトリウム28.4 gを水1800 mLに溶かし，484 

水酸化ナトリウムを加えてpH 6.8に調整した後，水を加え485 

て2000 mLとする． 486 

リン酸ナトリウム緩衝液，0.05 mol/mL，pH 7.0 無水リン酸487 

水素二ナトリウム3.55 gを水450 mLに溶かし，リン酸を加488 

えてpH 7.0に調整した後，水を加えて500 mLとする． 489 

リン酸二水素ナトリウム一水和物 NaH2PO4・H2O  490 

９．４２ クロマトグラフィー用担体・充塡剤の項に次を追加する． 491 

陽イオン交換スルホプロピル化シリカゲル，液体クロマトグラ492 

フィー用 液体クロマトグラフィー用に製造したもの． 493 

 494 

 495 


