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ヘパリンナトリウム 1 

性状の項の次に次を加える． 2 

確認試験 3 
（１）本品 20 mg を核磁気共鳴スペクトル測定用 3-トリメチルシリルプロピオン酸ナトリウム-d4の核磁気共鳴スペク4 
トル測定用重水溶液（1→10000）0.60 mL に溶かし，試料溶液とする．この液につき，核磁気共鳴スペクトル測定用5 
3-トリメチルシリルプロピオン酸ナトリウム-d4 を内部基準物質として核磁気共鳴スペクトル測定法〈2.21〉プロトン6 
共鳴周波数 400 MHz 以上の装置(1)を用いる方法により 1H を測定し，理化学試験用ヘパリンナトリウム標準品につい7 
て同様に操作して得られたスペクトルを比較するとき，両者のスペクトルはδ2.03～2.07 ppm，δ3.25～3.31 ppm，δ8 
5.20～5.26 ppm 及びδ5.39～5.45 ppm の同一化学シフトに同様の強度のシグナルを認める． 9 

試験条件 10 
純度試験（５）の試験条件を準用する． 11 

（２）本品及び理化学試験用ヘパリンナトリウム標準品 1 mg ずつを水 1 mL に溶かし，試料溶液及び標準溶液とする．12 
試料溶液及び標準溶液 20 μL ずつをとり，次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行うとき，試料13 
溶液及び標準溶液から得た主ピークの保持時間は等しい． 14 
試験条件 15 
検出器：紫外吸光光度計（測定波長：202 nm） 16 
カラム：内径 2.0 mm，長さ 7.5 cm のステンレス管に 10 μm の液体クロマトグラフィー用ジエチルアミノエチル17 

基を結合した合成高分子を充てんする． 18 
カラム温度：35℃付近の一定温度 19 
移動相 A：リン酸二水素ナトリウム二水和物 0.4g を水 1000 mL に溶かし，薄めたリン酸(1→10)を加えて pH3.020 

に調整する． 21 
移動相 B：リン酸二水素ナトリウム二水和物 0.4g 及び過塩素酸リチウム 106.4g を水 1000 mL に溶かし，薄めた22 
リン酸(1→10)を加えて pH3.0 に調整する． 23 

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． 24 
 25 

注入後の時間 
（分） 

移動相 A 
(vol%) 

移動相 B 
(vol%) 

0～3 90 10 
3～15 90 → 0 10 → 100 

 26 
流量：毎分 0.2 mL 27 

システム適合性： 28 
システムの性能：過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品 0.10 mg を水 0.20 mL に溶かし，過硫酸化コンドロイチン29 
硫酸標準溶液とする．デルマタン硫酸エステル 1.0 mg を水 2.0 mL に溶かし，デルマタン硫酸エステル標準溶30 
液とする．別に理化学試験用ヘパリンナトリウム標準品 1.0 mg を水 0.60 mL に溶かし，ヘパリンナトリウム標31 
準溶液とする．へパリンナトリウム標準溶液 90 μL，過硫酸化コンドロイチン硫酸標準溶液 30 μL 及びデルマ32 
タン硫酸エステル標準溶液 30 μL を混和し，システム適合性試験用溶液とする．このシステム適合性試験用溶33 
液 20 μL につき，上記の条件で操作するとき，デルマタン硫酸エステル，ヘパリン，過硫酸化コンドロイチン34 
硫酸の順に溶出し，デルマタン硫酸エステルとヘパリンの分離度は 1.0 以上，ヘパリンと過硫酸化コンドロイ35 
チン硫酸の分離度は 1.5 以上である． 36 

純度試験（５）の項を次のように改める． 37 

純度試験 38 
（５） 過硫酸化コンドロイチン硫酸 本品 20 mg を核磁気共鳴スペクトル測定用 3-トリメチルシリルプロピオン酸39 
ナトリウム-d4の核磁気共鳴スペクトル測定用重水溶液（1→10000）0.60 mL に溶かし，試料溶液とする．この液につ40 
き核磁気共鳴スペクトル測定用 3-トリメチルシリルプロピオン酸ナトリウム-d4 を内部基準物質として核磁気共鳴ス41 
ペクトル測定法〈2.21〉プロトン共鳴周波数 400 MHz 以上の装置(1)を用いる方法により 1H を測定するとき，δ2.1342 
～2.17 ppm に過硫酸化コンドロイチン硫酸の N-アセチル基に由来するシグナルを認めない． 43 
試験条件 44 
温度：25℃ 45 
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スピニング：オフ 46 
データポイント数：32,768 47 
スペクトル範囲：DHO のシグナルを中心に±6.0 ppm 48 
パルス角：90゜ 49 
繰り返しパルス待ち時間：20 秒 50 
ダミースキャン：4 回 51 
積算回数：ヘパリンの N-アセチル基のプロトンのシグナルの S/N 比が 1000 以上得られる回数 52 
ウインドウ関数：指数関数(Line broadening factor = 0.2 Hz) 53 

システム適合性 54 
過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品 0.10 mg を核磁気共鳴スペクトル測定用 3-トリメチルシリルプロピオン酸ナ55 
トリウム-d4の核磁気共鳴スペクトル測定用重水溶液（1→10000）1.0 mL に溶かし，標準溶液とする．別に理56 
化学試験用ヘパリンナトリウム標準品 20 mg を 0.40 mL の核磁気共鳴スペクトル測定用重水溶液に溶かす．こ57 
の液に標準溶液 0.20 mL を加えてシステム適合性試験用溶液とする．この液につき，上記の条件で操作すると58 
き，δ2.02～2.06 ppm にヘパリンの N-アセチル基に由来するシグナル，及びδ2.13～2.17 ppm に過硫酸化コン59 
ドロイチン硫酸の N-アセチル基に由来するシグナルを認める． 60 

純度試験（５）の項の次に次を加える． 61 

（６）ガラクトサミン 本品 2.4 mg を水/塩酸混液（7：5）1.0 mL に溶かし，試料原液とする．別に D-グルコサミン62 
塩酸塩及び D-ガラクトサミン塩酸塩 8.0 mg ずつをそれぞれ水/塩酸混液（7：5）に溶かし，正確に 10 mL とし，グル63 
コサミン標準溶液及びガラクトサミン標準溶液とする．グルコサミン標準溶液 99 容量にガラクトサミン標準溶液１64 
容量を加えて標準原液とする．試料原液及び標準原液 500 μL ずつを共栓試験管にとり，それぞれを密栓して 100℃で65 
6 時間加熱する．これらの液を室温まで冷やし，100 μL ずつをとり，減圧乾固する．それぞれの残留物にメタノール66 
50 μL ずつを加え，室温で減圧乾固する．それぞれの残留物を水 10 μL ずつに溶かし，アミノ安息香酸誘導体化試液67 
40 μL ずつを加え，十分に混合し，80℃で 1 時間加熱する．これらの液を室温まで冷やし，減圧乾固する．それぞれ68 
の残留物に，水及び酢酸エチル 200 μL ずつを加え，激しく振り混ぜ，1 分間遠心分離する．上層を除去し，それぞれ69 
の下層に酢酸エチル 200 μL ずつを加え，激しく振り混ぜ，1 分間遠心分離する．下層をそれぞれ試料溶液及び標準溶70 
液とする．試料溶液及び標準溶液 5 μL ずつにつき，次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行うと71 
き，試料溶液のグルコサミンのピーク面積に対するガラクトサミンのピーク面積の比は，標準溶液のグルコサミンの72 
ピーク面積に対するガラクトサミンのピーク面積の比より大きくない． 73 
試験条件 74 
検出器：蛍光光度計（励起波長：305 nm，蛍光波長：360 nm） 75 
カラム：内径 4.6 mm，長さ 15 cm のステンレス管に 3 μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シ76 
リカゲルを充てんする． 77 

カラム温度：45℃付近の一定温度 78 
移動相：水／トリフルオロ酢酸混液（1000：１）100mL にアセトニトリル 100mL を加える．この液 140mL を水79 
／トリフルオロ酢酸混液（1000：１）860mL に加える． 80 

流量：毎分 1.0 mL 81 
面積測定範囲：注入後 50 分間 82 

システム適合性 83 
検出の確認：D-マンノサミン塩酸塩 8.0 mg を水/塩酸混液（7：5）10 mL に溶かし，マンノサミン標準溶液とする．84 
標準原液/マンノサミン標準溶液混液（100：1）500 μL を共栓試験管にとり，密栓して 100℃で 6 時間加熱する．85 
この液を室温まで冷やし，100 μL をとり，減圧乾固する．残留物にメタノール 50 μL を加え，室温で減圧乾固86 
する．残留物を水 10 μL に溶かし，アミノ安息香酸誘導体化試液 40 μL を加え，十分に混合する．この液を 80℃87 
で 1 時間加熱した後，室温まで冷やし，減圧乾固する．残留物に，水及び酢酸エチル 200 μL ずつを加え，激88 
しく振り混ぜ，1 分間遠心分離する．上層を除去し，下層に酢酸エチル 200 μL を加え，激しく振り混ぜ，1 分89 
間遠心分離する．下層をシステム適合性試験用溶液とする．このシステム適合性試験用溶液 5μL につき，上記90 
の条件で試験するとき，グルコサミンのピーク面積に対するガラクトサミンのピーク面積の比は，0.7～2.0%91 
である． 92 

システムの性能：システム適合性試験用溶液 5μL につき，上記の条件で試験するとき，グルコサミン，マンノサ93 
ミン及びガラクトサミンの順に溶出し，グルコサミンとマンノサミン及びマンノサミンとガラクトサミンの分94 
離度はそれぞれ 1.5 以上である． 95 
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システムの再現性：システム適合性試験用溶液 5 μL につき，上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき，グルコサ96 
ミンのピーク面積に対するガラクトサミンのピーク面積の比の相対標準偏差は 4.0 % 以下である． 97 

 98 
----------------------------------------------------------- 99 

９．０１ 標準品の項に次を追加する． 100 

理化学試験用ヘパリンナトリウム標準品 確認試験，純度試験 101 

９．０１ 標準品の項の過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品を次のように改める． 102 

過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品 確認試験，純度試験 103 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する 104 

アミノ安息香酸誘導体化試液：アミノ安息香酸エチル 280 mg にメタノール 600 μLを加え，約 50℃に加温して溶かし，105 
酢酸 170 μL，及びボラン-ピリジン錯体 145 μL を加える． 106 

過塩素酸リチウム LiClO4・HCl 含量 98%以上． 107 

D-ガラクトサミン塩酸塩 C6H13NO5・HCl 含量 98%以上． 108 

D-グルコサミン塩酸塩 C6H13NO5・HCl 含量 98%以上． 109 

デルマタン硫酸エステル ブタ皮をアルカリ抽出後，プロテアーゼ消化し，アルコール分画法により精製したムコ多糖．110 
セルロースアセテート膜電気泳動を行うとき，単一バンドである． 111 

ボラン-ピリジン錯体 C5H8BN 含量 80%以上． 112 

D-マンノサミン塩酸塩 C6H13NO5・HCl 含量 98%以上． 113 


