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7.03 輸液用ゴム栓試験法 1 

次のように改める． 2 

輸液用ゴム栓は，輸液として用いる注射剤に使用する内容3 

100 mL以上の容器に用いるゴム栓(プラスチック等の材料でコ4 

ーティング又はラミネートしたものを含む．)をいう．使用す5 

るゴム栓は内容医薬品と物理的又は化学的に作用してその性状6 

又は品質に影響を与えないもので，また，微生物の侵入を防止7 

し，内容輸液の使用に支障を与えないものであり，次の規格に8 

適合する． 9 

1. カドミウム 10 

ゴム栓を水で洗い，室温で乾燥した後，細かく切り，よく混11 

ぜた後，その2.0 gを白金製又は石英製るつぼにとり，硫酸2 12 

mLで潤し，徐々に加熱して乾固した後，450～500 ℃で灰化13 

する．もし灰化が不十分ならば硫酸1 mLで潤し，加熱して乾14 

固し，灰化する．必要ならばこの操作を繰り返す．冷後，残留15 

物を水で潤し，塩酸2～4 mLを加え，水浴上で蒸発乾固し，更16 

に塩酸1～5 mLを加え，加温して溶かす．次にクエン酸一水和17 

物溶液(1→2)／塩酸混液(1：1) 0.5～1 mL及び加熱した酢酸ア18 

ンモニウム溶液(2→5) 0.5～1 mLを加える．不溶物が残るとき19 

はガラスろ過器でろ過する．得られた液にクエン酸水素二アン20 

モニウム溶液(1→4) 10 mL及びブロモチモールブルー試液2滴21 

を加え，液の色が黄色から緑色になるまでアンモニア試液を加22 

える．これに硫酸アンモニウム溶液(2→5) 10 mL及び水を加23 

えて100 mLとする．次にN,N－ジエチルジチオカルバミン酸24 

ナトリウム三水和物溶液(1→20) 20 mLを加えて混和し，数分25 

間放置した後，4－メチル－2－ペンタノン20 mLを加え，激26 

しく振り混ぜる．これを静置して4－メチル－2－ペンタノン27 

層を分取し，必要ならばろ過し，試料溶液とする．別にカドミ28 

ウム標準液10 mLを正確にとり，クエン酸水素二アンモニウム29 

溶液(1→4) 10 mL及びブロモチモールブルー試液2滴を加え，30 

以下試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする．試料溶液及び31 

標準溶液につき，次の条件で原子吸光光度法〈2.23〉により試32 

験を行うとき，試料溶液の吸光度は標準溶液の吸光度以下であ33 

る． 34 

使用ガス： 35 

可燃性ガス アセチレン又は水素 36 

支燃性ガス 空気 37 

ランプ：カドミウム中空陰極ランプ 38 

波長：228.8 nm 39 

2. 鉛 40 

鉛標準液1 mLを正確にとり，クエン酸水素二アンモニウム41 

溶液(1→4) 10 mL及びブロモチモールブルー試液2滴を加え，42 

以下1の試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする．1の試料43 

溶液及び標準溶液につき，次の条件で原子吸光光度法〈2.23〉44 

により試験を行うとき，試料溶液の吸光度は標準溶液の吸光度45 

以下である． 46 

使用ガス： 47 

可燃性ガス アセチレン又は水素 48 

支燃性ガス 空気 49 

ランプ：鉛中空陰極ランプ 50 

波長：283.3 nm 51 

3. 溶出物試験 52 

ゴム栓を水で洗った後，室温で乾燥する．表面積が約150 53 

cm2になるように試料をとり，これを硬質ガラス製容器に入れ，54 

水300 mLを正確に加え，適当に密栓する．これを121 ℃で155 

時間高圧蒸気滅菌した後，硬質ガラス製容器を取り出して室温56 

になるまで放置し，速やかにゴム栓を除き，この液を試験液と57 

する．別に水につき，同様の方法で空試験液を調製する．試験58 

液及び空試験液につき，次の試験を行う． 59 

3.1. 性状 60 

試験液は無色澄明で，空試験液を対照とし，層長10 mmで61 

波長430 nm及び650 nmの透過率を測定するとき，それぞれ62 

99.0 ％以上である． 63 

3.2. ｐＨ〈2.54〉 64 

試験液及び空試験液20 mLずつをとり，これに塩化カリウム65 

1.0 gを水に溶かして1000 mLとした液1 mLずつを加え，両液66 

のpHを測定するとき，その差は1.0以下である． 67 

3.3. 亜鉛 68 

試験液10 mLを正確にとり，薄めた希硝酸(1→3)を加えて正69 

確に20 mLとし，試料溶液とする．別に原子吸光光度用亜鉛標70 

準液1 mLを正確にとり，薄めた希硝酸(1→3)を加えて正確に71 

20 mLとし，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液につき，72 

次の条件で原子吸光光度法〈2.23〉により試験を行うとき，試73 

料溶液の吸光度は標準溶液の吸光度以下である． 74 

使用ガス： 75 

可燃性ガス アセチレン 76 

支燃性ガス 空気 77 

ランプ：亜鉛中空陰極ランプ 78 

波長：213.9 nm 79 

3.4. 過マンガン酸カリウム還元性物質 80 

試験液100 mLを共栓三角フラスコにとり，0.002 mol/L過マ81 

ンガン酸カリウム液10 mLを加え，さらに希硫酸5 mLを加え，82 

3分間煮沸する．冷後，これにヨウ化カリウム0.10 gを加えて83 

密栓し，振り混ぜて10分間放置した後，0.01 mol/Lチオ硫酸ナ84 

トリウム液で滴定〈2.50〉する(指示薬：デンプン試液5滴)．別85 

に空試験液100 mLを用い，同様に操作する．0.002 mol/L過マ86 

ンガン酸カリウム液の消費量の差は2.0 mL以下である． 87 

3.5. 蒸発残留物 88 

試験液100 mLをとり，水浴上で蒸発乾固し，残留物を89 

105 ℃で1時間乾燥するとき，その量は2.0 mg以下である． 90 

3.6. 紫外吸収スペクトル 91 

試験液につき，空試験液を対照とし，紫外可視吸光度測定法92 

〈2.24〉により試験を行うとき，波長220～350 nmにおける吸93 

光度は0.20以下である． 94 

4.細胞毒性試験 95 

細胞毒性試験は，輸液用ゴム栓の培地抽出液の細胞毒性を評96 

価することによって，ゴム栓中の毒性物質を検出するためのも97 

のである．本法以外にも，適切な標準試験方法を用いることが98 

できる．ただし，試験結果に疑義が生じた場合には，結果の判99 

定は本法によるものとする．なお，試験に用いる培地，試薬及100 

び試液については規定するもののほか，当該試験の目的にかな101 

うものを用いることができる． 102 

4.1. 細胞株 103 

細胞株はL929細胞(ATCC. CCL1)又はV79細胞(JCRB0603)104 

とする．ただし，あらかじめコロニー形成性や結果の再現性を105 
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検定し，それらが記載した細胞株とほぼ同等であれば，他の細106 

胞株を用いることができる． 107 

4.2. 培地 108 

(ⅰ) L929細胞用には，イーグル最少必須培地にウシ胎児血清109 

を10 vol％になるように加えた培地を用いる． 110 

(ⅱ) V79細胞用には，イーグル最少必須培地1000 mLに非必須111 

アミノ酸試液及び100 mmol/Lピルビン酸ナトリウム試液10 112 

mLずつを加え，さらにウシ胎児血清を5 vol％になるように加113 

えたM05培地を用いる．なお，M05培地と同等の感度が得ら114 

れる場合には，L929細胞用の培地を用いることができる． 115 

4.3. 対照材料及び対照物質 116 

(ⅰ) 陰性対照材料：高密度ポリエチレンフィルム 117 

(ⅱ )陽性対照材料A：ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛を118 

0.1 ％含有するポリウレタンフィルム 119 

(ⅲ) 陽性対照材料B：ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛を120 

0.25 ％含有するポリウレタンフィルム 121 

(ⅳ) 対照物質：ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛又はジブチル122 

ジチオカルバミン酸亜鉛 123 

4.4. 操作法 124 

(ⅰ) 試験試料：ゴム栓をそのまま試験試料とする．対照材料は，125 

2×15 mm角程度に細切して用いる． 126 

(ⅱ) 試料溶液の調製：試験試料をスクリューキャップ式ガラス127 

瓶又はプラスチック製滅菌遠心沈殿管にとり，軽く栓をし，清128 

浄なアルミニウム箔で覆い，121 ℃で15分間高圧蒸気滅菌す129 

る．試験試料が高圧蒸気滅菌に耐えない場合は，適切な条件で130 

酸化エチレン(EO)ガス滅菌を行い，残留EOガスの影響のない131 

ように十分にエアレーションを行う．試験試料の表面積60 132 

cm2又は質量1 g当たり10 mLの培地を加えて軽く栓をした後，133 

炭酸ガス濃度5 ％，温度37 ℃に維持した炭酸ガス培養器に移134 

し，24時間静置して抽出する．対照材料には1 g当たり10 mL135 

の培地を加えて同様に抽出する．抽出液をあらかじめ高圧蒸気136 

滅菌したスクリューキャップ式ガラス瓶又はプラスチック製滅137 

菌遠心沈殿管に移し，これを100 ％試料溶液とする．この試料138 

溶液を新鮮な培地を用いて2倍ずつの系列希釈を行い，50 ％，139 

25 ％，12.5 ％，6.25 ％，3.13 ％などの試料溶液とする． 140 

(ⅲ) 細胞浮遊液の調製：細胞を培養しておいたプラスチック製141 

滅菌培養容器(フラスコ又はディッシュ)から培地を除き，細胞142 

毒性試験用リン酸塩緩衝液適当量を静かに加える．培養容器を143 

ゆっくり2，3回傾けて細胞層を洗った後，細胞毒性試験用リ144 

ン酸塩緩衝液を捨てる．トリプシン試液を細胞層が露出しない145 

程度に加え，培養容器の栓又は蓋をして，炭酸ガス濃度5 ％，146 

温度37 ℃に維持した炭酸ガス培養器に入れ，1～2分間放置す147 

る．培養容器を炭酸ガス培養器から取り出し，顕微鏡ではがれ148 

具合を観察する．培養容器を軽くたたき細胞がはがれることを149 

確認し，培地適当量を加え，静かにピペッティングして，細胞150 

を培養容器壁面から完全にはがす．この液をプラスチック製滅151 

菌遠心沈殿管に移し，遠心分離する．上清を捨て，新しい細胞152 

毒性試験用リン酸塩緩衝液を適当量加えて，ピペッティングし153 

た後，再度遠心分離する．上清を捨て，新しい培地を一定量加154 

えた後，静かにピペッティングして，均一な細胞浮遊液を作る．155 

血球計算盤を用いて細胞濃度を測る． 156 

(ⅳ) 細胞毒性試験：細胞浮遊液を培地で薄めて，細胞濃度を157 

100個/mLにする．この0.5 mLずつをプラスチック製滅菌培養158 

プレート(24穴)の各穴に分注する．培養プレートを炭酸ガス濃159 

度5 ％，温度37 ℃に維持した炭酸ガス培養器中で4～24時間静160 

置して，細胞をプレートの底面に接着させる．培養プレートの161 

各穴の培地を捨て，先に調製した種々の濃度の試料溶液又は新162 

しい培地0.5 mLをそれぞれ別の穴に加える．それぞれの濃度163 

の試料溶液あるいは新しい培地について，それぞれ少なくとも164 

3穴を使用する．培養プレートは直ちに炭酸ガス培養器に戻し165 

所定の期間培養する．培養期間はL929細胞では7～9日間，166 

V79細胞では6～7日間とする．培養終了後，培養プレートから167 

試料溶液などを捨て，メタノール又は希ホルムアルデヒド試液168 

を適当量加えて，約30分間放置して細胞を固定する．各穴か169 

らメタノール又は希ホルムアルデヒド試液を捨て，希ギムザ試170 

液を適当量加える．コロニーがよく染色されたのを確認した後，171 

希ギムザ試液を捨て，水洗，乾燥後，各穴のコロニー数を数え172 

る．各濃度の試料溶液でのコロニー数を平均し，その値を培地173 

のみのときのコロニー数の平均値で除して，当該試料溶液濃度174 

のコロニー形成率(％)を算出する．片対数グラフ用紙の対数軸175 

に試料溶液濃度(％)を，もう片方の軸にコロニー形成率をとり，176 

得られた結果をプロットし，増殖阻害曲線を得る．この曲線か177 

ら，コロニー形成率が50 ％となる試料溶液濃度(IC50 (％))を読178 

み取る． 179 

なお，必要に応じて対照材料又は対照物質を試験して，試験180 

の感度や再現性を確かめることが望ましい． 181 

4.5. 判定 182 

IC50 (％)は90 ％以上である． 183 

5. 急性毒性試験 184 

細胞毒性試験に適合しない場合，急性毒性試験を実施する． 185 

試料溶液につき，空試験液を対照とし，次の条件で試験を行186 

うとき，適合する． 187 

5.1.  試料溶液及び空試験液の調製 188 

ゴム栓を水及び注射用水で順次洗い，汚染を避けて室温で乾189 

燥する．これを硬質ガラス製容器に入れ，試料質量の10倍量190 

の生理食塩液を加え，適当に密栓する．これを121℃で1時間191 

高圧蒸気滅菌した後，硬質ガラス製容器を取り出して室温にな192 

るまで放置し，これを試料溶液とする．別に同様の方法で空試193 

験液を調製する． 194 

5.2. 試験条件 195 

(ⅰ) 試験動物：体重17～25 gの均一系又は純系の雌雄いずれ196 

かのマウスを用いる． 197 

(ⅱ) 操作法：試験動物は各群を5匹とし，試験動物の体重1 198 

kgにつき，それぞれ50 mLを静脈内注射する．なお，動物愛199 

護の観点から，まず各群3匹の動物を使用し，その判定結果適200 

合であれば各群2匹を追加して使用するなど，少数ずつ数段階201 

に分けて投与する方法を推奨する． 202 

5.3. 判定 203 

注射後72時間観察するとき，体重減少，異常又は死亡を認204 

めない． 205 

----------------------------------------------------------- 206 

９．２２ 標準液の項の以下の標準液を改める． 207 

亜鉛標準液，原子吸光光度用 亜鉛標準原液10 mLを正確に量208 

り，水を加えて正確に1000 mLとする．用時調製する．こ209 

の液1 mLは亜鉛(Zn) 0.01 mgを含む． 210 

原子吸光光度用亜鉛標準液 亜鉛標準液，原子吸光光度用 を211 
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見よ． 212 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 213 

L－アスパラギン一水和物 C4H8N2O3・H2O [K8021，特級] 214 

イーグル最少必須培地 塩化ナトリウム6.80 g，塩化カリウム215 

400 mg，無水リン酸二水素ナトリウム115 mg，硫酸マグネ216 

シウム93.5 mg (無水物として)，塩化カルシウム200 mg (無217 

水物として)，ブドウ糖1.00 g，L－アルギニン塩酸塩126 218 

mg，L－リシン塩酸塩73.0 mg，L－システイン塩酸塩一水219 

和物31.4 mg，L－チロシン36.0 mg，L－ヒスチジン塩酸塩220 

一水和物42.0 mg，L－イソロイシン52.0 mg，L－ロイシン221 

52.0 mg，メチオニン15.0 mg，フェニルアラニン32.0 mg，222 

L－トレオニン48.0 mg，L－トリプトファン10.0 mg，L－バ223 

リン46.0 mg，コハク酸75.0 mg，コハク酸ナトリウム六水224 

和物100 mg，重酒石酸コリン1.8 mg，葉酸1.0 mg，ミオイ225 

ノシトール2.0 mg，ニコチン酸アミド1.0 mg，D－パントテ226 

ン酸カルシウム1.0 mg，ピリドキサール塩酸塩1.0 mg，リ227 

ボフラビン0.1 mg，チアミン塩酸塩1.0 mg，ビオチン0.02 228 

mg，フェノールレッド6.0 mgを水1000 mLに溶かし，229 

121℃で15分間高圧蒸気滅菌し，室温まで冷却した後，別に230 

滅菌した10％炭酸水素ナトリウム試液22 mL及びグルタミ231 

ン試液10 mLを加える．  232 

ギムザ試液，希 ギムザ試液を，リン酸二水素カリウム4.54 g233 

及び無水リン酸水素二ナトリウム4.75 gを水に溶かして1000 234 

mLとした液で50倍に薄め，ろ過して不溶物を除く．用時調235 

製する． 236 

グルタミン試液 L－グルタミン2.92 gを水に溶かし，100 mL237 

とし，孔径0.22 μm以下のメンブランフィルターでろ過して238 

滅菌する． 239 

高密度ポリエチレンフィルム 細胞毒性試験用に製造された細240 

胞毒性作用の認められないもの． 241 

ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 [(C2H5)2NCSS]2Zn 白色242 

～薄い黄色の粉末である．融点：177～182 ℃． 243 

含量 94.0～108.0 ％． 定量法 本品0.8 gを精密に量り，244 

水50 mL及び薄めた塩酸(1→3) 15 mLを加えた後，煮沸して245 

溶かす．冷後，pH 10.7のアンモニア・塩化アンモニウム緩246 

衝液40 mLを加え，0.1 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水247 

素二ナトリウム液で滴定〈2.50〉する(指示薬：エリオクロム248 

ブラックT試液0.1 mL)．ただし，滴定の終点は液の色が赤249 

から青に変わるときとする． 250 

0.1 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液1 251 

mL 252 

＝ 36.19 mg [(C2H5)2NCSS]2Zn 253 

ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛 [(C4H9)2NCSS]2Zn 白色254 

の粉末である．融点 106～110 ℃． 255 

含量 95.0 ％以上．定量法 本品1.0 gを精密に量り，水10 256 

mL及び塩酸5 mLを加えて溶かした後，加熱板上で蒸発乾固257 

する．残留物に薄めた塩酸(1→3) 15 mLを加えて加温して258 

溶かし，水50 mL及びpH 10.7のアンモニア・塩化アンモニ259 

ウム緩衝液40 mLを加え，0.1 mol/Lエチレンジアミン四酢260 

酸二水素二ナトリウム液で滴定〈2.50〉する(指示薬：エリオ261 

クロムブラックT試液0.1 mL)．ただし，滴定の終点は液の262 

色が赤から青に変わるときとする． 263 

0.1 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液1 264 

mL 265 

＝ 47.41 mg [(C4H9)2NCSS]2Zn  266 

炭酸水素ナトリウム試液，10 ％ 炭酸水素ナトリウム10 gを267 

水に溶かし，100 mLとし，気密状態で121 ℃で15分間高圧268 

蒸気滅菌するか，孔径0.22 μm以下のメンブランフィルター269 

でろ過して滅菌する． 270 

トリプシン ウシ膵臓又はブタ膵臓より製し，次の試験に適合271 

するもの又は生化学用に製造したもの．白色～淡黄色の結晶272 

又は粉末である． 273 

乾燥減量 5.0 ％以下(60 ℃，減圧，4時間)． 274 

含量 本品1 mgは220トリプシン単位以上を含む． 定量法 275 

(ⅰ) 試料溶液 本品約20 mgを精密に量り，1 mL中に約276 

3000トリプシン単位を含む液となるように0.001 mol/L塩酸277 

試液に溶かす．この液の適量をとり，1 mL中約40トリプシ278 

ン単位を含む液となるように0.001 mol/L塩酸試液を加え，279 

試料溶液とする． 280 

(ⅱ) 希釈液 リン酸二水素カリウム4.54 gを水に溶かし，281 

正確に500 mLとする(Ⅰ液)．無水リン酸水素二ナトリウム282 

4.73 gを水に溶かし，正確に500 mLとする(Ⅱ液)．Ⅱ液80 283 

mLにⅠ液を加えてpH 7.6に調整する． 284 

(ⅲ) 基質液 N－α－ベンゾイル－L－アルギニンエチル285 

塩酸塩85.7 mgを水に溶かし，正確に100 mLとし，基質原286 

液とする．基質原液10 mLを正確に量り，希釈液を加えて正287 

確に100 mLとし，基質液とする．ただし，基質液につき，288 

紫外可視吸光度測定法〈2.24〉により水を対照として波長253 289 

nmにおける吸光度を測定するとき，吸光度は0.575～0.585290 

である．もし，吸光度がこの範囲にない場合は，基質液に希291 

釈液又は基質原液を加えて，この範囲になるように調整する． 292 

(ⅳ) 操作法 あらかじめ25±0.1 ℃に保温した基質液3 mL293 

を正確に量り，層長1 cmの石英セルに入れ，これに試料溶294 

液0.2 mLを正確に加えると同時に秒時計を始動させ，25±295 

0.1 ℃で紫外可視吸光度測定法〈2.24〉により試験を行い，5296 

分間，波長253 nmにおける吸光度の変化を測定する．ただ297 

し，基質液3 mLを正確に量り，これに0.001 mol/L塩酸試液298 

0.2 mLを正確に加えた液を対照とする．その吸光度の変化299 

率が少なくとも3分間一定である時間範囲の吸光度変化から，300 

1分間当たりの吸光度の変化量Aを求める． 301 

(ⅴ) 計算法 次式により，本品の1 mg当たりのトリプシン302 

単位を求める．ただし，1トリプシン単位とは1分間当たり303 

0.003の吸光度変化を生じる酵素量である． 304 

本品1 mg中のトリプシン単位＝A／0.003 × 1／M 305 

M：試料溶液0.2 mL中の本品のmg数 306 

貯法 冷所に保存する． 307 

トリプシン試液 トリプシン0.5 g及びエチレンジアミン四酢308 

酸二水素二ナトリウム二水和物0.2 gを細胞毒性試験用リン309 

酸塩緩衝液に溶かして1000 mLとし，孔径0.22 μm以下のメ310 

ンブランフィルターでろ過して滅菌する．  311 

非必須アミノ酸試液 L－アラニン89 mg，L－アスパラギン一312 

水和物150 mg，L－アスパラギン酸133 mg，L－グルタミン313 
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酸147 mg，グリシン75mg，L－プロリン115 mg，L－セリ314 

ン105 mgを水100 mLに溶かし，孔径0.22 μm 以下のメンブ315 

ランフィルターでろ過して滅菌する． 316 

ピルビン酸ナトリウム CH3COCOONa 本品は，白色～微317 

黄色の結晶性の粉末である．水に溶けやすく，エタノール318 

(99.5)又はアセトンに溶けにくい． 319 

確認試験 320 

(１) 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭321 

化カリウム錠剤法により測定するとき，波数1710 cm-1，322 

1630 cm-1，1410 cm-1，1360 cm-1，1190 cm-1，1020 cm-1，323 

980 cm-1，830 cm-1，750 cm-1，630 cm-1及び430 cm-1付近324 

に吸収を認める． 325 

(２) 本品の水溶液(1→20)はナトリウム塩の定性反応(1)326 

〈1.09〉を呈する． 327 

含量 97.0 ％以上． 定量法 本品0.4 gを精密に量り，水328 

に溶かし，正確に200 mLとする．この液20 mLをヨウ素瓶329 

中に正確に量り，10 ℃以下に冷却する．冷後，0.05 mol/L330 

ヨウ素液40 mLを正確に加えた後，水酸化ナトリウム溶液331 

(17→100) 20 mLを加え，2時間暗所に放置する．これに，332 

薄めた硫酸(1→6) 15 mLを加えた後，0.1 mol/Lチオ硫酸ナ333 

トリウム液で滴定〈2.50〉する(指示薬：デンプン試液)．同様334 

の方法で空試験を行い，補正する． 335 

0.05 mol/Lヨウ素液1 mL＝1.834 mg C3H3NaO3 336 

ピルビン酸ナトリウム試液,100 mmol/L ピルビン酸ナトリウ337 

ム1.1 gを水に溶かし，100 mLとし，孔径0.22 μm以下のメ338 

ンブランフィルターでろ過して滅菌する．  339 

ホルムアルデヒド試液，希 ホルムアルデヒド液を水で10倍340 

に薄める． 341 

リン酸塩緩衝液，細胞毒性試験用 塩化カリウム0.20 g，リン342 

酸二水素カリウム0.20 g，塩化ナトリウム8.00 g及び無水リ343 

ン酸水素二ナトリウム1.15 gを水に溶かし，1000 mLとし，344 

121 ℃で15分間高圧蒸気滅菌する． 345 

 346 

 347 

 348 

   お知らせ 349 

(独)医薬品医療機器総合機構 350 

規格基準部医薬品基準課 351 

7.03輸液用ゴム栓試験法改正案について意見公募を実352 

施しているところですが、輸液用ゴム栓の設計段階に353 

おける基本的要件などについては、参考情報に収載す354 

る方針で別途検討しており、次回(2013年6月)意見公355 

募する予定です。 356 

 357 

 358 

 359 

 360 


