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日本薬局方 試薬・試液の名称改正について 

（独） 医薬品医療機器総合機構 

品質管理部 基準課 

 

現在、日本薬局方原案審議委員会では、第 16 改正日本薬局方（平成 23 年 3 月末告示予定）

において、試薬・試液の名称を改正することとし検討を行ってきました。本改正の内容について、

下記の１．改正の対象、２．改正の方針、３．改正前の名称及び改正後の名称に示しました。 

つきましては、本案に関して、広くご意見・情報を募集いたします。皆様からいただいた

ご意見につきましては、個別に回答はいたしかねますが、日局収載原案を決定する際の参考

とさせていただきます。 

なお、本改正の内容については確定したものではありませんので、他の意見公募案への反映は

行っておりません。予めご了承ください。 

 

記 

 

１．改正の対象 

15 局、15 局第一追補及び 15 局第二追補に掲げる試薬・試液のうち、正名の試薬・試液のみと

し、「見よ」とされている、即ち、正名でないものについては対象としません。 

 

２．改正の方針 

  第十六改正日本薬局方原案作成要領（H19.3.9 当課事務連絡）（以下、「原案作成要領」とす

る。）に基づき、以下の方針で改正を行います。 

① 原案作成要領 3.2.1 原薬の日本名の１）及び２）に準じて、試薬・試液名を変更する。 

・ アミンの無機酸塩又は有機酸塩は、「〇〇〇＊＊＊塩」と命名する。 

・ 第四級アンモニウム塩類は、「〇〇〇＊＊＊化物」と命名する。 

② 16 局では、9.41 試薬・試液の条について対応することとし、旧試薬名は「・・・を見よ」として残す

こととする。旧試薬名を使用することを可能とし、医薬品各条内の試薬の名称は変更しない。 

③ JIS との整合化を図る必要があるため、JIS との不整合箇所を整備する。 

④ 各条医薬品を試薬とする場合、原則として医薬品各条名を試薬名とする。 

⑤ 各条医薬品以外を試薬とする場合、エステル及び水和物等の試薬の名称については原則改正

の対象としないが、水和物の数が記載可能な試薬については原案作成要領に基づき、水和物の

数を記載する。 

⑥ IUPAC の体系的命名との整合はしない。 

⑦ 試薬の条の『○○，成分含量測定用』については、第 16 改正の際に『○○，定量用』に改められ

る予定（すでに別に意見公募済み）であるため、変更を反映した。 

 

３．改正前の名称及び改正後の名称 
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 （1）日局15  

 項目名 改正案 

1 アスコルビン酸，鉄試験用 L-アスコルビン酸，鉄試験用 

2 エーテル，麻酔用 ジエチルエーテル，麻酔用 

3 塩化コリン コリン塩化物 

4 塩化ストロンチウム 塩化ストロンチウム六水和物 

5 塩化ｎ－ブチル 1-クロロブタン 

6 塩化ベルベリン ベルベリン塩化物水和物 

7 塩化ベルベリン，薄層クロマトグラフィー用 ベルベリン塩化物水和物，薄層クロマトグラフィー用 

8 塩化ベンザルコニウム ベンザルコニウム塩化物 

9 塩化ベンゼトニウム，定量用 ベンゼトニウム塩化物，定量用 

10 塩酸４－アミノアンチピリン 4-アミノアンチピリン塩酸塩 

11 塩酸４－アミノアンチピリン試液 4-アミノアンチピリン塩酸塩試液 

12 塩酸４－アミノフェノール 4-アミノフェノール塩酸塩 

13 塩酸Ｌ－アルギニン Ｌ－アルギニン塩酸塩 

14 塩酸イソプロメタジン，薄層クロマトグラフィー用 イソプロメタジン塩酸塩，薄層クロマトグラフィー用 

15 塩酸イミプラミン イミプラミン塩酸塩 

16 塩酸エチレフリン エチレフリン塩酸塩 

17 塩酸エチレフリン，定量用 エチレフリン塩酸塩，定量用 

18 塩酸６－エピドキシサイクリン 6-エピドキシサイクリン塩酸塩 

19 塩酸エフェドリン エフェドリン塩酸塩 

20 塩酸エフェドリン，定量用 エフェドリン塩酸塩，定量用 

21 塩酸エメチン，成分含量測定用 エメチン塩酸塩，定量用 

22 塩酸オキシコドン，定量用 オキシコドン塩酸塩水和物，定量用 

23 塩酸クロルプロマジン，定量用 クロルプロマジン塩酸塩，定量用 

24 塩酸２，４－ジアミノフェノール 2,4-ジアミノフェノール二塩酸塩 

25 塩酸２，４－ジアミノフェノール試液 2,4-ジアミノフェノール二塩酸塩試液 

26 塩酸ジエタノールアミン 2,2´-イミノジエタノール塩酸塩 

27 塩酸ジフェニドール ジフェニドール塩酸塩 
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28 塩酸１，１－ジフェニル－４－ピペリジノ－１－ブテン，薄

層クロマトグラフィー用 

１，１－ジフェニル－４－ピペリジン－１－イルブテン塩酸塩，薄

層クロマトグラフィー用 

29 塩酸ジブカイン ジブカイン塩酸塩 

30 塩酸ジルチアゼム ジルチアゼム塩酸塩 

31 塩酸スレオプロカテロール スレオプロカテロール塩酸塩 

32 塩酸セフカペンピボキシル セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 

33 塩酸セミカルバジド セミカルバジド塩酸塩 

34 塩酸タムスロシン タムスロシン塩酸塩 

35 塩酸チアラミド，定量用 チアラミド塩酸塩，定量用 

36 塩酸テトラサイクリン テトラサイクリン塩酸塩 

37 塩酸ドパミン，定量用 ドパミン塩酸塩，定量用 

38 塩酸トリメタジジン，定量用 トリメタジジン塩酸塩，定量用 

39 塩酸ニカルジピン，定量用 ニカルジピン塩酸塩，定量用 

40 塩酸パパベリン パパベリン塩酸塩 

41 塩酸パパベリン，定量用 パパベリン塩酸塩，定量用 

42 塩酸ヒドララジン ヒドララジン塩酸塩 

43 塩酸ヒドロキシアンモニウム 塩化ヒドロキシルアンモニウム 

44 塩酸ヒドロキシアンモニウム・エタノール試液 塩化ヒドロキシルアンモニウム・エタノール試液 

45 塩酸ヒドロキシアンモニウム・塩化鉄（Ⅲ）試液 塩化ヒドロキシルアンモニウム・塩化鉄（Ⅲ）試液 

46 塩酸ヒドロキシアンモニウム試液 塩化ヒドロキシルアンモニウム試液 

47 塩酸ヒドロキシアンモニウム試液，ｐＨ３．１ 塩化ヒドロキシルアンモニウム試液，pH3.1 

48 塩酸ヒドロコタルニン，定量用 ヒドロコタルニン塩酸塩水和物，定量用 

49 塩酸ピペリジン ピペリジン塩酸塩 

50 塩酸１－（４－ピリジル）ピリジニウムクロリド 1-(4-ピリジル)ピリジニウム塩化物塩酸塩 

51 塩酸ピリドキシン ピリドキシン塩酸塩 

52 塩酸１，１０－フェナントロリニウム一水和物 1,10-フェナントロリニウム塩化物一水和物 

53 塩酸フェニルヒドラジニウム フェニルヒドラジニウム塩化物 

54 塩酸フェニルヒドラジニウム試液 フェニルヒドラジニウム塩化物試液 

55 塩酸フェニルピペラジン 1-フェニルピペラジン一塩酸塩 
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56 塩酸フェネチルアミン フェネチルアミン塩酸塩 

57 塩酸プソイドエフェドリン プソイドエフェドリン塩酸塩 

58 塩酸プロカイン プロカイン塩酸塩 

59 塩酸プロカイン，定量用 プロカイン塩酸塩，定量用 

60 塩酸プロカインアミド プロカインアミド塩酸塩 

61 塩酸プロカインアミド，定量用 プロカインアミド塩酸塩，定量用 

62 塩酸プロカテロール プロカテロール塩酸塩水和物 

63 塩酸プロプラノロール，定量用 プロプラノロール塩酸塩，定量用 

64 塩酸ペチジン，定量用 ペチジン塩酸塩，定量用 

65 塩酸ベニジピン ベニジピン塩酸塩 

66 塩酸ベニジピン，定量用 ベニジピン塩酸塩，定量用 

67 塩酸ベラパミル，定量用 ベラパミル塩酸塩，定量用 

68 塩酸ベンゾイルメサコニン，薄層クロマトグラフィー用 ベンゾイルメサコニン塩酸塩，薄層クロマトグラフィー用 

69 塩酸メタサイクリン メタサイクリン塩酸塩 

70 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン dl -メチルエフェドリン塩酸塩 

71 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン，定量用 dl -メチルエフェドリン塩酸塩，定量用 

72 塩酸メトホルミン，定量用 メトホルミン塩酸塩，定量用 

73 塩酸メピバカイン，定量用 メピバカイン塩酸塩，定量用 

74 塩酸メフロキン メフロキン塩酸塩 

75 塩酸モルヒネ モルヒネ塩酸塩水和物 

76 塩酸モルヒネ，定量用 モルヒネ塩酸塩水和物，定量用 

77 塩酸Ｌ－リジン L-リジン塩酸塩 

78 塩酸リトドリン リトドリン塩酸塩 

79 塩酸ロキサチジンアセタート ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 

80 カイニン酸 カイニン酸水和物 

81 カイニン酸，定量用 カイニン酸水和物，定量用 

82 過塩素酸ナトリウム 過塩素酸ナトリウム一水和物 

83 カフェイン カフェイン水和物 

84 グルコン酸カルシウム，薄層クロマトグラフィー用 グルコン酸カルシウム水和物，薄層クロマトグラフィー用 
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85 コハク酸トコフェロールカルシウム トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 

86 酢酸コルチゾン コルチゾン酢酸エステル 

87 酢酸トコフェロール トコフェロール酢酸エステル 

88 酢酸ヒドロキソコバラミン ヒドロキソコバラミン酢酸塩 

89 酢酸ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル 

90 酢酸プレドニゾロン プレドニゾロン酢酸エステル 

91 シノブファギン，成分含量測定用 シノブファギンn水和物，定量用 

92 臭化ジスチグミン，定量用 ジスチグミン臭化物，定量用 

93 臭化３－（４，５－ジメチルチアゾール－２－イル）－２，５

－ジフェニル－２Ｈ－テトラゾリウム 

３－（４，５－ジメチルチアゾール－２－イル）－２，５－ジフェニ

ル－２Ｈ－テトラゾリウム臭化物 

94 臭化水素酸アレコリン，薄層クロマトグラフィー用 アレコリン臭化水素酸塩，薄層クロマトグラフィー用 

95 臭化水素酸スコポラミン スコポラミン臭化水素酸塩水和物 

96 臭化水素酸スコポラミン，薄層クロマトグラフィー用 スコポラミン臭化水素酸塩水和物，薄層クロマトグラフィー用 

97 臭化水素酸セファエリン セファエリン臭化水素酸塩n水和物 

98 臭化水素酸ホマトロピン ホマトロピン臭化水素酸塩 

99 臭化ダクロニウム，薄層クロマトグラフィー用 ダクロニウム臭化物，薄層クロマトグラフィー用 

100 臭化ｎ－デシルトリメチルアンモニウム ｎ－デシルトリメチルアンモニウム臭化物 

101 臭化ｎ－デシルトリメチルアンモニウム試液，０．００５ｍｏｌ

／Ｌ 

ｎ－デシルトリメチルアンモニウム臭化物試液，０．００５ｍｏｌ／

Ｌ 

102 臭化テトラｎ－ブチルアンモニウム テトラｎ－ブチルアンモニウム臭化物 

103 臭化テトラｎ－プロピルアンモニウム テトラｎ－プロピルアンモニウム臭化物 

104 臭化テトラｎ－ヘプチルアンモニウム テトラｎ－ヘプチルアンモニウム臭化物 

105 臭化テトラｎ－ペンチルアンモニウム テトラｎ－ペンチルアンモニウム臭化物 

106 臭化プロパンテリン プロパンテリン臭化物 

107 酒石酸メトプロロール，定量用 メトプロロール酒石酸塩，定量用 

108 酒石酸レバロルファン，定量用 レバロルファン酒石酸塩，定量用 

109 硝酸ストリキニーネ，定量用 ストリキニーネ硝酸塩，定量用 

110 硝酸チアミン チアミン硝化物 

111 硝酸デヒドロコリダリン，成分含量測定用 デヒドロコリダリン硝化物，定量用 
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112 硝酸ナファゾリン ナファゾリン硝酸塩 

113 硝酸ナファゾリン，定量用 ナファゾリン硝酸塩、定量用 

114 パラフィン，流動 パラフィン，軽質流動 

115 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン試液 性腺刺激ホルモン試液、ヒト絨毛性  

116 ヒベンズ酸チペピジン，定量用 チペピジンヒベンズ酸塩，定量用 

117 フェニルアラニン L-フェニルアラニン 

118 プロピオン酸ジョサマイシン ジョサマイシンプロピオン酸エステル 

119 プロピオン酸テストステロン テストステロンプロピオン酸エステル 

120 プロピオン酸ベクロメタゾン ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 

121 ベンジルペニシリンベンザチン ベンジルペニシリンベンザチン水和物 

122 マレイン酸クロルフェニラミン クロルフェニラミンマレイン酸塩 

123 マレイン酸ペルフェナジン，定量用 ペルフェナジンマレイン酸塩，定量用 

124 マレイン酸メチルエルゴメトリン，定量用 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩，定量用 

125 メシル酸ジヒドロエルゴクリスチン，薄層クロマトグラフィー

用 

ジヒドロエルゴクリスチンメシル酸塩，薄層クロマトグラフィー用

126 メシル酸ベタヒスチン ベタヒスチンメシル酸塩 

127 メシル酸ベタヒスチン，定量用 ベタヒスチンメシル酸塩，定量用 

128 メチオニン L-メチオニン 

129 メチルドパ メチルドパ水和物 

130 メチルドパ，定量用 メチルドパ水和物，定量用 

131 メルカプトプリン メルカプトプリン水和物 

132 硫酸アトロピン アトロピン硫酸塩水和物 

133 硫酸アトロピン，定量用 アトロピン硫酸塩水和物，定量用 

134 硫酸アトロピン，薄層クロマトグラフィー用 アトロピン硫酸塩水和物，薄層クロマトグラフィー用 

135 硫酸４－アミノ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン ４－アミノ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン硫酸塩 

136 硫酸４－アミノ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン試液 ４－アミノ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン硫酸塩試液 

137 硫酸カナマイシン カナマイシン硫酸塩 

138 硫酸キニジン キニジン硫酸塩水和物 

139 硫酸キニーネ キニーネ硫酸塩水和物 
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140 硫酸ジベカシン ジベカシン硫酸塩 

141 硫酸バメタン バメタン硫酸塩 

142 硫酸ビンクリスチン ビンクリスチン硫酸塩 

143 硫酸ビンブラスチン ビンブラスチン硫酸塩 

144 硫酸ベカナマイシン ベカナマイシン硫酸塩 

145 硫酸ベタニジン，定量用 ベタニジン硫酸塩，定量用 

146 硫酸４－メチルアミノフェノール ４－メチルアミノフェノール硫酸塩 

147 硫酸４－メチルアミノフェノール試液 ４－メチルアミノフェノール硫酸塩試液 

148 リン酸コデイン，定量用 コデインリン酸塩水和物，定量用 

149 リン酸ジヒドロコデイン，定量用 ジヒドロコデインリン酸塩，定量用 

150 リン酸テトラブチルアンモニウム テトラブチルアンモニウムリン酸塩 

151 リン酸リボフラビンナトリウム リボフラビンリン酸エステルナトリウム 

152 レボチロキシンナトリウム レボチロキシンナトリウム水和物 

153 レボチロキシンナトリウム，薄層クロマトグラフィー用 レボチロキシンナトリウム水和物，薄層クロマトグラフィー用 

 

 

 （2）日局15-第1追補  

 項目名 修正案 

1 塩酸アモスラロール，定量用  アモスラロール塩酸塩，定量用  

2 塩酸イソクスプリン，定量用  イソクスプリン塩酸塩，定量用  

3 塩酸セチリジン，定量用  セチリジン塩酸塩，定量用  

4 塩酸ブホルミン，定量用  ブホルミン塩酸塩，定量用  

5 塩酸ミノサイクリン  ミノサイクリン塩酸塩 

6 塩酸ラベタロール  ラベタロール塩酸塩 

7 塩酸ラベタロール，定量用  ラベタロール塩酸塩、定量用 

8 カルバミン酸クロルフェネシン，定量用  クロルフェネシンカルバミン酸エステル，定量用  

9 コハク酸シベンゾリン，定量用 シベンゾリンコハク酸塩，定量用 

10 硝酸ミコナゾール ミコナゾール硝酸塩 

11 フマル酸ビソプロロール，定量用 ビソプロロールフマル酸塩，定量用 
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12 マレイン酸エナラプリル  エナラプリルマレイン酸塩 

 

 

 （3）日局15-第2追補 

 項目名 修正案 

1 塩酸アゼラスチン，定量用 アゼラスチン塩酸塩，定量用 

2 塩酸14-アニソイルアコニン，成分含量測定用 14-アニソイルアコニン塩酸塩，定量用 

3 塩酸アプリンジン，定量用 アプリンジン塩酸塩，定量用 

4 塩酸アミオダロン，定量用  アミオダロン塩酸塩，定量用 

5 塩酸イミダプリル イミダプリル塩酸塩 

6 塩酸イミダプリル，定量用 イミダプリル塩酸塩，定量用 

7 塩酸クロルヘキシジン クロルヘキシジン塩酸塩 

8 塩酸（2－クロロエチル）ジエチルアミン 2-クロロエチル(ジエチル)アミン塩酸塩 

9 塩酸チアプリド，定量用 チアプリド塩酸塩，定量用 

10 塩酸プロパフェノン，定量用 プロパフェノン塩酸塩，定量用 

11 塩酸ベンゾイルヒパコニン，成分含量測定用 ベンゾイルヒパコニン塩酸塩，定量用 

12 塩酸ベンゾイルメサコニン，成分含量測定用 ベンゾイルメサコニン塩酸塩，定量用 

13 クエン酸モサプリド，定量用 モサプリドクエン酸塩水和物，定量用 

14 マレイン酸イルソグラジン イルソグラジンマレイン酸塩 

15 マレイン酸イルソグラジン，定量用 イルソグラジンマレイン酸塩，定量用 

16 塩酸ベンゾイルメサコニン，薄層クロマトグラフィー用 ベンゾイルメサコニン塩酸塩，薄層クロマトグラフィー用 

 

以上 

 


