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C59H84N16O12・C2H4O2：1269.45 4 

5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-leucyl- 5 

L-leucyl-L-arginyl-N-ethyl-L-prolinamide monoacetate  6 

[74381-53-6] 7 

本品は定量するとき，換算した脱水及び脱酢酸物に対し，8 

リュープロレリン(C59H84N16O12：1209.40) 96.0～102.0 ％9 

を含む． 10 

性状 本品は白色～帯黄白色の粉末である． 11 

本品は水又は酢酸(100)に極めて溶けやすく，メタノール12 

に溶けやすく，エタノール(99.5)にやや溶けにくい． 13 

本品は吸湿性である． 14 

確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の15 

臭化カリウム錠剤法により試験を行い，本品のスペクトルと16 

本品の参照スペクトル又はリュープロレリン酢酸塩標準品の17 

スペクトルを比較するとき，両者のスペクトルは同一波数の18 

ところに同様の強度の吸収を認める． 19 

旋光度〈2.49〉 〔α〕
20
D ：－38～－41°(脱水及び脱酢酸物に換20 

算したもの0.25 g，薄めた酢酸(100) (1→100)，25 mL，100 21 

mm)． 22 

ｐＨ〈2.54〉 本品0.10 gを水10 mLに溶かした液のpHは5.5～23 

7.5である． 24 

構成アミノ酸 タンパク質のアミノ酸分析法〈2.04〉「1.タン25 

パク質及びペプチドの加水分解」の方法1により加水分解し，26 

「2.アミノ酸分析方法」の方法1により試験を行うとき，ヒ27 

スチジン，グルタミン酸，プロリン，チロシン，アルギニン28 

はそれぞれ1，ロイシンは2である．  29 

操作法 30 

(ⅰ) 加水分解 本品約50 mgを精密に量り，水1 mLに溶か31 

す．この液0.1 mLを加水分解用試験管にとり，凍結乾燥し32 

た後，フェノールの6 mol/L塩酸溶液(1→200) 2 mLを加え33 

る．凍結し，減圧下密封した後，110 ℃で24時間加熱する．34 

冷後，開封し，加水分解液0.1 mLをとり，水1 mLを加え，35 

凍結乾燥する．凍結乾燥品を希釈液7.8 mLに溶かし，試料36 

溶液とする．別にL－アラニン0.45 mg，L－アスパラギン酸37 

0.66 mg，L－アルギニン塩酸塩1.05 mg，L－グルタミン酸38 

0.74 mg，グリシン0.38 mg，L－ヒスチジン塩酸塩一水和物39 

1.05 mg，L－イソロイシン0.66 mg，L－ロイシン0.66 mg，40 

L－プロリン0.58 mg，L－セリン0.53 mg，L－トレオニン41 

0.60 mg及びL－チロシン0.91 mgを正確に量り，希釈液に溶42 

かし，正確に100 mLとし，標準溶液(1)とする．別にL－ト43 

リプトファン1 mg及びエチルアミン塩酸塩0.4 mgを希釈液44 

に溶かし，100 mLとし，標準溶液(2)とする． 45 

(ⅱ) アミノ酸分析 試料溶液，標準溶液(1)及び標準溶液46 

(2) 100 μLずつを正確にとり，次の条件で液体クロマトグラ47 

フィー〈2.01〉により試験を行うとき，試料溶液から得たク48 

ロマトグラムにはヒスチジン，グルタミン酸，ロイシン，プ49 

ロリン，チロシン，アルギニン，セリン，トリプトファンの50 

ピークを認める．また，試料溶液及び標準溶液(1)から得た51 

各アミノ酸のピーク面積から，それぞれの試料溶液1 mL中52 

に含まれる校正アミノ酸のモル数を求め，更に本品1 mol中53 

に含まれるヒスチジン，グルタミン酸，ロイシン，プロリン，54 

チロシン，アルギニンの各モル数の合計を7としたときの構55 

成アミノ酸の個数を求める． 56 

希釈液：水酸化リチウム一水和物6.29 g及びクエン酸一水57 

和物10.51 gを水に溶かし，1000 mLとする．この液に58 

塩酸を加えてpH 2.20に調整する． 59 

試験条件 60 

検出器：可視吸光光度計(測定波長：440 nm及び570 61 

nm) 62 

カラム：内径4.6 mm，長さ6 cmのステンレス管に5 μm63 

の液体クロマトグラフィー用強酸性イオン交換樹脂を64 

充塡する． 65 

カラム温度：試料注入後，58 ℃付近の一定温度で18分66 

間保持した後，70 ℃付近の一定温度で38分まで保持67 

する． 68 

反応槽温度：135 ℃付近の一定温度 69 

移動相：移動相A，移動相B，移動相C，移動相D及び移70 

動相Eを次の表に従って調製後，それぞれにカプリル71 

酸0.1 mLを加える． 72 

 移動相A 移動相B 移動相C 移動相D 移動相E
クエン酸一水

和物 
19.80 g 22.00 g 12.80 g 6.10 g － 

クエン酸三ナ

トリウム二

水和物 

6.19 g 7.74 g 13.31 g 26.67 g － 

塩化ナトリウ

ム 
5.66 g 7.07 g 3.74 g 54.35 g － 

水酸化ナトリ

ウム 
－ － － － 8.00 g

エタノール 130 mL 20.0 mL 4.0 mL － 100 mL
チオジグリコ

ール 
5.0 mL 5.0 mL 5.0 mL － － 

ベンジルアル

コール 
－ － － 5.0 mL － 

ラウロマクロ

ゴール溶液

(1→4) 

4.0 mL 4.0 mL 4.0 mL 4.0 mL 4.0 mL

水 適量 適量 適量 適量 適量

全量 1000 mL 1000 mL 1000 mL 1000 mL 1000 mL

移動相の送液：移動相A，移動相B，移動相C，移動相D73 

及び移動相Eの混合比を次のように変えて濃度勾配制74 

御する． 75 

注入後の 
時間(分) 

移動相A
(vol％) 

移動相B 
(vol％) 

移動相C 
(vol％) 

移動相D
(vol％) 

移動相E
(vol％) 

0 ～ 1.6 100 0 0 0 0 
1.6 ～ 4.5 0 100 0 0 0 
4.5 ～ 13.5 0 0 100 0 0 

13.5 ～ 27.0 0 0 0 100 0 
27.0 ～ 33.0 0 0 0 0 100 

反応試薬：酢酸リチウム二水和物，酢酸(100)及び1－メ76 

トキシ－2－プロパノール適量を水に溶かし，1000 77 

mLとし，A液とする．別にニンヒドリン及び水素化78 

ホウ素ナトリウム適量を1－メトキシ－2－プロパノ79 
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ールに溶かし，1000 mLとし，B液とする．A液及び80 

B液を等量ずつ用時混和する． 81 

移動相流量：毎分約0.400 mL 82 

反応試薬流量：毎分約0.350 mL 83 

システム適合性 84 

システムの性能：標準溶液(1) 100μLにつき，上記の条85 

件で操作するとき，トレオニンとセリン，グリシンと86 

アラニン，イソロイシンとロイシンの分離度はそれぞ87 

れ1.2以上である． 88 

システムの再現性：標準溶液(1) 100μLにつき，上記の89 

条件で試験を5回繰り返すとき，アルギニン，アスパ90 

ラギン酸，プロリン及びセリンのピーク面積の相対標91 

準偏差は4.0 ％以下である． 92 

純度試験 類縁物質 本品0.10 gを移動相に溶かし，100 mL93 

とし，試料溶液とする．この液1 mLを正確に量り，移動相94 

を加えて正確に100 mLとし，標準溶液とする．試料溶液及95 

び標準溶液20 μLずつを正確にとり，次の条件で液体クロマ96 

トグラフィー〈2.01〉により試験を行う．それぞれの液の97 

各々のピーク面積を自動積分法により測定するとき，試料溶98 

液のリュープロレリンに対する相対保持時間約0.65，約0.77，99 

約0.78及び約0.90のピークの面積は，標準溶液のリュープロ100 

レリンのピーク面積の1／2より大きくない．また，試料溶101 

液のリュープロレリン以外のピークの合計面積は標準溶液の102 

リュープロレリンのピーク面積の2倍より大きくない．  103 

試験条件 104 

検出器，カラム，カラム温度，移動相及び流量は定量法105 

の試験条件を準用する． 106 

面積測定範囲：溶媒のピークの後からリュープロレリン107 

の保持時間の約2倍の範囲 108 

システム適合性 109 

システムの性能及びシステムの再現性は定量法のシステ110 

ム適合性を準用する． 111 

検出の確認：標準溶液1 mLを正確に量り，移動相を加112 

えて正確に20 mLとする．この液20 μLから得たリュ113 

ープロレリンのピーク面積が，標準溶液のリュープロ114 

レリンのピーク面積の3.5～6.5 ％になることを確認115 

する． 116 

水分〈2.48〉 5.0 ％以下(0.1 g，電量滴定法)．  117 

強熱残分〈2.44〉 0.2 ％以下(0.5 g)．  118 

酢酸 本品約0.1 gを精密に量り，移動相A／移動相B混液119 

(19：1)に溶かし，正確に10 mLとし，試料溶液とする．別120 

に酢酸(100)約0.1 gを精密に量り，移動相A／移動相B混液121 

(19：1)に溶かし，正確に100 mLとし，標準溶液とする．試122 

料溶液及び標準溶液10 μLずつを正確にとり，次の条件で液123 

体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行う．それぞれ124 

の液の酢酸のピーク面積AT及びASを測定し，次式により酢125 

酸の量を求めるとき，酢酸の量は4.7～8.0 ％である． 126 

酢酸の量(％)＝MS／MT ×AT／AS × 10 127 

MS：酢酸(100)の秤取量(g) 128 

MT：本品の秤取量(g) 129 

試験条件 130 

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：210 nm) 131 

カラム：内径4.6 mm，長さ25 cmのステンレス管に5 132 

μmのオクタデシルシリル化シリカゲルを充塡する．  133 

カラム温度：25 ℃付近の一定温度 134 

移動相：リン酸0.7 mLに水を加えて1000 mLとし，水135 

酸化ナトリウム溶液(21→50)を加えてpH 3.0に調整す136 

る．この液950 mLにメタノール50 mLを加える． 137 

流量：酢酸の保持時間が3～4分になるように調整する． 138 

システム適合性 139 

システムの性能：標準溶液10 μLにつき，上記の条件で140 

操作するとき，酢酸のピークのシンメトリー係数は141 

1.5以下である． 142 

システムの再現性：標準溶液10 μLにつき，上記の条件143 

で試験を6回繰り返すとき，酢酸のピーク面積の相対144 

標準偏差は，2.0 ％以下である． 145 

定量法 本品及びリュープロレリン酢酸塩標準品(別途本品と146 

同様の方法で水分〈2.48〉及び酢酸を測定しておく)約0.1 gず147 

つを精密に量り，それぞれを移動相に溶かし，正確に100 148 

mLとする．この液5 mLずつを正確に量り，それぞれに移動149 

相を加えて正確に100 mLとし，試料溶液及び標準溶液とす150 

る．試料溶液及び標準溶液20 μLずつを正確にとり，次の条151 

件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行い，そ152 

れぞれの液のリュープロレリンのピーク面積AT及びASを測153 

定する． 154 

リュープロレリン(C59H84N16O12)の量(mg) 155 

＝Ms × AT／As 156 

Ms：脱水及び脱酢酸物に換算したリュープロレリン酢酸157 

塩標準品の秤取量(g) 158 

試験条件 159 

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：220 nm) 160 

カラム：内径4.6 mm，長さ10 cmのステンレス管に3 161 

μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル162 

化シリカゲルを充塡する． 163 

カラム温度：25 ℃付近の一定温度 164 

移動相：トリエチルアミン15.2 gを水800 mLに溶かし，165 

リン酸を加えてpH3.0に調整した後，水を加えて166 

1000 mLとする．この液850 mLにアセトニトリル／167 

1－プロパノール混液(3：2) 150 mLを加える． 168 

流量：リュープロレリンの保持時間が41～49分になる169 

ように調整する (毎分1.0～1.5 mL)． 170 

システム適合性 171 

システムの性能：リュープロレリン酢酸塩標準品約0.1 172 

gを移動相100 mLに溶かす．この液5 mLに水を加え173 

て50 mLとする．この液5 mLに水酸化ナトリウム試174 

液0.1 mLを加え，栓をして激しく振り混ぜた後，175 

100 ℃で60分間加熱する．冷後，1 mol/Lリン酸溶液176 

50 μLを加え，激しく振り混ぜた液20 μLにつき，上177 

記の条件で操作するとき，リュープロレリンに対する178 

相対保持時間0.90のピーク，リュープロレリンの順に179 

溶出し，その分離度は1.5以上である． 180 

システムの再現性：標準溶液20 μLにつき，上記の条件181 

で試験を5回繰り返すとき，リュープロレリンのピー182 

ク面積の相対標準偏差は1.5 ％以下である． 183 
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貯法 容器 密封容器． 184 

----------------------------------------------------------- 185 

９．０１ 標準品(1)の項に次を追加する． 186 

リュープロレリン酢酸塩標準品 187 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 188 

エチルアミン塩酸塩 C2H5NH2･HCl 白色～淡黄褐色の結晶189 

又は結晶性の粉末で，潮解性がある． 190 

水酸化リチウム一水和物 LiOH・H2O 白色の結晶又は結晶191 

性の粉末で，吸湿性がある． 192 

 193 


