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L-乳酸ナトリウム液 1 
Sodium L-Lactate Solution 2 

 3 
 本品は L-乳酸のナトリウム塩の水溶液である． 4 
 本品は定量するとき，表示量の 95.0 ～ 105.0％に対応するL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3

性 状 本品は無色澄明の粘性の液で，においはないか，又はわずかに特異なにおいがあり，味はわずかに塩味があ7 
る． 8 

）を含む．本品はL-乳酸ナ5 
トリウムの含量を表示する． 6 

 本品は水又はエタノール（99.5）と混和する． 9 

確認試験 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3

旋 光 度〈2.49〉 

）1 gに対応する量をとり，水を加えて 50 mLとした液10 
はナトリウム塩及び乳酸塩の定性反応〈1.09〉を呈する． 11 

20
D 〕〔α ：－38 ～ －44°本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3

ｐＨ〈2.54〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）2.5 gに対応する量を精12 
密に量り，水 30 mL及び七モリブデン酸六アンモニウム四水和物 5.0 gを加える．更に水を加えて溶かし，正確に 50 mL13 
とし，層長 100 mmで測定する． 14 

3H5NaO3

純度試験  17 

）5 gに対応する量をとり，水を加えて 50 mLとした液15 
のpHは 6.5 ～ 7.5 である． 16 

（１） 塩化物〈1.03〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3

（２） 硫酸塩〈1.14〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）1.0 gに対応する量をとり，試験を行う．18 
比較液には 0.01 mol/L塩酸 0.40 mLを加える（0.014%以下）． 19 

3H5NaO3

（３） 重金属〈1.07〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）2.0 gに対応する量をとり，希塩酸 7 mL及20 
び水を加えて 50 mLとする．これを検液とし，試験を行う．比較液には 0.005 mol/L硫酸 0.40 mLを加える（0.010%以21 
下）． 22 

3H5NaO3

（４） 鉄〈1.10〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）2.0 gに対応する量をとり，希塩酸 5 mL，23 
希酢酸 2 mL及び水を加えて 50 mLとする．これを検液とし，試験を行う．比較液は鉛標準液 2.0 mLに希酢酸 2 mL及24 
び水を加えて 50 mLとする（10 ppm以下）． 25 

3H5NaO3

（５） ヒ素〈1.11〉 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）2.0 gに対応する量をとり，第 1 法により検液26 
を調製し，A法により試験を行う．比較液は鉄標準液 1.0 mLを加える（5 ppm以下）． 27 

3H5NaO3

（６） 糖類 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）2.5 gに対応する量をとり，水を加えて 10 mL28 
とする．この液 2 mLをとり，これを検液とし，試験を行う（4 ppm以下）． 29 

3H5NaO3

（７） クエン酸，シュウ酸，リン酸又は酒石酸 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）1.0 gに対応する量をとり，水 10 mL及びフェーリ30 
ング試液 10 mLを加えて 5 分間煮沸するとき，赤色の沈殿を生じない． 31 

3H5NaO3

（８） 揮発性脂肪酸 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）1.0 gに対応す32 
る量をとり，水 1 mL及び希塩酸 1 mLを加え，更に水酸化カルシウム試液 40 mLを加え，2 分間煮沸するとき，液は33 
変化しない． 34 

3H5NaO3

（９） シアン化物 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C

）3.0 gに対応する量をとり，希硫酸 2 mLを35 
加え，水浴上で加熱するとき，酢酸又は酪酸ようのにおいを発しない． 36 

3H5NaO3

 比較液：シアン標準液 1.0 mL に水を加えて 20 mL とする．この液 1.0 mL をネスラー管にとり，水 10 mL 及びフェ44 
ノールフタレイン試液 1 滴を加え，以下同様に操作する． 45 

）1.0 gに対応する量をネスラー管にとり，水37 
10 mL及びフェノールフタレイン試液 1 滴を加え，振り混ぜながら液が微紅色を呈するまで水酸化ナトリウム溶液（1 38 
→ 10）を滴加し，更に水酸化ナトリウム溶液（1 → 10）1.5 mL及び水を加えて 20 mLとした後，水浴中で 10 分間加39 
熱する．冷後，液の紅色が消えるまで希塩酸を滴加し，酢酸（31）1 滴を加え，pH 6.8 のリン酸塩緩衝液 10 mL及び40 
トルエンスルホンクロロアミドナトリウム試液 0.25 mLを加えて直ちに栓をして静かに混和し，5 分間放置する．こ41 
れにピリジン・ピラゾロン試液 15 mL及び水を加えて 50 mLとし，25℃で 30 分間放置するとき，液の色は次の比較液42 
より濃くない． 43 

（１０） メタノール 本品の表示量に従いL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3）5.0 gに対応する量をアルコール数測定法46 
〈1.01〉の蒸留装置の蒸留フラスコにとり，水 10 mLを加えて蒸留する．留液 5 mLを正確に量り，水を加えて正確に47 
10 mLとし，試料溶液とする．別にメタノール 1.0 mLを正確に量り，水を加えて正確に 100 mLとする．この液 5 mL48 
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を正確に量り，水を加えて正確に 200 mLとする．この液 5 mLを正確に量り，水を加えて正確に 10 mLとし，標準溶49 
液とする．試料溶液及び標準溶液 10 μLずつを正確にとり，次の条件でガスクロマトグラフィー〈2.02〉により試験を50 
行うとき，試料溶液から得たメタノールのピーク面積は，標準溶液から得たメタノールのピーク面積より大きくない51 
（0.025%以下）． 52 
試験条件  53 

検出器：水素炎イオン化検出器 54 
カラム：内径 3 mm，長さ 1.5 m のガラス管に 149 ～ 177 μm のガスクロマトグフィー用多孔性エチルビニルベ55 

ンゼン－ジビニルベンゼン共重合体を充てんする． 56 
カラム温度：120℃付近の一定温度 57 
注入口及び検出器温度：125℃付近の一定温度 58 
キャリヤーガス：窒素 59 
流量：メタノールの保持時間が約 2 分になるように調整する． 60 

システム適合性 61 
システムの性能：メタノール 1 mL 及びエタノール（99.5）1 mL に水を加えて 100 mL とする．この液 5 mL に水62 

を加えて 200 mL とする．更にこの液 5 mL に水を加えて 10 mL とする．この液 10 μL につき，上記の条件で操63 
作するとき，メタノール，エタノールの順に流出し，その分離度は 2.0 以上である． 64 

システムの再現性：標準溶液 10 μL につき，上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき，メタノールのピーク面積の65 
相対標準偏差は 5%以下である． 66 

定 量 法 本品のL-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3

0.1 mol/L過塩素酸 1 mL ＝ 11.21 mg C

）約 0.25 gに対応する量を精密に量り，105℃で 4 時間乾燥した後，67 
酢酸（100）50 mLを加え，0.1 mol/L過塩素酸で滴定〈2.50〉する（指示薬：クリスタルバイオレット試液 2 滴）．た68 
だし，滴定の終点は液の紫色が青緑色を経て黄緑色に変わるときとする．同様の方法で空試験を行い，補正する． 69 

3H5NaO

貯 法 容  器 気密容器. 71 

3 70 

----------------------------------------------------------- 72 

９．４２ クロマトグラフィー用担体／充てん剤に次を追加する． 73 

多孔性エチルビニルベンゼン－ジビニルベンゼン共重合体 ，ガスクロマトグフィー用

 76 

 ガスクロマトグフィー用に製造し74 
たもの． 75 

 77 
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