
025-1303.pdf 

セルモロイキン(遺伝子組換え) 1 

確認試験(2)の項を次のように改める． 2 

確認試験 3 
(２) タンパク質のアミノ酸分析法〈2.04〉「1.タンパク質4 
及びペプチドの加水分解」の方法1及び方法4により加水分5 
解し，「2.アミノ酸分析方法」の方法1により試験を行うと6 
き，グルタミン酸(又はグルタミン)は17又は18，トレオニン7 
は11～13，アスパラギン酸(又はアスパラギン)は11又は12，8 
リシンは11，イソロイシンは7又は8，セリンは6～9，フェ9 
ニルアラニンは6，アラニンは5，プロリンは5又は6，アル10 
ギニン及びメチオニンはそれぞれ4，システイン及びバリン11 
はそれぞれ3又は4，チロシン及びヒスチジンはそれぞれ3，12 
グリシンは2及びトリプトファンは1である． 13 
操作法 14 
(ⅰ) 加水分解 定量法(1)で得た結果に従い，総タンパク質15 
として約50 μgに対応する量をそれぞれ2本の加水分解管に16 
とり，減圧で蒸発乾固する．一方に薄めた塩酸(59→125)／17 
メルカプト酢酸／フェノール混液(100：10：1) 100 μLを加18 
えて振り混ぜる．この加水分解管をバイアルに入れ，バイア19 
ル内を薄めた塩酸(59→125)／メルカプト酢酸／フェノール20 
混液(100：10：1) 200 μLを加えて湿らせる．バイアル内部21 
を不活性ガスで置換又は減圧し，約115 ℃で24時間加熱す22 
る．減圧乾燥した後，0.02 mol/L塩酸試液0.5 mLに溶かし，23 
試料溶液(1)とする．もう一方の加水分解管に氷冷した過ギ24 
酸100 μLを加え，1.5時間氷冷下で酸化した後，臭化水素酸25 
50 μLを加え，減圧乾固する．水200 μLを加えて減圧乾固す26 
る操作を2回繰り返した後，この加水分解管をバイアルに入27 
れ，バイアル内を薄めた塩酸(59→125) 200 μLを加えて湿ら28 
せる．バイアル内部を不活性ガスで置換又は減圧し，約29 
115 ℃で24時間加熱する．減圧乾燥した後，0.02 mol/L塩酸30 
試液0.5 mLに溶かし，試料溶液(2)とする．別にL－アスパラ31 
ギン酸60 mg，L－グルタミン酸100 mg，L－アラニン17 32 
mg，L－メチオニン23 mg，L－チロシン21 mg，L－ヒスチ33 
ジン塩酸塩一水和物24 mg，L－トレオニン58 mg，L－プロ34 
リン22 mg，L－シスチン14 mg，L－イソロイシン45 mg，35 
L－フェニルアラニン37 mg，L－アルギニン塩酸塩32 mg，36 
L－セリン32 mg，グリシン6 mg，L－バリン18 mg，L－ロ37 
イシン109 mg，L－リシン塩酸塩76 mg及びL－トリプトフ38 
ァン8 mgを正確に量り，0.1 mol/L塩酸試液に溶かし，正確39 
に500 mLとする．この液40 μLをそれぞれ2本の加水分解管40 
にとり，減圧で蒸発乾固した後，試料溶液(1)及び試料溶液41 
(2)と同様に操作し標準溶液(1)及び標準溶液(2)とする． 42 
 (ⅱ) アミノ酸分析 試料溶液(1)，試料溶液(2)，標準溶液43 
(1)及び標準溶液(2) 250μLずつを正確にとり，次の条件で液44 
体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行い，試料溶液45 
(1)，試料溶液(2)，標準溶液(1)及び標準溶液(2)から得た各ア46 
ミノ酸のピーク面積から，それぞれの試料溶液1 mL中に含47 
まれる構成アミノ酸のモル数を求め，更にセルモロイキン1 48 
mol中に含まれるロイシンを22個としたときの構成アミノ酸49 
の個数を求める． 50 
試験条件 51 
検出器：可視吸光光度計[測定波長：440 nm(プロリン)52 

及び570 nm(プロリン以外のアミノ酸)] 53 
カラム：内径4 mm，長さ25 cmのステンレス管に5 μm54 
のジビニルベンゼンで架橋したポリスチレンにスルホ55 
ン酸基を結合した液体クロマトグラフィー用強酸性イ56 
オン交換樹脂(Na型)を充塡する．  57 

カラム温度：試料注入後，48 ℃付近の一定温度で28分58 
間保持した後，62 ℃付近の一定温度で121分まで保59 
持する．  60 

反応槽温度：135 ℃付近の一定温度 61 
発色時間：約1分 62 
移動相：移動相A，移動相B，移動相C及び移動相Dを次63 
の表に従って調製する． 64 

 移動相A  移動相B  移動相C 移動相D
クエン酸一水和物 17.70 g  10.50 g  6.10 g － 
クエン酸三ナトリウ
ム二水和物 

7.74 g  15.70 g  26.67 g － 

塩化ナトリウム 7.07 g  2.92 g  54.35 g － 
水酸化ナトリウム －  －  2.30 g 8.00 g
エタノール(99.5) 40 mL  －  － － 
ベンジルアルコール －  10 mL  5 mL － 
チオジグリコール 5 mL  5 mL  5 mL － 
ラウロマクロゴール
溶液(1→4) 

4 mL  4 mL  4 mL 4 mL

カプリル酸 0.1 mL  0.1 mL  0.1 mL 0.1 mL
水 適量  適量  適量 適量
全量 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及び移動65 
相Dの混合比を次のように変えて濃度勾配制御する． 66 

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％) 

0 ～ 35 100 0 0 0 
35 ～ 60 0 100 0 0 
60 ～ 111 0 0 100 0 

111 ～ 121 0 0 0 100 

反応試薬：酢酸リチウム二水和物407 g，酢酸(100) 245 67 
mL及び1－メトキシ－2－プロパノール801 mLを混68 
和した後，水を加えて2000 mLとし，窒素を10分間69 
通じながらかき混ぜ，A液とする．別に1－メトキ70 
シ－2－プロパノール1957 mLに，ニンヒドリン77 g71 
及び水素化ホウ素ナトリウム0.134 gを加え，窒素を72 
30分間通じながらかき混ぜ，B液とする．A液及びB73 
液を用時混和する． 74 

移動相流量：セリン及びロイシンの保持時間がそれぞれ75 
約30分及び約73分になるように調整する(毎分約0.21 76 
mL)． 77 

反応試薬流量：毎分約0.25 mL 78 
システム適合性 79 
システムの性能：標準溶液2 mLを量り，0.02 mol/L塩80 
酸試液を加えて25 mLとした液につき，上記の条件で81 
操作するとき，トレオニンとセリンの分離度は1.2以82 
上である． 83 

システムの再現性：標準溶液2 mLを量り，0.02 mol/L84 
塩酸試液を加えて25 mLとした液につき，上記の条件85 
で試験を3回繰り返すとき，アスパラギン酸，セリン，86 
アルギニン及びプロリンのピーク面積の相対標準偏差87 
は2.4 ％以下である． 88 



025-1303.pdf 

 89 
 90 


