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インスリン グラルギン(遺伝子組換え) 1 
Insulin Glargine (Genetical Recombination) 2 

GIVEQCCTSI CSLYQLENYC G

FVNQHLCGSH LVEALYLVCG ERGFFYTPKT RR  3 

C267H404N72O78S6：6062.89 4 
[160337-95-1] 5 

本品の本質は，遺伝子組換えヒトインスリンの類縁体であ6 
り，A鎖21番目のAsn残基がGly残基に置換され，B鎖C末端7 
に2分子のArg残基が付加している．本品は，21個のアミノ8 
酸残基からなるA鎖及び32個のアミノ酸残基からなるB鎖か9 
ら構成されるペプチドである．本品は，血糖を降下させる作10 
用がある． 11 
本品は定量するとき，換算した脱水物に対し，インスリン12 

グラルギン(C267H404N72O78S6) 94.0 ％～105.0 ％を含む．  13 
ただし，本品0.0364 mgが1インスリン単位に相当する． 14 

性状 本品は白色の粉末である． 15 
本品は水又はエタノール(99.5)にほとんど溶けない． 16 
本品は0.01 mol/L塩酸試液にやや溶けにくい． 17 
本品は吸湿性である． 18 
本品は光により徐々に分解する． 19 

確認試験 試料溶液及び標準溶液は2～8 ℃で保存する．本品20 
適量を精密に量り，0.01 mol/L塩酸試液に溶かし，1 mL中21 
に10.0 mgを含むように調製する．この液5 μLを清浄な試験22 
管にとり，pH 7.5の1 mol/Lトリス緩衝液1 mL及びインスリ23 
ングラルギン用V8プロテアーゼをpH 7.5の1 mol/Lトリス緩24 
衝液に溶かして20単位/mLとした液100 μLを加え，35～25 
37 ℃で3時間反応した後，リン酸2 μLを加えて反応を停止26 
し，試料溶液とする．別にインスリングラルギン標準品を同27 
様の方法で操作し，標準溶液とする．試料溶液および標準溶28 
液5 μLずつを正確にとり，次の条件で液体クロマトグラフ29 
ィー〈2.01〉により試験を行う．試料溶液及び標準溶液から30 
得られたクロマトグラムにつき，溶媒ピークの直後に溶出す31 
るピーク及びその後に順次溶出するこれより明らかにピーク32 
高さの大きい3本のピークを比較するとき，試料溶液及び標33 
準溶液の各ピークの保持時間は同一であり，ピーク高さは同34 
様である．  35 
試験条件 36 
検出器：紫外吸光光度計(測定波長：214 nm) 37 
カラム：内径3 mm，長さ12.5 cmのステンレス管に4 38 
μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル39 
化シリカゲルを充塡する． 40 

カラム温度：35 ℃付近の一定温度 41 
移動相A：リン酸11.6 g及び過塩素酸ナトリウム42.1 g42 

を水1600 mLに溶かし，トリエチルアミンを加えて43 
pH 2.3に調整し，水を加えて2000 mLとした液930 44 
mLに液体クロマトグラフィー用アセトニトリル70 45 
mLを加える． 46 

移動相B：リン酸11.6 g及び過塩素酸ナトリウム42.1 g47 
を水1600 mLに溶かし，トリエチルアミンを加えて48 
pH 2.3に調整し，水を加えて2000 mLとした液430 49 

mLに液体クロマトグラフィー用アセトニトリル570 50 
mLを加える． 51 

移動相の送液：移動相A及び移動相Bの混合比を次のよ52 
うに変えて濃度勾配制御する． 53 

注入後の時間 
(分) 

移動相A 
(vol％) 

移動相B 
(vol％) 

0 ～ 30 90 → 20 10 → 80 
30 ～ 35 20 80 

流量：毎分0.55 mL 54 
システム適合性 55 

システムの性能：標準溶液5 μLにつき，上記の条件で56 
操作するとき，溶媒ピーク直後に溶出するピークの後57 
に溶出する，これより大きな最初の2つのピークのシ58 
ンメトリー係数はそれぞれ1.5以下であり，両者のピ59 
ークの分離度は3.4以上である． 60 

純度試験 61 
(１) 類縁物質 定量法で得た試料溶液5 μLにつき，次の62 
条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行い，63 
各々のピーク面積を自動積分法により測定し，面積百分率法64 
によりそれらの量を求めるとき，インスリングラルギン以外65 
のピークの量は0.4 ％以下である．また，インスリングラル66 
ギン以外のピークの合計量は1.0 ％以下である． 67 
試験条件 68 

検出器，カラム，カラム温度，移動相及び流量は定量法69 
の試験条件を準用する． 70 

面積測定範囲：溶媒のピークの後から注入後40分まで 71 
システム適合性 72 

検出の確認：試料溶液1 mLを正確に量り，0.01 mol/L73 
塩酸試液を加えて正確に100 mLとし，システム適合74 
性試験用溶液とする．この液1 mLを正確に量り0.01 75 
mol/L塩酸試液を加えて正確に10 mLとする．この液76 
5 μLから得たインスリングラルギンのピーク面積が，77 
システム適合性試験用溶液のインスリングラルギンの78 
ピーク面積の5～15 ％になることを確認する． 79 

システムの性能：定量法で得た標準溶液5 μLにつき，80 
上記の条件で操作するとき，インスリングラルギンの81 
ピークの理論段数及びシンメトリー係数は，それぞれ82 
20000段以上，1.8以下である． 83 

システムの再現性：定量法で得た標準溶液5 μLにつき，84 
上記の条件で試験を6回繰り返すとき，インスリング85 
ラルギンのピーク面積の相対標準偏差は2.0 ％以下で86 
ある． 87 

(２) 高分子タンパク質 試料溶液は2～8 ℃で保存する．88 
本品15 mgを0.01 mol/L塩酸試液1.5 mLに溶かし，水を加え89 
て10 mLとし，試料溶液とする．試料溶液100 μLにつき，90 
次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行91 
う．各々のピーク面積を自動積分法により測定し，面積百分92 
率法によりそれらの量を求めるとき，インスリングラルギン93 
以外のピークの合計量は0.3 ％以下である． 94 
試験条件 95 

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：276 nm) 96 
カラム：内径8 mm，長さ30 cmのステンレス管に5 μm97 
の液体クロマトグラフィー用親水性シリカゲルを充塡98 
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し，そのカラム2本を直列に接続する． 99 
カラム温度：25 ℃付近の一定温度 100 
移動相： 水400 mLに液体クロマトグラフィー用アセト101 

ニトリル300 mL及び酢酸(100) 200 mLを加えた後，102 
アンモニア水(28)を加えてpH 3.0に調整する．この液103 
に水を加え，1000 mLとする． 104 

流量：インスリングラルギンの保持時間が約35分にな105 
るように調整する． 106 

面積測定範囲：溶媒のピークの後からインスリングラル107 
ギンの溶出終了までの範囲 108 

システム適合性 109 
検出の確認：試料溶液1 mLに0.01 mol/L塩酸試液を加110 

えて50 mLとし，システム適合性試験用溶液とする．111 
システム適合性試験用溶液1 mLを正確に量り，0.01 112 
mol/L塩酸試液を加えて正確に10 mLとする．この液113 
100 μLから得たインスリングラルギンのピーク面積114 
が，システム適合性試験用溶液のインスリングラルギ115 
ンのピーク面積の5～15 ％になることを確認する． 116 

システムの性能：本品15 mgを100 ℃で1.5～3時間加熱117 
し，0.01 mol/L塩酸試液1.5 mLに溶かし，水を加え118 
て正確に10 mLとする．この液100 μLにつき，上記119 
の条件で操作するとき，高分子量タンパク質及びイン120 
スリングラルギンの順に溶出し，高分子量タンパク質121 
とインスリングラルギンの分離度が1.5以上である．  122 

システムの再現性：システム適合性試験用溶液100 μL123 
につき，上記の条件で試験を6回繰り返すとき，イン124 
スリングラルギンのピーク面積の相対標準偏差は125 
2.0 ％以下である． 126 

(３) その他の目的物質関連不純物 別に規定する． 127 
(４) 宿主由来タンパク質 別に規定する． 128 
(５) DNA 別に規定する． 129 

亜鉛含量 本品約45 mgを精密に量り，0.01 mol/L塩酸試液に130 
溶かし，正確に50 mLとする．この液10 mLを正確に量り，131 
0.01 mol/L塩酸試液を加えて正確に100 mLとし，試料溶液132 
とする．別に原子吸光光度用亜鉛標準液適量を正確に量り，133 
0.01 mol/L塩酸試液を加えて1 mL中に亜鉛(Zn：65.38) 0.20 134 
μg, 0.40 μg及び0.60 μgを含むように薄め，標準溶液とする．135 
試料溶液及び標準溶液につき，次の条件で原子吸光光度法136 
〈2.23〉により試験を行い，標準溶液の吸光度から得た検量137 
線を用いて試料溶液の亜鉛(Zn：65.38)を定量するとき，138 
0.80 ％以下である． 139 
使用ガス： 140 

可燃性ガス アセチレン 141 
支燃性ガス 空気 142 

ランプ：亜鉛中空陰極ランプ 又は放電ランプ 143 
波長：213.9 nm 144 

水分〈2.48〉 8.0 ％以下(90 mg，電量滴定法)． 145 
エンドトキシン〈4.01〉 10 EU/mg未満． 146 
定量法 試料溶液及び標準溶液は2～8 ℃で保存する．本品約147 

15 mgを精密に量り，0.01 mol/L塩酸試液1.5 mLに溶かし，148 
水を加えて正確に10 mLとし，試料溶液とする．別にインス149 
リングラルギン標準品を1 mL中にインスリングラルギン10 150 
mgを含むように0.01 mol/L塩酸試液に溶かし，更に1 mL中151 
にインスリングラルギン約1.5 mgを含むように水で正確に152 

薄め，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液5 μLずつを153 
正確にとり，次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉に154 
より試験を行い，それぞれの液のインスリングラルギンのピ155 
ーク面積AT及びASを測定する． 156 

インスリングラルギン(C267H404N72O78S6)の量(mg) 157 
＝Ms × AT／AS  158 

Ms：標準溶液1 mL中のインスリングラルギンの量(mg) 159 

試験条件 160 
検出器：紫外吸光光度計(測定波長：214 nm) 161 
カラム：内径3 mm，長さ25 cmのステンレス管に4 μm162 
の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シ163 
リカゲルを充塡する． 164 

カラム温度：35 ℃付近の一定温度 165 
移動相A：無水リン酸二水素ナトリウム20.7 gを水900 166 

mLに溶かした後，リン酸を加えてpH 2.5に調整し，167 
水を加えて1000 mLにした液250 mLに液体クロマト168 
グラフィー用アセトニトリル250 mLを加える．この169 
液に塩化ナトリウム18.4 gを溶かし，水を加えて1000 170 
mLとする． 171 

移動相B：無水リン酸二水素ナトリウム20.7 gを水900 172 
mLに溶かした後，リン酸を加えてpH 2.5に調整し，173 
水を加えて1000 mLにした液250 mLに液体クロマト174 
グラフィー用アセトニトリル650 mLを加える．この175 
液に塩化ナトリウム3.2 gを溶かし，水を加えて1000 176 
mLとする． 177 

移動相の送液：移動相A及び移動相Bの混合比を次のよ178 
うに変えて濃度勾配制御する． 179 

注入後の時間 
(分) 

移動相A 
(vol ％) 

移動相B 
(vol ％) 

0 ～ 20 96 → 83 4 → 17 
20 ～ 30 83 → 63 17 → 37 
30 ～ 40 63 → 96 37 →   4 

流量：毎分0.55 mL(インスリングラルギンの保持時間180 
18～23分) 181 

システム適合性 182 
システムの性能：標準溶液5 μLにつき，上記の条件で183 
操作するとき，インスリングラルギンのピークの理論184 
段数及びシンメトリー係数は，それぞれ20000段以上，185 
1.8以下である． 186 

システムの再現性：標準溶液5 μLにつき，上記の条件187 
で試験を6回繰り返すとき，インスリングラルギンの188 
ピーク面積の相対標準偏差は2.0 ％以下である． 189 

貯法 190 
保存条件 遮光して，－15 ℃以下で保存する． 191 
容器 気密容器．  192 

----------------------------------------------------------- 193 

９．０１ 標準品の(１)の項に次を追加する． 194 

インスリングラルギン標準品 195 
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９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 196 

トリス緩衝液，1 mol/L，pH 7.5 2－アミノ－2－ヒドロキシ197 
メチル－1,3－プロパンジオール12.11 gを水90 mLに溶かし，198 
塩酸を加えてpH 7.5に調整した後，水を加えて100 mLとす199 
る． 200 

V8プロテアーゼ，インスリングラルギン用 Staphylococcus 201 
aureus株から得たプロテアーゼ．pH 7.8，25 ℃において1202 
分間に1 μmolのカルボベンゾキシ－フェニルアラニル－ロ203 
イシル－グルタミル－4－ニトロアニリドを加水分解する酵204 
素量を1単位とするとき，本品1 mg当たり20単位以上を含む．  205 

 206 
 207 


