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インターフェロン アルファ1 

(NAMALWA) 2 

Interferon Alfa (NAMALWA) 3 

本品の本質は，ヒトインターフェロンαであり，ヒトリ4 

ンパ芽球NAMALWA細胞をセンダイウイルスで誘発して得5 

られた糖タンパク質(分子量17000～30000)である．本品は，6 

水溶液である．本品は，抗ウイルス活性を有する． 7 

本品は定量するとき，1 mL当たり50～500 μgのタンパク8 

質を含み，タンパク質1 mg当たり1.0 × 10
8単位以上を含む． 9 

性状 本品は無色澄明の液である． 10 

確認試験 11 

(１) 本品に1 mL中に5000単位を含む液となるようにウシ12 

血清加イーグル最小必須培地を加え，試料原液とする．抗イ13 

ンターフェロンアルファ抗血清にウシ血清加イーグル最小必14 

須培地を加えて，1 mL中にインターフェロンアルファ15 

10000単位を中和する濃度の抗インターフェロンアルファ抗16 

血清を含む溶液とする．この液に等容量の試料原液を加えて17 

混合し，試料溶液とする．別に試料原液に等容量のウシ血清18 

加イーグル最小必須培地を加えて混合し，対照液とする．試19 

料溶液及び対照液を37±1 ℃で1時間放置した後，残存する20 

力価を定量法により測定し，本品の抗ウイルス活性が抗イン21 

ターフェロンアルファ抗血清によって中和されるとき，適合22 

とする．ただし，中和の判定基準は試料溶液の残存する力価23 

が検出されないときとする． 24 

(２) ポリビニリデンフロライド膜をメタノールに10～2025 

秒間浸した後，更にリン酸塩緩衝塩化ナトリウム試液に3026 

分以上浸す．このポリビニリデンフロライド膜を挟んだドッ27 

トブロット装置の穴に，本品のタンパク質量約20 μgに相当28 

する容量を添加し，15分間静置した後，吸引する．さらに29 

リン酸塩緩衝塩化ナトリウム試液0.2 mLを加えて吸引する30 

操作を2回繰り返した後，ポリビニリデンフロライド膜を取31 

り出し，pH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝液・塩化ナトリウム32 

試液に浸し，10分間穏やかに振り混ぜる．液を交換し，こ33 

の操作を更に2回繰り返す．pH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝34 

液・塩化ナトリウム試液を除き，ニワトコレクチン試液を加35 

え，2時間穏やかに振り混ぜる．ニワトコレクチン試液を除36 

き，pH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝液・塩化ナトリウム試液37 

を加え，10分間穏やかに振り混ぜる．液を交換し，この操38 

作を更に2回繰り返す．pH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝液・39 

塩化ナトリウム試液を除き，ペルオキシダーゼ標識アビジン40 

試液を加え，15分間穏やかに振り混ぜる．ペルオキシダー41 

ゼ標識アビジン試液を除き，pH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝42 

液・塩化ナトリウム試液を加え，10分間穏やかに振り混ぜ43 

る．液を交換し，この操作を更に2回繰り返す．pH 7.4の44 

0.01 mol/Lトリス緩衝液・塩化ナトリウム試液を除き，イン45 

ターフェロンアルファ確認用基質試液を加えて発色させると46 

き，褐色のドットを認める． 47 

構成アミノ酸 タンパク質のアミノ酸分析法〈2.04〉「1.タン48 

パク質及びペプチドの加水分解」のフェノールを含まない方49 

法1により加水分解し，「2.アミノ酸分析方法」の方法2によ50 

り試験を行うとき，アスパラギン酸は8～11，トレオニンは51 

4～7，セリンは7～10，グルタミン酸は16～19，グリシン52 

及びチロシンは2～4，アラニン，フェニルアラニン及びリ53 

シンは5～7，バリンは3～6，メチオニンは2～5，イソロイ54 

シンは4～6，ロイシンは12～15，ヒスチジンは1～3，アル55 

ギニンは6～9である． 56 

(ⅰ) 加水分解 本品に1 mL中に600万単位を含む液となる57 

ようにpH 6.8のトリス・グリシン緩衝液を加える．この液3 58 

mLをあらかじめ水／アセトニトリル／薄めたトリフルオロ59 

酢酸(1→50)混液(13：6：1) 5 mLを通したカラム(カラムク60 

ロマトグラフィー用エチルシリル化シリカゲル0.145 gを内61 

径4 mmのポリエチレン製のクロマトグラフィー管に注入し62 

て調製したもの)に入れる．次に水／アセトニトリル／薄め63 

たトリフルオロ酢酸(1→50)混液(13：6：1) 10 mL以上で洗64 

浄した後，アセトニトリル／薄めたトリフルオロ酢酸(1→65 

50)混液(19：1) 0.5 mLで流出し，流出液を試料原液とする．66 

この液0.45 mLに内標準溶液50 μLを加え，混ぜ合わせる．67 

この液0.1 mLを2本の加水分解用試験管にとり，加水分解用68 

ガラス容器の中に入れ，減圧で蒸発乾固する．アミノ酸自動69 

分析用6 mol/L塩酸試液1 mLにメルカプト酢酸10 μLを加え70 

た液20 μLと，アミノ酸自動分析用6 mol/L塩酸試液0.18 mL71 

を加水分解用ガラス容器の底部に加え，加水分解用ガラス容72 

器内を窒素置換後，減圧下密封し，110±2 ℃で一方は24時73 

間，もう一方は72時間加熱する．冷後，開封し，加水分解74 

液を減圧で蒸発乾固し，残留物を水20 μLに溶かし，減圧で75 

蒸発乾固する．残留物を薄めたアミノ酸自動分析用6 mol/L76 

塩酸試液(31→10000) 0.1 mLに溶かし，それぞれ試料溶液77 

(1)及び試料溶液(2)とする．別にL－リシン塩酸塩，L－ヒス78 

チジン塩酸塩一水和物，L－アルギニン，L－アスパラギン79 

酸，L－トレオニン，L－セリン，L－グルタミン酸，グリシ80 

ン，L－アラニン，L－バリン，L－メチオニン，L－イソロ81 

イシン，L－ロイシン，L－チロシン及びフェニルアラニン82 

の適量を正確に量り，薄めたアミノ酸自動分析用6 mol/L塩83 

酸試液(31→10000)に溶かし，1 mL中に各アミノ酸約20 84 

nmolを含む濃度の明らかな溶液を調製し，標準溶液とする． 85 

(ⅱ) アミノ酸分析 試料溶液(1) 15 μL，試料溶液(2) 15 86 

μL及び標準溶液10 μLにつき，次の条件で液体クロマトグラ87 

フィー〈2.01〉により試験を行うとき，試料溶液から得たク88 

ロマトグラムには標準溶液に対応するピークを認める．また，89 

それぞれの構成するアミノ酸のモル比を求める．ただし，ト90 

レオニン及びセリンについては，試料溶液(1)及び試料溶液91 

(2)から得られる値をもとに，加熱0時間に補正する．また，92 

イソロイシン及びバリンについては試料溶液(2)から得られ93 

る値を，これら以外のアミノ酸については試料溶液(1)から94 

得られる値を用いる．なお，モル比を求める際には，システ95 

イン，プロリン及びトリプトファンを除くものとする． 96 

内標準溶液 ノルロイシン32.81 mgを正確に量り，薄め97 

たアミノ酸自動分析用6 mol/L塩酸試液(31→10000)を98 

加えて正確に100 mLとする．この液4 mLを正確に量り，99 

薄めたアミノ酸自動分析用 6 mol/L塩酸試液 (31→100 

10000)を加えて正確に100 mLとする． 101 

試験条件 102 

検出器：蛍光光度計(励起波長：340 nm，蛍光波長：103 

450 nm)  104 

カラム：内径5 mm，長さ8 cmのステンレス管に3 μm105 

のスチレン―ジビニルベンゼン共重合体にスルホン酸106 
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基を結合した液体クロマトグラフィー用強酸性陽イオ107 

ン交換樹脂(Na型)を充塡する． 108 

カラム温度：50±1 ℃で試料を注入した後，11分間保109 

持し，次の23分間は40±1 ℃に，次の56分間は65±110 

1 ℃に，その後は45± 1℃に保つ． 111 

反応槽温度：51 ℃付近の一定温度 112 

移動相：移動相A，移動相B，移動相C及び移動相Dを次113 

の表に従って調製する． 114 

 移動相 A 移動相 B 移動相 C 移動相 D 

クエン酸一水和物 15.93 g 8.40 g 6.10 g － 

クエン酸ナトリウム

水和物 

6.97 g 10.00 g 26.67 g － 

塩化ナトリウム 6.36 g 2.34 g 54.35 g － 

水酸化ナトリウム － － 2.0 g 8.0 g 

エタノール(99.5) 54 mL － － － 

ラウロマクロゴール

溶液(1→4) 

4 mL 4 mL 4 mL 4 mL 

ベンジルアルコール － 2 mL 5 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115 

相Dの混合比を次のように変えて濃度勾配制御する． 116 

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    ～  11 100 0 0 0 

11    ～  12 100 → 0 0 → 100 0 0 

12    ～  34 0 100 0 0 

34    ～  39.1 0 100 → 0 0 → 100 0 

39.1 ～  71 0 0 100 0 

71   ～   86 0 0 0 100 

86   ～ 119 100 0 0 0 

反応試薬：反応試薬A，反応試薬B及び反応試薬Cを次117 

の表に従って調製する． 118 

 反応試薬 A 反応試薬 B 反応試薬 C 

水酸化ナトリウム 24.0 g － － 

ホウ酸 － 21.60 g 21.60 g 

o－フタルアルデヒドのエタ

ノール(99.5)溶液(2→25) 

－ － 10 mL 

ラウロマクロゴール溶液 

(1→4) 

－ － 4 mL 

2－メルカプトエタノール － － 2 mL 

10 ％次亜塩素酸ナトリウム

試液 

－ 0.1 mL － 

水 適量 適量 適量 

全量 1000 mL 1000 mL 1000 mL 

移動相流量：アスパラギン酸，グルタミン酸及びメチオ119 

ニンの保持時間がそれぞれ約12分，約20分及び約42120 

分となるように調整する． 121 

反応試薬流量：反応試薬A，反応試薬B及び反応試薬C122 

の流量はいずれも毎分約0.2 mL． 123 

システム適合性 124 

システムの性能：標準溶液10 μLにつき，上記の条件で125 

操作するとき，トレオニンとセリン，グリシンとアラ126 

ニン及びイソロイシンとロイシンの分離度はそれぞれ127 

0.6，0.8及び1.2以上である． 128 

システムの再現性：標準溶液10 μLにつき，上記の条件129 

で試験を3回繰り返すとき，アスパラギン酸，プロリ130 

ン，バリン及びアルギニンの各ピーク面積の相対標準131 

偏差はそれぞれ2.5 ％以下である． 132 

分子量 本品適量を量り，1 mL中に600万単位を含む液とな133 

るようにpH 6.8のトリス・グリシン緩衝液を加えた液3容量134 

に分子量試験用還元液1容量を加え，試料原液とする．別に135 

インターフェロンアルファ(NAMALWA)用分子量マーカー3136 

容量に分子量試験用還元液1容量を加え，標準原液とする．137 

試料原液及び標準原液を水浴上で90秒間加熱し，試料溶液138 

及び標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液につき，次の条139 

件でSDSポリアクリルアミド電気泳動法により試験を行い，140 

標準溶液の各泳動帯の相対移動度を求め，分子量の対数に対141 

して直線回帰し，検量線を作成する．試料溶液から得た主泳142 

動帯の中心部の相対移動度を求め，検量線より本品の分子量143 

を算出するとき，17000～30000の範囲に少なくとも4本の144 

泳動帯を認める．  145 

試験条件 146 

アクリルアミド液 アクリルアミド60 g及びN,N ′－メチ147 

レンビスアクリルアミド1.6 gを水に溶かし，200 mLと148 

する． 149 

分離ゲル ペルオキソ二硫酸アンモニウム0.35 gを水50 150 

mLに溶かし，ペルオキソ二硫酸アンモニウム溶液を調151 

製する．用時製する．アクリルアミド液100 mL，pH 152 

8.8のトリス緩衝液80 mL，ペルオキソ二硫酸アンモニ153 

ウム溶液15 mL，水5 mL，N,N,N ′,N ′－テトラメチル154 

エチレンジアミン50 μLの割合で各液を加えて静かに振155 

り混ぜ，ゲル作成用プレートに静かに注ぎ，その上に水156 

を重層して2～3時間静置する． 157 

濃縮ゲル 分離ゲル上の水を除き，pH 6.8のトリス緩衝158 

液80 mL，水48 mL，アクリルアミド液16 mL，ペルオ159 

キソ二硫酸アンモニウム溶液16 mL，N,N,N ′,N ′－テ160 

トラメチルエチレンジアミン40 μLの割合で各液を加え161 

て混合した液を，分離ゲル上に加える．濃縮ゲルの高さ162 

が約18 mmになるようにプラスチックの溝枠を水平に163 

取り付け，ゲルが固化するまで静置する． 164 

泳動 スラブゲル電気泳動装置に調製したポリアクリルア165 

ミドゲルを取り付け，上下の電極槽にそれぞれ必要量の166 

pH 8.3のトリス緩衝液を入れる．試料溶液40 μL及び標167 

準溶液15 μLを濃縮ゲルの溝に静かに注ぎ，下側を陽極168 

として，電気泳動を行う．ブロモフェノールブルーの泳169 

動帯が分離ゲルの下端から約10 mmの位置に達したと170 

き，電気泳動を終了させる． 171 

固定 トリクロロ酢酸3 gを水20 mLに溶かす．この液に172 

ゲルを1時間浸して固定する． 173 

染色及び脱色 クーマシーブリリアントブルーR－250 174 

1.0 gをメタノール450 mL及び酢酸(100) 100 mLに溶か175 

し，更に水を加えて1000 mLとし，染色液とする．ゲ176 

ルを染色液に2時間以上浸して染色した後，水／メタノ177 

ール／酢酸(100)混液(33：4：3)1000 mLに浸して脱色178 

する． 179 

純度試験 180 

(１) 卵白アルブミン，センダイウイルスコートタンパク，181 

その他の異種タンパク質及びその他の工程由来不純物 別に182 

規定する． 183 

(２) 核酸 本品につき，次の方法により試験を行うとき，184 
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インターフェロンアルファ (NAMALWA) 100万単位当たり185 

DNAとして1.0 pg以下である． 186 

( ⅰ )  DNA標準溶液  インターフェロンアルファ187 

(NAMALWA)用DNA標準原液にサケ精子DNA溶液 (1→188 

10000000)を加え，1 mL中にDNA 20 ngを含む液となるよ189 

うに正確に薄める．以下，DNAの濃度は，インターフェロ190 

ンアルファ(NAMALWA)用DNAの濃度とする．この液に1 191 

mL中にDNA 10 ngを含む液となるようにpH 6.8のトリス・192 

グリシン緩衝液を正確に加える．次にpH 6.8のトリス・グ193 

リシン緩衝液を加え，数段階の希釈を行う．その後，1 mL194 

中にDNA 128 pg, 64 pg, 32 pg, 16 pg, 8 pg及び4 pgを含む195 

液となるようにpH 6.8のトリス・グリシン緩衝液／pH 8.0196 

の1 mol/Lトリス緩衝液混液(40：1)を正確に加え，DNA標197 

準溶液とする．  198 

(ⅱ) 操作法 本品を試料溶液とする．各DNA標準溶液，199 

pH 6.8のトリス・グリシン緩衝液／pH 8.0の1 mol/Lトリス200 

緩衝液混液(43：1)及び試料溶液を別々のチューブにそれぞ201 

れ0.11 mL入れる．各溶液を98 ℃のアルミブロック恒温槽202 

で10分間加熱する．氷冷後，遠心分離し，上清50 μLを新し203 

いチューブに移す．PCR用マイクロプレートの別々の穴に204 

加熱処理によりDNA抽出操作を行った各DNA標準溶液，205 

pH 6.8のトリス・グリシン緩衝液／pH 8.0の1 mol/Lトリス206 

緩衝液混液(43：1)及び試料溶液をそれぞれ6 μLずつ入れる．207 

次に，各穴にSYBR Green含有PCR 2倍反応液／核酸分解酵208 

素不含水／Primer F試液／Primer R試液混液(167：70：209 

10：10)を20 μLずつ加える．その後，プレートフィルムで210 

密封し，遠心する．遠心終了後，プレートをリアルタイム211 

PCRシステムに装着して，95 ℃15秒間，60 ℃1分間のサイ212 

クルを40回繰り返し，PCRサイクルごとに各穴の蛍光強度213 

を測定する．横軸にPCRサイクル数，縦軸に蛍光量をプロ214 

ットし，各穴の蛍光量が一定の値を超えたときのPCRサイ215 

クル数を算出する．更に，横軸にDNA標準溶液の濃度の対216 

数を，縦軸にPCRサイクル数をプロットして検量線を作り，217 

試料溶液中のDNA濃度を求める． 218 

システム適合性 219 

検出の確認：4 pg/mLのDNA標準溶液から得られる220 

PCRサイクル数は，pH 6.8のトリス・グリシン緩衝221 

液／pH 8.0の1 mol/Lトリス緩衝液混液(43：1)から得222 

られるPCRサイクル数より大きくない．  223 

システムの性能：各DNA標準溶液につき，上記の条件224 

で操作するとき，得られる検量線の相関係数は0.990225 

以上である． 226 

(３) 誘発ウイルス混入否定試験 発育鶏卵6個以上を用い，227 

1個当たり本品0.2 mLを尿膜腔内に注射して36±1 ℃で3日228 

間放置した後，4 ℃で一晩放置する．それぞれの発育鶏卵よ229 

り漿尿液1 mL以上を採取する．この漿尿液50 μLを量り，230 

0.5 vol％ニワトリ赤血球浮遊液50 μLを加えて混合した後，231 

室温で1時間放置し，凝集像の有無を観察する．凝集像を認232 

めないとき，この漿尿液0.2 mLを発育鶏卵の尿膜腔内に注233 

射して同様の操作を繰り返し，凝集像を認めないとき，適合234 

とする．陽性対照として，発育鶏卵１個当たり1.6～6.4 × 235 

10
-4赤血球凝集価(HA価)のセンダイウイルスを尿膜腔内に接236 

種し，同時に試験する． 237 

定量法 238 

(１) タンパク質含量 239 

(ⅰ) 試料溶液 本品に1 mL中に300～400万単位を含む液240 

となるように生理食塩液を加え，試料溶液とする． 241 

(ⅱ) 標準溶液 ウシ血清アルブミン約50 mgを精密に量り，242 

生理食塩液に溶かし，正確に50 mLとした液につき，紫外可243 

視吸光度測定法〈2.24〉により試験を行い，波長280 nmにお244 

ける吸光度を測定し，比吸光度E1cm
1%  (280 nm)：6.6を用い245 

てタンパク質濃度を求める．この液に生理食塩液を加え，1 246 

mL中にウシ血清アルブミンをそれぞれ正確に50，25，12.5，247 

6.25及び3.13 μgを含む各標準溶液を調製する．  248 

(ⅲ) 操作法 試料溶液及び各標準溶液0.25 mLずつを正確249 

に量り，インターフェロンアルファ用クーマシーブリリアン250 

トブルー試液0.25 mLを正確に加え，室温で30秒間正確に放251 

置する．これらの液につき，水を対照とし，紫外可視吸光度252 

測定法〈2.24〉により試験を行い，波長614 nmにおける吸光253 

度を測定する．各標準溶液から得た吸光度から，縦軸を吸光254 

度，横軸を濃度とする検量線を作成する．これに試料溶液か255 

ら得た吸光度をあてて試料溶液中のタンパク質量を求め，検256 

体1 mL中のタンパク質含量を計算する．別に生理食塩液に257 

つき，同様の方法で空試験を行い，補正する． 258 

(２) 比活性 平底マイクロプレートの各穴にウシ血清加イ259 

ーグル最小必須培地で調製した45000～60000個のFL細胞を260 

接種し，5 ％炭酸ガス培養器内で，37±1 ℃で18～22時間261 

培養する．本品及びインターフェロンアルファ標準品をそれ262 

ぞれウシ血清加イーグル最小必須培地で薄めて1 mL中にイ263 

ンターフェロンアルファが約30単位となる溶液(1)を調製す264 

る．溶液(1) 200 μLにウシ血清加イーグル最小必須培地117 265 

μLを加えて溶液(2)とする．溶液(2) 200 μLにウシ血清加イ266 

ーグル最小必須培地117 μLを加える．この操作を繰り返し，267 

1段当たりの希釈率が0.2 log10倍である8段階の対数希釈した268 

試料溶液及び標準溶液を調製する．ただし，試料溶液は繰り269 

返し3回以上調製する．細胞培養の各穴に各試料溶液又は標270 

準溶液を加え，37±1 ℃で6時間培養する．培養液を捨て，271 

１穴当たり1 × 10
5～1 × 10

6 PFUのシンドビスウイルスを272 

加え，37±1 ℃で38～42時間培養する．培養液を捨て，ニ273 

ュートラルレッド・ウシ血清加イーグル最小必須培地を加え，274 

37±1 ℃で45～75分間培養する．培養液を捨て，0.01 275 

mol/Lリン酸塩緩衝液を加える．この液を捨てる．この操作276 

を繰り返す．細胞に取り込まれたニュートラルレッドをリン277 

酸二水素ナトリウム・エタノール試液を加えて溶出させる．278 

波長540 nmにおける吸光度を測定し，試料溶液及び標準溶279 

液から得た吸光度から，縦軸を吸光度，横軸を希釈倍数の対280 

数とする用量反応曲線をそれぞれ作成する．試料溶液及び標281 

準溶液の用量反応曲線について，ウイルスを感染させていな282 

い細胞と感染させた細胞での吸光度の中間の吸光度となる点283 

を比較して，独立して調製した試料溶液(n=3以上)の標準溶284 

液に対する相対力価を求め，その平均値を本品1 mL中の力285 

価とする．算出された力価をタンパク質含量で除して，比活286 

性を求める．  287 

なお，次の条件をすべて満たすとき，試験は有効とする． 288 

ウイルスを感染させていない細胞から得られる吸光度が289 

0.8～1.2． 290 

ウイルスを感染させた細胞から得られる吸光度が0.1以291 

下． 292 



006-1406.pdf 

繰り返し3回以上調製した試料溶液から得た本品1 mL中293 

の力価(対数)の標準偏差が0.06以下． 294 

貯法 295 

保存条件 遮光し，凍結を避け，5 ℃以下で保存する． 296 

容器 気密容器． 297 

----------------------------------------------------------- 298 

９．０１ 標準品の(２)の項に次を追加する． 299 

インターフェロンアルファ標準品 300 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 301 

イーグル最小必須培地，ウシ血清加 イーグル最小必須培地に302 

適当な量のウシ血清を加える． 303 

FL細胞 正常ヒト羊膜由来の樹立細胞株で，ウシ血清加イー304 

グル最小必須培地で継代する． 305 

塩酸試液，アミノ酸自動分析用6 mol/L アミノ酸自動分析用306 

の塩化水素(HCl：36.46) 19～21 ％を含む(定沸点塩酸)．  307 

水，核酸分解酵素不含 核酸分解酵素が入っていない水． 308 

還元液，分子量試験用 ラウリル硫酸ナトリウム10.6 g及び309 

2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1，3－プロパンジオー310 

ル3.9 gを水60 mLに溶かし，塩酸を加えてpH 6.8に調整し311 

た後，スクロース31 gを加えて溶かし，水を加えて100 mL312 

とする．この液97 mLにブロモフェノールブルー溶液(11→313 

2500) 3 mLを加えた液0.4 mLに2－メルカプトエタノール314 

0.1 mLを加える．用時製する． 315 

基質試液，インターフェロンアルファ確認用 3,3′－ジアミノ316 

ベンジジン四塩酸塩9 mgをリン酸塩緩衝塩化ナトリウム試317 

液に溶かし，30 mLとする．この液に過酸化水素(30) 5 μL318 

を加える．用時製する． 319 

クーマシーブリリアントブルー試液，インターフェロンアルフ320 

ァ用 クーマシーブリリアントブルーG－250 20 mgを薄め321 

た過塩素酸(43→1000)に溶かし，100 mLとし，ろ過する．322 

ろ液につき，紫外可視吸光度測定法〈2.24〉により試験を行323 

い，波長465 nmにおける吸光度を測定し，吸光度が1.3～324 

1.5になるようにクーマシーブリリアントブルーG－250又は325 

薄めた過塩素酸(43→1000)を加える． 326 

抗インターフェロンアルファ抗血清 インターフェロンアルフ327 

ァでウサギを免疫して作製した抗血清で，インターフェロン328 

アルファと特異的に反応し，1 mLでインターフェロンアル329 

ファ10000単位以上を中和するもの． 330 

サケ精子DNA サケ精子あるいはサケ精巣より抽出された核331 

画分を超音波処理し，乾燥したもの．  332 

3,3′－ジアミノベンジジン四塩酸塩 C12H14N4・4HCl 白色333 

～帯黄褐色の針状の結晶で，水に溶ける． 334 

スクロース C12H22O11 [K8383，特級] 335 

次亜塩素酸ナトリウム試液，10 ％ 次亜塩素酸ナトリウム336 

(NaClO：74.44)が10 ％含量となるように，水酸化ナトリウ337 

ムの水溶液に氷冷しながら塩素を通じて製する．用時製する． 338 

シンドビスウイルス トガウイルス科のRNAウイルスで，ニ339 

ワトリ胚細胞初代培養で増殖させる．同細胞培養上でプラー340 

ク数を測定し，1 × 10
8 PFU/mL以上のものを用いる． 341 

センダイウイルス パラミクソウイルス科のRNAウイルスで，342 

発育鶏卵の尿膜腔内で増殖させる．ニワトリ赤血球を用いて343 

赤血球凝集価(HA価)を測定し，800～3200 HA価/mLのもの344 

を用いる． 345 

DNA標準原液，インターフェロンアルファ(NAMALWA)用 346 

ナマルバ細胞1 × 10
9個にプロテイナーゼK液0.1 mL及び347 

N－ラウロイルサルコシンナトリウム試液20 mLを加え，50348 

±1 ℃で3時間穏やかにかき混ぜて細胞を溶解した後，水飽349 

和フェノール20 mLを加えて室温で3時間穏やかにかき混ぜ350 

る．クロロホルム／3－メチル－1－ブタノール混液(24：1) 351 

10 mLを加えた後，遠心分離し，下層を除く．上層に水飽和352 

フェノール20 mLを加え，室温で2時間穏やかにかき混ぜた353 

後，遠心分離する．下層を集め，透析用緩衝液Aを外液とし354 

て24時間透析した後，得られた内液1 mL中にリボヌクレア355 

ーゼAが25 μg，リボヌクレアーゼT1が25単位になるように356 

加え，37±1 ℃で3時間穏やかにかき混ぜる．この液1 mL中357 

にラウリル硫酸ナトリウム5 mg，プロテイナーゼK 50 μgを358 

含む液となるように，ラウリル硫酸ナトリウム溶液(1→10)359 

及びプロテイナーゼK液を加え，50±1 ℃で2時間穏やかに360 

かき混ぜる．等容量のTE緩衝液飽和フェノールを加え，室361 

温で2時間穏やかにかき混ぜた後，遠心分離する．下層を除362 

き，再び同様の操作を繰り返す．上層を集め，透析用緩衝363 

液Bを外液として10時間透析した後，外液を透析用緩衝液C364 

に換えて24時間透析する．得られた内液を集め，0.1容量の365 

pH 5.2の酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液及び2.2容量のエタノ366 

ール(99.5)を加え，穏やかにかき混ぜる．析出したDNAをガ367 

ラス棒に巻きつけて集め，薄めたエタノール(7→10)で洗浄368 

し，減圧で乾燥した後，残留物を4 mLのTE緩衝液に溶かし，369 

標準DNAとする．これを二本鎖DNAの比吸光度E1cm
1%  (260 370 

nm)：200に従い，1 mL中にDNA 40 ngを含む液となるよ371 

うに水を正確に加える． 372 

トリス緩衝液，1 mol/L，pH 8.0 2－アミノ－2－ヒドロキシ373 

メチル－1，3－プロパンジオール121 gを水800 mLに溶か374 

し，塩酸を加えてpH 8.0に調整した後，水を加えて1000 375 

mLとし，高圧蒸気滅菌する． 376 

トリス緩衝液，pH 6.8 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1，377 

3－プロパンジオール30.3 g及びラウリル硫酸ナトリウム2.0 378 

gを水800 mLに溶かし，5 mol/L塩酸試液を加えてpH 6.8に379 

調整し，水を加えて1000 mLとする． 380 

トリス緩衝液，pH 8.3 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1，381 

3－プロパンジオール3.03 g，ラウリル硫酸ナトリウム1.0 g382 

及びグリシン14.4 gを水900 mLに溶かし，5 mol/L塩酸試液383 

を加えてpH 8.3に調整し，水を加えて1000 mLとする． 384 

トリス緩衝液，pH 8.8 2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1，385 

3－プロパンジオール22.7 g及びラウリル硫酸ナトリウム1.5 386 

gを水140 mLに溶かし，5 mol/L塩酸試液を加えてpH 8.8に387 

調整し，水を加えて200 mLとする． 388 

トリス緩衝液・塩化ナトリウム試液，0.01 mol/L，pH 7.4 389 

2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1,3－プロパンジオール390 

1.2 g，塩化ナトリウム29.2 g及びポリソルベート20 0.5 gを391 

水800 mLに溶かし，1 mol/L塩酸試液を加えてpH 7.4に調392 

整した後，水を加えて1000 mLとする． 393 

トリス・グリシン緩衝液，pH 6.8 2－アミノ－2－ヒドロキ394 

シメチル－1,3－プロパンジオール1.22 g，グリシン0.76 g，395 

塩化ナトリウム8.8 g及びポリソルベート80 0.1 gを水800 396 

mLに溶かし，1 mol/L塩酸試液を加えてpH 6.8に調整し，397 
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水を加えて1000 mLとする． 398 

ナマルバ細胞 バーキットリンパ腫の患者から取り出されたB399 

リンパ芽球由来のヒト株化細胞である． 400 

ニュートラルレッド・ウシ血清加イーグル最小必須培地 N－401 

2－ヒドロキシエチルピペラジン－N ′－2－エタンスルホン402 

酸を含み，炭酸水素ナトリウムを含まないウシ血清加イーグ403 

ル最小必須培地にニュートラルレッド溶液(1→100)を加え，404 

水酸化ナトリウム試液を加えてpH 6.7～6.8に調整する． 405 

ニワトコレクチン 日本ニワトコ又は西洋ニワトコに由来する406 

レクチンで末端にα2,6結合したシアル酸を持つ糖鎖を特異407 

的に認識する． 408 

ニワトコレクチン試液 ビオチン標識ニワトコレクチンを濃度409 

が10 μg/mLとなるようにpH 7.4の0.01 mol/Lトリス緩衝410 

液・塩化ナトリウム試液で薄める．用時製する． 411 

0.5 vol％ニワトリ赤血球浮遊液 健康なニワトリから採血し412 

た血液を遠心分離して上澄液を除き，残留物に0.01 mol/Lリ413 

ン酸塩緩衝液を加えて45 mLとし，懸濁した後に遠心分離す414 

る．上澄液を除き，同様の操作を3回繰り返す．残留物の中415 

間層5 mLを量り，0.01 mol/Lリン酸塩緩衝液40 mLを加え416 

て懸濁し，遠心分離する．上澄液を除き，残留物の中間層3 417 

mLを量り，0.01 mol/Lリン酸塩緩衝液10 mLを加えて懸濁418 

し，遠心分離する．上澄液を除き，残留物の中間層2 mLを419 

量り，0.01 mol/Lリン酸塩緩衝液18 mLを加えて懸濁する．420 

この液10 mLを量り，0.01 mol/Lリン酸塩緩衝液190 mLを421 

加えて懸濁する． 422 

ノルロイシン C6H13NO2 白色の結晶又は粉末で，水に溶け423 

る． 424 

ビオチン標識ニワトコレクチン ビオチンを結合したニワト425 

コレクチンを適当な緩衝液で溶かしたもの． 426 

PCR 2倍反応液，SYBR Green含有 SYBR Greenを含有する427 

リアルタイムPCR用の2倍濃縮反応液を使用する． 428 

Primer F Alu配列に対応するプライマーで，塩基配列が429 

「5´－CATCCTGGCYAACAYGGTGAAAC－3´」で表され430 

るオリゴヌクレオチドを合成し，使用する．  431 

Primer F試液 Primer Fが100 μmol/LとなるようにTE緩衝432 

液を加える．更にPrimer Fが25 μmol/LとなるようにpH 6.8433 

のトリス・グリシン緩衝液を加える． 434 

Primer R Alu配列に対応するプライマーで，塩基配列が435 

「5´－ATTCTCCTGCCTCAGCCTCC－3´」で表されるオ436 

リゴヌクレオチドを合成し，使用する．  437 

Primer R試液 Primer Rが100 μmol/LとなるようにTE緩衝438 

液を加える．更にPrimer Rが25 μmol/LとなるようにpH 6.8439 

のトリス・グリシン緩衝液を加える． 440 

ペルオキシダーゼ標識アビジン 西洋ワサビペルオキシダーゼ441 

を結合したアビジンを適当な緩衝液で溶かしたもの． 442 

ペルオキシダーゼ標識アビジン試液 ペルオキシダーゼ標識ア443 

ビジンを濃度が0.3 μg/mLとなるようにpH 7.4の0.01 mol/L444 

トリス緩衝液・塩化ナトリウム試液で薄める．用時製する． 445 

分子量マーカー，インターフェロンアルファ用 分子量既知の446 

マーカータンパク質で，分子量測定用に調整したもの[4成447 

分：卵白アルブミン，炭酸脱水酵素，大豆トリプシンインヒ448 

ビター及びα－ラクトアルブミン]． 449 

確認試験 本品を試料溶液とする．別に1 mL当たり卵白ア450 

ルブミンをタンパク含量として100 μgを含む液となるよう451 

に水を加え，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液につき，452 

「インターフェロンアルファ(NAMALWA)」の分子量試験453 

の試験条件でSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動を行う454 

とき，試料溶液は4個の主泳動帯を示す．更に，試料溶液の455 

卵白アルブミンは，標準溶液から得た泳動帯の移動度に一致456 

する． 457 

リン酸塩緩衝液，0.01 mol/L 無水リン酸水素二ナトリウム458 

1.15 g，リン酸二水素カリウム0.2 g，塩化ナトリウム8.0 g459 

及び塩化カリウム0.2 gを水に溶かし，1000 mLとする． 460 

リン酸二水素ナトリウム・エタノール試液 リン酸二水素ナト461 

リウム溶液(39→2500) 500 mLに水200 mLを加えた後，エ462 

タノール(99.5) 300 mLを加える． 463 

９．４２ クロマトグラフィー用担体・充塡剤の項に次を追加する． 464 

エチルシリル化シリカゲル，カラムクロマトグラフィー用 カ465 

ラムクロマトグラフィー用に製造したもの． 466 

 467 


