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次のように改める． 1 

第十七改正日本薬局方における国際調和 2 

日本薬局方，欧州薬局方(The European Pharmacopoeia)及3 

び米国薬局方(The United States Pharmacopeia)での調和合4 

意に基づき規定した試験法及び医薬品各条は，次のとおりであ5 

る． 6 

薬局方調和事項の欄には薬局方調和合意文書の調和事項を，7 

第十七改正日本薬局方の欄には第十七改正日本薬局方の項目名8 

などを記載している．備考欄には，第十七改正日本薬局方と，9 

薬局方調和事項との差違などを必要に応じて記載した． 10 

なお，各表の冒頭に記載した調和年月は当該試験法及び医薬11 

品各条が調和された年月を示している．また，調和事項の改正12 

及び修正を行った場合は，( )内にRev.及びCorr.の回数を記13 

載した． 14 

 15 

 16 

調和年月：2005年8月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Residue on Ignition／Sulphated Ash Test 2.44 強熱残分試験法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に関する説明 

日本薬局方医薬品各条における記載事項に関す

る説明等 

Procedure 1. 操作法  

 17 

調和年月：2014年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Thermal Analysis 2.52 熱分析法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

熱重量測定法を乾燥減量試験法又は水分測定法

の別法として用いる場合の説明等 

Thermogravimetry 1.  熱重量測定法   

Instrument 1.1.  装置 日本薬局方独自記載事項： 

装置校正用シュウ酸カルシウム一水和物標準品

を設定 

Temperature calibration 1.2. 温度校正  

Calibration of the electrobalance 1.3. 電子天秤の校正  

Method 1.4. 方法  

Differential scanning calorimetry 2. 示差走査熱量測定法  

Instrument 2.1. 装置  

Calibration of the instrument 2.2. 装置の校正  

Temperature calibration 2.2.1. 温度校正  

Heat-quantity calibration 2.2.2. 熱量校正  

Operating procedure 2.3. 操作方法  

Applications 2.4. 応用  

Phase changes 2.4.1. 相変化  

Changes in chemical composition 2.4.2. 化学組成の変化  

Application to phase diagrams 2.4.3. 相図への応用  

Determination of purity 2.4.4. 純度の測定  

Figure 1 Thermogram 図 1 サーモグラム  

Figure 2 Thermal diagrams according to purity 図 2 純度の違いによる熱曲線  

Table 1 表 1  
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調和年月：2007年10月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Characterisation of Crystalline and 

Partially Crystalline Solids by X-ray 

Powder Diffraction (XRPD) 

2.58 粉末 X 線回折測定法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載： 

当該試験法に関する説明 

Principle 1. 原理  

Instrument 2. 装置  

Instrument set-up 2.1. 装置の校正  

X-ray radiation 2.2. X 線放射  

Radiation protection 2.3. 放射線防護  

Specimen preparation and mounting 3. 試料の調製と取付け  

Specimen preparation 3.1. 試料の調製  

Specimen mounting  試料の取付けは規定しない． 

Effect of specimen displacement   

Effect of specimen thickness and 

transparency 

  

Control of the instrument performance 4. 装置性能の管理  

Qualitative phase analysis 

(Identification of phases) 

5. 定性分析(相の同定)  

Quantitative phase analysis 6. 定量分析  

Polymorphic samples 6.1. 多形試料  

Methods using a standard 6.2. 標準試料を用いる方法  

Estimate of the amorphous and crystalline 

fractions 

7. 非晶質と結晶の割合評価  

Single crystal structure 8. 単結晶構造解析  

Figure 1 Diffraction of X-rays by a crystal 

according to Bragg’s law 
図1 ブラッグの法則に基づいた結晶によるX線回折  

Figure 2 X-ray powder diffraction patterns 

collected for 5 different solid phases of a 

substance (the intensities are normalized) 

図 2 ある物質の五つの異なる固体相で認められた粉末

X 線パターン(強度は規格化してある) 

 

Figure 3 Geometric arrangement of the 

Bragg-Brentano parafocusing geometry 
図3 ブラッグ－ブレンターノ集中法光学系の配置図  
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調和年月：2013年11月(Rev. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Bulk Density and Tapped Density of Powders 3.01 かさ密度及びタップ密度測定法  

 (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

当該測定法に関する説明 

Bulk density 1. かさ密度  

Method 1：Measurement in a graduated cylinder 1.1. 第 1 法(メスシリンダーを用いる方法)  

Procedure 1.1.1. 操作法  

Method 2：Measurement in a volumeter 1.2. 第 2 法(ボリュメーターを用いる方法)  

Apparatus 1.2.1. 装置  

Procedure 1.2.2. 操作法  

Method 3：Measurement in a vessel 1.3. 第 3 法(容器を用いる方法)  

Apparatus 1.3.1. 装置  

Procedure 1.3.2. 操作法  

Tapped density 2. タップ密度  

Method 1 2.1. 第 1 法  

Apparatus 2.1.1. 装置  

Procedure 2.1.2. 操作法  

Method 2 2.2. 第 2 法  

Procedure 2.2.1. 操作法  

Method 3 2.3. 第 3 法  

Procedure 2.3.1. 操作法  

Measures of powder compressibility 3. 粉体の圧縮性の尺度  

Figure 1 Volumeter 図 1 ボリュメーター  

Figure 2 Measuring vessel (left) and cap (right) 図 2 測定用容器(左)と補助円筒(右)  

Figure 3 図 3 タッピング装置  
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 23 

調和年月：2003年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Specific Surface Area 3.02 比表面積測定法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項：当該試験法に関する説明 

 1. 解析法  

Multi-point measurement 1.1. 多点法  

Single-point measurement 1.2. 一点法  

Sample preparation 2. 試料の調製  

Outgassing   

Adsorbate   

Quantity of sample   

 3. 測定法  

Method 1：The dynamic flow method 3.1. 第 1 法：動的流動法  

Method 2：The volumetric method 3.2. 第 2 法：容量法  

Reference materials 4. 標準物質  

Figure 1 Schematic diagram of the dynamic 

flow method apparatus 

図 1 動的流動法装置の概略図  

Figure 2 Schematic diagram of the volumetric 

method apparatus 

図 2 容量法装置の概略図  

 24 

調和年月：2007年5月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Gas Pycnometric Density of Solids 3.03 粉体の粒子密度測定法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

測定法の対象を記載 

Apparatus 1. 装置  

 2. 装置の校正 測定温度の部分は操作法に記載 

Method 

Expression of the results 

3. 操作法  

Figure 1 Schematic diagram of a gas pycnometer 図1 気体置換型ピクノメーター(粒子密度測定装置)の模式図  
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 27 

調和年月：2004年6月(第1法)／2007年5月(Rev. 1)(第2法) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 3.04 粒度測定法  

 (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に関する説明 

Optical microscopy 1. 第 1 法 光学顕微鏡法 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に関する説明 

Apparatus 1.1. 装置  

Adjustment 1.1.1. 調整  

Illumination 1.1.1.1. 照明  

Visual characterization 1.1.1.2. 目視による評価 日本薬局方独自記載事項： 

粒子径の測定方法に関する説明 

Photographic characterization 1.1.1.3. 写真による評価  

Preparation of the mount 1.2. 試料の調製  

 1.3. 観察  

Crystallinity characterization 1.3.1. 結晶性の評価  

Limit Test of particle size by microscopy 1.3.2. 顕微鏡法による粒子径の限度試験  

Particle size characterization 1.3.3. 粒子径の評価  

Particle shape characterization 1.3.4. 粒子形状の評価  

General observations 1.3.5. 一般的観察  

Figure 1 Commonly used measurements of particle size 図 1 一般的に用いられる粒子径  

Figure 2 Commonly used descriptions of particle shape 図 2 一般的に用いられる粒子形状の記述  

Analytical sieving 2. 第 2 法 ふるい分け法 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に関する説明 

Principles of analytical sieving ふるい分け法の原理  

 2.1. 操作  

Test sieves 2.1.1. 試験用ふるい  

Test specimen 2.1.2. 測定用試料  

Agitation methods 2.1.3. 振とう法  

Endpoint determination 2.1.4. 終点の決定  

Sieving methods 2.2. ふるい分け法  

1) Mechanical agitation dry sieving method 2.2.1. 機械的振とう法(乾式ふるい分け法)  

2) Air entrainment methods air jet and sonic sifter 

sieving 

2.2.2. 気流中飛散法(エアー・ジェット法及び

ソニック・シフター法) 

 

Interpretation 2.3. 結果の解析  

Figure 1 Commonly used measurements of particle size 図 1  一般的に用いられる粒子径  

Figure 2 Commonly used descriptions of particle shape 図 2 一般的に用いられる粒子形状の記述  

Table 1 Size of standard sieve series 

in range of interest 

表 1 関係する範囲における標準ふるいの 

目開き寸法 
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調和年月：2009年10月 29 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

 

備考 

Water-Solids Interactions 3.05 収着-脱着等温線測定法及び水分活性測定法  

 (前書き) 日本薬局方独自記載事項：当該測

定法に関する説明 

Introduction  規定しない．  

Physical states of sorbed water 規定しない．  

Rates of water uptake 規定しない．  

Determination of sorption-Desorption Isotherms 1. 収着－脱着等温線の測定  

Principle 1.1. 原理  

Methods 1.2. 方法  

Report and interpretation of the data 1.3. データの記録と解析  

Determination of the water activity 2. 水分活性の測定  

Principle 2.1. 原理  

Methods 2.2. 方法  

Figure 1 Example of an apparatus for the determination 

of the water sorption (other designs are possible) 

図 1 水収着測定用装置の一例（他の測定形式も可）  

Table 1 Standard saturated salt solutions 表 1 校正の基準として使用される飽和塩溶液の

25 ℃における平衡相対湿度と水分活性 

 

 30 
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調和年月：2011年6月(Rev. 2) 32 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Bacterial Endotoxins Test 4.01 エンドトキシン試験法  

(Introduction) (前書き)  

Apparatus 1. 器具  

 2. 溶液の調製  

Preparation of standard endotoxin stock solution 2.1. エンドトキシン標準原液の調製  

Preparation of standard endotoxin solution 2.2. エンドトキシン標準溶液の調製  

Preparation of sample solutions 2.3. 試料溶液の調製  

Determination of maximum valid dilution 3. 最大有効希釈倍数の求め方  

Gel-clot technique 4. ゲル化法  

(1) Preparatory testing 4.1. 予備試験  

(ⅰ) Test for confirmation of labeled lysate sensitivity 4.1.1. ライセート試薬の表示感度確認試験  

(ⅱ) Test for interfering factors 4.1.2. 反応干渉因子試験  

(2) Limit test 4.2. 限度試験法  

(ⅰ) Procedure 4.2.1. 操作法  

(ⅱ) Interpretation 4.2.2. 判定  

(3) Quantitative test 4.3. 定量試験法  

(ⅰ) Procedure 4.3.1. 操作法  

(ⅱ) Calculation and interpretation 4.3.2. エンドトキシン濃度の算出及び判定  

Photometric quantitative techniques 5. 光学的定量法  

(1) Turbidimetric techniques 5.1. 比濁法  

(2) Chromogenic technique 5.2. 比色法  

(3) Preparatory testing 5.3. 予備試験  

(ⅰ) Assurance of criteria for the standard curve 5.3.1. 検量線の信頼性確認試験  

(ⅱ) Test for interfering factors 5.3.2. 反応干渉因子試験  

(4) Test 5.4. 定量  

(ⅰ) Procedure 5.4.1. 操作法  

(ⅱ) Calculation 5.4.2. エンドトキシン濃度の算出  

(ⅲ) Interpretation 5.4.3. 判定  

Reagents，test solutions  〈9.41〉試薬・試液に規定 

Amoebocyte lysate   

Lysate TS   

Water for bacterial endotoxins test (BET)   

Table 1 表 1  

Table 2 表 2  

Table 3 表 3  

Table 4 表 4  
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調和年月：2009年6月 (Rev. 1-Corr. 1)(Ⅰ生菌数試験)／2008年6月 (Rev. 1) (Ⅱ特定微生物試験) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 4.05 微生物限度試験法  

Microbiological Examination of Non-sterile 

Products : Microbial Enumeration Tests 

Ⅰ．非無菌製品の微生物学的試験：生菌数試験  

1 Introduction (前書き)  

2 General procedures 1. 基本手順  

3 Enumeration methods 2. 生菌数測定法  

4 Growth promotion test, suitability of the counting method and 

negative controls 

4-1 General considerations 

3. 培地性能，測定法の適合性及び陰性対照  

4-2 Preparation of test strains 3.1. 試験菌の調製  

4-3 Negative control 3.2. 陰性対照  

4-4 Growth promotion of the media 3.3. 培地性能  

4-5 Suitability of the counting method in the presence of 

product 

3.4. 製品存在下での測定法の適合性  

4-6 Results and interpretation 3.5. 結果及び判定  

5 Testing of products 4. 製品の試験  

5-1 Amount used for the test 4.1. 試験量  

5-2 Examination of the product 4.2. 製品の試験  

5-3 Interpretation of the results 4.3. 結果の判定  

Table 1 Preparation and use of test micro-organisms 表Ⅰ－1 試験菌の調製と使用法  

Table 2 Common neutralising agents for interfering substances 表Ⅰ－2 阻害物質に対する一般的な中和剤／中和法  

Table 3 Most-probable-number values of micro-organisms 表Ⅰ－3 微生物の最確数  

Microbiological Examination of Non-sterile 

Products:Test for Specified Micro-organisms 

Ⅱ. 非無菌製品の微生物学的試験：特定微生物試験  

1 Introduction (前書き)  

2 General procedures 1. 基本手順  

3 Growth promoting and inhibitory properties of the media, 

suitability of the test and negative controls 

2. 培地性能，試験法の適合性及び陰性対照  

3-1 Preparation of test strains 2.1. 試験菌の調製  

3-2 Negative control 2.2. 陰性対照  

3-3 Growth promotion and inhibitory properties of the media 2.3. 培地の性能試験  

3-4 Suitability of the test method 2.4. 試験法の適合性  

4 Testing of products 3. 製品の試験  

4-1 Bile-tolerant gram-negative bacteria 3.1. 胆汁酸抵抗性グラム陰性菌  

4-2 Escherichia coli 3.2. 大腸菌  

4-3 Salmonella 3.3. サルモネラ  

4-4 Pseudomonas aeruginosa 3.4. 緑膿菌  

4-5 Staphylococcus aureus 3.5. 黄色ブドウ球菌  

4-6 Clostridia 3.6. クロストリジア  

4-7 Candida albicans 3.7. カンジダ・アルビカンス  

5 Recommended solutions and culture media 4. 推奨される溶液及び培地  

TableⅡ- 1 Growth promoting, inhibitory and indicative properties 

of media 

表Ⅱ－1 培地の発育促進，選択及び鑑別特性  

TableⅡ- 2 Interpretation of results 表Ⅱ－2 結果の判定  

 33 
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調和年月：2009年6月 (Rev. 1-Corr. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Sterility 4.06 無菌試験法  

(Introduction) (前書き)  

Precautions against microbial contamination 1. 微生物汚染に対する予防措置  

Culture media and incubation temperatures  

Media for the test may be prepared as described below, or 

equivalent commercial media may be used provided 

that they comply with the growth promotion test 

2. 培地及び培養温度  

Fluid thioglycollate medium (ⅰ)液状チオグリコール酸培地  

Soya-bean casein digest medium (ⅱ)ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地  

The media used comply with the following tests, carried out 

before or in parallel with the test on the product to be 

examined 

3. 培地の適合性  

Sterility 3.1. 無菌性  

Growth promotion test of aerobes，anaerobes and fungi 3.2. 好気性菌，嫌気性菌及び真菌に対する培地 

性能試験 

 

Method suitability test 4. 手法の適合性試験  

Membrane filtration (ⅰ)メンブランフィルター法  

Direct inoculation (ⅱ)直接法  

Test for sterility of the product to be examined 

The test may be carried out using the technique of 

membrane filtration or by direct inoculation of the 

culture media with the product to be examined 

5. 製品の無菌試験  

Membrane filtration 5.1. メンブランフィルター法  

Aqueous solutions (ⅰ)水性液剤  

Soluble solids (ⅱ)水溶性固形剤  

Oils and oily solutions (ⅲ)油及び油性液剤  

Ointments and creams (ⅳ)軟膏剤及びクリーム  

Direct inoculation of the culture medium 5.2. 直接法  

Oily liquids (ⅰ)油性液剤  

Ointments and creams (ⅱ)軟膏剤及びクリーム  

Catgut and other surgical sutures for veterinary use  日本薬局方対象品外 

Observation and interpretation of results 6. 観察と結果の判定  

Application of the test to parenteral preparations, 

ophthalmic and other non-injectable preparations 

required to comply with the test for sterility 

7. 無菌試験への適合が要求される注射剤及び 

眼軟膏剤，点眼剤等の非注射剤への試験の適用 

 

Minimum number of items to be tested 8. 最少供試個数  

Table 1 Strains of the test micro-organisms suitable for use 

in the growth promotion test and the method suitability test 

表 1 培地性能試験及び手法の適合性試験に適し

ている試験用菌株 

 

Table 2 Minimum quantity to be used for each medium 表 2 各培地当たりの最少試料採取量  

Table 3 Minimum number of items to be tested 表 3 最少供試個数 非調和事項：大容量製剤を表示量

100mL 以上と規定 

 34 
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調和年月：2010年11月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Uniformity of Dosage Units 6.02 製剤均一性試験法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

液剤に関して補足説明 

有効成分を含まない部分の補足説明 

Content uniformity 1. 含量均一性試験  

Solid dosage forms (ⅰ)固形製剤  

Liquid or Semi-Solid dosage forms (ⅱ)液剤又は半固形製剤  

Calculation of acceptance value 1.1. 判定値の計算  

Mass variation 2. 質量偏差試験 日本薬局方独自記載事項： 

有効成分濃度が均一であることを仮定 

Uncoated or film-coated tablets (ⅰ)素錠又はフィルムコーティング錠  

Hard capsules (ⅱ)硬カプセル剤  

Soft capsules (ⅲ)軟カプセル剤  

Solid dosage forms other than tablets and 

capsules 

(ⅳ)錠剤とカプセル剤以外の固形製剤  

Liquid dosage forms (ⅴ)液剤 "in conditions of normal use. If necessary, 

compute the equivalent volume after 

determining the density." を削除 

Calculation of acceptance value 2.1. 判定値の計算  

Criteria 3. 判定基準  

Solid, Semi-Solid and Liquid dosage forms (ⅰ)固形製剤、半固形製剤、及び液剤  

Table 1 Application of content uniformity (CU) 

and mass variation (MV) test for dosage forms 

表 6.02－1 含量均一性試験及び質量偏差試験の

各製剤への適用 

日本薬局方独自記載事項： 

(分包品，凍結乾燥製剤等)，(完全に溶解し

た液)の補足説明の追記 

Table 2 表 6.02－2  

 35 

調和年月：2004年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Test for Extractable Volume of Parenteral 

Preparations 

6.05 注射剤の採取容量試験法  

(Introduction) (前書き) 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に関する説明 

Single-dose containers 1. 単回投与注射剤  

Multi-dose containers 2. 分割投与注射剤  

Cartridges and prefilled syringes 3. カートリッジ剤又は充填済みシリンジ剤  

Parenteral infusions 4. 輸液剤  

 36 
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 38 

調和年月：2004年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Particulate Matter in Injectables 6.07 注射剤の不溶性微粒子試験法  

(Introduction) (前書き)  

Method 1. 

Light obscuration particle count test 

1. 第 1 法 光遮蔽粒子計数法  

 1.1. 装置 日本薬局方独自記載事項： 

装置の検証回数を記載 

 1.1.1.  校正 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.1.1. 手動法 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.1.2. 電気法 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.1.3. 自動法 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.2. 試料容量精度 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.3. 試料流量 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.4. 計数精度 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.4.1. 粒径分解能 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.4.2. 計数率 日本薬局方独自記載事項 

 1.1.4.3. 閾値設定濃度 日本薬局方独自記載事項 

General precautions 1.2. 一般的注意事項  

Method 1.3. 操作法  

Evaluation 1.4. 判定 日本薬局方独自記載事項： 

判定基準を表示量 100 mL 以上と未満に区分 

Method 2. 

Microscopic particle count test 

2. 第 2 法 顕微鏡粒子計数法  

 2.1. 装置  

General precautions 2.2. 一般的注意事項  

Method 2.3. 操作法  

Evaluation 2.4. 判定 日本薬局方独自記載事項： 

判定基準を表示量 100 mL 以上と未満に区分 

 3. 試薬 日本薬局方独自記載事項 

1. Circular diameter graticule 図 1 円形直径目盛り  

 39 

調和年月：2007年10月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Disintegration 6.09 崩壊試験法 日本薬局方独自記載事項： 

当該試験法に顆粒剤，シロップ用剤及び丸剤を設定 

Apparatus 1. 装置  

Basket-rack assembly (ⅰ)試験器 日本薬局方独自記載事項： 

試験器について変更可能な部分を例示 

Disks (ⅱ)補助盤  

 (ⅲ)補助筒 日本薬局方独自記載事項 

Procedure 2. 操作法  

 2.1. 即放性製剤 日本薬局方独自記載事項： 

顆粒剤，シロップ剤及び丸剤の試験法を設定 

試験液として水の使用可能 

試験器を試験液から出す時間を設定 

試料の崩壊基準を設定 

顆粒剤の操作法を規定 

 2.2. 腸溶性製剤 日本薬局方独自記載事項： 

腸溶性製剤の試験方法を設定 

Figure 1 Disintegration apparatus 図 1 崩壊試験装置  

 図 2 補助筒 日本薬局方独自記載事項 
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調和年月：2010年6月(Rev. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Dissolution 6.10 溶出試験法 日本薬局方独自記載事項： 

試験の目的として生物学的非同等性を防

ぐことを追加 

Apparatus 1. 装置  

Apparatus 1 (Basket apparatus) 1.1. 回転バスケット法の装置(装置 1)  

Apparatus 2 (Paddle apparatus) 1.2. パドル法の装置(装置 2) 日本薬局方独自記載事項： 

シンカーは，医薬品各条に規定されてい

る場合のみ使用可能 

Apparatus 3 (Reciprocating cylinder) 規定しない．  

Apparatus 4 (Flow-through cell) 1.3. フロースルーセル法の装置(装置 3)  

Apparatus suitability 2. 装置の適合性  

Procedure 3. 操作  

Apparatus 1 or 2 3.1. 回転バスケット法及びパドル法  

Immediate-release dosage forms 3.1.1. 即放性製剤  

Procedure (ⅰ)操作  

Dissolution medium (ⅱ)試験液  

Time (ⅲ)試験時間  

Extended-release dosage forms 3.1.2. 徐放性製剤  

Procedure (ⅰ)操作  

Dissolution medium (ⅱ)試験液  

Time (ⅲ)試験時間  

Delayed-release dosage forms 3.1.3. 腸溶性製剤  

Procedure (ⅰ)操作 調和文書では操作方法 A と B いずれかを

使用する 

Method A   

Method B   

 (ⅱ)試験液 日本薬局方独自記載事項 

Time (ⅲ)試験時間 日本薬局方独自記載事項： 

溶出試験第 1 液，第 2 液による試験時間

を具体的に記載 

Apparatus 3 規定しない．  

Immediate-release dosage forms   

Procedure   

Dissolution medium   

Time   

Extended-release dosage forms   

Procedure   

Dissolution medium   

Time   

Delayed-release dosage forms   

Procedure   

Time   

Apparatus 4 3.2. フロースルーセル法  

Immediate-release dosage forms 3.2.1. 即放性製剤  

Procedure (ⅰ)操作  

Dissolution medium (ⅱ)試験液  

Time (ⅲ)試験時間  

Extended-release dosage forms 3.2.2. 徐放性製剤  

Procedure (ⅰ)操作  

Dissolution medium (ⅱ)試験液  

Time (ⅲ)試験時間  

Delayed-release dosage forms   

Procedure   

Time   

Interpretation 4. 判定 日本薬局方独自記載事項： 

各条中，Q 値設定の場合は判定法 1 

設定されていない場合は判定法 2 

Immediate-release dosage forms 4.1. 即放性製剤 日本薬局方独自記載事項：判定法 2 を設定 

 4.1.1. 判定法 1  

 4.1.2. 判定法 2  

Extended-release dosage forms 4.2. 徐放性製剤 日本薬局方独自記載事項：判定法 2 を設定 

 4.2.1. 判定法 1  

 4.2.2. 判定法 2  

Delayed-release dosage forms 4.3. 腸溶性製剤 非調和事項： 
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  試験液が異なる 

Q 値についての記載から不整合部分を削

除 

日本薬局方独自記載事項：判定法 2 を設定 

 4.3.1. 判定法 1 Q 値は各条にて規定された旨を記載 

 4.3.2. 判定法 2  

Acceptance Table 1 判定基準表 1  

Acceptance Table 2 判定基準表 2  

Acceptance Table 3 判定基準表 3  

Acceptance Table 4 判定基準表 4  

Figure 1 Apparatus 1, Basket stirring element 図 1 装置 1．回転軸及びバスケットの部分  

Figure 2 Paddle stirring element 図 2 装置 2．回転軸及びパドルの攪拌翼部分  

Figure 2a Alternative sinker 図 2a シンカーの仕様例  

Figure 3 Apparatus 3 規定しない．  

Figure 4 Apparatus 4 

(top) large cell for tablets and capsules 

(bottom) tablet holder for the large cell 

図 3 装置 3 

(上) 錠剤及びカプセル用の大型フロースルーセル 

(下) 大型フロースルーセル用の錠剤ホルダー 

 

Figure 5 Apparatus 4 

(top) small cell for tablets and capsules 

(bottom) tablet holder for the small cell 

図 3 装置 3 

(上) 錠剤及びカプセル用の小型フロースルーセル 

(下) 小型フロースルーセル用の錠剤ホルダー 
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調和年月：2013年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Isomalt イソマル水和物  

Definition 成分の含量規定  

Identification 確認試験(2)  

Conductivity 導電率  

Reducing sugars 純度試験(4)還元糖  

Related substances 純度試験(3)類縁物質 日本薬局方独自記

載：検出の確

認、システムの

再現性 

Nickel 純度試験(2)ニッケル  

Water 水分  

Assay 定量法 日本薬局方独自記

載：システムの

再現性 

Labelling 基原  

 

調和年月：2014年6月(Rev. 2, Corr.2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Ethanol エタノール  

Definition 成分の含量規定 15 ℃で規定されて

いる． 

Identification A 確認試験としては 

規定しない． 

示性値として比重が 

規定されている． 

Identification B 確認試験  

Appearance 純度試験(1)溶状  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又は 

アルカリ 

 

Relative density 比重 15℃の比重で規定 

されている． 

Absorbance 純度試験(4)他の混 

在物(吸光度) 

 

Volatile impurities 純度試験(3)揮発性 

混在物 

 

Residue on 

evaporation 

純度試験(5)蒸発残 

留物 

 

Storage 貯法  

 

調和年月：2014年6月(Rev. 2, Corr.2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Ethanol, Anhydrous 無水エタノール  

Definition 成分の含量規定 15 ℃で規定されて

いる． 

Identification A 確認試験としては 

規定しない． 

示性値として比重が 

規定されている． 

Identification B 確認試験  

Appearance 純度試験(1)溶状  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又は 

アルカリ 

 

Relative density 比重 15℃の比重で規定 

されている． 

Absorbance 純度試験(4)他の混 

在物(吸光度) 

 

Volatile impurities 純度試験(3)揮発性 

混在物 

 

Residue on 

evaporation 

純度試験(5)蒸発残 

留物 

 

Storage 貯法  

 

調和年月：2005年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Calcium Disodium 

Edetate 

エデト酸カルシウムナト

リウム水和物 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(3)  

pH pH  

Purity (1) Chloride 純度試験(2) 塩化物  

Purity (2) Disodium 

edetate 

純度試験(4) エデト酸二

ナトリウム 

 

Water 水分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2013年11月(Rev. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Sodium Chloride 塩化ナトリウム  

Definition 成分の含量規定  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又はアルカリ  

Bromides 純度試験(5)臭化物  

Ferrocyanides 純度試験(7)フェロシアン化合 

物 

 

Iodides 純度試験(6)ヨウ化物  

Nitrites 規定しない．  

Phosphates 純度試験(4)リン酸塩  

Sulphates 純度試験(3)硫酸塩  

Aluminium 規定しない．  

Barium 純度試験(10)バリウム  

Iron 純度試験(9)鉄  

Magnesium and alkaline- 

earth metals 

純度試験(11)マグネシウム及 

びアルカリ土類金属 

 

Potassium 規定しない．  

Loss on drying 乾燥減量  

Assay 定量法  

 

調和年月：2011年11月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Carmellose カルメロース  

Definition 基原  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(2)  

Purity (1) Chloride 純度試験(1)塩化物  

Purity (2) Sulfate 純度試験(2)硫酸塩  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

 

調和年月：2003年7月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Carboxymethylcellulose Calcium カルメロースカルシウム  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

Identification D 確認試験(4)  

Alkalinity 純度試験(1)アルカリ  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Limit of chloride 純度試験(2)塩化物  

Limit of sulfate 純度試験(3)硫酸塩  
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調和年月：2001年10月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Croscarmellose Sodium クロスカルメロースナトリウム  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

pH pH  

Settling volume 沈降試験  

Degree of substitution 置換度  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Packaging and storage 貯法  

 

調和年月：2010年6月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Citric Acid, Anhydrous 無水クエン酸  

Definition 成分の含量規定  

Identification 確認試験  

Appearance of solution 純度試験(1)溶状  

Readily carbonisable substances 純度試験(5)硫酸呈色物  

Sulphates 純度試験(2)硫酸塩  

Aluminium 規定しない．  

Water 水分  

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2010年6月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Citric Acid Monohydrate クエン酸水和物  

Definition 成分の含量規定  

Identification 確認試験  

Appearance of solution 純度試験(1)溶状  

Readily carbonisable substances 純度試験(5)硫酸呈色物  

Oxalic acid 純度試験(3)シュウ酸  

Sulphates 純度試験(2)硫酸塩  

Aluminium 規定しない．  

Water 水分  

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2010年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

 

備考 

Crospovidone クロスポビドン  

Definition 成分の含量規定  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 粒度  

Peroxides 純度試験(4)過酸化物  

Water-soluble substances 純度試験(2)水可溶物  

Impurity A 純度試験(3)1－ビニル－2－ 

ピロリドン 

 

Loss on drying 乾燥減量  

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

Storage 貯法  

 

調和年月：2013年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Saccharin サッカリン  

Definition 成分の含量規定  

Identification 確認試験  

Color and clarity of solution 純度試験(1)溶状  

Loss on drying 乾燥減量  

Readily carbonisable substances 純度試験(5)硫酸呈色物  

Residue on ignition 強熱残分  

Limit of benzoate and salicylate 純度試験(3)安息香酸塩

及びサリチル酸塩 

 

Assay 定量法  

 

調和年月：2004年2月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Saccharin Sodium サッカリンナトリウム

水和物 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification B, C 確認試験(2)  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又はア

ルカリ 

 

Limit of benzoate and salicylate 純度試験(4)安息香酸

塩及びサリチル酸塩 

 

Readily carbonizable substances 純度試験(6)硫酸呈色

物 

 

Water 水分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2014年11月(Rev. 1, Corr.1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Stearic Acid ステアリン酸  

Definition 成分の含量規定  

Identification A 確認試験としては規定

しない． 

 

Identification B 確認試験としては規定

しない． 

酸価に規定されて

いる． 

Identification C 確認試験としては規定

しない． 

 

Acidity 純度試験(1) 酸  

Iodine value ヨウ素価  

Freezing point 凝固点  

Assay 定量法  

Labelling (type of 

stearic acid) 

基原  
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調和年月：2013年6月(Corr. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

 

備考 

Magnesium Stearate ステアリン酸マグネシ

ウム 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification A 確認試験  

Identification B  ステアリン酸・パル

ミチン酸含量比の一

部のため規定しな

い． 

Acidity or alkalinity 純度試験(1)酸又はア

ルカリ 

 

Loss on drying 乾燥減量  

Limit of chloride 純度試験(2)塩化物  

Limit of sulfate 純度試験(3)硫酸塩  

Limit of cadmium 規定しない．  

Limit of lead 規定しない．  

Limit of nickel 規定しない．  

Relative content of 

stearic acid and 

palmitic acid 

ステアリン酸・パル

ミチン酸含量比 

 

Assay 定量法  

 

調和年月：2012年6月(Rev. 1, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Cellacefate セラセフェート  

Definition アセチル基及びカルボキシベン 

ゾイル基の含量規定 

 

Identification 確認試験  

Identification B 確認試験  

Viscosity 粘度  

Water 水分  

Residue on ignition 強熱残分  

Limit of free acid 純度試験(2)遊離酸  

Phthalyl content 定量法(1)カルボキシベンゾイル基  

Content of acetyl 定量法(2)アセチル基  

 

調和年月：2013年11月(Corr. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Gelatin (Gelling Grade) ゼラチン  

Definition 基原 日本薬局方で

は，酵素分解で

製したものは基

原に含まない． 

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

pH pH  

Conductivity 導電率  

Sulphur dioxide 純度試験(7)二酸化イ

オウ 

 

Peroxides 純度試験(6)過酸化物  

Gel strength (Bloom 

value) 

ゼリー強度(ブルーム

値) 

 

Iron 純度試験(2)鉄  

Chromium 純度試験(3)クロム  

Zinc 純度試験(4)亜鉛  

Loss on drying 乾燥減量  

Microbial contamination 微生物限度  

Storage 貯法  

Labelling 基原  

 

調和年月：2005年5月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Microcrystalline Cellulose 結晶セルロース  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(3)  

pH pH  

Water-soluble substances 純度試験(2)水可溶物  

Ether-soluble substances 純度試験(3)ジエチルエーテル 

可溶物 

 

Conductivity 導電率  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Bulk density かさ密度  

 

調和年月：2005年5月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Powdered Cellulose 粉末セルロース  

Definition 基原  

Labeling 平均重合度の表示規定  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(3)  

pH pH  

Water-soluble substances 純度試験(2)水可溶物  

Ether-soluble substances 純度試験(3)ジエチルエーテル 

可溶物 

 

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

 

調和年月：2008年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Talc タルク  

Definition 基原，マグネシウムの含量規定  

Identification 確認試験  

Acidity and alkalinity 純度試験(1)酸及びアルカリ  

Aluminium 純度試験(5)アルミニウム  

Calcium 純度試験(7)カルシウム  

Iron 純度試験(4)鉄  

Lead 純度試験(6)鉛  

Magnesium 定量法  

Loss on ignition 強熱減量  

 

調和年月：2011年6月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Wheat Starch コムギデンプン  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

pH pH  

Iron 純度試験(1)鉄  

Total protein 純度試験(5)総タンパ

ク質 

非調和事項：分

解促進剤 

Oxidising substances 純度試験(2)酸化性物

質 

 

Sulphur dioxide 純度試験(3)二酸化イ

オウ 

 

Loss on drying 乾燥減量  

Sulphated ash 強熱残分  

Microbial 

contamination 

規定しない．  
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調和年月：2013年11月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Rice Starch  コメデンプン   

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

pH pH  

Iron 純度試験(1)鉄  

Oxidising substances 純度試験(2)酸化性物質  

Sulphur dioxide 純度試験(3)二酸化イオウ  

Loss on drying 乾燥減量  

Sulphated ash 強熱残分  

Microbial contamination 規定しない．  

 

調和年月：2012年6月(Rev. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Corn Starch トウモロコシデンプン  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Limit of iron 純度試験(1)鉄  

Limit of oxidizing substances 純度試験(2)酸化性物質  

Limit of sulfur dioxide 純度試験(3)二酸化イオウ  

Microbial limits 規定しない．  

 

調和年月：2011年6月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Potato Starch バレイショデンプン  

Definition 基原  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

pH pH  

Iron 純度試験(1)鉄  

Oxidising substances 純度試験(2)酸化性物質  

Sulphur dioxide 純度試験(3)二酸化イオウ  

Loss on drying 乾燥減量  

Sulphated ash 強熱残分  

Microbial contamination 規定しない．  

 

調和年月：2013年6月(Rev. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Sodium Starch Glycolate デンプングリコール酸ナトリウム  

Definition 基原，ナトリウムの含量規定  

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(3)  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Limit of iron 純度試験(2)鉄  

Limit of sodium chloride 純度試験(4)塩化ナトリウム  

Limit of sodium glycolate 純度試験(3)グリコール酸ナトリ 

ウム 

 

Assay 定量法  

Microbial 

 contamination 

微生物限度  

 

調和年月：2010年11月(Rev. 4) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Anhydrous Lactose 無水乳糖  

Definition 基原  

Infrared absorptions  

spectrophotometry 

確認試験  

Clarity and color of 

solution 

純度試験(1)溶状  

Specific rotation 旋光度  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又はアルカリ  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Water 水分  

Protein and light- 

absorbing impurities 

純度試験(4)タンパク質及び

光吸収物質 

 

Content of alpha and beta  

anomers 

異性体比  

Microbial contamination 微生物限度  

 

調和年月：2008年6月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Lactose Monohydrate 乳糖水和物  

Definition 基原  

Clarity and color of 

solution 

純度試験(1)溶状  

Identification 確認試験  

Specific rotation 旋光度  

Acidity or alkalinity 純度試験(2)酸又はアルカリ  

Residue on ignition 強熱残分  

Water 水分  

Protein and light- 

absorbing impurities 

純度試験(4)タンパク質及び光吸

収物質 

 

 

調和年月：2013年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

 

備考 

Sucrose 精製白糖  

Definition 基原  

Appearance of solution 純度試験(2)溶状  

Conductivity 導電率  

Specific optical rotation 旋光度  

Dextrins デキストリン  

Reducing sugars 純度試験(4)還元糖  

Sulphite 純度試験(3)亜硫酸塩  

Loss on drying 乾燥減量  

Bacterial endotoxins エンドトキシン  

Labelling 基原  
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調和年月：2011年11月(Rev. 1, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Ethyl Parahydroxy- 

benzoate 

パラオキシ安息香酸 

エチル 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification A 融点  

Identification B 確認試験  

Appearance of 

Solution 

純度試験(1)溶状  

Acidity 純度試験(2)酸  

Related substances 純度試験(4)類縁物

質 

日本薬局方独自記載：

検出の確認、システム

の再現性 

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2010年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Butyl Parahydroxy- 

benzoate 

パラオキシ安息香酸 

ブチル 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification A 融点  

Identification B 確認試験  

Appearance of 

solution 

純度試験(1)溶状  

Acidity 純度試験(2)酸  

Related substances 純度試験(4)類縁物質 日本薬局方独自記載：

検出の確認、システム

の再現性 

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2011年11月(Rev. 1, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Propyl Parahydroxy- 

benzoate 

パラオキシ安息香酸プ 

ロピル 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification A 融点  

Identification B 確認試験  

Appearance of 

solution 

純度試験(1)溶状  

Acidity 純度試験(2)酸  

Related substances 純度試験(4)類縁物

質 

日本薬局方独自記載：

検出の確認、システム

の再現性 

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2011年11月(Rev. 1, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Methyl Parahydroxy- 

Benzoate 

パラオキシ安息香酸メ 

チル 

 

Definition 成分の含量規定  

Identification A 融点  

Identification B 確認試験  

Appearance of 

solution 

純度試験(1)溶状  

Acidity 純度試験(2)酸  

Related 

substances 

純度試験(4)類縁物質 日本薬局方独自記載：

検出の確認、システム

の再現性 

Sulphated ash 強熱残分  

Assay 定量法  

 

調和年月：2013年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Hydroxyprpylcellulose ヒドロキシプロピルセルロース  

Definition 基原，ヒドロキシプロポキシ基の 

含量規定 

 

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Silica 純度試験(2)二酸化ケイ素  

Assay for 

Hydroxypropoxy 

groups 

定量法  

 

調和年月：2014年6月(Rev. 1, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Hypromellose ヒプロメロース  

Definition メトキシ基及びヒドロキシプ 

ロポキシ基の含量規定 

 

Labeling 粘度の表示規定  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(2)  

Identification (3) 確認試験(3)  

Identification (4) 確認試験(4)  

Identification (5) 確認試験(5)  

Viscosity 粘度  

Method 1 第 1 法  

Method 2 第 2 法  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Assay 定量法  
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調和年月：2006年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Hypromellose Phthalate ヒプロメロースフタル酸エステル  

Definition 基原，カルボキシベンゾイル基の 

含量規定 

 

Packaging and storage 貯法  

Viscosity 粘度  

Water 水分  

Residue on ignition 強熱残分  

Chloride 純度試験(1)塩化物  

Limit of free phthalic 

acid 

純度試験(3)フタル酸  

Phthalyl content 定量法  

 

調和年月：2011年6月(Rev. 2, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Benzyl Alcohol ベンジルアルコール  

Definition 成分の含量規定  

Refractive index 屈折率  

Acidity 純度試験(2)酸  

Benzaldehyde and other 

related substances 

純度試験(3)ベンズアルデヒド 

及び他の類縁物質 

 

Peroxide value 純度試験(4)過酸化物価  

Residue on evaporation 純度試験(5)蒸発残留物  

Assay 定量法  

 

調和年月：2008年6月(Corr. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Povidone ポビドン  

Definition 基原、成分の含量規定  

Identification 確認試験  

pH pH  

Purity(1)Aldehydes 純度試験(3)アルデヒド  

Purity(2)1-Vinyl-2- 

pyrrolidone 

純度試験(4) 1－ビニル－2－ピ 

ロリドン 

 

Purity(3)Peroxides 純度試験(5)過酸化物  

Purity(4)Hydrazine 純度試験(6)ヒドラジン  

Purity(5)Formic acid 純度試験(7)ギ酸  

Purity(6)2-Pyrrolidone 純度試験(8) 2－ピロリドン  

Water 水分  

Residue on ignition 強熱残分  

K-value K 値  

Assay 定量法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調和年月：2014年11月(Corr.2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Polysorbate 80 ポリソルベート80  

Definition 基原  

Identification 

(Composition of 

fatty acids) 

確認試験  

Acid value 酸価 非調和事項 : 油脂

試験法〈1.13〉を

適用し溶媒にエ

タノール(95)を

用いる．  

Hydroxyl value 水酸基価  

Peroxide value 純度試験(3) 過酸化物価  

Saponification value けん化価  

Composition of fatty 

acids 

脂肪酸含量比  

Ethylene oxide and 

dioxan 

純度試験(2) エチレンオ

キシド及び 1, 4－ジ

オキサン 

 

Water 水分  

Total ash 強熱残分  

Storage 貯法  

 

調和年月：2014年6月(Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Mannitol D－マンニトール  

Definition 成分の含量規定  

Identification by IR 確認試験  

Appearance of solution 純度試験(1) 溶状  

Conductivity 導電率  

Melting point 融点  

Reducing sugars 純度試験(5) ブドウ糖  

Related substances 純度試験(4) 類縁物質 日本薬局方独自

記載：検出の

確認、システ

ムの再現性 

Nickel 純度試験(3) ニッケル  

Loss on drying 乾燥減量  

Microbial contamination 規定しない．  

Bacterial endotoxins 規定しない．  

Assay 定量法 日本薬局方独自

記載：システ

ムの再現性 

Labelling 規定しない．  

 

調和年月：2014年6月(Rev. 2, Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Methylcellulose メチルセルロース  

Definition メトキシ基の含量規定  

Labeling 粘度の表示規定  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(2)  

Identification (3) 確認試験(3)  

Identification (4) 確認試験(4)  

Identification (5) 確認試験(5)  

Viscosity 粘度  

Method 1 第 1 法  

Method 2 第 2 法  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Assay 定量法  
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調和年月：2011年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Anhydrous Dibasic Calcium 

Phosphate 

無水リン酸水素カルシウム  

Definition 成分の含量規定  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(2)  

Acid-insoluble substances 純度試験(1)酸不溶物  

Chloride 純度試験(2)塩化物  

Sulfate 純度試験(3)硫酸塩  

Carbonate 純度試験(4)炭酸塩  

Barium 純度試験(6)バリウム  

Loss on ignition 強熱減量  

Assay 定量法  

 

調和年月：2011年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

Dibasic Calcium Phosphate リン酸水素カルシウム水和物  

Definition 成分の含量規定  

Identification (1) 確認試験(1)  

Identification (2) 確認試験(2)  

Acid-insoluble substances 純度試験(1)酸不溶物  

Chloride 純度試験(2)塩化物  

Sulfate 純度試験(3)硫酸塩  

Carbonate 純度試験(4)炭酸塩  

Barium 純度試験(6)バリウム  

Loss on ignition 強熱減量  

Assay 定量法  

 

調和年月：2007年5月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Powder Fineness 粉体の細かさ表示法  

 

 

 

 

 

 

調和年月：2004年6月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Powder Flow 粉体の流動性  

(Introduction) (前書き)  

Angle of repose 1. 安息角測定法  

Basic methods for 

angle of repose 

1.1. 基本的測定法  

Variations in angle of 

repose methods 

1.2. 基本的測定法の変法  

Angle of repose 

general scale of 

flowability 

1.3. 安息角に関する流動性の一

般的尺度 

 

Experimental 

considerations for 

angle of repose 

1.4. 測定に関して留意すべき点  

Recommended 

procedure for angle 

of repose 

1.5. 推奨される測定手順  

Compressibility index 

and Hausner ratio 

2. 圧縮度及び Hausner 比測定法  

Basic methods for 

compressibility index 

and Hausner ratio 

2.1. 基本的測定法  

Experimental 

considerations for 

the compressibility 

index and Hausner 

ratio 

2.2. 測定に関して留意すべき点  

Recommended 

procedure for 

compressibility index 

and Hausner ratio 

2.3. 推奨される測定手順  

Flow through an orifice 3. オリフィスからの流出速度測

定法 

 

Basic methods for 

flowthrough an 

orifice 

3.1. 基本的測定法  

Variations in methods 

for flow through an 

orifice 

3.2. 基本的測定法の変法  

General scale of 

flowability for flow 

through an orifice 

3.3. オリフィスからの流出速度

に関する流動性の一般的尺度 

 

Experimental 

considerations for 

flow through an 

orifice 

3.4. 測定に関して留意すべき点  

Recommended 

procedure for flow 

through an orifice 

3.5. 推奨される測定手順  

Shear cell methods 4. せん断セル法  

Basic methods for 

shear cell 

4.1. 基本的測定法  

Recommendations for 

shear cell 

4.2. 推奨される事項  

Table 1 Flow 

properties and 

corresponding angle 

of repose 

表 1 流動特性と対応する安息角  

Table 2 Scale of 

flowability 

表 2 流動性の尺度  
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調和年月：2008年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Particle-size Analysis 

by Laser Light 

Diffraction 

レーザー回折法による

粒子径測定法 

 

Introduction (前書き)  

Principle 1. 原理  

Instrument 2. 装置  

Development of the 

method 

3. 測定法の予備的検討  

Sampling 3.1. サンプリング  

Evaluation of the 

dispersion 

procedure 

3.2. 分散法の評価  

Optimisation of 

the liquid 

dispersion 

3.3. 液体中での分散の

最適化 

 

Optimisation of 

the gas 

dispersion 

3.4. 気体中での分散の

最適化 

 

Determination of 

the 

concentration 

range 

3.5. 濃度範囲の決定  

Determination of 

the measuring 

time 

3.6. 測定時間の決定  

Selection of an 

appropriate 

optical model 

3.7. 適正な光学モデル

の選択 

 

Validation 3.8. バリデーション  

Measurement 4. 測定  

Precautions 4.1. 測定前の注意事項  

Measurement of 

the light 

scattering of 

dispersed 

sample(s) 

4.2. 分散試料の光散乱

の測定 

 

Conversion of 

scattering 

pattern into 

particle-size 

distribution 

4.3. 散乱パターンの粒

子径分布への変換 

 

Replicates 4.4. 繰返し回数  

Reporting of results 5. 結果の記録  

Control of the 

instrument 

performance 

6. 装置の性能管理  

Calibration 6.1. 校正  

Qualification of 

the system 

6.2. システムの適 

合性評価 

 

Figure 1 Example of  

a set-up of laser light 

diffraction 

instrument 

図 1 レーザー回折装置

の構成例 

 

Note 注 1 

注 2 

調和文書の冒頭の 

一文を注 2 とし 

て記載 

 

 

 

 

調和年月：2002年9月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Amino Acid Analysis アミノ酸分析法  

Apparatus 装置  

General precautions 一般的注意  

Reference standard material 標準物質  

Calibration of 

instrumentation 

装置の校正  

Repeatability 再現性  

Sample preparation 試料調製  

Internal standards 内標準物質  

Protein hydrolysis たん白質の加水分解  

Method 1 方法 1  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Procedure 操作法  

Method 2 方法 2  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Vapor phase hydrolysis 気相加水分解  

Method 3 方法 3  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Vapor phase hydrolysis 気相加水分解  

Method 4 方法 4  

Oxidation solution 酸化液  

Procedure 操作法  

Method 5 方法 5  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Liquid phase hydrolysis 液相加水分解  

Method 6 方法 6  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Vapor phase hydrolysis 気相加水分解  

Method 7 方法 7  

Reducing solution 還元液  

Procedure 操作法  

Method 8 方法 8  

Stock solutions 原液  

Reducing solution 還元液  

Procedure 操作法  

Method 9 方法 9  

Stock solutions 原液  

Carboxymethylation 

solution 

カルボキシメチル化溶 

液 

 

Buffer solution 緩衝液  

Procedure 操作法  

Method 10 方法 10  

Reducing solution 還元液  

Procedure 操作法  

Method 11 方法 11  

Reducing solutions 還元液  

Procedure 操作法  

Methodologies of amino 

acid analysis general 

principles 

アミノ酸分析の方法論とそ 

の基本原理 

 

Method 1-Postcolumn 

ninhydrin detection 

general principle 

方法 1 ニンヒドリンに 

よるポストカラム検出

法 

 

Method 2-Postcolumn 

OPA fluorometric 

detection general 

principle 

方法 2 OPA によるポス 

トカラム蛍光検出法 

 

Method 3-Precolumn 

PITC derivatization 

general principle 

方法 3 PITC プレカラ 

ム誘導体化法 

 

Method 4-Precolumn 

AQC derivatization 

general principle 

方法 4 AQC プレカラ 

ム誘導体化法 

 

Method 5-Precolumn 

OPA derivatization 

方法 5 OPA プレカラム 

誘導体化法 
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general principle 

Method 6-Precolumn 

DABS-Cl derivatization 

general principle 

方法 6 DABS-Cl プレ 

カラム誘導体化法 

 

Method 7-Precolumn 

FMOC-Cl derivatization 

general principle 

方法 7 FMOC-Cl プレ 

カラム誘導体化法 

 

Method 8-Precolumn 

NBD-F derivatization 

general principle 

方法 8 NBD-F プレカ 

ラム誘導体化法 

 

Data calculation and 

analysis 

データの計算と解析  

Calculations 計算  

Amino acid mole percent アミノ酸のモル％  

Unknown protein samples 未知たん白質試料  

Known protein samples 既知たん白質試料  

 

調和年月：2014年6月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Sodium Dodecyl Sulphate 

Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis 

(SDS-PAGE) 

SDS ポリアクリルアミドゲル 

電気泳動法 

 

Characteristics of 

polyacrylamide gels 

1. ポリアクリルアミドゲルの

特性 

 

Denaturing polyacrylamide 

gel electrophoresis 

2. 変性条件下ポリアクリルア

ミドゲル電気泳動 

 

Reducing conditions 2.1. 還元条件  

Non-reducing 

conditions 

2.2. 非還元条件  

Characteristics of 

discontinuous 

buffer system gel 

electrophoresis 

3. 不連続緩衝液系ゲル電気泳

動の特徴 

 

Preparing vertical 

discontinuous buffer SDS- 

polyacrylamide gels 

4. 垂直不連続緩衝液系 SDS－

ポリアクリルアミドゲルの

調製 

 

Assembling of the gel 

moulding cassette 

4.1. ゲル形成カセットの組立  

Preparation of the gel 4.2. ゲルの調製  

  Preparation of the 

resolving gel 

4.2.1.  分離ゲルの調製  

  Preparation of the 

stacking gel 

4.2.2.  濃縮ゲルの調製  

Preparation of the sample 4.3. 試料の調製  

Mounting the gel in the 

electrophoresis 

apparatus and 

electrophoretic 

separation 

4.4. 電気泳動装置へのゲルの

取り付け及び泳動分離 

 

Sodium dodecyl sulfate  

polyacrylamide gel 

electrophoresis – Gradient 

concentration gels 

4.5. SDS-PAGE – グラジエン

トゲル 

 

Detection of protein in gels 4.6. ゲル中のタンパク質の検

出 

 

Coomassie staining 4.6.1. クーマシー染色  

Silver staining 4.6.2. 銀染色  

Recording of the results 4.7. 結果の記録  

Molecular-mass 

determination 

4.8. 分子量の測定  

Validation of the test 4.9. 実施した試験の適合性(バ

リデーション) 

 

Quantification of impurities 4.10. 不純物の定量  

Reagents 5. 試薬・試液  

30 per cent 

acrylamide/bisacrylamide 

(29:1) solution 

(i) 30 %アクリルアミド／ビス

アクリルアミド(29：1)試液 

 

1.5 M tris-hydrochloride 

buffer solution pH 8.8 

(x) 1.5 mol/L トリス塩酸試液, 

pH 8.8 

 

SDS-PAGE sample buffer 

(concentrated) 

(iii)  SDS－PAGE 試料緩衝液

(高濃度) 

 

SDS-PAGE sample buffer 

for reducing conditions 

(concentrated) 

(iv)  SDS－PAGE 試料緩衝液

(高濃度)，還元条件用 

 

SDS-PAGE running buffer (ii)  SDS－PAGE 泳動緩衝液  

Coomassie staining solution (v) クーマシー染色試液  

Destaining solution (ix) 脱色試液  

Fixing solution (vii) 固定試液  

Silver nitrate reagent (viii) 硝酸銀試液，銀染色用  

Developer solution (vi) 現像試液  

Blocking solution (xi) 停止試液  

Table 1 Preparation of 

resolving gel 

表 1 分離ゲルの調製  
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Table 2 Preparation of 

stacking gel 

表 2 濃縮ゲルの調製  

 

調和年月：2010年6月(Corr. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Capillary Electrophoresis キャピラリー電気泳動法  

Apparatus 装置  

Capillary zone 

electrophoresis 

1. キャピラリーゾーン電気 

泳動法 

 

Optimisation 分離の最適化  

Instrumental parameters 機器に関するパラメー 

ター 

 

Voltage (1) 電圧  

Polarity (2) 極性  

Temperature (3) 温度  

Capillary (4) 毛細管  

Electrolytic solution 

parameters 

電解質溶液に関するパラ 

メーター 

 

Buffer type and 

concentration 

(1) 緩衝液の種類と濃 

度 

 

Buffer pH (2) 緩衝液の pH  

Organic solvents (3) 有機溶媒  

Additives for chiral 

separations 

(4) キラル分離のため 

の添加物質 

 

Capillary gel 

electrophoresis 

2. キャピラリーゲル電気泳 

動法 

 

Characteristics of gels ゲルの特徴  

Capillary isoelectric 

focusing 

3. キャピラリー等電点電気 

泳動法 

 

Loading step (1) 試料添加  

loading in one step (ⅰ) ワンステップ添加  

sequential loading (ⅱ) 連続的な添加  

Focusing step (2) 集束  

Mobilisation step (3) 移動  

Optimisation 最適化  

Voltage (1) 電圧  

Capillary (2) 毛細管  

Solutions (3) 溶液類  

Micellar electrokinetic 

chromatography (MEKC) 

4. ミセル動電クロマトグラ 

フィー(MEKC) 

 

Optimisation 最適化  

Instrumental parameters 機器に関するパラメー 

ター 

 

Voltage (1) 電圧  

Temperature (2) 温度  

Capillary (3) 毛細管  

Electrolytic solution 

parameters 

電解質溶液に関するパラ 

メーター 

 

Surfactant type and 

concentration 

(1) 界面活性剤の種類 

と濃度 

 

Buffer pH (2) 緩衝液の pH  

Organic solvents (3) 有機溶媒類  

Additives for chiral 

separations 

(4) 光学分離用添加物 

質 

 

Other additives (5) その他の添加剤  

Quantification 定量分析  

Calculations 計算  

System Suitability 適合性パラメーター  

Apparent number of 

theoretical plates 

理論段数  

Resolution 分離度  

Symmetry factor ピークの対称性  

Signal-to-noise ratio シグナル－ノイズ比  
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調和年月：2002年9月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Total Protein Assay タンパク質定量法  

Method 1 方法 1 (紫外吸収法)  

Standard solution 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Procedure 操作法  

Light-scattering 光散乱  

Calculations 計算法  

Method 2 方法 2 (Lowry 法) 日本薬局方独自記 

載事項：脚注に

公定書名を記載 

Standard solutions 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Blank 対照液  

Reagents and 

solutions 

試薬・試液  

Copper sulfate 

reagent 

硫酸銅試液  

SDS solution SDS 試液，5 ％  

Sodium 

hydroxide 

solution 

水酸化ナトリウ 

ム溶液 

 

Alkaline copper 

reagent 

アルカリ性銅試 

液 

 

Diluted 

folin- 

ciocalteu’s 

phenol 

reagent 

希フォリン試液  

Procedure 操作法  

Calculations 計算法  

Interfering 

substances 

妨害物質  

Sodium 

deoxycholate 

reagent 

デオキシコール 

酸ナトリウム 

試液 

 

Trichloroacetic 

acid reagent 

トリクロロ酢酸 

試液 

 

Procedure 操作法  

Method 3 方法 3 (Bradford 法)  

Standard solutions 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Blank 対照液  

Coomassie reagent クーマシー試液  

Procedure 操作法  

Calculations 計算法  

Method 4 方法 4 (ビシンコニ 

ン酸法) 

 

Standard solutions 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Blank 対照液  

Reagents 試薬・試液  

BCA reagent BCA 試液  

Copper sulfate 

reagent 

硫酸銅試液  

Copper-BCA 

reagent 

銅・BCA 試液  

Procedure 操作法  

Calculations 計算法  

Method 5 方法 5 (Biuret 法)  

Standard solutions 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Blank 対照液  

Biuret reagent ビウレット試液  

Procedure 操作法  

Calculations 計算法  

Interfering 

substances 

妨害物質  

Comments 解説  

Method 6 方法 6 (蛍光法)  

Standard solutions 標準溶液  

Test solution 試料溶液  

Blank 対照液  

Reagents 試薬・試液  

Borate buffer ホウ酸緩衝液  

Stock OPA 

reagent 

OPA 試液原液  

OPA reagent OPA 試液  

Procedure 操作法  

Calculations 計算法  

Method 7 方法 7 (窒素測定法)  

Procedure A 操作法 A  

Procedure B 操作法 B  

Calculations 計算法  

 

調和年月：2002年9月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Isoelectric Focusing 等電点電気泳動法  

Theoretical aspects 理論  

Practical aspects 操作  

Apparatus 装置  

Isoelectric focusing in 

polyacrylamide gels: 

detailed procedure 

ポリアクリルアミドゲル 

等電点電気泳動法： 

操作の詳細 

 

Preparation of the gels 平板ゲルの調製法  

1) 7.5 per cent 

polyacrylamide gel 

7.5％ポリアクリルア 

ミドゲル 

 

2) Preparation of the 

mould 

型枠の組み立て  

Method 方法  

Variations to the 

detailed procedure 

(subject to validation) 

本試験法の細部の変更 

(検証の必要な項目) 

 

Validation of iso-electric 

focusing procedures 

等電点電気泳動操作法の 

検証 

 

Specified variation to 

the general method 

本法の規定の変更  

Point to consider 注意  

Figure-Mould 図 装置  

Reagents 試薬・試液  

Fixing solution for 

isoelectric focusing 

in polyacrylamide 

gel 

ポリアクリルアミドゲ 

ル等電点電気泳動 

用固定液 

 

 クーマシー染色試液 日本薬局方 

独自記載 

事項 

 脱色液 日本薬局方 

独自記載 

事項 
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調和年月：2002年9月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Peptide Mapping ペプチドマップ法  

Purpose and scope (前書き)  

The peptide map 1. ペプチドマップ  

Isolation and purification 2. 分離と精製  

Selective cleavage of 

peptide bonds 

3. ペプチド結合の選択的切断  

Pretreatment of sample 3.1. 試料の前処理  

Pretreatment of the 

cleavage agent 

3.2. 切断剤の前処理  

Pretreatment of the protein 3.3. タンパク質の前処理  

Establishment of optimal 

digestion conditions 

3.4. 至適消化条件の設定  

pH (ⅰ)pH  

Temperature (ⅱ)温度  

Time (ⅲ)反応時間  

Amount of cleavage 

agent 

(ⅳ)切断剤の量  

Chromatographic separation 4. クロマトグラフィーによる

分離 

 

Chromatographic column 4.1. 分離用カラム  

Solvent 4.2. 溶媒  

Mobile phase 4.3. 移動相  

Gradient selection 4.4. グラジエント法の選択  

Isocratic selection 4.5. アイソクラティック法の

選択 

 

Other parameters 4.6. その他のパラメーター  

Validation 4.7. システム適合性  

Analysis and identification 

of peptides 

5. ペプチドの分析と確認  

Table 1 Examples of 

cleavage agents 

表 1 切断剤の例  

Table 2 Techniques used 

for the separation of 

peptides 

表 2 ペプチドの分離方法  

 

調和年月：2005年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Microbiological 

Examination of Non-

sterile Products: 

非無菌医薬品の微生物

学的品質特性 

日本薬局方独自記

載事項： 

1. 定義 

2. 試験の適用

除外 

3. 試料の採取

方法及び試験

の実施頻度 

4. 微生物管理

計画書 

Acceptance criteria 

for pharmaceutical 

preparations and 

substances for 

pharmaceutical use 

5. 非無菌医薬品の微

生物許容基準値 

日本薬局方独自記

載事項： 

微生物許容基準

値に関する説

明 

日本薬局方独自記

載事項： 

6. 生薬及び生

薬を配合した

製剤に対する

微生物許容基

準値 

Table 2. Acceptance 

criteria for 

microbiological 

quality of non-

sterile substances 

for pharmaceutical 

use 

表 1 非無菌医薬品原

料の微生物学的品

質に対する許容基

準値 

 

Table 1. Acceptance 

criteria for 

microbiological 

quality of non-

sterile dosage 

forms 

表 2 非無菌製剤の微

生物学的品質に対

する許容基準値 

 

 表 3 主薬及び生薬を

配合した製剤の微

生物学的品質に対

する許容基準値 

日本薬局方独自記

載事項 

 

調和年月：2004年2月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 備考 

 参考情報  

Tablet Friability 錠剤の摩損度試験法  

 

 

 


