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第十七改正日本薬局方における国際調和 4 

次を加える． 5 

調和年月：2014年11月／2015年7月(Corr. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

備考 

Hydroxypropylcellulose, Low 

Substituted 

低置換度ヒドロキシプロピ

ルセルロース 

 

Definition 成分の含量規定  

 性状 非調和事項 

Packing and storage 貯法   

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Identification C 確認試験(3)  

 純度試験 重金属  

pH pH  

Loss on drying 乾燥減量  

Residue on ignition 強熱残分  

Assay for hydroxypropoxy 

groups 

定量法  

日本薬局方独自記載事項：純度試験 重金属． 
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調和年月：2014年6月／2015年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

備考 

Glucose Anhydrous 精製ブドウ糖  

Definition 成分の含量規定  

 性状 非調和事項 

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Appearance of solution 純度試験(1)溶状  

Conductivity 導電率  

 純度試験(2)重金属 非調和事項 

Related substances 純度試験(3)類縁物質  

Dextrin 純度試験(4)デキストリン  

Soluble starch and sulfite 純度試験(5)溶性デンプン又

は亜硫酸塩 

 

Water 水分  

Assay 定量法  

 貯法 非調和事項 

日本薬局方独自記載事項：確認試験(1)；純度試験(3)類縁物質 検出の確認

及びシステムの再現性；定量法 システムの再現性． 
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調和年月：2014年6月／2015年1月(Corr. 1)／2015年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

備考 

Glucose Monohydrate ブドウ糖水和物  

Definition 成分の含量規定  

 性状 非調和事項 

Identification A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Appearance of solution 純度試験(1)溶状  

Conductivity 導電率  

 純度試験(2)重金属 非調和事項 

Related substances 純度試験(3)類縁物質  

Dextrin 純度試験(4)デキストリン  

Soluble starch and sulfite 純度試験(5)溶性デンプン

又は亜硫酸塩 

 

Water 水分  

Assay 定量法   

 貯法 非調和事項 

日本薬局方独自記載事項：確認試験(1)；純度試験(3)類縁物質 検出の確認

及びシステムの再現性；定量法 システムの再現性． 
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調和年月：2014年11月 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

備考 

Sodium Lauryl Sulfate ラウリル硫酸ナトリウム  

Definition 成分の含量規定  

 性状 非調和事項 

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  

Sodium chloride 純度試験(2)塩化ナトリウ

ム 

 

Sodium sulfate 純度試験(3)硫酸ナトリウ

ム 

 

Unsulfated alcohol 純度試験(4)未反応アルコ

ール 

 

 水分  

 総アルコール量  

Assay – Content of sodium 

alkyl sulfate 

定量法  

 貯法  非調和事項 

日本薬局方独自記載事項：水分；総アルコール量． 
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～お知らせ～ 

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，第十七改正日本薬局方の欄には第十七改正日本薬局方

の項目名などを記載している．調和の対象とされた項中非

調和となっている項の該当箇所に関しては備考欄に｢非調

和事項｣(｢◆ ◆｣で囲むことにより示した箇所)と記載し

た．また，調和の対象とされた項以外に日本薬局方が独自

に規定することとした項については表脚注に｢日本薬局方

独自記載事項｣(｢◇ ◇｣で囲むことにより示した項)として

示した． 
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同条次の項を次のように改める． 11 

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(第一追補) 備考 

Particle-size Analysis by Laser Light Diffraction 3.06 レーザー回折・散乱法による粒子径測定法  

Introduction (前書き)  

Principle 3. 測定  

Instrument 1. 装置  

Development of the method 2. 測定法の予備的検討  

Sampling 2.1. サンプリング  

Evaluation of the dispersion procedure 2.2. 分散法の評価  

Optimisation of the liquid dispersion 2.3. 液体中での分散の最適化  

Optimisation of the gas dispersion 2.4. 気体中での分散の最適化  

Determination of the concentration range 2.5. 濃度範囲の決定  

Determination of the measuring time 2.6. 測定時間の決定  

Selection of an appropriate optical model 2.7. 適正な光学モデルの選択  

Validation 2.8. バリデーション  

Measurement 3. 測定  

Precautions 3.1. 測定前の注意事項  

Measurement of the light scattering of 

dispersed sample(s) 

3.2. 分散試料の光散乱の測定  

Conversion of scattering pattern into particle-

size distribution 

3.3. 散乱パターンの粒子径分布への変換  

Replicates 3.4. 繰返し回数  

Reporting of results 4. 結果の記録  

Control of the instrument performance 5. 装置の性能管理  

Calibration 5.1. 校正  

Qualification of the system 5.2. システムの適合性評価  

 Note  

Figure 1 Example of  a set-up of laser light 

diffraction instrument 

図 3.06－1 レーザー回折装置の構成例  
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調和年月：2015年11月(Rev. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方(第一追補) 備考 

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

(Introduction) (前書き)  

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  

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  

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 

 

Table 2 表 6.02－2  

日本薬局方独自記載事項：(前書き) 液剤に関しての補足説明及び有効成分を含まない部分の取扱いについての補足説明；2.質量偏差試験 本試験は有効成

分濃度が均一であるという仮定で行われるものである旨の補足説明；表 6.02－1「個別容器に入った固形製剤」及び「個別容器に入った製剤」に関して

の補足説明． 
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同条次の項を次のように改める． 16 

調和年月：2016年5月(Rev. 2, Corr.1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

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 A 確認試験(1)  

Identification B 確認試験(2)  

Clarity of solution 純度試験(1)溶状  

Color of solution   

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

Water 水分  

Readily carbonizable 

substances 

純度試験(6)硫酸呈色物  

Limit of benzoate and 

salicylate 

純度試験(4)安息香酸塩及び

サリチル酸塩 

 

Assay 定量法  
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調和年月：2015年7月(Rev. 1, Corr. 2) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

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：2016年 7月 (Corr. 3) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

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 日本薬局方独

自記載事項 : 

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  

19 
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調和年月：2016年10月(Rev. 1) 

薬局方調和事項 第十七改正日本薬局方 

(第一追補) 

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 タンパク質の加水分解  

Method 1 方法 1  

Hydrolysis solution 加水分解液  

Procedure 

Liquid phase hydrolysis 

Vapor phase hydrolysis 

操作法 

液相加水分解 

気相加水分解 

 

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 

general principle 

方法 5 OPA プレカラム 

誘導体化法 

 

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 未知タンパク質試料  

Known protein samples 既知タンパク質試料  
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