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読者の皆様へ

TOC（全有機体炭素）は医薬品の製造および包装において重要性が高まっている
パラメーターです。TOC濃度は有機不純物についての結果を導くために使うこと
ができます。したがって、水中の定義された品質や純度を検証するためのTOC測
定は、多くの製薬アプリケーションにおいて不可欠です。この”solutions”では、いく
つかの最も一般的な医薬品のTOCとTNのアプリケーション（超純水試験、洗浄バ
リデーション、包装材料からの有機抽出物の分析、ワクチンの品質管理）を取り上
げます。
これらの日常的な課題に対する簡単で効果的な方法を示します。私たちにとっ
て特に重要なことが2つあります。一つは日常的な試験室のルーチン分析におい
て、私たちはお客様をサポートし、信頼できるメソッドや装置オプションにより近
づけるガイドブックを提供します。もう一つは、同時にこれらのアプリケーション
を経済的に立案できる方法を示したいと思います。結局これらは、医薬品試験室
で頻繁に行う必要があり数も多い、最も日常的なアプリケーションです。サンプ
ルスループット、結果の信頼性、メンテナンスとダウンタイム、サービスの提供な
どの要素が重要な役割を果たします。
私たちはお客様に多くの貴重な洞察力を望み、もちろん喜んでアドバイスさせて
いただきます。

敬具

Bernd Bletzinger, TOCプロダクトマネージャー
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TOC測定による製薬工業における洗浄バリデーショ
ンの手順

はじめに
医薬品製造装置内で製品から製品へ
のクロスコンタミネーションを最小に
する、あるいは防ぐために、製造業者
は製薬の運用規制に従って定義され
た洗浄プロセスを確立する義務があ
ります。ICHQ7医薬品の製造管理およ
び品質管理に関する基準に従い、これ
らの洗浄プロセスの有効性は分析測
定技術を使用して定期的に証明され
ます。これは、洗浄が成功した後、代表
的で検証済みのサンプリングおよび
分析方法を使用して、医薬品有効成分

（API）、添加物、洗剤およびその分解
生成物や反応生成物の残留物につい
てチェックする必要があることを意味
します。 
物質固有の技術（HPLC、GCなど）と非特
異的な分析技術（TOCまたはTN）の両
方が使用され、他の指標は導電率、pH、
表面張力があります。上で挙げた可能
性のある汚染物質は通常有機化合物
を表し、全有機体炭素で対処できるた
め、TOCはFDAによって選択され、洗浄

バリデーションでの非物質固有のスク
リーニングパラメーターとして第一の
選択肢になりました。 

キーワード
洗浄バリデーションから得られ
たTOCサンプルは濃度レベル
に変換することにより特徴づけ
られ、メモリーやキャリーオー
バーの影響がないTOC計を要
求します。

概要
微量レベルとより高濃度のTOC
のサンプルの測定シーケンス
の実証と広い直線TOC測定範
囲の検量線戦略の成功

3 solutions



洗浄バリデーション 適合性試験 抽出物試験 総タンパク質

さらに、TOC測定はPharm Eur.2.2.44およびUSP <643>に準
拠しており、WFI（注射用水）およびAP（精製水–製薬用精製
水）の品質管理に必須のパラメーターであり、50 ppb未満の
非常に低い検出限界をもつ薬局方のメソッドです。
洗浄バリデーションの限界と許容基準はPDAテクニカルレ
ポートNo.29と49に挙げられている様々なアプローチ、例え
ば許容できる残留レベル（ARL；acceptable residue levels）を
確立するための薬物有効量や毒性に従って計算されます。 
2つの戦略 – 最終リンス法およびスワブテスト – が製造装
置の清浄度を証明するために洗浄バリデーション中に追跡

されます。 最終リンス法およびスワブ抽出法のそれぞれの
利点はどちらもサンプリングプロセスがより簡単に確立で
き、エラーの影響が少なく、結果として得られるTOCサンプ
ルは標準的なメソッド設定と品質保証試験を使用して標準
的なTOC計で処理できることです。 

サンプルと測定条件 

サンプルと試薬
2つの顧客提供リンスサンプルと2つのスワブサンプルを全
有機体炭素測定のためのUSPおよびPharm.Eur.ガイダンス
に従って前処理および測定しました。

サンプル前処理と測定
最終リンス法では、製造装置は洗浄過程の最終リンス後に
もう一度リンスし、潜在的な有機物の表面汚染をリンス液
に移し、TOC測定に使用できるようにします。

一方、スワブテスト（図1a、1b）では、くぼみ、溶接継目、障
害物などのあらかじめ定義された危険箇所を、例えば綿や
ポリマー繊維のスワブ材を使用して、意図的にサンプリング
します。スワブ材はサンプリング前およびサンプリング中に
湿らせ、超純水ですすぎます。サンプリング領域は、通常テ
ンプレート（通常約100 cm2）を使用して制限し、横に層状
に拭き取ります。スワブはその後、振とうあるいは超音波を
使用して超純水に溶出/抽出し、例えば40 mLといった量に
定容し、その後、TOC濃度を測定します。他にもスワブサンプ
リング方法があり、この方法は、機械的なサンプリング

のために装置の表面を拭き取る無機繊維スワブ（例えば石
英フリース）を使用して完全に水に不溶性の汚染をスワブ
でサンプリングすることです。 
その後、高温燃焼触媒酸化による直接スワブ燃焼により、
スワブ材に付いているTOC量の測定を行います。しかしなが
ら、この手順では、一貫して低いTOCブランク値のスワブ材
の可用性やサンプリング中の繊維材料の損失、拭き取り工
程による表面の摩耗など、いろいろな要素を考慮しなけれ
ばなりません。
リンスサンプルは純水による最終リンス工程の時に採取し
ました。スワブサンプルは40 mLバイアル内で純水により
容易に抽出されて提供されました。サンプルバイアルは他
のバイアルに移さずに、直接オートサンプラーに設置しまし
た。pH2以下への自動酸性化が行われ、NPOCサンプルの前
処理の一環として、キャリアガスにより酸性化したサンプル
から自動的にTICがパージされました。その他のメソッドパラ
メーターは以下の装置の章を参照してください。形成された
CO2ガスは定量化のために、キャリアガスによってビームフォ
ーカスNDIR検出器に運ばれました。

図1a, 1b: 試験片のスワブサンプリング、拭き取り
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図2: NPOC – multi N/C pharma UVにより作成した検量線とその特性

装置
TOC測定は全ての製薬用TOC計：multi N/C pharma UV、multi N/C pharma HT 、multi N/C 3100 pharmaで行いました。以下
のメソッド設定をTOC濃度の測定に使用しました（表1）:

multi N/C pharma UV multi N/C pharma HT、multi N/C 3100 pharma

パラメーター NPOC (直接TOC測定) NPOC (直接TOC測定)

酸化分解 酸化剤Na2S2O8を併用したUV酸化 800 °Cでプラチナ触媒を使用した高温燃焼酸化

測定回数 最小3回、最大4回 最小3回、最大4回

NPOCパージ時間 300秒 300秒

注入前の共洗い 3回 3回

注入量 5 mL 2 mL (pharma HT)、 1 mL ( 3100 pharma)

表1: メソッド設定

検量線
multi N/C pharmaシリーズの測定装置は炭素濃度100 mg/Lのショ糖のストック溶液から調製した標準溶液を使用し
て、0.1~20 mg/Lの範囲でNPOC法で検量線を作成しました。多点検量線を使用しました。検量線とその特性を図2に示しま
す。 
multi N/C pharmaシリーズの3つのTOC計モデルの全てにおいて、0.1~20 mg/Lの検量線範囲全体で卓越した直線性を証
明できました。
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結果
4つの洗浄バリデーションサンプルをいくつかのQCチェック標準および純水サンプルと一緒に、上記に示したように検量線
作成後1つのシーケンスで測定しました。multi N/C 3100 pharmaによる結果を表2と図3にまとめます。

サンプルID NPOC平均値 [mg/L] RSD [%]

最終リンスサンプル1 0.327 1.9

最終リンスサンプル2 0.943 1.3

QCサンプル1 (0.5 mg/L NPOC) 0.509 1.6

QCサンプル2 (20 mg/L NPOC) 20.11 0.6

純水サンプル 0.058 3.7

スワブ抽出サンプル1 1.742 0.9

スワブ抽出サンプル2 15.79 0.5

QCサンプル1 (0.5 mg/L NPOC) 0.504 1.7

QCサンプル2 (20 mg/L NPOC) 20.22 0.7

純水サンプル 0.065 3.3

表2: 結果

図3: スワブ抽出サンプル1のTOCピーク

結論
結果は、multi N/C pharmaシリーズのTOC計が洗浄バリデー
ションサンプルを測定するのに非常に優れた性能特性を提
供することを明確に示しています。非常に低いTOC濃度で
も、より多いサンプル量により、高い精度と正確性で測定で
きます。サンプルシーケンスの中で混入する可能性のある
汚染度の高いサンプルの場合でも、装置はキャリーオーバ 

ーの影響はありませんでした。高い酸化力、ビームフォー
カスNDIR検出器、洗練されたデザインにより、multi N/C 
pharma装置は広範囲にわたる直線測定範囲で高い信頼性
のTOC測定が可能です。 
multi N/C pharmaシリーズのTOC計では、洗浄バリデーショ
ンや医薬品のTOC試験の課題に十分に対応できます。

6 solutions



医薬品TOC試験において理想的な測定装置
multi N/C pharma シリーズ 

multi N/C pharmaシリーズは医薬品分析に特化したオーダーメイドのソリューションを提供します － 超純水管理、洗
浄バリデーション、包装材料からの抽出物試験に最適です。

 TC, TIC, TOC, NPOC, TNb などの信頼性の高い測定
 長期間安定の検量線
 国際薬局方に準拠
 高い操作安全性

www.analytik-jena.com

multi N/C pharma 
TOC & TNb 計          
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TOCシステム適合性試験 – 新しいUSP規制に従った再定義

キーワード
USP TOCモノグラフの改訂後、
適用するTOC測定方法では、よ
り広い濃度範囲をカバーする
必要があり、8 ppmのSST試験に
合格する必要があります。

概要
20 ppmまでのTOC測定範囲
をカバーする検量線戦略と
multiWinソフトウェアでの最新
のSST試験シーケンスのアプリ
ケーションの成功

パラメーター 値

適用したTOC計の検出限界 0.05 mg/L (ppm)

サンプル試験のTOC限界 0.5 mg/L 

SST 濃度レベル 0.5 mg/L 

最大調製水TOCブランク 0.1 mg/L 

パラメーター 値

適用したTOC計の検出限界 0.1 mg/L (ppm)

サンプル試験のTOC限界 8.0 mg/L 

SST濃度レベル 8.0 mg/L 

最大調製水TOCブランク 0.5 mg/L 

表3: バルク水に対するパラメーターと値

はじめに
USP＜643＞は製薬アプリケーションにおけるTOC試験の一般的な方法を説明しており、使用する分析技術を認定するため
のガイダンスと限界試験として使用する装置の結果を解釈するためのガイダンスを提供します。改訂されたTOCモノグラ
フ＜643＞はUSP37のリリースとともに施行されました。ここでは”バルク水”（例えば精製水[PF]、注射用水[WFI]、血液透析用
水、純粋蒸気の凝縮水）と”滅菌水”（例えば注射用滅菌水[SWFI]、滅菌精製水[SPW]、洗浄用滅菌水、吸入用滅菌水）という、異
なる純水の品質に対処する2つの異なるTOC試験の方法について説明しています。

バルク水の品質に関して試験手順は確立されたまま維持さ
れました:

 滅菌水の品質に関して、試験手順はわずかに変更され、新
しい限界値が次のように確立されました:

表4: 滅菌水に対するパラメーターと値

 以下の文章はmulti N/C pharmaは新しく設定されたSSTに従って滅菌水に対する容易で信頼できるTOC試験が可能である
ということを示しています。
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サンプルと測定条件

サンプル前処理と測定
サンプルは水道水と原水を浄化するために種々のフィル
ターを適用したろ過プラントから採取しました。サンプルは
4℃の冷蔵庫で保管しました。8 mg/Lショ糖溶液とp-ベン
ゾキノン溶液のシステム適合性試験溶液は、それぞれ100 
mg/Lのストック溶液から試験室内の超純水製造装置により
製造した超純水を用いて希釈により調製し、その後サンプ
ルを測定する前に、ソフトウェアに統合されたSSTシーケン
スにより実行しました。
 40 mLバイアルを何度かすすいだ後サンプルを充填し、ア
ルミ箔で密閉し、ASvarioサンプラーラックに設置しました。

オートサンプラーを使用してサンプルは1 M H2SO4 
(multi N/C pharma UV) および2 M HCl (multi N/C 3100 
pharma)でそれぞれ酸性化し、その後NPOC測定の前に完全
にTICを除去するためにメソッド設定に従ってキャリアガス
でパージしました。
高出力、長寿命UVリアクターあるいはプラチナ触媒充填燃
焼管内での酸化過程の間に全ての炭素化合物が定量的に
CO2に変換されます。測定ガス中のCO2濃度の定量には広範
囲のビームフォーカスNDIR検出器を使用しました。

検量線
multi N/C pharmaで1000 mg/Lショ糖ストック溶液から調製
した0.2~20 mg/Lの範囲でNPOC法により検量線を作成しま
した。 多点検量線を用いました。検量線とその特性を図4a
および図4bに示します。

装置
TOC濃度の定量に以下のメソッド設定を使用しました:

図4a: NPOC 特性
図4b: NPOC検量線

表5: メソッド設定

パラメーター multi N/C pharma UV multi N/C pharma HT、 multi N/C 3100 pharma

測定パラメーター NPOC NPOCNPOC

酸化分解 Na2S2O8を併用したUV酸化 800 °C800 °Cででプラチナ触媒を使用した高温燃焼酸化プラチナ触媒を使用した高温燃焼酸化

測定回数 最小3回、最大4回 最小3回、最大4回

NPOCパージ時間NPOS 360秒 360360秒秒

注入前の共洗い 3回 33回回

注入量 5 mL 2 mL2 mL（pharma HT）、1 mL(3100 pharma)（pharma HT）、1 mL(3100 pharma)
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結果と考察

検量線作成後、2つの水道水と2つのろ過水サンプルを上記のように測定し、その後SSTシーケンスを実行しました。結果は
以下の表と図に示します。

表6: 結果

サンプルID NPOC平均値 [mg/L] NPOC RSD [%] 

水道水1 0.856 1.1

水道水2 1.231 0.8

ろ過水1 4.638 0.5

ろ過水2 9.893 0.7

図5: multiWin SSTレポート

図6: p-ベンゾキノンSST溶液のTOCピーク

結論
TOCに関連するUSPのモノグラフの改訂によりTOC計の製薬アプリケーションの範囲が広がりました。さらに、新しいモノグ
ラフUSP＜661.1＞は包装材料からの抽出物を試験するために織り込まれました。この方法によると、ポリマー包装材料から
の精製水抽出物は記述された条件下で準備し、USP<643>により前処理後4時間以内にTOC試験をします。使用するTOCメソ
ッドは0.2~20 mg/Lの直線ダイナミックレンジと0.2 mg/L以下の検出限界を提供する必要があります。 
ここでは、高い酸化力と洗練されたデザインを持つmulti N/C pharma TOC計は、500 ppbの限界を超える製薬のTOC試験の
新しい課題に必要な性能特性を提供していることを明確に示しています。
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USP <661>に準拠したTOC測定による医薬品用プラスチック包装材料および 
システムからの抽出物試験の確立

はじめに
USP<661>”容器プラスチック”は”プラスチック包装システ
ムとその構成材料”というタイトルに改訂されました。新しい
モノグラフの2つの新しいサブチャプターは”プラスチック
の構成材料”<USP661.1>および”医薬品用プラスチック包
装システム”<USP 661.2>に対する水系の抽出物のTOC試
験の方法について説明しています。
この章全体は機能がはっきりした梱包材料のみを使うこと
により医薬品の製品安全性をさらに向上することが目的で
す。TOC試験に加えて、これらの製品やシステムはそれら
の独自性、生物学的適合性（生物反応性）、物理化学的性質

（UV/Vis吸光度、アルカリ度、酸性度）、プラスチック添加剤、
抽出可能な金属に関して特性を明らかにすべきです。

USP<661.1>および<661.2>によると、使用するTOCメソッド
は0.2-20 mg/LのTOCで直線ダイナミックレンジと0.2 mg/
L以下の検出限界を提供する必要があります。包装シス
テムで使用されるプラスチック構成材料のTOC規制値は
NMT（not more than;より低い）5 mg/L（USP 661.1）、医薬品
用プラスチック包装システムではNMT8 mg/L（USP 661.2
）です。 

ポリマー包装材料からの精製水抽出物は、分析のために記
載された条件下で前処理し、USP <643>に従って前処理後
4時間以内にTOCについて試験する必要があります。USP 
<643>は、製薬アプリケーションにおけるTOC試験の一般的
な方法を表しており、使用する分析技術の適格性を確認す
る方法のガイダンス、および限度試験として使用する機器
試験結果を解釈する方法のガイダンスを提供します（例：注
射用水に対する規格限度値500 ppb）。
このアプリケーションノートではmulti N/C pharmaシリーズ
のTOC計（multi N/C pharma UV、multi N/C pharma  
HT、multi N/C 3100 pharma）でUSP<661.1>、<661.2>に基
づくTOC分析の手順について説明し、これらの試験方法につ
いての卓越した性能を証明しています。 

キーワード
USP661.1および661.2による
と、TOC法は0.2 mg/Lの検出限
界および0.2-20 mg/Lの直線ダ
イナミックレンジを示す必要が
あります。

概要
0.1 mg/L-20 mg/LのTOC濃度
範囲をカバーする検量線戦略
と、この濃度範囲の直線ダイナ
ミックレンジの実証の成功
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サンプルと測定条件

サンプルと試薬
医薬品用プラスチック包装システムとそのような包装シス
テムに使用されているプラスチック構成材料のいくつかの
サンプルをUSPガイドラインにしたがって前処理、分析しま
した。

包装システムに使用されているプラスチック構成材料:
 ■ ポリエチレン、環状オレフィン、ポリプロピレン
 ■ ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート

G
 ■ 軟質ポリ塩化ビニル

検量線
multi N/Cシリーズの装置で1000 mg/
Lショ糖ストック溶液から調製した0.1
から20 mg/Lまでの範囲でNPOC法で
検量線を作成しました。多点検量線を
用いました。検量線とその特性を図7
に示します。multi N/C pharmaシリー
ズの3つのモデル全てにおいて0.1-20 
mg/Lの検量線範囲全体で卓越した直
線性を証明できました。

図7: NPOC – cmulti N/C pharma UVにより
作成した検量線とその特性

サンプル前処理
サンプルはUSPガイドラインに従って抽出しました。サンプル前処理の詳細はサンプルのタイプごとに示しました。

ポリエチレン、環状オレフィン、ポリプロピレン
25 gの試験サンプルをホウケイ酸ガラス製フラスコに入
れ、500 mLの精製水とともに5時間、還流条件下で沸騰させ
ます。冷却した抽出液を焼結ガラスフィルターでろ過しま
す。ろ液は500 mLのメスフラスコに集め、精製水で定容しま
す。この溶液は前処理してから4時間以内にTOC測定に使用
しなければなりません。

ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートG
10 gの試験サンプルをホウケイ酸ガラス製フラスコに入
れ、200 mLの精製水とともに50℃で5時間加熱します。冷却
後溶液は200 mLのメスフラスコに移し、精製水で定容しま
す。この溶液は前処理してから4時間以内にTOC測定に使用
しなければなりません。

軟質ポリ塩化ビニル
25 gの試験サンプルをホウケイ酸ガラス製フラスコに入
れ、500 mLの精製水を加え、フラスコの首をアルミホイルか
ホウケイ酸ガラス製ビーカーで覆います。そのフラスコを
121±2℃のオートクレーブで20分間加熱します。冷却後、溶
液を500 mLのメスフラスコに移し、精製水で定容します。こ
の溶液は前処理してから4時間以内にTOC測定に使用しな
ければなりません。

医薬品用プラスチック包装システム
包装システムを通常の量の精製水で満たし、通常の密閉手
段か、そうでなければ不活性物質で密閉します。包装システ
ムは121±2℃のオートクレーブで30分間加熱します。120℃
で加熱すると容器が劣化する場合には、100±2℃で2時間
あるいは70±2℃で24±2時間の熱処理を適用することがで
きます。充填した包装システムを冷却後、内容物を空にし、
前処理してから4時間以内にTOC測定に使用します。この試
験方法ではサンプルの前処理と同様の温度、時間条件下
で、不活性物質で密閉したホウケイ酸ガラス製フラスコで
精製水を加熱することにより、ブランク標準を準備する必要
があります。
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装置
分析はmulti N/C pharma UV、multi 
N/C pharma HT、multi N/C 3100 
pharmaで行いました。
TOC濃度の測定に、表7に示したメソッ
ド設定を使用しました。

multi N/C pharma UV multi N/C pharma HT, multi 
N/C 3100 pharma1)

パラメーター NPOC NPOC 

酸化分解 酸化剤Na2S2O8を併用したUV
酸化

800℃でプラチナ触媒を使用
した高温燃焼酸化

測定回数 最小3回、最大4回 最小3回、最大4回

NPOCパージ時間 300秒 300秒

注入前の共洗い 3回 3回

注入量 5 ml 2 ml, 1 ml1)

表7: メソッド設定

結果
包装システムに使用するプラスチック材料からの3つの顧客提供の既成抽出物を、上記に示した検量線作成後にQCチェッ
クとともに測定しました。結果は以下の表に示します。

サンプルID NPOC平均値[mg/L] RSD [%]

サンプル1 2.48 0.9

サンプル2 0.984 1.3

サンプル3 8.72 0.5

QCチェック(2.0 mg/L) 2.04 0.7

表8: 結果

図8: サンプル1のTOCピーク

結論
適用したmulti N/C pharmaシリーズのTOC計が、医薬品用のプラスチック包装システムとその構成材料のTOC試験のUSP規
格に準拠するのに必要な性能特性を提供していることをはっきりと示されました。高い酸化力、ビームフォーカスNDIR検出
器、洗練されたデザインにより、装置は必要な仕様以上の0.1-20 mg/Lの直線ダイナミックレンジを提供します。

multi N/C pharmaシリーズのTOC計を使用することにより、ラボを製薬のTOC試験の新しい課題に適合できます。
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燃焼炉

欠点
■  汚染やキャリーオーバーのリスクが高い
■  繰り返し測定のドリフト
■  再現性が悪い
■  必要なサンプル量が多い 

利点
■  マイクロシリンジによる効果的な洗浄
■  キャリーオーバーなし 
■  良好な再現性
■  必要なサンプル量が最小限

サンプル

Direct injection Flow in

jec
tio

n

直接注入 VS
フロー
インジェクション

総タンパク質定量

シリンジ
ポンプ

水

サンプル

分配バルブ

なぜ直接注入を使用すべきなのでしょうか?

総タンパク質品質管理試験では、下図に示すようにサンプルの取り扱い方法が精度と結果の品質に影響します。 

フローインジェクションは通常、サンプル導入システムの長いチューブ、バルブやシリンジポンプコンポーネントの巨大な
表面積への粘着性のタンパク質構成成分の沈着に悩まされます。これにより、システムの汚染やキャリーオーバーの問題が
発生し、その結果、繰り返し測定の安定性や精確性が低下します。 

マイクロシリンジによる直接注入は、シリンジ本体の内表面積が小さくプランジャーの動きと洗浄水により効果的に洗浄で
きるので、この問題を解決することができます。さらに、注入針は炉の高温注入ポートにとどまり、全てのサンプル成分が完
全に蒸発するので、次のサンプルを処理するためのきれいな針が準備できます。これにより、卓越した結果の品質と精度が
実現されます。
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multi N/C 2100SのTNb分析による医薬品（ワクチン）中の総タンパク質定量

はじめに
医薬品ワクチン製造では開始、中間、最終製品の抗原のレベ
ルを管理する必要があります。レベルを管理するには弱毒
化または不活性化したウイルスやバクテリアの量を測定し
ます。これらの抗原は通常タンパク質で構成されているの
で、総タンパク質の分析による定量が最適な方法です。薬局
方の基準ではいくつかの関連する方法が挙げられており、
その中にはいくつかのUV/Vis分析（例えばローリー法、ブラ
ッドフォード法、BCA法）やケルダール法、燃焼触媒法のよう
な全窒素分析があります。ここでは欧州薬局方2.5.33 方法
7B：酸素雰囲気で窒素化合物の酸化窒素（NO）への高温熱
分解とそれに続く化学発光検出（CLD）に記載されている燃
焼触媒法に焦点を当てました。

この方法は高温燃焼触媒と形成されたNO分子をCLD検
出することによる環境水中のTNb測定を説明している
EN12260とほぼ一致します。multi N/Cはこのために設計さ
れているので医薬品のTNbの測定にも適用することできま
す。TNbは総タンパク質に変換し、抗原のレベルを定量する
ことができます。

タンパク質の窒素含有量は様々なので、次の式を適用して
係数6.25をかけることにより全窒素濃度を総タンパク質濃
度に変換することが広く受け入れられています: 
C [総タンパク質] = c [全窒素] x 6.25

キーワード
少量サンプルによる医薬品中
の総タンパク質分析

概要
multi N/C 2100Sによる高度な
自動化とサンプルスループット
を備えた迅速で安全で再現性
の高い分析
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サンプルと測定条件

装置 

分析はmulti N/C 2100S pharmaで行いました。TOC濃度の
測定に、表9に示したメソッド設定を使用しました。 パラメーター multi N/C 2100S pharma

測定パラメーター TNb

酸化分解 800℃でプラチナ触媒を使用した高
温燃焼酸化

測定回数 最小3回、最大4回

注入前の共洗い 3回

注入量 75 µL

希釈 1:1

表9: メソッド設定

サンプルと試薬 
顧客が準備した5つの尿素TNb検量線溶液、1つのBSA管理
標準、3つの未知サンプルを3回測定しました。サンプルは
分析まで4℃の冷蔵庫で保存しました。

室温にした後、液体サンプルはマイクロピペットで2 mLサン
プルバイアルに直接注入し、スナップキャップで蓋をしまし
た。オートサンプラーのマイクロシリンジでサンプル75 μL

を炉に注入しました。プラチナ触媒により窒素化合物は純
粋な酸素雰囲気で触媒高温燃焼により酸化窒素（NO）に変
換されます。NOはその後、化学発光検出（CLD）により、定量的
に検出されます。全ての測定にはサンプリング位置の自動
マグネチックスターラーによる攪拌とシリンジ洗浄ポートを
搭載したオートサンプラーAS60 を使用しました。

検量線
multi N/C でBSAタンパク質標準溶液を使用し、全結合窒
素（TNb）に対して5-60 mg/Lの多点検量線を作成しまし
た。100 mLの超純水に対しBSAタンパク質標準液（Sigma 
Art.Nr.A-7906、ウシ血清アルブミン、N含有量15.6%、純度
98%）を128.2mg量り取り200mg TN/LのBSAストック溶液を
調製しました。
測定したN濃度からタンパク質濃度を計算するためのこの
ようなサンプルの標準変換係数（文献に記載）6.25を測定サ
ンプルのタンパク質濃度の計算に使用しました。

図9: TN（5 – 60 mg/L）の BSA検量線とその特性
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結果
それぞれのサンプルは少なくとも3回測定しました 

表10: 結果

サンプルID TNb平均値 [µg/mL] ± RSD [%] 
(バイアル1)

 TNb平均値 [µg/mL] ± RSD [%] 
(バイアル2)

TNb平均値 [µg/mL] ± RSD [%] 
(バイアル3) 

10 ppm窒素標準 10.77 ± 0.14 10.80 ± 0.51 10.74 ± 0.19

20 ppm窒素標準  20.02 ± 0.20 20.05 ± 0.27 19.98 ± 0.24 

30 ppm窒素標準 30.31 ± 0.43 30.35 ± 0.28 30.42 ± 0.30

40 ppm窒素標準 40.59 ± 0.271,7,7 4,26 40.62 ± 0.42 40.65 ± 0.35

50 ppm窒素標準 50.74 ± 0.11 50.96 ± 0.13 50.95 ± 0.29 

30 ppm BSA検査標準  30.80 ± 0.54  30.89 ± 0.45 30.88 ± 0.40 

サンプルA 17.22 ± 0.34 17.20 ± 0.52 17.18 ± 0.44

サンプルB 27.95 ± 0.22 27.97 ± 0.21 27.93 ± 0.40

サンプルC 48.27 ± 0.34 48.25 ± 0.17 48.05 ± 0.09

結論
全てのサンプルは良好な再現性とRSDで測定できました。 
マイクロシリンジを使用した直接注入の明確な利点は長い
チューブやバルブがなく、バイアルから燃焼管までサンプル
移動距離が短く直接導入できる点です。これにより75 μLの
少量の洗浄量、最大3回で最適化することができ、サンプル
使用量は非常に少なくすることができます。3回の洗浄を含
む典型的な75 μLの5回測定で必要なサンプル量は1.5 mL
以下です。

全窒素検出のためのCLD検出器を搭載したmulti N/C 2100S
は欧州薬局方2.5.33 方法7B に記載されている触媒高温燃
焼法によるこのようなサンプルの総タンパク質分析を行う
のに最適なシステムです。 
顧客の検量線標準溶液や検査標準（BSA）の回収率および
サンプル測定のピーク形状は繰り返し測定でピークシフト
や大きなピークテーリングがなく、測定装置の性能を証明し
ています。

図10:  TNの測定ピーク 
　　(A) 30 ppm BSA検査標準
　　(B) サンプルA 
        (C) サンプルB  
        (D) サンプルC

(A) (B)

(D)(C)
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