
事 務 連 絡

令 和 3年 10月 18日

近畿化粧品原料協会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

医薬部外品原料規格 2021の正誤表の送付について

標記について、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部 (局)薬務主管課―あて送「

付しましたので―、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。



事 務 連 絡

令 和 3年 10月 13日

各都道府県衛生主管部 (局)薬務主管課 御申

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

医薬部外品原料規格 2021の正誤表の送付について

令和 3年 3月 25日付け薬生発 0325第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医

薬部外品原料規格 2021について」につき、今般、訂正すべき事項があることから、

別添のとおり正誤表を送付いたします。                   、



(別添 )

医薬部外品原料規格 2021 正誤表

番 号 通知の貢 行 試験法名・成分名等 項 目 正

1 173 下 9 アクリル酸 2-エチルベキンル 化学式 CH2=CH~℃ 00CH2(C2H5)C4■ 9 CH2ECH―C00CH2CH(C2H5)C4H9

2 173 下 8 アクリル酸エチル (純度 99.0%以 上). (純度 99.0%以 上 )

3 223 下 18 スルホサ リチル酸 化学式 C7H606 2H20 C?H606S・ 2H20

4 233 9 トリメチルシリアレイミダブール 化学式 (CH3)3Si(C3H3N3) C6H12N2Si

5 244 6 フタル酸ジメチル 組成式 C18H2204 C10Hi004

6 244 16
フタル酸水素カ リウム,pH測

定用
〔K8809,pH標準液用〕

〔K8809,フ タル酸水素カリウム,pH標準液

用〕 ,

7 335
14

18

アクリアレ酸・メタクリル酸アル

そキル共重合体

純度試験 (3)ア クリル残存モノマ
硫酸アルミニウム 14■ 8水和物溶液 硫酸アルミニウム 11～ 18水和物溶液

8 433 下 14
アルキル (11,13,15)硫酸 ト

リエタノールアミン (1)
純度試験 (1)石油エーテル可溶物 エタノール エタノール (95)

9 441 6
アルキレン (15～ 18)グ リコー

ル
確認試験 液膜法 薄膜法

10 640 下 5
塩化アルキル (28)ト リメチル

アンモニウム液
定量法

ブロモフェノールブルー・エタノール (95)

液

ブロモフェノールブルー ,エ タノール (95)

溶液

11 643 下 5
塩化インステア リルラウリルジ

メチルアンモニウム液
定量法

ブロモフェノールブルー・エタノール (95)

液

ブロモフェノールブルー・エタノール (95)

溶液

12 647 下 5

塩化ジアルキル (12～ 18)ジメ

チルアンモニウム液
定量法

ブロモフェノールブルー・エタノール (05)

液

ブロモフェノールブルー・エタノール (95)

溶液

13 664 11
塩化ステアリル トリメチルアン

モニウム液
確認試験 (2) エタノール エタノール (95)

14 665 下 5
塩化ステアロイルコラミノホル

ミルメチルピリジエ rク ム
定量法 テ トラフェニルボロンナ トリウム溶液 テ トラフェニルボロンナ トノウム液

誤



F 0 1mo1/L肺 酸四アンモニウムセリウムF:0 1mo1/L過 塩素酸のファクター純度試験 (2)過酸化水素の式の代ステア リルジメチルアミンオキ下 9158431

チオ硫酸ナ トリウム液チオ硫酸ナ トウリム溶液
純度試験 (1)過酸化物価の式の代

数の説明
スクフレン

19

20
157430

チオ硫酸ナ トリウム液チオ硫酸ナ トリウム溶液純度試験 (1)過酸化物価スクフレン16157429

Polyethyleneglycol DiricinolttatePolyethyleneglycol Diricinolate英名 (化学名 )

ジツシノレイン酸ポリエチレン

グリコール
2153328

エタノール (95)エタノール確認試験ショウブ根末8152027

Aluminum DimyristateAluminum Dimyristと ate英名 (化学名 )ジミリスチン酸アル ミニウム2146626

Propylene  Glycol  MonOstearate,  Self―

emulsifying

Propylene  Glycol  Monttstearate,  Self―

emulsifying
英名 (化学名 )

自己乳化型モノステア リン酸プ

ロピレングリコール
2140225

エタノール (95)エタノール確認試験 (2)
高濃度塩酸アルキルジアミノエ

チルグリシン液
14118024

フン化物の定性反応 (2)フッ化物の定性反応 (3)確認試験 (5)黒酸化鉄被覆合成金雲母19111323

p― ジメチルアミノベンズアルデヒドp― ジメチルベンパアルデヒド(注 )グルコサミン下 1108922

エタノール (95)溶液エタノール溶液確認試験 (1)
グアイアズ レンスルホン酸エチ

ル
9103421

試料溶液の操作条件 と同一の条件で処理

し,これを標準溶液とする.

試料溶液の操作条件 と同一の条件で処理

し.こ れを標準溶液とする.

定量法 (2)金・シルク末混合物下 8103020

蛍光けい光確認試験吸着精製ラノリン8101919

Lanolin, HydrogenatedLanolin Hydrogenated英名 (化学名)還元ラノリン296818

チオ硫酸ナ トリウム液チオ硫酸ナ トリウム溶液定量法の式の代数の説日月
オル トフェニアレフェノールナ ト

リウム

下 2

下 1

80317

チオ硫酸ナ トリウム液チオ硫酸ナ トリクム溶液定量法
オル トフェニルフェノールナ ト

リウム
下 680316

テ トラフェニルボロンナ トリウム液テ トラフェニルボロンナ トリウム溶液定量法の式
塩化ステアロイルコラミノホル

ミルメチルピツジエウム
下 366515



ン ド 数の説明 (Ⅳ)液のファクター

32 1609 12

ステア リン酸ジエタノールアミ

ド
確認試験 (2) 水溶上 水浴上

38 1759 2 チオキノロン 英名 (化学名 ) ThioxolOne Tioxolone

34 2082 6 パラヒ ドロキシアニノール 確認試験 エタノール溶液 エタノール (95)溶 液

35 2096 下 9 パル ミチン酸亜鉛 純度試験 (4)遊離脂肪酸 水酸化カ リウムのエタノール (95)液 水酸化カ リウム・エタノール液

36 2119 13 ハ ロカルバ ン 確認試験 (2) フッ化物の定性反応 (3) フッ化物の定性反応 (2)

37 2125 下 7

D― パンテテインー S― スルホ

ン酸カルシウム液
定量法 (2)カ ルシウム

エ リオクロムブラック T・ 塩化ナ トリム指示

薬

エリオクロムブラック T・ 塩化ナ トリウム指

示薬 004g

38 2139 7 ビオチン 確認試験
p― ジメチルフミノシンナムアタレデヒド試

液

ρ―ジメチルアミノシンナムアルデヒド試

液

39 2147 下 8 非晶型酸化チタン 定量法 原子吸光光度用チタン標準液 原子吸光分析用チタン標準液

40 2161 下 1

ヒ ドロキシエタンジホスホン酸

四ナ トリウム液
定量法

塩酸ヒ ドロキシエタンジホスホン酸四ナ ト

リウムで滴定する .

塩酸で滴定する

41 2214 2

ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレン

グリコール (5,5P O.)
英名 (化学名 )

Polypropyleneglycol  Castor  Oil  Fatty

Acid (5 5 P.0.)

Polypropyleneglyc。 l  CastOr  01l  Fatty

Acid (5,5P,0,)

42 2215 9 ヒマシ油脂肪酸メチル 確認試験 (2) エタノール溶液 エタノール (95)溶液

43 2252 下 1 フェノキシインプロパノール 参考構造式

O ＼`
イ
/´
CH3

CH3

C H3

O

44 2281 2 部分水素添加スクフレン 英名 (化学名 )

Partially    Hydrogenated     Squalene

Pen lene
Partially Hydrogenated Squalene

45 2281 3 部分水素添カロスクフレン 別英名 新設 Pentahydrosqualene

46 2391 2

ポ リアク リル酸アル キアレエマル

シ ョン
英名 (化学名) Polyacrylalkylate Emulsion Polyalkylacrylate Emulsion



Sodium Phosphate, TribasicL AnhydrousSodium Phosphate, Tribasic Anhydrous英名 (化学名 )無水 リン酸三ナ トリウム2282557

アントロンの酢酸エチル溶液アントロン酢酸エチル溶液確認試験 (2)マルチ トール液11273956

水/エタノール混液水/ユ タノール (95)混液基原

ポ リオキシエチ レンラウリルエ

ーテル硫酸アンモニウム (1

E.O)液

5266355

硝酸銀液硝酸銀溶液純度試験 (1)
ポリオキシエチレンラウリルエ

ーテル酢酸カリウム液
下 12265654

エタノーブレ (95)溶液エタノール溶液確認試験 (2)
ポリオキシエチレンラウリルエ

ーテル酢酸
13265553

Polyoxyethylene Lauryl Ether

(8-10E.0,)

Polyoxyethylene Lauryl Ether

(8-10E.0。 )

英名 (化学名)

ポリオキシエチ レンラウリアレエ

ーテル (8～ 10 E O.)
2265452

振 り混ぜて放置するとき生クロロホルム層

は ,

振 り混ぜて放置す るとき クロロホルム層

は ,

確認試験 (2)
ポ リオキシエチ レンヤシ油脂肪

酸グリセ リル
12264751

Polyoxyethylene Polyoxypropy19ne Clycol

(lE.0。 ) (2P O )

Polyoxyethylene Polyoxypropy19ne Glycol

(lE O) (2P O )
英名 (化学名 )

ポリオキシエチ レンポ リオキシ

プロピレングリコール (lE

O.)(2P O)

2254450

硝酸銀液硝酸銀溶液純度試験 (3)

ポ リオキシエチ レンアルキル

(12,13)エーテル硫酸ナ トリ

ウム (3E.0.)

下 8246049

エタノール (95)溶液エタノール溶液確認試験 (2)

ポ リオキシエチ レンアルキル

(■ ,13,15)エ ーテル硫酸ナ

トリウム (lE.O.)

14245848

ROC2H40S03HN(C2H40H)3ROC2H40S03HN(C2H40H)定量法の式

ポ リオキシエチ レンアルキル

(11,13,15)エーテアレ硫酸 ト

リエタノールア ミン (lE

O.)

下 2245047



58 2868 2
メトキシエチレン無水マレイン

酸共重合体
英名 (化学名)

Methoxアethylene  Maleicanhydride

COpolymer

Methoxyethylene Maleicュ nhydride

Copolymer

59 3092 下 14
ラウツル硫酸 トリエタノールア

ミン
純度試験 (3)石油エーテル可溶物 エタノール エタノ▼ル (95)

60 3205 5
(リ ノール/オ レイン酸)J′

一α―トコフェロール

定量法 (1),ど―o― トコフェロー

ル脂肪酸エステル
エタノ‐ル溶液 エタノール (95)溶液

61 3286 下 4 リン酸ジセチル 純度試験 (2)ヒ 素 エタノール溶液 エタノール (95)溶液

62 3303 下 8 リン酸モノミリスチァレ 純度試験 (2)ヒ 素 エタノール溶液 エタノール (95)溶液


