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【要旨】

近年、SI（国際単位系、The international System of Units）トレーサビリティを確保した
定量法として定量 NMR（qNMR）法が広く用いられ、日本薬局方の生薬成分の定量に導入さ
れている。本研究では、生薬エキスを配合する一般用医薬品の生薬由来の指標成分の純度を
qNMR により値付けし、医薬品中の成分量を正確かつ簡便に分析することを目的とする。今回、
一般用医薬品として広く流通しているオンジエキス製剤の定量分析の指標成分を選定し、qNMR
により純度を値付けした指標成分の標準溶液を用いて HPLC による定量分析を行った。

１、調査・研究目的

定量 NMR（qNMR）法は、NMR の化合物中の原子核の数の比がピーク積分比に対応する
特性を利用して、化合物の純度や濃度等の定量値を求める方法であり、医薬品の絶対定量法
に用いられている [1-4]。生薬や漢方処方エキス製剤など天然物由来医薬品の規格において、生
薬成分を指標成分として定量分析をする場合、多くの場合これらの指標成分の化学合成が容易
ではなく、天然物より分離精製された市販の化合物を標準品として用い、クロマトグラフ法によ
る定量を行うことになる。その場合、標準品の純度規格は計量学的な値付けが行われておらず、
定量分析の信頼性にかけることや、定量時に標準品の吸湿性に起因する水分が不純物として含
まれることが問題点として挙げられる [5, 6]。

日本薬局方では、qNMR により純度値を値付けし、SIトレーサビリティを確保した試薬が規
格化され、それらを分析用の内部基準物質とした生薬成分の定量法が導入されている。この方
法により純度を値付した生薬成分の標準溶液を用いて HPLC 分析をすることで、定量値の信頼
性の高い分析が可能となる。

現在、一般用医薬品として、漢方エキス製剤以外に、オンジエキスなどの単味生薬エキス製剤や、
その他の生薬エキス配合医薬品が幅広く流通している。単味生薬エキス製剤は、局外生規収載
による標準化に向けた確認試験と定量法の検討が進められているが、それらエキスの規定では、
市販の生薬成分を標準品とした HPLC 法による定量が行われている [7, 8]。
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本研究では、生薬エキスを配合する一般用医薬品の生薬由来の指標成分を、qNMR により純
度値を値付けした標準溶液を用いる手法により正確かつ簡便に分析することを目的とする。

２、調査・研究方法

2-1　qNMR 法を用いた生薬成分の定量分析に関する調査

第 18 改正日本薬局方日本薬局方の qNMR 法による生薬成分の定量分析の条件を調査し
た。あわせて、生薬成分のqNMRによる定量の研究報告について和英文誌、学会発表、インター
ネット上の情報を調査した。

2-2　qNMR スペクトルによる定量

〔試薬類〕
標準品の候補としてqNMR スペクトルの測定に用いた 3,6’-disinapoyl sucroseとtenuifolin

は MedChemExpress（Monmouth Junction, NJ, USA）より、tenuifoliside A は ChemFaces
（Hubei, China）より購入したものを用いた。qNMR 用の内部基準物質は、SIトレーサ
ブルな値付けをされた核磁気共鳴スペクトル測定用 1,4-bis(trimethylsilyl)benzene-d4 

(1,4-BTMSB-d4)（富士フィルム和光純薬、大阪）を用いた。NMR 測定用溶媒は、重水素化
率 99.8% の methanol-d4（富士フィルム和光純薬）と重水素化率 99.5% の pyridine-d 5（富士
フィルム和光純薬）を用いた。

〔機器等〕
天秤はウルトラミクロ天秤（SE2、sartorius、Göttingen、Germany）（最小表示値 0.0001 

mg）を用いた。NMR 装置は、オートサンプラー付きJNM-ECZ600R（600MHz）（日本電子、
東京）を用いた。NMR 測定管は、NMR テストチューブ HG タイプ（φ 4.951 〜 4.965mm× 
7インチ )（富士フィルム和光純薬）を用いた。

〔試料溶液の調製〕
各試料とqNMR 用の内部基準物質（1,4-BTMSB-d4）をそれぞれ精密に秤取し、同一の

容器に入れ、NMR 測定用溶媒 1.00mL に溶解した。この溶液の 0.600mL を NMR 測定管
に封入したものを試料溶液とした。

〔1H-qNMR スペクトルの測定条件〕
試料溶液の 1H-qNMR スペクトルは以下の条件で測定した。
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デジタル分解能：0.25 Hz、観測スペクトル幅：20ppm、スピニング：オフ、13C デカップリン
グ：あり、パルス角：90º、積算回数：8 回、ダミースキャン：2 回、測定温度：25 ºC

内部標準法（accurate quantitative NMR with internal reference substance: AQARI）
により、各試料につき 3 回測定を行った。NMR のデータ処理は、日本電子の解析ソフトであ
るDelta NMR Processing and Control Software v6.0 の qNMR 解析により行った。化学シ
フト値は、内部基準物質として用いた 1,4-BTMSB-d 4 のシグナルを 0 ppmとし、δ値を ppm
単位で表した。

各試の純度（%）は、以下の式から算出した。

I s : 標準品（生薬由来成分）の積分値、 I st : 基準物質（1,4-BTMSB-d4）の積分値、 H s 
: 標準品（生薬由来成分）のプロトン数、 H st : 基準物質（1,4-BTMSB-d4）のプロトン数、 
W s : 標準品（生薬由来成分）の質量、 W st : 基準物質（1,4-BTMSB-d4）の質量、M s : 標準
品（生薬由来成分）の分子量、 M st : 基準物質（1,4-BTMSB-d4）の分子量、 P st : 基準物質

（1,4-BTMSB-d 4）の純度（%）
なお、内部基準物質として用いた 1,4-BTMSB-d4 の分子量は 226.50、プロトン数は 18（CH3 

x 6）、純度は 100.0 %である。

2-3　HPLC による分析

〔試薬類〕
オンジエキス製剤は、現在国内で製造承認されている 4 社のエキス製剤を用いた（メーカー、

製品名は非公開とする）。
標準品として用いた 3,6’-disinapoyl sucrose は、MedChemExpress より購入し、qNMR に

より純度を値付けしたものを用いた。
HPLC 分析に用いたアセトニトリル、リン酸は、いずれも高速液体クロマトグラフ用（富

士フィルム和光純薬）を用いた。水は超純水 ［18.2 M Ω、蒸留水を Synergy UV（Merck 
Millipore, Darmstadt, Germany）で精製］を用いた。

〔試料溶液の調製〕
オンジエキス製剤（1 回服用分）にメタノール 10.0mL を正確に加えて超音波抽出（20 分間）し、

遠心分離（3000rpm、10 分間）したものをオンジエキス製剤の試料溶液とした。
〔HPLC の分析条件〕

オンジエキス製剤の試料溶液中の 3,6’-disinapoyl sucrose の定量分析は HPLC により、以
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2-5  HPLC にによよるる分分析析 
 
〔試薬類〕 
 オンジエキス製剤は、現在国内で製造承認されている 4 社のエキス製剤を用いた（メ

ーカー、製品名は非公開とする）。 
 標準品として用いた 3,6’-disinapoyl sucrose は、MedChemExpress より購入し、qNMR
により純度を値付けしたものを用いた。 
 HPLC 分析に用いたアセトニトリル、リン酸は、いずれも高速液体クロマトグラフ用

（富士フィルム和光純薬）を用いた。水は超純水 ［18.2 MΩ、蒸留水を Synergy UV（Merck 
Millipore, Darmstadt, Germany）で精製］を用いた。 
 
〔試料溶液の調製〕 
 オンジエキス製剤（1 回服用分）にメタノール 10.0 mL を正確に加えて超音波抽出（20
分間）し、遠心分離（3000 rpm、10 分間）したものをオンジエキス製剤の試料溶液とし

た。 
〔HPLC の分析条件〕 
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下の条件で行った。

ポンプ：島津 LC-20AD、検出器：日立 Chromaster 5410 UV、波長：UV 330 nm、イン
テグレーター： Chromato-Pro（ランタイムインスツルメンツ、東京）、カラム：InertSustain C18

（内径 4.6 mm、長さ150 mm、粒子径 5 μm、ジーエルサイエンス、東京）、移動相（溶離液）：
アセトニトリル –0.1%リン酸 = 200 : 800、流速：1.0 mL/min、試料注入量：20 μL

〔3,6’-Disinapoyl sucrose 標準溶液の調製〕
3,6’-Disinapoyl sucrose をウルトラミクロ天秤で正確に秤量後、メタノールに溶解し、qNMR

によって得られた試薬の純度を考慮に入れ、0.00439μg/mL、0.0439μg/mL、0.439μg/
mLの濃度の3,6’-disinapoyl sucrose標準溶液を調製した。標準溶液 20μLをHPLCに注入し、
得られたクロマトグラムのピーク面積を Chromato-Pro により求め、検量線を作成した。回帰
線は、原点を通る回帰直線とみなした。（相関係数 R=1.00）。

〔試料溶液の定量分析〕
試料溶液 20μL を HPLC に注入し、絶対検量線法により試料溶液中の 3,6’-disinapoyl 

sucrose 量を算出した。各オンジエキス製剤の添付文書に記載されているエキス量から、試料
溶液中の 3,6’-disinapoyl sucrose の含有率（%）を算出した。

３、調査・研究成果

3-1　 qNMR 法を用いた生薬由来成分の定量分析に関する調査と分析対象の選定

オンジはヒメハギ科イトヒメハギ Polygala tenuifolia Willdenow の根または根皮を基原とす
る生薬で、去痰薬として家庭薬の原料として用いられる [9]。最近では中年期以降の物忘れの
改善を目標として、多くのエキス製剤が販売されている。本研究では、一般用医薬品として広
く流通しているオンジエキス製剤を定量分析の対象とした。

第 18 改 正日本 薬局方では、(E )-cinnamic acid、geniposide、magnolol、magnflorine、
paeonol、rhein、rosmarinic acid、saikosaponin b2、loganin、[6]-gingerol、[6]-shogaol、
(E )-ferulic acid、10-hydroxy-2-(E )-decenoic acid、evodiamine、sinomenine、mangiferin、
saikosaponin b、 saikosaponin a、diphenyl sulfone (perillaldehyde の定量用 ) の19 成分に
ついて、qNMR による定量法が規定されていることから、これらの生薬成分の定量分析の条
件を確認した。あわせて、生薬成分の qNMR による定量研究に関して和文誌やインターネッ
ト上の情報を確認し、広く文献調査を行なった。

第 18 改正日本薬局方のオンジの確認試験において、tenuifolin が TLC の標準物質として
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規定されているが、定量の規定はないことから、定量に用いる指標成分を選定する必要があ
る。他国の薬局方あるいは医薬品基準を調査すると、香港中薬材標準に、オンジ中の 3,6’
-disinapoyl sucrose を定量する規定が存在した [10]。また、オンジの TLC 分析における特徴
的な指標成分として、3,6’-disinapoyl sucroseとtenufoliside Aおよび Bが報告されている [11]。
以上のことから、tenuifolin、3,6’-disinapoyl sucrose、tenufoliside Aを、本研究での qNMR
の分析対象とする生薬成分に選定した。これら生薬成分の qNMR による定量の測定条件を
検討するため、文献検索ソフトSciFinder Web 版で文献調査を行い NMR データに関する情
報を収集した [12, 13]。

3-2　1H-qNMR スペクトルの測定

オンジの含有成分である tenuifolin、3,6’-disinapoyl sucrose、tenufoliside A について、
1H-qNMR スペクトルによる定量の測定溶媒と定量に用いるピークの選定を行った。

過去のこれら化合物のスペクトルデータに関する文献調査の結果から、tenuifolin の測定溶
媒を pyridine-d5 とし、3,6’-disinapoyl sucrose とtenufoliside A の測定溶媒を methanol-d4
として 1H-qNMR スペクトルの測定が可能であることを確認した。また、いずれの化合物も
1H-qNMRの内部基準物質として1,4-BTMSB-d4を用いるのが適切であると考えられた（図1）。
定量に用いるシグナルは、他のピークとの分離がよく、積分値の算出が可能なものを選定した。
すなわち、tenuifolinではδ5.80 (1H, br s, H-12) を、3,6’-disinapoyl sucroseではδ7.43 (1H, d, 
J = 16.0 Hz, H-7’’) を、tenufoliside Aではδ7.66 (2H, d, J = 8.8 Hz, H-2’’’, 6’’’) のシグナルを
定量に用いた（図 2 〜 4）。

それぞれの化合物の 1H-qNMR スペクトルを測定し純度を算出した結果、tenuifolin が 97.4 
± 0.311 %、3,6’-disinapoyl sucrose が 86.4 ± 0.341 %、tenufoliside A が 66.9 ± 0.769 %
であった。これら化合物のうち、比較的純度が高くHPLC での分析において紫外線検出器
による分析が可能な 3,6’-disinapoyl sucrose を指標成分として選定した。

3-3　オンジエキス製剤中の 3,6’-disinapoyl sucrose の HPLC による定量分析

3,6’-Disinapoyl sucrose をウルトラミクロ天秤で正確に秤量後、メタノールに溶解し、qNMR
によって得られた試薬の純度を考慮に入れ、3,6’-disinapoyl sucrose 標準溶液を調製した。標
準溶液を HPLC により定量分析し、得られたクロマトグラムのピーク面積を算出し、検量線を
作成した（図 5）。

4 種のオンジエキス製剤（製剤 A〜 D）試料溶液を調製し、3,6’-disinapoyl sucrose 量を定
量した結果、全ての製剤に 3,6’-disinapoyl sucrose が検出された（図 6）。各製剤のエキス量
に対する 3,6’-disinapoyl sucrose の含有率は、製剤 A が 0.369 ± 0.0237 %、製剤 B が 0.358 
± 0.0432 %、製剤 C が 1.10 ± 0.110 %、製剤 D が 0.367 ± 0.0483 % と算出された。
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４、考察

本研究では、一般用医薬品として広く流通しているオンジエキス製剤の指標成分を選定し、
qNMR により純度を値付けした生薬成分の標準溶液を用いて HPLC による定量分析を行った。

第 18 改正日本薬局方では、オンジ中の成分の定量に関する規定がないことから、定量分
析の標準品となる成分の検討を行った。分析対象とした tenuifolin、3,6’-disinapoyl sucrose、
tenufoliside Aの純度を qNMR により算出した結果、全ての化合物の定量値が、メーカーが表
示する純度よりも低い値で確認された。それら各化合物の1H-NMRスペクトルを確認したところ、
生薬由来の試薬で懸念される純度や、試薬の吸湿性に起因する水分の影響が考えられた。今回
の研究のように、定量分析をする都度、標準品を正確に秤量し、qNMR により標準品の純度を
算出してからHPLC 分析を行うことで、信頼性の高い正確な定量分析が可能になると考えられる。
また、医薬品としての定量規定を定める上では、純度が正確に値付けされた標準試薬や、それ
らを用いた定量用標準液が試薬メーカーから供給されることも望まれる。

qNMR で純度が保証された標準物質を用いた定量分析は、日本薬局方の医薬品の定量規定
のほか、食品衛生分野における機能性表示食品の機能性成分や食品添加物の定量に応用され
ている [14-16]。また、ドーピング検査の禁止薬物の認証標準物質の定量分析にも応用されて
おり、qNMR により純度が保証された分析用の標準液（禁止物質であるクロミフェンの代謝物
4-hydroxyclomifene とホルメスタンの代謝物3β,4α-dihydroxy-5α-androstan-17-one）が、産
業技術総合研究所軽量標準総合センターにより開発され、世界アンチドーピング機構の認定検
体分析機関への頒布が開始されている [17, 18]。

今後も qNMR による定量分析について、様々な分野での研究の発展に期待し、研究の動向
に注目していきたい。

５、まとめ

本研究は、生薬エキスを配合する一般用医薬品の生薬由来の指標成分の純度を qNMR によ
り値付けし、医薬品中の成分量を正確かつ簡便に分析することを目的に、一般用医薬品として
広く流通しているオンジエキス製剤の指標成分を選定し定量分析を行った。今回の研究から、生
薬エキス製剤中の生薬成分の定量を行う場合、qNMR で純度が保証された標準物質を用いるこ
とで、HPLC による信頼性を確保した定量を行うことが可能であると考えられた。

現在、本研究の手法を用いて、構成生薬としてオンジを含む加味帰脾湯や人参養栄湯などの
一般用漢方エキス製剤の定量分析の検討を進めている。また、本研究期間内には実施できなかっ
たが、生薬エキス製剤中の成分を抽出して NMR の測定溶媒に溶解し、内部基準物質とともに
qNMR を測定することにより、エキス中の指標成分の定量をすることが理論的には可能であるの
で、検討を進めていきたい [19]。
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本研究で得られた成果を足がかりとして、漢方エキス製剤や生薬エキスを配合する一般用医薬
品の生薬成分の定量分析に関する研究を今後も進めていく予定である
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図および表
図 1、3,6’-Disinapoyl sucrose、tenuifoliside A、tenuifolin、1,4-BTMSB-d4 の構造式

図 2、Tenuifolin の 1H-qNMR スペクトル（pyridine-d 5）

図 3、3,6’-Disinapoyl sucrose の 1H-qNMR スペクトル（methanol-d4）
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図 4、Tenuifoliside A の 1H-qNMR スペクトル（methano-d4）

図 5、3,6’-Disinapoyl sucrose の検量線

図 6、エキス製剤の分析結果例（HPLC クロマトグラム）
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