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緒　　　　　言

黄連はオウレンCoptis japonica MAKINOまたはその同

属植物(キンポウゲ科)の根をほとんど除いた根茎で､古

来より､健胃整腸薬､止瀉整腸薬､止血薬などとみなされ

る漢方処方に繁用される重要な生薬の一つである｡黄連は

主成分としてberberine (以下Ber)を含有し､その他少量

のpalmatine (Pal)､ coptisine (Cop)､ jateorrhizine (Jat)

などのベルベリン型アルカロイドを含有する｡

黄連中のベルベリン型アルカロイドの定量法は､平成3

年4月に改正された第十二改正日本薬局方(JPXII)から

従来の重量法に代わり､ BerをHPLCで分離定量する方法

に改められた｡しかし､黄連の化学的品質評価にはBer含

量だけでは不十分なため､総アルカロイドを定量する吸光

光度法､各アルカロイドを分離定量するHPLC法など種々

の方法が報告されている｡1)

ところで､各々の成分を定量するには標準品の純度が重

要となるが､市販品は各製品により製造方法､純度評価法

が異なり､統一した純度規格が困難な状況にある｡2～6)著者

は､北海道産黄連の上記4成分を既に報告した黄柏7)に準

じてHPLC法で定量8)した際､標準品(Berを除く)に関す

る幾つかの問題に遭遇した｡

今回は､黄連輸入品および国産品計16試料の品質を化学

的に評価するため､ HPLC法を用いて個々のベルベリン型

アルカロイドを定量した｡更に､その合計値と既に山岸ら

が報告した吸光光度法9)により得られた総アルカロイド量

を比較したところ､その差は約20%であった｡そこで､

HPLC用試験溶液中の総アルカロイドを吸光光度法で定

量したところ､ HPLC法で得られた値により近い値が得ら

れ、実用的な方法と考えられたので、標準品の問題点と共

に報告する。

方　　　　　法

1．分析用試料

1．北海道留寿都村産、5年生、1977年入手。2．北海

道留寿都村産、1978。3．和歌山県産、6年生、1979。4．

兵庫県丹波産。5．北海道名寄市産、1979。6．北海道名

寄市産、1990。7．北海道名寄市産、1990。8．産地等不

明、㈱栃本天海堂。9．産地等不明。10．輸入品、ネパー

ル産、三國㈱、1984。11．輸入品、川黄連、三國㈱、1981。

12．輸入品、中国四川省産、三國㈱、1981。13．輸入品、

川連（味連）、ウチダ和漢薬、局方品（刻み）、1989。14．

輸入品、中国産、㈱栃本天海堂、1981。15．輸入品、中国

産、㈱栃本天海堂、1981。16．輸入品、毛黄連、中国産、

㈱栃本天海堂、1981。

各々を超遠心粉砕器で48メッシュ以下に粉砕した後、

60℃で8時間乾燥し、デシケーター（乾燥剤シリカゲル）

中に保有した。

2．標準品

A．塩化ベルベリン［アルプス薬品工業㈱、局方品、50

％メタノールから3回再結晶後、減圧下で乾燥

（40～50℃、4時間）］C20H18NO4Cl・2H2O　元素分析

値：理論値　C58．89　H5．44　N3．43　分析値　C

58．95　H5．29　N3．34．

B．塩化ベルベリン（Aに密栓をし、室温暗所に5年間

保存）C20H18NO4Cl・2H2O　分析値　C58．65　H5．25

N3．30．

C．塩化ベルベリン［JPXIIに従い、Aを水飽和デシケ



ーター中に1時間放置後、デシケーター（シリカゲル、

60℃）中で1時間乾燥］C20H18NO4C1・2H2O　分析値

C58．74　H5．32　N3．37．

D．塩化パルマチン（コロンボ根より単離10））C21H22NO4

Cl・2．5H2O　理論値　C58．27　H6．29　N3．24　分

析値　C57．96　H5．98　N2．94．

E．塩化パルマチン（米山薬品工業㈱、生薬成分標準試

薬）C2lH22NO4Cl・XH2O　分析値　C48．38　H5．45

N2．59．

F．ヨウ化パルマチン（㈱京都有機化学研究所、高純度

試薬）C21H22NO4I 理論値　C52．62　H4．63　N

2．92　分析値　C52．71 H4．59　N2．75．

G．塩化コプチンン（和光純薬工業㈱、生薬試験用、98

％以上、添付データ：TLC　単一スポット）C19H14

NO4C1・1．5H2O　理論値　C59．61 H4．48 N3．66 Cl

9．26　分析値　C60．08　H4．26　N3．44　C19．29．

H．塩化コプチシン（小城製薬㈱、生薬成分標準試薬、

98％以上）C19H14NO4Cl・0．8H2O　理論値　C61．65

H4．24　N3．78　分析値　C61．59　H4．27　N3．73．

I．塩化コプチシン（東レテクノ㈱、生薬分析用高純度

試薬、98．0％以上、添付データ：HPLCクロマトグラ

ムおよび乾燥条件／減圧、五酸化リン、40℃、12時間

以上）C19H14NO4Cl・0．7H2O　理論値　C61．95　H

4．21 N3．80　分析値　C61．83　H4．18　N3．90．

J．ヨウ化ヤテオリジン（米田らの方法を参考にして北

海道産黄連より単離し、標品と同定。11）約210℃で黒変

し、明確な融点を示さず）C20H20NO4I 理論値 C51．63

H4．33　N3．01 分析値　C51．55　H4．29　N3．13．

3．検量線と定量値

各々の標準品（B、F、GおよびJ使用）で作成した検

量線から得られた値に係数（Ber：0．866、Pal：0．771、

Cop：0．881およびJat：0．764）を乗じ、Ber（C20H19NO5＝

353．37）、Pal（C21H23NO5＝369．42）、Cop（C19H15NO5＝

337．33）およびJat（C20H21NO5＝355．39）に換算した。

4．HPLCの条件7，8）

条件ⅰ．機器；日立655高速液体クロマトグラフ、カラ

ム；Develosil ODS－5K（4．6φ×250mm）、移動相：1／15

M NaH2PO4・アセトニトリル混液（ドデシル硫酸ナトリ

ウムを1l当り1g添加）（1：1）、流速；1．0ml／分、カラ

ム温度；40℃、検出波長：340nm、試料注入量：5μl。

条件ⅱ．移動相：（29：21）、流速；1．5ml／分、試料注入

量；10μl。他は条件iに同じ。

条件ⅲ．カラム；Wakosil－II　5C18－HG（4．6φ×250

mm）、移動相：（3：2）、流速；1．2ml／分。他は条件ⅰに同

じ。

5．抽出条件の検討

JPXIIに従い、中国産黄連（試料番号13）粉末約500mgを

メタノール・10％塩酸混液（100：1）で還流抽出（30ml×

2、20mlの計3回、各30分間）した。抽出液を合わせ、メ

タノールを加えて正確に100mlとし、HPLC用試験溶液と

した。

同試料約250mgを、次項に示した方法で抽出し、HPLC

用試験溶液を調製した。

6．HPLC用試験溶液の調製7，8）

分析用試料約100mgを精秤し、50mlのネジ栓付遠沈管

に入れ、メタノール・酢酸混液（99：1）50mlを加えた後、

超音波処理（55～60℃、20分間）した。遠心分離（3000rpm、

10分間）後、上清液の一部を0．45μmのフィルターを通し、

ろ液をHPLCの試験溶液とした。

7．吸光光度法用試験溶液の調製（A法）9）

分析用試料約100mgを精秤し、10mlのネジ栓付遠沈管

に入れ、50％エタノール10．0mlを加えた後、4時間激しく

振とうし、18時間放置した。遠心分離（3000rpm、10分間）

後、上清液1．0mlを50mlのメスフラスコに取り、lM塩酸

1．0mlを加え、更に蒸留水を加えて全量を正確に50mlと

し、試験溶液とした。

8．吸光光度法用試験溶液の調製（B法）

6の項で得られた上清液1．0mlを10mlのネジ栓付遠沈

管に入れ、メタノール・酢酸混液（99：1）を加えて全量

を正確に10mlとし、試験溶液とした。

9．吸光光度法による定量

試験溶液の420nmにおける吸光度を測定（島津UV－

160A）し、塩化ベルベリン（C20H18NO4Cl・2H2O＝407．85）

で作成した検量線から得られた値に0．866を乗じてベルベ

リン無水物（C20H19NO5＝353．37）に換算し、その値をベル

ベリン型アルカロイド含量とした。

実験結果および考察

1．標準品

近年、生薬定量用標準品として数多くの化合物が市販さ

れているが、それらの純度はHPLCのクロマトグラムとそ

の面積百分率（98％以上）で示されているのが大部分であ

る。しかし、標準品の中には吸湿性を示したり付着水を持

つものがあり、再結晶の仕方、乾燥条件によっでも水分含

量が異なってくる。従って、市販品をそのまま定量に用い

ると、分析者によって異なった結果となる可能性がある。

厚生科学研究『局方生薬の規格設定に関する研究』（昭和

59～61年）において、標準品の純度について検討されたが、

結晶水の問題は今後の検討を待つことになった。2，3）その

後改正されたJPXIIでは水分含量が確定できない標準品を



“成分含量測定用”として扱っている。3）黄連、黄柏の塩化

ベルベリンもこの範疇に入り、乾燥条件が定められている。

そこで、入手した標準品について元素分析を行い、それら

の純度を知ると共に結晶水数を算出した。

塩化ベルベリンには、無水物、1、2および4水和物が

存在するが、通常の保存状態では2および4水和物が安定

に存在すると報告されている。12）今回、5年間密栓して保

存しておいた2水和物について、再度元素分析を行なった

ところ、その値に変化はなかった。また、JPXIIに従って

調整した塩化ベルベリンも2水和物であった。

塩化パルマナンDおよびEのうち、Dの結晶水数は約2．5

と計算できた。しかし、EはHPLCで単一ピークを示し、

TLCでも単一であったが、再結晶溶媒を含有するためか、

理論値と分析値が大きく異なり、結晶水数を計算できなか

った。ヨウ化パルマチンは無水物であり、結晶水に関して

は問題はなかったが、メタノールに対する溶解度が極端に

低かった。

塩化コプチシンは3社の製品について比較したが、結晶

水数は0．7、0．8および1．5とばらつき、一定の値を示さなか

った。塩化コプチシンは秤量中に秤量値が微増することか

ら、非常に吸湿性が強いと考えられ、乾燥条件と共にこの

性質がばらつきの大きな原因と考えられた。

ヨウ化ヤテオリジンは無水物であり、ヨウ化パルマチン

と同様、結晶水に関してばらつきはなかったが、メタノー

ル－水に対する溶解度が小さかった。

このように、塩化ベルベリン、ヨウ化パルマナンおよび

ヨウ化ヤテオリジンは結晶水数が一定していたが、塩化パ

ルマチンおよび塩化コプチシンはばらつきが見られた。こ

れらを定量用標準品として使用する際には、ロット毎に結

晶水数を決定するなど細心の注意を払う必要があると考え

られた。

2．抽出条件の検討

JPXII法はろ過操作が必要なうえ、抽出に時間がかかり、

試料数が多い時には不便である。そこで、中国産黄連（試

料13）を用いて、JPXII法およびメタノール・酢酸混液（99：

1）中で超音波抽出する方法7，8）を比較したところ、Berの

定量値は6．00および6．03％（共にn＝3）となり、差は認

められなかった。そこで今回は、操作が簡単でしかも短時

間で済む、超音波抽出法を採用した。

3．HPLC法による分離と定量

試料1～10は、条件ⅰでFig．1Aに示すようなクロマト

グラムが得られ、4成分の分離および定量が可能であった。

一方、中国産の試料11～15は、Fig．1Bに示すように、4

成分の他にJatに重なるピークXおよびJatとCopの間

にピークYが存在した。ピークXは条件ⅱあるいはⅲ（Fig．

1C）を用いることにより、Jatと分離し、定量が可能であっ

た。ピークXはberberastine、ピークYはepiberberineと

考えられた13）が、標準品が入手できなかったため、各々を

Ber量に換算して計算した。

試料16の毛黄連にはXを除く5成分が検出されたが、そ

の含量はいずれも低かった。JPXIIでは黄連の成分含量を

塩化ベルベリン（記載の方法により調整したもので、2水

和物と考えられる）として4．2％以上と規定しており、試料

16以外はいずれも局方に適合していた。

定量結果をTable1に、吸光光度法（次項）で定量した

総アルカロイド量と共に示した。

4．吸光光度法（A法およびB法）による定量

前項で既に述べたが、JPXIIでは黄連中のベルベリン型

アルカロイドのうちBer含量のみを規定している。しか

し、Pal、Cop、Jatにも種々の薬理活性が知られているこ

とから、沢田らは黄連の品質評価はBerの分離定量よりも

総アルカロイド含量を問題にすべきと提唱している。14，15）

更に、山岸らは黄連中のBer、PalおよびCopを薄層クロ

マトグラフィー－デンシトメトリー法で定量し、吸光光度

法（A法）で求めた総アルカロイド含量（Ber換算量）との

間には相関性があり、簡便な吸光光度法は黄連の品質評価

に有用であると報告している。9）そこで比較のため、全試

料について吸光光度法（A法）で定量し、その結果をTable

1に示した。

試料1～10について比較すると、吸光光度法（A法）の

平均値は7．79％で、HPLC法による平均値9．41％より約2

割低い値が得られた。XおよびYを含有する試料11～15で

は、吸光光度法（A法）で10．10％、HPLC法で12．56％で、

やはり約2割低い値が得られた。試料1～15について、吸

光光度法（A法）およびHPLC法で得られた定量値との間

には高い相関性（r＝0．968）が認められた。

この差の原因を探るため、中国産黄連（試料13）を用い、

吸光光度法（A法）用試験溶液（50％エタノール抽出液）

中の各アルカロイドをHPLC法で定量し、HPLC用試験

溶液［メタノール・酢酸混液（99：1）抽出液］中の各ア

ルカロイド量と比較した。その結果、吸光光度法（A法）

用試験溶液中の各アルカロイド量はHPLC用試験溶液中

のそれらより、Berで約10％、Palで約4％、Copで約20％、

Jatで約10％低い値を示した。従って、このような抽出率の

差が、吸光光度法（A法）で約2割低い値が得られた主な

原因と考えられた。

そこで、HPLC用試験溶液中の総アルカロイドを吸光光

度法でBerに換算して定量（B法）し、Table1に示した。

その結果、試料1～10の平均値は9．38％で、HPLC法に

よる平均値9．41％とほぼ同じ値が得られ、相関係数は0．839



Fig. 1 HPLC Profile of Methanol/acetic acid (99:1) Extract from Coptis Rhizome

Table 1 Berberine Alkaloid Contents in Coptis Rhizome



であった。一方、試料11～15ではB法で11．00％、HPLC法

で12．56％で、HPLC法の方が1割以上高い値が得られ、相

関係数は0．882であった。試料11～15でこのような差を生じ

た理由の一つとして、XおよびY量をBer量に換算したこ

とが考えられるが、この点に関しては今後の検討を得たね

ばならない。試料1～15について、吸光光度法（B法）お

よびHPLC法で得られた定量値との間には高い相関性

（r＝0．902）が認められた。

Ber含量の少ない毛黄連では、吸光光度法とHPLC法に

より得られた定量値間の差は大きく、A法B法いずれにお

いても吸光光度法による定量値の信頼性は低かった。

吸光光度法による総アルカロイドの定量には、夾雑物の

影響を除くため、CM－Sephadex C－25などのカラムで精製

を行なう報告が多い。1）しかし、XおよびYを含有しない

試料1～10では、精製操作をせずとも、信頼性の高い値が

得られた。XおよびYを含有する中国産試料については検

討の余地があるが、抽出液中の総アルカロイドを精製する

ことなく定量する吸光光度法（B法）は、迅速さ、簡便さ

の点で優れており、特に試料数の多い時には有用な方法で

あると考えられた。

以上のことより、Ber以外のベルベリン型アルカロイド

標準品の入手およびその結晶水数等に解決すべき問題を残

している現在、黄連の化学的品質評価にはJPXII法と吸光

光度法（B法）の併用が望ましいと考えられた。すなわち、

黄連中の全ベルベリン型アルカロイドがHPLC法によっ

て定量可能になるまで、JPXIIに従ってBerを定量し、更

に、その試験溶液中の総アルカロイドを簡便な吸光光度法

で定量し、両方の数値を以て黄連を化学的に品質評価する

ことが望ましいと考えられた。

結　　　　　語

黄連中のベルベリン型アルカロイドを定量するため、標

準品を入手し、元素分析により結晶水数を算出した。その

結果、塩化ベルベリン、ヨウ化パルマチンおよびヨウ化ヤ

テオリジンに関しては、結晶水の問題はなかったが、塩化

パルマチンおよび塩化コプチシンはばらつきが大きかっ

た。

次に、黄連輸入品および国産品16試料の品質を化学的に

評価するため、HPLC法を用いてベルベリン型アルカロイ

ドを定量した。更に、その合計値と既に山岸らが報告した

吸光光度法（A法、50％エタノールで抽出）により得られ

た総アルカロイド量を比較したところ、A法ではHPLC法

［メタノール・酢酸混液（99：1）で抽出］により得られ

た値の約8割の値しか示さなかった。その主な原因として、

A法の抽出効率の悪さが考えられた。そこで、HPLC用試

験溶液の吸光度を測定(B法)し､総アルカロイド量をBer

量に換算して計算したところ､ HPLC法で得られた値によ

り近い値が得られた｡

これらのことより､黄連の品質を化学的に評価する際､

Ber以外の標準品の入手およびその結晶水数等の問題が解

決されるまでの期間､ JPXII法と簡便な吸光光度法(B法)

の併用が望ましいと考えられた｡

終りに臨み､ヨウ化ヤテオリジンの同定を行なって頂い

た大阪大学薬学部助教授米田該典博士､塩化コプチシンの

標品をご恵与下さいました小城製薬株式会社取締役林輝明

博士に深謝いたします｡また､分析用試料の入手にご協力

頂きました元当所薬学部生薬製薬科長山岸喬博士､国立衛

生試験所北海道薬用植物栽培試験場および本報をまとめる

にあたりご助言を頂きました国立衛生試験所生薬部生薬第

二室長鈴木英世博士､大正製薬株式会社総合研究所分析研

究部長相楽和彦博士に深謝いたします｡
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英　文　要　約

The contents of berberine, palmatine, coptisine and

iateorrhizine in Coptis Rhizome were determined by

HPLC and that of total berberine alkaloids was deter-

mined by spectrophotometry.

The purity of the standards for determination was

examined by elemental analysis. Berberine chloride was

dihydrate and palmatine iodide and jateorrhizine iodide



were anhydrous form. On the other hand, the crystal
water of commercial palmatine chloride and coptisine
chloride was found to be varied with each sample.

Methanol/acetic acid (99:1) extracts from Coptis
Rhizome were subjected to HPLC and spectro-
photometric determination. The total amount of
berberine, palmatine, coptisine and jateorrhizine
determined by HPLC agreed with the amount of total
berberine alkaloids determined by spectrophotometry

without purification.
It is preferable for the chemical evaluation of Coptis

Rhizome by determination of total berberine alkaloids
by spectrophotometry than that of berberine by HPLC

described in JPXII.

Key words: Coptis Rhizome; berberine alkaloid;
berberine; palmatine; coptisine; jateorrhizine; HPLC;

spectrophotometry


