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漢方由来成分の配合を謳った中国製アトピー用
クリームの医薬品成分の分析
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 Which was Declared to Contain Components of Chinese Herbal Medicine
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　医薬品成分を含有する健康食品を摂取することで，健康
被害が発生した事例が報告されている1, 2）．このような違
法な医薬品成分を含む製品は無承認無許可医薬品として薬
事法による規制の対象となっているが，健康食品に限らず
ローションや保湿クリームなどの化粧品や難治性の疾病に
効果のあることを謳った漢方薬などに及んでいる．医薬品
成分を健康食品などへ添加する目的は，その標榜する効果
を高め販売を促進することを目的としている．医薬品では
ない健康食品などに，生体機能を著しく改善するような効
果があることは疑問である．そのような製品を安易に購入
し使用することは，健康被害を被る危険性をはらんでいる．
　強壮や痩身1–7），血糖値の抑制8），神経痛やリウマチの
痛みの緩和9–11），アトピー性皮膚炎の改善12–14）などは無承
認無許可医薬品で頻繁に使用されている宣伝文句であり，
ED治療薬，食欲抑制薬，血糖降下薬，利尿薬，抗炎症薬
やステロイド薬など多種多様な医薬品成分がこれらの製品
から検出されている．
　今回，生薬エキスを配合することでアトピー性皮膚炎に
対する有効性と安全性を強調しインターネットで販売され
ていたアトピー性皮膚炎用外用薬を分析したところ，ステ
ロイド薬では最も強力なプロピオン酸クロベタゾールと抗
真菌薬のミコナゾール（図 1）を検出したので報告する．

方 法

１．調査試料
　平成 21 年 4 月，道内の一般市民からステロイド薬が配
合されていないとされている漢方処方のアトピー性皮膚炎
用クリームについて，その効果が非常に強く，ステロイド
薬含有の疑いがあるとして北海道保健福祉部に問い合わせ
があり，当所で分析することになった．当該品は 15 g 入
りで，性状は白色クリーム状であった．
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プロピオン酸クロベタゾール
MW：466. 97

ミコナゾール
MW：416. 13

図１　 プロピオン酸クロベタゾールとミコナゾールの化学
構造式
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２．試　薬
　プロピオン酸クロベタゾール（生化学用），フルオシノリ
ド（薬理研究用），ギ酸（HPLC用），メタノール（HPLC
用），エタノール（残留農薬・PCB試験用），塩酸（有害
金属測定用）及び 28％アンモニア水（特級）は和光純薬
工業㈱より購入し，（±）–ミコナゾール硝酸塩はSigma社
より購入した．各薬剤の標準品をメタノールに溶解して
100 μg/mLの標準溶液を調製し，適宜，メタノールで希
釈して使用した．メンブランフィルターは，GLサイエ
ンス㈱製のGLクロマトディスク（孔径 0. 45 μm，直径
25 mm，水系 /非水系用）を使用した．精製水はアドバン
テック東洋㈱製GSH–210 により精製した超純水を使用し
た．固相抽出用カートリッジはWaters 社製OASIS MCX 
3 cc（60 mg）（以下OASIS MCXとする）を使用した．
OASIS MCXは，メタノール 2 mL，精製水 2 mL，0. 1 M
塩酸 2 mLを順次通してコンディショニングを行ってから
使用した．
３．試験溶液の調製
　試料約 100 mg を 10 mL のねじ口試験管に精秤し，エ
タノールで全量を 10 mL とした．60℃の水浴中で 5分間，
超音波抽出し，室温まで放冷後，この溶液をGLクロマト
ディスクでろ過して LC/MS用の試料溶液を調製した．こ
の溶液は適宜，メタノールで希釈して分析した．
　GC/MS用試験溶液の調製は以下のように行った，上記
ろ液 1 mLに 0. 2 M塩酸含有メタノールを 1 mLを加え混
合した溶液をOASIS MCXに負荷した．次に 0. 1 M塩酸
2 mL，メタノール 2 mLで順次OASIS MCXを洗浄した
後，2 ％アンモニア含有メタノール溶液 4 mLで溶出した．
この溶出液は適宜，メタノールで希釈して分析した．
４．分析条件
機　器：高速液体クロマトグラフ装置（HPLC）は島津

LC–10 シリーズ，フォトダイオードアレイ検出
器（PDA）は島津 SPD–M20A，質量分析装置
（MS）は島津 LCMS–2010EVを使用した．また，
ガスクロマトグラフ質量分析装置（GC/MS）は
島津 GCMS–QP2010 plus を使用した．

LC/PDA/MSの条件
カラム　　：イナートシルODS–3（2. 1 mm i.d. × 100 mm，
　　　　　　3 μm，GLサイエンス㈱製）
温　度　　：40℃
移動相Ａ液：0. 1％ギ酸溶液
移動相Ｂ液：0. 1％ギ酸含有アセトニトリル
　グラジエント条件　　 0 ～ 20 分：Ｂ液 10 ～ 90％
　　　　　　　　　　　20 ～ 35 分：Ｂ液 90％
流　速　　：0. 2 mL/min
注入量　　：4 μL

PDAの条件
測定波長　：190 ～ 600 nm

スリット幅：8 nm

MSの条件
イオン化法： 大気圧イオン化（APCI）ポジティブイオン

モード
検出法　　：SCAN（m/z：40 ～ 600）
　　　　　　SIM
　　　　　　m/z　　医薬品名　　　　　　　 RT（min）
　　　　　　495　：フルオシノニド　　　　　　　16. 30
　　　　　　373　：プロピオン酸クロベタゾール　18. 02
　　　　　　415　：ミコナゾール　　　　　　　　12. 06

GC/MS の条件
カラム　　：DB–5ms（30 m× 0. 25 mm i.d. 膜厚 0. 25 μm，
　　　　　　J&W Scientific 社製）
昇温条件　：50℃（ 2 min）→ 10℃/min → 280℃
注入口温度：200℃
制御モード：圧力
カラム流量：1. 0 mL/min
注入モード：スプリットレス（ 2 min）　1 μL
検出法　　：EI SCAN（m/z：40 ～ 500）
GCMSsolution Library：NIST27.LIB 及び NIST147.LIB

結 果 及 び 考 察

１．試験溶液調製法の検討
　抽出溶媒としてメタノール及びエタノールを用いて両者
の比較を行った．「 3．試験溶液の調製」に従い，それぞ
れ 5回抽出を繰り返し，得られた試料溶液を LC/MSで分
析した．その結果，プロピオン酸クロベタゾールの測定
値はメタノールでは 0. 44 mg/g（n=5，CV 17. 9％），エタ
ノールでは 0. 48 mg/g（n=5，CV 4. 0％），また，硝酸ミ
コナゾールの測定値はメタノールでは 18. 3 mg/g（n=5，
CV 7. 9％），エタノールでは 18. 4 mg/g（n=5，CV 2. 2％）
であった．エタノールの方が測定値の再現性がよく，わず
かであるが高い値を示した．プロピオン酸クロベタゾール
はメタノールとエタノールにはやや溶けやすいとされてお
り，溶媒への溶解度の違いが抽出効率やその再現性に及ぼ
す影響は小さいと考えられる．しかし，60℃の抽出液を室
温にまで放冷した際に，メタノールでは淡い白濁が観察さ
れたことから，脂溶性の強い白濁成分にプロピオン酸クロ
ベタゾールの一部が取り込まれ，再現性の低下をもたらし
たものと推定された．
２．試験溶液の分析
　図 2に試験溶液を LC/PDA/MSで分析して得られた
トータルイオンクロマトグラム（Ａ）と各ピークのメイン
となるフラグメントイオンからなる選択イオンクロマトグ
ラム（Ｂ），そして波長 254 nmにおけるUVクロマトグ
ラム（Ｃ）を示した．質量分析装置では多数のピーク（ａ
～ｊ）を検出したが，これらのうち 254 nmの UV吸収を
有するピークはｄ及びｅのみであり，この二つのピークの
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成分は化学構造の中にベンゼン環や共役二重結合を持つこ
とが推定された．ピークｅについては，当所で作成した
ライブラリー（医薬品成分の保持時間，UV吸収スペクト
ル，MSスペクトル）の検索から，プロピオン酸クロベタ
ゾールであることが推定された．標準溶液の分析データと
の比較から，ピークｅをプロピオン酸クロベタゾールと同
定した（図 3）．長崎県では，本検体と同一製造元の類似
した製品（ローション）から合成ステロイドであるフルオ
シノニドを検出している14）．今回，フルオシノニドの標準
品を用いてその含有の有無を確認したところ，本試料から
はフルオシノニド（RT：16. 30，m/z：495. 2）は検出さ
れなかった．
　クロマトグラム上のその他のピークについても同定を
試みた．抽出液を塩酸酸性の条件下で，OASIS MCXに
負荷したところ，ピークｄの成分がOASIS MCXに保持
され，塩基性化合物であると推定された．OASIS MCX
への保持成分を 2％アンモニア含有メタノールで溶出し，
GC/MSで分析を行ったところ一本の明瞭なピークを検
出した（図 4 –Ａ）．このピークのマススペクトル（図 4 –

Ｂ）を GCMSsolution のライブラリー（NIST27.LIB 及び
NIST147.LIB）を用いて検索したところ，塩基性化合物の
ミコナゾールと 94％の類似度で一致した（図 4 –Ｃ）．そ
こで，ミコナゾールの標準品を LC/MSで分析した結果，
UVスペクトル及びマススペクトルは完全に一致し（図
5），ピークｄはミコナゾールであることが確認された．
　以上の結果から，本試料はプロピオン酸クロベタゾー
ル及びミコナゾールを含有し，その含有量はそれぞれ，
0. 48 mg/g（0. 048％），18. 4 mg/g（1. 84％）（硝酸ミコナ
ゾールとして）であると結論された（表 1）．なお，プロ
ピオン酸クロベタゾール及びミコナゾールの含有量はそれ
ぞれ医薬品として配合される常用量に匹敵しており，健康
被害の可能性も懸念された．この分析結果は北海道保健福
祉部医務薬務課から厚生労働省に報告され，同省のホーム
ページに「医薬品成分（副腎皮質ステロイド）が検出され
た外用薬について」14）として掲載されて，国民への有害医
薬品等の情報提供に活用されている．
　インターネットの普及は海外の製品に関する情報を身近
なものにし，個人輸入によってその入手も容易になってい

図２　LC/PDA/MS による試験溶液のクロマトグラム
（Ａ）トータルイオンクロマトグラム
（Ｂ）選択イオンクロマトグラム
　　m/z　a：407，b：393，c：407，d：415，e：373，f：313，g：313，h：282 & 323，i：341，j：341
（Ｃ）UVクロマトグラム（波長：254 nm)
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図４　GC/MS による MCX 吸着成分のトータルイオンクロマトグラムと
マススペクトルのライブラリー検索結果

（Ａ）GC/MSによるMCX吸着成分のトータルイオンクロマトグラム
（Ｂ）検出ピークのマススペクトル
（Ｃ）マススペクトルライブラリーによる検索結果
　　ライブラリ　NIST147：分子式 C18H14Cl4N2O，分子量 414，化合物名Miconazole

図３　 プロピオン酸クロベタゾール標準品と試験溶液当該成分の UV 吸収スペクトル
とマススペクトル

プロピオン酸クロベタゾール標準品

試料抽出液当該成分
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る．しかし，日本の薬事法では規制の対象になっている医
薬品を含んだ健康食品など無承認無許可医薬品もインター
ネットでは販売されており，医薬品による重篤な健康被害
に直結する場合もあることから大きな問題である．無承認
無許可医薬品による健康被害を未然に防ぐためにも，これ
らの内容成分を迅速に調べる分析法の整備や，LC/MSな
どで活用できる医薬品成分の検索ライブラリーの拡充が重
要と考えられる．
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表１　 アトピー用クリームから検出された医薬品成分の分
析結果

医薬品名 製品 1 g 当たりの
含有量（mg）

プロピオン酸クロベタゾール 0. 48
ミコナゾール（硝酸ミコナゾールとして） 18. 4

図５　ミコナゾール標準品と試験溶液当該成分の UV 吸収スペクトルとマススペクトル

ミコナゾール標準品

試験溶液当該成分




