
目 的

健康増進や生活習慣病などの疾患を予防するため，多種
多様な健康食品が市場に流通し消費されている．これらの
健康食品は，医薬品に該当する成分を含まないものの，体
に良い成分や何らかの効能が期待される成分を含むという
良いイメージで販売されているものである．しかしながら，
痩身作用や強壮作用などを謳う「健康食品」の中には，そ
れらの作用を有する医薬品成分，その類似物質，薬物依存
を形成する恐れのある物質などが添加されている例が見受
けられ，保健衛生上の危害の発生や偽薬品の製造販売等に
よる弊害が懸念されている１）．このような医薬品として種々
の規制を受けるべきであるにもかかわらず食品の名目で製
造販売されている製品や，医薬品と類似の化学構造を有し，
同様の薬理作用を有するにもかかわらず医薬品として許可
されていない物質は，「無承認無許可医薬品」として取り
締まりの対象となっている１）．
国２）やいくつかの地方自治体３）では，市場に流通する健

康食品に対し，無承認無許可医薬品に該当しないか，ある
いはそれに該当する物質が添加されていないかを監視する
ために，試買検査を実施している．これまでに様々な健康

食品から数多くの無承認無許可医薬品が検出されており，
医薬品と類似した構造を有する新規の化学物質が次々と報
告されている４）．また，カプセル基材に無承認無許可医薬
品が練り込まれていた例も報告されており４），分析する側
にも巧妙化する手口への柔軟な対応が求められている．近
年の機器分析の進歩により，LC−MS/MSなどが盛んに分
析に用いられるようになってきたが，同じ物質を測定する
際にも測定機器によりコリジョンエネルギーなどの最適分
析条件が異なることは珍しくなく５―１１），これまでに報告が
ある物質についても使用する機器に応じた分析条件の検討
が必要となっている．
本調査では，２０１６年に北海道内で試買した健康食品８

製品について，近年国内外で検出事例がある無承認無許可
医薬品１８物質を LC−MS/MSを用いて測定したところ，３
製品からセンノシド A 及び Bが検出され，その内１製品
からシネフリンも検出されたので，得られた知見を報告す
る．

方 法

１．試薬及び試料

Icariin（イカリイン），Glibenclamide（グリベンクラミ
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Health food products, such as dietary supplements and herb teas, contribute to human health care and
the prevention of disease. However, some of these products have been reported to contain illegal synthetic
drugs or components of medical plants to improve the pharmaceutical effects of the products. In this study,
we measured１８unapproved and unauthorized drug compounds contained in eight health food products,
which were expected to enhance slimming, improve reproductive function, or relieve constipation, and
which were distributed in Hokkaido in２０１６. As a result, sennoside A and B were detected from three
products, and a small amount of synephrine was also detected from the one of these three products. The
highest total amount of sennoside A and B in the products was comparable to those of medical laxatives.
As it is known that there is a risk of increased tolerance by continuous use of sennoside A and B as
laxatives, long−term consumption of health food containing sennoside A and B should be avoided. Although
synephrine was detected in a small amount（０．０２７mg）by methanol extraction from of a tea bag sample,
we found that it was not extracted from the sample by hot（９８℃）water. Therefore, the synephrine
contained in this product may not cause serious health problems.
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ド），Sibutramine（シブトラミン），N−Nitrosofenfluramine

（N―ニトロソフェンフルラミン）（mixture of isomers），
（±）―Fenfluramine（フェンフルラミン）hydrochloride，

Yohimbine（ヨヒンビン）hydrochloride，Phenolphthalein

（フェノールフタレイン）は，和光純薬工業（株）製を用い
た．Xanthoanthrafil（キサントアントラフィル），
Acetildenafil（Hongdenafil，アセチルデナフィルはホンデ
ナフィルの別名），Sildenafil（シルデナフィル），Vardenafil

（バルデナフィル），Avanafil（アバナフィル）は，Toronto

Research Chemicals社製を用いた．Sennoside（センノシ
ド）A 及び Bは，松浦薬業（株）製を用いた．Mazindol

（マジンドール）は TOCRIS社製を，Tadalafil（タダラフィ
ル）は Santa Cruz Biotechnology社製を，Synephrine（シ
ネフリン）は東京化成（株）製を，Orlistat（オーリスタッ
ト）は TOCRIS社製をそれぞれ用いた．
試料は道内で流通していた健康食品８製品であり，強壮

作用を期待させるものが１製品，ダイエット効果を期待さ
せるものが５製品，便秘解消を期待させるものが２製品で
あった．製品の形状については，錠剤型が４製品，硬カプ
セル型が１製品，軟カプセル型が２製品，ティーバッグ型
が１製品であった（Fig．１）．
２．健康食品からの無承認無許可医薬品の抽出

１）錠剤型試料，カプセル及びティーバッグ内容物
試料を乳鉢ですり潰して粉末にした後，約１０mg（軟カ

プセルの内容物は２０mg）を１．５mL エッペンチューブに
量り取り，和光純薬製 LC/MS用メタノール（センノシド
A 及び B分析には７０％メタノールを抽出溶媒に用いた）
を試料１０mg（軟カプセルは２０mg，ティーバッグ中味は
１００mg）に対して１mL 加えた．超音波抽出を１５分間行

い，３，０００rpmにて１０分間遠心分離を行い，上澄み液５００
μL をMerck Millipore社製 Ultrafree−MC（０．４５μm）を用
いて遠心ろ過した．ろ液１００μL にメタノールを９００μL 加
え（濃度が高いものについては，適宜更に希釈した），LC−

MS/MSの測定試料とした．
２）カプセル型試料（軟カプセルを含む）
中味の粉末は上記の錠剤の前処理と同様に行った．カプ

セル基材については，その２０mgに対し，超純水５００μL

の割合になるように１．５mL エッペンチューブにそれぞれ
を量り取った．超音波抽出を６０分間行った後，メタノー
ル希釈，遠心分離，上澄み液の遠心ろ過を行い，LC−MS/

MSの測定試料とした．
３）ティーバッグ試料
電気ポット（９８℃設定）から熱湯３００mL をビーカーに

取りティーバッグを１袋浸して５分間放置しティーバッグ
を取り除いた．抽出液を放冷した後，メタノールで適宜希
釈し LC−MS/MSの測定試料とした．なお，電気ポットの
熱湯については試験溶液と同様にメタノールで適宜希釈し
た後，LC−MS/MSで測定し，測定対象化合物が含まれて
いないことを確認した．
３．LC-MS/MS測定

LC−MS/MS装置は島津製作所（株）製 LCMS－８０３０を用
いた．分析カラムはWaters社製 Atlantis T３５μm（φ２．１
mm×１５０mm）を用い，試料の注入量は１０μL とした．
移動相は溶液 Aとして０．１％ギ酸，溶液 Bに０．１％ギ酸・
アセトニトリル溶液を用いた．なお，これらの溶液は和光
純薬製 LC/MS用超純水，ギ酸，アセトニトリルから調製
した．移動相の混合条件は，０～５分は溶液 Bの濃度を５％
に維持し，５０分までに溶液 Bの濃度を５～１００％に一定割
合で増加させ，さらに６０分まで溶液 Bの濃度１００％で維
持させた．ポンプの流量は０．２mL/minとし，カラム温度
は４０℃に設定した．各標準物質の標準溶液を用いて各種
マスパラメータの検討を行い，最適な設定値を求めた
（Table１）．

結果及び考察

各標準物質のメタノール溶液を分析したところ，定量下
限値は０．１～３０ng/mL であり（Table１），センノシド A

及び Bについては ESIポジティブモードでピークが確認
されなかったことから，ネガティブモードで測定を行った．
粉砕等の前処理を行った試料を秤量し，メタノールを加え
た際に５０ng/mL となるように５０μg/mL 標準混合液を添
加し添加回収試験を行い，試験対象物質が検出されること
を確認した．センノシド A 及び Bについては，メタノー
ル単独よりも７０％メタノールで抽出を行った方が良好な
回収率が得られたことから，７０％メタノールで抽出して
定量を行った．
健康食品製品試料の分析を行ったところ，試料５～７か

らセンノシド A 及び Bが検出された（Table２）．試料５
は錠剤型で「センナ茎エキス末」の表示があり，試料６は

Fig. 1 Photographs of the Eight Health Food Samples
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Table１ LC/MS/MS Analytical Settings and LOQs of the１８Compounds

Table２ Amounts of the１８Compounds Contained in Intake Amount per Day of the Eight Health Food Products
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ティーバッグ型で「センナ太茎」及び「カッシーア・アラ
タ」の表示があり，２製品共に便秘改善効果を期待させる
「お茶」製品である．センナ（Senna alexandrina）は漢方
薬で主に下剤として用いられる薬用植物であり，センナの
茎部は健康食品への使用が認められているが，葉部は無承
認無許可医薬品として指導取り締まりの対象となる１）．試
料７はカプセル型で「キャンドルブッシュ末」の表示があっ
たが，これは「カッシーア・アラタ」と共に「ハネセンナ」
のことであり，学名は S. alataとされている．ハネセンナ
はセンナと同じセンナ属（Senna）ではあるものの種が異
なり，現時点では「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り
医薬品と判断しない成分」にリストされ１），取り締まりの
対象となっていない．顕微鏡を用いた単細胞数の観察によ
るセンナの部位特定法等が報告されているが１２），本件にお
いては試料５及び６はいずれも細かく粉砕されていたため，
葉部か茎部かの判別に至らなかった．センノシド A 及び
Bは下剤の成分として用いられており，１日使用量はセン
ノシド A 及び Bを合わせて１２～２４mg，最大で４８mgま
でとされている１４）．試料５は今回の調査においてセンノシ
ド A 及び Bが１回使用量当たり最も高い摂取量となるこ
とが明らかとなったが，この１回使用量当たりのセンノシ
ド A 及び B（４．７及び５．５mg，合計１０．２mg）は前述の
下剤の１回使用量（１２mg）に匹敵する量であった．セン
ノシド A 及び Bは連用で耐性増大の恐れがあり長期連用
を回避することが望ましいとされている１４）ことから，セン
ノシド A 及び Bを含有する健康食品の長期摂取は避ける
べきである．
センノシド A 及び Bの検出例はいくつかの報告がある．

姉帯ら（２００３年）は中国製のダイエット茶からセンノシ
ド A 及び Bについて HPLC法を用いて定量し，センナの
葉部と果実であることを報告している１５）．小金澤ら（２０１３）
は，輸入痩身系健康食品からセンノシド A 及び Bを LC−

MS/MSを用いて検出したことを報告している９）．さらに，
鈴木ら（２０１４）も葉部か茎部かの判定には至らなかったも
のの，MDクリニックダイエットと思われる製品から初め
てセンノシド A 及び Bを LC−MS,LC−PDA を用いて検出
したことを報告している１６）．センノシド A 及び Bを含有
する健康食品については，センノシド A 及び Bが医療用
下剤に用いられる成分であることから，健康被害の発生防
止のためには，今後もその含有量やセンナの使用部位につ
いて注意深く監視する必要があると考えられた．
ティーバッグ型の試料６の内容物を熱湯で抽出したとこ

ろシネフリンは検出されなかったが，メタノール抽出では
微量（ティーバッグ１袋当たり約０．０２７mg）のシネフリ
ンが検出された（Table２）．シネフリンは柑橘系の果実に
含まれる成分であり，試料６の原材料名欄に「みかんの果
皮」と表示されていたことから，検出されたシネフリンは
みかんの果皮由来と考えられた．シネフリンによる健康影
響については，米国ではシネフリンを含むダイエタリサプ
リメントの摂取により，ST 上昇型心筋梗塞（２４歳男性）１７）

や心室細動（２７歳女性）１８）が誘発された症例報告がある．
その一方で，７５人のボランティアにダイエタリサプリメ
ント（シネフリンとして９８mg／日）を６０日間投与した二
重盲検法では健康影響が認められなかったとの報告もある１９）．
本調査では，試料６のティーバッグの内容物に含まれるシ
ネフリンの濃度は非常に低く，それを直接摂取したとして
も，シネフリンが健康被害を誘発する可能性は極めて低い
と考えられた．

要 約

北海道内で流通する健康食品製品について２０１６年の無
承認無許可医薬品試買検査を行った．痩身効果，便秘解消
効果，強壮効果を期待させる８製品について１８物質の測
定を行ったところ，３製品からセンノシド A 及び Bが検
出された．そのうち１製品からは，陳皮など柑橘系生薬の
成分であるシネフリンが微量検出された．センノシド A

及び Bの１日摂取量が最も多く見積もられた製品からは，
医薬品である下剤に匹敵する量のセンノシド A 及び Bが
検出された．センナ茎部の健康食品への使用は認められて
いるが，センナ茎部使用と謳われている健康食品を摂取し
た場合，医薬品の下剤と同一の成分を下剤に匹敵する量で
摂取する可能性があることが判明した．以上のことから，
センナ茎部含有の健康食品については注意深く監視する必
要があると考えられた．
柑橘系生薬の成分であるシネフリンがティーバッグの内

容物に含まれることが判明したが，お湯では抽出されなかっ
たことから，本調査のティーバッグに含まれるシネフリン
が健康被害の原因となる可能性は極めて低いものと考えら
れた．

本調査のご協力，ご支援をいただきました北海道保健福
祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務グループ及び関係
保健所の担当者の方々に深謝します．
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