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5973 を,GC/QTOF-MS はアジレント社製 7890A,7200 を用い
はじめに

た.
４ 光照射下での HT 分解物同定の検討

ヒノキチオール（以下,HT）は天然由来成分であり,香料

光照射下での HT 分解物を調べるため,医薬品の安定性を
4)

や食品添加物（保存料）として使用されている.また,幅広

評価するのに用いられている,安定性試験ガイドライン

い抗菌スペクトルを持ち,院内感染で問題となっている

の苛酷試験に基づいて試験を行った.HT を温度 40℃±2℃,

MRSA に対しても抗菌性を示し,耐性菌もできにくいとされ

白色蛍光灯 700lm（総照度 120 万 Lux・hr）で 1 か月保存し

ている 1).そこで近年,薬剤耐性菌を防ぐためにもヒノキチ

た試料を,HPLC 及び GC/QTOF-MS で測定した.

オールが天然由来の機能性香料として注目されているが,

５ 包接複合体における HT の安定性評価

揮発性が高いことから,長期的にその効果を発揮すること

HT 及び各 GM を温度 40℃±2℃,白色蛍光灯 700lm（総照

ができない.そこで,揮発性を抑え,長期的に効果を発揮す

度 120 万 lx･hr）
で保存したものを,調製直後,24 時間後,48

るための製剤的技術が不可欠であり,その１つとして,包接

時間後に HPLC を用いて HT 濃度を定量し,HT の残存率を求

化が考えられている.

めた.

井上らは,水溶性が低い HT を水に溶解しやすくするため

６ 包接複合体における揮発性評価

に,シクロデキストリン（以下,CD）と包接化させる方法を

HT 及び各 GM を真空条件下で調製直後,24 時間後,48 時間

開発し,その包接複合体が HT 単体よりも高い抗菌活性を持

後に HPLC を用いて測定した.また,透明バイアルに密封し

つことを報告している 2).しかし,包接複合体の揮発性に関

たものを,温度 40℃±2℃,白色蛍光灯 700lm（総照度 120 万

しては検討していない.また,HT は光分解が報告されてい

lx･hr）で保存し,固相マイクロ抽出（以下,SPME）を用い

る 3)ため,その検討も踏まえ,当所は井上らと協力し,HT の

て,GC/MS で測定した.

光照射下での安定性と包接複合体中 HT の揮発性に関して
調査を行ったので報告する.
方法

結果
１ 光照射下での HT 分解物同定の検討結果
HPLC 及び GC/QTOF-MS を用いて測定したが,HT 以外のピ

１ 試料
CD はグルコピラノースがα-1,4 グルコシド結合によっ
て環状に結合した構造をとり,グルコピラノースの数によ
り,αCD,βCD,γCD に分けられる.
そこで,HT/αCD,HT/βCD および HT/γCD をモル比
2/1,1/1 および 1/2 で秤量し,ボルテックスミキサーを用い

ークは認められなかった.
２ 包接複合体における HT の安定性評価
HPLC を用いて定量したところ,調製直後と比較して,時
間の経過とともに HT 及び各 GM の残存率は,調製直後と比
較していずれもやや低下した.
３ 包接複合体における HT の揮発性評価について

て 1 分間混合した.その後,それぞれ 1g をアルミナセルに

真空条件下で保存したものを HPLC で測定した結果,真空

充填後,振動型ロッドミルを用いて 60 分間混合粉砕したも

条件下の方が,非真空条件下よりも残存率は低下しており,

のを混合粉砕物（以下,GM）とした.また,シクロデキストリ

調製直後と比較して HT,HT/αCD 及び HT/βCD は 48 時間後

ンを加えずに HT のみで上記操作を行ったもの（以下,HT

に残存率が 50%未満であったが,HT/γCD は 48 時間後も 80%

Ground）も調製した.

以上も残存しており,顕著に残存率が高かった.
また,SPME を用いて GC/MS で測定したところ,HT と比較

２ 標準品及び試薬等
HT は富士フイルム和光純薬（株）製,CD は（株）シクロ

して,HT/γCD は SPME にて抽出される量が 1/4 未満であっ
た.

ケムバイオ製の標準品を用いた.
３ 装置

考察

装置は HPLC に waters 社製 e2695,島津製作所社製
NexeraX2 を用い,GC/MS はアジレント社製の 6890N 及び

HT に光を照射することで光環化反応が進行することが

報告されているが,苛酷試験に基づいた光照射条件下で

3)

K. Tanaka, R. Nagahiro et al.: Enantioselective

は,HPLC 及び GC/QTOF-MS の両機器とも HT のピークのみが

Photoreaction of Achiral Tropolone Ether in

検出された.そのため,今回行った条件下では,HT の光分解
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反応は進行しないと考えられた.
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また,温度 40℃±2℃,白色蛍光灯 700lm（総照度 120 万

4)
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lx･hr）で保存した HT 及び包接複合体を HPLC 測定で定量

労働省医薬局審査管理課長通知「安定性試験ガイドラ

した結果,HT の残存率が減少していることを確認した.し

インの改定について」

かし,本条件では HT の光分解反応は進行しないことか
ら,HT が気相中に揮発したことにより,残存率が低下した
と考えられた.
そこで,真空条件化で保存した HT 及び各 GM を HPLC で定
量したところ,HT の残存率が非真空条件下よりも低下して
いた.したがって,真空吸引保存において HT の揮発が促進
されたことが確認された.また,SPME を用いて GC/MS で測定
した結果を踏まえると,HT/γCD の GM は HT よりも高い残存
率を示すことから,HT はγCD と複合体を形成することでよ
り安定になり,HT の揮発を抑制すると推察された.
まとめ
今回の検討により,苛酷試験における光照射条件下では
HT の分解物は生成しないと考えられた.
続いて実施した包接複合体における HT の安定性及び揮
発性評価から,HT は気相中に揮発することで残存率が減る
こと,また,HT/γCD の GM が高い残存率を示すことから,HT
は CD と包接複合体を形成することで,HT の揮発を抑えられ
ることが推察された.
今後は,これらを使用した製品の開発等が期待される.
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