
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 富山大学 

タ イ 側 拠 点 大 学 ： チュラロンコン大学薬学部 

チュラポン研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：  薬学分野・天然薬物                                 

（英文）：  Pharmaceutical Science, Natural Medicines                     

 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ： 

http://   http://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/skokusai/gigyou/Kyoten.html#Kyoten                   

 
３．開始年度 
   平成 １３年度（ ７年目） 

 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 

 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：富山大学 

  実施組織代表者：西頭 德三 富山大学長 

コーディネーター：済木 育夫 富山大学和漢医薬学総合研究所長 

ｻﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：松本 欣三 富山大学和漢医薬学総合研究所教授 

     協力大学：千葉大学大学院薬学研究院 

          東京大学大学院薬学系研究科 

          名古屋大学大学院生命農学研究科 

          広島大学大学院医歯薬学総合研究科 

          九州大学大学院薬学研究院 

岐阜薬科大学 

          北里大学北里生命科学研究所 
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          明治薬科大学 

       事務組織：  国際交流タスクチーム杉谷キャンパス部会 
 （報告） 

 
学 和漢医薬学総合研究所拠点大学交流委員会 
 
長            拠点大学交流事業連絡協議会 
               （和漢医薬学総合研究所及び協力大学で構成） 

                     
      杉谷地区事務部－     
  
       

総括管理課経理室 

  研究協力課－国際連携担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（英文） 

①Chulalongkorn University, Faculty of Pharmaceutical Sciences 

②Chulabhorn Research Institute 

          （和文） 

①チュラロンコン大学薬学部 

②チュラポン研究所 

 

  実施組織代表者：（英文） 

 コーディネーター：（英文） 

① Dr. Pornpen Pramyothin  

 Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 

 University 

② Dr. Somsak Ruchirawat 

 Associate Vice-President for Research, Chulabhorn Research  

 Institute 

 

     協力大学：（英文） 

・Chiang Mai University, Faculty of Pharmacy 
・Khon Kaen University, Faculty of Pharmaceutical Sciences 
・Mahasarakham University, Faculty of Pharmacy and Health 
Sciences 

・Mahidol University, Faculty of Pharmacy 
・Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Sciences 
・Prince of Songkla University, Faculty of Pharmaceutical 
  Sciences 
・Silpakorn University, Faculty of Pharmacy 
・Srinakharinwirot University, Faculty of 
PharmaceuticalSciences 

・Ubon Ratchathani University, Faculty of Pharmaceutical          
Sciences 

・Kasetsart University, Faculty of Science 
・Viet Nam National Hospital of Traditional Medicine 
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・Viet Nam National Institute of Medicinal Materials 

 

          （和文） 

・チェンマイ大学薬学部 

           ・コンケン大学薬学部 
           ・マハサラカム大学薬学健康科学部 
           ・マヒドン大学薬学部 
           ・ナレスワン大学薬学部 
           ・プリンスオブソンクラ大学薬学部 
           ・シラパコーン大学薬学部 
           ・スリナカリンウィロー大学薬学部 
           ・ウボンラチャタニ大学薬学部 
           ・カセサート大学理学部 
           ・ベトナム国立伝統医学病院 

           ・ベトナム国立薬物研究所 

 

６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

 我が国における人口の高齢化は著しく，5 年後には 4 人に１人が 65 才以上になると推定

されている。しかも 65 才以上の 5％強がアルツハイマー型および脳血管傷害型認知症にな

るであろうとの推計もある。老年性認知症患者の生活支援は社会的，経済的負担が大きく，

我が国の将来にとって重大な社会不安の要因である。近年，中高年の女性に多い骨粗鬆症

をはじめ，高血圧症，糖尿病など生活習慣に根ざした生活習慣病も大きな社会的関心事と

なっている。また，癌や AIDS，SARS など難治性疾患も増加傾向にあり，社会的負担は極め

て大きい。これら慢性かつ難治性の疾患の特効薬は皆無に等しく，今なお多くの研究開発

努力が成されている。 

 一方，近代西洋薬の開発に果した伝統薬物，天然薬物の役割は大きく今なお薬物開発に

おける主要な地位を占めている。タイ，ベトナムは熱帯から亜熱帯に位置し植物資源の世

界的に豊富な地域である。近年，乱開発により貴重な植物資源が失われつつある実情であ

るが，これら資源の保全と人類の健康・福祉への有効利用が世界的な趨勢となっている。 

 このような状況下，東南アジアの薬用資源を活用して老年性認知症，生活習慣病，新規

ウイルス性感染症などの難治性疾患の予防や治療に有用な薬物のシーズ（種）を探索して，

新しい薬物の開発を行なう事を本事業の目標とする。 

 これら目標達成のために，日本，タイの下記の分野でのエキスパートが課題遂行にあた

っている。それぞれの課題は研究の重要性，研究者層により更に細分化されている。 

①天然薬物の探索および各種疾病（老人性疾患，アレルギー性疾患，癌，エイズ，肝炎，

マラリア）をターゲットとした研究 

②天然薬物成分の化学的および分子生物学的研究 

③タイ産薬用植物のデータベースの作成 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

 共同研究を目的として日本側からタイを訪問した研究者は 20 人［総員数：128 人日］で

あり，タイ国側から日本を訪問した研究者は 15 人［832 人日］，ベトナム国側から日本を訪

問した研究者は 1人［30 人日］であった。 

 課題別の研究交流実績の概要は下記の通りである。 

研究課題 1 : 老人性疾患の予防と治療に有用な天然薬物の研究 

タイ産植物の神経細胞保護や記憶障害改善などの薬理学的アプローチとその作用メカニズ

ムの解析，タイ産植物からの生物活性天然物の単離構造決定とその活性評価及びタイ産薬

用植物の有用性に関する免疫化学的アプローチを目的として研究交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：5名［総員数 29 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 180

人日］） 

研究課題 2 : アレルギー性疾患及び癌の予防や浸潤，転移を抑制する天然薬物の研究 

癌、癌転移およびアレルギー性疾患に対する予防効果を示す天然薬物の探索研究を目的と

して，血管新生阻害、アジュバント関節炎の抑制作用等を指標に様々な創薬開発に関する

研究交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：4名［総員数 25 人日］，タイからの受入研究者：4名［総員数 254

人日］） 

研究課題 3. : 肝炎（肝障害を含む）及び数種の感染症に有効な天然薬物の研究 

生薬の抗ウイルス活性に関してタイ大学との共同研究と開発研究を活発に行うとともに、C

型肝炎ウイルス、トリパノソーマ、インフルエンザウイルスに対する有効な物質の探索を

行った。 

（日本からの派遣研究者：6名［総員数 38 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 51

人日］，ベトナムからの受入研究者：1名［総員数 30 人日］） 

研究課題 4. : 天然物の構造，合成，活性発現の分子機構の研究 

天然薬物の構造・合成・活性についての共同研究で，絶対立体配置の構造決定法および部

分変換法による抗腫瘍活性の改善研究等を行った。 

（日本からの派遣研究者：3名［総員数 24 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 108

人日］） 

研究課題 5. : タイ産薬用植物成分の生合成に関する分子生物学とバイオテクノロジー 

研究，及びタイ産薬用植物のデータベースの確立 

マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成研究，テルペノイドやアルカロイドの生合

成研究，およびタイ産薬用植物、特に Curcuma 属植物データベースの構築に関する研究を

目的として研究交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：2名［総員数 12 人日］，タイからの受入研究者：4名［総員数 239

人日］） 
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７－２ セミナー 

 今年度は開催していない。平成２０年１２月３日～４日にはタイ・バンコクにて JSPS－

NRCT ジョイントセミナーを開催予定である。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 日本・タイ・ベトナムの課題間交流を今後さらに発展させるために，タイ側及びベト

ナム側参加研究者の個人プロファイルデータを作成し、本プログラム参加研究者に開示

した。また，平成 20 年度、タイで開催予定のジョイントセミナーに関する打合せを目

的とした研究者交流は，日本側からタイ・ベトナムを訪問した研究者が 2 名［総員数：

12 人日］，タイ側から日本を訪問した研究者は１名［5 人日］ベトナム側から日本を訪

問した研究者は１名［3 人日］であった。 

 個々の平成１９年度交流実施計画について話し合うための日本国内の研究者交流は

12 人［12 人日］であった。 

 

 

８．平成１９年度の研究交流の成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

今年度からタイ・日本間の課題内交流企画として日本側研究者がタイ派遣時にフォロ

ーアップセミナーやワークショップを実施している。目的は，①同一研究課題に所属す

る研究者相互のより一層の研究交流の推進、②過去に本交流事業により日本へ招へいし

たタイ側共同研究者の研究継続・推進のためのフォローアップ及びバックアップ、③本

交流事業への参加を検討しているタイ側研究者に向けた事業の紹介とスタートアップ

支援等である。具体的な実施状況（タイトル・参加者・企画内容）を各派遣研究者が課

題代表者に報告することで，交流内容に関する情報の収集を行い，課題代表者を中心と

した組織作りを強化した。 

 

８－２ 学術面の成果 

本事業がはじまってから 7 年を経過し，それぞれの共同研究の成果が挙がっている。 

研究課題１（老人性疾患の予防と治療に有用な天然薬物の研究）では，今年度学術雑誌

に報告した数は２３報であり，研究課題２（アレルギー性疾患及び癌の予防や浸潤・転

移を抑制する天然薬物の研究）では１７報，研究課題３（肝炎（肝障害を含む）及び数

種の感染症に有効な天然薬物の研究）では２９報，研究課題４（天然薬物の構造・合成・

活性発現の分子機構の研究）では９報，研究課題５（タイ産薬用植物成分の生合成に関

する分子生物学とバイオテクノロジー研究、及びタイ産薬用植物のデータベースの確
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立）では９報の原著論文を報告している。（各論文の詳細は８－６別紙を参照） 

 

８－３ 若手研究者養成 

和漢薬・伝統薬物に関する中核的研究拠点形成を推進するには、研究の最前線に立ち且

つ将来の研究の中核を担うと期待される大学院学生を国際シンポジウム、セミナー等に積

極的に参加させ、研究発表と大学院生間の交流を通じて、国際感覚とコミュニケーション

技術を修得させることが重要である。そこで本年度、拠点大学交流事業によるフォローア

ップセミナーに合わせて、学生セミナーを開催した。この学生セミナーでは日本およびタ

イの大学院生・若手研究者を対象に英語で研究発表し、討論する機会を与えることにより、

学術交流を実習・体験させた。 
本交流事業に参加経験のあるタイの若手研究者の多くは、帰国後各大学で研究に従事・

活躍しており、また更なる研究推進のために再度、本交流事業に応募して共同研究を継続

するケースも多く認められるようになってきている。 

 

８－４ 社会貢献 

本事業課題でもある癌、エイズ、肝炎などの難治性疾患，生活習慣病に有効な天然薬物

の探索は予防や治療薬の共同開発が行われつつある。天然薬物資源国としてのタイとの共

同研究の成果を、自国で特許化するとともに商品化するためのタイ企業との連携が今後、

望まれる。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 日本側の訪問者とタイ側の訪問者との不均衡を指摘した箇所もあるが，研究者ならびに

研究分野関連情報の整理と分野別の研究者リストの作成に基づいたより特異的、かつ密接

な研究交流が今後、期待されよう。日本側研究者がタイ派遣時にフォローアップセミナー

やワークショップを継続的に実施することによりタイ側研究者に対する研究の奨励及び支

援をさらに強化することが可能である。将来の研究を担うと期待される両国の若手大学院

学生の国際的な研究者としての人材育成のための体制作りが必須である。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   87 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 17 本 

   うち、本事業がJSPSの出資によることが明記されているもの 5 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS）

タイ

（NRCT） 
ベトナム   合計 

日本 

（JSPS） 

実施計画 
 

22/129 2/6   24/135 

実績 22/134 2(2)/6   24(2)/140

タイ 

（NRCT） 

実施計画 16/748     16/748 

実績 16/837    16/837 

ベトナム 
実施計画 1/30     1/30 

実績 2/33    2/33 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 17/778 22/129 2/6   41/913 

実績 18/870 22/134 2(2)/6   40/1010 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 11 ／ 11 （人／人日）  12 ／ 12 （人／人日） 

 


