
拠点大学交流事業 
平成２０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://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/skokusai/gigyou/Kyoten.html#Kyoten                            

 
 
３．開始年度 
   平成 １３年度（８年度目） 

  

 
４．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 

          明治薬科大学 
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       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） 

                     
      経理チーム 管理グループ     

研究振興部 

医薬系・病院事務部 

 

 

 

 

 

 

国際交流グループ  

 

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 

 

５．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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６．平成２０年度研究交流目標 
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。拠点大学交流事業によるフォローアップセミナーを

実施し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。さらに学生セミナー

等を開催し、日本・タイの大学院生・若手研究者を対象とした英語による研究発表と討論

を通して学術交流を実習・体験させる企画を継続実施するとともに、拡大発展させる。そ

のため、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

ナーが開催予定されていることから、これを機会に若手研究者や大学院学生を中心とした

ワークショップなどの企画と活発な討論と交流を期待している。 
研究者ならびに研究分野関連情報の整理と分野別研究者リストを作成し、これらの情報

を交流事業参加者・参加希望者に開示することにより、より実効性の高い研究交流も今後

期待される。 
 

７．平成２０年度研究交流成果 
（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 今年度の主な取り組みとしては，タイ・ベトナム・日本各参加研究者の本事業による

教育・研究業績を個人別にまとめた個人プロファイルデータベースを作成し，近々日本

側，タイ側拠点大学双方のホームページ上で公開予定であることが挙げられる。このデ

ータベース公開によって，各研究者の天然薬物に関する業績や，研究分野・疾病・対象

とする天然薬用植物がキーワードで容易に検索できるようになり，この公開により，研究

者間交流を今後より一層推進させることができるものと思われる。 

 

７－２ 学術面の成果 

本事業がはじまってから 8 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２６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１０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４４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１４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

立）では１０報の原著論文を報告している。（各論文の詳細は７－６別紙を参照） 
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７－３ 若手研究者養成 

前年度は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企

画し，日本およびタイの大学院生・若手研究者に英語での発表・討論を通じた学術交流を

体験実習させた。このような企画が和漢薬・伝統薬物に関する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に国際感覚とコミュニケーション技術を

修得させるのに極めて有意義であった。この成果を踏まえ，今年度開催した第８回

JSPS-NRCT ジョイントセミナー(2009 年２月３-４日，タイ・バンコク)では，若手研究者

セッションを設け，日本及びタイ拠点大学・協力大学から大学院生の積極的な参加と英語

での研究発表を支援する特別枠として，各課題より１名の大学院生を派遣し，本交流事業

で支援した。大学院生を対象とした実践的国際学術交流が，若手研究者育成に資すること

から本交流事業におけるプログラムの一つとして次年度以降にも継続することとした。ま

た本拠点大学交流事業では国費留学生（拠点大学枠）として拠点校(富山大学）にタイ，ベ

トナムからの学生・研究者を大学院博士課程に受け入れている。平成 20 年度現在，4 名が

修学し，ベトナム国立薬物研究所（ハノイ）からの派遣留学生 Ms. Pham.T.N. Hang が学

位（博士(薬学））取得の見込みとなった。 
 

７－４ 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，それらを創薬シーズとした開発，新規の予防・治療薬としての応用性については，

着実に共同研究が進展しつつある。また事業の一部ではタイ国内での臨床試験レベルまで

進展している天然薬物成分もあり，その臨床応用への発展が期待される。他方，本年度開

催した第８回 JSPS-NRCT ジョイントセミナーでは Professor, Dr. H.R.H. Chulabhorn 

Mahidol タイ国王女に基調講演戴いた。開催にあたり，本交流事業の学術的重要性と国際学

術交流における役割がテレビ等の報道機関を通じて紹介され，本事業の社会的意義と国際

的貢献が広く認識されたと言える。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本拠点事業では日本とタイ（ベトナム研究者を含む）との学術交流が基本である。しか

し事業の目的を達成し，より実りある成果を挙げるためには，この 2 国間の枠組みだけに

とらわれることなく，これを基本としてさらに各課題内での研究交流や，各課題間の相互

研究交流が重要である。そこで本年度はタイ側招聘者の滞在期間に合わせ，日本側拠点大

学および協力大学において各課題内での交流セミナーを企画し，試験的に実施した。開催

にあたっては日本側課題代表者を通して参加研究者への周知を図った。今後は各課題間で

の交流セミナーについても試験的実施が望まれる。また前年度，日本側研究者がタイを訪

問する際に開催したフォローアップセミナーやワークショップは，若手研究者の国際性や

コミュニケーション技術の育成に資すること大であり，継続的に実施することが重要であ
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る。そのためには，これらに参加する両国の大学院生を支援する予算の計上が今後必要と

される。 

 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  １０４ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 １３ 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 ４ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 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 15 人［総員数：92 人日］であ

り，タイ国側から日本を訪問した研究者は 13 人［785 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：4名［総員数 33 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 208

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 22 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 167

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

引き続き行った。 

（日本からの派遣研究者：3名［総員数 17 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 169

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，活性について研究を進めた。タイ地域で頻発している食中毒の原

因物質と考えられている低分子毒とその類縁の化学合成，微量分析法の開発，および生化

学的試薬としての開発を進めた。また，海洋生物発光の分子機構の解明をめざし，フッ素
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化誘導体による発光タンパクと発光素子との結合部位の動的解析を主に質量分析（MS）を

用い，研究した。 

（日本からの派遣研究者：2名［総員数 10 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 120

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，アカネ科植物におけるインドールア

ルカロイド生産と自己耐性メカニズムの研究，テルペノイドの生合成研究，フェノール類

の生合成研究，及び植物成分の生合成に働くシトクロム P450 およびシトクロム還元酵素の

機能解析と研究交流を行った。さらにタイ産薬用植物のデータベース構築に関する研究で

は，タイ産生薬 411 種類の学術情報，688 点の標本情報を収録したタイ生薬データベースを

Web 上で公開した。 

（日本からの派遣研究者：2名［総員数 10 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 121

人日］） 

 

８－２ セミナー 

 平成２１年２月３日～平成２１年２月４日にタイ・チュラロンコン大学にて JSPS－NRCT

第８回ジョイントセミナーが開催された。今回のジョイントセミナーの開催の主な目的は，

これまでの共同研究成果を発表し，研究課題を超えて全参加者が情報を共有し，今後に向

けての研究の方向性を互いに確認することにあった。また日本・タイ両国の若手研究者に

向けて、本交流事業への積極的な参加を呼びかけ，育成につなげていくことを目指した

Young Researchers Session（口頭発表）や Oral Poster Presentation（口頭+ポスター発

表）も企画された。拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数は，日本側 25 名［総員

数:87 人日］（内訳:研究者交流経費により参加 2 人［8 人日］，共同研究経費により参加 11

人［21 人日］，セミナー経費により参加 12 名［58 人日］）であり，拠点大学交流事業の経

費を受けずに参加した人数は，日本側 12 名，タイ側 227 名で，その結果，全参加者は 264

名に達した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 タイ・日本の次年度以降の交流計画についての意見交換を目的とした研究者交流は，

日本側からタイを訪問した研究者が 2名［総員数：8 人日］であった。 

 また課題代表者及び協力大学連絡責任者による連絡協議会を開催し，平成２０年度以

降の交流実施計画について具体的に話し合うための日本国内の研究者交流は 11 人［11

人日］であった。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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 
 

34/184    34/184 

実績 29/158    29/158 

タイ 

（NRCT） 

実施計画 15/813     15/813 

実績 13/785    13/785 

ベトナム 
実施計画  1/5    1/5 

実績  0/0   0/0 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 15/813 35/189    50/1002 

実績 13/785 29/158    42/943 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

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） 
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１０．共同研究の研究課題別の実施状況 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 Ｒ－１ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）老人性疾患の予防と治療に有用な天然薬物の研究 

（英文）Study on natural medicines for diseases of aging people 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）石川 勉 千葉大学 大学院薬学研究院 教授 

（英文） Tsutomu Ishikawa, Professor, Graduate School of 

 Pharmaceutical Sciences, Chiba University 

相手側代表者 

氏名・所属・

職 

  Mayuree Tantisira, Associate Professor，Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT） 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 

(JSPS) 

実施計画  4/26  4/26 

実績 4/33  4/33 

タイ 

(JSPS) 

実施計画 3/211   3/211 

実績 3/208  3/208 

 実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 3/211 4/26   

実績 3/208 4/33  

②国内での交流     1/1  人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

（Ⅰ）．タイ産植物の薬理学的アプローチ 

（１）学習記憶能に重要な神経組織で脳虚血に脆弱な海馬スライスの組織培養系

を構築して in vitro 虚血モデルの作製を試みるとともに，本モデル系における

berberine の神経保護作用を検討し，海馬スライス標本における in vitro 虚血

障害に対して berberine は神経保護効果を示し，それには Bcl-2 リン酸化の抑制

が一部関与することが示唆された。 

コンケン大学薬学部講師 Dr. Chantana Boonyarat を平成 20 年 10 月 1 日から

11 月 29 日 ま で 受 入 れ ， 持 参 し た 天 然 物 関 連 化 合 物 furulyl-N ω

-nitroarginine(ANF)の脳神経保護作用についてカイニン酸神経毒性モデル系に

おける一酸化窒素遊離および脳組織損傷を指標に検討した。その結果，ANF に強

力な一酸化窒素産生抑制作用と神経障害抑制作用を認めた。（富山大：松本Ｇ）
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（２）ラット大脳皮質初代培養神経細胞における神経突起の萎縮を再伸展する

sominone の記憶への作用を動物レベルで検討するとともに，その分子メカニズ

ムを解明することを目的として研究を行った。その結果，sominone 投与により

脳内においてRET，ACK1のリン酸化が増加し，記憶が促進された。（富山大：東田

(千)Ｇ） 

（３）情動障害の発症機序と有効な天然薬物を探索するため，不安やうつ等の精

神疾患に関与するセロトニン２C 受容体(5-HT2CR)の遺伝子編集（editing）につ

いて，神経発生学的な検討を行い，editing 頻度の変化が神経細胞の成長や精神

疾患の発症に関連する可能性が示唆された。 

 マンゴスチンの表皮抽出物成分である γ-mangostine の抗うつ薬としての可能

性を分子薬理学的に検討し，抗うつ薬としての有効性を見出した。（富山大：東

田(道)・松本Ｇ） 

 

(II) タイ産植物からの生物活性天然物の探索 

（１）エストロゲン活性物質に関する研究として,強力な phytoestrogen である

miroestrol の合成研究を展開した。 

千葉大学石川勉教授は平成 21年 1月 30日から 2月 4日までチュラロンコン大

学薬学部に派遣され，Mayuree Tantisira 博士と今年度の課題１の成果について

の検証に加え，来年度のトッピクスについて意見交換するとともに，第 8 回

NRCT-JSPS ジョイントセミナーに参加し，２演題のポスター発表を行った。 

チュラロンコン大学薬学部准教授 Dr. Suree Jianmongkol を平成 20 年 10 月 3

日から 12 月 1 日まで受入れ，持参した天然物抽出サンプルについて抗腫瘍活性

を評価するとともに，P糖タンパク質の発現と機能に関して検討した。その結果，

強いがん細胞増殖抑制効果ならび P 糖タンパク質発現亢進作用を認めた。（千葉

大：石川、上野、中村Ｇ） 

（２）抗腫瘍性リガンド TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) とそ

の受容体 (Death Receptors: DRs) を介するシグナル伝達を指標としたスクリー

ニング試験において陽性を示した 3 種の植物エキス (Millettia brandisiana, 

Ardisia colorata, Garcinia mangostana)から，新規イソフラボノイド 7種を含

む 30 種の化合物を単離し，そのうち 4’-demethyltoxicarolisoflavone は TRAIL 

誘導性アポトーシスを誘導することを認めた。 

細胞の発生，分化や増殖において重要な役割を担う Wnt シグナルの活性化に

関与する TCF/β-catenin の転写抑制を指標としたスクリーニングにおいて強

い活性を示す Eleutherine palmifolia（アヤメ科）について活性成分の探索を

行い，新規化合物 Eleutherinoside B-E を含む 15 種の化合物を単離構造した。

膵臓癌を始めとする各種腫瘍の発生や拡大に寄与するヘッジホッグ(Hh)シグ
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ナル伝達経路の最下流に位置する転写活性化因子 GLI1 による転写阻害を目的と

した細胞によるアッセイ系を構築し，スクリーニングを行った結果，Zizyphus 

cambodiana (クロウメモドキ科)に GLI1 転写阻害を認め，colubrinic acid 及び

betulinic acid  を単離した。（千葉大：石橋Ｇ） 

（３）腫瘍細胞に細胞毒性作用を示すアルカロイドを含有するマチン科

Gelsemium 属植物の一つ，タイ産 Gelsemium elegans の含有成分の探索を行った。

その結果，特異な構造のオキシインドールアルカロイド(Tetrahedron Lett., 

2008)や新規イリドイド類を単離構造決定した。 

タイ国で伝承民間薬として用いられてきた Bauhinia malabarica の葉部の成分

探索を行い，抗酸化活性などの活性をもつフラボノイド類を単離した (J. Nat. 

Med., 2008)。 

鎮痛活性物質の関する研究として，アカネ科 Mitragyna speciosa に含有され

るインドールアルカロイド Mitragynine より誘導した MGM-9 が in vivo において

モルヒネをはるかに凌ぐオピオイド受容体アゴニスト活性を示すことを見いだ

した。 

千葉大学小暮紀行助教が平成 21 年 2 月 2 日から 7 日までチュラロンコン大学

薬学部に派遣され，第 8 回 NRCT-JSPS ジョイントセミナーに参加し，タイ産

Gelsemium 属植物含有アルカロイドに関する研究成果についてポスター発表を行

った。また，タイ側受け入れ研究者 Kittisak Likhitwitayawuid 博士のサポート

のもと，研究討論，さらに植物調査などを実施した。（千葉大：高山Ｇ） 

（４）ヒト乳ガン由来 MCF-7 細胞に対する増殖促進作用を示すマメ科 Dalbergia 

parviflora から，新規化合物を含む 60 余種のフラボノイド化合物を得ると共に，

それらのエストロゲン様作用を明らかとした。また，単離化合物の定量的構造活

性相関 (QSAR) および主要成分の数種を用いたステロイドホルモン生合成に及

ぼす作用を検討した。 

抗女性ホルモン様作用を示す Capparis flavicans から新規化合物 2 種を含む

29 種の化合物の分離に成功し，それらの抗女性ホルモン活性について調べた。（静

岡県大：梅原Ｇ） 

 

(III) タイ産植物への分析化学的アプローチ 

千葉大学戸井田敏彦教授が私費および学術振興会の論博プログラムにより3回

渡タイし，シルパコーン大学薬学部，チェンマイ大学薬学部およびマヒドン大学

薬学部の研究者と研究内容について討議した。それらの成果を第 8 回 NRCT-JSPS

ジョイントセミナーで発表した。（千葉大：戸井田Ｇ） 
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(IV) 免疫学的手法を用いた有効資源の探索 

Bacopa monniera (Brahmi) から得られる生理活性成分 jujubogenin glycoside 

を簡便高感度に分析できる免疫化学的分析手法の開発を完結するとともに，

pseudojujubogenin glycoside を特異的に認識する抗体を活用した新規免疫染色

法，Eastern blotting を開発し，その信頼性，有用性を多面的に検証した。 

九州大学田中宏幸准教授は平成21年 1月 31日から 2月 7日までコンケン大学

薬学部ならびにチュラロンコン大学薬学部に派遣され，Waraporn Putalun 博士

とは抗老化作用植物，そして Boonchoo Sritularak 博士とは免疫化学的分析手法

の開発について，それぞれ意見交換するとともに，第 8回 NRCT-JSPS ジョイント

セミナーに参加し，発表を行った。 

 九州大学宮本智文准教授は平成20年 10月 8日から 12月 25日までチュラロン

コン大学薬学部 Sritularak Boonchoo 博士を受け入れ、タイ国産薬用植

物 Artocarpus gimezianus 及び Canarium subulatum 由来の抗炎症成分の

分離、構造決定を行った。また、平成 21 年 1 月 31 日～2月 13 日のタイ

派遣では、田中准教授とコンケン大学薬学部にて Waraporn Putalun 博

士からタイ産薬用植物ライブラリーに関する情報収集を行った。更に、

第 8 回 NRCT-JSPS ジョイントセミナーでは“リンパ管新生阻害剤探索”

に関する新しい知見を発表した。ジョイントセミナー後、プリンスオブ

ソンクラ大学薬学部Niwat Keawpradub博士と共同でAnuchit Plubrukarn

博士とタイ西部のシミラン諸島における海洋無脊椎動物（棘皮動物）に

関する生態調査を行い、同大学において “棘皮動物由来神経機能改善作

用を有するスフィンゴ糖脂質”に関する学術・教育セミナーを実施した。

（九大：宮本、田中Ｇ） 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

83 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 

相手国側（ベトナム）参加者数 

4 名 （１３－３ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－２ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Study on the natural medicines for allergic diseases 

 and cancer invasion and metastasis 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 済木 育夫 富山大学 和漢医薬学総合研究所 教授 

（英文） Ikuo Saiki, Professor, Institute of Natural Medicine, 

 University of Toyama 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Khanit Suwanborirux, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT） 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  4/20  4/20 

実績 4/22  4/22 

タイ 

(JSPS) 

実施計画 3/180   3/180 

実績 3/167  3/167 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 3/180 4/20   

実績 3/167 4/22  

②国内での交流       0/0 人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

1.  50例の関節リウマチ(RA)患者における瘀血病態と血管内皮機

能障害を示唆する 血中マーカーとの関連性について，瘀血群

25例と非瘀血群25例に分類して検討し，瘀血病態を有するRA

患者では血管内皮障害を示唆するt-PA，sICAM-1，sVCAM-1の上

昇を認め，RA患者における瘀血病態と動脈硬化進展との関連性

を示した。また，２型糖尿病モデルであるOLETFラットを用い

て，桂枝茯苓丸の糖・脂質代謝に対する効果を検討したところ，

桂枝茯苓丸は空腹時血糖やインスリン抵抗性に対しては効果

を示さなかったが，耐糖能異常に改善が得られ，血清総コレス

テロール・中性脂肪・レプチンを減少させ，肝臓総コレステロ

ールも低下していた。さらに，桂枝茯苓丸により睾丸周辺白色
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脂肪組織重量が増加し，骨格筋TNF-α含有量が減少した。 

2.  タイ・バンコクで開催された第８回ジョイントセミナーに博士

前期課程 2 年生の藤原加苗が参加し、“Immunosuppressing 

Effects Of Kakkonto, A Traditional Herbal Medicine On The 

Intestinal Mucosa In A Murine Model Of Food Allergy” の

タイトルで口頭発表した。 

3． マウスにおけるジクロフェナクナトリウムによる小腸粘膜傷害

に対してオウゴンエキスおよび黄連解毒湯の投与が増悪的に

作用することを明らかにした。 

4． TNF-αによる EGF 受容体のリン酸化が，TAK1 の下流で ERK およ

び p38 MAPK を介してそれぞれ Thr-669 および Ser-1046/1047

に起こっていることを見出した。これらリン酸化のエンドサイ

トーシスにおける役割を解析した結果，p38-Ser1046/1047 経

路がエンドサイトーシスに重要であることが判明した。さら

に，EGF 受容体のリン酸化の生理機能を解析し結果，NF-κB 経

路と独立して TNF-αによるアポトーシスシグナルを抑制して

おり，TAK1 の下流に NF-κB と EGF 受容体の二つの抗アポトー

シス経路が存在していることが明らかになった。 

5． 今年度は，胃がん細胞に対する，ケモカイン受容体 CXCR4 から

のシグナル伝達系，さらに，既にがん細胞の増殖能力等を亢進

することが知られている種々サイトカイン刺激による，シグナ

ル伝達系を解明した。その結果，がん細胞に対してケモカイン

CXCL12 およびサイトカインのシグナルに関する共通の活性化

分子 mTOR を検索し，本分子が胃がんの腹膜播種に対する新規

治療標的分子となり得る可能性が示唆できた。 

6.  チェンマイ大学薬学部の研究者から恵与を受けた，バンレイシ

科植物の精油はアロマテラピーに用いられており，これまで変

形モノテルペン配糖体の単離に成功した。変形モノテルペンは

天然物化学的に大変稀であり，今後の生物活性試験に期待がも

たれる。さらに，リグナンのジカルボン酸とジエステルを形成

した化合物を単離した。本化合物は紫外線照射下蛍光を発し

た。これらに関して、第８回のジョイントセミナーで発表した。

コンケン大学薬学部の研究者との共同研究ではさらにタイ産

薬用植物の成分検索を続行し研究内容を投稿した。 

7. (1)霊芝の抗アレルギー作用の検討 

霊芝乾燥子実体の熱水抽出物を用い，マウスのアレルギー性
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皮 膚 炎 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。 霊 芝 は 

dinitrofluorobenzene をマウスの耳殻に反復塗布して誘発

する耳殻腫脹を抑制し，耳殻における IFN-γ mRNA 発現を増

強する傾向を示した。IgE 依存性三相性皮膚反応の第一相お

よび第三相を抑制する傾向を示した。受身皮膚アナフィラキ

シーに伴う血管透過性亢進および掻破行動を有意に抑制し

た。また，能動皮膚アナフィラキシーに伴う血管透過性亢進

および IgE 産生を抑制した。以上の成績から，霊芝子実体

の熱水抽出物は即時性アレルギーを抑制し，その抑制には 

IgE の産生抑制および肥満細胞活性化に伴う反応の抑制が

関わるものと推定される。 

(2)漢方方剤のアレルギー性皮膚炎に及ぼす影響 

dinitrofluorobenzene を BALB/c マウス耳殻に反復塗布し

て誘発する皮膚炎に及ぼす十全大補湯，補中益気湯，消風散

および黄連解毒湯の影響を検討した。十全大補湯および補中

益気湯は耳殻腫脹および掻破行動に影響を及ぼさなかった。

消風散は耳殻腫脹を抑制したが，黄連解毒湯はいずれに対し

ても抑制作用を示した。これら 4 方剤はいずれも NC/Nga 

マウスにダニ抗原を曝露して誘発する皮膚炎を抑制するこ

とから，いくつかの皮膚炎モデルに対するこれらの方剤の効

果を比較検討することで，方剤の特徴を把握できる可能性が

あると思われる。 

(3)天然物の抗アレルギー作用の検討 

一昨年，アレルギー症状の軽減に有用と思われる天然物を，

富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館の蒐集品デ

ータベースから 40 件，身近な植物中から 35 件抽出し，

種々の情報を収集した。最終的に，有効性が期待できる身近

な植物で，これまで大きく取り上げてこられなかったものと

して，14 種の植物を選出した。本年はこの中の 4 種，スベ

リヒユ，ヨモギ，ウキクサおよびハハコグサについて 50% エ

タノール抽出液を調製して予備的な検討を行った。

dinitrofluorobenzene を BALB/c マウス耳殻に反復塗布し

て誘発する耳殻腫脹に対し，ウキクサが抑制作用を示し，ハ

ハコグサは抑制の傾向を示した。また，ヨモギは掻破行動を

抑制した。 

(4)Silpakorn 大学の Juree Charoenteeraboon 博士 来学 
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2008 年 10 月および 11 月の 2 ヶ月間，JSPS-NRCT のプロ

グラムに基づいて来学され，持参されたタイ産ハーブの抗ア

レルギー作用について若干の実験を実施された。断片的な成

績しか得られていないが，可能であれば追加の検討を実施

し，成績のとりまとめを行いたい。 

 
8. Ⅰ） タイ産植物（乾燥品）2種のメタノールエキスに関して、HUVEC

（ヒト臍帯静脈内皮細胞）増殖抑制活性試験を行なったが、

全く活性を示さなかった。今回の試験ではポジティブコント

ロールの阻害活性も低下していることから、HUVEC の方に問

題が生じた可能性が高いため、新規に細胞を購入し再試験を

行なう予定である。一方、HIF-1 阻害活性試験およびチロシ

ンキナーゼ阻害活性試験では阻害活性は示さなかった。 

  Ⅱ）これまで HUVEC Lysate を用いたチロシンキナーゼ阻害活性

が認められた Cassia siamea と同属植物の葉部（2 種）のメ

タノールエキスについて活性試験を行なったが、なんら阻害

活性を示さなかった。 
9.  (1)青色海綿 Xestospongia sp，の微量二次代謝物の探索と構

造決定を実施し，レニエラマイシンとエクチナサイジンのハ

イブリッド天然物を初めて見出すことに成功し，レニエラマ

イシン Tと命名した。 

(2)昨年度までのレニエラマイシン系天然物の in vitro 細胞

毒性試験の結果を踏まえ，開発候補化合物を選定し，その変

換収率の向上について検討した。 

(3)レニエラマイシン系天然物全合成経路の開発に必須な課

題である 9位側鎖立体化学の反転について種々検討した。 

(4)2007 年 9 月に欧米において軟部組織肉腫に対する稀少疾

患治療薬として認可された海洋天然物エクチナサイジン 743

（ヨンデリス）を生産するタイ国に生息する群体ホヤ

Ecteinascidia thurstoni から得られる安定誘導体エクチナ

サイジン770の化学誘導を行う過程で興味ある骨格変換反応

を見出した。 

（新規展開） 

10. 「Ｒ-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」に基づき平成２０年度の研究交流活動を

行った。本プログラムにより３年間にわたり本学で研究交流
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を行った。タイ国がん研究所 Dr. Pongpun Siripong 氏を３か

月間迎え入れ（今年度は拠点の研究活動費ではなく，タイ国

のグラントによる出張），これまでの研究を発展させた。研究

成果を以下に述べる。 

      これまでの交流活動でタイ国民間薬として使われている

Rhinacanthus nasutus Kurz.より単離した，rhinacanthin C, 

rhinacanthin N 及び rhinacanthin Q の抗腫瘍活性について

検討し，これらのアポトーシス誘導作用などを明らかにして

きた。本年度は、Rhinacanthus nasutus Kurz.の他の主成分

である Rhinacanthone (3, 4-dihydro-3, 

3-dimethyl-2H-naphthol [1, 2-b] pyran 5,6-dione)に着目

して，その生物活性について検討した。その結果，

rhinacanthin と同様に，腫瘍細胞にアポトーシスを誘導する

可能性を見出した。現在，さらに研究を進めている。 

11.   東南アジアで民間薬として使われている Andrographis 

paniculta の主成分である Andrographolide の薬物代謝酵素

発現への影響について，タイ国コンケン大学薬学部と共同研

究をおこなっている。昨年度はマウス肝細胞初代培養系で，

この物質がシトクロム P450 発現を亢進することを観察した。

今年度は動物個体レベルで，この亢進効果を確認した。また

この亢進効果には性特異性があり，オスでのみ観察された。

精巣を摘出するとこの亢進効果は観察されなくなり，精巣摘

出動物にテストステロンを投与すると，亢進効果が回復する

ことから，性ホルモンの効果が示唆された。 

      人的交流として，コンケン大学から，博士課程在籍者を派遣

してもらい，タイ国での実施は不可能な実験系を用いて，メ

カニズムの解析を平成 21 年 1 月から開始する。 

日本側参加者数  

23 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

56 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 

相手国側（ベトナム）参加者数 

5 名 （１３－３ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－３ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Study on the Natural Medicines for hepatitis (liver 

 damage) and some infectious diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 服部 征雄 富山大学 和漢医薬学総合研究所 教授 

（英文） Masao Hattori, Professor, Institute of Natural

 Medicine, University of Toyama 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Pornpen Pramyothin, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT） 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  4/24  4/24 

実績 3/17  3/17 

タイ 

(JSPS) 

実施計画 3/171   3/171 

実績 3/169  3/169 

 実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 3/171 4/24   

実績 3/169 3/17  

②国内での交流       0/0 人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

1.  

(1)課題 3 の研究者メンバーである富山大学医学薬学研究部 白木公

康教授は平成 20 年 8 月 21 日から 8月 28 日にチュラロンコン大学薬

学部を訪問し、Pornpen 博士、Vimolmas 博士、Kittisak 博士と

「Oxyresveratol の抗単純ヘルペスウイルス活性とその軟膏として

の有効性に関する研究」の報告会を行なった。また、同研究プロジェ

クトを推進するために平成 21 年 1 月-3 月 Vimolmas 博士が来日し、

富山大学医学部ウイルス学研究室で軟膏基剤に関する共同研究を行

なった。 

その結果、クリーム製剤はタイ国内で市販されている抗ヘルペスク

リームより有効で、国際的に使われているアシクロビル軟膏に匹敵す

る活性を認めた。このクリーム製剤の有効性が高く、クリーム製剤で、
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濃度決定試験と、塗布回数数決定試験を行った。これらの実験通して、

Oxyresveratol 軟膏の有効性に関する前臨床試験の部分を終了でき

た。 

平成 21 年 3 月 2 日 JSPS-NRCT 拠点大学プログラム 第 2 回富山大

学セミナーが開催され、Vimolmas Lipipum 助教授(チュラロンコン大

学)および Pattaraporn Sasivimolphan 博士課程学生の講演会が行な

われた。（富山大学・白木） 

(2) 抗 HIV 作用を有する天然化合物の探索（新規展開） 

 HIV-1 プロテアーゼ阻害活性を指標に種々の薬用植物、薬用菌類を

探索したところ、Stauntonica obovatifoliola, Ganoderma colossum、 

Dryopteris crassirhizoma に活性を見出した。S. obovatifoliola

から 3 種の新規化合物を含む 14 種の化合物を単離し、その HIV-1 プ

ロテアーゼ阻害活性を調べた結果、A 環の開裂した secolupane 型化

合物に強い阻害（IC50, 8.7μg/ml）が認められた。又、ヴェトナム

の黄色霊芝から 8 種の新規ラノスタン型のトリテルペンを含む 13 種

の化合物を単離し、A-seco 型および再閉環し 7 員環を形成した化合

物に強い阻害活性（IC50, 5〜9μg/ml）が認められた。 

また、D. crassirhizoma（根茎）から 2-O-acetyldryopteric acid

を単離し、この IC50 値は 1.7μM であった。その他、Ginkgo biloba

から単離した bilobol, bilobol C などの長鎖アルキルフェノール類

が HIV-1 プロテアーゼを強く阻害（IC50, 2.6〜5.8μM）することを

見出した。（富山大学・服部） 

2. 折原は、香辛料を材料として注したサンプルについてカイコのウイル

ス感染モデルで試験を実施した。その中のシナモンスティックが陽性を示

した。一方、平成２０年９月２０日から１１月９日まで、タイ国チュラロ

ンコン大学のChanprapaph博士が東京大学大学院薬学系研究科微生物薬品

化学教室に滞在し、研究交流を実施した。すでに私たちが発表した、カイ

コのウイルス感染モデルに関する研究（J. Gen. Virol. 89, 

188-198(2008)）について、研究打ち合わせ、及び、予備的実験を実施し

た。この研究には、東京大学大学院薬学系研究科助教の浜本洋博士及び、

折原が共同研究者として参加した。（東京大学・折原） 

3.関水は、各種植物由来成分に黄色ブドウ球菌、並びに、緑膿菌に対

して増殖阻害効果を示すサンプル５０種を同定した。しかしながら、

それらはいずれもカイコの感染モデルでは治療効果を示さなかった。

（東京大学・関水） 

4. 関水は、緑茶、各種野菜、納豆などの食材の熱水抽出液中にカイコの
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筋肉収縮因子を見いだした。これらの因子は酸処理により失活することか

ら、多糖類であると考えられる。 

交流活動及び成果：平成２０年９月２０日から１１月９日まで、タイ国

チュラロンコン大学のChanprapaph博士が東京大学大学院薬学系研究科微

生物薬品化学教室に滞在し、同研究科松本靖彦助教が開発したカイコの糖

尿病モデルについて、タイから持参したサンプルを用いた予備的実験を実

施した。これらの研究成果は、共同研究として国際誌に掲載されることが

期待される。 

 さらに、Chanprapaph博士は、関水が大会委員長として開催した国際学

会JCMWDDT2008において、招待講演者として発表し、同学会に参加した日

本及び中国からの研究者との交流を果たした。この国際学会は、私が編集

長を務めているDrug Discovery and Therapeuticsという英文誌との共催

で開かれたもので、Chanprapaph博士は同誌の編集委員として活躍してい

る。 

 また、平成２１年２月１５日から１６日の２日間、関水と折原はタイ国

のチェンマイ大学を訪問し、学部長の Titwan 教授らと面談し、交流をは

かった。関水と折原は、カイコの実験動物としての有用性に関する講演を

おこない、チェンマイ大学の研究者との交流をおこなった。さらに、同２

月１７日から１９日までタイ国のチュラルンコン大学の Chanprapaph 博

士を訪問し、研究交流を果たした。更に関水は、カイコを用いた病態モデ

ルに関する講演をおこない、チェンマイ大学の研究者との交流をおこなっ

た。両大学の研究者から、カイコに関する共同研究の可能性について多く

の問い合わせを受けた。今回の訪問により、私たちとカイコに関するタイ

の研究者との共同研究が実現されると期待される。（東京大学・関水・折

原） 

5. 

(1) 抗トリパノソーマ物質の探索 

 熱帯病治療薬探索の国際機関である DNDi (Drugs for Neglected 

Diseases initiative)との共同研究体制を組み、アフリカ睡眠病治療の

ための抗トリパノソーマ薬の in vitro および in vivo 評価系を構築し、

抗トリパノソーマ物質のスクリーニングを行った。タイ側より供与され

たタイ生薬エキス 185 検体のうち、9 サンプルにスコア 3（IC50値：1.56 

・g/ml）の活性が認められた。これらのうち、4 種は MRL5 細胞を用いた

細胞毒性との間の selectivity が高いことがわかった。 

(2) 抗トリパノソーマ物質の精製 

 スクリーニングで高い活性の認められた生薬について活性物質の精製
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を日本側及びタイ側で分担して行い、精製された 6 種の活性成分につい

て構造解析を行った。また国内で入手した生薬よりスクリーニングで見

出された生薬エキスについても活性物質の精製を行った。（北里大学・山

田 G） 

6. マヒドン大学―北里大学ジョイントシンポジウムの開催 

 両大学で学術交流協定を締結したことに基づき、平成 20 年 11 月 18 日

にマヒドン大で「Bioactive Compounds from Natural Products」のジョ

イントシンポジウムを開催し、北里大側より 3 題、マヒドン大側より 4

題の講演を行い、情報交換と活発な討論を行った。本シンポジウムと関

連し、タイ側と免疫賦活化多糖探索のための研究方法の討論を行った。

（北里大学・山田 G） 

7.  

(1)難溶性医薬品のナノ微粒子化は、医薬品の溶解性改善が期待されるこ

とから多くの研究が行われている。粉砕法は医薬品の粒子径を減少させ

る最も簡便な方法である。ナノ微粒子製剤からの医薬品の溶出が医薬品

の体内への吸収に大きく影響することから、ナノ微粒子の構造、とくに

液中での構造を評価するのは非常に重要である。本研究では、乾式粉砕

法により医薬品のナノ微粒子を調製し、その微粒子形成メカニズムを固

体及び水に分散後の懸濁液の物性表測定により評価した。 

難溶性医薬品として probucol を用い、ポリビニルピロリドン（PVP

K17）とドデシル硫酸ナトリウム（SDS）を重量比 1：3：1で混合粉砕し、

振動型ロッドミルで30分間混合粉砕することで医薬品をナノ微粒子化し

た。得られた粉砕物の物性は、粉末 X線回折測定、固体核磁気共鳴（NMR）

測定、高分解能により評価した。さらに混合粉砕物を水に分散したのち

得られた懸濁液の物性を、環境制御型の走査型電子顕微鏡（SEM）測定、

粒度分布測定、ゼータ電位測定により評価した。 

得られた混合粉砕物を水に分散すると均粒子径が約90nmのナノ微粒子

が形成する。ナノ微粒子形成率はほぼ 100％で大部分の薬物がナノ微粒子

化していると考えられた。粉砕により得られた混合粉砕物の粉末 X 線回

折パターンには薬物のピークが観察された。固体 NMR 測定の結果からも

probucol は結晶状態として存在していることが明らかとなった。これら

の結果から、粉砕物中の薬物はナノ微結晶として存在しているものと推

察された。一方、3成分混合粉砕による微粒子形成には、probucol と PVP

及び PVP と SDS 間の相互作用が関与していることが固体 NMR 測定により

明らかとなった。水に分散後のナノ微粒子の存在は環境制御型 SEM 測定

でも確認できた。粉砕により得られた一次粒子の大きさは高分解能 SEM

 21



測定により約 50nm 程度と考えられ、水に分散後はこれら一次粒子が凝集

し 90nm 程度の二次粒子の形で存在していると推察された。ナノ微粒子か

らの薬物の溶出挙動には微粒子の構造が大きく影響することから、今回

の研究結果は粉砕により得られたナノ微粒子からの薬物の溶出・吸収挙

動を考察する上で有用な知見になると思われる。（千葉大学・山本分担）

(2)森部研究室ではこれまで、難溶性医薬品と水溶性ポリマー、界面活性

剤を乾式で混合粉砕することで、水に分散後安定な医薬品ナノ微粒子が

形成することを報告してきた。異なる分子量の PVP を用いて混合粉砕を

行った場合、PVP の分子量の低下とともに得られる微粒子の粒子径は減少

する。粒子径の減少により薬物の経口吸収性の改善が期待されるが、そ

れが単に粒子径の減少に伴う表面積の増大に起因しているのか、あるい

は得られたナノ微粒子の表面構造が吸収性に影響しているのかについて

は不明である。本研究では、分子量の異なるポリビニルピロリドン（PVP）

を用いて調製した probucol ナノ微粒子の経口吸収性を評価した。特に薬

物動態パラメータ（AUC、Cmax）と PVP の分子量及び粒子径との関連につ

いて、生成したナノ微粒子の構造をもとに考察した。 

Probucol、PVP （K12, K17, K30）ドデシル硫酸ナトリウム（SDS）を

重量比 1:3:0.5 で混合し、10℃で 30 分間粉砕処理することにより混合粉

砕物（GM）を調製した。得られた試料を水に分散したのち粒子径測定に

より安定性を評価した。また probucol の GM 懸濁液をラットに経口投与

（200mg/kg）したのち経時的に血液を採取し、HPLC 測定により薬物濃度

を算出した。 

Probucol/PVP K12/SDS, probucol/PVP K17/SDS, probucol/PVP K30/SDS

の GM 懸濁液の粒子径はそれぞれ、27、75、80nm であった。PVP K17 およ

び PVP K30を用いて調製したGM懸濁液は 48時間後でも安定であったが、

PVP K12 を用いて調製した GM 懸濁液の粒子径は徐々に増加する傾向が認

められた。GM 懸濁液の経口投与による probucol の吸収性は粒子径の減少

により増加し、特に PVP K12 を用いた GM で吸収性の増加が顕著であった。

このような経口吸収性の増大は、2成分粉砕物では認められなかった。一

方、粉砕条件を調整することで粒子径を約 40nm とした PVP K12 と PVP K17

の GM 懸濁液の吸収性を比較した場合、PVP K12 を用いた GM の吸収性が顕

著に高かった。PVP K12 と PVP K17 を用いて調製したナノ微粒子の液中で

の構造を原子間力顕微鏡（AFM）で評価したところ、probucol ナノ微粒子

表面に形成される複合体の構造（layer 構造の厚さ）が両微粒子で異なっ

ていた。これら微粒子構造に違いが in vivo の結果に反映したものと考

えられた。（森部分担） 
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（その他） 

平成 21 年 2 月 3 日-4 日、タイ バンコクのチュラロンコン大学にて第

8 回 NRCT-JSPS ジョイントセミナーが開催され、課題３グループから 5

人の参加者があり、それぞれ口演、あるいはポスター発表を行ない、活

発な討論が行なわれ幅広い研究交流活動が展開された。 

 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

29 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 

相手国側（ベトナム）参加者数 

5 名 （１３－３ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－４ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）天然薬物の構造・合成・活性発現の分子機構の研究 

（英文） Study on molecular mechanisms of expression of 

 biological activity of natural medicine, chemical 

 structure and synthesis 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）西川 俊夫 名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授 

（英文） Toshio Nishikawa, Professor, Graduate School of 

 Bioagricultural Sciences, Nagoya University 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Somsak Ruchirawat, Associate Vice President, 

 Chulabhorn Research Institute 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT） 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  4/28  4/28 

実績 2/10  2/10 

タイ 

(JSPS) 

実施計画 2/120   2/120 

実績 2/120  2/120 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 2/120 4/28   

実績 2/120 2/10  

②国内での交流       0/0 人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

  

 前年度に引き続き、天然薬物の構造、合成、活性について研究を進

めた。タイ地域で頻発している食中毒の原因物質として、下痢性毒オ

カダ酸、嘔吐性毒セレウリド、麻痺性毒テトロドトキシン、サキシト

キシン、シガテラ毒が知られている。本研究では、これらの低分子毒

とその類縁の化学合成、微量分析法の開発、および生化学的試薬とし

ての開発を進めてきた。また、海洋生物発光の分子機構の解明をめざ

し、フッ素化された発光素子の合成と発光タンパクとの結合部位の動

的解析を主に質量分析（MS）を使って研究した。以下にその詳細を記

す。 
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 神経毒テトロドトキシンは、天然界に広く分布しているが、その生

合成は全く不明である。フグから毒性のない類縁体として極微量発見

された、5-デオキシテトロドトキシン、5.6.11-トリデオキシテトロ

ドトキシンは、テトロドトキシンの生合成前駆体と考えられている。

5-デオキシテトロドトキシンは毒性がきわめて弱いために、これまで

ほとんど研究対象となっていなかった。そこで、テトロドトキシンの

生合成を明らかにするために、5-デオキシテトロドトキシンの全合成

を行い、15Ｎ標識体を完全化学合成によって調製した。本研究により

化学合成による供給が可能になったため、その検出法の開発によって

生物界での分布の詳細が明らかになると期待されている。現在、この

標識体を使い、ナノ LC-ITMS 分析による取り込み実験が進行中である

（西川俊夫）。 

 熱帯特有のシガテラ中毒の原因物質の一つであるシガトキシンは、

分子量 1000 を超える大型のポリエーテル化合物であるが、天然から

超微量しか得られないため、その検出法の開発は大変遅れている。本

研究では、その完全化学合成による供給をめざして研究が進められ、

20 年度にその全合成に成功した。また、ミニシガトキシンの全合成

も完了した。これによって ELISA によるシガトキシンの超微量検出法

の開発に必至な抗原を化学合成によって供給する道が開けた（磯部 

稔）。 

 タイ湾のウミウシから単離された抗マラリヤ・抗腫瘍性天然物異常

ペプチドカルボン酸アミドであるMalyngamide Xおよびゲルダナマイ

シンなどのマクロリド抗生物質の研究は、タイ側の担当共同研究者が

研究を離れたため、今年度全く行うことができなかった。 

 生物発光タンパクにおける発光素子について、トビイカの発光素子

であるデヒドロセレンテラジンを新規法によって合成した。また、同

法によって、発光タンパク質（シンプレクチン）の結合位置を特定す

るために、ジフルオロ化したデヒドロセレンテラジンを化学合成し

た。これをシンプレクチンに取り込ませ、安定な付加体を調製した。

この人工発光タンパクは、カタラーゼの存在下、強力な発光を示すこ

とが分かった。一方、これをプロテアーゼ消化によってペプチド断片

にした後、 詳細な LC-MS 分析を行い、シンプレクチンの結合部位が

390 番目のシステイン残基が結合位置であることを初めて明らかに

した（久世雅樹）。  

 25



 その他、当初計画にはなかったが、下痢性毒・セレウス菌の産生す

るセレウリドの研究も展開した。嘔吐性毒セレウリドは、環状デプシ

ペプチド構造を有するが、構成アミノ酸に修飾可能な側鎖を持たない

ため、ELISA による微量検出法の開発に必須な抗原作成のために必要

なハプテンを調製できない。そこで、抗原作成に使われるキャリアタ

ンパクとの結合を可能にするために、セレウリドのアミノ酸側鎖をリ

ジン残基に置換したアナログを 4つ合成し、抗原作成に供した（磯部

稔、西川俊夫）。 

  

交流活動と成果： 

 西川俊夫（名古屋大学大学院生命農学研究科）は、2009年2月2-6日バン

コクで、Somsak Ruchirawat教授（CRI）と天然薬物に共同研究について討

論した。また、Nisachon  Khunnawutmanotham博士（CRI）、Nitirat  Chimnoi

（CRI）と研究討論した。Nopporn Thasana博士とは、将来の共同研究の打

ち合わせをした。2月3-4日にチュラロンコン大学で開催されたNRCT-JSPS

ジョイントセミナー（バンコク）に参加し、「Synthetic Studies on 

Naturally Occurring Heterocycles（ヘテロ環天然物の合成研究）」と題

する口頭発表を行い、討論した。なお、大学院生の杉野公美が同行し、

NRCT-JSPSジョイントセミナーで「Synthetic Studies on Naturally 

Occurring Sesquiterpeneindole Alkaloid （天然産セスキテルペンイン

ドールアルカロイドの合成研究）」と題するポスター発表を行い、研究討

論した。 

 久世雅樹（名古屋大学物質科学国際研究センター）も 2009 年 2 月

2-6 日バンコクで CRI の Somsak Ruchirawat 教授、Poonsakdi 

Ploypradit 博士らと共同研究の打ち合わせをした。NRCT-JSPS ジョイ

ントセミナーでは、「Marine Bioluminescence with Coelenterare 

Compound（セレンテラジン系化合物の海洋生物発光）」と題する口頭

発表をおこない、研究討論した。 

 磯部 稔（名古屋大学高等研究院特任教授）は、2009 年 1 月下旬

にCRIの Somsak Ruchirawat教授と共同研究に関する打ち合わせをお

こない、また CRI、CGI にて連続講義をおこなった。続いて、2009 年

2 月 3-4 日に NRCT-JSPS ジョイントセミナー（バンコク）に参加し、

研究討論をした。 

 なお、タイからの受け入れ研究者２名は2008年 11月 1日から 2008

年 12 月 30 日まで名古屋大学に滞在し、生物発光の分子機構解明の関
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する共同研究を行った。Nisachon  Khunnawutmanotham 博士（CRI）

は、オワンクラゲやトビイカの生物発光素子であるセレンテラジンの

新規化学合成法を開発した。一方、Nitirat  Chimnoi（CRI）は、発

光生物ウミシイタケのレニラルシフェラーゼの MS/MS 分析をおこな

い、このタンパク質のほとんどすべてのペプチドのマッピングに成功

した。その結果、市販されているレニラルシフェラーゼのアミノ酸配

列の一部が、報告されているものと異なることを明らかにした。 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

70 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－５ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Biotechnological and molecular biological studies on 

         biosynthesis of chemical constituents in Thai medicinal 

 plants and the production of its database 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 海老塚 豊 東京大学 大学院薬学系研究科 教授 

（英文） Yutaka Ebizuka, Professor, Graduate School of 

 Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Wanchai De-Eknamkul, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

タイ 

(NRCT） 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  3/15  3/15 

実績 2/10  2/10 

タイ 

(JSPS) 

実施計画 2/121   2/121 

実績 2/121  2/121 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 2/121 3/15   

実績 2/121 2/10  

②国内での交流       0/0 人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 

マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成研究 

(1)女性ホルモン様作用を示すイソフラボノイドを含有する

Pueraria candollei におけるイソフラボン骨格合成酵素(IFS)遺伝子

の発現様式を手がかりに、イソフラボン生合成経路を構成する複数の

酵素遺伝子のクローニングと無菌植物体および培養細胞における発

現様式を検討した。 

(2) また先行研究としてダイズよりプテロカルパン骨格に対するプ

レニル転移酵素の cDNA を同定した。 
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テルペノイドの生合成研究 

(1) ウリノキ科 Alangium lamarckii より 2種（ALA および ALB）のト

リテルペン合成酵素遺伝子の断片配列を取得し、ALB に関しては全長

cDNA のクローニングを行い、ALA に関しては 3'末端までの配列を取

得した。ALB を酵母発現系を用いて機能解析を行ったところ、TLC に

てトリテルペン生成物と思われるスポットを検出した。 

(2) セリ科Centella asiaticaより3種のトリテルペン合成酵素遺伝

子の断片配列を取得し、そのうち 1 種（CAK）に関しては全長 cDNA

のクローニングに成功した。本遺伝子を酵母発現系を用いて機能解析

を行ったところ、α-amyrin を主生成物とし、β-amyrin を副生成物と

して与える多機能型トリテルペン合成酵素であることが判明した。C. 

asiaticaからはα-amyrinを基本骨格とするウルサン型のトリテルペ

ンが主に単離されていることから、本遺伝子がこれらウルサン型トリ

テルペンの生合成を担っていることが強く示唆された。 

(3) バナバ（Lagerstroemia speciosa）より既知のトリテルペン合成

酵素遺伝子の塩基配列から設計した縮重プライマーセットを用いた

PCR により、部分断片の増幅に成功した。 

(4) キク科Stevia rebaudianaよりトリテルペン合成酵素の遺伝子ク

ローニングを行い、一種（ST-3）の全長 cDNA を得た。本遺伝子の機

能解析を行ったところ、baccharis oxide を生成することが明らかと

なった。本化合物は、A 環上 3 位と 10 位にエーテル環を有する極め

て特異なトリテルペンである。 

(5) トウダイグサ科 Croton stellatopilosus 由来の抗 Helicobacter 

pylorii活性を有するジテルペン化合物plaunotolの生合成に関与す

る早期 MEP 経路関連遺伝子、dxs、meps、および ggpps の発現解析を

行った。葉、緑色カルス、ならびにサスペンションカルスを用いて検

討したところ、いずれの遺伝子も緑色カルスで最も高い発現を示し、

葉緑体含量の高い組織ほど高い発現を示すものと考えられた。 

(6) Plaunotol 生合成の鍵段階である GGOH 18-水酸化酵素の酵素活性

の検討を行った。 C. stellatopilosus 葉より調製した粗酵素液を

用いて速度論的解析を行い、GGOH ならびに NADPH に対する Km 値を算

出した。さらにシトクロム P450 酸化酵素（P450）の阻害剤を用いた

ところ、酵素活性阻害が確認されたことより、本酵素が P450 である

ことが強く示唆された。 

(7) トマト果実におけるプレグナン型ステロイド配糖体への変換に

関与する酵素遺伝子を明らかにするべく、トマト EST データベース中

 29



より酸化酵素と思われる遺伝子を検索し、果実成熟過程における発現

情報から候補遺伝子を絞り込んだ。これら遺伝子を、大腸菌にてリコ

ンビナントタンパク質として発現させた。 

 

プレニルフェノール類の生合成研究 

(1) オトギリソウ科 Garcinia mangostana より、III 型ポリケタイド

合成酵素遺伝子の断片配列を 2種類取得し（C5 および C7）、そのうち

C5 に関しては RACE PCR により 3'末端までの配列取得に成功した。本

遺伝子はα-mangostin の生合成に関与している可能性が高いと考え

られる。 

(2) セリ科ニンジン（Daucus carota）より III 型ポリケタイド合成

酵素遺伝子のクローニングを行い、1 種の全長 cDNA を取得した。本

遺伝子を大腸菌にて発現、機能解析を行ったところ、アセチル CoA

をスターター基質に4分子のマロニルCoAが縮合したクマリン骨格の

化合物 3,4-dehydro-6-hydroxymellein を生成することが明らかと

なった。本遺伝子がニンジンのファイトアレキシンである

6-methoxymellein の生合成に関与している可能性が強く示唆され

た。 

(3) コショウ（Piper nigrum）よりクローニングした III 型ポリケタ

イド合成酵素遺伝子には、活性残基と思われるアミノ酸残基に変異が

生じていた。これを補正した後、大腸菌にて発現させ機能解析を行っ

たところ、ベンゾイル CoA をスターター基質として 2分子のマロニル

CoA が縮合したピロン体と思われる化合物を生成した。 

(4) Murraya paniculata, Boesenbergia pandurata, Eclipta 

prostrata についても III 型ポリケタイド合成酵素遺伝子を探索し、

複数のカルコン合成酵素様クローンが単離された。 

アルカロイドの生合成研究 

(1)インドールアルカロイドの標的タンパク質をコードする遺伝子を

クローニングし、その塩基配列をアルカロイドに耐性を示す植物と非

耐性植物の間で比較した。また、植物由来のアルカロイド標的タンパ

ク質を用いたタイ産薬用植物のスクリーニングを行った。 

(2)アカネ科 Mitragyna speciosa より、インドールアルカロイド生合

成の初期過程に関与すると思われる MEP 経路の遺伝子 meps の全長

cDNA クローニングに成功した。 

(3) アルカロイドの生合成研究に用いるべく、M. speciosa の毛状根

培養系の確立を行った。本毛状根の含有成分を探索したところ、イン
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ドールアルカロイド類は検出されず、代わりにトリテルペンであるウ

ルソール酸とオレアノール酸の蓄積が認められた。 

 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

(1) 固相マイクロ抽出-GC 法によりタイ産 Curcuma 属生薬を分析し、

28 種類の精油成分の組成及び相対含量における特徴を明らかにし

た。 

(2) C. longa（ウコン）中のクルクミノイドの簡便な定量法として近

赤外分光分析に多変量解析を組み合わせた方法を確立した。 

(3) タイ産生薬 411 種類の学術情報、688 点の標本情報を収録したタ

イ生薬データベースを Web 上で公開した。 

 

植物成分の生合成に働くシトクロムP450 およびシトクロム還元酵素

の機能解析研究 

(1) マ メ 科 モ デ ル 植 物 ミ ヤ コ グ サ (Lotus corniculatus 

var.japonicus)より３種のシトクロム P450 還元酵素(CPR) cDNA を

得、酵母発現系で活性を確認した。今回得られた CPR は，組換え酵母

でのイソフラボノイドやグリチルリチン合成系の植物 P450 の活性発

現に有効であり，今後タイ産など、薬用植物由来 P450 の機能解析の

有用なツールとなると期待される。 

 

 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

20 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業「天然薬物の永続的開発に向けた

革新研究」 

（英文）JSPS Core University Program Seminar on Innovative 

Research in Natural Products for Sustainable 

Development 

開催時期 平成２１年 ２月 ３日～平成 ２１年 ２月 ４日（２日間）

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）タイ，バンコク，チュラロンコン大学 

（英文）Thailand，Bangkok，Chulalongkorn University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）済木 育夫・富山大学・和漢医薬学総合研究所長，教授

（英文）Ikuo Saiki, Director，Professor, Institute of Natural 

Medicine，University of Toyama 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Dr.Pornpen Pramyothin 

Dean， Faculty of Pharmaceutical Sciences， Chulalongkorn 

University 

参 加 者

数 

①拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    25／87（13／29）人/人日  

25/87 

（13／29）

 人/人日

相手国側参加者     ／  （ ／ ）人/人日 

（    ）国(地域)側参加者     ／  （ ／ ）人/人日 

（    ）国(地域)側参加者     ／  （ ／ ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             12 人 

239 人

相手国側参加者             227 人 

（    ）国(地域)側参加者              人 

（    ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       264 人 
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セミナー開催の

目的 

日本学術振興会拠点大学方式によるタイとの学術交流（薬学）は平

成 13 年度から始まり、今年で 8年度目を迎える。今回のジョイントセ

ミナーの開催の主なる目的は，これまでの共同研究成果を発表し，研

究課題を超えて全参加者が情報を共有し，今後に向けての研究の方向

性を互いに確認することにある。また日本・タイ両国の若手研究者に

向けて、本交流事業への積極的な参加を呼びかけ，育成につなげてい

くことを目指す。 

セミナーの成果 研究発表者数は，タイ 88 名（演題発表 13 名・ポスター発表 75 名），

日本 29 名（演題発表 12 名・ポスター発表 17 名）の合計 117 名で，全

参加者数は 264 名であった。口頭発表では，Biosynthesis of Natural 

Products，Chemistry of Natural Products，Molecular Biology of 

Natural Products，Bioactivity of Natural Products and Drug Delivery

の各研究分野別の研究発表を通して，活発な質疑応答が行われたこと

で過去 7.5 年間にわたり本事業が行ってきた共同研究成果，学術交流

の成果が鳥瞰でき，来る終盤２年間の事業の方向性を明らかにするこ

とができた。また課題に基づいた研究グループ間の連携が一層密にな

り，今後の共同研究を格段に発展させることができた。 

注目すべきは，セミナー開催の大きな目的でもあった若手研究者育

成の機会として，1）Young Researchers Session，2）Oral Poster 

Presentation を今回初めて設けたことにある。Young Researchers 

Session では，日本側大学院生３名及びタイ側若手研究者 3 名による

15 分（質疑応答含む）の口頭発表が行われた。また Oral Poster 

Presentation では，ポスター発表者から 20 名選び，各 3分ずつ口頭発

表が行われた。このことは，セミナーに参加していた多くの日本・タ

イ双方の若手研究者の研究に対する意欲と，国際学会でのプレゼンテ

ーション力の向上に多いに資するものと思われる。またセミナーを通

して若手研究者同士の交流の促進，研究意欲の亢進に結びついた。 

なおセミナー開催 1 日目には，タイ国王女の Professor Dr.H.R.H. 

Princess Chulabhorn Mahidol に基調講演いただき，この模様はタイ

一般市民にも大きく報道された。これらのことから，本事業によるジ

ョイントセミナーの両国の相互理解と国際交流に果す役割は，きわめ

て大きく，開催の意義は大きい。 
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セミナーの運営

組織 

<HONORARY ADVISOR>  

H.R.H. Princess Chulabhorn Mahidol  

President of Chulabhorn Research Institute  

 

<ORGANIZING COMMITTEE>  

Chairpersons: 

Dr. Pornpen Pramyothin, Dean, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Somsak Ruchirawat, Associate Vice-President for 

Research, Chulabhorn Research Institute 

Dr. Ikuo Saiki, Director, Institute of Natural Medicine, 

University of Toyama 

Members:  

Dr. Masao HATTORI, Professor, Institute of Natural Medicine, 

University of Toyama 

Dr. Tsutomu ISHIKAWA, Professor, Graduate School of 

Pharmaceutical Sciences, Chiba University 

Dr. Hideaki OTSUKA, Professor, Graduate School of 

Pharmaceutical Sciences, Hiroshima University 

Dr. Hiroyuki TANAKA, Associate Professor, Graduate School 

of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University 

Dr. Naoki INAGAKI, Professor, Gihu Pharmaceutical 

University 

Dr. Haruki YAMADA, Director, Kitasato Institute for Life 

Sciences, Kitasato University 

Dr. Akinori KUBO, President, Meiji Pharmaceutical 

University 

Dr. Toshio NISHIKAWA, Professor, Graduate School of 

Bioagricultural Sciences, Nagoya University 

Dr. Yutaka EBIZUKA, Professor, Graduate School of 

Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo 

Dr. Chu Quoc TRUONG, Director, National Hospital of 

Traditional Medicine , Vietnam 

Dr. Nguyen Huu Dong, Director, National Institute of 

Medicinal Materials (NIMM), Vietnam 

Dr. Mayuree TANTISIRA, Associate Professor, Faculty of 

 34



Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Khanit SUWANBORIRUX, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Wanchai DE-EKNAMKUL, Associate Professor, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 
Dr. Aurawan TITWAN, Dean, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 

University 

Dr. Bung-orn SRIPANIDKULCHAI, Dean, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 

Dr. Jantip  Kanjanasilp, Dean, Faculty of Pharmacy, 

Mahasarakham University 

  

 

Dr. Chuthamanee SUTHISISANG, Dean, Faculty of Pharmacy, 

Mahidol University 

Dr. Mangkorn PRAPUNWATTANA , Dean, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Naresuan University 

Dr. Niwat KEAWPRADUB, Dean, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Prince of Songkla University 

Dr.Jurairat Nanthanid, Dean, Faculty of Pharmacy, Silpakorn 

University 

Dr. Nongnit TEERAWATANASUK, Dean, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Ubon Ratchatani University 

Dr. Noppadol THONGNOPNUA, Dean, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Srinakharinwirot University 
 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 

内訳 

 旅費             2,208,200 円 

 学会登録料           601,715 円 
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相手国側 内容                金額 

A.Revenue                Thai Baht 

   NRCT                 200,000 

Registration from Japan side     243,143 

   Registration from Thai side      167,000 

   Faculty of Pharmaceutical Sciences,CU 145,369 

  Total revenue             755,512 

 B.Expense  

  1.Compensation              30,000 

   1.1 Staff                20,000 

   1.2 Paper review             10,000 

  2.Overhead                477,183 

   2.1 Lunch（2days）           118,641 

   2.2 Break（4breaks）           28,000 

   2.3 Welcome Reception          32,857 

   2.4 Banquet               106,380 

   2.5 Farewell               62,680 

   2.6 Transportation            18,500 

   2.7 Suvenior for presenters and poster award 

                        40,925 

   2.8 Boards for poster presentation    19,200 

   2.9 Convention room and media（2days）  40,000 

    2.10 Overheads              10,000 

  3.Supply                 228,329 

   3.1 Office supplies and materials    123,474 

   3.2 Proceedings             56,855 

   3.3 Other Supplies            48,000 

  4.Utilities                20,000 

   4.1 Mailing expense            5,000 

   4.2 Phone                 5,000 

   4.3 Utilities              10,000 

  5. Contingency                 0 

   5.1 Contingency                0 

 Total Expense               755,512 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 タイ  計 

日本 
実施計画  2/10  2/10 

実績 2/8  2/8 

タイ 
実施計画 2/10   2/10 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/10 2/10  4/20 

実績 0/0 2/8  2/8 

② 国内での交流      11 人／11 人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 248,820  

外国旅費 14,445,605  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,282,060  

その他経費 1,173,515  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 大学が負担する 

計 18,150,000  

委託手数料 1,815,000  

合  計 19,965,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 0 人/0 人日 

第２四半期 5,349,540  4 人/206 人日 

第３四半期 2,943,647  10 人/531 人日 

第４四半期 9,856,813  28 人/206 人日 

計 18,150,000 42 人/943 人日 

 


