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拠点大学交流事業 
平成２２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.u-toyama.ac.jp/jp/international/thai_exchanges.html                          

 

３．開始年度 

平成１３年度（ １０年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

     拠点機関：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：松本 欣三 富山大学和漢医薬学総合研究所教授 

     協力機関：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： 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 

  （１）国（地域）名：タイ 

 拠点機関：（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. Pintip Pongpech  

 Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 

 University 

② Dr. Somsak Ruchirawat 

 Associate Vice-President for Research, Chulabhorn Research  

 Institute 

 

     協力機関：（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 
・Viet Nam National Institute of Medicinal Materials 

 国際戦略本部学術研究部会杉谷キャンパス会議 
 （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） 

                     
          医薬系・病院事務部 

研究振興部 

管理グループ 

国際交流グループ 

経理チーム 
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          （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及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天然薬物の探索及び各種疾病（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及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２２年度研究交流目標 

1）研究者データベースの公開：平成 20 年度に本事業に参画している研究者ならびに研

究分野関連情報を本事業参加者・参加希望者に富山大学の国際交流・留学ＨＰ上で

「Scientist Profile Database 2009」として開示し，本事業内容の周知ならびに研究者相

互の交流推進を支援した。最終年度もこのデータベースを 2010 年度版に更新しインターネ

ット上での公開を継続し，本事業参加者及び協力機関の社会的説明責任を果たす。 

2）課題の絞り込みとテーマの重点化：平成 20 年度からは本事業での５つの研究課題で

それぞれ研究課題の絞り込み（重点化）を図っているので，特に最終年度における日本側

及びタイ側からの交流事業参加希望者の選考では，重点化課題に関連するテーマの提案者

を優先的に選考する。 

本事業の最終年にあたり，重点課題毎の研究目標を以下のように設定し，本事業全体目

標の達成をめざす。 

 

重点課題１：神経系に作用する生理活性天然物の化学的ならびに薬理学的研究（研究課題

「老人性疾患の予防と治療」の絞り込み） 

 これまでの共同研究から「老人性疾患の予防・治療における有用性」を実験的に示すこ

とができたタイ産薬用資源植物から，鎮痛薬としてのオピオイド受容体アゴニスト活性化

合物，脳機能改善候補化合物，エストロゲン様化合物や抗エストロゲン様物質等の有用な

薬理活性成分から創薬シーズ候補を提案できることを目標とする。また特に認知症やうつ

病をはじめとする神経精神疾患への応用を可能とする天然薬物効果の実験的根拠，新しい

標的，及び創薬シーズの提示を到達点とする。 

 

重点課題２：免疫疾患の克服をめざした天然薬物研究（「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」の絞り込み） 

 昨年度までに，癌，免疫アレルギー疾患に関わる重要な制御機構を明らかにし，様々な

評価系を確立することができた。これらの研究実績を踏まえ，最終年度は天然薬物成分の

単離や誘導体合成による抗アレルギー成分の同定，腫瘍血管新生抑制物質，抗腫瘍活性物

質の探索等を行い，免疫疾患・癌治療に有効な成分の構造決定，合成法の確立等，薬物創

製のための基盤構築をめざす。漢方薬，生薬を中心とした免疫疾患治療薬の開発研究では，

有効性に関する実験的エビデンスの構築をめざし，それらの活性探索研究と作用機構に関

する基礎研究を共同で推進する。 

 

重点課題３：感染症に有効な天然薬物の開発（「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」の絞り込み） 

 平成 21 年度までの研究成果を踏まえ，最終年度は単純ヘルペスウイルス感染に有効なタ

イ生薬成分 oxyresveratol を含有する軟膏に使用する最適基材の選定，抗マラリア物質及

び抗インフルエンザウイルス活性物質の探索研究から，有望な生薬素材，活性成分の精製，
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及び構造決定までを到達目標とする。またタイ産薬用植物及びタイの伝統処方については

品質管理のための評価系及びカイコを用いた病態モデル系と毒性試験系の構築を重点的に

推進し，タイへの技術移転を実施する。 

 

重点課題４：生理活性天然物の構造解析及び化学合成（「天然薬物の構造・合成・活性発現

の分子機構の研究」の絞り込み） 

 本課題では細胞内情報伝達系の重要酵素であるプロテインフォスファターゼ（PP）の機

能解析と制御を目的に，天然物からアイソザイム選択的な PP 阻害剤を探索する研究を行っ

てきた。最終年度は，これまで得られた成果を基に，PP-1 阻害活性を有する新しい海産ア

ルカロイド（ドラグマシジン D）の化学合成を検討し，それを利用した新しい PP 制御分子

の開発をめざす。タイで頻発する食中毒の原因物質の一つであるフグ毒の活性本体テトロ

ドトキシン（TTX）に安定同位体の導入可能な TTX 合成法の開発，MS/MS 分析法の確立と生

物界における分布調査をタイとの共同研究で進める。さらに，これまでに開発した新合成

手法を用い，動脈硬化症予防のリード化合物として期待されるインドールアルカロイド，

セスペンドール等の合成についても推進し，タイ側との共同で創薬研究の基盤確立を達成

する。 

 

重点課題５：生合成酵素の構造と機能解析（「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」の絞り込み） 

 前年度までの共同研究の成果と実績を踏まえ，最終年度はイソフラボノイドをはじめと

する重要な薬用植物成分の生合成酵素遺伝子に関する機能解析と生合成制御の分子メカニ

ズムの解明までを到達目標とする。またタイ産 Ophiorrhiza 属植物については，二次代謝

プロファイリングと生理活性物質のスクリーニングまで持ち込み，創薬シーズ候補の提案

を目標にする。 

 

3）若手研究者の育成：本事業では若手研究者の積極的な育成を図るために，平成 19 年

度より大学院生が国際学術交流を体験実習するプログラムを企画し，大きな成果を挙げた。

最終年度は，平成 22 年 12 月に本事業の取りまとめの一環としてのジョイントセミナーの

開催を予定しており，その中で若手研究者セッションを企画し，大学院生・若手研究者の

主体的参加と英語での研究発表を支援する。また別途，拠点大学（富山大学）の学長裁量

経費等も申請し，天然薬物研究の将来を担う大学院生の国際性とコミュニケーション技術

を培うための支援を行う。 

4）発展型研究に展開するための戦略構築：本事業の最終年度に当たり，これまでの実績

と成果を踏まえてさらに発展させるための戦略構築を目的に，日本，タイ，ベトナムの参

加研究機関代表者及び関係者が議論できる場を設ける。 
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７．平成２２年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

1）今年度も引き続き，タイ・ベトナム・日本各参加研究者の研究分野関連情報データベー

スを 2010 年度版に更新し，ホームページ上（http://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/skoku

sai/gigyou/Kyoten-DataBase/2010/index.html）で公開することにより，本事業参加者間

のネットワーク構築を確立した。  

2）課題重点テーマに対する成果は下記のとおりである。 

重点課題 1: 神経系に作用する生理活性天然物の化学的ならびに薬理学的研究 

（１） 認知症モデル動物として老化促進動物や糖尿病モデル動物を用い，漢方薬方剤・釣

藤散及び中薬方剤・冠元顆粒の影響を調べた結果，両方剤が認知障害を有意に改善

することを見出し，両方剤は中枢コリン神経系機能の賦活に加え，神経細胞内シグ

ナリング系の機能回復が関与することを明らかにした。また，アルツハイマー型認

知症モデルマウスにて，melatonin 及びその誘導体 naphthylmelatonin が認知障害

改善効果を示し，認知症治療薬としての可能性を明らかにした。 

（２） 作成したうつ病態モデルマウスで，補中益気湯及び抗うつ薬 imipramine (IM) がう

つ病様行動を抑制することを認めた。機能的には，脳内 BNIP3 mRNA の発現量が上昇

し，IM で更に上昇することを明らかにした。 

（３） タイ国伝承民間薬Kratomの起源植物アルカロイドmitragynineを基盤としたオピオ

イド受容体作動分子の探索のため，活性並びに代謝安定性の向上を目的に各種誘導

体を合成し，活性評価を行った。 

重点課題 2: 免疫疾患の克服をめざした天然薬物研究 

タデアイ，マルバアイ，リュウキュウアイの葉部を入手し，乾燥後，熱水抽出物

及びメタノール抽出物を調製し，マウスの受け身皮膚アナフィラキシー及び 

dinitrofluorobenzene 反復塗布による皮膚炎に及ぼす影響を検討した。3 種の

アイは熱水抽出物，メタノール抽出物のいずれか，もしくはいずれもマウス掻破

行動を明らかに抑制した。今後は有効成分の同定ならびに実用化に向けて検討を

実施する。 

In vitro 抗原提示試験の結果から，漢方薬の黄耆建中湯エキスが樹状細胞の抗原

提示能力を大きく亢進させることが明らかとなった。この亢進機序としては，樹

状細胞の MHC，共刺激分子，及び細胞接着分子の発現が増強された結果，T 細胞

への抗原提示能力が亢進したことが明らかとなった。 

重点課題 3: 感染症に有効な天然薬物の開発 

(1) 単純ヘルペスウイルス感染に有効なタイ生薬成分 oxyresveratol 軟膏基材を選定す

ることでその軟膏製剤を開発し，タイ商務省に特許申請を行った。今後薬剤として

の申請のため，製剤の急性，毒性試験を行う。 

(2) タイ産植物素材から in vitro で強い抗インフルエンザウイルス活性を有する物質を

見出した。今後，活性物質の精製を行いその構造を明らかにするとともに，in vivo    
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で感染動物モデルに対する抗ウイルス活性についても検討する。 

(3) タイの伝統生薬処方について，HPLC や NMR による品質管理の評価系を開発した。 

(4) 抗マラリア薬などの難溶性医薬品をナノ微粒子化することで溶解性を改善すること

や，包接化による製剤技術の改善を行った。 

(5) タイ産のカイコを用いカイコ高血糖モデルの再現に成功するなどタイへの技術移転

を進めるとともに，タイ産植物エキスから高血糖カイコの血糖低下作用を見出した。 

重点課題 4: 生理活性天然物の構造解析及び化学合成 

糸状菌が生産するインドールアルカロイド セスペンドールの未決定の立体配

置を決定するために，セスキテルペン部分と芳香環部分を合成した。現在，ク

ロスカップリングを使った両者の連結と全合成の最終段階にある。二枚貝発光

タンパク質フォラシンの生物発光の分子機構を解明するために，この発光系の

発光素子（低分子）であるデヒドロセレンテラジン（DCL）の構造活性相関を調

べ，次いでフォラシンと DCL との結合に関わるシステイン残基を，MS/MS によっ

て特定する事に成功した。抗ガン剤として開発が進められているゲルダナマイ

シン（GA）が示す低濃度での神経保護作用の作用機作を GA 誘導体を合成して検

討した。その結果，GA の抗ガン作用発現に関わる分子シャペロン HSP90 を介し

ていない機構を示唆する結果を得た。 

重点課題 5: 生合成酵素の構造と機能解析 

イソフラボノイドをはじめとする重要な薬用植物成分の生合成酵素遺伝子に関する

機能解析と生合成制御の分子メカニズムの解明として，フラボノール合成酵素遺伝子

の過剰発現ミヤコグサ毛状根の解析より，光照射によりフラボノール生成が促進され

ること，栄養飢餓や光照射により含量が変動する未知成分が出現することなどを見出

した。また，フェノール類の生合成酵素などに関して，組み換え酵素の精密機能解析

に着手し，構造機能解析に成功した。さらに，タイ生薬データベースに収載されてい

る 411 種の薬用植物のうち 89 種について，GenBank の Accession 番号を追記，PubMed 

(Nucleotide) にリンクさせることにより，データ入手を容易にした。 

７－２ 学術面の成果 

本事業がはじまってから 10 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 25 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 12 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 15 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 4 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 4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 

1)日本側大学院生を対象とした養成 

平成 19 及び 20 年度のジョイントセミナーでは，学生を主体とする研究発表会を併催し

た。これは，日本及びタイ側大学院生・若手研究者にとって英語で学術交流を体験実習で

きる有意義な機会となった。このような体験実習を通じて，今後，和漢薬・伝統薬物研究

の中核を担うことのできる国際性豊かな人材の継続的育成を図るために，平成 22 年度は第

9回ジョイントセミナー“Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges 

and Future Collaboration”(平成 22 年 12 月 8－9日，タイ・チュラロンコン大学)におい

て，若手研究者口頭発表セッションとして Young Researchers Session，3 分間の研究内容

説明とポスター発表セッションとして Short Oral Presentation Session for 20 Selected 

Posters を企画し，若手研究者が研究内容を英語で口頭発表する機会を設定した。本事業か

らは日本側大学院生 5 名の派遣を支援し，加えて，本事業コーディネータ（松本）が日本

側拠点大学（富山大学）より独自に獲得した平成 22 年度富山大学学長裁量経費「持続発展

型国際交流と人材育成をめざした“拠点大学方式による学術交流事業”活用プログラム」

による日本側大学院生 3 名の派遣を支援した。上記 Young Researchers Session には本セ

ミナープログラム委員会で選ばれた 3名が，Short Oral Presentation Session には日本側

協力大学から推薦された 8 名がタイ側大学院生とともに口頭発表にチャレンジし，Short 

Oral Presentation Session 発表の日本側大学院生 2名，タイ側大学院生 1名に優秀賞が与

えられた。この体験実習を通じ，日本側若手研究者の国際性醸成と天然薬物研究への更な

る動機づけが図られ，また海外若手研究者との学術交流の機会を与えることができた。 

 

2)タイ・ベトナム若手研究者を対象とした養成： 

本事業ではタイ・ベトナムの若手研究者を育成することも重要な目的として捉え，これ

まで本事業枠（拠点枠）の国費留学生として，両国の学生や研究者を大学院博士課程に受

け入れてきた。平成 22 年度はタイからの派遣留学生 Ms. Orawin PrangSaegtong が学位（博

士(薬学））を取得した。またベトナム国立薬物研究所（NIMM）より Ms. Le Thi Xoan が平

成 23 年度国費留学生（拠点枠）候補として選考され，平成 22 年 10 月より拠点大学である

富山大学和漢医薬学総合研究所の研究生として受け入れられている。加えて本事業での交

流実績に基づいて同和漢医薬学総合研究所とベトナム NIMM は若手研究者交流を更に促進す

る MOU を締結し，ベトナム NIMM の Pham. T.N. Hang 博士（平成 21 年度本事業での支援に

よる学位取得者）が MOU 締結機関に与えられる応募資格を得て，同和漢医薬学総合研究所

が共同利用共同研究拠点として公募している国際共同研究課題へ申請し採択された。 

 

７－４ 社会貢献 

 本事業を総括する最終年度には各課題において更なる共同研究の進展と社会貢献に資

する成果が得られた。そのうち，課題 2 ではタデアイ，マルバアイ，リュウキュウアイ

の葉部には共通して掻痒抑制に有用な成分が含まれていることが明らかになり，成分の
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同定と実用化に向けた推進検討体制ができた。課題 3 では，本事業における社会貢献の

重要な柱として推進してきた「抗ヘルペス Oxyresveratol 軟膏製剤の開発」に向け，構

成成分に関する 6 件の特許申請がタイ王国でなされた。さらに，薬剤としての承認申請

に必要な急性及び慢性毒性試験を実施する体制がタイ王国関連機関とのチュラロンコン

大学との間で立ち上がり，臨床開発が動き出した。課題 5 では，タイ生薬データベース

収載の89生薬に，新たに基原種のGenBank登録番号を記載し，これとPubMed (Nucleotide)

をリンクさせたことにより，広く国内外の天然物科学研究者による活用を図ることがで

きた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

 本事業では，平成 20 年度より各課題内の研究者交流を図るとともに，タイ側派遣研究者

の研究と育成を支援するためにフォローアップミーティングを開催してきた。このような

課題内・課題間の研究者交流あるいは日本側とタイ側（ベトナムを含む）との研究者交流

によって研究者間ネットワークや研究者データベース（富山大学管理）等の人材交流シス

テムの構築に繋げることができた。 

 平成 22 年度が本事業の最終年度であることから，本事業が構築した人材交流システムの

維持と更なる有効活用を図ることは過去 10年間の交流事業の成果を具現するためにも極め

て肝要である。そこで拠点大学である富山大学とチュラロンコン大学薬学部は，ポスト拠

点交流事業を見据えて相互に学術交流事業を推進するとともに，薬学領域における日本・

タイ両国間の国際学術交流，国際共同研究推進の窓口となるべく，国際協力拠点オフィス

（ICCO: International Cooperative Center Office）を双方に設置する覚書を締結した（平

成 22 年 12 月 7 日締結）。 

本事業を終了するにあたり，日本側およびタイ側協力研究者間のこれまでの共同研究の

継続発展を図るだけでなく，本事業で育成された研究者が新規に共同研究を企画立案でき

るようなシステムを維持することは本事業の社会的責任でもある。それには本事業が拠点

大学である富山大学に構築した研究者データベースの活用が有用であることから，連絡協

議会の承認により本事業終了後も一定の期間，富山大学で維持管理することとした。 

過去 10 年にわたる本事業から育成されたタイ側（ベトナム側）研究者の多くは，今日，

タイ国内の地方大学（ベトナムも含む）において学術研究推進の中心的役割を担っている。

それら研究者の学術研究や研究環境の現状を把握すると共に自立的な研究活動を支援する

方法論の策定が重要である。そこで，本事業の成果の再評価と発展を促すためのフォロー

アップセミナーの平成 24 年度開催に向けた計画立案について，タイ側拠点大学であるチュ

ラロンコン大学薬学部(Pintip Pongpetch 学部長)および日本側協力大学と平成 22年度連絡

協議会（富山で開催）において協議し合意を得た。今後は開催実現に向けた財政的支援の

獲得が双方の課題となる。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   60 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 3 本 

 

８．平成２２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 34 人［総員数 177 人日］であ

り，タイ国側から日本を訪問した研究者は 15 人［総員数 794 人日］，ベトナム国側から日

本を訪問した研究者は 1人［総員数 58 人日］であった。またタイ招へい研究者 8名を含む

日本でのフォローアップミーティングを北里大学（山田教授主催）で開催し，国内外研究

者間の交流推進を図ることが出来た。 

 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 

実績概要：課題とした 6つの研究について，以下の実績を得た。 

（1） 抗腫瘍活性物質に関する研究 

（1－1）腫瘍細胞毒性作用を持つタイ産マチン科植物アルカロイドの医薬化学的研究と

作用発現機構解明を実施した。 

（1－2）難治性がんの治療方策を探るための抗がん薬物の評価や薬耐性過程の解明に向

け検討した。 

（1－3）タイ産植物の抽出物ライブラリーを構築するとともに，癌関連標的スクリーニ

ングを行った。 

（1－4）抗腫瘍活性ポドフィロトキシンを標的にしたリグナンの汎用的合成法の確立を

目指した。 

（1－5）新規グリコサミノグリカンであるアカラン硫酸の抗腫瘍活性メカニズムに迫っ

た。 

（2） 脳機能改善に関する研究 

（2－1）漢方薬の抗認知症作用とその作用機序について検討し，関わる脳内因子の機能，

脳内分布，神経伝達物質受容体機能に及ぼす影響について解析した。 

（2－2）うつ病態モデル動物に漢方薬の影響と病態発症に関わる因子を探索した。 

（2－3）アルツハイマーモデルマウスにおける記憶改善作用の分子メカニズムにアプロ

ーチした。 

（2－4）タイ産海洋天然物からの神経疾患治療薬のシーズ探索を目指し，棘皮動物由来

ガングリオシドの単離，構造決定，機能解析を試みた。 

（2－5）タイ産薬用資源植物より認知症改善薬創製のためのシーズ化合物の取得のため

の化学的研究を実施した。 

（2－6）タイ産植物抽出物を用いたアクロレイン毒性の減少効果のスクリーニングを検
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討した。 

（3） 抗酸化物質の探索 

（3－1）緑茶，赤米由来カテキン及びポリフェノール類の抗酸化作用を中心としたスク

リーニングを行った。 

（4） エストロゲン活性物質に関する研究 

（4－1）タイ有用資源植物 Pueraria candollei に含まれる miroesterol に対する抗体

作製による免疫化学的分析手法の開発を検討した。さらに，アグロバクテリウム・

リゾゲネスを感染させることで誘導させた毛状根の資源探索を行った。 

（4－2）タイ薬用植物 Dalbergia parviflora のエストロゲン様作用を示す植物中の有

効成分の解明に迫った。 

（5） 鎮痛活性物質に関する研究 

（5－1）オピオイド受容体探索素子とする機能分子を合成し，中枢神経系作用アルカロ

イド類のケミカルバイオロジー研究を実施した。 

（6） 関節リウマチの発症要因と遺伝子多型 

（6－1） 関節リウマチ発症要因となるタイ人と日本人の人種や性別による候補遺伝子

の多型解析を試みた。 

（日本からの派遣研究者：6名［総員数 36 人日］，タイからの受入研究者：4名［総員数 232

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 

・実績概要 

癌，免疫・アレルギー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，癌細胞増殖，腫瘍血管新生，皮膚炎，抗原提示試験等を指標に様々な創薬開発

に関する研究交流を行なうため，タイ側からの研究者を受け入れた。また，22 年 12

月にタイ，バンコクで開催された JSPS-NRCT Follow-up Meeting で研究成果を発表

し，研究進展に向けて討議した。 

（日本からの派遣研究者：6名［総員数 30 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 180

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 

・ 実績概要 

1. タイ国産生薬に含まれる抗ヘルペス活性を有するoxyresveratol軟膏製剤を開発し，

タイ国商務省に特許申請を行った。また，申請に必要な急性・毒性試験をタイ側研

究者と共同研究を行なうなど，臨床開発へ向け研究を進めた。 

2. タイ国産植物エキスから強い抗インフルエンザウイルス活性を有する物質を探索

するため，招聘研究者の持参したエキスについて in vitro 及び in vivo 感染動物

によるスクリーニングを行い，強い活性を有する 1エキスを見出した。現在，活性

物質の精製をタイ側との共同研究で進めている。 

3. タイ側研究者との共同研究により，抗マラリア薬などの難溶性医薬品をナノ微粒子

化することで溶解性の改善を行った。 
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4. タイ側研究者により，タイ産のカイコを用いて東京大学で確立したカイコ高血糖モ

デルの再現に成功した。さらに招聘研究者によりタイ産植物エキスに高血糖カイコ

の血糖低下作用を見出した。 

5. 富山大学からは 1名がチュラロンコン大学を訪問し，共同研究の打ち合わせを行っ

た。また，北里大学からは 2名，東京大学からは 3名の教員や大学院生がチュラロ

ンコン大学で開催された合同セミナーに参加し，講演などの発表や研究者との交流

を行った。 

6. 北里大学，千葉大学，東京大学にタイからの招聘研究者を各 1名ずつ受け入れ，ま

た富山大学にベトナムより 1名の研究者を受け入れ共同研究を行った。 

 

北里大学，千葉大学，東京大学，明治薬科大学へのタイからの招聘研究者と日本側研究者

が集まりフォローアップミーティングを開催することで研究者の交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：5 名［総員数 23 人日］，タイからの受入研究者：3 名［総員数

175 人日］，ベトナムからの受入研究者:1 名［総員数 58 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 

天然薬物をリード化合物として新しい薬物を開発する際に必要不可欠な最先端の構造解

析・化学合成技術及び活性発現の分子機構の研究手法をタイ側に移転するために，タイか

らの研究者 2 名を受け入れて共同研究・研究交流を行った。具体的には，（１０-１共同研

究，Ｒ４）に示すように海産天然物，海洋生物発光，菌類の代謝産物を題材にした研究を

行った。なお，5名の日本側研究者を派遣して共同研究の進捗状況の確認等の打ち合わせを

おこない，そのうち 4 名はバンコクで開催されたジョイントセミナーでの成果の発表をし

た。 

（日本からの派遣研究者：5名［総員数 28 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 89

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 

本年度は，タイ産薬用植物におけるフェノール類やテルペノイドを中心とした有用二次代

謝産物の生合成研究ならびにタイ産薬用植物データベース構築の研究に関して(１０－１

共同研究)に示したような成果を達成した。また，タイ側研究者 2名の受入ならびに 4名の

日本側研究者と 1名の大学院生の派遣を行った。 

（日本からの派遣研究者：4名［総員数 18 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 114

人日］） 

８－２ セミナー 

 平成 22 年 12 月 8 日～平成 22 年 12 月 9 日にタイ・チュラロンコン大学にて JSPS－NRCT

第 9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の発表を通して，本事業参加者の情報共有を促し，ポスト「拠点

交流事業」の方向性，研究者交流のあり方，進め方について議論し，本事業の成果をさら
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に発展させることにあった。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。研究発

表者数は，タイ 127 名（演題発表 13 名・ポスター発表 114 名），日本 45 名（演題発表 13

名・ポスター発表 32 名）の合計 172 名で，全参加者数は 330 名であった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 タイ・日本の今後の研究協力体制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 12 人日］，タイ側から日本を訪問した研

究者が 1 名［総員数 4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については，7月に富山で

の第 11 回連絡協議会において平成 22 年度の交流実施計画について具体的に話し合い，

2月に東京での第12回連絡協議会において事業終了後の協力体制について話し合った。

これら 2 回の連絡協議会での国内の研究者交流は 16 人［総員数 16 人日］であった。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  34/179    34/179 

実績 34/177

（5/28）

   34/177

（5/28）

タイ 

<人／人日> 

実施計画 16/801     16/801 

実績 15/794    15/794 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/60 0/0    1/60 

実績 1/58 0/0   1/58 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 17/861 34/179    51/1040 

実績 16/852 34/177

（5/28）

   50/1029 

（5/28）

 

※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 

 15／15 <人／人日>  24／24 <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

―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 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

 Mayuree Tantisira, Associate Professor，Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 

（※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

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  6/34  6/34 

実績 6/36  6/36 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 4/232   4/232 

実績 4/232  4/232 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/232 6/34  10/266 

実績 4/232 6/36  10/268 

② 国内での交流     3 人／3人日 

２２年度の研

究交流活動 

1. 抗腫瘍活性物質に関する研究 

1－1．タイ産マチン科 Gelsemium elegans の成分探索を行い，新規イン

ドールアルカロイド 7 種を単離・構造決定した（Chem. Asian J., 

2011）。腫瘍細胞に対する細胞毒性を有するアルカロイドの誘導体

合成を検討した。千葉大学博士後期課程 2 年山田洋介が平成 22 年

12 月 7 日から 11 日までチュラロンコン大学薬学部に派遣され，The 

9th JSPS-NRCT Joint Seminar に参加し，本研究課題で得られた研

究成果（Gelsemium 属植物より単離した新規インドールアルカロイ

ド類のスペクトル解析と化学変換による構造決定並びにゲルセミ

ウムアルカロイドの生物活性評価）について発表を行い，研究討論

した。（高山Ｇ） 

1－2．ミカン科植物に由来する新規モノオキシム誘導体とその類似構造
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化合物の抗腫瘍活性のスクリーニングを行い，活性の高かった 2種

の p-quinone monooximes ついて微小管重合阻害作用がみられ，ビ

ンカアルカロイド様の効果が期待された。一方，タイの工業製品に

汎用されている silver nano-particle (AgNPs)の細胞障害性につい

て肺がん細胞株 A549 を用いて検討し，低濃度では障害性は低いこ

とが確認された。高濃度域では細胞増殖抑制能及びアポトーシス誘

導作用が確認された。また AgNPs が癌抑制遺伝子の Cx43 発現を増

強する報告があることから，Cx43 活性を高めることで作用が増強さ

れると報告のあるシスプラチン等の既存の抗がん薬との併用効果

が期待された。（上野 G） 

1－3．デス受容体増強活性に関するスクリーニングの結果，良好な活性

を示したシンクシ科 Combretum quadrangulare 葉部及びトウダイグ

サ科 Euphorbia neriifolia 葉部のメタノール抽出物について活性

を指標とした分画を行い，C. quadrangulare より 9種の新規シクロ

アルタン型トリテルペンを，E. neriifolia より 7 種の新規シクロ

アルタン型トリテルペン及び1種の新規インゴールジテルペンを単

離し，絶対立体配置を含めた化学構造を明らかにした。これらの中

には強いデス受容体増強作用を示すものが含まれており，また同時

に単離しフラボノイド１種はTRAIL耐性克服作用を示すことが明ら

かとなった。（石橋Ｇ） 

1－4．ポドフィロトキシン中の二つの芳香環のうち，一つを持つ 3-ア

リールアジリジン-2-カルボキシレートについて，別の芳香環によ

る求核的開環反応を行った後，構造修飾を経て，デオキシポドフィ

ロトキシン誘導体の合成まで達成した。本研究課題に関連し，石川

と近藤友香里（修士２年次学生・他経費）は平成 22 年 12 月 7 日か

ら 11 日までチュラロンコン大学薬学部での開催された「The 9th 

JSPS-NRCT Joint Seminar」に参加し，発表した。（石川Ｇ） 

1－5．A549 human lung adenocarcinoma において核に局在するヌクレオ

リンを，新規グリコサミノグリカンアカラン硫酸が膜表面上へ誘導

することが明らかになった。（戸井田Ｇ） 

2. 脳機能改善に関する研究 

2－1．認知症モデル動物として老化促進動物及び db/db2 型糖尿病モデ

ル動物を用い，漢方薬方剤・釣藤散及び中薬方剤・冠元顆粒の影響

を調べた結果，両方剤がこれらの動物モデルで発症する認知障害を

有意に改善することを見出した。両方剤の効果には中枢コリン神経

系機能の賦活に加え，神経可塑性に関わる神経細胞内シグナリング

系の機能回復が関与することが明らかになった。また受入研究者の
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Chantana Boonyarat 博士(ｺﾝｹﾝ大学)は，アルツハイマー型認知症モ

デルの一つとして，嗅球摘出マウスモデルを用い，melatonin 及び

その誘導体 naphthylmelatonin の認知障害改善効果を検討した。そ

の結果，両薬物は本モデルに発現する短期記憶障害及び長期記憶障

害を何れも有意に改善することを見出し，認知症治療薬としての可

能性を明らかにした。(松本Ｇ) 

2－2．うつ病態モデル動物として学習性無気力動物（learned 

helplessness mouse:LH マウス）を作成して補中益気湯及び抗うつ

薬 imipramine (IM)の効果を検討した結果，LH マウスでは IM 及び

補中益気湯によりうつ病様行動の抑制が認められた。また LH 動物

では脳内 Bcl-2 and Nineteen kilodalton Interacting Protein-3 

(BNIP3) mRNA の発現量が上昇し，IM で更に上昇することが明らか

になった。(松本Ｇ) 

2－3．Denosomin が，脊髄損傷改善作用を有すること明らかにした。

Denosomin 投与により，3 日後及び 7 日後に，脊髄の損傷部位で増

加する分子として Btbd9 を見出した。また，帰脾湯中のいずれかの

成分が結合する分子の候補として 1,25D3-MARRS が示唆された。（東

田Ｇ） 

2－4．双方の技術を結集し，有用な医薬資源の探索を進めた。Prince of 

Songkhla 大学の共同研究者が棘皮動物由来ガングリオシドの単離

を進めて，得られた化合物の構造確認並びに薬理学的な検討を九州

大学において実施した。現在，有用な作用が認められて数種の化合

物も含め，抗老化作用に関連があるアッセイを実施している段階に

ある。(宮本，田中Ｇ) 

2－5．ヒカゲノカズラ科 Lycopodium 属植物含有アルカロイドの探索を

行い，種々のアルカロイドを単離した。また，特異な構造を有する

新規 Lycopodium アルカロイド並びに強力なアセチルコリンエステ

ラーゼ阻害活性を有するヒガンバナ科アルカロイドの不斉全合成

研究について検討中である。（高山Ｇ） 

2－6．びん椰子（Areca nut）から単離したアレコリンが，FM3A 細胞に

対するアクロレインによって障害される細胞毒性を緩和すること

を突き止めた。アクロレインに対する非特異的なスカベンジャー効

果であることが推測された。（戸井田Ｇ） 

3．抗酸化物質の探索 

3－1．現在 Natural Product Research に投稿中である。（戸井田Ｇ） 

4．エストロゲン活性物質に関する研究 

4－1．Pueraria candollei に含まれる miroesterol に対する抗体の作
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製を行うために，まず，タイ側研究者らがハプテンとして活用する

miroestrol，deoxymiroestrol の単離を進めた。さらに，本化合物

にリンカーを導入，タンパク質との複合体を調製し，これを免疫原

としてマウスに免疫感作した。感作したマウスについて，抗体価の

チェックを行った結果，タンパク複合体に対する反応性は認められ

たものの，遊離抗原である miroestrol，deoxymiroestrol に対する

抗体を得ることはできなかった。現在，ハプテン構造の再考を進め

ている段階にある。今後，複数の構造が異なるハプテンを作製し，

これらを活用して miroestrol，deoxymiroestrol を認識し得る抗体

の作製を継続して進める。また，P.candollei にアグロバクテリウ

ム・リゾゲネスを感染させることで毛状根を誘導し，毛状根に含ま

れる新規医薬資源の探索を行うため，感染実験を行った。常法によ

り，アグロバクテリウム・リゾゲネスを感染させることで，高頻度

で毛状根を誘導することに成功した。今後，本毛状根に含まれる高

エストロゲン作用を有する新規化合物の探索を進める計画である。

その際には，本課題で確立計画である miroestrol，deoxymiroestrol

を認識する抗体が強力なツールになるものと考えている。(宮本，

田中Ｇ) 

4－2．Dalbergia parviflora 由来の iso- flavanones から誘導した，

非天然型鏡像異性体の女性ホルモン様作用を明らかとし，日本薬学

会東海支部大会にて報告を行った。Smilax corbulalia からは 11

種の新規化合物を含む 45 種の化合物を得ると共に，その抗女性ホ

ルモン様作用を明らかとし Phytochemistry に採択された。Cleome 

gynandra 中の抗女性ホルモン様物質は，日本生薬学会年会，日本

薬学会年会で報告を行い，現在投稿準備中である。（梅原Ｇ） 

5．鎮痛活性物質に関する研究 

5－1．タイ国伝承民間薬 Kratom の起源植物（アカネ科 Mitragyna 

speciosa）に含有されるインドールアルカロイド Mitragynine を基

盤としたオピオイド受容体作動分子の探索のため，活性並びに代謝

安定性の向上を目的に各種誘導体を合成し，現在，活性評価を行っ

ている。また，Mitragynine 類縁体の不斉全合成を開始した。（高山

Ｇ） 

6．関節リウマチの発症要因と遺伝子多型 

6－1．関節リウマチ（RA）発症や病態に関与が示唆されるエストロゲ

ンの作用を検討すべく，RA 患者のエストロゲン受容体（ER）β遺伝

子多型解析を継続し，CA リピート多型頻度と発症の相関で論文報告

を行い受理された。また ERβの SNP の 1 つ Rsa 多型頻度と重症度，
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年齢，性別等との相関を解析し，投稿中である。PPARγの課題につ

いてはタイ研究者の受け入れがなかったが，これまでの検討結果を

概説して総説を報告した。一方，神経疾患に対する予防効果が期待

される天然化合物 ECa233 の評価を行い，in vivo で報告された抗炎

症作用の再現性が神経細胞様株培養系における NOS経路の解析によ

り一部得られた。（上野Ｇ） 

その他 

・ Professor Lawan Sriporng, Professor Dr. Jankana Buranaosot, 

Professor Auayporn Apirakaramwong との個別の共同研究により，第 9

回 NRCT－JSPS joint meeting において成果を発表した。現在，論文作

成中である。（戸井田Ｇ） 

研究交流活動

成果 

・ タイ産マチン科 Gelsemium elegans の成分探索を行い，新規インドー

ルアルカロイド 7 種を単離・構造決定した（Chem. Asian J., 2011）。

（高山Ｇ） 

・ 新規モノオキシム誘導体とその類似構造化合物の抗腫瘍活性のスクリ

ーニングを行い，活性の高かった 2種の p-quinone monooximes ついて，

ビンカアルカロイド様の微小管重合阻害作用効果を認めた。（上野，石

川Ｇ） 

・ シンクシ科 Combretum quadrangulare 葉部及びトウダイグサ科

Euphorbia neriifolia 葉部のメタノール抽出物について，デス受容体

増強活性に関するスクリーニングを指標とした分画を行い，C. 

quadrangulare より 9 種の新規シクロアルタン型トリテルペンを，E. 

neriifolia より 7 種の新規シクロアルタン型トリテルペン及び 1 種の

新規インゴールジテルペンを単離し，絶対立体配置を含めた化学構造

を明らかにした。（石橋Ｇ） 

・ アリールアジリジンカルボキシレートの求核的開環反応を利用した抗

腫瘍活性ポドフィロトキシンの合成研究において，前段階のデオキシ

ポドフィロトキシン誘導体合成まで達成した。（石川Ｇ） 

・ 認知症モデル動物として老化促進動物や糖尿病モデル動物を用い，漢

方薬方剤・釣藤散及び中薬方剤・冠元顆粒の影響を調べた結果，両方

剤が認知障害を有意に改善することを見出し，両方剤は中枢コリン神

経系機能の賦活に加え，神経細胞内シグナリング系の機能回復が関与

することを明らかにした。また，アルツハイマー型認知症モデルマウ

スにて，melatonin 及びその誘導体 naphthylmelatonin が認知障害改善

効果を示し，認知症治療薬としての可能性を明らかにした。（松本Ｇ）

・ 作成したうつ病態モデルマウスで，補中益気湯及び抗うつ薬

imipramine (IM) がうつ病様行動を抑制することを認めた。（松本Ｇ）
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・ Sominone の誘導体として合成した新規化合物 denosomin が脊髄損傷

改善作用を有すること明らかにした。（東田Ｇ） 

・ ヒカゲノカズラ科 Lycopodium 属植物含有アルカロイドの探索を行い，

種々のアルカロイドを単離した。（高山Ｇ） 

・ びん椰子（Areca nut）から単離したアレコリンがアクロレインによっ

て障害される細胞毒性を緩和することを突き止めた。（戸井田Ｇ） 

・ Dalbergia parviflora  由来の isoflavanones から誘導した，非天然

型鏡像異性体の女性ホルモン様作用を明らかとし，学会発表を行った。

Smilax corbulalia  からは 11 種の新規化合物を含む 45 種の化合物を

得ると共に，その抗女性ホルモン様作用を明らかとし Phytochemistry 

に採択された。Cleome gynandra  中の抗女性ホルモン様物質について

は，学会発表を行うとともに，現在投稿準備中である。（梅原Ｇ） 

・ タイ国伝承民間薬 Kratom の起源植物アルカロイド mitragynine を

基盤としたオピオイド受容体作動分子の探索のため，活性並びに代謝

安定性の向上を目的に各種誘導体を合成し，活性評価を行った。（高山

Ｇ） 

・ 関節リウマチ患者のエストロゲン受容体 β 遺伝子多型解析を継続

し，CA リピート多型頻度と発症の相関で論文を投稿した。また，神経

疾患に対する予防効果が期待されるタイ産天然化合物 ECa233 の評価

を行い，神経細胞様株培養系における NOS 経路の解析により，in vivo

で報告された抗炎症作用の再現性を一部確認した。（上野，石川Ｇ） 

 

日本側参加者数  

20 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

104 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

4 名 （１３－３（ベトナム）国（地域）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 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

 Khanit Suwanborirux, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 

（※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

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  6/30  6/30 

実績 6/30  6/30 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/180   3/180 

実績 3/180  3/180 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/180 6/30  9/210 

実績 3/180 6/30  9/210 

② 国内での交流     3 人／3人日 

２２年度の研

究交流活動 

稲垣 

1. 本年度は，タデアイ，マルバアイ，リュウキュウアイの葉部を入手し，

乾燥後，熱水抽出物及びメタノール抽出物を調製し，マウスの受け身

皮膚アナフィラキシー及び dinitrofluorobenzene 反復塗布による皮

膚炎に及ぼす影響を検討した。3種のアイは熱水抽出物，メタノール抽

出物のいずれか，もしくはいずれもマウス掻破行動を明らかに抑制し

た。したがって，アイには掻痒抑制に有用な成分が含まれていると推

定される。今後は有効成分の同定ならびに実用化に向け検討を実施す

る。 

2. 白僵蚕及び蚕砂の抽出エキスを分画してマウス皮膚炎に及ぼす影響を

検討した。その結果，酢酸エチル画分には皮膚炎抑制効果が認められ

たが，掻破行動抑制作用は認められなかった。白僵蚕及び蚕砂は興味
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深い生薬であるので，機会を作って再度検討したい。 

3. タイ，バンコクで開催された第 9 回 NRCT-JSPS ジョイントセミナー

に参加した。チュラロンコン大学の Mali Wirotesangthong 博士に対

応していただき，薬用植物標本室及び薬局を見学した。また，セミナ

ーでは山下及び稲垣が研究成績を発表した。 

奥 

タイ国 National Cancer Institute,Dr. Pongpun Siripong との研究交

流を推進した。タイ国ＮＣＩ，ポンパン氏のもとで研究を行っている Ms. 

Piyaviriyakul Suratsawadee を本学に迎え（他経費），共同研究を推進

した。テーマとしては緑茶カテキンの腫瘍血管新生抑制作用に着目し，

緑茶カテキン誘導体を合成して，さらに活性の強い化合物の探索を行っ

た。得られた結果については原著論文にまとめた（Biol. Pharm. Bull. 

in press）。 

根本 

タイ国で汎用される民間薬成分 Andro (Andrographolide) について，環

境発がん物質の代謝活性化に中心的な役割を果たす CYP1A1 誘導発現に

及ぼす影響を引き続き調べた。CYP1A1 誘導剤処置による CYP1A1 発現に

対する Andro の効果は，誘導発現がピークに達する時期に Andro が存在

すると抑制し，誘導発現が減少に移る過程では亢進することが観察され

た。Andro による二相性の発現修飾に細胞内グルタチオン濃度の増減が

拮抗した。これらの研究は，タイ国コンケン大学から派遣（他経費）さ

れた W. Chatuphonprasert 及び L. Udomsku(いずれも大学院生)が協力し

てくれた。 

柴原 

食餌負荷糖耐性誘発モデルを用いて 3種類の漢方方剤の糖耐性発現抑制

効果を検討し，八味地黄丸は高脂肪食負荷における糖耐性発現を抑制

し，その作用機序には脂肪重量及び遊離脂肪酸抑制が関連することが示

唆された。六味丸はフルクトース負荷において糖耐性発現を抑制した

が，その機序については不明であった。防已黄耆湯は今回のモデルでは

糖耐性発現抑制効果を示さなかった。 

大塚 

Chiang Mai 大学薬学部の Sorasak Lhieochaiphant 先生より提供された

2種のイランイランノキの成分の検索を行う。矮性Cananga odorata var. 

fruticosa と高木性の C. odorata var. odorata の成分の比較検討を行

った。高木性の C. odorata var. odorata より同様に，変形モノテルペ

ン及びその配糖体が単離さており，種の近縁性の検討も科学的に可能と

思われる。さらに，C. odorata var. odorata より数種のメガスティグ
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マン配糖体が得られおり，オオシマコバンノキより得られた，同様な化

合物と比較検討して，それらの絶対構造の決定を行った。 

本教室で行ってきたトウダイグサ科クロトン属の研究に関連して， 

Sorasak 先生より C. sublyratus 及び C. oblongifolius の提供を受けて

いる。鋭意成分検索を行い植物からの単離報告例が少ない，センブラン

型のジテルペンが多く得られている。活性試験の結果，抗アレルギー活

性の指標となる細胞からのヒスタミン遊離阻害活性が認められており，

今後の検討が期待される。 

タイの市場品であるヒメモダマの成分を検討してところＮ－アセチル

グルコサミンを含有するサポニンが得られ，本成果は第 9回ＪＳＰＳ－

ＮＲＣＴ共同開催のセミナーで発表した。 

松浪勝義 

タイにも生育するトウダイグサ科植物オオバギより得られる，メガステ

ィグマン配糖体の絶対構造の化学的決定法について第9回ＪＳＰＳ－Ｎ

ＲＣＴ共同開催のセミナーで発表した。 

杉本幸子 

タイの市場品であるヒメモダマの成分を検討してところＮ－アセチル

グルコサミンを含有するサポニンが得られ，本成果は第 9回ＪＳＰＳ－

ＮＲＣＴ共同開催のセミナーでポスター発表した。 

川上晋 

第9回ＪＳＰＳ－ＮＲＣＴ共同開催のセミナーでトウダイグサ科グミモ

ドキより得られる新規骨格を有するジテルペンについてポスター発表

をした。選ばれて，口頭発表の機会も与えられた。 

上村有加 

第9回ＪＳＰＳ－ＮＲＣＴ共同開催のセミナーでニシキギ科モクレイシ

より得られる新規成分の構造決定について，Ｘ－線結晶解析の結果を交

えてポスター発表をした。選ばれて，口頭発表の機会も与えられた。 

門脇 

門脇真及び大学院生の王暁宇が平成 22 年 12 月 7 日～12 月 11 日にバン

コクで行われたセミナーに参加し，葛根湯の食物アレルギー抑制作用と

ヒト・リンパ球培養細胞を用いた天然薬物のスクリーニングから見出し

た強力な熱ショックたんぱく質誘導作用を持つ紫根の活性成分である

シコニンの作用機序についての研究発表を行うとともに，参加したタイ

及び日本の研究者との研究情報の交換を行った。 

齋藤，横屋，久保（結果）1～5 

1. 新たなレニエラマイシン系極微量成分としてレニエラマイシン V と命

名した海洋天然物を見出した。本品はレニエラマイシン Mの 14 位にコ
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レステロールの 3 位水酸基がエーテル結合した特異な構造を有してい

る。これは細胞毒性をもたないことから，海洋生物の自己防衛機構に

かかわる可能性が高まった。 

2. タイ国側共同研究者である Khanit 博士により青色海綿の養殖が展開

された。その結果，原海洋生物が人工的に生育できることが判明した。

しかし，そのライフサイクルは数ヶ月であり，採集時期の特定には至

らなかった。なお，養殖により得た海洋生物の二次代謝物の探索を引

き続き展開している。 

3. 青色海綿の生合成遺伝子の探索研究は阿部郁朗教授（東京大学薬学部）

のグループに移行して実施した。 

4. レニエラマイシン G の全合成に成功した。現在，各種合成中間体を含

めた生物活性試験を実施している。 

5. エクチナサイジン 770 のサブユニット C 周辺の誘導体を化学誘導し，

その生物活性試験を実施した。ここでは，天然物を越える強力な細胞

毒性を示す化合物を見出すことに成功した。 

【高橋・小山・高取（木下）】固形がん細胞の増殖において必須である

腫瘍血管新生を阻害する化合物を南国産フルーツ果皮から探索した。南

国産フルーツ果皮は資源として活用されることが少ないので資源とし

ての可能性に着目した。は KDR（VEGF R-2）のチロシンキナーゼ活性阻

害を血管新生阻害の評価として用いた。南国産フルーツとして，マンゴ

スティン，シュガーアップル，ロンガン，ジャックフルーツ，ドリアン，

パッションフルーツ，ドラゴンフルーツ，ランブーダンの果皮を用いた。

8種の果皮を CHCl3 と MeOH で順次抽出しそれぞれのエキスを作成下。そ

の結果，マンゴスティン，シュガーアップル，ロンガンの CHCl3，MeOH

エキスに KDR 阻害活性が認められた。MeOH エキスにはタンニンが含まれ

ている可能性があるので，はじめにマンゴスティンの CHCl3 エキスにつ

いて活性化合物の探索を行なった。その結果 10 種の既知のプレニルキ

サントンを単離した。そのうち，α-mangostin が弱い KDR 阻害活性（203.5 

μM）を示した。また，HUVEC 増殖抑制試験を行なったところ阻害活性（1.2 

μM）を示した。本研究はコーンケーン大学・プランチップ博士との共同

研究である。 

櫻井 

十全大補湯の構成生薬について，50 種のヒトプロテインキナーゼ活性に

対する効果を検討した結果，桂皮エキスに強い阻害活性が認められた。

また，細胞レベルの実験においても，桂皮エキスが MAPK の一つである

ERK のリン酸化を修飾していることを見出した。 

 五味子に含まれる Gomisin N が，TNF-a によるアポトーシスを促進す
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ること，その作用機構として抗アポトーシスシグナルである NF-kB と

EGFR の両シグナルともに阻害することを見出した。また，Oranuch 

Thanaketpaisarn，Chittima Managit，及び Kriengsak Lirdprapamongkol

を受け入れ，がん細胞に選択的にアポトーシスを誘導するサイトカイン

TRAIL の作用を増強する天然物を探索した。その結果，Chrysin がアポ

トーシス阻害タンパク質 Mcl-1 の分解を誘導し，TRAIL 誘発アポトーシ

スを増強することを見出した。 

渡辺 

牛胆を与えたマウスの肝臓及び血清中の脂質成分に含まれる一価不飽

和脂肪酸の増加と飽和脂肪酸の減少が見出された。これには

stearoyl-CoA desaturase 1 の遺伝子発現量の増大が関与している可能

性も明らかにされた。 

小泉 

In vitro 抗原提示試験の結果から，黄耆建中湯は樹状細胞の抗原提示能

力を大きく亢進させることが明らかとなった。この亢進機序としては，

黄耆建中湯により樹状細胞の MHC，共刺激分子，及び細胞接着分子の発

現が増強された結果，T 細胞への抗原提示能力が亢進したことが明らか

となった。また，黄耆建中湯の 6種の構成生薬を単独で樹状細胞に作用

させた場合，黄耆の抗原提示能亢進作用が最も大きいことが確認でき

た。 

研究交流活動

成果 

タイの研究者との粘膜免疫に関するディスカッションで，やはり依

然として感染性腸炎が多い実情が紹介された。従って，天然薬物，

伝統薬物を用いて，腸管粘膜免疫機構を介した感染防御機構をいか

に強化できるかが今後とも大きな課題となるため，その研究情報の

交換を引き続き行っていくことにした。（門脇） 

 

日本側参加者数  

29 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

70 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－３（ベトナム）国（地域）側参加研究者リスト

を参照） 



様式８ 

 

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） 山田 陽城 北里大学 北里生命科学研究所 教授 

（英文） Haruki Yamada   Professor, Kitasato Institute for Life 

Sciences,Kitasato University 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

   Vimolmas Lipipun, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 

（※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

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/25  5/25 

実績 5/23  5/23 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/175   3/175 

実績 3/175  3/175 

ベトナ

ム 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 1/58  1/58 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/235 5/25  9/260 

実績 4/233 5/23  9/256 

② 国内での交流     1 人／1人日 

２２年度の研

究交流活動 

富山大学 

・ 22 年度分担者白木は，抗ヘルペス Oxyresveratol 軟膏製剤の構成

成分に関して，タイ王国の商務省に 6 件の特許申請に発明者とな

った。（Patent application number:10011274 -79）。薬剤として

の承認申請に必要な急性及び慢性毒性試験をタイ国 NIH 

Toxicology Department の director Dr Malee と共同研究を行う。

さ ら に ， 薬 剤 開 発 と 薬 剤 製 造 ・ 政 府 機 関 Governmental 

Pharmaceutical Organization とチュラロンコン大学 Vimolmas 博

士との研究グループが，薬剤開発の MOU を締結することとなった。

以上のように，Oxyresveratol 軟膏製剤の臨床開発への過程は順調

に進行している。また，研究成果については現在投稿中である。
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（白木分担） 

・ 小松教授はベトナム国立薬物研究所の Pham Thanh Huyen との共同研

究で，ベトナム産 Panax 属植物 3 種 20 検体について葉緑体 trnK イ

ントロン領域及び核 ITS 領域の塩基配列を決定し，これまで当研究

室で解析した同属植物の配列と比較した結果，植物材料は 2種（Panax 

vetnamensis, P. stipuleanatus）に収束されることがわかった。ベ

トナム産 Panax 属植物については植物分類学的整理が必要であるこ

とが示唆された。 

 

北里大学 

① 平成 22 年 10 月 1 日に Mahidol 大学の Krit Thirapanmethee 講師がタ

イ国よりの受け入れ研究者として来日し，「タイ産植物由来の抗インフ

ルエンザウイルス活性物質の探索」に関する研究を平成 22 年 11 月 29

日までの期間行った。Krit Thirapanmethee 講師が来日中の 11 月 4 日

に，北里大学北里生命科学研究所で開催された，日本学術振興会拠点

大学交流事業「薬学分野・天然薬物」北里大学フォローアップミーテ

ィングに，山田陽城（主催者），清原寛章，永井隆之，矢部武士が北里

大学所属の日本側研究者として参加し，タイ側研究者と交流した。Krit 

Thirapanmethee 博士はタイ側研究者の１人として，「タイ産薬用植物

由来の抗デング熱ウイルス活性物質」についての発表を行った。山田

陽城，清原寛章は 12 月にタイで開催のジョイントセミナーに出席し，

各々招待講演及びポスター発表を行った。 

② 平成 22 年 5 月 31 日～12 月 27 日の間，チュラロンコン大学公衆衛生

部大学院生 Chatubhong Singharachai 氏が来日（他経費）し，博士論

文作成のため，持参のタイ国伝統処方の Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian とそ

の構成生薬について，HPLC による品質管理のための評価系を確立し，

投稿論文（2報）を作成した。 

③ 腸上皮粘膜免疫系に対する和漢薬の効果について検討し，タイ産天然

薬 物 へ の 応 用 に つ い て Mahidol 大 学 薬 学 部 の Noppamas 

Soonthorncharennon 准教授と 12 月のセミナー時に討論した。（山田分

担） 

東京大学 

・平成22年9月19日にタイ国チュラロンコン大学のSantad Chanprapaph

博士が来日し，カイコの感染モデル並びに糖尿病モデルに関する実験

を行った。Santad Chanprapaph 博士が来日中の 11 月 4 日に，北里大学

白金キャンパス北里生命科学研究所で開催された，日本学術振興会拠

点大学交流事業「薬学分野・天然薬物」北里大学フォローアップミー
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ティングに，関水和久が日本側研究者として参加し，タイ側研究者と

交流した。Santad Chanprapaph 博士はタイ招聘研究者として参加し，

カイコの病態モデルに関する研究発表を行った。 

関水和久，折原裕，及び，大学院生の堀江亮は平成 22 年 12 月にタイ

国バンコクで開催されたジョイントセミナーに出席した。関水和久は

招待者として，堀江亮は若い研究者として，それぞれ口頭による研究

発表を行った。 

・関水和久と堀江亮は，バンコクでのジョイントセミナーに出席後，

タイ国チェンマイ大学の Siriporn Okonogi 博士を訪問し，カイコの病

態モデルに関する共同研究を実施する約束をおこなった。その結果，

平成 23 年 4 月 29 日から 5 月 5 日にかけ，関水和久がチェンマイ大学

を訪問し，カイコ病態モデルに関する研究指導を行うことが決まった。

なお，この訪問は，Siriporn Okonogi 博士の研究費により実現される。

さらに，チェンマイ大学の大学院生，Pimporn Anantaworasakul 氏が平

成 23 年夏に来日することが決まった。 

 さらに関水和久は，バンコクでのジョイントセミナーに出席した，

タイ国サンマサット大学の Kesara Na-Bangchang 博士から，共同研究

の申し込みを受けた。Kesara Na-Bangchang 博士は，自らの研究費で，

大学院生を東京大学の関水和久の研究室に派遣（１年間）することを

希望している。Kesara Na-Bangchang 博士と来日を希望している大学院

生は，平成 23 年 3 月 23，24 日に横浜で開催される The Southeast Asia 

Western Pacific Regional Federation of Pharmacologist (SEAWP-RFP)

に参加する際，東京大学の関水和久を訪問することになった。 

 これらのタイ国研究者の交流活動をもとに，関水和久が平成 23 年度

4 月にタイ国バンコックを訪問する際，チェンマイ大学の Siriporn 

Okonogi 博士，チュラロンコン大学の Santad Chanprapaph 博士，サン

マサット大学の Kesara Na-Bangchang 博士，及び，東京大学の関水和

久，折原裕で，カイコの病態モデルに関する共同研究チームを結成す

る運びとなった。 

 

千葉大学 

・密封加熱により形成される SA とγ-CD の化学量論比は密封加熱時の水

分量に依存し，水分量が少ない系（0.8-5.4%）では SA/γ-CD＝2/1 複

合体が，水分量が多い系（8.5-11.5%）では SA/γ-CD＝4/1 複合体がそ

れぞれ形成することが明らかとなった。2/1 及び 4/1 複合体中のγ-CD

の 分 子配置 は ，粉末 X 線 回折 測定 の結 果か ら， それ ぞれ

monoclinic-columnar 型 tetragonalcolumnar 型であることが明らかと
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なった。IR 及び固体 NMR 測定の結果から，4/1 複合体では 2 種類の分

子状態の SA が，2/1 複合体では 1種類の分子状態の SA が，それぞれ存

在することがわかった。 

次に，γ-CD にフルルビプロフェン（FBP）を包接させた後，密封加熱

により SA を複合化したところ，2 種類の薬物からなる複合体形成が確

認された。2 量体構造の FBP は 2 分子のγ-CD に包接され，SA はγ-CD

同士が形成する分子間にそれぞれ存在することが明らかとなった。（山

本分担） 

・ASC-DP/DSPE-PEG により形成される微粒子の構造を評価した結果，溶媒

留去時に形成する ASC-DP/DSPE-PEG 複合体が安定なナノ微粒子形成に

重要な役割を果たしていることが明らかとなった。ASC-DP/DSPE-PEG へ

の各種医薬品及び化粧品原料の封入性を検討したところ，11 種類の薬

物についてナノ微粒子形成の可能性が示された。本ナノ微粒子は各種

薬物を保持することが可能であり，各種製剤への応用が期待される。 

 AmB を封入したナノ微粒子の構造は AmB の添加量に依存して変化し

た。 AmB の添加量 5mol%と 10mol%を比較した場合，10mol%添加したナ

ノ微粒子の方が毒性が低く，血中滞留性も高いことが明らかとなった。

原子間力顕微鏡や凍結割断 TEM 測定の結果，AmB の添加量の違いによっ

て形成するナノ微粒子の構造が異なることが明らかとなり，この構造

の違いが毒性や血中滞留性に影響しているものと考えられた。（森部分

担） 

 

研究交流活動

成果 

北里大学 

タイ国産生薬からインフルエンザウイルス(IFV)の治療に有効な薬物を

開発することを目的に抗 IFV 活性のスクリーニングを行った。タイ側の

共同研究者である Mahidol 大学薬学部の Noppamas Soonthoracharreonon

准教授により伝承における使用と研究の未知度の高い生薬から対象生

薬 17 種が選ばれ，これにすでに共同研究中の１種を加え，80%EtOH エキ

ス または水エキスが調製された。平成 22 年 10 月 1 日より 11 月 29 日

までの期間，Mahidol 大学の Krit Thirapanmethee 博士がタイ側派遣研

究者としてスクリーニングサンプルを持参の上来日し，MDCK 細胞を用い

た in vitro の評価系で抗 IFV 活性のスクリーニングを行った。その結

果，M10 エキスに強い抗ウイルス活性を見出した。現在，さらに活性物

質の精製をタイ側との共同研究で進めている。タイで伝統的に IFV 感染

の際に用いられている 1種のエキスについては in vivo 評価もおこなっ

たが，活性は認められなかった。12 月のタイでのジョイントセミナー開

催時に，タイ産薬用植物と抗インフルエンザウイルス活性物質及び粘膜
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免疫調節物質について共同研究者の Noppamas 准教授や Krit 講師と意見

交換と今後の計画について討議した。 

千葉大学 

Satit Puttipipatkhachorn 先生とは，難溶性医薬品のナノ微粒子化

による溶解性の改善などについてこれまで共同研究を行ってきた。

今回 Puttipipatkhachorn 先生は，混合粉砕による難溶性医薬品のナ

ノ微粒子調製，調製したナノ微粒子の物性評価，難溶性医薬品の固

体分散体の調製と溶出性の評価に関する研究を行った。各種抗マラ

リア薬を水溶性高分子，界面活性剤と混合粉砕することでサブミク

ロンオーダーのナノ微粒子が形成した。その一方で，今回の実験条

件では 100nm 以下まで微細化することはできなかった。薬物の溶解

性や吸収性は100nmという粒子径を境に大きく変化することが多い。

今後，組成や粉砕条件の最適化を行うことで 100nm の壁をクリアー

する検討を行う必要がある。固体分散体の調製については，過飽和

状態を保つ試料の調製は困難であった。粉砕法による試料調製には

限度があることから，今後は噴霧乾燥法など別の方法でも検討して

みる必要があると思われる。 

これらの結果を踏まえて，さらに今後の共同研究に関する打ち合わ

せを行った。 

 Puttipipatkhachorn 先生は，滞在期間中に開催された創剤フォーラ

ム 特別講演会で「Aqueous chitosan colloidal dispersion as a 

novel pharmaceutical coating material」と題した招待講演を行っ

た。会場には，Puttipipatkhachorn 先生が日本に留学していた当時

の知り合いの研究者なども多数参加しており，国際交流の輪を広め

ていくためのよい機会になったと思われる。 

東京大学 

タイ国の Santad Chanprapaph 博士はタイ産のカイコを用いて，私たちの

カイコ高血糖モデルの再現に成功した。さらに，Santad Chanprapaph 博

士は，東京大学で実験を行い，タイ産の植物由来の抽出液画分について，

高血糖カイコの血糖値を下げる活性を発見した。 

チェンマイ大学の Siriporn Okonogi 博士は，タイ産の植物成分由来

の抗菌物質に関する研究論文を 2 報執筆し，関水和久が

Editor-in-Chief を 務 め る 英 文 誌 ， Drug Discoveries and 

Therapeutics に投稿し，受理された。 
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日本側参加者数  

13 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

38 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

6 名 （１３－３（ベトナム）国（地域）側参加研究者リスト

を参照） 



様式８ 

 

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 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

Somsak Ruchirawat, Associate Vice President,   

Chulabhorn Research Institute 

交流人数 

（※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

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/24  4/24 

実績 5/28  5/28 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/90   2/90 

実績 2/89  2/89 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/90 4/24  6/114 

実績 2/89 5/28  7/117 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研

究交流活動 
【受入】 

・ Boon-ek Yingyongnarongkul 博士 (ランカンパン大学) は，平成 22

年 10 月 2 日～11 月 15 日の間，名古屋大学にて「テルフェニル天然

物に関する構造，合成研究」に関する共同研究を実施した。 

・ Maneekarn Chinworrungsee 博士(ｽﾘﾅｶﾘﾝｳｨﾛｰ大学)は，平成 22 年

9 月 1日～10 月 15 日の間，名古屋大学において「生物発光タンパク

質フォラシンの発光素子結合システイン残基の同定」に関する共同

研究を実施した。 

●共同研究 

・ 名古屋大学・中崎敦夫准教授は，平成 22 年 10 月 25 日～10 月 30

日の間，チュラボーン研究所，マヒドン大学，カセサート大学を訪

問し「Stereoselective Synthesis of Functionalized Spirocyclic 

Compounds Based on Claisen Rearrangement and its Application to 
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the Synthesis of Natural Products」と題する口頭講演と共同研究

について討論した。 

●共同研究・セミナー 

・名古屋大学・西川俊夫教授，安立昌篤助教は，平成 22 年 12 月 7 日

～12 月 11 日の間，チュラロンコン大学で開催された第 9 回ジョイ

ントセミナーに参加し，それぞれ「Synthetic Studies on 

Biologically Active Natural Products」，「Synthetic Studies on 

Polygalolides Isolated from a Medicinal Plant」と題する口頭

講演を行った。また，海洋生物の生物発光に関する共同研究に関す

る打ち合わせをした。 

・名古屋大学・久世雅樹助教:は，平成 22 年 12 月 7 日～12 月 12 日の

間，チュラロンコン大学で開催された第 9回ジョイントセミナーに

参加し「Identification of a Fluorescent Compound in a Train 

Millipede」と題するポスター発表をおこない，共同研究の打ち合

わせをした。 

・名古屋大学・Vorawan KONGJINDA(大学院生)は，平成 22 年 12 月 7

日～12 月 14 日(付加用務 12/11-12/12)の間，チュラロンコン大学

で開催された第 9 回ジョイントセミナーに参加し「Mechanistic 

Study on Bioluminescence of Symplectin Photoprotein; Effect of 

Stereochemistry of Chromophore-Binding Site on Biolumiescence 

Activity」と題するポスター発表をおこなった。また，生物発光の

化学的研究に関する共同研究の打ち合わせをした。 

● その他 

現在その誘導体が抗ガン剤として開発が進められているゲルダナ

マイシンは，分子シャペロン HSP90 の機能を阻害することで抗癌

作用を示す分子標的薬である。一方で，同化合物は低濃度で神経

保護作用を示すが，この発現機構解明に関する共同研究を行った。

HSP90 との相互作用に重要な官能基を除去したゲルダナマイシン

の誘導体を合成し，これが神経保護作用を示すことを見出した。

この結果は，ゲルダナマイシンの示す神経保護作用が HSP90 を介

していない事を示唆している。（シリナカリンビロート大学，チュ

ラロンコン大学との共同研究） 

研究交流活動

成果 
 前年度に引き続き天然薬物の構造，合成，活性発現機構について研究を

進めてきた。 

 プロテインフォスファターゼ（PP）は，細胞内情報伝達系に於ける鍵
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となる酵素であり，その機能解析と制御のためにアイソザイム選択的な

PP 阻害剤の発見，開発が期待されている。昨年，よく知られている強力

な PP-2 の阻害剤であるオカダ酸（OA），PP-1 の選択的阻害剤であるトー

トマイシン（TTM）とは全く異なる化学構造を有しているにも関わらず，

PP-1 阻害活性を示すと報告されている海産アルカロイド，ドラグマシジ

ン Dの化学合成に着手した。本天然物と PP-1 との結合様式を解析するた

めに，コンピュータによるドッキングシュミレーションを行った。また，

その合成を目指し，2つのインドールが連結したピラジン構造をパラジウ

ム触媒によるクロスカップリング反応を用いて合成する収束的合成のた

めの方法論を開発した（カセサート大学との共同研究）。 

 最近，ある種のフグの卵巣中に多量に含まれていることが明らかになっ

たフグ毒テトロドトキシン類縁体の一つ 5,6,11-トリデオキシテトロドト

キシンの完全化学合成（全合成）を完成させた。また，本化合物のグアニ

ジンに含まれる２つの窒素を安定同位体 15N で標識したものもあわせて合

成した。テトロドトキシンの生合成は全く解明されていないが，今後，こ

の化合物を使った生合成経路の解明を目的とした LC-MS/MS によるトレー

サ実験が行われる予定である。同様に，天然類縁体である 6,11-ジオキシ

テトロドトキシンとその安定同位体の合成も検討中である。なお，過去に

合成した 5,11-ジデオキシテトロドトキシンを標品にして，ごく最近ある

種のフグがこの誘導体を保有していることを LC-MS/MS 分析によって初め

て明らかにした。 

 海洋生物は発光生物の宝庫として知られている。昨年，トビイカの生

物発光の過程で発光タンパク質シンプレクチン中に発生する短寿命中間

体の不斉炭素の立体配置を解析する方法論を研究した。今年度は，二枚貝

発光タンパク質フォラシンの生物発光の分子機構の解明に着手した。ま

ず，この発光系の発光素子（低分子）であるデヒドロセレンテラジン（DCL）

の構造活性相関を調べ，発光タンパク質シンプレクチンの場合と異なり，

極めて厳格な基質特異性を示すことを明らかにした。また，タンパク質フ

ォラシンと DCL との結合に関わるシステイン残基を，LC-MS/MS によって

特定する事に成功した（スリナカリンウイロー大学との共同研究）。 

 マクロファージにおける脂肪滴合成阻害活性を示し動脈硬化症の予防

薬のリード化合物として期待されているインドールアルカロイド セスペ

ンドールの合成を開始した。本天然物をセスキテルペン部分と芳香環部分

に分けて合成し，最後に連結させて合成する計画である。セスキテルペン

部分は Wieland-Miescher ケトンから[2,3]-Wittig 転位を鍵反応として合
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成した。2つのイソプレン側鎖をもった芳香環部分は，Claisen 転位を使

って合成した。現在，クロスカップリングを使った両者の連結と全合成を

検討中である（チュラボーン研究所との共同研究）。 

 菌類から単離された生理活性物質の構造化学的，合成化学的研究として，

テルフェニルキノン天然物に関する構造決定を目的とした合成研究を行っ

た。ある種の菌類から単離されたキナーゼ阻害活性を示すテルフェニルキ

ノンは，その提出構造に誤りがあることが明らかになった。そこで，まず

高精度量子力学計算に基づく NMR のケミカルシフト予測を利用してその訂

正構造を提案した。ついで，それを実際に合成し真の化学構造を解明する

計画である。カテコールの臭素化によって二臭素化物を得て，鈴木カップ

リング反応によってテルフェニル骨格を得た。現在，キノンへの酸化を検

討している（ランカンパン大学との共同研究）。一方，計画していたキノコ

茶樹茸から単離されたチャキシン類の合成は，実施できなかった。 

 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

79 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）



様式８ 

 

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） 阿部 郁朗  東京大学 大学院薬学系研究科 教授 

（英文） Ikuro Abe, Professor, Graduate School of 

 Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

 Wanchai De-Eknamkul, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流人数 

（※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

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 

実績 4/18  4/18 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/114   2/114 

実績 2/114  2/114 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/114 4/20  6/134 

実績 2/114 4/18  6/132 

② 国内での交流      1 人／1人日 

２２年度の研

究交流活動 

マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成研究 

Pueralia 属植物の培養細胞におけるイソフラボン生産変動を分析した。ま

た，多くの薬用植物の有効成分であるフラボノイド・イソフラボノイドの

代謝調節機構の解明のため，形質転換植物における生合成遺伝子の過剰発

現・発現抑制の効果を分析した。 

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 

タイ産 Ophiorrhiza 属植物についてカンプトテシン生産とトポイソメラー

ゼ I遺伝子配列を解析した。 

テルペノイドの生合成研究 

取得した全長 cDNA を酵母発現ベクターに組込み酵母での機能解析を試み
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た。C. stellatopilosus の葉より生合成遺伝子のクローニングを試みた。

フェノール類の生合成研究 

オオバゲッキツの若葉から新規Ⅲ型 PKS 遺伝子のクローニングを行っ

た。また，G. mangostana より得られた全長 cDNA について，大腸菌に異種

発現を行った。 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

タイ生薬データベースに収載されている411種の薬用植物のうち89種につ

いてデータベースを構築した。また，タイ国 2 箇所で収集した生薬「Kam 

phaeong chet chan」の核 ITS 領域及び葉緑体 trnK-rps16 spacer 領域の解

析を行った。 

その他 

9 月 27 日から 11 月 19 日まで，シリパコーン大学 Bunyapa 

Wangwattana 博士が滞在し，「タイ産 Phyllanthus 属の自然変異：生

合成遺伝子と代謝プロファイリング」という課題で研究を行った。

また，１１月４日に，北里大学白金キャンパスで開かれたフォロー

アップミーティングに参加し，「Natural variation of Thai 

Phyllanthus: analysis of biosynthetic genes and metabolic 

profiling」と言う題目で講演した。（日本大学・青木准教授） 

 

 平成 22 年度は，2 名のタイ側研究者，Natsajee Nualkaew（東京

大学），Bunyapa Wangwattana（日本大学）を受入れ，4 名の日本側

研究者（東京大学・阿部教授，脇本講師，千葉大学・斉藤教授，富

山大学・朱助教）ならびに 1名の大学院生（静岡県立大学・金城）

を派遣した。 

研究交流活動

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) Pueralia 属植物の培養細胞にメチルジャスモン酸，酵母抽出物などを

添加することによるイソフラボン生産変動を分析した。 

(2) 多くの薬用植物の有効成分であるフラボノイド・イソフラボノイドの

代謝調節機構の解明のため，形質転換植物での生合成遺伝子の過剰発

現・発現抑制の効果を探求した。特にフラボノール合成酵素遺伝子の

過剰発現ミヤコグサ毛状根の解析より，光照射によりフラボノール生

成が促進されること，栄養飢餓や光照射により含量が変動する未知成

分が出現することを見出した。 

 

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 

(1) タイ産 Ophiorrhiza 属植物についてカンプトテシン生産とトポイソメ
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ラーゼ I 遺伝子配列を調べた。その結果，カンプトテシン含有種には

自己耐性を付与するアミノ酸残基置換が存在することが明らかになっ

た。 

 

テルペノイドの生合成研究 

(1) Alangium lamarckii ならびに Lagerstroemia speciosa 由来のトリテ

ルペン合成酵素遺伝子のクローニングを試みて，再度，取得した全長

cDNA を酵母発現ベクターに組込み酵母での機能解析を試みたが，生成

物は確認できなかった。 

(2) Croton stellatopilosus 由来 plaunotol の生合成に関与する P450 遺

伝子探索をめざして，葉より調製した cDNA を鋳型に PCR を行い，部分

断片を得た。 

 

フェノール類の生合成研究 

(1) Murraya paniculata の若葉から mRNA を抽出した。続いて在来のⅢ

型PKSとの配列相同性を基盤とするprimerを用いたRT-PCR法によ

り約 600bp のコア配列を増幅した。更にコア配列に特異的な primer

を作成し，3'-及び 5'-RACE 法を行い，新規Ⅲ型 PKS 全長配列の決

定を試みた。オオバゲッキツより１種類のⅢ型 PKS と類似した配列

を示す新規 cDNA クローンを取得できた。取得した新規Ⅲ型 PKS の

コア領域の配列を検討したところ，典型的 CHS である Medicago 

sativa 由来 CHS との間で 55.4%，の配列相同性を示した。 

(2) Garcinia mangostana より，ベンゾフェノン生合成に関与する全長 cDNA

について，大腸菌に異種発現を行い，機能解析に成功した。  

 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

(1) タイ生薬データベースに収載されている薬用植物のうち 89 種に，

GenBank の Accession 番号を記載し，PubMed (Nucleotide) とリ

ンクさせたことにより，これらの種に由来する生薬を同定する際

の参考情報が得られ易くなった。 

(2) The 9th Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Program

において，Salacia 属植物及びそれらに由来する生薬の核 ITS 領

域と葉緑体 trnK-rps16 spacer 領域の遺伝子解析の結果を報告し

た。タイ国の S. chinensis 1 検体の同定に疑問が持たれたが，今

回，S. chinensis に由来するとされるタイ生薬「Kam phaeong chet 

chan」の 2 領域の塩基配列を決定したことにより，タイ国産 S. 

chinensisと考えられる種の標準的な塩基配列が明らかになった。
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この配列は，スリランカやインドに分布する S. reticulata や S. 

oblonga とは明らかに異なる配列であった。 

その他 

シリパコーン大学 Bunyapa Wangwattana 博士の滞在中の研究は，タイ

の重要な薬用資源である二種の Phyllanthus 属植物（L. amarus と P. 

urinaria）を，自生している植物や種々の生薬製品から確実に同定す

るための技術開発を目的としたもので，DNA 多型と代謝プロファイル

差異の双方について検討を行った．これらのアプローチについては今

後も継続して適宜共同研究を行う予定である。（日本大学・青木准教授

受入） 

 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

24 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 



様式８ 

１０－２ セミナー 

 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業「次の 10 年を担う天然薬物研究：

新しい挑戦と共同研究の未来像」 

（英文）Natural medicine research for the next decade:  New 

challenges and future collaboration 

開催時期 平成 22 年 12 月 8 日 ～平成 22 年 12 月 9 日（2日間） 

開催地（国（地域）名，

都市名，会場名） 

（和文）タイ国・チュラロンコン大学薬学部 

（英文） Thailand, Faculty of Pharmaceutical Sciences,  

 Chulalongkorn University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

松本欣三 

国立大学法人 富山大学 和漢医薬学総合研究所・教授 

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. Pintip Pongpech 

Dean ， Faculty of Pharmaceutical Sciences ， Chulalongkorn 

University 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（タイ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 6/30

B. 26/52

C. 7/14

 

タイ 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 81/162

 

 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 

 

合計 

<人／人日> 

A. 6/30

B. 26/52

C. 88/176

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない
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でください。） 

 

セミナー開催の

目的 

 平成 13 年度から始まった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，今年で最終年度を迎える。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の発表を通し

て，本事業参加者の情報共有を促し，ポスト「拠点交流事業」の方向

性，研究者交流のあり方，進め方について議論し，本事業の成果をさ

らに発展させることにある。また本事業で育成された若手研究者が各

参加研究機関において研究推進の中核的役割を担いだしている。この

事実を踏まえ，それら研究者の積極的な参加を促して，日本・タイ研

究者間ネットワークの構築と，自立的研究を推進できる人材の育成に

つなげることを目指す。 

セミナーの成果  研究発表者数は，タイ 127 名（演題発表 13 名・ポスター発表 114 名），

日本 45 名（演題発表 13 名・ポスター発表 32 名）の合計 172 名で，全

参加者数は 330 名であった。口頭発表では，これまでの共同研究成果

の集大成の場として，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，活発な質疑応答が行われた。またセミナー開催の

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 を設け，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，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。 

 また開会式では，タイ国チュラポン王女 H.R.H. Princess Chulabhorn 

Mahidol 御臨席のもと，JSPS バンコク事務所，竹内様並びに田辺様に

御出席いただいた。チュラロンコン大学長の挨拶に続き，同王女の基

調講演が行われ，その様子は報道機関によりタイ国一般市民にテレビ

中継され，両国にとって開催の意義は大きい。 

 なお，ジョイントセミナー開催前日に JSPS バンコク事務所長，竹

内様との懇談の席で御報告したところであるが，2 年後の 2012 年には

本事業のフォローアップセミナーを開催する方向でタイ側と合意して

おり，事業終了後のタイ拠点交流の発展が多いに期待される。 
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セミナーの運営

組織 

Honorary Advisors  

Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn Mahidol, President 

of Chulabhorn Research Institute 

Professor Dr. Soottiporn Chittmittrapap, 

Secretary-General, National Research Council of Thailand 

 

Advisory Committee 

Dr. Ikuo SAIKI, Executive Vice President, 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. Ikuro ABE, Professor, Graduate School of Pharmaceutical 

Sciences, The University of Tokyo 

Dr. Chu Quoc TRUONG, Director, National Hospital of 

Traditional Medicine, Vietnam 

Dr.Nguyen Minh KHOI, Director, National Institute of 

Medicinal Materials (NIMM), Vietnam 

Dr.Wandee Taesotikul, 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 
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Dr. Mangkorn PRAPUNWATTANA , Dean, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Naresuan University 

Dr. Sirirat PINSUWAN, 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 

Organizing Committee 

Chairpersons:  

Dr. Pintip PONGPECH, Dean, Faculty of    Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Somsak RUCHIRAWAT, Associate Vice-President for 

Research, Chulabhorn Research Institute 

Dr. Kinzo MATSUMOTO, Professor, Institute of Natural 

Medicine, University of Toyama 

 

Members 

Dr. Mayuree TANTISIRA, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Dr. Khanit SUWANBORIRUX, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Vimolmas LIPIPUN, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Dr. Wanchai DE-EKNAMKUL, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Rutt SUTTISRI, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Dr. Linna TONGYONK, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Dr. Anuchai TEERAROUNGCHAISRI, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Naruporn SUTANTHAVIBUL, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Warangkana WARISNOICHAROEN, Faculty of Pharmaceutical 
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Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Vipaporn PANAPISAL, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Natsara JIRUNDORN, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

Phatcharin SITTHICHANKUNA, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Suchanan PIMPANG, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Chulalongkorn University 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容         金額 

内訳 

 旅費        998,975 円 

 学会登録料     849,232 円 
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相手国側 内容                金額
A.Revenue                Thai Baht 
   Registration from Japan side      334,602.50 
   Registration from Indian and Chinese participants 
                       33,157.50 
   Registration from Thai side       232,000.00 
   Sponsorship from Government Pharmaceutical Organization
                       150,000.00 
   Financial support from National Research Council of 

Thailand (NRCT)             350,000.00 
  Total revenue             1,099,760.00 
 
  
B.Expense  
1.Compensation                53,260.00 
 1.1 Over-time payment for local staff    26,260.00 
 1.2 Remuneration for Peer Review Committee 10,000.00 
 1.3 Award money for poster presenters (3 x 3,000 baht) 
                        9,000.00 
 1.4 Other compensation            8,000.00 
2.Overhead                 551,301.59 
 2.1 Welcome reception (60 guests x 400 baht) 
 2.2 Farewell dinner (100 participants x 480 baht) 
 2.3 Banquet ( 260 participants x 500 baht) 
                       161,200.00 
 2.4 Lunch during conference  (260 participants x 2 days x 150 

baht) 
 2.5 Coffee break during conference (260 participants x 2 days 

x 2 meal/day x 50 baht)          144,154.59 
 2.6 Conference room rental (2 days x 14,000 baht/day) 
                       28,000.00 
 2.7 Publication of Proceeding Book     84,262.50 
 2.8 Poster board rental and LCD Projector maintenance 
                       24,342.50 
 2.9 Domestic travel expenses         2,960.00 
 2.10 General overhead            38,090.00 
 2.11 Cleaning service            18,120.00 
 2.12 Decoration and furniture rental for conference room 
                       12,200.00 
 2.13 Opening ceremony expenses       13,472.00 
 2.14 Bus rental               24,500.00 
3.Supply                  92,178.29 
 3.1 Office supplies and other conference materials 
                        82,178.29 
 3.2 Souvenirs for coordinators, chairs and co-chairs 
                        - 
 3.3 Other household supplies        10,000.00 
4.Utilities                  8,231.00 
4.1 Mailing and telephone expenses (Domestic and International)
                        3,231.00 
 4.2 Utilities                5,000.00 
5. Subsidizing expense           59,976.00 
5.1 Contribution for Academic Development (10% of Registration 

revenue)                  59,976.00 
6. Contingency                  - 
6.1 General contingency             - 
 Total Expense             764,946.88 
   
Net Difference between Revenues and Expenses 334,813.12 



 46

 

 

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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/5  1/5 

実績 2/12  2/12 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/10   2/10 

実績 1/4  1/4 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/10 1/5  3/15 

実績 1/4 2/12  3/16 

②  国内での交流     16 人／16 人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

Chulalongkorn 

University・ 

Dean, 

Associate 

Professor・ 

Pintip 

Pongpech 

 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 28 日－

7/31 日 

日本側連絡協議会に参加し，今後の拠点

大学交流事業についての打合せを行う

ため 

富山大学和漢医

薬学総合研究

所・教授・松本

欣三 

タイ国・バン

コク・チュラ

ロンコン大学 

平成 22 年 

12 月 6 日－

12/11 日 

 

今後の拠点大学交流事業についての打

合せのため 

富山大学和漢医

薬学総合研究

所・教授・済木

育夫 

タイ国・バン

コク・チュラ

ロンコン大学 

平成 22 年 

12 月 6 日－

12/11 日 

 

今後の拠点大学交流事業についての打

合せのため 



 47

千葉大学大学院

薬学研究院・教

授・石川 勉 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

東京大学大学院

薬学系研究科・

助教・森田洋行 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

名古屋大学大学

院生命農学研究

科・教授・ 

西川俊夫 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

広島大学大学院

医歯薬学総合研

究科・教授・ 

大塚英昭 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

九州大学大学院

薬学研究院・ 

准教授・ 

田中宏幸 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

岐阜薬科大学・ 

教授・ 

稲垣直樹 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

北里大学北里生

命科学研究所・

教授・ 

山田陽城 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

明治薬科大学 

・教授・ 

齋藤直樹 

日 本 ・ 富 山

市・富山大学

和漢医薬学総

合研究所 

平成 22 年 7

月 30 日 

 

第 11 回連絡協議会 

富山大学和漢医

薬学総合研究

所・教授・松本

欣三 

日本・東京・

八重州倶楽部 

平成 23 年 2

月 28 日 

 

第 12 回連絡協議会 
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富山大学和漢医

薬学総合研究

所・教授・済木

育夫 

日本・東京・

八重州倶楽部 

平成 23 年 2

月 28 日 

 

第 12 回連絡協議会 

千葉大学大学院
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様式８ 

１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 558,740  

外国旅費 15,067,195  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,479,333  

その他経費 1,044,732  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0   

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 1,674,960 0/0 

第２四半期 6,227,805 18/469 

第３四半期 3,191,110 48/576 

第４四半期 7,056,125 8/8 

計 18,150,000 74/1053 

 

 


