
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
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                      

   交流課題に係るホームページ：http://                                         

 

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 

 

 

 

 

 



 

       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 
・Viet Nam National Institute of Medicinal Materials 
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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．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

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

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

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

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

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

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

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

努力が成されている。 

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

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

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

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

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

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

新しい薬物の開発を行なう事を本事業の目標とする。 

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

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

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

マラリア）をターゲットとした研究 

②天然薬物成分の化学的および分子生物学的研究 

③タイ産薬用植物のデータベースの作成 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

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

用植物への免疫化学的アプローチを目的として研究交流を行った。 

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 

癌あるいは癌転移や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。 

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共同開発を活発に行うとともに、C

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

行った。 

研究課題 4. : 天然物の構造，合成，活性発現の分子機構の研究 

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

分変換法による抗腫瘍活性の改善研究等を行った。 

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

 研究，及びタイ産薬用植物のデータベースの確立 

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

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

的として研究交流を行った。 

 

７．平成２０年度の研究交流目標 

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

 4



 

期待される。 
 

８．平成２０年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

 それぞれの課題内組織づくりを強化する。具体的には，昨年度から実施している課題内

交流企画を引続き今年度も継続して行うことで，研究交流のより一層の発展を推進する。

なおタイ・ベトナム・日本の個人プロファイルデータの作成を今年度完成させることで，

相互の研究に関する情報を整備し，より強化なネットワークづくりを推進する。 

 

８－２ セミナー 

 共同研究課題のグループ間での情報交換，成果発表，今後の事業の方向性の明確化及び

若手研究者の育成を目的とした JSPS－NRCT ジョイントセミナーは，平成２０年１２月３－

４日にタイのバンコクで開催予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 日本国内では，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，今年度

研究交流計画実現のための具体的実施事項及び次年度計画について協議する。この決定事

項をタイ側コーディネーターに伝え，研究者交流を通した共同研究の推進を目的として実

施する。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 

９－１ 相手国との交流計画 

（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）  34/184    34/184 

タイ(NRCT） 15/813     15/813 

ベトナム  1/5    1/5 

       

       

合計 15/813 35/189    50/1002

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

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

 

 

９－２ 国内での交流計画 

 11 ／ 11（人／人日） 
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