
 

拠点大学交流事業  

平成２１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（９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 

 

 

 

 

様式１ 
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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 

 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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・Viet Nam National Hospital of Traditional Medicine 
・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．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 

１．タイ産薬用資源植物からの新規化合物の単離並びに強力なオピオイド受容体アゴニス

ト活性化合物の創製に成功し，研究を進展することができた。（高山Ｇ） 

２．タイ国産天然物活性成分に抗腫瘍効果を示す成分と抗がん薬の多剤耐性因子のひとつ

である P糖タンパク質の発現誘導効果を示す可能性のある天然物成分を見出した。（上

野Ｇ） 

３．クマリン系化合物のＮＯ阻害活性物質としての同定に成功した。（石川Ｇ） 

４．タイ産熱帯植物エキスライブラリーの構築を継続して行い，抽出エキスに対するスク

リーニングを通じて，興味深い生物活性天然物の単離および作用機構解析を行った。

これらにより，目標としていた計画通りの成果をおさめている。（石橋Ｇ） 

５．我々のグループはタイ有用資源の中で抗老化作用を有する植物を選択し，それらに含

まれる有用成分を迅速，簡便に検出しうる免疫化学的分析手法を開発してきた。（九大

Ｇ） 

６．Dalbergia parviflora 中のエストロゲン様化合物の探索研究は概ね目標を達成し，新

たな展開も期待される。タイ薬用植物中の抗エストロゲン様物質研究も成果は上がり

つつ有る。（梅原Ｇ） 

７．神経保護作用に関する研究においては新たに in vitro 脳虚血モデルを作製することに

成功し，一つの天然薬物成分を例にその効果と予想される機序を明らかにすることがで

きた。また研究交流活動として Khon Kaen 大学 Chantana Boonyarat 博士を受入れ，抗

酸化作用と NOS阻害活性を有する薬物の効果を in vivo 脳内マイクロダイアリシス法に

より精査し，当初期待されたデータを得ることができたと言える。（松本Ｇ） 

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 

現在まで，概ね予定通り，研究活動並びに学術交流を遂行している。研究成果について

も順調に得られつつある。 

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 

平成 20 年度は特に抗 HSV 薬開発研究を中心に研究交流活動を行った。オキシベラト

リオールを含有するクリームの開発研究が軌道にのりつつある。（服部） 

 抗トリパノソーマ薬の探索の共同研究について派遣研究者及び受入研究者の交流を

通じ，ほぼ目標を達成できた。（山田） 

 吸収性改善を目的とした医薬品のナノ微粒子化，特に物性評価に関する研究が交流

活動をもとに進展した。（山本） 

 医薬品ナノ微粒子の調製と懸濁液からの薬物吸収に関する研究が交流活動をもとに

進展した。（森部） 

 タイ国の研究者（Chanprapaph 博士）の招聘，及び，私たちのチェンマイ大学，チュラロ

ンコン大学への訪問により，タイ国との研究交流を実施できた。（関水） 
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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 

 タイからの受け入れ研究者との共同研究、最新の分析法の習得も順調に進み，天然薬物

の活用に必要不可欠な構造解析，化学変換などの基盤が固まりつつある。 

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

 研究，及びタイ産薬用植物のデータベースの確立 

 タイ側共同研究者の成果が順調に上がってきており，また日本側で先行研究として

行なってきた III 型ポリケタイド合成酵素，シトクロム P450 およびシトクロム還元酵

素に関する研究では，タイ産薬用植物成分，特に薬理活性フラボノイドおよびテルペ

ノイドの生合成研究にとって有用な成果を得た。 

 前年までの成果の多くを，第８回 NRCT-JSPS Joint Seminar および拠点交流セミナー（千

葉）にて発表した。 

 

７．平成２１年度の研究交流目標 

平成 20年度に本拠点大学交流事業に参画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・参加希望者に書面と

して開示した。そこで本年度は①これらの情報をデータベース化してインターネット上で

広く公開することにより，本事業での研究交流をより実効性の高いものにするとともに，

本事業参加者および協力機関の社会的説明責任を果たす。②また本拠点大学交流事業での

これまでの実績・成果の維持に留まらず，更なる向上を企図して各課題でテーマの絞り込

み及び重点化を図る。そのために日本側およびタイ側からの交流事業参加希望者の選考に

おいては，重点化テーマに関連する課題を提案するものについて優先的に派遣ないしは招

聘することとした。③本拠点大学交流事業における若手研究者育成の一貫として，平成 19

年度より大学院生に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

つつある。今年度も大学院生を対象とした国際学術交流体験実習プログラムを継続実施す

るために，本事業コーディネーター並びに各課題代表者を派遣する際にはフォローアップ

ミーティングと大学院生教育プログラムを企画開催する。具体的には，10 月～12 月の間に

共同研究の一環として課題１～５の各課題の日本側派遣研究者が企画し，タイへ派遣の際

に同行する大学院生が口頭発表（10 分～15 分程度，ディスカッション，研究紹介等含む）

を行い，タイ側の若手研究者も参加することで，更なる若手研究者育成を目指す。各課題

それぞれ 20 名程度の参加人数を予定している。 

 

８．平成２１年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

 各課題でテーマをしぼり重点的に取り組む。具体的には，以下の各課題の重点テーマに

沿った，研究目的が明確な研究者による共同研究を実施することで，成果を上げて行く。

また課題内の国内研究者間の交流を推進するために，招へい研究者を含む日本側参加研究
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者間のフォローアップミーティングを実施する。招へい研究者が来日する予定の多い，10

～12 月に各課題代表者が企画実施予定で，20～30 名の参加人数を予定している。なお昨年

度末完成し，今年度初めに Web 上で公開予定のタイ・ベトナム・日本各参加研究者個人プ

ロファイルによる研究情報ネットワークを活用することで，一層の研究交流を図る。 

 

各課題重点テーマ 

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 

Chemical and pharmacological studies on natural medicines with nervous  

system action 

課題２：免疫疾患の克服を目指した天然薬物研究 

Studies on natural medicines for overcoming immune diseases 

課題３：感染症に有効な天然薬物の開発 

Development of natural medicines effective for infectious diseases 

課題４：生理活性天然物の構造解析及び化学合成 

Structure analysis and chemical synthesis of biologically active natural 

products 

課題５：生合成酵素の構造と機能解析 

Structural and functional analyses of biosynthetic enzymes 

 

 

８－２ セミナー 

なし 

 

 

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。 

相手国との交流については， 2009 年 9 月にチュラロンコン大学薬学部長の任期切れに

ともないタイ側コーディネーターの交代が予定されているため，日本側コーディネータ

ーを含めて２名がタイ側拠点大学での打合せを実施予定である。またタイ側からコーデ

ィネーター２名が，次年度計画についての打合せのため来日予定である。
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９．平成２１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）  29/163 0   29/163 

タイ(NRCT） 19/917     19/917 

ベトナム 0      

       

       

合計 19/917 29/163    48/1080

 

※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 

 21 ／ 21（人／人日） 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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（JSPS）
タイ

(NRCT） 
 計 

〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 

日本（JSPS） 

〈人／人日〉 

  

6/34 

  

6/34 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

5/225 

   

5/225 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

5/225 

 

6/34 

  

11/259 

② 国内での交流     3 人／3人日 
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２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

１．抗腫瘍活性物質に関する研究 

１－１. 腫瘍細胞に対する細胞毒性作用を持つことが明らかとなった

タイ産マチン科植物含有インドールアルカロイドに関する医薬化学

的研究と作用発現機構解明のための研究を実施する。（高山Ｇ） 

１－２．抗がん薬の作用発現に関係する P 糖タンパク質発現制御を行う

活性成分の探索を行うとともに，難治性がん腫の治療メカニズムを

解明する研究を行い，本作用を発現する天然活性成分の探索を行う。

さらに，新しいがん治療の可能性を模索するため，がん細胞におけ

るコネキシン遺伝子発現抑制を解除する天然薬物活性成分の探索を

行う。(上野Ｇ) 

１－３．タイ産熱帯植物抽出物ライブラリーを構築し，(1) Wnt シグナ

ル伝達阻害活性，(2) ヘッジホッグシグナル伝達阻害活性，(3)デス

受容体増強活性の３つのシグナル伝達経路を標的としたスクリーニ

ングを行い，生物活性物質の分離・精製および活性物質の化学構造

の決定，さらには作用発現メカニズムを解析する。（石橋Ｇ） 

 

２．脳機能改善に関する研究 

２－1. 認知症改善薬創製のためのシーズ化合物の取得を目的として，タ

イに自生するヒカゲノカズラ科，ユリ科，ヒガンバナ科を中心とし

た薬用資源植物の調査・探索研究を行い，有効化合物の単離，活性

評価，全合成を含めた化学的研究を実施する。（高山Ｇ） 

２－２．一部メカニズムを明らかにした sominone の記憶促進作用をさら

に検討し，RET や ACK1 がどのように記憶形成に関わるかを明らかに

するとともに，アルツハイマーモデルマウスにおける sominone の作

用を検討し，抗認知症薬としての有用性を解明する。（東田Ｇ） 

２－３．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，機能解析を行う。(宮

本Ｇ) 

２－４．前年度構築した in vitro 脳虚血モデルを用いて天然薬物及び

その成分の神経障害に対する保護作用とそれを仲介する分子機構に

ついて，さらに詳細な検討を加えると共に，老化促進動物での脳虚

血病態を作製して漢方薬を含む天然薬物の高次神経機能障害に対す

る予防効果や治療効果を検討する。(松本Ｇ) 

２－５．情動障害モデルとしてうつ病態モデルとして学習性無気力動物

や心的外傷後ストレス病態動物を作製し，天然薬物成分等の効果お

よび作用機序について調べるとともに，前年度，情動障害との関連
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性が推測されたセロトニン２C 受容体遺伝子の編集およびその翻訳

蛋白機能に及ぼす天然物の効果を検討し，天然物の作用機序と新規

向精神薬としての可能性を明らかにする。(松本Ｇ) 

 

３．抗酸化物質の探索 

３－１．緑茶に含まれる抗酸化作用を有する化合物の単離とその安定性，

および生物活性について引き続き調査する。（戸井田Ｇ） 

 

４．免疫系に関する研究 

４－１．タイ産果実由来のペクチンに関する構造決定法および腸管免疫

系に対す作用を調査する。（戸井田Ｇ） 

 

５．エストロゲン活性物質に関する研究 

５－１．強力な女性ホルモン様作用を有する miroesterol に対して高い

分子認識能を示す抗体を作製し，本抗体を活用した免疫化学的分析

手法の開発を行い，含有植物の品質評価のみならず，資源探索研究

にも応用する。 (田中Ｇ) 

５－２．タイ薬用植物 Dalbergia parviflora (マメ科) より得られた，

エストロゲン様作用を持つフラボノイドの絶対立体構造と生理活性

の相関を検討し，新たな医薬品リードあるいは機能性食品素材とし

ての可能性を追及する。（梅原Ｇ） 

５－３．抗エストロゲン様作用を示した Vitex glabrata （クマツヅラ

科） や Smilax corbularia （サルトリイバラ科）に着目し，その有

効成分の解明をはかる。（梅原Ｇ） 

５－４．強力な phytoestrogen である miroestrol の合成研究を続行す

る。（石川Ｇ） 

 

６．鎮痛活性物質に関する研究 

６－１. タイ産アカネ科植物に含有されるインドールアルカロイドを利

用してオピオイド受容体探索素子として機能する分子を設計合成

し，中枢神経系に作用するアルカロイド類のケミカルバイオロジー

研究を実施する。（高山Ｇ） 

 

７．関節リウマチの発症要因と遺伝子多型 

７－１．関節リウマチ発症要因としての候補遺伝子の多型解析を行い，

関節リウマチ発症要因と程度の人種差と遺伝子多型頻度の違いを明
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らかにする。(上野Ｇ) 

 

８．コレステロール低下作用物質の探索研究 

８－１．赤米から単離された血中コレステロール低下作用をもつ化合物

について，構造の決定および作用メカニズムについて調査する。（戸

井田Ｇ） 

期待される成果 

これまでの実績を踏まえ，タイ産薬用資源植物から，（１）強力な

オピオイド受容体アゴニスト活性化合物や（２）抗腫瘍効果を示す

成分，そして（３）エストロゲン様化合物に加え抗エストロゲン様

物質等の薬理活性成分の創製が可能である。また，抗老化作用を有

する植物中の有用成分を迅速かつ簡便に検出しうる免疫化学的分析

手法は，まさに確立出来る段階にある。さらに，神経保護作用に関

する研究では，新たに作製した in vitro 脳虚血モデルを用いた活性

成分の同定も可能になった。このようにして，本研究が課題とする

「老人性疾患の予防と治療」に対して大きな効果が期待される。 

日本側参加者数  

22 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

93 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

 Khanit Suwanborirux, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流予定人数 

（※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（JSPS）
タイ

(NRCT） 
 計 

〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 

日本（JSPS） 

〈人／人日〉 

   

 7/39 

   

  7/39 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

4/261 

   

 4/261 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

4/261 

 

7/39 

  

11/300 

② 国内での交流     3 人／3人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

1.  瘀血との関連を示した内皮機能障害のバイオマーカーについ

て，疾患モデルを用いて桂枝茯苓丸の効果を検討する。また，

桂枝茯苓丸の糖尿病改善作用の機序，臓器線維化抑制機序につ

いて確認し，活性物質の検索を行う予定である。 

2.  タイの伝統医療でアレルギーに効果があると言われている薬

剤を，当研究室のアレルギーモデルで薬理評価を行いたい。 

3.  動物胆汁製剤および n-3 系脂肪酸が非ステロイド性抗炎症剤

に及ぼす影響を明らかにする。またその機構を脂質メディエー

ター産生との関連から解析する。 

4.  TNF-・によるEGF受容体のSer/Thrリン酸化およびエンドサイ

トーシス機構について，様々なヒトがん細胞株でも同様な現象

が認められるのかを検討する。特に，EGF 受容体の遺伝子変異
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によりがん化しているヒト肺がん細胞株や，乳がん細胞株を中

心に解析し，炎症に伴うがん悪性化と EGF 受容体の Ser/Thr リ

ン酸化の関連性があるのかを解析する。 

5.  これまでに我々は，膜結合型ケモカイン CX3CL1 が骨芽細胞に

その受容体 CX3CR1 が破骨細胞に発現していることを見出して

いる。今年度は，これら CX3CL1 と CX3CR1 の相互作用を遮断す

ることで破骨細胞分化が抑制できるかを確認する。その方法と

しては CX3CL1 中和抗体による破骨細分化阻の評価を予定して

いる。 

6.  チェンマイ大学薬学部の研究者から恵与を受けた，イランイラ

ンノキの成分検索をさらに継続する。これまで単離に成功した

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。またトウダイグサ科クロトン属の

成分検索を試みる。クロトン属はＰＭＡの含有が期待され，同

様に生物活性試験に期待がもたれる。 

7. (1)これまでにアトピー性皮膚炎治療に用いられる 4 種の方剤

の抗アレルギー作用を検討してきた。最近，ダニ抗原を反復

曝露して誘発する新しい皮膚炎モデルが確立できたため，こ

の皮膚炎モデルを用いて抗アレルギー作用を検討し，これま

でに得ている成績と比較する。 

(2)アレルギー症状の軽減に有用である可能性を有する身近な

植物を 14 種選び、このうちの 4 種について抗アレルギー作

用を検討した (平成 20 年度)。平成 21 年度は，これらの植

物について，抗アレルギー作用を確認し，有効性が期待でき

るものについては食用，浴用等の実用化に向けた検討も試み

る。 

(3)JSPS-NRCT のプログラムに基づいて来学された Silpakorn 

大学の Juree Charoenteeraboon 博士のサンプルを提供して

いただければ，追加の検討を加え，成績のとりまとめを行い

たい。 

8. (1)昨年度青色海綿 Xestospongia sp.の極微量二次代謝産物と

して世界に先駆け見出したレニエラマイシン・エクチナサイ

ジン ハイブリッド天然物の化学変換および生物活性試験を

実施する。 

(2)これまでに引き続きレニエラマイシン系海洋天然物の全合

成を達成する。 
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(3)レニエラマイシン Mの in vivo 制がん活性試験を行い、その

結果を考察し、創薬開発候補化合物を選定する。 

(4)プーケット島沿岸で群体ホヤ Ecteinascidia thurstoni の採

集を実施し、エクチナサイジン 770 を入手し、新たな誘導体

の合成と生物活性試験を実施する。 

9. 「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 21 年度の研究交流活動を予定

している。タイ国がん研究所 Dr. Pongpun Siripong 氏と引き

続き研究交流を行う。 

      21 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)に腫瘍細胞にアポトーシスを誘導

する可能性を見出したので，この点をさらに詳細に検討する。 

      可能であれば，タイ国への出張（研究打ち合わせ）およびタ

イ国から Dr. Pongpun Siripong 氏の短期招聘を行いたい。 

10. Andrographolide によるシトクロム P450 発現亢進作用のメカニ

ズム解析を引き続き行うとともに、Andrographolide の代謝物

がその作用を有していることが示唆されるため，それらを合成

し，in vivo および in vitro で検討する予定である。 

期待される成果 

これまでに実施してきた研究により，免疫疾患や癌転移等に関わ

る重要な制御機構が明らかにされ，様々な生物試験系が確立できた。

また，すでにタイ側から提供された天然薬物の効果について試験が

行なわれ有望な試験結果が得られつつあるが，さらに密接な学術交

流を図り，新たな生物活性を持つ天然薬物の探索が進むものと期待

される。さらに，一部のものは実用化を視野に入れた段階へと進展

する可能性が期待される。 

日本側参加者数  

24 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

68 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 

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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

 Pornpen Pramyothin, Associate Professor, Faculty of 

 Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

交流予定人数 

（※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（JSPS）
タイ

(NRCT） 
 計 

〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 

日本（JSPS） 

〈人／人日〉 

  

5/29 

  

5/29 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

3/154 

   

3/154 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

3/154 

 

5/29 

  

8/183 

② 国内での交流     1 人／1人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

（富山大学） 

  1. トリテルペンの A環の開裂した種々の化合物を合成し、その

HIV-1 プロテア ーゼ、HCV プロテアーゼに対する阻害活性

を調べる。 

  2. 天然から単離したトリテルペン及びその誘導体の HIV-1 プ

ロテアーゼ阻害様式を明らかにする。（服部分担） 

 

（北里大学） 

①タイ側との共同研究により供給されたタイ国産生薬エキスについ

て、抗マラリア活性，抗トリパノソーマ活性および抗インフルエ

ンザウイルス活性についてスクリーニングを行い、有望な生薬素
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材をピックアップする。 

選別した素材についてタイ側と分担し，活性成分の精製および構

造の同定を行う。 

強い活性の認められた候補物質については in vivo の評価系によ

り評価を行う。（北里大学・山田 G/マヒドン大学/チュラロンコン

大学）。本研究のうち、抗トリパノソーマ症物質の探索に関する研

究は、熱帯病治療薬探索のための国際機関 DNDi（Drugs for 

Neglected Diseases initiative）との緊密な連携を通じたプロジ

ェクトであり、共同研究により熱帯病治療薬創成のためのリード

化合物を見出すことが期待できる。 

②タイ国王プロジェクトである霊芝の薬効成分に関する研究につい

て、高分子多糖に関する研究情報をタイ側に提供する（北里大学・

山田 G/マヒドン大学）。（山田分担） 

 

（千葉大学） 

近年開発される医薬品の多くは難水溶性であることから、製剤化

検討における医薬品の溶解性改善は非常に重要な位置付けを占めて

いる。薬物の溶解性を改善する手段としてのシクロデキストリン

(CD)による包接化は数多くの検討がなされてきており、すでに実用

化に至った例もある。密封加熱法は、ホスト分子とゲスト分子をガ

ラスアンプルに密封した後、一定時間加熱することにより複合体を

得る方法で、簡便な操作で溶媒を用いることなく複合体を調製する

ことが可能である。我々はこれまで、密封加熱法を用いてシクロデ

キストリンや V 型アミロースとゲスト分子との複合体形成やそのメ

カニズムについて検討を行い、密封加熱による包接化合物形成では、

系中の水分量が形成する包接化合物の構造に大きく影響することを

認めている。 

２１年度は、密封加熱によるサリチル酸（SA）とγ-シクロデキス

トリン（γ-CD）の包接化合物形成について、 

①SA-γ-CD 包接化合物の化学量論比の決定、 

②包接化合物形成に及ぼす水分量の影響、 

③包接化合物の構造評価、について検討、 

を行う。密封加熱の場合は加熱温度や加熱時間が包接化合物形成に

大きく影響する。水分量も含め各パラメータを変化させて試料を調

製することで、得られた包接化合物中で薬物がどのような構造で包

接されているのか、特に固体状態における構造について、粉末Ｘ線
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回折測定や熱測定、固体 NMR 測定などの結果をもとに評価する。 

 さらに、可能であれば別の薬物や 2 種類の薬物を組み合わせてγ

-CDに包接させることが可能か否かについても検討する。（山本分担） 

 

 アスコルビン酸は抗酸化作用を持ち、医薬品、化粧品原料及び食

品添加物等として広く用いられている。近年、アスコルビン酸の安

定性を向上させる目的で各種アスコルビン酸誘導体が合成されてい

る。当研究室ではこれまで、アスコルビン酸誘導体を用いた難水溶

性薬物の可溶化・微粒子化の検討を行ってきており、アスコルビン

酸グルコシドと難水溶性薬物クラリスロマイシンの混合粉砕により

ナノ微粒子が得られることを明らかにしている。またアスコルビン

酸誘導体を用いた薬物キャリアーはキャリアーそのものが抗酸化作

用を持つため、酸化による封入薬物の分解が抑制されることが期待

される。ラクトン環に炭素鎖を結合させた、L-ascorbyl 6-palmitate 

(ASC-P)や L-ascorbyl 6-olate 等のアスコルビン酸エステルは界面

活性作用を持ち、エマルションやミセル、リポソーム等薬物キャリ

アーへの応用が報告されている。一方、アスコルビン酸の 2 位及び

6 位にパルミトイル基を導入した L-ascorbyl 2,6-dipalmitate 

(ASC-DP)は、抗酸化作用を示すことから化粧品基材等に用いられて

いるものの、DDS 分野における報告はほとんどない。これは ASC-DP

単独では水に分散せず、単独ではミセルやリポソームを形成するこ

とが出来ないためと考えられる。そこで、ASC-DP を安定に分散させ

る目的で界面活性剤を添加しナノ微粒子キャリアーの形成を試み

る。さらに得られたナノ微粒子に医薬品を封入することで DDS 製剤

としての有用性を検討する。（森部分担） 

 

（東京大学） 

 平成２０年度と同様、タイ国チュラロンコン大学の Santad 

Chanprapaph 博士を招聘し、研究交流をはかりたい。この招聘の特

長は、実際に来てくださった研究者にこちらの研究室で実験をして

もらうことにある。それにより、日本で確立されたカイコによる医

薬品評価方法の技術をタイ国に持ち帰ってもらうことが可能とな

る。さらに共同研究論文を国際誌で発表することにより、タイ国と

の交流を国際水準に引き上げることが必要である。具体的な投稿先

と し ては、 私 が編集 長 を務め て いる  Drug Discovery and 

Therapeutics という英文誌を考えている。（関水分担） 
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期待される成果 

① 現在世界的に最も深刻なウイルス性疾患とされるエイズ、C型肝

炎ウイルスなどに有効な天然物由来の化合物を明らかにし、さら

にこれらをリード化合物とした新しい抗ウイルス薬の開発に結び

つけることができる。 

② ヘルペスウイルスに有効な塗布薬の開発が既に進行しており、製

品化に結びつくことができる。 

③ 抗マラリア、抗トリパノゾーマ、抗インフルエンザに有効なタイ

国産生薬が明らかになり、これらを利用した新薬の開発に結び付

けることができる。 

④ 医薬品の薬剤学的共同研究が推進され、新しい知見が蓄積され

る。 

⑤新しい昆虫を用いた薬効評価法が確立され、タイ薬用植物の評価

に貢献できる。 

日本側参加者数  

14 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

36 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 

6 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 

交流予定人数 

（※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（JSPS） タイ(NRCT）  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉
 〈人／人

日〉 
 〈人／人日〉

日本（JSPS） 

〈人／人日〉 

  

4/26 

  

4/26 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

3/132 

   

3/132 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

3/132 

 

4/26 

  

7/158 

② 国内での交流  1 人/1 人日 

２１年度の研究交

流活動計画及び期

待される成果 

 

 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

いて研究を進める。 

 薬物と標的タンパク質との相互作用の分子レベルで明らかにす

ることは、薬物の開発の基礎となる。タイ地域で頻発している食

中毒の原因物質の一つに下痢性毒オカダ酸があるが、この化合物

と類似の構造と生物活性を示すトートマイシンの作用機構の研究

を行う。オカダ酸、トートマイシンの標的タンパクは、薬物標的

としても魅力的な蛋白質脱リン酸化酵素（PP）である。トートマ

イシンの詳細な結合位置の特定と、蛋白質機能阻害の分子機構を

解明するために、トートマイシンを分子プローブとするタンパク

質 PP の新しい化学修飾法の開発をおこなう。 

 珊瑚礁海域で多発しているシガテラ毒の活性本体は、シガトキ
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シンであり昨年度その化学全合成に成功した。この合成シガトキ

シンを用いて、モノクローナル抗体の調製に必要なハプテンを供

給し、ELISA によるシガトキシンの超微量検出法の開発を目指す。

また、ミニシガトキシンと名付けたシガトキシンの活性をミミッ

クすると期待されている化合物の化学合成もあわせて推進する。 

 フグ毒の活性本体であるテトロドトキシンの類縁体の一つ

5,6,11-トリデオキシテトロドトキシンは、最近になってあるフグ

の卵巣中にテトロドトキシンと同じくらいの量が含まれているこ

とがわかり、毒性をほとんど示さないにもかかわらず、その存在

意義など大変興味を集めている。本研究では、昨年度に引き続き、

この化合物の化学合成を推進する。 

 タイの特産であるシルクを生産するカイコは休眠卵を使って休

眠するが、その覚醒には、TIME-EA4 と呼ばれる蛋白質が関与して

いる事が分かっている。このタンパクに結合している糖鎖は、カ

イコの系統によって微妙に異なり、休眠卵の覚醒に影響を与えて

いる可能性がある。本研究では、質量分析法（ＭＳ）を用いて、

この糖鎖構造の詳細を明らかにする。 

 海洋発光生物トビイカの発光機構の研究は、前年度までに発光

タンパクシンプレクチンと低分子の発光素子デヒドロセレンテラ

ジンの結合するアミノ酸を特定してきた。トビイカが生物発光す

る際には、この両者が結合した時にセレンテラジンに不斉炭素が

発生するが、その立体配置については明らかになっていない。本

研究では、CD スペクトルを用いて、不斉炭素の立体配置を明らか

にする方法論を開発する。また、デヒドロセレンテラジンの光学

活性なホモログを合成し、これをプローブとする研究も行う。 

 インドールアルカロイドは天然薬物の宝庫であり、海洋生物や

亜熱帯植物からさまざまな生物活性を示すものが発見されてい

る。本研究では、インドールがテルペノイドによって修飾されて

いるハイブリッド型の天然物の化学合成を展開する。具体的には、

インドール骨格への逆プレニル基の導入法の開発とセスキテルペ

ン骨格を含むインドール構造の収束的な合成法の開発を行う。研

究は、テルペノイドインドールアルカロイドの化合物ライブラリ

ーの創出の基礎となる。 

 

 以上の研究を、おもに Chulaborn 研究所（CRI）との共同研究と

して行うが、それ以外にチュラロンコン大学薬学部、コンケン大
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学、ブラパ大学、国立衛生研究所（NIH）などとも共同研究を進め

ており、これも継続する。 

 

期待される成果 

この研究交流で期待される最大の成果は、タイ側の研究者が、天

然薬物を活用して新しい薬物を開発する際に必要不可欠な基盤技

術である構造解析・化学合成技術などを格段に向上させるところ

にある。また、天然薬物の活性発現機構の分子機構の研究で重要

な、薬物の標的タンパク質の質量分析による最新の解析技術の習

得も重要な成果となる。付随的には、以下の研究成果が期待され

る。 

 シガテラ中毒やフグ毒中毒原因物質のアナログとしてミニシガ

トキシンとテトロドトキシン誘導体の化学合成による供給が期待

される。これら合成化合物は、抗体調製に必要なハプテンとして

供され、ELISA による超微量検出法の開発が期待される。 

 一方で、最新質量分析法によるタンパク質の分析では、薬物と

その標的タンパク質の相互作用研究のモデルとして、以下の結合

様式の解明が進むだろう。タンパク質脱リン酸化酵素とその阻害

剤トートマイシンの結合位置や、発光生物トビイカの発光タンパ

ク質シンプレクチンと低分子発光素子デヒドロセレンテラジンと

の結合構造を質量分析によって解明する方法の開発は、薬物とそ

の標的タンパク質の相互作用研究に応用可能となる一般性のある

きわめて重要な方法論となることが期待される。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

74 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 
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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） 渋谷 雅明  東京大学 大学院薬学系研究科 准教授 

（英文） Masaaki Shibuya, Associate 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 

交流予定人数 

（※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（JSPS）
タイ

(NRCT） 
 計 

〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 

日本（JSPS） 

〈人／人日〉 

  

5/25 

  

5/25 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

2/135 

   

2/135 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

2/135 

 

5/25 

  

7/160 

② 国内での交流    2 人／2人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

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

子ならび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に

ついて、無菌植物体および培養細胞における添加物による発現誘導

について検討する。 

(2)フラボノイドおよびイソフラボノイド生合成、特にフラボン合成

酵素Ⅱ、イソフラボノイド合成酵素、イソフラボン 2'−ヒドキシラ

ーゼなどのシトクロム P450 について、ミヤコグサ CPR を発現した酵

母を利用し機能解析する。 

(3) また一連の生合成酵素の転写解析を行い、フラボノイド、イソ
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フラボノイドの蓄積と酵素遺伝子発現の対応を検討する。 

 

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) 前年度までにアルカロイド生産と自己耐性メカニズムを明らか

にした２種のタイ産アカネ科 Ophiorrhiza 属植物に加え、さらに複

数のタイ産 Ophiorrhiza 属植物についても同様の解析を進め、植物

の進化と化学多様性を明らかにする。 

(2) 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 経路の他の遺伝子のクローニング

を行う。 

(3) 得られた MEP 経路遺伝子の発現解析を行い、M. speciosa の毛

状根培養系での発現の有無を調べ、インドールアルカロイド生産と

の関係を検討する。 

 

テルペノイドの生合成研究 

（1）前年度 Alangium lamarckii よりクローニングしたトリテルペ

ン合成酵素 ALB の機能解析を継続し、生成物の構造解析を行う。 

（2）A. lamarckii より得られたもう一つのクローン(ALA）の全長

cDNA のクローニングと機能解析を行う。 

（3）Centella asiatica より得られた 2種の新規トリテルペン合成

酵素に関し、全長 cDNA のクローニングと機能解析を行う。 

（4）バナバ（Lagerstroemia speciosa）から得られたトリテルペン

合成酵素遺伝子の部分断片の配列を解読し、さらに全長 cDNA のクロ

ーニングを行う。 

（5）Croton stellatopilosus 由来 plaunotol の生合成に関与する

P450 遺伝子のクローニングを行う。Plaunotol の生合成が葉緑体で

行われている可能性が高いため、C. stellatopilosus より葉緑体の

分離精製を行い、ここから RNA の抽出を行う。 

（6）トマト果実におけるプレグナン型配糖体の生合成に関与する酸

化酵素遺伝子のクローニングを行う。トマト EST データベースより

絞り込み、大腸菌にて発現させたタンパク質の機能解析を行う。 

 

フェノール類の生合成研究 

（1）Garcinia mangostana より得られた 2種の III 型ポリケタイド

合成酵素遺伝子の全長 cDNA クローニングを行う。 
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（2）G. mangostana より・-mangostin の生合成に関与すると思われ

るプレニル基転移酵素遺伝子のクローニングを行う。 

（3）ニンジン（Daucus carota）のファイトアレキシンである

6-methoxymelleinの生合成に関与すると思われる還元酵素のクロー

ニングを行う。 

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

タイド合成酵素に関して、様々なスターター基質を用いた機能解析

を行い、ピペリンの生合成に関与するか否かを検討する。 

(5) Murraya paniculata, Boesenbergia pandurata, Eclipta 

prostrata より得られた III 型ポリケタイド合成酵素遺伝子の触媒

機能および精密構造解析を行なう。 

 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

(1) タイ産 Curcuma 属生薬・植物の分析を継続する。また、セスキ

テルペン及びクルクミノイドを産生する Curcuma 属植物を培養し、

植物ホルモンを作用させることにより発現量が変動するタンパク質

を網羅的に分析することで二次代謝に関連するタンパク質を同定す

る。 

(2) 東南アジアに分布する麻薬植物 Mitragyna speciosa 他、

Mitragyna 属 植 物 の 遺 伝 子 多 型 と 成 分 （ mitragynine, 

7-hydroxymitragynine など）の多様性を解析する。 

 

期待される成果 

マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成研究 

 フラボン合成酵素Ⅱ、イソフラボノイド合成酵素、イソフラボン 

2'−ヒドキシラーゼなどのシトクロム P450 一連の生合成酵素の転写

解析を行い、フラボノイド、イソフラボノイドの蓄積と酵素遺伝子

発現の対応が明らかとなれば、マメ科植物のイソフラボノイドの生

合成の動的機構が解明されることになり、イソフラボノイドの生産

性向上などへの応用的な貢献が可能となる。 

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 

 前年度までにアルカロイド生産と自己耐性メカニズムを明らかに

した２種のタイ産アカネ科 Ophiorrhiza 属植物に加え、さらに複数

のタイ産 Ophiorrhiza 属植物についても同様の解析ができれば、植

物の進化と化学多様性の解明への道が拓ける。 
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テルペノイドの生合成研究 

 Cenntella asiatica から得られたオキシドスクアレン閉環酵素

(OSC)の一つ CAK はアミノ酸配列の相同性からダンマレンジオール

合成酵素、あるいは、混合アミリン合成酵素と推測される。どちら

の機能を持つかが判明すれば、OSC の分子進化において新たな知見

が得られることになる。 

フェノール類の生合成研究 

 ニンジン（Daucus carota）のファイトアレキシンである

6-methoxymellein の生合成には、従来にはないタイプのポリケタイ

ド合成酵素(PKS)が関与していると、酵素精製の結果から考えられて

いる。しかしながら、近年の III 型 PKS が植物フェノール類の生合

成に深く関与しているとの知見からすれば、6-methoxymellein の生

合成に III 型 PKS が関与している可能性が高い。ニンジンから III

型 PKS をクローニングし、6-methoxymellein の生合成への関与が証

明できれば、植物フェノール類の生合成が大きく進展する。特に、

この反応には還元酵素が関与しており、還元酵素を同定する事がで

きれば、還元型フェノール類の生合成の全貌を解明する大きな手が

かりを得る事ができる。 

 また、最近の、クルクミン合成酵素が III 型 PKS であるという報

告から判断すれば、コショウの成分ピペリンの生合成にも III 型 PKS

が関与している可能性が高い。本年度、ピペリンの生合成に III 型

PKS の関与が証明されれば、植物フェノール類の生合成は飛躍的な

進展をみせることになる。 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

 本年度、東南アジアに分布する麻薬植物 Mitragyna speciosa 他、

Mitragyna 属 植 物 の 遺 伝 子 多 型 と 成 分 （ mitragynine, 

7-hydroxymitragynine など）の相関が解明でき、タイ産薬用植物の

データベースが構築できれば、麻薬植物の成分研究、麻薬植物栽培、

違法麻薬捜査などに応用が可能となり、多方面の研究者が恩恵を得

ることになる。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側（タイ）参加者数 

23 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

なし 

 

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 

日本 

<人／人日> 

 
2/10 

 
2/10 

タイ 

<人／人日> 
2/10 

  
2/10 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 
2/10 2/10 

 
4/20 

②  国内での交流       11 人／11 人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 523,200 

国内旅費、外国
旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 16,476,640 

謝金 0  

備品・消耗品購入費 850,000  

その他経費 300,160  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 大学が負担する 

計 18,150,000 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 1,815,000 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

 合  計 19,965,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 922,210 3/54 

第２四半期 4,756,080 21/367 

第３四半期 10,681,480 43/643 

第４四半期 1,790,230 2/37 

合計 18,150,000 69/1101 

 


