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拠点大学交流事業  

平成２１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                    

   交流課題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（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：富山大学 学長 西頭 德三   

 コーディネーター：富山大学 和漢医薬学総合研究所 教授 松本 欣三 

     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： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）  

1） Chulalongkorn University, Faculty of Pharmaceutical Sciences 

2） Chulabhorn 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（所属部局・職・氏名）：（英文）  

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（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．平成２１年度研究交流目標 

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。 

 

７．平成２１年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 今年度の取組みとしては，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

タベースをホームページ上（http://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/skokusai/gigyou/Kyot

en-DataBase/2009/index.html）で公開したことが挙げられる。この公開によって今後の研

究者間交流の一層の推進に役立つと思われる。 

 またコーディネーター及び課題１～５各課題代表者の派遣時にタイでのフォローアップ

ミーティングを企画・開催し，日本側，タイ側双方の若手研究者育成に大きく貢献した。 

 なおタイ招へい研究者を含む日本でのフォローアップミーティングを名古屋大学（西川

俊夫教授主催），明治薬科大学（齋藤直樹教授主催），富山大学（松本教授主催）の３大学

で開催し，国内研究者間の交流推進を図ることが出来た。 

  

７－２ 学術面の成果 

本事業がはじまってから９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２８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２３報，研究課題３（肝炎（肝障害を含む）及び数
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種の感染症に有効な天然薬物の研究）では２９報，研究課題４（天然薬物の構造・合成・

活性発現の分子機構の研究）では１５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６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） 

 

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： 

拠点大学交流事業によるフォローアップミーティング開催の機会を利用して，過去 2 回

（平成 19 年度及び 20 年度）にわたり，学生を主体とする研究発表会をタイ・バンコクに

て併催し，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。これは和漢薬・伝統薬物に関する研究の最前線に立ち，将来の研究

の中核を担う日本・タイ両国の大学院学生・若手研究者の養成と国際感覚とコミュニケー

ション技術の醸成には極めて有意義であった。本年度はこれを継続し，さらに推進するた

めに「拠点大学方式による学術交流事業を活用した三位一体型の国際性育成支援プログラ

ム」を企画して富山大学の学長裁量経費を獲得した。この経費を日本側大学院生４名の渡

航・滞在費に充当し，本事業のフォローアップミーティング（開催日：平成 21 年 11 月 18

日，場所：チュラロンコン大学薬学部）の学生セッションにおいて英語での口頭発表と質

疑応答を実体験させることができた。また本交流事業では，日本側研究者がタイの大学機

関を訪問する際にも計５名の大学院生の渡航・滞在費を支援し，英語での口頭発表と学生

研究者交流を図った。 

2)タイ・ベトナム若手研究者を対象とした養成： 

本拠点交流事業における研究者育成の観点から，タイ若しくはベトナムより学生・研究

者を拠点枠国費留学生として大学院博士課程に受け入れている。平成 20 年度末にベトナム

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））

を取得した。現在，３名が富山大学医学薬学教育部に修学し，チュラロンコン大学薬学部

からの派遣留学生 Ms. Salin Mingmalairak が学位（博士（薬学））取得の見込みとなった。

さらに富山大学は和漢医薬学総合研究所とベトナム国立薬物研究所（NIMM）が部局間交流

を締結したことに合わせて NIMM より派遣研究者１名を受入れ，研究者養成を図った。 

 

７－４ 社会貢献 

本事業課題が対象としている疾患のうち，癌，エイズ，肝炎などの難治性疾患，ヘルペ

スウイルス感染，水痘帯状疱疹ウイルス等については共同研究の更なる進展がみられてい

る。とりわけ，タイ国生薬由来成分 Oxyresveratol 含有クリームの抗単純ヘルペスウィル

ス薬としての応用開発では病態モデルにおける有効性の前臨床試験と，毒性試験実施に向

けた大量精製法の検討が進展している。 

一方，課題１ではアルツハイマー病等の老人性疾患に有効性が期待される天然薬物や成
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分についても前臨床的研究の進展が見られ，今後，本事業の成果の大きな社会貢献の一つ

になると期待される。また抗酸化物質探索研究から緑茶抽出物をニキビ治療薬として試行

した結果，有効性を証明する成果が得られ，医薬品への展開が図れる可能性が新たにでて

きた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本拠点事業の目的を達成し，実りある成果を挙げるために，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。本年度も名古屋大学（協力大学），富山大学（拠点大学）

および明治薬科大学（協力大学）において派遣研究者の受入期間に合わせて，計３回，国

内フォローアップミーティングを開催した。このような課題内・課題間の研究者交流は，

日本とタイとの間だけでなく，本事業参加者の研究者間ネットワークの構築に繋げること

が可能であり，構築と維持を図るための方策が必要である。拠点校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推進のため

の国際協力拠点オフィス（ICCO:International Cooperative Center Office）を設置する

方向で合意した。 

過去１０年近くにわたる本拠点事業の大きな成果の一つとして，数多くのタイ側若手研

究者を育成した。今日では，タイ側拠点のチュラロンコン大学やチュラボーン研究所のみ

ならずタイ国内の地方大学（ベトナムも含む）において学術研究の中心的役割を担う地位

につく人材をも輩出している。今後は，本拠点事業で育成されたそれらの研究者の自立的

研究活動を支援することが必要である。中でも 1）上述の研究者間ネットワークの構築と 2）

日本学術振興会のアジアコアやアジア・アフリカ学術基盤形成事業等の申請・獲得を通し

た日本・タイ両国からの支援が有効となる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  １０１本 

   うち，相手国参加研究者との共著 ２０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  ７本 
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８．平成２１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 27 人［総員数 158 人日］であ

り，タイ国側から日本を訪問した研究者は 18 人［総員数 940 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 62 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 

平成２１年度も，１．抗腫瘍活性物質に関する研究，２．脳機能改善に関する研究，３．

抗酸化物質の探索，４．免疫系に関する研究，５．エストロゲン活性物質に関する研究，

６．鎮痛活性物質に関する研究，７．関節リウマチの発症要因と遺伝子多型，８．コレス

テロール低下作用物質の探索研究，の８つの研究活動を計画した。特に，２．脳機能改善

に関する研究を中心とする「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」を重点テーマに位置づけ，研究交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：6名［総員数 37 人日］，タイからの受入研究者：5名［総員数 228

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，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，アジュバント関節炎，小腸粘膜傷害の抑制等を指標に様々な創薬開発に関する

研究交流を行うため，タイ側からの研究者を受け入れた。特に，重点テーマ「免疫疾患の

克服を目指した天然薬物研究」として実施している中で，アジュバント誘発関節炎ラット

において桂枝茯苓丸エキスが大動脈の eNOS･iNOS･VCAM-1 の蛋白発現が抑制することや，食

物アレルギーモデルにおいてウコン，桂皮，山椒，大黄の抽出物に有効性を見出した。ま

た，21 年 11 月 18 日にタイ，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：8名［総員数 43 人日］，タイからの受入研究者：4名［総員数 261

人日］，ベトナムからの受入研究者:1 名［総員数 62 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 

1. タイ国生薬に含まれる oxyresveratol を含有するクリームを調製して，このクリー

ムの単純ヘルペスウイルス感染に対する有効性を招聘研究者により検証するため，

まず oxyresveratol 耐性ウイルスの分離を行った。またその抗水痘帯状疱疹ウイル

ス活性を明らかにした。 

2. C 型肝炎ウイルスの増殖に必須な酵素である HCV プロテアーゼをターゲットとした

阻害物質の探索のため，トリテルペンを出発原料として A-soco 型の誘導体に導き，

これらが HIV プロテアーゼを強く阻害することを見出した。また黄芝からの抗プロ

テアーゼ活性を有するトリテルペンの阻害様式が二量体形成阻害によることを明

らかにした。さらに招聘研究者により新しい C型肝炎ウイルスプロテアーゼ阻害物
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質探索系の構築をはかった。 

3. カイコの感染モデルを構築し，このアッセイ系を使って招聘研究者が持参したタイ

薬用植物の抗菌治療活性を評価し，陽性サンプルのあること及び活性物質の部分精

製に成功した。 

4. タイ国産植物エキスから強い抗トリパノソーマ活性を有する物質を見出し，その構

造を明らかにした。 

5. 北里大学からは 3名がマヒドン大学を訪問し，共同研究の打合せを行った。 

その他，千葉大学から派遣された教員はマヒドン，チュラロンコン，スリナカリンウィ

ロー，シラパコーン大学を訪問し，講演や研究者との交流を行った。 

（日本からの派遣研究者：5 名［総員数 26 人日］，タイからの受入研究者：4 名［総員数

184 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研究者に移転するために，

食中毒の原因物質，カイコの休眠卵の覚醒にかかわるタンパク質，海洋産アルカロイド類，

海洋生物発光を題材に共同研究，研究交流をおこない，以下のような成果を得た。 

 創薬標的タンパク質として魅力的なタンパク質脱リン酸化酵素（PP）の阻害剤であるト

ートマイシン（TTM）の類縁体を合成し，その中に天然物を超える活性を示す化合物を見出

した。タンパク質 PP のＸ−線結晶構造解析の結果を使ってその結合様式を推定した。一方，

インドールのベンゼン核に逆プレニル基を直接導入する新合成法を開発し，本法をもちい

てインドール 2 位に逆プレニル基を有するニコチン性アセチルコリン受容体増強活性物質

デフォルミルフルストラブロミンの合成を行った。また，タイ特産であるシルクを生産す

るカイコの休眠卵覚醒に関わるタンパク質 TIME-EA4 の糖鎖構造を，質量分析法（ＭＳ）を

用いて明らかにした。その結果，タイ産のカイコと日本のカイコでは糖鎖構造が微妙に異

なり，休眠卵の覚醒に影響を与えている可能性があることを明らかにした。 

（日本からの派遣研究者：4名［総員数 28 人日］，タイからの受入研究者：3名［総員数 132

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 

本年度においては，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後

述，１０－１のとおりの成果を達成した。マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成

研究ミヤコグサ CPR との共発現による酵母リコンビナント系の利用や形質転換毛状根の作

成により，フラボノイド・イソフラボノイド生合成系酵素機能の解析手段が大幅に拡大・

改良された。特に，重点テーマとした生合成酵素の構造と機能解析については，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，また，結晶構造
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機能解析の試みが進行中である。 

（日本からの派遣研究者：4名［総員数 24 人日］，タイからの受入研究者：2名［総員数 135

人日］） 

 

８－２ セミナー 

 今年度は開催していない。平成２２年１２月７日～８日にはタイ・バンコクにて JSPS－

NRCT ジョイントセミナーを開催予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 タイ・ベトナム・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・ベトナムを訪問した研究者が 2 名［総員数 10 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 21 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 10 人［総

員数 10 人日］であった。 

 なおタイ側との今後の研究協協力体制について話し合うための，富山大学和漢医薬学

総合研究所・松本コーディネーターと広島大学大学院医歯薬学総合研究科・大塚英昭教

授との研究者交流は 1人［総員数 1 人日］であった。 
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９．平成２１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> 

ベトナム 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  29/163 0/0 29/163 

実績 29/164 2(2)/4 29/168 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 19/917   19/917 

実績 18/940  18/940 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 1/62 0/0 1/62 

合計 

<人／人日> 

実施計画 19/917 29/163 0/0 48/1080 

実績 19/1002 29/164 2(2)/4 48/1170 

 

※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 

  21 ／ 21 <人／人日>   18 ／ 18 <人／人日> 
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１０．平成２１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 6/37  6/37 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 5/225   5/225 

実績 5/228  5/228 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/225 6/34  11/259 

実績 5/228 6/37  11/265 

② 国内での交流       3 人／3人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

１．抗腫瘍活性物質に関する研究 

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

インドールアルカロイドを単離し，既知化合物からの化学変換を行った

（Tetrahedron Lett., 2009）。単離アルカロイドの各種生物活性評価を

行った。千葉大学博士後期課程 1 年山田洋介が平成 21 年 12 月 12 日か

ら 17 日までチュラロンコン大学薬学部に派遣され，JSPS-NRCT Graduate 

Student Follow-up Meeting in Natural Medicine Research (R1)に参

加し，本研究課題で得られた Gelsemium 属植物含有アルカロイドに関す

る研究成果，すなわち Gelsemium elegans より単離した新規オキシイン
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ドールアルカロイドのスペクトルによる構造解析と化学変換による構

造決定について発表を行い，研究討論した。（高山Ｇ） 

１－２．P-gp の発現抑制に有効なコネキシン遺伝子について化学療法の感

受性を改善する可能性を悪性中皮腫細胞に対して見出した。さらに千葉

大学佐藤洋美助教は平成 21 年 11 月 29 日から 12 月 3 日まで派遣され，

チュラロンコン大学で参加した報告発表会でコネキシンの作用につい

て報告すると共に，この遺伝子の発現回復に有望な活性成分の探索研究

遂行に参考とすべく，薬用植物由来成分の応用薬理研究や動物実験モデ

ルの技術及び解析方法について情報交換した。この結果，薬理作用の評

価手法の伝授ならびに新たに薬用植物由来成分の評価をするため平成

22年度にタイから2名の研究者並びに1名の大学院学生を招聘すること

となり，受入を決定した。(上野Ｇ) 

１－３．３種の各々のスクリーニング試験を行った。その中で，デス受容

体増強作用活性をもつと判定したシンクシ科 Combretum quadrangulare

の植物エキスについて，活性を指標に分画を行った。その結果，4 種の

フラボノールおよび7種の新規シクロアルタン型トリテルペンを含む13

種の化合物を単離した。特にその中のフラボノール化合物の一つは，顕

著なデス受容体増強作用をもつことが判明した。Wnt シグナルおよびヘ

ッジホッグシグナルに関しても同様に活性成分の探索を行い，数種の興

味深い活性成分を単離し，化学構造を明らかにした。（石橋Ｇ） 

２．脳機能改善に関する研究 

２－1. 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

った。また，アセチルコリンエステラーゼ阻害活性を有する新規

Lycopodium アルカロイドを含む各種アルカロイドの全合成を達成した。

（高山Ｇ） 

２－２．Sominone 投与により，重篤なアルツハイマー病モデルマウス 5XFAD

における記憶障害が改善されることを明らかにした。Sominone 投与マウ

スでは，脳内の axon の形成が高まっていること，アミロイド β の若干

の減少が認められた。（東田Ｇ） 

２－３．10 月 20～22 日に Songkhla 大学を訪問し，タイ産海洋天然物から

の神経疾患治療薬のシーズ探索研究についての進捗状況報告並びに今

後の研究計画について Plubrukarn 博士との打ち合わせを行った。特に，

タイ産棘皮動物由来ガングリオシドの単離と評価などについて助言を

行った(宮本Ｇ)  

２－４．老化促進動物モデル SAMP8 の認知障害，情動障害，脳内神経可塑

性に関わる因子の発現量を指標に，漢方薬冠元顆粒の効果を検討した。
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その結果，本漢方薬が加齢による記憶障害を改善し，それには神経シグ

ナリング蛋白機能の回復が関与することを明らかすることができた。 

交流活動：マヒドン大学より Piyanuch Rojsanga 博士を受入れ，学習記

憶に重要な脳内受容体の一つであるα7 ニコチン性アセチルコリン受容

体および M3 ムスカリン性アセチルコリン受容体を発現させたツメガエ

ル卵母細胞系を用いて NCI 的中化合物及び Crebanine の影響を検討し

た。その結果，試験した NCI 的中化合物はα7受容体と M3 受容体に対し

て遮断作用を有し，そのうち一種が M3 受容体の作動薬として働く可能

性を明らかにした。またチュラロンコン大学より受入れた Pasarapa 

Towiwat 博士は，糖尿病性の認知障害モデル動物の構築を目指した基礎

検討を行った。(松本Ｇ) 

２－５．うつ病態モデルとして学習性無気力動物を作製し，天然薬物の薬

効を評価するための基礎検討として抗うつ薬イミプラミンの行動薬理

学的効果並びに神経化学的影響を調べた。その結果，本薬物の抗うつ作

用にアポトーシス関連因子 BNIP-3 遺伝子の脳内発現変化が関与する可

能性を見出すことができた。またセロトニン 2C 受容体遺伝子上の編集

部位のうちA, B, およびC部位が同時に編集を受けた翻訳蛋白では著し

く受容体機能が低下することを明らかにし，編集と精神疾患発症との関

連性を示唆した。(松本Ｇ) 

３．抗酸化物質の探索 

３－１．緑茶に含まれる抗酸化物質として数種のカテキン類を単離しその

構造を決定した。また，緑茶抽出物をニキビ治療薬として施行した結果，

有効性が証明された。（戸井田Ｇ） 

４．免疫系に関する研究 

４－１．タイ招へい研究者 Lawan Sriphong（シリパコーン大学）と，ペク

チンの糖組成分析法を新たに開発し，タイ産 pomelo 由来ペクチンの構

造を明らかにした。また腸管免疫系細胞由来 L-セレクチンとの相互作用

について調査し，相互作用を明らかにした。（戸井田Ｇ） 

５．エストロゲン活性物質に関する研究 

５－１．10 月 23，24 日に Khon Kaen 大学を訪問し，miroesterol に対して

高い分子認識能を示す抗体の作製研究について進捗状況を報告した。そ

の結果期待した高い認識能を有する抗体が得られていないことから，更

なる検討が必要であるとの意見で一致した。また，上記研究を遂行する

ために Juengwatanatrakul 博士を二カ月間受け入れた。 (田中Ｇ) 

５－２．タイ国にて民間伝承的に婦人病に用いる Dalbergia parviflora（マ

メ科）より得たイソフラボノイドのエストロゲン様作用を J. Nat. 
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Prod.. 72, 2163-2168 に発表した。また，これらの化合物を用いた

ICS-UNIDO との QSAR 共同研究で，エストロゲンレセプターとの結合に

関わる水酸基の重要性を明らかとし，ICS-UNIDO International 

Workshop (Bangkok, Thailand) にて，その成果を報告した。（梅原Ｇ）

５－３．文献未記載の新規化合物を含む抗エストロゲン様物質をタイ薬用

植物 V. glabrata, S. corbularia からそれぞれ 14 種，30 種単離した

成果を，日本薬学会第 129 年会，生薬学会第 56 回年会で報告すると共

に， J. Nat. Prod.. 72, 1954-1959 (2009) に発表した。（梅原Ｇ） 

５－４．分子内転位反応による骨格合成を種々検討した。その結果，期待

した反応は進行するものの，収率等に問題を残し，さらなる条件検討に

迫られ，現在続行中である。また千葉大学石川勉教授が平成 21 年 12 月

10 日から 15 日までチュラロンコン大学に派遣され，フォローアップミ

ーティングに参加及び共同研究を実施した。（石川Ｇ） 

６．鎮痛活性物質に関する研究 

６－１. 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，各種誘導体の合成と活性

評価を行った。その結果，本植物の活性本体を構造修飾した誘導体に，

より強力な鎮痛活性が認められた。千葉大学高山廣光教授が平成 22 年 2

月 15 日から 18 日までチュラロンコン大学薬学部に派遣され，研究討議

した。（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(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

析を行った。ERβ の SNP の 1 つ Rsa 多型頻度が，女性 RA の重症患者で，

軽症患者や対象疾患とした変形性関節症患者とは異なる傾向がみられ，

疾患発症や重症度に関連する可能性が示唆された。また新たに RA 関連

遺伝子として TRAF1 を取りあげ，検討を開始した。(上野Ｇ) 

８．コレステロール低下作用物質の探索研究 

８－１．スクリーニングによりタイ産赤米から抗酸化物質を単離し，その

構造が monakolin K と同定することに成功した。現在その活性発現メカ

ニズムについて検討している。（戸井田Ｇ） 

その他 

・テーマ２（脳機能改善に関する研究）に関連する研究として，タイ招へ

い研究者 Auayporn Apirakaramwong（シリパコーン大学）と，脳梗塞の

原因物質の一つとして注目されているアクロレインについて，培養細胞
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系を用いてタイ産植物抽出物のスクリーニング調査を新たに開始した。

（戸井田Ｇ） 

・Prince of Songkhla 大学とタイ産海洋天然物からの神経疾患治療薬のシ

ーズ探索を目指した棘皮動物由来ガングリオシドの単離，構造決定，機

能解析の共同研究をスタートさせた。 (宮本Ｇ) 

・国内参加研究者交流として，タイ招へい研究者の発表を含む名古屋大学

フォローアップミーティングに，富山大学・松本教授，静岡県立大学・

梅原講師，明治薬科大学フォローアップミーティングに千葉大学・石川

教授が参加した。 

 

以下，本年度の重点研究テーマとして掲げた「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」に分類される代表的成果を示す。

１．アセチルコリンエステラーゼ阻害活性 Lycopodium アルカロイドの合成

ルートを確立した。 

２．Sominone 投与により，重篤なアルツハイマー病モデルマウスで記憶障

害が改善されることを明らかにした。 

３．アポトーシス関連因子 BNIP-3 遺伝子の脳内発現変化が抗うつ作用に関

与する可能性を見出した。 

４．セロトニン 2C 受容体遺伝子上の編集部位が精神疾患発症に深く関連す

ることが示唆された。 

５． 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，各

種誘導体の合成と活性評価を行い，次のステップへと連動する成果を得

た。 

また，その他の研究テーマに関係する代表的研究成果を以下に示す。 

１． Gelsemium eleganse から，抗腫瘍活性が期待される新規インドール

アルカロイドを単離するとともに，既知化合物からの化学変換により，

活性評価のためサンプル供給ルートへの道筋をつけた。 

２． Combretum quadrangulare のから単離したフラボノール化合物に，顕

著なデス受容体増強作用を見出し，抗腫瘍活性候補化合物となることを

明らかにした。 

３．新規化合物を含む抗エストロゲン様物質を V. glabrata, S. corbularia

から単離することに成功した。 

４．緑茶に含まれる抗酸化物質として，数種のカテキン類を単離，構造決

定することに成功した。 
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これらいずれの研究成果は，着実な進展そして今後に繋がるもので，本研

究が課題とする「老人性疾患の予防と治療」に対して期待された成果とし

て充分と言える。 

日本側参加者数  

22 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

93 名 （１３－２（タイ）国側「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  7/39  7/39 

実績 8/43  8/43 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 4/261   4/261 

実績 4/261  4/261 

ベトナ

ム 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 1/62 0/0 1/62 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/261 7/39  11/300 

実績 5/323 8/43  13/366 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

1. アジュバント誘発関節炎ラットに対して桂枝茯苓丸エキスを投与した

ところ，血漿中 NO 濃度には変化を認めなかったが，大動脈の eNOS･iNOS･

VCAM-1 の蛋白発現が抑制された。高脂肪食及びフルクトース負荷２型糖

尿病モデルラットに桂枝茯苓丸エキスを投与したところ，空腹時血糖に

対しては効果を示さなかったが，体重増加抑制・インスリン抵抗性改

善・睾丸周辺白色脂肪組織重量増加が認められた。また，5/6 腎摘進行

性腎障害モデルラットに桂枝茯苓丸エキスを投与したところ，腎間質線

維化が抑制され，その機序として MMP-9 産生亢進に伴う ECM の回復が示

唆された。（柴原） 

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入手
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して実験をすることが困難であったため，当研究室の食物アレルギーモ

デルでの薬物評価の計画を予定通り実行することはできなかった。入手

可能な状況になり次第，平成 22 年度以降，実行する予定である。しか

し，食物アレルギーモデルで，ウコン，桂皮，山椒，大黄などの抽出物

に有効性を見出し，これに関しては，日本で実行可能であるため，平成

２２年度に有効成分の同定を行う予定である。さらに，タイ，バンコク

で開催された JSPS-NRCT Follow-up Meeting (11 月 18 日)に研究室大学

院生が参加し，”Inhibitory effect of Daikenchuto on the motility of 

the mouse distal colon by the blockade of L-type Ca2+ channel.”

のタイトルで口頭発表し，伝統薬物の作用に関する討議を行った。（門

脇） 

3. 熊胆および牛胆をマウスにあらかじめ投与することによって，ジクロフ

ェナクナトリウムによって誘導される小腸粘膜傷害が促進されること

が判明した。小腸内の胆汁酸の変化との関連が示唆された。（渡辺） 

4. ヒト肺がん細胞株 A549，前立腺がん細胞株 DU-145 において EGFR の

Ser/Thr リン酸化が確認された。また，EGFR の活性型変異を持つヒト肺

がん細胞株 PC-9 においては，恒常的な Thr リン酸化が確認された。さ

らに，EGFRとともにEGFRファミリーのErbB3を過剰発現するMDA-MB-468

細胞において，ErbB3 リガンド Heregulin でもリン酸化が確認でき，リ

ン酸化は多くのがん細胞で起こっていることが明らかとなった。（櫻井）

5. CX3CL1 中和抗体は，in vitro における破骨細胞分化を抑制した。さら

に，本抗体を幼若マウスに腹腔内投与したところ，顕著な破骨細胞分化

抑制が観察された。本結果から，CX3CL1，骨粗鬆症等の異常破骨細胞分

化疾病の新規標的分子となり得る。(小泉) 

6.イランイランノキは形態的に２種類が確認でき植物学者によっては変種

と規定している。両者の含有化合物の際について検討を行ったところ，

変形トリテルペンとその配糖体を含有していた。沖縄産クロトン属研究

にヒントを得て，タイ産クロトン属植物を３種入手し，成分の検索と，

活性の検討を行っている。 

本年度はプリンスオブソンクラ大学を訪れて，報告発表会を二回行うと

ともに近くの国立公園に植生の調査を行った。その際，学部間協定の締

結，更には博士課程学生の受け入れを行う手筈を整えてきた。（大塚） 

7. 皮膚炎誘発に用いる抗原はコナヒョウヒダニを培養して調製している

が，本年度はじめに培地にカビが発生したため，再度，ダニの提供を受

けて培養系を再構築した。現在に至っても，安定した培養ができる状態

に復していないため，残念ながらほとんど抗原を調製することができ
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ず，計画した 4 法剤の評価は実施できなかった。 

なおSilpakorn 大学の Juree Charoenteeraboon 博士からサンプルを得

ることができなかったため，成績を加えることはできなかった。 

羚羊角の抗アレルギー作用を検討する機会を得た。羚羊角は経口投与に

より，高用量で PCA による血管透過性亢進を抑制した。また，三相性

皮膚反応の第二相を抑制する傾向を示した。マウス耳殻にハプテンを反

復塗布して誘発する皮膚炎に対し，誘発 6 時間後および 24 時間後の

腫脹を抑制した。羚羊角は即時型アレルギーを抑制する可能性を有して

いると推定される。（稲垣） 

8. 

(1)シーシャン島沿岸に生息する青色海綿 Xestospongia sp.の二次代謝産

物のマイナー成分の検索を行い，新たにレニエラマイシン Tと U命名し

た２つの新規化合物の単離・構造決定に成功した。本品の基本骨格はレ

ニエラマイシンとエクチナサイジンが融合しており，生合成に興味がも

たれる。 

(2)基本骨格の構築手段は確立したものの，1位鎖の立体化学が逆であった。

そこで，1位立体化学の反転と側鎖の修飾について検討した。 

(3)レニエラマイシン Mから様々な誘導体を合成し，ヒト実験腫瘍細胞に対

する in vitro 細胞毒性の検定を行ったところ，1位カルビノールにピリ

ジンカルボン酸がエステル結合した化合物が，活性を増強することがわ

かった。しかし，サンプル量の問題から in vivo 試験を実施するまでに

至らなかった。 

(4)新たなエクチナサイジン 770 の誘導体として第三のテトラヒドロイソ

キノリン環の窒素にアシル基を導入した化合物群をフェノール性水酸

基の保護基としてアリル基を用いて合成した。現在，in vitro 細胞毒性

試験を実施している。 

 なお，久保陽徳は相手側研究者との全体的な研究計画遂行状況の把握の

ため第三四半期にタイに派遣された。（齋藤） 

 青色海綿 Xestospongia sp.のフレッシュな細胞から得られる酵素の粗

抽出物から，レニエラマイシンの生合成に関わる遺伝子クラスターを

PCR により探索した。一方，いくつかのタンパク質を取得し，その機能

について検討した。一部の実験は阿部郁朗教授と久城哲夫助教（東大院

薬）のご指導のもとで実施した。 

招聘：Dr. Taksina Chuanasa （チュラ大薬・第三四半期） 

新たな血管新生阻害剤の開発を目的として，タイ国で入手したトロピカ

ルフルーツの果皮の抽出液について，ヒト臍帯静脈細胞（HUVEC）増殖
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阻害活性と KDR 阻害活性を指標としたスクリーニングを実施したとこ

ろ，マンゴスティン，ロンガン，ジャックフルーツのクロロホルムエキ

スに活性が認められた。現在，活性本体の探索を目指している。（明治

薬大，小山清隆，高取薫，高橋邦夫） 

9.タイ国がん研究所 Dr. Pongpun Siripong 氏と引き続き研究交流，共同研

究を行った。 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)が腫瘍細胞にアポトーシスを誘導する知見を得たの

で，詳細に検討し，論文にまとめた（Biol.Pharm.Bull）。 

 研究交流推進のためにタイ国へ出張し，研究打ち合わせおよび

Chulabhorn Research Institute において講演を行った。Dr. Somsak 

Ruchirawat 氏との研究交流も行った。（奥） 

10.Andrographolideによる薬物代謝酵素発現への影響を網羅的に検討した

ところ，様々な種類の CYP 遺伝子の発現を亢進することを見いだした。

その中でも，特に環境発がん物質の代謝活性化を行う CYP1 遺伝子群の

発現亢進が顕著であった。この作用は性特異的でもあった。さらに，酸

化還元や酸化ストレスに関わる酵素群の発現を増加させることもわか

った。（根本） 

 

 平成 21 年度は，4 名のタイ側研究者 Chittima Managit,Warisada 

Sila-on,Surachai Ngamratanapaiboon（富山大学），Taksina Chuanasa

（明治薬科大学），1名のベトナム側研究者 Bui The Vinh (富山大学)を

受入れ，7 名の日本側研究者（富山大学・櫻井准教授，広島大学・大塚

教授，松浪准教授，明治薬科大学・久保教授，齋藤教授，小山准教授，

静岡県立大学・奥教授）ならびに 1名の大学院生（富山大学・竹野）を

派遣した。課題２として，日本側タイ側両国の大学院生の発表を含むフ

ォローアップミーティングをチュラロンコン大学で開催した。 

 

日本側参加者数  

24 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

68 名 （１３－２（タイ）国側「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 

 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  5/29  5/29 

実績 5/26  5/26 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/154   3/154 

実績 4/184  4/184 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/154 5/29  8/183 

実績 4/184 5/26  9/210 

② 国内での交流       2 人／2人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

（富山大学） 

1. これまでの研究からトリテルペンの A 環の開裂した化合物に顕著な抗

HIV-1 プロテアーゼ活性が認められたので種々の型のトリテルペンを出

発原料として A-seco 型の誘導体に導き，これらが HIV-プロテアーゼを

強く阻害することを見いだした。 

Wei Y., Ma C. and Hattori M.: Synthesis and evaluation of A-seco

type   triterpenoids for anti-HIV-1 protease activity. Eur. J. 

Med. Chem., 44, 4112-4120 (2009). 

2. また，黄芝から単離した抗 HIV プロテアーゼ活性を有するトリテルペン

の阻害様式が二量体形成阻害によることを明らかにした。 

  El Dine R. S., El Halawany A. M., Ma C. M. and Hattori M.:  
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Inhibition of the dimerization and active 

交流活動:タイ招へい研究者 Krit  Thirapanmethee（マヒドン大学）を

受入れ，上記共同研究を行った。          （服部分担） 

 

 タイ国生薬由来 Oxyresveratol クリームの単純ヘルペスウイルス感染皮

膚モデルでの有効性に関する薬効試験を行う。 

 Oxyresveratol クリームの抗単純ヘルペスウイルス薬として開発するた

めの毒性試験とさらなる作用機序の決定を行った。 

1. 作用機序の決定 

 現在，Oxyresveratol 耐性ウイルスの分離を実施している。その耐性株

の親株との遺伝子の差異を検出して，その遺伝子を同定する研究は現在

進行中である。 

2．抗ウイルス活性のスペクトラムとして，水痘帯状疱疹ウイルスに対する

活性を測定し，その抗水痘帯状疱疹ウイルス活性を決定した。 

 Sasivimolphan P, Lipipun V, Likhitwitayawuid K, Takemoto M, 

Pramyothin P, Hattori M, Shiraki K. Inhibitory activity of 

oxyresveratrol on wild-type and drug-resistant varicella-zoster 

virus replication in vitro. Antiviral Research 84(12):95–97, 2009.

３．クリーム製剤とするためには，毒性試験の実施が必須であるので，毒

性試験実施に向けた大量精製法について検討を行う。 

  

 現在，タイ招へい研究者 Vimolmas Lipipun（平成 22 年 2 月 13 日～3 月

14 日）との上記共同研究の結果を投稿準備中である。 

 Topical cream-based oxyresveratrol in the treatment of cutaneous 

HSV-1 infection in mice. Vimolmas Lipipuna, Pattaraporn 

Sasivimolphana, Garnpimol Ritthidejd, Kittisak Likhitwitayawuidc, 

Yoshihiro Yoshidab, Boonchu Sritularukc, Pornpen Pramyothine, Masao 

Hattorif and Kimiyasu Shirakib 

                      （白木分担） 

 

 

（北里大学） 

1. 

・ マヒドン大学 Noppamas 准教授よりの植物エキス（KT-67）中の抗トリ

パノソーマ物質を単離するため，精製を行いクマリン系化合物 G，H，I

を得た。G，H，Iはスコア 3の高い活性を有していた。 

・ KT-59 の酢酸エチル抽出画分(A)及び BuOH 抽出画分(B)にスコア 3 の高
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い抗トリパノソーマ活性を見出した。KT-59A は in vivo で弱い生存延

長作用を認めた。 

・ その他 Trypanosoma brucei brucei を用いた in vitro での抗トリパノ

ソーマ原虫活性のスクリーニングで 1.56 μｇ/ml 以下で IC50を示し低

毒性の植物素材を見出し，これらはα-linolic acid ethyl ester，
flavone 類，phenylpropane 等が 1μg/ml 以下の IC50を示す活性成分と

して見出された。 

  平成 22 年 2 月 28 日～3 月 4 日の期間，北里大学北里生命科学研究所

から山田陽城，永井隆之の 2名の教員と大学院感染制御科学府の関谷路

子が派遣研究者としてマヒドン大学を訪ね，フォローアップミーティン

グと共同研究の打ち合わせを行った。 

2. 2月 28日～3月 4日のマヒドン大学へのタイ派遣期間中に実施したフォ

ローアップミーティングで高分子多糖による粘膜免疫調節多糖に関す

る講演を行うことで，最近の研究情報をタイ側に提供した。 

                          （山田分担） 

（千葉大学） 

 γ-シクロデキストリン(γ-CD)とサリチル酸から形成される複合体の構

造について評価するため，γ-CD の空洞に水溶性高分子のポリエチレン

グリコール（PEG）を包接させた polypseudorotaxane を調製し，そこに

サリチル酸（SA）を加えて密封加熱することで SA の複合体形成の可能

性を検討した。その結果，γ-CD/ PEG polypseudorotaxane により形成

されるカラム構造の空洞内にSA分子が存在することが明らかとなった。

また，水分吸着により，γ-CD/PEG polypseudorotaxane 構造は

Monoclinic columnar 型から Tetragonal columnar 型に可逆的に変化す

る。一方，γ-CD/ PEG polypseudorotaxane が形成するカラム構造の空

洞内に SA 分子が存在することで，上記の可逆的な構造変化が妨げられ

ることが明らかとなった。本複合体は DDS キャリアとしての応用が期待

される。また，本研究の知見は，γ-CD と SA の密封加熱により形成する

複合体の構造を評価する上で重要な知見となる。（山本分担） 

 

 各種界面活性剤を用いて L-ascorbyl 2,6-dipalmitate （ASC-DP）との

微粒子調製の検討を行った結果，イオン性界面活性剤の SDS，CTAB にお

いてナノ微粒子が観察されたものの，凝集物に由来すると考えられる数

μm の粒子の存在が観察された。また，親水部に PEG 鎖をもつ非イオン

性界面活性剤の Brij78 及び DSG-PEG においても安定なナノ微粒子の形

成が認められなかった。一方，電荷を持ち，親水部に PEG 鎖を持つ

DSPE-PEG を用いた系においては平均粒子径 75nm の均一なナノ微粒子の
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形成が認められた。このように，用いる界面活性の構造が ASC-DP との

複合ナノ微粒子形成に影響することが明らかとなった。（森部分担） 

 

 ＜派遣プログラム＞ 

平成２１年８月４日～平成２１年８月１０日（７日間）の日程で，マヒ

ドン大学薬学部，チュラロンコン大学薬学部，スリナンカリンウィロー

大学薬学部，シラパコーン大学薬学部を訪問し，講演や研究者との交流

を行った。今回の交流研究のテーマは「粉砕による複合体や cocrystal

形成に関する研究の講演および討論」であった。詳細を以下に示す。 

・マヒドン大学薬学部 ８月５日 

講演 演者：森部久仁一 (千葉大院薬) 

演題「Physicochemical characterization of drug-excipient complex 

including cocrystals」 参加者 25 名程度 

・チュラロンコン大学薬学部 ８月５日 

懇談会 参加者：薬学部長，学科長，製剤学・薬剤学の教員・大学院生・

学部生 

テーマ「Cocrystal 研究，DDS 研究の現在と今後について」参加者 20 名

程度 

・スリナンカリンウィロー大学 ８月６日 

講演 演者：森部久仁一 (千葉大院薬) 

演題「Physicochemical characterization of drug-excipient complex 

including cocrystals」     参加者７名 

・シラパコーン大学薬学部 ８月７日 

討論会 座長：ジュライラ・ナンサニー  

テーマ「固体分散体の調製とその物性評価について」 参加者４名程度 

 ＜受入プログラム＞ 

平成２１年１０月１４日～平成２１年１２月１２日（６０日間）の日程

で，スリナンカリンウィロー大学薬学部講師の Wiranidchapong Chutima

が千葉大学薬学部に 60 日間滞在し，共同研究や研究者との交流を行っ

た 。 今 回 の 共 同 研 究 の テ ー マ は 「 17β-Estradiol-Cholesterol 

Cocrystal: Screening, Generation and Preliminary Pharmaceutical 

Characterization」であった。17β-Estradiol と Cholesterol を加熱融

解により接触界面に共結晶（cocrystal）を形成させ，当研究室にある

物性評価装置（粉末 X線回折装置，熱測定：TG，DTA，DSC，IR 測定，水

蒸気吸着測定，ホットステージ顕微鏡）などを駆使することで cocrystal

の Characterization を行った。帰国後タイで追加実験を行い発表に備
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える予定である。 

（東京大学） 

 平成 21 年 9 月 20 日から 10 月 22 日に，タイ国チュラロンコン大学の

Santad Chanprapaph 博士が，東京大学大学院薬学系研究科微生物薬品化

学教室に研究員として滞在し，博士が持参したタイ国原産の植物成分に

ついて，カイコの感染モデルを用いて抗菌治療活性を評価した。その結

果，治療活性が陽性のサンプルがあることが判明した。さらに活性を指

標に部分精製することにも成功した。この有効成分を精製して構造を決

定することが今後の重要な課題であり，その成果の論文発表を検討中で

ある。 

 平成 21 年 9 月 25 日，Santad Chanprapaph 博士及び東京大学の関水和久

と折原裕は，名古屋大学大学院生命農学研究科において開催された，名

古屋大学フォローアップミーティングに参加した。この研究会では，

Santad Chanprapaph 博士が，カイコの感染症モデルを用いた植物成分の

抗菌治療活性の評価に関する講演を行い，国内参加研究者と，タイ招聘

研究者との交流を図った。               （関水分担）

 

 種々のトリテルペン誘導体を合成し，これらは HIV プロテアーゼの活性

型二量体形成を阻害することを明らかにした。特に，C-28 位，C-30 位

にカルボキシ基を持つ A-seco 型のトリテルペンは HIV プロテアーゼに

特異的阻害を示し，リード化合物として開発できるものと思われる。 

 

日本側参加者数  

14 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

37 名 （１３－２（タイ）国側「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  4/26  4/26 

実績 4/28  4/28 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/132   3/132 

実績 3/132  3/132 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/132 4/26  7/158 

実績 3/132 4/28  7/160 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

研究成果 

 薬物と標的タンパク質との相互作用を分子レベルで明らかにすること

は，新しい薬物の開発の基礎となる。この観点から，タイ地域で発生して

いる食中毒の原因物質に関連して以下の研究を展開した。 

 

 下痢性貝毒オカダ酸と類似の化学構造と生物活性を示すトートマイシン

（TTM）の標的タンパクは，創薬標的タンパク質としても魅力的なタンパク

質脱リン酸化酵素（PP）である。TTM の結合位置の特定のためにいくつか

の TTM の類縁体を合成し，その中に天然物を超える活性を示す化合物を見

出した。タンパク質 PP のＸ−線結晶構造解析の結果を使ってその結合様式

を推定した。また，同じく PP 阻害剤であるが，作用機構が異なると推定さ
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れる海産アルカロイドドラグマシジン D の合成に着手した（カセサート大

学との共同研究）。 

 

 珊瑚礁海域で多発しているシガテラ毒の活性本体であるシガトキシンは

分子量 1000 を超える巨大分子であり，昨年度 全合成に成功したが有機合

成による供給は依然として困難である。そこで，シガトキシンの活性をミ

ミックすると考えられる化合物，ミニシガトキシンを分子設計・合成し，

現在生物活性の評価を依頼中である（ブラパ大学との共同研究）。 

  

 フグ中毒の活性本体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の合成を進めた。この類縁体は最近フグの卵巣中に

多量に含まれていることが明らかになり，テトロドトキシンの生合成中間

体として注目されている。安定同位体の導入可能な合成法を検討した。 

  

 タイの特産であるシルクを生産するカイコは休眠卵覚醒に関わるタンパ

ク質 TIME-EA4 の糖鎖構造を質量分析法（ＭＳ）を用いて明らかにした。そ

の結果，タイ産のカイコと日本のカイコでは糖鎖構造が微妙に異なり，休

眠卵の覚醒に影響を与えている可能性があり，注目されている(コンケン大

学との共同研究)。 

  

 海洋発光生物トビイカの生物発光する際には，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（ＤＣＬ）が結合し短寿

命の中間体を生成する。この中間体に発生する不斉炭素の立体配置を，フ

ッ素化ＤＣＬとＬＣ-ＣＤを使って解析した。また，この研究に必要なフッ

素化ＤＣＬの新合成法を開発した。 

 

 テルペノイドによってインドールが修飾された天然アルカロイド類は，

多様な生物活性を示す。しかし，インドールのベンゼン核に逆プレニル基

を直接導入する合成法は，これまで報告されていなかった。本年，アセチ

レンコバルト錯体を活用した新しいインドールの逆プレニル化反応を開発

すると共に，その位置選択性の制御に関しても検討した。また，本法をも

ちいてインドール 2 位に逆プレニル基を有する海産天然物フルストラブロ

ミンの合成を行った。一方で，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にも成功した（ＣＲＩとの共同研究）。 
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研究交流活動： 

 西川俊夫（名古屋大学大学院生命農学研究科）は，2010 年 1 月 11 日か

ら 1月 17 日まで CRI, マヒドン大学，チェンマイ大学を訪問し，講演と共

同研究について討論した。バンコクのＣＲＩとマヒドン大学では，フォロ

ーアップミーティングを開催し，同伴した澤山裕介（名古屋大学大学院生

命農学研究科大学院生）が研究報告した。 

 久世雅樹（名古屋大学物質科学国際センター）は，2009 年 9 月 4日から

9月 10 日までＣＲＩとプリンス・ソンクラ大学を訪ね，生物発光に関する

講演と研究打ち合わせを行った。 

 安立昌篤（名古屋大学大学院生命農学研究科）は，2010 年 1 月 24 日か

ら 1月 30 日まで CRI, マヒドン大学，ブラパ大学を訪問し，講演と共同研

究について討論した。 

 タイからの受け入れ研究者： 

 Pitak Chuawong 博士（カセサート大学）は，2009 年 8 月 17 日から 9 月

29 日まで名古屋大学に滞在し「タンパク質脱リン酸酵素阻害剤ドラグマシ

ジン Dの合成」に関する共同研究を行った。 

 Charnsak Thongsornkleeb 博士（CRI）は，2009 年 9 月 14 日から 10 月

27 日まで名古屋大学に滞在し「血管新生阻害活性を有する天然物の合成」

に関する共同研究を行った。 

 Jutatip Boonsombat (CRI)博士は，2009 年 7 月 15 日から 8月 27 日まで

名古屋大学に滞在し「テルフェニル天然物に関する合成，構造研究」に関

する共同研究を行った。  

 以上の共同研究・研究交流を通して，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，

及び活性発現機構の分子機構の研究手法がタイ側の研究者に十分浸透して

きた。また，タイ２カ所で開催したフォローアップミーティングによるタ

イと日本の若手研究者，大学院生間の交流は，国際感覚をもった研究者の

育成に大きく寄与したと考えられる。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

74 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

0 名 （１３－３（ベトナム）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） 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  5/25  5/25 

実績 4/24  4/24 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/135   2/135 

実績 2/135  2/135 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/135 5/25  7/160 

実績 2/135 4/24  6/159 

② 国内での交流       2 人／2人日 

２１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) Pueraria candollei の IFS および CHI をコードする cDNA を単離，塩

基配列を得た。さらに，培養細胞のジャスモン酸メチル処理を行った。

(2) カンゾウ（Glycyrrhiza echinata）のイソフラボノイド合成酵素（IFS）

とミヤコグサCPRのcDNAを共発現した酵母ミクロソームでIFS活性が

数倍増強することを見出し，P450 機能解析系として有効であることが

示された。 

(3) マメ科のモデル系としてミヤコグサの毛状根実験系を用いて，フラボ

ノイド生合成が活性化する条件を検討した。また，共生根粒菌がフラ

ボノイド生合成遺伝子に与える影響を調べた。 
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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) 複数のタイ産 Ophiorrhiza 属植物について自己耐性に関与するトポイ

ソメラーゼ I 遺伝子の塩基配列を決定，自己耐性のメカニズムを解明

した。 

(2)Mitrangyna speciosa より，MEP 経路の初発酵素である DXS ならびに DXR

の cDNA クローニングを行った。 

(3) M. speciosa の毛状根培養系の構築を行った。これによりインドール

アルカロイドの生産系の確立が期待される。 

 

テルペノイドの生合成研究 

(1) ALB の全長 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) ALA の 3`-及び 5`-RACE 法によるクローニングを試み，コア配列より

3`-末端までの配列を取得した。 

(3) C. asiatica より得られたクローン CAK に関して，酵母での発現機能

解析を行い，a-アミリンを主生成物として与える多機能型酵素である

ことが判明した。 

(4) バナバより調製した cDNA を鋳型に PCR クローニングを行い，部分断片

を得た。 

(5) C. stellatopilosus の葉より葉緑体画分の調製を行い，RNA の抽出を

行った。逆転写の後，部分断片を得るべく P450 特異的なプライマーを

用いて PCR を行った。 

(6) トマト EST データベースより選抜した複数の酸化酵素遺伝子の全長配

列を取得し，それらを大腸菌発現ベクターに組込み，発現誘導を行っ

た。 

フェノール類の生合成研究 

(1) G. mangostana より得られた 2 種類のクローンのうち，片方（C3）に

関して全長配列の取得に成功した。 

(2) 植物由来プレニル基転移酵素で保存された配列を基にプライマーを設

計し， G. mangostana より調製した cDNA を鋳型に PCR を行った。 

(3) D. carota より還元酵素の全長配列をクローニング後，大腸菌での発

現を行い，得られた酵素を PKS と共に反応させたが，6-hydroxymellein

と思われる生成物は検出できなかった。 

(4) アセチル CoA，ヘキサノイル CoA ，ベンゾイル CoA を用いて反応を検
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討したところ，ベンゾイル CoA においてポリケタイド化合物の生成が

確認された。 

(5) オオバゲッキツの chs コア領域を得，現在配列決定中である。 

 

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で公開している411種類の生薬のうち22種類に

ついて，33 報の論文が拠点大学学術交流事業の業績として報告されて

いる。これらの論文名・著者名等をデータベースの備考欄に追記し，

同時に Pubmed にリンクして要旨を参照できるようにした。 

(2) 健康食品素材として注目されている生薬のサラシア及び Salacia 属植

物の核 ITS 領域及び葉緑体 trnK-rps16 spacer 領域の塩基配列を解析

した結果，タイ産 S. chinensis の配列は，ITS 領域は S. oblonga と

相同，trnK-rps16 spacer 領域は S. reticulata の配列に酷似するこ

とがわかった。タイ国で Salacia 属植物・生薬の調査を行った。 

  なお，今年度計画していた麻薬植物 Mitragyna 属植物の遺伝子解析及

び成分分析はタイ側共同研究相手の都合で中止した。また，Curcuma

属植物の二次代謝関連タンパク質の同定については結果が出ていな

い。本研究に代わって(2)を行った。 

 平成 21 年度は，2 名のタイ側研究者，Orawan Monthakantirat（静岡県

立大学），Suchada Sukrong（千葉大学）を受入れ，3名の日本側研究者（東

京大学・阿部教授，久城助教，富山大学・小松教授）ならびに 1名の大学

院生（東京大学・福嶋）を派遣した。課題５として，大学院生の発表を含

むフォローアップミーティングをチュラロンコン大学で開催した。 

 また国内参加研究者交流として，タイ招へい研究者の発表を含む名古屋大

学フォローアップミーティングに，静岡県立大学・野口教授，明治薬科大

学フォローアップミーティングに千葉大学・山崎准教授が参加した。 

 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

23 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

0 名 （１３－３（ベトナム）国側「参加研究者リスト」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> 

ベトナム 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/10 0/0 2/10 

実績 2/6 2(2)/4 2/10 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/10  0/0 2/10 

実績 0/0 0/0 0/0 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/10 2/10 0/0 4/20 

実績 0/0 2/6 2(2)/4 2/10 

②  国内での交流       <11 人／11 人日> 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 380,740  

外国旅費 16,173,527  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,524,333  

その他経費 71,400  

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 42,660 0/0

第２四半期 8,378,630 27/458

第３四半期 3,979,772 25/550

第４四半期 5,748,938 14/180

計 18,150,000 66/1188

 


