
 

拠点大学交流事業  

平成２２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.u-toyama.ac.jp/jp/international/thai_exchanges.html                          

 

３．開始年度 

  平成１３年度（１０年度目） 

 

 

４．実施組織 

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 

 

 

 

 

 

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 

 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 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 

 平成２１年度は，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つを研究活動計画のテーマとして掲げた。これら

について，活発な研究交流活動を行い，ほぼ目標を達成した。以下に，その例を示す。 

１．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を単離した。（石橋Ｇ） 

２．緑茶および赤米から抗酸化物質を単離し，その構造決定，および定量法を開発でき，

新たな活性，例えば抗菌活性などを見出した。また，新たにタイ産植物の抽出物を用いた

アクロレイン毒性の減少効果スクリーニングも開始し，当初設定した目標を達成しつつあ

る。（戸井田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 

 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）。また，今後の天

然薬物の評価系として，がん細胞の EGFR 生存シグナルの役割を明らかにするなど，学術交

流は実質的に遂行することができた。全体としては概ね計画通りに目標が達成できている

と判断され，達成度をさらに高めるために最終年度計画案へ反映させていきたい。 

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 

 富山大学白木公康教授とチュラロンコン大学の Pramyothin P.助教授らとの抗ヘルペスウ

イルス薬の共同研究は製品開発の段階に進み，特許取得を目指す段階にあり目標を十分達

成したといえる。また，抗エイズウイルス，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生薬の探索研究も交流活動を通じて順調に進行している。 

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を通して，最新の有機合成化学に基づく天然薬

物の候補化合物の化学変換技術と最新の構造分析法の習得・移転が順調に進んでいる。ま

た，対象を薬物標的タンパク質の解析技術に広げつつある。 

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 

 前年度までの成果を踏まえ，さらにそれらを発展させることができた。特に，タイ産薬

用植物における有用物質生産および自己耐性のメカニズムに関する分子生物学的研究では

目覚ましい成果が得られつつある。また，イソフラボノイド生合成の分子生物学的解析を

進展させ，本プロジェクトで取り扱われる植物に応用可能な新規遺伝子とその調節に関す
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る知見を得ることに成功した。さらに，タイ産薬用植物データベースが更に充実したもの

になりつつある。 

 

 

７．平成２２年度の研究交流目標 

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を交流事業参加者・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，本事業参加者およ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 年度からは本拠点大学交流事業での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

おける日本側およ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，およ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。 
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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，抗マラリア物質お

よ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，およ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および化学合成（「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：本拠点大学交流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）
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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：本拠点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および関係者が議論できる場を設ける。 

 

８．平成２２年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

 以下の各重点課題に沿ったテーマを研究目的とする研究者による共同研究を実施するこ

とで，研究成果を上げて行く。また国内研究者間の交流を推進するために招へい研究者を

含む日本でのフォローアップミーティングを今年度も引き続き実施する。 

重点課題 

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 

 本交流事業研究交流活動成果の集大成である第９回 JSPS－NRCT ジョイントセミナーを平

成２２年１２月７－８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について協議する。 

相手国との交流については，日本側コーディネーター１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，打合せのため来日予定

である。
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９．平成２２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）  34/179 0   34/179 

タイ(NRCT） 16/801     16/801 

ベトナム 1/60     1/60 

       

       

合計 17/861 34/179    51/1040

 

 

９－２ 国内での交流計画 

 15 ／ 15（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〉 

 

4/232 

   

4/232 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

4/232 

 

6/34 

  

10/266 

② 国内での交流     ２人／２人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

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を素材とした医薬化
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． 抗腫瘍活性物質に関して，前年度までの研究成果を継続し，さ

らに難治性がんの治療方策を探るための抗がん薬耐性過程の解明，
及び既存の抗がん薬の活性を高める天然活性成分の検討を行う。 

                           （上野 G） 
 
１－３．タイ産植物について，引き続き植物サンプルの抽出エキス作製

を行い，抽出物ライブラリーを構築し，さらに充実させる。これら
の植物エキスライブラリーに対して，主に癌に関連した標的に関す
るスクリーニング[(ⅰ)TRAIL 耐性克服作用，(ⅱ)デス受容体増強活
性など]を行う。ここで選別された抽出物は数種の画分に分配し，活
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性成分を単離する。分離された活性物質は化学構造を解明した後，
最新のスペクトル的手法や計算化学的手法による精密な三次元立体
構造や活性発現機構との関連を解析する。さらに，標的となるタン
パク質や遺伝子の発現増強や抑制などをウェスタンブロット，蛍光
顕微鏡，RT-PCR 等の方法を用いて詳細に解析し，作用発現メカニズ
ムに迫る。（石橋Ｇ） 

 
１－４．新たに，抗腫瘍活性ポドフィロトキシンを標的にしたリグナン

合成に着手し，その汎用的合成法を確立する（石川Ｇ） 
 
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

カニズムに関する研究を発展させる（戸井田Ｇ） 
 

２． 脳機能改善に関する研究 
２－１．老化促進動物及び糖尿病モデル動物の認知障害及び情動障害を

指標に釣藤散をはじめとする漢方薬の抗認知症作用とその作用機序
について検討するとともに，それらの効果に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海馬スラ
イス培養系を用いて解析する(松本Ｇ) 

 
２－２．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

病態動物における天然薬物，特に補中益気湯をはじめとする漢方薬
の影響と病態発症に関わる因子の探索を行う。これにより，天然物
の作用機序と新規向精神薬としての可能性について更なる検討を加
える。(松本Ｇ) 

 
２－３．Sominone の誘導体として合成した新規化合物 denosomin が，

sominone と同等以上の活性を有することを既に見出しているため，
その作用機序を検討することと，帰脾湯の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を明らかにすることを
目的とする。（東田Ｇ） 

 
２－４．平成 21 年度からスタートした Prince of Songkhla 大学との共

同研究である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
析をさらに発展させ，新規有用資源の発見を目指す。(宮本、田中Ｇ)

 
２－５．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
した薬用資源植物より有効化合物の単離，活性評価，全合成を含め
た化学的研究を実施する。（高山Ｇ） 

 
２－６．平成 21 年度から開始したタイ産植物の抽出物を用いたアクロレ

イン毒性の減少効果スクリーニングを継続し，活性の本体の解明を
目指す。（戸井田Ｇ） 

 

３．抗酸化物質の探索 
３－１．チェンマイ大学薬学部の Professor Surapol Natakankitkul と
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は，緑茶，赤米由来カテキンおよびポリフェノール類の新たな生理
活性について，抗酸化作用を中心にスクリーニングし，論文として
まとめていく予定である．（戸井田Ｇ） 

 

４．エストロゲン活性物質に関する研究 
４－１．平成 21 年度よりタイの有用資源 Pueraria candollei に含まれ

る miroesterol に対する抗体の作製をスタートした。P. candollei
は強力なエストロゲン様作用を有することから，市場で利用されて
いる商品の真偽は勿論のこと，その品質についても厳密に見極める
ことが肝要である。そこで，我々は miroestrol，deoxymiroestrol
を認識する抗体を用いて White Kwao Keur の品質を左右するこれら
の化合物に対する免疫化学的分析手法の開発を本申請課題の第一の
テーマとして企図した。昨年度，抗体の作製を試みたものの，期待
する miroestrol，deoxymiroestrol に対する高い特異性を持つ抗体
を得ることができなかった。そこで，平成 22 年度も引き続き高い認
識能を有する抗miroestrolポリクローナル抗体並びにモノクローナ
ル抗体の作製を継続する。期待できる高い特異性を持つ抗体を作成
した後，競合的システムによる Enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA)を構築する。続いて，確立した手法の感度，信頼性などにつ
いて P. candollei や市場品の miroestrol，deoxymiroestrol を用い
て詳細に検証し，miroestrol 関連化合物を指標とした品質評価法と
しての有用性を見極める。さらに，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，続いて確立し
た ELISA を活用して毛状根に含まれる新規医薬資源の探索を行う。 
(宮本，田中Ｇ) 

 
４－２．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
の相関について，引き続き検討を行う。抗エストロゲン様作用を示
した Smilax corbularia （サルトリイバラ科），Cleome gynandra （フ
ウチョウソウ科）中の有効成分の解明をはかる。（梅原Ｇ） 

 

５．鎮痛活性物質に関する研究 
５－１．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） 

 

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）発症要因となる候補遺伝子の多型解析を継

続する。糖尿病（DM）に関してはタイからの研究者を受け入れ予定
であり，薬物の効果に影響する核内受容体 PPARγと炎症因子 NOS の
関係性を探る。また両疾患ともタイ人と日本人の人種や性別による
遺伝子多型頻度の差を検討する。（上野Ｇ） 
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期待される研究

交流活動成果 

これまでの実績を踏まえ，継続性を重視して，平成２２年度も研究交流

活動を行なう。具体的には，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，（２）抗腫瘍効果を示す成分，（３）

脳機能改善候補化合物，そして（４）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を目指す。また，老人性疾

患のうち，特に認知症に有効な治療薬として天然薬物，特に数種の漢方

薬が応用できる実験的証拠を提示できる。さらに，うつ病をはじめとす

る精神疾患の治療薬開発の新しい標的を提案できる。 

これらの研究交流活動において得られる成果は，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あると期待される。 

日本側参加者数  

20 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 

104 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〉 

   

  6/30 

   

  6/30 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

3/180 

   

 3 /180 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

3/180 

 

6/30 

  

9/210 

② 国内での交流     2 人／2人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

稲垣 

1.前年度に調製したタデアイの抽出エキスを用い，マウスの皮膚炎お

よび掻破行動に及ぼす影響を検討する。有効性が確認できれば，分

画を進め，有効成分の同定を目指す。 

2.これまでに白僵蚕および蚕砂にマウス皮膚炎および掻破行動を抑制

することを確認している。前年度に白僵蚕および蚕砂の抽出エキス

の分画を調製した。本年度はこれらの分画の抗アレルギー作用を検

討する。 

3.ダニの培養系を再構築してダニ抗原を調製し，漢方方剤のダニ抗原

で誘発するマウス皮膚炎に及ぼす影響を検討する。 
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奥 

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

を推進する。現在，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，共同研究を推進して

いる。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

ている。またタイ国では引き続き Rhinacanthus nasutus Kurz.の成分に

よる抗腫瘍活性に着目した検討を行っており，随時研究成果に関する討

議を進めている。本年度はさらに交流を進める。 

 

根本 

Andrographolide が様々な種類のシトクロム P450 の発現に影響し，その

中でも CYP1 遺伝子群の発現亢進が顕著であり，性差も認められたので，

その詳細なメカニズムの検討を行いたい。共同研究を行っているコンケ

ン大学やチュラロンコン大学と人的交流を行いたい。 

 

柴原 

漢方方剤のインスリン抵抗性改善効果について，アディポネクチン・レ

プチン・TNFα・PAI-1・MCP-1 を介した作用機序の有無を検討するとと

もに，桂枝茯苓丸の臓器線維化抑制作用の機序を解明し，活性物質の検

索を行う予定である。 

 

大塚 

昨年から引き続いて，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。イラ

ンイランノキには明らかに矮性 Cananga odorata var. fruticosa と高木

性の C. odorata var. odorata があり植物学者によって同一とする場合

と変種とする場合がある。そこでこの２種のイランイランノキの成分の

比較検討と生物活性の検討をおこなう。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

造の決定を行う予定である。 

本教室で行ってきたトウダイグサ科クロトン属のジテルペンの単離に始

まり，同様に Sorasak 先生より数種のタイ産の同属植物の提供を受けて
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いる。現在，大学院生に依頼して，鋭意成分検索を行っており，発がん

プロモータとなり生化学実験に汎用されるＰＭＡおよびその類縁体の単

離が期待されている。その他，クロトフォラン類新規骨格を有する，ジ

テルペンの単離が同様に期待されている。 

得られた成果は，本年秋に開催される日本生薬学会年会（徳島），本年末

に計画されている，第９回ＪＳＰＳ－ＮＲＣＴ共同開催のセミナー，お

よび平成２３年３月に開催される日本薬学会年会（静岡）において発表

する予定である。 

平成２１年度のタイ訪問においてはプリンスオブソンクラ大学薬学部を

訪問し，平成２１年２月に行われたＪＳＰＳ－ＮＲＣＴの８回目のジョ

イントセミナーで友人となった同研究フィールドの先生からお招きをい

ただいた。その際今後共同研究を遂行することで意見の一致を見，本年

度は博士課程の学生を受け入れることになり現在，手続き中である。受

け入れ資金がタイ側から支出される予定であるが，これも交流の成果と

いえる。さらに，同大学学部長および研究担当副学部長との懇談で学部

間協定を結ぶ予定になっている。また，松浪准教授が本交流で

Chulalongkorn 大学薬学部の Dr. Khanit の招きで訪問した際にも同道

し，新学部長と面談でき本年度に学部間協定を結ぶことで意見の一致を

見た。このように両国の交流の輪が広がっており，十分に意義のある事

業と位置付けられる。 

 

門脇 

タイで 12 月に開催が予定されているジョイントセミナーに参加し，伝統

薬物のアレルギー疾患や消化器疾患への使用実態（どのような伝統薬物

をどのような疾患にどのように用いているか）とその効果に関する臨床

情報および研究情報の交換を行いたい。 

 

齋藤 

1. 極微量新規レニエラマイシン天然物のさらなる探索研究として，低

極性画分に着目し，単離・構造解析並びに細胞毒性試験を実施する。

2. これまでに合成した様々な誘導体の中から，新たな制癌剤のリード

化合物として期待できる化合物を選定し，in vivo 細胞毒性試験を

実施する。 

3. レニエラマイシンを生産する原海洋生物のパイロット規模での養殖

を行い，自然界に生息するものと二次代謝物を比較検討する。 

4. 昨年に引き続き，青色海綿から生合成に関与する酵素を探索し，そ
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の遺伝子配列を解明する。本研究は阿部郁朗教授（東大院薬）を加

えたチームを構築して実施する。 

5. レニエラマイシン M の全合成を完成し，天然物から誘導困難な化合

物を合成的手法で合成し，それらの生物活性を検定する。 

6. エクチナサイジン 770 から様々な誘導体を合成し，すでに臨床の場

で使用されているエクチナサイジン 743 を超える活性を持つ化合物

を探求する。 

7. トロピカルフルーツの果皮エキスから血管新生阻害活性を示す本体

の単離と構造解析を行う。 

櫻井 

和漢薬ライブラリーを用いて，細胞内リン酸化反応に及ぼす生薬エキス

の効果を検討する。特に，十全大補湯の構成生薬に焦点を当て，細胞の

種類，刺激等，複数の条件化でのシグナル伝達系に及ぼす効果を解析す

る。また，プロテインキナーゼの活性に対する直接的な阻害効果につい

ても検討を行う。 

渡辺 

牛胆の投与により肝臓における脂質代謝活性が変動し，かつ肝傷害が誘

導される機構を，リピドミクス解析により明らかにする。 

小泉 

漢方薬は自然免疫系を活性化することはよく知られているが，獲得免疫

系の影響は不明である。本年度は，30 種類の漢方薬なかから，樹状細胞

の抗原提示能力を増強する漢方薬を探索する。その後，探索された漢方

薬が，ワクチンアジュバントして利用できるのか否かを，in vitro にお

いては抗原提示試験系を，in vivo においてワクチンモデル系を用いて

評価する。 

期待される研究

交流活動成果 

これまでに実施してきた研究により，癌，免疫アレルギー疾患に関わる

重要な制御機構が明らかにされ，様々な評価系が確立されている。すで

に，これら実験系を用いて，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てきた。昨年度までの研究実績を踏まえ，有望な結

果が得られつつあるテーマに関してはより重点的な取り組みが行なわれ

るものと期待され，実用化段階へ進展できる可能性がある。一方，昨年

度までの進捗を見直した研究課題に関しては，技術的には新しい研究交

流が期待できる。いずれにしても，最終計画年度として研究面，交流面

からの成果を着実に積み重ねることができると期待される。 

日本側参加者数  

28 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 
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相手国側（タイ）参加者数 

70 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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〉 

 

3/175 

   

3/175 

ベトナム 

〈人／人日〉 

 

1/60 

   

1/60 

合計 

〈人／人日〉 

 

4/235 

 

5/25 

  

9/260 

② 国内での交流     1 人／1人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

富山大学 

 

平成 21 年度に確認したように，軟膏の基材を直径約 100nm 径の粒子

を主体とした nanogel(ナノジェル)とする方向性を決定している。粒

子が小さいので，皮膚への浸透がよく，塗った後のべたつきもなくな

るくらい吸収に優れている。今後の軟膏剤の基本になる形態と思われ

る(わが国でも化粧品で宣伝が行われている)。 

 したがって，22 年度の計画では，nanogel を構成する場合の基材構

成成分の割合や，皮膚残存率の向上などを，薬剤濃度，塗布回数，な

どを皮膚病変の改善や毒性に票を通じて決定していく。 

また，タイ国 FDA 申請に必要な研究を行う予定である。 

（白木分担） 
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 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，マラリア等の熱帯病に有効な物質および抗インフルエンザ

ウイルス活性物質についてスクリーニングを行い，有望な生薬素

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解析を行う。強い活性の認められた候

補物資については in vivo の評価系により評価を行う。また活性

評価の一部や作用機序の解析についてタイ国マヒドン大学から

の派遣研究者が実験を担当する。（北里大学・山田 G／マヒドン

大学） 

本研究のうち，抗マラリア物質等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との緊密な連携のもと進める。 

② タイ側との共同研究により，タイ産薬用植物及びタイの伝統処方

について品質管理のための評価系を構築する。本研究にはチュラ

ロンコン大学からの来日大学院生が実験を担当する。（北里大

学・山田 G／チュラロンコン大学） 

③ 天然薬物の粘膜免疫系を介した感染防御作用についても検討す

る。 

 （山田分担） 

 

 東京大学 

 

 平成２２年９月１９日から１１月１２日まで東京大学大学院薬学系

研究科微生物薬品化学教室においてタイ国チュラロンコン大学の

Santad Chanprapaph 博士を研究員として受け入れ，カイコの病態モデ

ルの利用に関する研究を継続発展する予定である。 

 さらに関水和久と折原裕は，平成２２年１２月にタイ国で開催され

るジョイントセミナーに参加する予定である。 

 

 

千葉大学 

 

平成２１年までにえられた結果に基づき，γ-シクロデキストリン

(γ-CD)とサリチル酸（SA）を密封加熱することで形成される複合体の

物性・構造評価を行う。特に複合体形成に及ぼす組成比の影響，水分
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量の影響を中心に検討を行う。 

調製した複合体からの薬物の溶出挙動について，各種液性の異なる

溶出試験液を調製したのち溶出試験を行い，複合体形成による薬物溶

出速度の違いを観察する。 

 

複合体を形成する薬物は SA以外にも存在する。2種類の薬物をγ-CD

に封入することを試みた場合，それぞれの薬物はどのような状態で封

入されるか，2種類の薬物を安定にγ-CD の空洞内あるいは空洞間に封

入できるか，その封入方法などについて検討を行う。 

調製した複合体からの薬物の溶出挙動について，各種液性の異なる溶

出試験液を調製したのち溶出試験を行い，複合体形成による薬物溶出

速度の違いを観察する。 

（山本分担） 

 

これまでの検討により，L-ascorbyl 2,6-dipalmitate （ASC-DP）と

親水部にPEG鎖をもつ非イオン性界面活性剤のDSPE-PEGから安定な複

合ナノ微粒子の形成が認められた。水溶性蛍光薬物を用いた検討によ

り，得られたナノ微粒子は内水相をもっていないことが明らかとなっ

た。またアンホテリシン B（AmB）を含む各種難溶性薬物の封入が可能

となった。ASC-DP/DSPE-PEG モル比 1/1 の試料は，水に分散後負電荷

を帯びた平均粒子径 75nm の均一なナノ微粒子となる。一方で，

ASC-DP/DSPE-PEGの組成を変化させるとそれに伴い粒子径も変化する。

ここで調製されたナノ微粒子の構造はモル比 1/1 の試料と同じか異な

るのか，さらに，異なる組成で AmB の封入を行った場合，得られる微

粒子の構造や毒性・血中滞留性はどうなるのか，そのあたりは依然と

して不明なままである。 

そこで平成２２年度は，ASC-DP/DSPE-PEG 複合ナノ微粒子形成に及ぼ

す組成の影響，さらには薬物を封入した複合ナノ微粒子の構造や安定

性について各種物性評価方法を用いて検討する。 

 

                        （森部分担） 
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期待される研究

交流活動成果 

① 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，有

効性の高い製剤化研究により製品化に結びつくことができる。 

② マラリア等の原虫やインフルエンザの治療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つけるこ

とができる。 

③ カイコを用いた新しい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。 

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。 

 

日本側参加者数  

13 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 

38 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） 

 



 

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〉 

  

4/24 

  

4/24 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

2/90 

   

2/90 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

2/90 

 

4/24 

  

6/114 

② 国内での交流 1 人/1 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

 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。 

 プロテインフォスファターゼ（PP）は，プロテインキナーゼ（PK）

と並んで，細胞内情報伝達系に於ける鍵となる酵素であり，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。下痢性貝毒オカダ酸（OA）は，PP-2A の強力

な阻害剤であり，類似の化学構造をもつトートマイシン（TTM）は，

PP-1 をより選択的に阻害する。昨年度から，同じ PP-1 阻害活性を

しめすにもかかわらず，OA, TTM と全く化学構造の異なる海産アル

カロイド，ドラグマシジン Dの化学合成に着手した。今年度も引き

続き本化合物の合成を進める。ドラグマシジン Dは，従来の阻害剤

と全く異なる分子機構によって活性を発現していると推定され，そ

れを利用して新しい PP 制御分子の開発をめざす。 
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 テトロドトキシン（TTX）は，フグ中毒の活性本体として知られ

ているが，近年この化合物によると推測される食中毒がタイ各地で

頻発し社会問題になりつつあり，タイ国立衛生研究所（NIH）がそ

の分析に乗り出している。すでに 1980 年代にテトロドトキシンを

生産する微生物が海洋から見出されているが，未だにテトロドトキ

シンの生合成は全く解明されていない。TTX 類縁体の一つ 5,6,11-

トリデオキシテトロドトキシンはまったく毒性を示さないが，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だけでなく，その生物機能について

も注目されている。本化合物の安定同位体の導入可能な合成法を検

討し，MS/MS を使った分析法の開発及び生物界における分布も調査

する。 

 海洋生物は発光生物の宝庫として知られている。海洋発光生物ト

ビイカが生物発光する際，発光タンパク質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。昨年度，合成フッ素化 DCL と LC-CD（円二色性スペ

クトル）を使って,この中間体に発生する不斉炭素の立体配置を解

析する方法論を研究した。今年度もこの研究を継続するとともに，

二枚貝発光タンパク質フォラシンの発光の分子機構の解明にも展

開する。 

 海洋生物や亜熱帯植物からインドールがテルペノイドによって

修飾されている様々なハイブリッド型のインドールアルカロイド

天然物が発見されており，多様な生物活性を示す。昨年度は，アセ

チレンコバルト錯体を活用したインドール骨格へ逆プレニル基を

導入する新合成手法を開発した。今年度は，セスキテルペン骨格を

含むインドールアルカロイド，セスペンドールの合成を行う。本化

合物はマクロファージにおける脂肪滴合成害活性を示し，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。 

 その他，菌類から単離された生理活性物質の構造化学的，合成 

化学的研究も展開する。 

チャキシン類は，キノコ茶樹茸から単離された破骨細胞の形成阻

害活性を示すステロイド由来の天然物である。本化合物の相対立体

配置を含む化学構造は，NMR スペクトルの詳細な解析によって決定

されたが，絶対立体配置はまだ明らかにされていない。そこで，ビ

タミン D2 を出発原料にして，チャキシン類の立体異性体を有機合

成し，天然物のスペクトルと比較することで，天然物の絶対立体配
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置を明らかにし，さらにその詳細な生物活性試験に供する。一方，

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。天

然物は既に生物活性試験のために消費されており，スペクトルの再

測定は極めて困難な状況である。今年度，高精度量子力学計算に基

づく NMR のケミカルシフト予測と有機合成を組み合わせて，この化

合物の真の構造を明らかにする。 

 以上の研究を，おもに Chulabhorn 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，カセサート大学，

ランカンパン大学，シリナカリンビロート大学，コンケン大学，

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。 

 

 

期待される研究交

流活動成果 

 この研究交流で期待される最大の成果は，共同研究を通して，

タイ側の研究者が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，有機化合物の構造解析・化学合成技術

などを格段に向上させるところにある。すでに，多くの研究者と

の最先端の研究交流活動によって，これが実現しつつあるが，今

年度は有機分子の構造解析に利用されるようになった，高精度量

子力学計算に基づく NMR のケミカルシフト予測などの計算化学的

手法を使った共同研究も行う。付随的には，以下の研究成果が期

待される。 

 天然からは入手困難な生理活性天然物，ドラグマシジン D,テト

ロドトキシン，インドールアルカロイドなど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，同時に合成される類縁体

と合わせて，詳細な生物活性評価に供され，さらに活性発現機構

の研究に展開されることが期待される。 

 一方，合成化合物と最新質量分析法や LC-CD を用いた測定技術を組

み合わせたタンパク質と低分子化合物の相互作用解析の研究は，薬物

とその標的タンパク質の相互作用研究，活性発現機構研究のモデルと

なる事が期待される。 

日本側参加者数  

10 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 

79 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） 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〉 

  

4/20 

  

4/20 

タイ(NRCT） 

〈人／人日〉 

 

2/114 

   

2/114 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

 

2/114 

 

4/20 

  

6/134 

② 国内での交流   1 人／1人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

マメ科植物におけるイソフラボノイドの生合成研究 

（1）タイ産 Pueraria 属植物についてイソフラボン生合成の制御メ

カニズムに関する組織培養を利用した解析ならびに分子生物

学的解析を行う。 

（2）ミヤコグサ毛状根を用いたフラボノイド・イソフラボノイド生

合成系酵素遺伝子の機能解析を発展させ，マメ科特有のポリケ

タイド還元酵素や II 型カルコン異性化酵素，またフラボノー

ル合成酵素など特定の酵素の抑制や過剰発現が，代謝系全体に

及ぼす影響を評価する。（特にタイ産植物から得られた興味深

い酵素遺伝子があれば共同研究ベースで取り上げたい。） 

 



 

 26

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，二次代謝プロファイリン

グならびに生理活性物質のスクリーニングを行う。またインド

ールアルカロイド生産と自己耐性機構に関する分子生物学的

研究を行う。 

 

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と機能解析を行

う。 

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

P450 遺伝子の探索と機能解析を行う。 

 

フェノール類の生合成研究 

（1）Murraya paniculata ならびに Citrus Madurensis 由来の III

型ポリケタイド合成酵素遺伝子の配列を決定し，異種発現によ

る生化学的性質の検討を行なう。 

 

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

III 型ポリケタイド合成酵素の機能解析を行う。 

 

タイ産薬用植物データベース構築に関する研究 

 

（1）拠点大学交流事業で明らかにしたタイ産薬用植物の塩基配列デ

ータの GenBank への登録番号をタイ生薬データベースへ追記す

る。 

（2）21 年度にタイ国で収集した Salacia 属植物・生薬などの遺伝

子多型を解析する。 

 

期待される研究

交流活動成果 

 タイ産薬用植物における有用物質生産の分子基盤を明らかにする

ことで，植物資源の有用利用ならびに将来の遺伝子エンジニアリン

グのための知見が得られると期待される。 

フラボノイド・イソフラボノイド生合成を形質転換モデル系で解析

することにより，（タイ産薬用植物を含む）マメ科に特有な代謝系の

制御に関する知見を得る。 
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 タイ産薬用植物におけるポリフェノールやテルペノイドの生合成遺伝

子を得ることで，これら遺伝子を用いた微生物による，創薬シード化合

物として有用な，生物活性物質の生産が期待される。 

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 

24 名 （１３－２ 相手国側参加者リストを参照） 



 

１０－２ セミナー 

―実施するセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業「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 ７日 ～ 平成２２年１２月 ８日（２日間）

開催地（国名、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 

（和文）松本欣三・富山大学和漢医薬学総合研究所・教授 

（英文）Kinzo Matsumoto, Professor, Institute of Natural 

Medicine,University of Toyama 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場

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. 8/41 

B. 25/133 

C.  

 

  タイ 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 127/254 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 8/41 

B. 25/133 

C. 127/254 

A.セミナー経費から負担 
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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。 

期待される成果 1. 過去 9.5 年間にわたり本事業が行なってきた共同研究成果，学

術交流の成果が日本及びタイの研究者の発表を通じて鳥瞰でき

る。 

2. 日本，タイ側の事業推進者達がこれまでの交流事業，共同研究

を踏まえて，拠点交流事業で行われた研究と研究者交流の方向性

を議論し，明確にすることができる。 

3. 課題に基づいた研究グループ間の連携やフォローアップミー

ティング等を契機に行われた研究者交流が一層密になり，今後の

共同研究の発展のみならず，永続的な交流と人材育成を推進に役

立つ機会を提供できる。 

4. 日本及びタイの若手研究者の口頭発表やポスター発表を通し

て，将来の天然薬物研究を担う若手研究者の育成，研究者同士の

交流の促進，研究意欲の亢進に結びつけることができる。 
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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 
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Dr. Chuthamanee SUTHISISANG, Dean, Faculty of Pharmacy, 

Mahidol University 

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 
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Dr. Anuchai TEERAROUNGCHAISRI, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

Dr. Naruporn SUTANTHAVIBUL, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Chulalongkorn University 

Dr. Warangkana WARISNOICHAROEN, Faculty of 

Pharmaceutical 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

と概算額 

日本側 内容               

  旅費       1,407,900 円 

  その他（学会登録料）800,000 円 

         合計 2,207,900 円 
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（タイ）国（地

域）側 

内容         

 A.Revenue                Thai Baht 

   NRCT                 150,000 

Registration from Japan side     250,000 

   Registration from Thai side      180,000 

 National Commission for Higher Education 200,000 

  Total revenue             780,000 

 B.Expense  

  1.Compensation             30,000 

   1.1 Staff                20,000 

   1.2 Paper review             10,000 

  2.Overhead                600,000 

   2.1 Lunch（2days）           120,000 

   2.2 Break（4breaks）           40,000 

   2.3 Welcome Reception          60,000 

   2.4 Banquet               140,000 

   2.5 Farewell               70,000 

   2.6 Transportation            20,000 

   2.7 Suvenior for presenters and poster award 

                        70,000 

   2.8 Boards for poster presentation    30,000 

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

    2.10 Overheads              10,000 

  3.Supply                130,000 

   3.1 Office supplies and materials    40,000 

   3.2 Proceedings             80,000 

   3.3 Other Supplies            10,000 

  4.Utilities                15,000 

   4.1 Mailing expense            5,000 

   4.2 Phone                 5,000 

   4.3 Utilities               5,000 

  5. Contingency              5,000 

   5.1 Contingency              5,000

 Total Expense               780,000 

               （日本円約 2,340,000 円）
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

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> 

 
1/5 

 
1/5 

タイ 

<人／人日> 
2/10 

  
2/10 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 
2/10 1/5 

 
3/15 

②  国内での交流       8 人／8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 

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 

Chulabhorn 

Research 

Institute・ 

Associate 

Vice-President 

for Research・ 

Somsak 

Ruchirawat 

日本・名古屋

市・名古屋大

学大学院生命

農学研究科 

第３四半期 研究課題４についての具体的な研究打

合せ 

富山大学和漢医

薬学総合研究

所・教授・松本

タイ国・バン

コク・チュラ

ロンコン大学 

平成２２年

１２月 

今後の拠点大学交流事業についての打

合せのため 
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欣三 

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 

連絡協議会 

東京大学大学院

薬学系研究科・

教授・阿部郁朗 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

連絡協議会 

明治薬科大学 

学長・教授・ 

久保陽徳 

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 

連絡協議会 
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１１．平成２２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 409,700 

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 15,659,730 

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,000,000  

その他経費 1,080,570  

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 0 0/0 

第２四半期 6,807,920 20/577 

第３四半期 4,636,380 46/478 

第４四半期 6,705,700 0/0 

合計 18,150,000 66/1055 

 


