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研究成果の概要（和文）：海洋生物を素材として、新たな抗トリパノソーマ物質の探索を行い、海綿動物および渦鞭毛
藻から12個の新規化合物を単離、構造決定した。また、これまでに研究代表者らが見いだした抗トリパノソーマ物質の
構造活性相関を明らかにする目的で、アナログ化合物を含むことが推定された海綿抽出物から、3個のアナログ化合物
を含む5個の新規化合物を単離、構造決定した。これらのうち、十分な物質量が得られた化合物について、詳細な抗ト
リパノソーマ活性の評価を進めている。

研究成果の概要（英文）：The search for new anti-trypanosomal natural products from marine organisms was 
performed. As a result, seventeen new natural products were isolated from marine sponges and 
dinoflagellates, and the structures of new compounds were elucidated. Three new compounds were analogs of 
anti-trypanosomal natural products previously found by us. These compounds were isolated to analyze the 
structure activity relationships of anti-trypanosomal natural products. The detailed investigation about 
anti-trypanosomal activity of new compounds were currently in progress.

研究分野： 天然物化学
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１．研究開始当初の背景 
 トリパノソーマ症は「顧みられない熱帯病
（NTD: Neglected Tropical Diseases）」の一つ
で、寄生性の原虫であるトリパノソーマによ
って引き起こされる感染症の総称である。主
に中南米で見られるシャーガス病と、アフリ
カで見られるアフリカ睡眠病が代表的な疾
患である。シャーガス病は吸血性昆虫サシガ
メにより Trypanosoma cruzi が、アフリカ睡眠
病ではツェツェバエにより Trypanosoma 
brucei gambiense または Trypanosoma brucei 
rhodesiense が、それぞれ人に伝播されること
により発症する。中南米においては 2,000 万
人以上が Trypanosoma cruzi に感染しており、
南米の農村地域の一部ではシャーガス病が
死因の第 1 位となっている。一方、アフリカ
大陸におけるアフリカ睡眠病の患者数は
6,000 万人と推計され、年間の死者数は 3 万
人に上る。 
 いずれのトリパノソーマ症も極めて危険
な原虫感染症であるが、現在用いられている
治療薬は、いずれも高い毒性や重篤な副作用
を有し、有効なワクチンも開発されていない。
また今後、輸血による感染や地球温暖化の影
響により、トリパノソーマ症は世界的な脅威
になることが危惧されるため、安全で有効な
トリパノソーマ症治療薬の開発が強く望ま
れており、WHO や DNDi（Drugs for Neglected 
Diseases initiative）も新しいトリパノソーマ症
治療薬の開発に力を入れている。 
 
２．研究の目的 
 抗トリパノソーマ活性を有する新たな化
合物の探索は行われているが、多くの場合は
陸生の植物を素材としており、海洋生物を素
材とした研究は立ち後れている。しかし、研
究代表者らが沖縄産海綿より単離した新規
マンザミンアルカロイドのザマミジン C は、
アフリカ睡眠病の治療薬であるスラミンの 5
倍、エフロールニチンの 10 倍の抗トリパノ
ソーマ活性を示し、これらの薬剤と同等の
Selectivity Index 値を示した。 
 本研究では、トリパノソーマ症治療薬の素
材としてあまり注目されていない海洋生物
に焦点をあて、新しい抗トリパノソーマ物質
を見いだし、これを利用してトリパノソーマ
原虫に特異的に作用する毒性の少ない新し
いタイプのトリパノソーマ症治療薬の開発
を目指す。 
 
３．研究の方法 
(1) 海洋生物からの新たな抗トリパノソーマ
物質の探索  
① 海洋天然物ライブラリーを拡張するため
に、海洋生物（海綿、ホヤ、渦鞭毛藻、真菌
類、細菌類など）の採集を行う。 
② 採取した微生物（渦鞭毛藻、真菌類、細
菌類など）については、藻体や菌株の分離、
培養を行う。 
③ 新たに採取した海洋生物の抽出物から、

各種分離用担体を用いたカラムクロマトグ
ラフィーを用いて化合物を単離する。 
④ NMR、MS 等を中心とした分光学的手法
により、単離した化合物の構造解析を行い、
立体化学を含めて構造を明らかにする。 
⑤ 立体化学解析において必要な場合には分
解反応を行い、分解生成物の光学活性体を合
成し、天然物と比較することにより絶対立体
配置を特定する。また、化合物の結晶化に成
功した場合は、X 線結晶解析を行う。 
⑥ 連携研究者との研究結果から、マラリア
原虫および真菌や細菌類に対して生育阻害
活性を示す化学物質と、抗トリパノソーマ物
質との間には、構造の相関性があることが分
かっているため、得られた化合物について、
少量の化合物量で活性評価が行える抗菌活
性試験を１次スクリーニングとして行う。 
⑦ 十分な物質量が得られた化合物について、
抗トリパノソーマ活性および抗マラリア活
性を評価する。 
 
(2) 抗トリパノソーマ物質の構造活性相関の
解析 
① 既に海綿より見いだしている抗トリパノ
ソーマ物質（ザマミジン類、チロケラジン類、
アゲラシジン類）を含むことが推定される
Amphimedon 属、Verongidae 目、Spongiidae 科
の海綿抽出物から、関連化合物（天然アナロ
グ）を単離する。 
② (1)と同様の方法により立体化学を含めて
構造を明らかにする。 
③ 十分な物質量が得られた化合物について、
抗トリパノソーマ活性を評価し、構造活性相
関を解析する。 
 
４．研究成果 
(1) 海洋生物を素材として、新たな抗トリパ
ノソーマ物質の探索を行い、以下の研究成果
を得た。 
① Spongiidae 科の海綿から、抗菌活性を示す
新規メロテルペンのナキジキノン S、ナキジ
ノール C を単離、構造決定した。 
② Spongiidae 科の海綿から、抗菌活性を示す
新規アセチレン脂肪酸誘導体のタウロスポ
ンジン B および C を単離、構造決定した。 
③ Amphidinium 属の渦鞭毛藻から、鎖状ポリ
ケチドの amphidinin A を単離し、絶対立体配
置を分光学的手法、合成化学的手法、計算化
学的手法により明らかにした。 
④ Amphidinium 属の渦鞭毛藻から、抗菌活性
をを示す新規鎖状ポリケチド配糖体のアン
フィジニンDおよびFを単離、構造決定した。 
⑤ Amphidinium 属の渦鞭毛藻から、抗菌活性
をを示す新規鎖状ポリケチドのアンフィジ
ニン C、E、および G を単離、構造決定した。 
⑥ Hyrtios 属の海綿から、抗菌活性を示す新
規アゼピノインドールアルカロイドのヒル
チナジン B および C を単離、構造決定した。 
⑦ Stylissa 属の海綿から、新規環状ペプチド
のスティリサミド I を単離、構造決定した。 



 これらの成果により得られた 12 個の新規
化合物について抗菌活性を評価した結果、10
個の化合物に抗菌活性が認められた。現在、
十分な物質量が得られた化合物について、抗
トリパノソーマ活性および抗マラリア活性
の評価を進めている。 
 
(2) ザマミジン類、チロケラジン類、アゲラ
シ ジ ン 類 を 含 む こ と が 推 定 さ れ る
Amphimedon属、Verongidae目、Agelas属の海
綿抽出物について、関連化合物（天然アナロ
グ）の探索を行った結果、以下の研究成果を
得た。 
① Agelas 属の海綿から、新規ブロモピロー
ルアルカロイドのナゲラミド I、2,2’-ジデブ
ロモナゲラミド B を単離、構造決定した。 
② Verongidae 目の海綿から、抗菌活性を示す
新規ブロモチロシンアルカロイドのチロケ
ラジン G および H を単離、構造決定した。 
③ Amphimedon 属の海綿から、新規マンザミ
ンアルカロイドのザマミジン D を単離、構造
決定した。  
 これらのうち②および③の成果により得
られた化合物は、それぞれチロケラジン類、
ザマミジン類の関連化合物であったが、②の
成果により得られた化合物については、物質
量の問題から抗トリパノソーマ活性の評価
が困難であった。③の成果により得られた化
合物については、抗トリパノソーマ活性およ
び抗マラリア活性の評価を進めている。 
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