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狼毒大戟の化学成分および生物活性に関する研究
医薬品分子設計学分野

匡 薪竹

【序論】
伝統医学に使用される天然薬物はこれまで新薬の創製に大きく貢献してきた。新規天然
由来創薬シーズの探索研究の一環として、私たちは中国伝統薬物「狼毒」に注目した。
「狼
毒」は中国伝統医学の古典である「神農本草経」に収載されている薬物であり、その基原
はジンチョウゲ科植物瑞香狼毒（Stellera chamaejasme L.）およびトウダイグサ科植物狼毒
大戟（Euphorbia fischeriana Steud.）と月腺大戟（Euphorbia ebracteolata Hayata）の根とさ
れている。既に本研究室においては瑞香狼毒について詳細な成分研究を行っており、極め
て強力な抗 HIV 活性を有する Daphnane 型および Tigliane 型新規ジテルペノイドを見出し、
報告した（Org Lett 2011, 13, 2904; J Nat Prod 2013, 76, 852）
。
一方、狼毒大戟は「中国薬局方」に「狼毒」と収載されており、これまで多くの研究が
あり、70 種を超える化学成分が報告されていた。これら成分は多彩な化学構造を有する
一方、抗がん活性や抗 HIV 活性など多彩な生物活性も報告されている。しかしながら、
これら研究は断片的なものが多く、狼毒大戟に関する系統的な成分研究が必要と考えた。
そこで、本研究は中国伝統薬物「狼毒」の基原の一つである狼毒大戟の根に着目して、そ
の化学成分と生物活性の解明により、天然由来の新規創薬シーズの発見を研究目的とした。
【本論】
1. 狼毒大戟の化学成分研究
1）植物材料および化学成分の抽出単離
本研究では、中国安徽省で採集した狼毒大戟の根を植物材料とした。狼毒大戟の根をメ
タノールにて抽出し、得られた抽出物を酢酸エチル、水にて分配操作を行った。酢酸エチ
ル画分を ODS、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて分離後、更に分取 HPLC にて
精製を行った結果、12 種新規化合物を含む 43 種の化合物（1－43）を単離した（Fig. 1）
。

Figure 1 Chemical structures of new compounds

2）新規化合物の構造決定
構造決定は MS、NMR（1H-NMR、13C-NMR、DEPT、1H-1H COSY、HSQC、HMBC、
NOESY）
、CD など各種スペクトル解析、化学計算シミュレーションおよび化学変換など
により行った。各新規化合物の構造決定の詳細は以下の通りである。
ent-Atisane 型ジテルペノイド 7 と 8 の構造決定：
化合物 7 と 8 の分子式を HR-ESI-TOF-MS の解析により決定した。1H-および 13C-NMR
においては、それぞれ β-glucopyranose 由来のシグナルが観察される一方、類似していた
アグリコン由来のシグナルが観察された。アグリコンの化学構造を更に詳細な 2D-NMR
の解析により決定した。一方、化合物 8 は galloyl 基由来のシグナルが観察され、その結
合位置は HMBC 相関の解析により決定した。更に、化合物 8 はマイルドアルカリ加水分
解反応により化合物 7 を生成し、化合物 7 は酵素加水分解反応によりアグリコン 7a を得
たことができた（Fig. 2）
。これら化学変換の結果も化合物 7 と 8 の化学構造を支持した。

Figure 2 Chemical transformation of 8 and 7
ent-Rosane 型のジテルペノイド 12, 13, 15 および 17 の構造決定：
新規化合物 12 と 13 は詳細な NMR データ解析により、18 位のみ違う化学構造である
と決定した。その絶対配置は構造既知の化学類縁体との比較により、ent-rosane 型ジテル
ペノイドであると決定した。一方、化合物 15 と 17 は HR-APCI-TOF-MS および 13C-NMR
により炭素数 19 の Nor 型ジテルペノイドであると示唆した。その平面構造および相対配
置は詳細な NMR データ解析により決定した。化合物 17 の化学構造は更に単結晶 X 線結
晶構造解析により確認した。
（Fig. 3）

Figure 3 1H-1H COSY and key HMBC correlations of compounds 12, 13, and 15,
and ORTEP structure of compound 17

ent-Abietane 型のジテルペノイド 21－24 の構造決定：
新規化合物 21－23 はいずれも Euphorbia 属から得られた ent-abietane 型ジテルペノイド
の‐不飽和ラクトン 5 員環の特徴的な

13

C-NMR シグナルが、21 ではC 159.5, 127.1,

174.9、22 では C 156.1, 125.1, 175.2、23 では C 146.0, 133.7, 173.6 に観察された。更に詳
細な 2D-NMR データの解析により、21 と 22 は二重結合の結合位置のみが違う構造異性
体であり、その位置はそれぞれ7(8)と9(10)に決定した。13C-NMR においては、化合物 23
は 22 に比べ、14 位のオキシメチンカーボンシグナルが消失し、新たにカルボニル基由来
のシグナルが C 185.1 に観察された。さらに、HMBC スペクトルの解析により、化合物
23 は 14 位にカルボニル基を有することを明らかにした。一方、化合物 24 は本研究によ
り得られた既知化合物 jolkinolide B（18）と類似した NMR データを示すものの、前述し
た ent-abietane 型ジテルペンラクトンの特徴的なシグナルが観察されなかった。化合物 24
は D 環のラクトンが開環していた構造を有することを詳細な 2D-NMR 解析により決定し
た（Fig. 4）
。

Figure 4

1

H-1H COSY and key HMBC correlations of compounds 21-24

Cycloartane 型のトリテルぺノイド 32 と 33 の構造決定：
新規化合物 32 と 33 の分子式は HR-APCI-TOF-MS において決定した。1H-NMR におい
ては、cycloartane 型トリテルぺンの 19 位に geminal プロトン由来の特徴的な 1 組のダブ
レットシグナルが高磁場側に観察された（Fig. 5）
。更に詳細な 2D-NMR 解析により、化
合物 32 は cycloartane 骨格の 17 位側鎖の 24 位と 31 位にエポキシ基が結合し、化合物 33
は化合物 32 のエポキシ基が開環され、メチル化されたものであると決定した。
1H-NMR

data of compound 32
H-19

1H-NMR

H-19

data of compound 33

Figure 5

1

H-NMR data of compounds 32 and 33

2. 生物活性研究
1）ジテルペノイドのがん幹細胞増殖抑制活性
がん幹細胞はがんの転移や再発、薬物耐性に深く関与することが報告され、新しい抗が
ん剤創製の標的として注目されている。本研究においては、単離したジテルペノイド（1
－31）について、ヒト乳がん MCF-7 細胞より誘導したがん幹細胞の増殖抑制活性をスク
リーニングした。その結果、新規化合物（7, 7a, 15, 21, 24）を含む 14 種の化合物は顕著
な抑制活性を示した。
2）トリテルぺノイドのヒト CYP3A4 プロモーター活性
シトクロム P450 3A4 (CYP3A4) はシトクロム P450 の一種であり、薬物代謝に大きく関
わる酵素である。トリテルぺノイド（32－38）はヒト CYP3A4 プロモーター活性を測定
したところ、新規化合物（32, 33）も含めて 4 種 cycloartane 型トリテルペノイド(32－35)
は活性を示し、その 17 位側鎖構造はヒト CYP3A4 プロモーター活性の作用機序に関与す
ることを示唆した。

【結論】
本研究は中国伝統薬物「狼毒」の基原のひとつである狼毒大戟の根について、詳細な化
学成分研究および生物活性の探索を行った。その結果、12 種新規化合物を含む 43 種の化
合物を単離し、構造決定した。これら化合物は ent-atisane 型、ent-rosane 型、ent-abietane
型、ent-kaurane 型、ingenane 型、lathyrane 型のジテルペノイド、cycloartane 型、lupane 型、
oleanane 型のトリテルぺノイド、およびアセトフェノン型フェノールに分類され、化学構
造の多様性を示している。新規化合物 7 と 8 は Euphorbia 属から得られた ent-atisane 型ジ
テルペノイド配糖体の最初の報告例である。一方、新規化合物を含む 14 種の化合物は顕
著ながん幹細胞増殖抑制活性を示し、今後さらなる研究によりがん幹細胞を標的とした新
規抗がん剤創製に寄与することを期待する。Cycloartane 型トリテルぺノイドは 17 位の側
鎖構造の違いにより活性発現の差異が認められ、今後さらなる解明を進めていきたい。

【対象論文】
1. Kuang X, Li W, Kanno Y, Mochizuki M, Inouye Y, Koike K: Cycloartane-type triterpenes
from Euphorbia fischeriana stimulate human CYP3A4 promoter activity. Bioorg Med Chem
Lett, 24, 5423-5427 (2014).
2. Kuang X, Li W, Kanno Y, Yamashita N, Nemoto K, Asada Y, Koike K: ent-Atisane
diterpenoids from Euphorbia fischeriana inhibit mammosphere formation in MCF-7 cells. J
Nat Med, 70, 120-126 (2016).

論文審査結果
申 請 者：匡 薪竹
論文題目：狼毒大戟の化学成分及び生物活性に関する研究
匡薪竹氏の博士学位論文は、中国薬局方に「狼毒」として収載されている「狼毒大戟」の化学成分の
分離を行い、単離した化合物の化学構造の決定と、がん幹細胞増殖抑制活性およびヒト CYP3A4プロ
モーター活性について述べたものである。本論は 2章から構成されている。
第1章では、トウダイクサ科植物である狼毒大戟 Eupho
rb
i
af
i
s
c
he
r
i
anaの化学成分の単離と化学構
造について述べた。狼毒は中国最古の薬物書「神農本草経」に下薬として収載されているが、その基原
植物に関しては、従来から諸説あり、今日でもジンチョウゲ科、トウダイグサ科、ナデシコ科、ならび
にサトイモ科に基づく生薬がある。中国薬局方や中薬大辞典によれば、その薬効に関しては、全てが水
分代謝の改善ならびに皮膚病に治療効果があるとされている。このように科属を全く異にしている基原
植物の生薬が、同様の効果を発現していることは大いに興味がある問題である。一方、日本においては、
西暦 756年、正倉院に納められた約 60種類の生薬が記された「種々薬帳」のなかに、狼毒の記載はあ
るが現存しておらず基原は不明である。
狼毒については多くの研究があるが、いずれも断片的な研究であり、基原、成分と薬理作用を含めて
体系的な成分研究が必要と考えた。そこで申請者は本生薬の詳細な化学成分の探索を行った。その結果、
12種類の新規化合物を含め 43種類の既知化合物を単離して、全ての構造を決定した。それらは化合物
群ごとに分類すると、8種類の e
n
tat
i
s
ane型ジテルペノイド、9種類の e
n
tr
o
s
ane型ジテルペノイド、
7種類の e
n
tabi
e
t
ane型ジテルペノイド、1種類の e
n
tkaur
an
e型ジテルペノイド、5種類の i
nge
nane
型ジテルペノイド、および 1種類の l
at
hyr
ane型ジテルペノイドの合計 31種類のジテルペノイドの構
造を決定した。さらに 4種類 c
yc
l
o
ar
t
an
e型トリテルペノイドを含め 7種類のトリテルペノイド、およ
び 5種類のアセトファノン型フェノール化合物の構造を決定した。
本章で構造を決定したジテルペノイド類は、e
n
tat
i
s
ane型、e
n
tr
o
s
s
ane型、e
n
tabi
e
t
ane型、
e
n
t-k
aur
ane型、i
nge
nan
e型と多種多様な化合物群であり、これまでの狼毒の成分研究が断片的であ
ったものが、本研究を通して体系的に整理することができた。
第 2章では、狼毒大戟より単離した化合物のがん幹細胞増殖抑制活性ならびにヒト CYP3A4プロモ
ーター活性について述べた。その結果、新規化合物を含めて 14種類のジテルペノイドに顕著ながん幹
細胞増殖抑制活性を見いだした。さらに 4種類の c
yc
l
oa
r
t
an
e型トリテルペノイドにヒト CYP3A4プロ
モーター活性を促進することが認められ、なかでも C17位側鎖構造が活性の作用機序に関与することを
見いだした。
本研究の成果は、中国において狼毒が抗がん作用を目的とした中医処方に配合されることから、狼毒
から単離した化学成分のなかにがん幹細胞増殖抑制活性を見いだしたことは、がん治療の機能解明の端
緒となるものと評価できる。さらに、c
yc
l
oa
r
t
an
e型トリテルペノイドにヒト CYP3A4プロモーター活
性を促進することが認められ、今後、研究が進展することにより薬物代謝研究のケミカルプローブとし
ての有効利用が期待される。
以上、本論文は創薬を志向した生物活性天然物化学分野の研究として価値ある新規知見を十分に含ん
でいること、ならびに本研究に関係する主論文 2報を既に学術論文として公表しており、博士（薬学）
に値するものと判断する。
平成28年 2月 17日
東邦大学薬学部生薬学教室

