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プ ロ グ ラ ム

講演会  (大 研修室 :司会 仁平卓也)

開催の挨拶 : 山 田 靖 宙  (大 阪大学工学部教授)

13:00～ 13:05

挨   拶 : 土 佐 哲 也  (田 辺製薬 (株)常 務取締役)

13:05～ 13:10

特別講演 :

パン酵母による不斉還元は万能か ?         13:10～ 13:40

(二重大学工学部教授)藤 澤 有

座長 :宇 高 正 徳  (岡 山大工学部教授)

酵素反応を利用 した医薬品合成中間体の製法     13:40～ 14:10

(田辺製薬 (株)応 用生化学研究所) 西 田 卓 生

座長 :山 田 靖 宙 (大 阪大学工学部教授)

化学会情報 : 太 田 博 道  (慶 應義塾大学理工学部教授)

14:10～ 14:20

ショー トトーク : A-1 ～  B-20       14:20～ 15:24

進イテ:仁 平 卓 也 (A-1～ A-12)

町 田 育 子 (B-1～ B-10)

井 原 史 雄 (B-11～ B-20)

コーヒーブレイク  (食  堂) 15:24～ 15:40

ポスターセッション : A-1 ～ B-20 (地 下 1階 )

15:40～ 17:00

懇 親 会 :  (食 堂)              17:00～ 18:00



講 演 会

特別講演

バン酵母による不斉還元は万能か?

(三重大学工学部)○ 藤澤 有

酵素反応を利用した医薬品合成中間体の製法

(田辺製薬・応用生化学研究所)○ 西田卓生

ポスターセッション

(A)酸 化 ・還元 ・その他

A-1  微生物運元における反応制御

(京大。化研)〇 近藤慎―,中村 薫,大野惇吉

A-2  バン酵母無細胞抽出液による1,2-ジオール誘導体の高効率 ・高立体選択的生産

(岡山大 ・工,岡 山県大 ・栄養)○ 石原浩二,東 祐司,中 島伸佳,坪 井貞夫,

宇高正徳

1

A-3  バン酵母およびタバコ懸濁培養細胞 BY-2を 利用した光学活性

α―phenylpyridylrnethanolsの合成

(静岡県大・薬)○ 竹元万寿美,阿知波一雄

A-4  光 学活性3…パラ置換アリールー1,1,1-トリフルオロプロバンー2-オールの合成

(二重大 ・工)清 水 真,○ 北村幸路,藤 澤 有

A-5  微生物変換を利用した (2S,3S)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-

methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)― oneの 製法

(田辺製薬 。生化研)○ 町田育子,松 前裕明,西 田卓生,道 野浩志,山 田真一,

尾崎泰彦,柴 谷武爾



A-6  馬肝臓アルコール脱水素酵素 (HLADH)に よるカゴ型ケ トンの不斉還元

(阪大・基礎工・合成化学)○ 重松 創,廣瀬良樹,戸部義人,苗村浩一郎

A-7  ラット肝ミクロソームにおける薬物代謝反応

(東北薬大)○ 竹下光弘,三浦昌朋,岩井幸貴子,佐藤 泉

A-8  芳香族イソプロピル基のウサギによるエナンチオ選択的酸化

(広島工大。工,★徳島大・総合科学)○ 石田孝,★松本高志

A…9  生体触媒による不斉誘起反応

一 エノン類の立体特異的な還元に関与する酵素系 一

(広大・理)○ 下田 恵,村田輝人,lTO Diana,泉俊輔,平田敏文

A-10 植物培養細胞が営む立体選択的酸化 ・還元反応

(岡山理大 ・理)○ 浜田博喜,安 宗秀明,真 田和美

A-11  アル ドラーゼを用いるシアル酸および類縁体の合成

(慶大。理工)窪 木厚人,平松茂樹,岡崎華子,○須員 威,太田博道

A-12  有用物質の酵素的配糖化と燐脂質化

一特にビタミンBlの 新規誘導体 α―グルコシルチアミンの酵素合成

と芳香族ヒドロキシ化合物の酵素的ホスファチジル化一

(岡山大・資生研、★クラレ中央研)○ 鈴木幸雄,内田 綱,日高直美,★高見正明)

(B)リ パーゼ ・エステラーゼ ・プロテアーゼ

B-l  Candida由 来のリパーゼ CALの 選択性

(京大・化研)中 村 薫,○水野哲二,木下雅道,大野惇吉

B-2  リパーゼの立体選択性に及ぼす溶媒効果

(京大・化研)中 村 薫,○木下雅道,大野惇吉



B-3  リパーゼを用いた トランスエステル化におけるアリール置換基の影響

(京大。化研)中 村 薫,○川崎正志,木下雅道,大野惇吉

B-4  有機溶媒中におけるリパーゼのエナンチオ選択性に及ぼす添加物の効果

(神戸大 ・発達科学 ・教育 。自然科学研 ・甲南大 ・理)土 地員一,○ 岡本崇,

坂本英之,中 村和美,山 田祥子,安 福義隆,宮 澤敏文

B-5  リパーゼによる [7]ヘテロヘリセンの光学分割

(京大・理,十京大・化研)田 中和彦,○勝賀瀬由香,十中村 薫

B-6  リパーゼを用いる光学活性3-クロロー2-ヒ ドロキシアルカン酸エステルおよび

1,1:―ビナフチルー2,2:―ジカルボン酸の合成と応用

(岡山大 ・工, ・★環境理工)★坪井貞夫,○ 山藤信行,近 藤準士,依 馬 正,

宇高正徳

B-7  リパーゼを用いる光学活性C2-対称ジエステル体の合成とその応用

(京都薬大)井 上武久,〇 荒木 守,中 村大作,柴 田佳代子,野 出 學

B-8  2-ア セ トキシー2-ベンタフルオロフェニルアセ トニ トリルのリパーゼによる

光学分割とその合成的利用

(岡山大 。工)○ 酒井貴志,久 保和弘,中 谷真弓,宇 根山健治

B-9  α,α―ジフルオロメチルラジカルの分子内環化反応 ;リパーゼ不斉アシル化反

応を活用する新規なキラル体α,α―ジフルオロラクトンの合成

(岡山大・教育,★兵庫教育大。学校教育)○ 伊藤敏幸,小原広之,衛本幸恵,
★高木由美子

B-10  リパーゼによる四員環ラクトンの光学分割

(京大。人間・環境学)小 市洋太,○杉中 薫,山本行男

B-1l  Ftrsarlium οxyspοttmの 生産するラクトナーゼを用いたバントイルラクトン

の光学分割

(京大・農化)○ 片岡道彦,坂本恵司,清水 昌



B-12  リパーゼを利用したジプシーモス性フェロモンの実用的合成

(日東電工 ・基幹技術センター)〇 福崎英一郎,里 田史朗,千 田修治,

小俣哲夫

B-13  σ―対称ジオールを活用する薬理活性化合物のエナンチオ選択的合成

(徳島大・薬。医薬資源セ)○ 板東俊和,難波由紀子,宍戸宏造

B-14  リパーゼによるエナンチオ選択的加水分解とその天然物合成への応用

(岡山理大・理:★甲南化工)★亀沢 誠,楽 隆生,○菊池敬―,★橘 芳純,

★戸谷哲造フ
★大谷武彦,直島好伸

B-15  リパーゼによるヒドロキシラクタム類の光学分割と光学活性リリジン合成への

利用

(静岡大 。工)高 部囲彦,○ 西 俊紀,鈴 木正久,山 田 隆,依 田秀美

B-16  Lipaseを 用いる ethanolamineお よび L―Serの N―acylation

(田辺製薬・生産技術センター,大阪市大・工)○ 古谷敏行,古井正勝,★大嶋 寛,

★加藤錠治

B-17  αttdida antarctlica のリパーゼによる不斉合成

(ノボノルディスク バイオインダストリー)○ 大越洋一郎,池 田衆一

B-18  生体触媒を用いた光学活性含ケイ素アミノ酸の調製

(京大。工・生化)○ 山中勇人,福 居俊昭,川 本卓男,田 中渥夫

B-19  活性型エステルをアシル ドナーとして用いるプロテアーゼによるペプチ ド合成

(甲南大・理)○ 宮澤敏文,中條真―,山田隆巳,桑田蕃

B-20  プロテアーゼによるベプチ ド縮合反応の速度論的研究

(京都工繊 ・繊維)○ 功刀 滋,吉 田真澄



特別講演

および

ポスターセッション

要 旨



特別講演 1
バン酵母による不斉還元は万能か ?

二重 大学 工学 部  藤澤  有

生物体内では酵素を触媒 として理想的な官能基、位置および立体選択的反応が効

率 よく進行 してお り、これらの酵素が持つ特異的な不斉認識能を有機合成に人為的

に利用できれば、光学活性ファインケミカルズの合成の有効な手法 とな り得る。酵

素は強い基質特異性 を持つことが知 られているが、 しかしなが ら生化学的手法は常

温、常圧、空気存在下水溶液中で行うことができ、化学的手法と比べて簡便である。

その中でもパ ン酵母は安価で入手 も容易であ り、通常の還元剤 よりもむ しろ取扱い

は容易である。一般にケ トン類のパン酵母還元では経験的にPrc10g則として一般化

されている様 に NADPH由 来のヒ ドリドはカルボニルのrθ面から攻撃 してS体 の光

学活性二級アルコールが優先 して生成する。 しかし、これはあ くまでも経験則で

あ り、基質であるケ トンの構造により光学純度のみならず絶対配置 も変動する。

従って高立体選択的に還元生成物 を得るためには、基質や培養条件などを工夫 して

複数の酵素の中から望みの立体配置を与える酵素を選択する必要があ り、条件次第

では両鏡像体 を高光学純度で得ることも可能 となる。また速度論的光学分割の手法

を導入することにより、変換 された生成物 も回収 される基質 もともに光学活性体 と

して得ることが可能であり、共にキラルシン トンとして有効に利用できる。さらに

通常の化学的試薬ではできない官能基選択的な反応 も可能である。

パン酵母還元のエナンチオ選択性の制御法 として、色々な手法が検討 されている

が、最近パン酵母のように微生物を用いる生化学反応において酵素反応の難点であ

る高い基質特異性 を逆手にとり、これらの微生物に適するように合成基質を分子設

計 してその汎用性 を広げることが活発に行われている。その一つ としてカルボニル

基の近傍にハログン、酸素、硫黄などのヘテロ官能基が存在するとバ ン酵母還元が

容易に起 こり、還元の立体化学にも影響を与えることが知 られている。従ってこれ

らの官能基を基質に導入 してバン酵母還元を行い、還元生成物から除去すれば結果

的に立体選択性 を制御できることになる。また、後々行なう化学変換を考慮 にいれ

てパン酵母還元に適するように合成基質を分子設計 し、化学修飾すればファインケ

ミカルズの合成に役立つキラルシントンを創製できる。すなわち、生物的手法 と化

学的手法を相補的にうまく組み合わせれば効率 よく光学活性化合物 を作 り上げるこ

とができる。今回はパン酵母による不斉還元は万能か ?と いう題目をいただいたの

で我々の行ってきた研究を主軸にこれに答えてみたい。



特別講演 2

酵素反応 を利用 した医薬品合成中間体の製法

田辺製薬 (株)応 用生化学研究所

シ
゛
ルチアセ

゛
ム(1)は冠血管拡張剤 として1974年に上市 されて以来、

世界100ケ国以上で広 く用いられている医薬品である。その構造

は、へ
゛
ンソ

゛
チアセ

゛
ヒ
°
ンを基本骨格 とし、2位と3位に2つの不斉炭素を

有している。この化合物の4つの異性体のうち右に示す(26,3s)の

配置のものが、医薬品として用いられている。従来のシ
゛
ルチアセム゙の

西田 卓生

合成フ・ロセスでは、光学分割を製造工程の後期の段階で行つていたために、原材料に無

駄が生じていた。そこで、製造工程の初期段階の合成中間体である(2RS,3SR)-3-(4-

メトキシフェニル)ク
・リシッド酸メチルエステル[(±)―」に注目し、酵素法による光学分割を検討した。

Me°

鴨 :。ヅ

°

(■)_2                (2H,Ub,-4

(±)-2は水溶液中では不安定であるので、有機溶媒 と水の二相系で上記反応を触媒

する酵素を検討 したところ、Serratia marcescens Sr41 8000が分泌するリハ
・―セ'が高

い立体選択性 を持つ ことを見出 した。本酵素を反応器内に物理的に吸着固定化するこ

とがで きる液液接触方式の膜型ハ
゛
イオリアクターを利用することにより、①酵素の反復使用

が可能 とな り、②生成物の分離が容易 となった。本方法を化学反応工程に組み込むこ

とにより、製造工程 を短縮 し、製造原価を低減することができた。

また、さらに効率的な方法を確立するために、下記に示すような原料を100%利用す

ることが期待で きる酵素反応についても検討 したので、その結果についても紹介する。

・HCl

Me°
〕〔〔〕1、r」ttc:[lil璧

堅型L」Ve°
%:。 。Me

OMe

Microorganism

OMe

Microorganism

〈Ｓヽ‐‐‐」『′Ｈ
1  0
H

(2P,30-2



A - 1 微生物還元における反応制御

(京大化研)〇 近藤慎一 ・中村薫 ・大野惇吉

パン酵母還元は有機合成における不斉導入反応に広く用いられている。パン酵母還元における立体

選択性は常に満足できるわけでなく,反 応条件の検討により,そ の立体選択性を向上させることがで

ネ窪要柱禽生七謂 1嘉婁勇議√進兵佐縫 8摯 色
・そこで

' 
α~ケ トカルボニル化合物の還元の立

姜について概説し,さ らに反応にバン酵母中のいか

なる還元酵素が反応を触媒しているかについても説明する。

1.α ―ケトエステルの還元

脂肪族α―ケトエステルの還元における立体選択性は,反 応を水中で行うか,ま たヘキサンやベン

ゼンのような有機溶媒中で行うかにより,大 きく変化する。立体選択性変化の要因は,大 きく二つに

まとめられる。一つは生成するα一ヒドロキシエステルの不斉分解である。水中では6)一 α~ヒ ドロ

キシエステルが優先的に分解し,結 果として6)一体のみを得る。しかしながら,有 機溶媒中での還元

では,こ のような不斉分解は起こらない.つ まり,還 元の立体選択性がそのまま生成物の立体として

書彊護象糧震電機早挙91患 ≦醤縫書:ぎ ↑督尭ζ
機相間に分配し,実 際の反応場である水中での基

ヒ触媒する複数の酵素の内,Kmの 小さい酵素のみが

反応に関与し,その酵素の立体選択性が酵母の選至様色表種言署;「朱馨慢量兼標準辱』官暑寛言Я
2F否ガ[EliF彙レ毎看禽雰T3夕1主貰耳9這元酵素の単離精製とその動力学定数の測定から証

明された。

O

RttCC)2Et

2 .ケ トパン トラク トンの還元

み

'営

Jl嘗景會lili[[I:F基競言][言:[1:[::lilll:彙[1[:l』i]
ことが可能である。ケ トパントラク トンの還元では, β―シクロデキス トリンをホス ト化合物 として

用いることで達成できる。

bakers'yeast

with β―CD

Ｅ
２０Ｃ

ｏＨ人

○
＝

一

一

・
ＯＨ

ＡＯ＝」管‐。
Ａ

bakers'yeast

in organic solvent R

bakers'yeast

Inhibitor,heat treatment

3.α 一ジケ トンの還元

α―ジケトンを還元し,単 一のα―ヒドロキシケトンを得るためには,立 体選択性のみならず,位

置選択性 ・過剰還元をも考慮に入れる必要がある。阻害剤の添加ならびにバン酵母の熱処理により,

これら選択性を改善することができ,図 に示したようなα一ヒドロキシケ トンを高収率 ・高立体選択

的に得ることができる。



A-2
パ ン酵母無細胞抽出液による 1, 2-ジ オール誘導体の高効率 ・高立体選択的生産

(岡山大工 ・岡山県大栄養)○ 石原浩二 ・東 祐司 ・中島伸佳 ・坪井貞夫 ・宇高正徳

光学活性な 1, 2-ジ オールは有機合成上非常に有用な合成中間体である。その合成に関して

は様々な方法が開発されているが,そ の中でもパ ン酵母によるα一ヒドロキシケ トンの還元では

(R)-1, 2-ジ オールが高立体選択的に生成することは既に知 られている
1)。

それとは反対

の立体配置を持つ (S)-1, 2-ジ オールを得る有力な方法の一つとして,以 前我々は,パ ン

酵母無細胞抽出液を利用 したα一アセ トキシケ トンの不斉還元について報告 した
2)。

α_ァ セ ト

キシケ トンのパ ン酵母還元では基質のアセ トキシ基が加水分解されて,得 られる還元体の収率は

低かったが,我 々が見いだしたパ ン酵母無細胞抽出液を用いる方法では基質が加水分解されるこ

となく,高 収率かつ高立体選択的に還元されることが明らかとなった。また還元に必要な補酵素

NADPHは ,等 量分を添加する必要はなく,そ の抽出液にグルコースを加えるだけで再生 ・供

給されることも見いだした。

今回我々は, このパ ン酵母無細胞抽出液を利用したα一アセ トキシケ トンの不斉還元反応にお

いて,補 酵素の回転数の増加させることでさらなる高効率化を試みた。その結果, これまでの補

酵素の回転数が 100で あったのに対 して 1オーダー上の 1000回 転以上に上げることに成功

した。これにより補酵素利用の面では効率が 10倍 に上昇 した。さらにパ ン酵母無細胞抽出液を

メンブランリアクター内に固定化 して使用することで,こ れまで使い捨てであった酵素溶液を繰

り返 し使用できることも分かった。この際,繰 り返 し使用 しても得られる生成物の光学純度には

影響が無 く,す べて 99%以 上のceで あった。補酵素の再生効率および酵素溶液 (パン酵母無

細胞抽出液)の 利用効率という両面での高効率化に成功 した。

Fig.  1.  Conversion of  L 'acetoxy'2 'propamne to- 
1-acetoxy-2-alcohol in Membrane Reactor

100

80

10     15

Reaction Tinle(b)

20

1)」 . Barry, and H. B.Kagan, Sy17rtteSた , 453 (1981).

2)K. lshihara, T, Sakal, S. TSubol, and M. Utaka, rerrattθ drοr7 ιθrr., 35, 4569 (1994).
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A-3
パ ン酵母およびタバ コ懸濁培養細胞BY-2を利用 した

光学活性α phenylpyridylmethanolsの合成

(静岡県大 ・薬)○ 竹元万寿美、阿知波一雄

【目的】ベンズヒドロール誘導体およびピリジルアルコール誘導体には、CarbinOxamine

maleate、Bromodiphenhydraminё等の医薬品があり、 我々はこれらの光学活性化を目指 し
リパーゼ触媒等の酵素法およびパン酵母を利用 した光学活性ベンズヒドロニルおよびピリ
ジルアルコール類1)の合成を行ってきた。今回我々は、パン酵母およびタバコ懸濁培養細
胞BY-2を用い、ベンゾイルピリジン (la一c)の 不斉還元、及びラセミα―phenylpyridyl

methaⅨ)1のアセチル体 (3a c)の不斉加水分解による光学活性α phenylpyridylmetha肛)1
(2a c)の合成法について報告する。 (+)-2a自 身、鎮痛および抗痙攣活性を有 し、さら
に基質となる 1は フェニル基とピリジル基の電子状態が異なるだけで立体的にほぼ類似
しており、パン酵母およびタバコBY-2がどの程度まで不斉認識可能であるか大変興味深い。
【実験・結果】la cの 不斉還元、及びラセミ体 3とcの 不斉加水分解は、(A)水中フリーパ

ン酵母 (B)水中アルギン酸固定化パン酵母 (C)ヘキサン中アルギン酸固定化パン酵母 (D)

MS培地中タバコ懸濁培養細胞BY-2(E)MS培地中アルギン酸固定化BY-2細胞(cell)(F)MS培

地中、アルギン酸固定化BY-2細胞(cell+brOth)の6種 類の方法により行った。まずパン
酵母法における lcの 還元では、(C)法が、(A)、(B)法に比べ非常に高い不斉収率で 2cを
得ることができた。[()2c:(A)法 :86%ee(B)法:84%ee(C)法:96%ee]タバコBY-2におい
ては、(F)法による la cの 不斉還元は、(D)、(E)法に比べ変換速度、及び不斉収率ともに
良結果をもたらした。全体的にタバコBY-2を用いる la cの 不斉還元は、パン酵母に比べ

反応時間はかかるが、不斉収率はほぼ同等もしくはそれ以上であり、特に lb,lcに おい
てはパン酵母と逆の立体配置をもつアルコール体 2b,2cが 得られ、パン酵母とタバコBY―
2の使い分けにより、両鏡像体の作 り分けが可能となった。[(B)法 (+)-2a:28%ee()2b

45%ee (―)-2c :84%ec (F)たよ (+)-2a :48%ee (十)-2b :50%ee (+)-2c :72%ee]  とkにパ :ン西孝
母およびタバコBY 2を用いるラセミ体 3計cの 不斉加水分解において、特に化合物 (3b,

3c)の 不斉加水分解ではパン酵母に比ベタバコBY 2では非常に高い不斉収率が得られた。
さらに、タバコBY-2による不斉還元及び不斉加水分解においても得られたアルコール 2b,
2cの 立体が逆となり、両鏡像体の作 り分けが可能となった()[(B)法2a:0%ee(卜)-2b:
33%ec()2c:40%cc(E)法 2a:0%cc()2b:85%ee()2c:83%ee]今 回ニチニチ卓
懸濁培養細胞を用いた結果についても併せて報告する。

バン酵母 or

タバコBY-2
OAc

la‐c 2arc

a)2-,b)3-,c)4-

1)M. TakemOto and K. Achiwa, Chem. Pharm. Bull.,42, 802 (1994)。

Q （
）
―

3a‐c
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光学活性3-パラ置換アリール…

1,1 ,1-  F U7)VtEJElf  >-2-t-)Voe6l ,
(三重大工 )清 水 真○北村幸路 口藤澤 有

1.光 学活性 3-ρ―置換 ア リール_1,1,1-トリフルオ ロプロバ ン_2-オール誘

導体3は パ ラ位 の官能基 の機 能性 を活用 して 自発分極 が大 きい強誘 電性液 晶

合成 のキラル シ ン トンと して広範 に応 用 で きる。本研究ではパ ラ位 に置換 基

を有す る3-ア リー ル_1,1,1-トリフルオ ロプロパ ン_2-オン誘導体1の パ ン酵

母還元 お よび2-ア セ トキシー3-ア リールー1,1,1-トリフルオ ロプ ロパ ン2の リ

パーゼによる不斉加水分 解 を行 なった ところ良好 な光学純度 で対応 するアル

コール3を 得 ることがで きることを見 いだ した。

o
i lF,

cF3ccHrvlR
OAc

crsiHcHrSn
OH

crrCHcHrOR

2.パ ン酵母還 元 の原料 である3-ア リール_1,1,1-トリフルオロプ ロパ ンー2

_オン1は パ ラ置換 ベ ンジルマ グネシ ウムクロリ ドに トリフルオロ酢酸エチ ル

を作用 させ合成 した。 また2-アセ トキシー3-ア リール_1,1,1-トリフルオロプ

ロバ ン2は 1を 還元 じアセチル化することにより合成 した。パ ン酵母還元 は ト

リフル オロアセチルベ ンゼ ン誘 導体 1(lmm01)を パ ン酵母 5gと 蒸留水50ml

を用 いて行 い、相当 するアルコー ルをR=Cl、 OMeの 場合 それぞれ58%ee,

42%eeの 光学純度 で得 た。 そこで高い光 学純度 の3を 得 るた め リパ ーゼに よ

る速度 論 的光 学分 割 を検 討 した。 リパ ーゼ に よる不 斉加水 分 解 で は基 質

10mgに 対 してTHFO.3mL,お よび リン酸緩衝溶液0.6mLを 溶媒 と して用 い リ

パーゼ (アマ ノPS)を 2.7mg用 い て40℃ で行 った。その結果R tt Clの場 合

は加水分解 されたS体 の アルコール3を 収率46%,光 学純度99%ceで 、R体 の

エステル2を 54%,94%ccで 得 る ことが で きた。 またR=MoOで は加水分 解

されたS…3を 50%,96%ecで 、R-2を 48%,92%eeで それぞれ得 ることがで き

た。 この反応 ではベ ンゼン環の置換基 の影響 はあまり大 き くな く、 パ ラ位 に

R=Cl,MeOが 置換 した化合物では ともに良好な結果が得 られることが分 かっ

た。絶対立体配置 は(S)-3,3,3-トリフルオロー1,2-エポキシプロパ ンか ら誘導

した化合物 とその旋光度 を比較 し決定 した。

以上の様 に本研 究ではベ ンゼ ン環 のパ ラ位 に種 々の官能基 を導入 した3-ア

リール_1,1,1-トリフル オロプロバ ンー2-オールの合成 は リパーゼPSを 用 い る

速度論的加水 分解 により高 い光学純度 でアルコー ルの両鏡像体 が得 られる こ

とを明 らかに した。 さらに他 のパ ラ置換基 を有す る基質のパ ン酵母還元 あ る

いはリパ ーゼによる光学分割 について も併せて述べ る。
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微生物変換 を利用 した (2,3o-2,3-dihydro-3-hydroxy‐2-(4-

methoxyphenyl)-1,5-berlzothiazepin-4(5助―oneの 製法

(田辺製薬 。生化研)○ 町田育子、松前裕明、西田卓生、道野浩志

山田真一、尾崎泰彦、柴谷武爾

【目的】冠血管拡張薬ジルチアゼムの新規合成法の開発を目的として、その合

成中間体である光学活性(2S,30-チアゼピン体[(2S,30-2]の微生物変換を利用

した製法を検討した。

手な粧 場T墳 テ1り1二 ぢメt廷 貧襲

(fヂ
」
]そ

雛 キスこた基ギが暫l、資憲在

と立体選択性を有することを見出した。DMFに 溶解した0.334Mの(Ro-1溶液を

1%の濃度で反応系に添加して、PH7.0、42℃にて2時間反応を行うと、(2S,3o―

2が転換率94%、光学純度>99。9%eoc。で再現性良く得られることがわかつた。

得られた(2S,3o-2は反応終了液からバン酵母をアセトンパウダーとして除去し、

アセトンを留去して得られた粗結晶をメタノールから再結晶化することにより、

85%の収率にて単離できた。

OMe

(式 1)

微生物還元

微生夕を1/」ヒ■Jヌご尤rgr]fIIIljFllli3,ヨヨζ『与れた4種 の微生物を見出すことができノ

収率76%、光学純度99%ecで目的物が得
ついて調べたところ、Bad″υs sphacacusから部分精製した加水分解酵素により

こ=ぅも二ふ縦Wぱil恭よ、度志齢脇 版冒票雲蓬隻侵息方皇ま遺で
進行することがわかつた。

(2S,30-2

(2S,30-2


