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タバコ培養細胞による(R,S)-1‐phenylethylalcoholの不斉配糖化

(広島大理)OIto Diana・李 壬淑 ・古屋和彦 ・泉 俊輔 。平田敏文

近年,薬 理活性をもつ水溶性物質の生産を目的として,様 々な化合物の配糖化が

試みらている。本研究では,植 物培養細胞を生体触媒として用いる不斉配糖化法の

確立を目指して,(R,'l phenylethylakohol(1)およびそのアセテー ト(2)を対象 として,

タバコ培養細胞による配糖化を行い,そ の立体選択性を調べた。

MS培 地において培養されたホワイト状 (ショ糖3%,2,4‐D2ppm)お よびグリーン

状タバコ (シヨ糖1%,2,4‐D lppm)培 養細胞にアルコール (1)お よびglucoseを投与

し,イ ンキュベー トした。一定時間後,培 地および細胞部を酢酸エチル、プタノー

ルで順次抽出した後、得られた配糖体をシリカグルカラムにより単離 ・精製した。

その結果,ホ ワイ ト細胞より(Rl・アルコールのβ・D・glucoside(3a),グリーン細胞 より

(9‐アルコールのβ
‐D‐gluco dゞe(3b)および(3・1‐phenylethy1 6・0・(2‐hexenoyl)‐β

‐D‐

glucopyranoside(4)が選択的に得られた。一方,ホ ワイトタバコにアセテー ト (2)

およびglucOseを投与したところ,(Rl‐1‐phenyLthylakoholおよび3aが得られた。以上

のことより,(→ ホワイ トおよびグリーン状のタバコ培養細胞において,そ れぞれ鏡

像体選択的な配糖化が行われることがわかった。(blアセテー トは二段階反応により

まず(Rl・アルコールに加水分解され,次 いで得られたアルコールが立体選択的に配糖

化されるものと考えられる。選択性の違いが培養条件の違いにより発現することは

興味深い。
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ラット肝9,000xg上 清画分 (S-9)に おける薬物代謝

一三重結合を有する化合物の還元―

東北薬大 ○竹下光弘、三浦昌朋、本郷貴久、千葉義弘、村上 淳

【目的】先に我々はフェニルアルケン誘導体がラット肝9,000xg上 清 (S-9)

画分中で不斉に酸化、還元された光学活性なアルコール体へと変換されることを
報告 した.こ れ らの反応では二重結合の還元、さらにアリル位に不斉水酸化反応
がおきていることから、さらに多重結合 を有する化合物の不斉代謝反応について
検討する目的でラッ ト肝9,000xg上 清 (S-9)画 分中、二重結合を有する化合
物の代謝を試みた。

【方法 。結果 ・考察】Wistar系 雄性ラッ ト (7週 令)の 肝臓から常法に従 っ
てラッ ト肝9,000xg上 清 (S-9)画 分を調製 した。NADPH補 酵素存在下で酵
素反応を行 った後、ク ロロホル ムで抽 出した.ま た フェノバル ビタール (80

mg/kg )を 3日 間腹腔内に連続投与 して得られたS-9画 分を用いて同様の実
験を行った。

【結果 ・考察】 4-フ ェニルー3-プ チンー 2-オ ンをS-9画 分中でインキュ
ペー トすると、三重結合が還元されたケ トン体、エノン体さらに二重結合のα位
が酸化された (S)― フェニルプチンー 3-オ ールが単離された。次に 1-フ ェ
ニルプチンを同様に処理すると (S)― フェニルプチンー 3-オ ールが生成 して
おり、さ らにフェニル プタンを得た。そこで、フェニル ベンチ ンを同様に処理
したところ、二重結合のα位が酸化された (S)一 アル コール体のみが生成 し、
二重結合の還元体 (フェニル ベンタ ン)を 確認することは出来なかった.二 重
結合のα位の水酸化あるいはケ トンの還元では立体選択的に (S)一 アル コール
体を与えることが明らかとな った。また、 これ らの二重結合を有する化合物 を
バ ン酵母中で処理 しその代謝物とS-9画 分中での代謝物と比較検討 しているの
で合わせて報告する.
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芳香族イソプロピル基のエナンチオ選択的生体内変換

(広島工大工 ・徳島大学総合)石田 孝 。松本 高志

1.芳 香環上にイソプロビル基を有する多くの化合物は、これまで高温熱媒体や印刷用イ
ンクなど多くの工業的用途が見い出されている。一方、これらのイソプロビル基が酸化さ

れて生じる芳香族カルボン酸は、医薬分野ではprofen類と呼ばれて、非ステロイド系抗

炎症剤として多くの誘導体が知られている。さらに、それらの生体内でのキラリティー変
換が近年、医薬品代謝の大きな興味の対象とされている。このような観点から、芳香環上
にイソプロピル基を有する数種の基本的な化合物について、生体内での変換生成物を明ら

かにするとともに、標品の旋光度との比較により、キラリティーの決定をおこなった。

2.生 体としてはウサギを用いた。投与試料としてはp―シメン、クメン、イソプロピル

ナフタレンなどを用いた。3日間の尿からpH調整、温度調整した尿の酵素分解により、

代謝物を得た。それらはシリカゲル ・カラムクロマトグラフィーを繰り返すことにより、

代謝生成物を単離した.代 謝物の構造はGC―MS,NMR.!Rな どにより決定あるいは同定

した.

3.結 果の一例を下図に示す。

鈍電
rabbit

―

R:S=91:9

R:S=65:35

_″増
C02H

R:S=1:99

R:S=0:100

ＨＯ

Ｈ３Ｊ
ｂ

ｃ

Ｉ

ｃ

References:
T. Ishida and T. Matsumoto, Xenobiotica 22,1291(1992)

T. Matsumoto, T. Ishida el al., Chem. Pharm. Bull.,40, L727 (1992)

-38-



第8回生体触媒を利用する有機合成の研究会参加者名簿 (〒順)
氏名

うちやま ひろゆき

内山 浩幸

持田 顕一

太田 博道

須貝 威

池田 創

今木 直

田村 鋼二

野崎 倫生

押久保 重政

鈴木 紀生

やの ひとし

矢野 仁志

嶋垣 正之

川村 佳秀

池田 潔

阿知波 一雄

加藤 達久

高部 囲彦

川西 吉尚

日吉 正臣

住田 光夫

勤務先

103  東京都中央区日本橋室町4-3-15

名糖産業(株)化成品営業部

194  町田市旭町 3-6-6

協和発酵(株)東京研究所

223  横浜市港北区日吉3-14-1

慶応義塾大学理工学部

223  横浜市港北区日吉3-14-1

慶応義塾大学理工学部化学科

223  神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1

慶応義塾大学理工学部化学科太田研究室

227  横浜市青葉区鴨志田町1000

三菱化学(株)横浜総合研究所

230  横浜市鶴見区大黒町10-1

日東化学工業(株)中央研究所

254 神奈川県平塚市西八幡 1-4-11

高砂香料工業(株)総合研究所

254  神奈川県平塚市西八幡 1-4-11

高砂香料工業(株)総合研究所基礎研究科

254  神奈り|1県平塚市西八幡 1-4-11

高砂香料工業(株)総合研究所

290  千葉県市原市五井海岸5-1

チッソ石油化学(株)機能材料研究所21G21l T

351-01埼玉県和光市広沢2-1

理化学研究所有機合成研究室

410-13静 岡県駿東郡小山町小山 47

富士紡績(株)商品開発研究所

422  静岡市谷田 52-1

静岡県立大 (薬)

422  静岡市谷田 52-1

静岡県立大学薬学部薬品製造学教室

422  静岡市谷田 52-1

静岡県立大学薬学部薬品製造学教室

432  浜松市城北3-5-1

静岡大学工学部

432  浜松市城北3-5-1

静岡大学工学部

432  浜松市城北3-5-1

静岡大学工学部

460  愛知県名古屋市中区錦1-2-7

天野製薬(株)営業第一部

電話

03-3242-1795

0427-25-2555

045-563-1141(3915)

045-563-1141(3917)

045-563-1141(3917)

045-963-3198

045-504-1130

0463-25-2058

0463-25-2059

0463-25-2061

0436-23-5611

048-462-1111(3444)

0550-76-1414

054-264-5742

054-264-5746

054-264-5746

053-478-1148

053-478-1148

053-478-1148

052-211-3032

-39-



第8回生体触媒を利用する有機合成の研究会参加者名簿 (〒順)

氏名

広瀬 芳彦

酒向 孫市

ふしさわ たもつ

藤澤 有

清水 真

武部 靖

松前 裕明

西田 卓生

町田 育子

柴谷 武爾

樽井 直樹

坂本 義隆

米澤 哲夫

築部 浩

苗村 浩一郎

しげまつ はじめ

重松 創

村田 昌樹

戸部 義人

大橋 聡三郎

廣瀬 敬治

北 泰行

勤務先

481  愛知県西春日井郡西春町九之坪

天野製薬(株)中央研究所

502  岐阜市三田洞東 5-6-1

岐阜薬科大学

514  津市江戸橋1-127-11

二重大学工学部

514  津市上浜町1515

二重大学工学部分子素材工学科

520-34滋賀県甲賀郡甲賀町滝879

滋賀県製薬(株)

532  大阪市淀川区加島 3-16-89

田辺製薬(株)医薬開発研究所

532  大阪市淀川区加島 3-16-89

田辺製薬(株)医薬開発研究所

532  大阪市淀川区加島 3-16-89

田辺製薬(株)医薬開発研究所

532  大阪市淀川区加島 3-16-89

田辺製薬(株)医薬開発研究所

532  大阪市淀川区十三本町 2-17-85

武田薬品工業(株)倉1薬研究本部バイオ技術研

532  大阪市淀川区東三国3-12-10

森田化学工業(株)研究部研究室

532  大阪市淀川区東三国3-12-10

森田化学工業(株)研究部研究室

558  大阪市住吉区杉本町3-3-138

大阪市立大学理学部化学科

560  豊中市待兼山町1-3

大阪大学基礎工学部合成化学科

560  豊中市待兼山町1-3

大阪大学基礎工学部合成化学科

56o  豊中市待兼山町1-3

大阪大学基礎工学部合成化学科

560  豊中市待兼山町1-3

大阪大学基礎工学部合成化学科

560  豊中市待兼山町1-3

大阪大学基礎工学部合成化学科

560  豊中市待兼山町1-3          _

大阪大学基礎工学部合成化学科

565  吹田市山田丘 1-6

大阪大学薬学部薬品合成化学講座

範

0568-21-1411(234)

058-237-3931(225)

0592-31-9413

0592-31-9414

0748-88-3180

06-300-2565

06-300-2565

06■300-2565

06-300-2575

06-300-6036

06-384-5221

06-384-5221

06-605-2552

06-850-6225

06-850-6226

06-850-6226

06-850-6227

06-850-6228

06-850-6228

06-879-8225

―
Ю

―



第8回生体触媒を利用する有機合成の研究会参加者名簿 (〒順)
氏名

あかい しゅうし

赤井 周司

村田 健司

亀沢 誠

南井 正好

早野 賢荘

坂井 友則

山本 行男

林 嘉行

井上 武久

中村 大作

Dao  Duc Hal

まつた ともこ

松田 知子

なかむら かおる

中村 薫

稲葉 義和

河合 靖

飛騨 浩一

小田 1贋一

いしはら こうし

石原 浩二

森脇 雅史

勤務先

565  吹田市山田丘 1-6

大阪大学薬学部薬品合成化学講座

565  吹田市山田丘 1-6

大阪大学薬学部薬品合成化学講座

569  大阪府高槻市中川町 5-21

甲南化工株式会社

569  高槻市塚原 2-10-1

住友化学工業(株)有機合成研究所

587  大阪府南河内郡美原町多治井148-1

(株)三洋化学研究所

601  京都市南区西大路八条下ル

日本新薬(株)創薬第二研究所発酵化学課

606-01京都市左京区吉田近衛町

京都大学人間 。環境学研究科

606-01京都市左京区吉田近衛町

京都大学人間 ・環境学研究科

607  京都市山科区御陵中内町5

京都薬科大学薬品製造学教室

607  京都市山科区御陵中内町5

京都薬科大学薬品製造学教室

6H  宇治市五ケ庄

京都大学化学研究所生体反応設計I。大野研

6H  宇治市五ケ庄

京都大学化学研究所生体反応設計I。大野研

611  宇治市五ケ庄

京都大学化学研究所生体反応設計I。大野研

611  宇治市五ヶ庄

京都大学化学研究所

6H  宇治市五ヶ庄

京都大学化学研究所

6H  宇治市五ヶ庄

京都大学化学研究所

6H  宇治市 5ヶ 庄

京都大学化学研究所

6H  京都府宇治市五ケ庄

京都大学化学研究所

612  京都市伏見区深草藤森町1

京都教育大学教育学部理学科

651-22神戸市西区室谷 2-2-3

長瀬産業(株)研究開発センター

電話

06-879-8227

06-879-8227

0726-74-0612

0726-92-5372

0723-61-6633

075-321-1111(7834)

075-753-6833

075-753-6833

075-595-4640

075-595-4640

0774-32-3111(2103)

0774-32-3111(2103)

0774-32-3111(2103)

0774-32-3111(2105)

0774-32-3111(2105)

0774-32-3111(2105)

0774-32-3111(2168)

0774-32-3111(2170)

075-644-8265

078-992-3163

い
潤勁̈

-41-



第8回生体触媒を利用する有機合成の研究会参加者

二色      勤務先

おかもと たかし   657  神戸市灘区鶴甲3-11

岡本  崇       神戸大院 ・教育

やすふく よしたか  657  神戸市灘区鶴甲3-11

安福  義隆      神戸大学 。院 。自然科学研

もりつるの    657  神戸市灘区鶴甲3-11

森  つ るの      神戸大学 ・教育

まえだ こうし    657  神戸市灘区鶴甲3-11

前田 幸二     神戸大学・教育

いまがわ まり    657  神戸市灘区鶴甲3-H

今川  真里      神戸大学教育 。発達科学 。自然科学研

ふちがみ ともひろ  657  神戸市灘区鶴甲3-H

淵上  知弘      神戸大学教育 。発達科学 。自然科学研

うえじ しか ちヽ   657  神戸市灘区鶴甲3-H

上地  員一      神戸大学発達科学部

ちゃたに たかし   657  神戸市灘区鶴甲3-11

茶谷  崇      神戸大学発達科学部

やまた たかし    658  神戸市東灘区岡本8-9-1

山田 隆己      甲南大学理学部化学科

みやもと とよこ   658  神戸市東灘区岡本 8-9-1

宮本 豊子      甲南大学理学部化学教室

みやざわ としふみ  658  神戸市東灘区岡本 8-9-1

宮澤 敏文      甲南大学理学部化学教室

いまがわ きわむ   658  神戸市東灘区岡本 8-9-1

今川 究       甲南大学理学部化学教室

たなか かよこ    658  神戸市東灘区岡本 8-9-1

田中 佳善子    甲南大学理学部化学教室

ゆかわ ともゆ讐   658  神戸市東灘区日本 8-9-1

湯川 智之      甲南大学理学部化学熟室

ふるかわ よしろう  660  尼崎市大高洲町9

古川 善郎     ダイソー(株)研究所

きたの ともゆき   660  尼崎市大高洲町9

北野 智之      ダイソー(株)研究所

かげやまぶんじ   660  尼崎市枕瀬寺島2-1-3

蔭山 文次      塩野義製薬(株)製造本部生物工学試製部

たかぎゆみこ    673-14兵 庫県加東郡社町下久米942-1

高木  由美子    兵庫教育大学自然系教育講座

いわさきあきら   676  高砂市高砂町宮前町 1-8

岩崎 晃      鐘淵イL学工業(株)

みやもとけんじ   676  高砂市高砂町宮前町 1-8

宮本 憲二     鐘淵化学工業(株)

名簿 (〒

範

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-803-0919

078-435-2503

078-435-2504

078-435-2504

078-435-2504

078-435-2504

078-435-2504

06-409-0791

06-409-0791

06-401-1221(851)

0795-44-2219

0794-45-2402

0794-45-2402

‖瞑
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勤務先

676  高砂市高砂町宮前町 1-8

鐘淵化学工業(株)

676  高砂市高砂町宮前町 1-8

鐘淵化学工業(株)

676  高砂市高砂町宮前町 1-8

鐘淵化学工業(株)

676  高砂市高砂町宮前町 1-8

鐘淵化学工業(株)

700  岡山市津島中2-1-1

岡山大学環境理工学部

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学工学部

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学工学部

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学工学部

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学教育学部

700  岡山市津島中 3-1-1

岡山大学工学部精密応用化学科

700  岡山市津島中3丁目1-1

岡山大学工学部精密応用化学科

700  岡山市津島中3丁目1-1

岡山大学工学部精密応用化学科

700  岡山市津島中3丁目1-1

岡山大学工学部精密応用化学科

700  岡山市津島中3丁目1-1

氏名

おおつき きんや

大槻 欽哉

津田 悟

木崎 憲之

八十原 良彦

坪井 貞夫

江草 恵美子

山下 裕司

やなきはら かずひと

柳原 一仁

伊藤 敏幸

宇高 正徳

高山 哲男

酒井 貴志

かわばた いさむ

川端 勇

杉山 寧

さぃ きょうなん

催 京南

たかはし ひろし

高橋 博

直島 好伸

依馬 正

前野 宗一

雑賀 徹

会参加者名簿 (〒

電話

順)

0794-45-2402

0794-45-2402

0794-45-2402

0794-45-2402

086-251-7266

086-251-7266

086-251-7266

086-251-7266

086-251-7639

086-251-8090

086-251-8091

086-251-8091

086-251-8091

086-251-8091

086-251-8091

086-251-8091

086-252-3161

086-252-1111(8092)

086-252-1111(8092)

086-252-3161(4136)

岡山大学工学部精密応用イヒ学科宇高研究室

700  岡山市津島中3丁目1-1

岡山大学自然科学研究科宇高研究室

700  岡山市津島中3丁目1-1

岡山大学大学院工学研究科精密応用化学専攻

700  岡山市理大町 1-1

岡山理科大学理学部生物化学科

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学工学部精密応用化学科

700  岡山市津島中3-1-1

岡山大学工学部精密応用化学科宇高研究室

700  岡山市理大町 1-1

岡山理科大学理学部直島研究室
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氏名

なかつかさ ひろき

中司 宏樹

岩井 圭介

浜田 博喜

菅 隆幸

いとう でぃあな

Ito  Diana

いした たかし

石田 孝

平田 敏文

宍戸 宏造

板東 俊和

森田 清司

山下 芳孝

伊藤 伸哉

豊岡 尚樹

川崎 正志

小林 良則

高橋 道康

竹下 光弘

三浦 昌朋

福崎 英一郎

勤務先

700  岡山市理大町 1-1

岡山理科大学理学部直島研究室

700  岡山市理大町1-1

岡山理科大学理学部基礎理学科

700  岡山市理大町1-1

岡山理科大学理学部基礎理学科

716  岡山県高梁市伊賀町 8

高梁学園順正短期大学保健科

724  広島県東広島市鏡山 1-3-1

広島大学理学部化学教室

731-51広島市佐伯区三宅 2-1-1

広島工業大学工学部

739  広島県東広島市鏡山 1-3-1

広島大学理学部化学教室

770  徳島市庄町1-78

徳島大学薬学部附属医薬資源研究センター

770  徳島市庄町1-78

徳島大学薬学部附属医薬資源研究センター

771-01徳島市川内町加賀須野 463-10

大塚製薬(株)徳島研究所 ・合成研究室

780  高知市萩町2-2-25

東洋電化工業株式会社

91o  福井市文京3-9-1

福井大学工学部生物化学工学科

980-01富山市杉谷 2630

富山医薬大薬学部薬品製造学教室

939-03富山県射水郡小杉町黒河5180

富山県立大学工学部一般教育等学科

944  新潟県新井市新井 230

ダイセル化学工業(株)研究本部新井研究室

980  仙台市青葉区荒巻字青葉

東北大学薬学部

981  仙台市青葉区小松島 4-4-1

東北薬科大学

981  仙台市青葉区小松島 4-4-1

東北薬科大学第二薬剤学教室

565  吹田市山田丘2-1

大阪大学工学部応用生物工学科

電話

086-252-3161(4186)

086-252-3161(4423)

086-252-3161(4423)

082-262-4624

0824-24-7492

0829-21-3121(525)

0824-24-7435

0886-33-7287

0886-31-3111(6267)

0886-65-2126(2314)

0888-31-1241

0776-27-8643

0764-34-2281(2632)

0766-56-7500(343)

0255-72-5210

022-217-6847(6848)

022-234-4181

022-234-4181

06-879-7424
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