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新しい経皮吸収型抗マラリア製剤の開発研究
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マラリアの治療

WHOはアルテミシニンベースの併用療法
（ACTs: Artemisinin-based Combination Therapies）を推奨

既存の治療薬剤
・クロロキン（リン酸クロロキン）
・メフロキン（メファキン）
・アトバコン・プログアニル合剤（マラロン）
・アルテスネイト・ルメファトリン合剤（コアルテム)

問題点
・ 単剤では完治できない
・ 再燃しやすい
・ Artemisinin 系薬剤に対する耐性原虫の出現

新規抗マラリア薬の開発が急務
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・安全性、抗マラリア活性が高い

・既存薬剤耐性原虫にも有効（in vitro）

・ヒト熱帯熱マラリア、ネズミマラリア及び

サルマラリアに対して完治効果を示す

新規抗マラリア薬候補・N-89 について

1,2,6,7-Tetraoxaspiro[7.11]nonadecane
(N-89)

a) EC50 of FM3A cell/EC50 of P. falciparum

<in vitro 及び in vivo における抗マラリア活性>

N-89 は1日3回、3日間継続して経口投与することで完治効果を示す

特許4382898
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本研究の目的

1) N-89 の特性

・低分子量（MW: 273）

・脂溶性が高い（CLogP: 4.5）

2) マラリア流行地の状況

・5才未満の子どもの死亡（全体の7割）が多く、複数回の経口投与は難しい

・医療施設で治療を受けるような投与剤形は難しい（注射剤など）

・発展途上国で蔓延しているため、安価に使用できる薬剤が求められる

子どもに使いやすい 抗マラリア N-89 製剤を見出すために、
N-89 の特性を生かして経口剤から非経口（経皮吸収型製剤）に変更した
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抗マラリア活性評価と結果

＜in vivo における抗マラリア活性＞

a) solvent; olive oil         b), c) solvent; Cremophor® EL : ethanol: saline (10:10:80 (v/v/v) )
d) B cm² 塗布 e) A cm² 塗布 f) 2B cm² 塗布: solvent; olive oil in vaseline

N-89 軟膏製剤は経皮投与で抗マラリア活性を示す

X cm²

B cm²

A cm²

毛刈り後のマウス
従来の塗布面積

非掲載
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重症マラリア患者モデルを用いた治療試験

抗マラリア効果

N-89 軟膏製剤塗布群は高い抗マラリア活性と完治効果を併せ持つ

非掲載

A cm2

B cm2
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抗マラリア候補過酸化 N-89 の合成ステップ

(1) Cyclododecane
(2) 1.1-Cyclododecanebisprioperoxide      
(3)1.2.6.7-Tetraoxaspiro [7.11]dodecane (N-89)         

(1)                                      (2)                                                   (3)  N-89

✓Established synthetic scheme of N-89

✓Synthetic methods are already prepared for GLP/GMP grade 

(>50 g/batch)

✓Check purity (99.8%) 

N-89 は2工程で合成できる

非掲載
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オミクス手法を用いたN-89の標的分子の探索（例）

: Specific Proteins
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7: tropomyosin -chain (Human由来)

6: ETRAMP / 14-3-3 protein

2: rhoptry associated membrane antigen 

(RAMA)

3: merozoite surface protein (MSP) 7 / 

MSP 7 precursor

4: RAMA

1: PfERC

5: early transcribed membrane protein
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N-89 の作用機序

原虫のPfERC を阻害して抗マラリア薬効を示す
✓Production of free radical 
✓Plasmodium falciparum endoreticulrum resident calcium binding protein 
(PfERC)
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➢Homology : Human (20%), Mouse (20%), Toxoplasma gondii (30%),

Drosophila virilis (20%), Arabidopsis thaliana (30%)

➢マラリア原虫のER に局在

➢機能については未知

Nomarski Nucleus Pf ERC Pf BiP Pf ERC

+Nucleus

Pf ERC

+Pf BiP

Plasmodium falciparum endoplasmic reticulum-

resident calcium binding protein (PfERC) について

➢Stereochemically changed bind to Ca2+ ion

➢CREC (Cab45, Reticulocalbin, ERC-55, Calumenin)  family, six-EF Hand

motif has in the body

➢アルテミシニンと関係ない

マラリア原虫の PfERC 機能はほとんどわかっていない

非掲載
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本研究の特徴・従来技術との比較

• 経口剤として使用可能な新規過酸化物を非経口剤として可変しても抗
マラリア活性を維持する事が判った。

• 従来は経口剤として開発を進めていたが、投与回数が多い課題を

非経口剤として運用する事で投与回数を減らすことが可能となった。

• 非経口剤の適用により、子どもから大人に至る広範囲のマラリア

患者に適用する事が期待される。

想定される用途

• 本技術の特徴は、過酸化物を軟膏から貼付剤に至る剤形に変更して
適用することで、治療のみならず予防剤としてのメリットが大きいと考え
られる。

• マラリア以外の熱帯病やウイルス抑制効果もあり、過酸化物一剤で広
範囲の疾患治療薬として期待される。
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実用化に向けた課題

• 現在、過酸化物の軟膏製剤については薬効は検証済み。

しかし、基剤の最適化の点が未解決である。

• 今後、基剤の最適化について実験データを取得し、非経口剤に適用し

ていく場合の条件設定を行っていく。

• 実用化に向けて、薬物の血中濃度を1回/日まで向上できるよう条件を

確立する必要もあり。

連携希望など

• 非経口製剤の技術を持つ企業

• 熱帯地方で事業を開始したい企業には、本過酸化物を新しい市場の

入り口として考慮してほしい。
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発表内容に関する連絡先

岡山大学 薬学部 金 惠淑

hskim@cc.okayama-u.ac.jp

TEL:086-251-7975

質問、その他のお問い合わせなどは、下記までお願いいたします。

mailto:hskim@cc.okayama-u.ac.jp

