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Abstract: Thirteen compounds (2–14) were synthesized from a kind of ursane-type triterpenoid, -amyrin. Among them, compound 

14 which has -amino acid methyl ester substructure in the molecule was evaluated cytotoxicities against four human cancer cell 

lines (IMR-32, LA-N-1, NM-39, SK-N-SH). The compound (14) showed moderate cytotoxicities with IC50 values 18.6–44.3 M 

against the cancer cell lines except for NM-39. 

 

１．緒言 

腫瘍(悪性新生物)は, 人口動態統計における死因順

位で第 1 位であり, その効果的な治療薬が必要とされ

ている. 現在, 多くの研究機関でがん克服を目指した

抗がん剤開発研究が進められている．  

本研究室ではこれまでに，５環性トリテルペノイド

の一つ，タラクサスタン (Taraxastane)型トリテルペノ

イドを用いた種々の誘導体合成を行い，それらが腫瘍

細胞に対する傷害活性を示すことを報告した 1) ． 

一方，ウルサン (Ursane)型トリテルペノイドは，タ

ラクサスタン型トリテルペノイドに類似した骨格を持

ち，天然に広く存在する５環性トリテルペノイドの一

つである．その一つ，ウルソール酸は抗炎症活性 2)な

ど多彩な生理活性を持つ事が知られており，がん細胞

に対する傷害活性がある事から，抗がん剤のリード化

合物としても研究が進められている 3) ． 

そこで本研究では，ウルサン型トリテルペノイドの

α-アミリンを用いた種々の誘導体合成を行い，それら

の腫瘍細胞傷害活性の評価することで，５環性トリテ

ルペノイドの抗がん性に関する構造活性相関に関する

知見を得ることを目標とした． 

 

２．実験 

2.1 α-アミリンを用いた酸化化合物の合成 

α-アミリン(1)をジエチルエーテルに溶解し，ニクロ

ム酸カリウム，硫酸を加えて酸化させ，-アミレノン

(2)を得た．化合物 2 を tert-ブタノールに溶解後，カリ

ウム tert-ブトキシド存在下で空気酸化（40分間）させ，

ジオスフェノール構造を持つ化合物 3を得た．さらに， 

化合物 3 を水酸化カリウム／メタノール混合溶液に溶

解し，H2O2存在下で加熱還流させて反応し，A環-seco

（開裂型）化合物 4を合成した (Figure 1)． 

 

 

 

   Figure 1．Synthesis scheme of compounds  2–4 

 

さらに、化合物 2，3を用いて、m-クロロ過安息香

酸による酸化反応，または tert-ブタノール中での空

気酸化 (48 時間)を行い，化合物 5–8 を合成した

(Figure 2)． 

 

 

Figure 2．Synthesis scheme of compounds 5–8 
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2.2 α-アミリンを用いたアミノ酸メチルエステルの合

成 

化合物 2をクロロホルムに溶解し，酢酸ナトリウム，

ヒドロキシルアミン塩酸塩を加えて Oxime化し，-ア

ミレノンオキシム(9)を合成した．化合物 9に塩化 p-ト

ルエンスルホン酸，ピリジンを加え，マイクロ波合成

装置を用いて 170℃，10分間反応させて，A環 seco型

のシアノ化合物 (10)を得た．化合物 10はトルエンに溶

解し，水素化ジイソブチルアルミニウム (DIBAL-H)反

応後，塩酸存在下で加熱還流を行い，アルデヒド (11)

を合成した．化合物 11 は，(R)-2-フェニルグリシノー

ルおよびトリメチルシリルシアニドと反応させ，化合

物 12とし，その後，塩酸／メタノール溶液中で加熱還

流することでメチルエステル体(13)を合成した．化合物

13 は，メタノール中で水酸化パラジウム／活性炭 (Pd 

20%)存在下，常圧水素還元を行い，ウルサン型トリテ

ルペノイドのアミノ酸メチルエステル (14)を得た

(Figure 3)． 

 

 

 

 

Figure 3．Synthesis scheme of compounds 9–14 

 

合成した化合物は，シリカゲルカラムクロマトグラ

フィー，高速液体クロマトグラフィー (HPLC)などに

よって精製を行い，化学構造は，NMR及びMSなどに

よって決定した． 

 

2.3細胞傷害活性の評価 

アミノ酸メチルエステル(14)の，4種のヒト神経芽腫

細胞 (IMR-32，LA-N-1，NB-39，SK-N-SH)に対する細

胞傷害活性を評価した．各細胞株を培養し，検体を添

加後，さらに 24 時間培養し，その後，細胞生存率を

CCK-8法により評価した． 

 

３．結果 

ウルサン型トリテルペノイドのα-アミリン(1)を出発

物質として，化合物 2–14を合成した．得られた化合物

のうち，化合物 14の腫瘍細胞傷害活性評価を行った結

果を，50% 生存阻害濃度 (IC50；μM) で Table 1に示す．

化合物 14は IMR-32, LA-N-1, SK-N-SHに対して中程度

の活性を示し(IC50 18–44 M)，IMR-32に対して最も強

い活性 (IC50 18 M)を示した．本結果より，アミノ酸

メチルエステル構造を持つテルペノイドに，腫瘍細胞

傷害活性が期待される可能性が示唆された． 

 

Table 1．化合物 14の細胞傷害活性 
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