
アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 九州大学大学院薬学研究院 
（ 中国側 ）拠点機関： 北京大学薬学院 
（    ）拠点機関：  
（    ）拠点機関：  

 
２．研究交流課題名 

（和文）：日中における薬用植物の育種と標準化および創薬に関する研究教育交流拠点           

                   （交流分野： 生薬・天然薬物      ）  
（英文）：Cooperative Research and Educational Center for Breeding and Standardization 

of Medicinal Plants and Drug Development between Japan and China     
                   （交流分野： Phrmacognogy ,Natural Product）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.niu.ac.jp/~asiacore/ 
 
３．開始年度 
平成１７年度（３年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年４月２６日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：九州大学大学院薬学研究院 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院薬学研究院・研究院長・樋口 駿 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院薬学研究院・准教授・田中宏幸 
協力機関：九州大学大学院医学研究院，九州大学大学院農学研究院，長崎国際大学薬学

部，九州大学大学院歯学研究院，久留米大学医学部，福岡大学薬学部，第一

薬科大学，京都大学大学院薬学研究科，金沢大学大学院薬学研究科，金沢大

学自然科学研究科、お茶の水女子大学，徳島文理大学香川薬学部，富山大学

和漢薬研究所，琉球大学理学部、福岡県工業技術センター（生物食品研究所），

国立医薬品食品衛生研究所、理化学研究所 

 事務組織：九州大学国際交流部国際交流課，九州大学財務部経理課，九州大学医系学部

等総務課，九州大学医系学部財務課，九州大学医系学部学術協力課 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Peking University・School of Pharmaceutical Sciences 

      （和文）北京大学薬学院 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Pharmaceutical Sciences 

Peking University・Professor・ 

Cai Shao-Qing 

協力機関：（英文）Peking University・Health Science Center・School of Medical Sciences, 

Tsinghua University, Fudan University, Shanghai Institute of 

Materia Medica, Shenyang Pharmaceutical University, China 

Pharmaceutical University, The Chinese University of Hong Kong, 

The Medicine Inspecting institute of Autonomous Region of Ningxia, 

Nanjing University School of Chemistry & Chemical Engineering, 

Nanjing University School of Biology, Chongqing Academy of Chinese 

Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences Institute of 

Medicinal Plant Development, China State Adminstration of 

Traditional Chinese Medicine 

 
（和文）北京大学健康科学センター，清華大学，復旦大学，上海薬物研究所，

瀋陽薬科大学，中国薬科大学，香港中文大学、寧夏薬検所，南京大学 

化工学部，南京大学生物学科，重慶中医薬研究院，北京協和薬物研究 
所，中国中医薬研究所 

 
経費負担区分：国家自然科学基金委員会、国家中医薬管理局：パターンＣ 

 
 
６．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
薬用植物に関わる資源確保と育種研究、生薬の標準化、創薬リードの開発研究を推進す

ることにより，若手研究者育成を行い，当該研究教育の交流拠点を形成し，最終的には日

中を中心としてアジア諸国を組み込んだ形の「アジア連合研究センター」の設立を目標と

している。以下各部門の全体的な目標を示す。 

薬用植物の育種と資源枯渇の克服に関する研究：資源の枯渇克服や有効成分の高含有種を

育成するために，高感度分析法，抗体を用いた分析キットによる選抜育種する（甘草，麻

黄等）．また，新しい分子育種法として代謝酵素ブロック法（黄芩等）と小型化抗体遺伝子

導入法（甘草，柴胡等）を適用し，得られた優良種をバイオにより大量増殖する方法論を

日中で共同開発する． 
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生薬の標準化：甘草，黄芩，黄麻等の重要生薬の有効成分に関わる品質評価法を研究開発

して、品質基準を日中両国で制定し，最終的には両国の薬局方を統一する． 

創薬リードの開発：心血管系病気や、ガン、糖尿病など重大な難治病の治療薬開発を目

指して、新しいアッセイ系を駆使してリード候補を探索し，特定した候補化合物を前臨床・

臨床試験し創薬の資とする． 
 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

① 薬用植物の育種研究部門 

○ 九大薬とタイコーンケーン大薬で小型化抗体遺伝子による育種研究 

○ 長崎国際大薬と内蒙古「中日天然葯物研究院」とでサフランの栽培育種研究を 

スタート 

 ② 生薬の標準化部門 

○ 九大薬と北京大薬がアリストロキア酸に対するモノクローナル抗体の開発研究 

○ 九大薬と韓国 Kyungpook 大農でイースタンブロットによる品質評価研究 

○ 医薬品食品衛研と西太平洋 4カ国とで薬局方記載項目の標準化研究 

○ お茶の水大・長崎国際大薬と昆明植物研究所でラン科生薬の研究スタート 

 ③ 創薬のリード探索部門 

○ イカリソウの強壮成分探索研究について近藤隆一郎、清水邦義（九州大学農学部）と

Fengxie Jin 教授（大連軽工業学院）が共同研究 

○ 九大薬と上海薬物研究所でマリンプロダクトの抗腫瘍活性成分の研究 宮本智文（九

州大学薬学部）と Yue-Wei Guo 上海薬物研究所）がマリンプロダクトの抗腫瘍活性成

分の研究 

○ 九大薬と釜山大薬とでマリンプロダクトの抗腫瘍活性成分の研究をスタート 

○ 九大農とモンゴルアカデミー研究所とで抗腫瘍活性成分探査研究を計画 

○ 九大薬・医と内蒙古「中日天然葯物研究院」とで脂質代謝改善生薬の臨床試験 

 ○ 長崎国際大薬とチェンマイ大薬とで酵素活性成分の探索研究を実用化 

 

７－２ セミナー  

○平成 19 年 7 月 13 日 

 日中における薬用植物の育種と標準化および創薬に関する研究教育交流拠点のための

テレカンファレンスを開催した。若手研究者や大学院生の英語能力を高め国際感覚を持

った研究者を育成することを主目的とした。平成１８年 12 月に九州大学附属病院と北京

大学病院との回線を使用して最初のテレカンファレンスを行った経験から運営はスムー

スであった。日本側は九州大学薬用育種学講座を中心にモノクローナル抗体を用いた生

薬成分の評価方法に付いて大学院生の発表を行い（持ち時間１５分）、北京大薬学院の蔡
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教授研究室の大学院生がアリストロキア酸の含有生薬等に付いて紹介した。本カンファ

レンスは開催経費ゼロで、大変交流効率が高いとの好評で、今後も継続することが確認

された。 

 

○平成 19 年 10 月 16-17 日 

「Asian Symposium for Pharmaceutical Science in JSPS Asia Core Program」がハ

ウステンボスで開催された。中国を中心に、韓国、タイ、モンゴルを含め約９０名の

参加があり大変盛会であった。中国からの一団は医薬品食品衛生研究所、北里研究所、

富山大学和漢薬研究所等の視察を行い帰国した。本視察において多くの交流がなされ

有意義な視察との評価を得ている。 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

○平成 19 年 10 月 28 日―11 月 1 日 

「アジアコアプログラム―生薬の標準化―に関する検討会」が台湾薬物食品検験局で

開催された。日本側から3名が参加し、2日間にわたり生薬の標準化、品質評価、薬局

方のハーモナイゼーション等に関する演題２題の講演を行った。台湾薬物食品検験局

からは不法薬物の検出法等の最前線の講演がなされ、日台相互の理解が進んだ。これ

を基にミニシンポジュウムの計画が決まった。 

○平成19年11月15日 

「日中韓プレシンポジュウム」が本プログラムのメンバーにより金沢大学薬学部で開

催された。中国側からはコーディネーターの蔡教授をはじめ生薬学会長、韓国からは

釜山大薬学の本プロジェクトのメンバーと次期生薬学会長等が出席し、日本側からは

金沢大薬のメンバー等が参加し、主に「資源確保」と「生薬の標準化」研究が講演さ

れた。日韓中シンポジュウムを20年6月18-20日、韓国で開催することを決めた。本シ

ンポジュウムにも多くの本プロジェクトメンバーが関わっており、お互いに活性化す

る方向で進むこととなった。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
８－１ 研究協力体制の構築状況 

○ ホームページを修復し、充実に努めた結果、協力者等への周知が必要な場合はホ

ームページで把握し、E-メールで連絡可能となり経済的にも効率的な体制となった。 

○ 中国側拠点の北京大学と九州大学の間でテレカンファレンスの回線が開通出来

たので、今後特に大学院生等若手研究者の育成のためのプログラムに利用可能とし

た。 

○ 日本―中国との協力体制ばかりでなく、「アジア連合研究センター」の設立を具現

化するために、日本（九大薬）―韓国（釜山大薬）、日本（九大薬）―モンゴル（ア

カデミー研究所）、日本（九大薬）―タイ（コンケーン大薬、チェンマイ大薬）と

の共同研究体制も形成され、成果も出つつあり、今後のさらなる発展に期待が持て

る。 

 

８－２ 学術面の成果 

① 薬用植物の育種研究部門 

○ 九大薬とタイコーンケーン大薬で小型化抗体遺伝子による育種研究の一環とし

て、Solanum 属植物へ抗ソラマルジンモノクローナル抗体の小型化抗体遺伝子を、

アグロバクテリュウムを介して導入し、毛状根を経由して再分化植物を得て、ソラ

ソジン配糖体を、既に確立している ELISA で分析し、未導入の植物に比べ約 3倍の

含量であることを明らかにした。（論文４、総説 6） 

○ サフランに関する研究は九大薬において長年継続しており、サフランエキス、サ

フランの色素成分でも有るクロシンが記憶・学習改善作用や脳神経細胞死抑制効果

等の活性を持つことを明らかにし、企業による機能性食品の上市に貢献してきた実

績を持っている。この実績の延長線上で長崎国際大薬と内蒙古「中日天然葯物研究

院」とでサフランの主活性成分、クロシン含量の高い品種の栽培育種研究を、中国

上海郊外の太倉市でスタートした。また国内では、九州大学薬学部・長崎国際大学

薬学部と大阪バイオ研究所との共同研究により、クロシンが睡眠増強作用を持つこ

とを見出し、現在特許申請準備と論文作成中である。今後本研究は上記「中日天然

葯物研究院」からサフランの供与を受け 4 者で共同研究を継続することとなった。 

 ② 生薬の標準化部門 

○ 九大薬と北京大薬大学院生等との共同研究によりアリストロキア酸に対するモノク

ローナル抗体の作成とそれを用いた評価系（ELISA 法）を開発し日中共同執筆の論文と

して投稿し受理され、印刷中である。（論文 29） 

○ 九大薬と韓国 Kyungpook 大農で新たに開発したイースタンブロットによる重要

生薬である柴胡、人参の主薬効成分、サイコサポニン、ジンセノシド類をそれぞ

れ分析品質評価に関する共同研究を遂行した。（論文３４、総説８） 

○ 医薬品食品衛生研究所と西太平洋 4 カ国とで薬局方記載項目の標準化研究に対
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する研究が軌道に乗ってきている。（論文５０、総説１） 

○ お茶の水女子大・長崎国際大薬と昆明植物研究所でラン科生薬、特にデンドロビ

ュウム属生薬の研究がスタートした。（学会発表４） 

 ③ 創薬のリード探索部門 

○ 釜山大薬からマリンプロダクト、特に抗腫瘍活性が認められている水酸化脂肪酸 

のサンプルが九大薬へ送られてきており、新しい共同研究がスタートした。      

（論文１３２，１３８） 

○ モンゴルアカデミー研究所から伝承的に抗腫瘍活性が知られている動物由来サンプ

ルが送られて、成分探査研究がスタートする運びとなった。 

○ 九大薬・医と内蒙古「中日天然葯物研究院」間で脂質代謝改善生薬の臨床試験研究

が行われ、論文となった。（論文９７、総説１５） 

 ○ 長崎国際大薬とチェンマイ大薬とで酵素活性成分の探索研究を実用化し化粧品の上

市に成功した。（学会発表２） 

○ 九大農と大連軽工業学院がイカリソウの強壮成分探索研究が推進されている。  

○ マリンプロダクト研究を展開している九大薬と上海薬物研究所でマリンプロダクト

の抗腫瘍活性成分に付いての共同研究が行われている。 
 
８－３ 若手研究者養成 

○ シンポジュウム、ミニシンポジュウム等には若手研究者が多く加わり、大学院生

も参加させ経験を積んでおり、国際感覚を持った若手研究者の育成に貢献してい

ると考える。 

○ 中国側から大学院生を 6 ヶ月間受け入れ新しい技術を教授するとともに、共同研

究の推進に努めている。成果は共著で世界的なジャーナルへ共同で投稿し印刷中

である。 

 

８－４ 社会貢献 

○ １８年度末に内蒙古フフォフォト市に「内蒙古中日天然物研究センター」が設立さ

れ、中国側は杜暁鳴博士、日本側は正山が主導し、天然物から活性成分の探索、内

蒙古に自生しかつ重要な薬用植物の育種研究がスタートしたが、今年度は 1 月 19 日

に上海市郊外の太倉市に９階建ての「中日天然葯物研究院」が開設された。また、

薬用植物の栽培圃場も確保され、正山等が長年研究を行っている「サフラン」の球

根が広範に植栽され（HP 参照）、今後高品質な「サフラン」の世界一の生産基地を

目指し一歩を踏み出すことが出来たことは国際貢献大と考える。 
○ 九州大学と佐賀県玄海町の間で数年間、日本における「薬用植物栽培プロジェクト」

を企画していたが、今年度の 3月 10 日に九州大学と佐賀県玄海町の間で調印式を行

なった（HP 参照）。本プロジェクトは生薬の危機管理（資源確保）も含めて地域産業

を活性化する目的で思考してきた。来年度具体的な計画を示すことが出きるが、基
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本的にはモンゴル植物研究所の本プログラム協力研究者から種子の供給を受け、栽

培のノウハウは中国の協力研究者から指導を受ける計画であり、本プログラムの推

進も社会貢献度が大きいと考えられる。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

○ 若手研究者の養成に関して、大学院生の派遣が望まれるところであるが、現在の大学

院生は研究成果を早く・多く出すことに執着しており、また、言葉の壁も有り、海外

へ出かけることに消極的である。この点を解消するための方策を模索している状況で

ある。 
○ 相手国側から若手研究者を多く受け入れて、研究者の養成に努める必要があるが、受

け入れ時に宿舎の問題に悩まされているのが現状であり、何らかの優遇処置が望まれ

るところである。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数１５３本（原著論文：138、総説：15） 

   うち、相手国参加研究者との共著１３本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの１１本 

（※ 別添論文リスト参照） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 

タイ 

（日本側）

韓国 

（日本側）

台湾 

（日本側）

モンゴル

（日本側） 
合計 

日本 
実施計画  20/80 4/20 4/12 0/0  28/112

実績 3/19 0/0 0/0 3/15  6/34 

中国 
実施計画 26/300      26/300

実績 21/236     20/236

タイ 

（日本側） 

実施計画 3/18      3/18 

実績 6/32     6/32 

韓国 

（日本側） 

実施計画 2/12      

   

  2/12 

実績 5/18     5/18 

台湾 

（日本側） 

実施計画 1/6       

   

 1/6 

実績 0/0     0/0 

モンゴル 

（日本側） 

実施計画 0/0       

  

0/0 

実績 1/5     1/5 

合 計 
実施計画 32/336 20/80 4/20 4/12 0/0 0/0 60/448

実績 33/291 3/19 0/0 0/0 3/15 0/0 39/325

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 25／150 （人／人日）   29／76 （人／人日） 

 

 


