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アジア研究教育拠点事業 
平成２０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 

 
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：Pharmacognosy. 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（  4 年目） 
 
４．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，広島大学大学院医歯薬総合研究科、長崎大学医歯薬学総合研究科、

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、大阪バイオサイエンス研究所，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、九州大学医系学部等財務課、九州大学医系学部等学術協力課 
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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 
 
５．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、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。 

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。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
１．薬用植物の育種研究部門 

○「中日天然葯物研究院」との共同研究で、サフランの主活性成分、クロシン含量の

高い品種の選抜育種研究とその栽培法の研究を行う。 

○ 甘草の高グリチルリチン高含量株の選抜のための ELISA キットを開発し、佐賀県

玄海町との共同研究「薬草栽培プロジェクト」がスタートするのを機に、モンゴル

から種子を入手し、中国から栽培のノウハウを導入し、当所で甘草の選抜育種を開

始する。 
○ ミサイルタイプの分子育種法を Solaｎum 属以外の生薬、例えば甘草にも適用し

新しい育種法として世界へ発信するとともに、育種研究を遂行する。 
２．生薬の標準化部門 

○ 今年度も１９年度同様、日本、中国、韓国、ベトナムの薬局方記載項目についてア

ジアにおけるハーモナイゼーションを促進する。 
○ ラン科生薬、特にデンドロビュウム属生薬のアジア各国のサンプルを集めると共に

成分的な変動がいかなるものか調査研究する。 

○ イースタンブロット等の新しい手法を用いて重要生薬の品質評価を行う。 
○ 中国で毒性が問題となっているウマノスズクサ科生薬についてアリストロキア酸

含量の規定を行う。 
３．創薬のリードの探索部門 

○ 現在展開中またはスタート地点にある抗腫瘍活性成分探索の共同研究を中心に推

進する。 

○ 九州大学で開発している新しい評価法を用いて、中国側のサンプルライブラリーを

活性評価し、活性化合物の発見に努める。 

○ 近年睡眠障害疾患が増加しているので、その改善効果が認められたサフランの研究

を中国側のサンプル提供を受け、さらに発展させる。 

 
７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

日中の拠点校である九州大学薬学部と北京大学薬学院の協力体制は、本事業が４年目

となり、より強固なものとなってきた。主として両拠点が交流の企画と取りまとめ、交

流の具現化を推進してきた。本事業の当初は生薬・天然物関係の研究室が中心となって

いたが、現在では日中共に生物系、有機系のメンバーも少なくなく、また、参加国も日

中の他に、韓国、台湾、タイ、モンゴルも加わり、国際シンポジュウムの様相を呈して

おり、「アジア連合研究センター」の基礎が出来たと考えている。本連合化に向けて組

織作りを進めているところである。 
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７－２ 学術面の成果 

○ ２００８年１２月の上海におけるアジアコアシンポジュウムでは広い領域の講演

がなされ、本事業が開始された平成 17 年度のシンポジュウムと比べ格段に広い範囲を網羅

しており、本事業が発展していると自負している。（講演内容等ホームページ掲載済み） 

○「生薬の標準化研究」は医薬品食品衛生研究所の合田部長を中心にして、日中韓にベ

トナムを含んだ４カ国における薬局方のハーモナイゼーションが進んでおり、生薬の品

質評価を行う際に用いる有機溶媒については、安全性を損なう溶媒は排除する作業が進

められており、既に薬局方改正に反映された項目も出ている。 

○ タイ産薬用植物に関する研究について、タイ コンケーン大学 Putalun 博士と九州

大学大学院薬学研究院、田中准教授との共同研究として展開している。特に、今後課題

となる抗老化作用が期待できる資源や抗腫瘍作用に着目して、資源探索研究、育種研究

を鋭意実施している。 

○「薬用植物の育種研究」は、具体的には甘草の主薬効成分であるグリチルリチン含量

の高い品種を作出するために、本プロジェクトメンバーによる基礎研究を基にして開発

され、販売されるに至った分析キットによりグリチルリチン含量に関する選抜作業がス

タートしており、１，２年の内には優良株が発見できるものと期待している。甘草は乾

燥地に生育する植物なので、優良品種が作出出来れば、マイクロプロパゲーション法を

確立し、優良品種の大量増殖を行い、砂漠防止の担い手とするプロジェクトを企画中で

ある。 

○「創薬のリード探索」では、サフランのクロシンは多用な薬理作用を持つことが明ら

かになってきている。本プログラムのメンバーが中国のメンバーとの共同研究でクロシ

ンが睡眠増強作用を持つことを発見し、特許申請に至った。クロシンは中国で狭心症の

治療薬として販売されているので、中国において使用拡大を図り、安全性の高い睡眠薬

としての発売を考えている。 

○タイ チェンマイ大学薬学部ソラサク准教授と正山、企業の共同研究により、ヒトの正常

細胞を用いた実験で、タイプ３コラーゲンの増減を指標にして、タイ産の植物を探索し、

デユアバンガの葉から活性成分としてオイゲニンを単離した。本成果を基に化粧品が販売

されることとなった。 

○北京大学薬学院の大学院生が九州大学大学院薬学研究院へ 6 ヶ月留学し、腎毒性を持つ

アリストロキア酸に対するモノクローナル抗体を作成し報告したところである（American 
Journal of Chinese Medicine, 2008）。本抗体を用いて、ウマノスズクサ科生薬の品質評価

法が日中で共同開発されつつある。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 ６月韓国で開催された「The 4th KSP-JSP-CCTCNM Joint Symposium on Pharmacognosy」

へ大学院博士後期課程学生が５名参加し、発表を行なった。（ホームページ掲載済み）

また、１２月の上海におけるシンポジュウムにも大学院博士後期課程学生２名が参加・
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発表し、若い世代の研究者との交流を深めた。（ホームページ掲載済み）また、大学院

博士後期課程学生１名が、タイ コンケーン大学薬学部へ６ヶ月間留学し、モノクロー

ナル抗体に関する研究を進める傍ら同校の大学院生や学部学生との交流を行なった。

（ホームページ掲載済み）これを受けて同校の学部学生２名が長崎国際大学薬学部へ３

ヶ月間留学し、本事業を行う上で重要な研究である「モノクローナル抗体に関する研究」

を主として行った（本事業からの支出は無し）。ホームページ掲載済み） 
一方、北京大学薬学院から若手研究者として准教授２名がそれぞれ１ヶ月来日し、生

薬の品質評価研究を行った。また、中国科学院から Lin Lidong 准教授が２ヶ月間留学

し、生薬の品質評価研究に関する研究を遂行した。 

  

７－４ 社会貢献 

○ 昨年度に続いて、「第二回漢方薬学シンポジュウムイン佐世保」を開催し、漢方薬に配

合される生薬の品質評価や活性成分等を含めた演題を選び発表を行い、薬剤師や一般市民

の参加を得た。今回も好評であったので、来年度も継続することを決定した。 

○ モンゴルの科学アカデミーとの共同研究が、佐賀県下でスタートした薬用植物栽培プ

ロジェクトとリンクして交流が進み、本年度夏にウランバートルを訪問し、また、科学ア

カデミーから訪問を受け、特に乾燥地における薬用植物栽培についての検討が進んでおり、

地域貢献が大である。 

○ 中国においてサフランの育種と栽培拡大が試みられているところであるが、サフラン

の主有効成分であるクロシンの含量を増加すべく育種研究が日本側のサポートで進められ

ている。サフランのクロシンは中国において狭心症の薬として市販されており、中国にお

いてサフランの増産が進むことにより、クロシン製剤の価格低下につながり、間接的な社

会貢献と言えよう。 

○ タイプ３コラーゲンを上昇させる成分をタイ産植物から発見し、本データを基に化粧

品の販売を可能としたことは、社会貢献大と自負している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 「アジア連合研究センター」の組織化を進めており、２００９年度の早い時期に終えて、

より強固な、かつ、より広くアジアに開かれた交流を目指す、ネットワークの形成を念じ

ながらも、参加者の相互理解にはもう少し時間を要する感じを受けている。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    １７１本（内 30 本が総説） 

   うち、相手国参加研究者との共著 ２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１８ 本 
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８．平成２０年度研究交流実績概要  
８－１ 共同研究 

○ 日中韓の薬局方のハーモナイゼーションの第一歩として、品質評価に用いる有機溶

媒の再点検が行われており、既に薬局方改正に反映された項目も出ている。 

○ アリストロキア酸（腎炎誘発物質）に対するモノクローナル抗体を日中における共

同研究で作成し、本抗体を用いた品質評価法の共同開発が推進中である。 

○ 開発した分析キットにより甘草のグリチルリチン含量に関する選抜作業がスター

トしている。甘草は日本には自生も栽培もされておらず、従って種子の入手や栽培法等

は共同研究による他はない。  

○ サフランのクロシンが睡眠作用を持つことを、九大薬、長崎大薬、大阪バイオ研究

センター、中国との共同研究で発見した。これを基に安全性の高い睡眠薬への開発を企

画している。 

○ 京都薬科大学吉川教授と台湾の国立中国医薬研究所の I-Jung Lee 博士が台湾産各

種の活性成分研究をスタートした。 

 

８－２ セミナー 

① アジアコア特別講演会として、１２月の上海シンポジュウムの組織委員長である、上

海中医薬大学の Wang 教授による肝炎惹起天然アルカロイドに関する講演が行われた。

（ホームページ掲載済み） 

② 昆明植物研究所において、日中における生薬の標準化についての打ち合わせを行った。

今回の打ち合わせでは、標準化の必要な各種生薬の具体的なリストの作成に付いて、

日本側の代表として意見をいただき、今後の日中共同研究の展望が見えてきた。（ホー

ムページ掲載済み） 

③ 薬剤師や一般市民を対象とした、「第二回漢方薬学シンポジュウムイン佐世保」を開催

し、社会貢献に努めた。（ホームページ掲載済み） 

④ 上海においてシンポジュウムを開催し、日本、中国、タイ、韓国、モンゴルから多く

の参加者が集い、研究発表と同時に幅広い交流がなされた。（講演要旨や交流風景等ホ

ームページ掲載済み） 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

○ 本交流事業の中国側メンバーが九州大学大学院薬学研究院の客員教授を行ってお

り、英語による講義も行うので、教員ばかりでなく、大学院生との交流も推進している。

また、特別講演も行った。（ホームページ掲載済み） 

○ 日韓中ジョイントシンポジュウムが韓国で開催され、本プログラムメンバーと、特

に大学院生５名が参加して交流を深めた。（ホームページ掲載済み） 

○ 「アジア研究連合センター」構想の連携国の一つと考えているモンゴルとの交流を

深めるため、医薬学における教育・研究・臨床の講演を主体としたジョイントシンポジ
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ュウムに参加し、生薬の品質評価に関わる講演と交流を行った。（ホームページ掲載済

み）また、甘草の育種研究が九州大学、玄海町、モンゴルアカデミー植物研究所との共

同研究として４月からスタートしているので、モンゴルアカデミー植物研究所所長他研

究員２名が現地を訪れ視察をすると共に、町長を含む幹部職員と乾燥地における薬用植

物栽培について討議した。（ホームページ掲載） 

○ タイのコンケーン大学薬学部の学部学生を３ヶ月受け入れた。学部学生は本事業の

経費受給者とはなり得ないが、将来研究者となり交流を推進する役割を担ってくれるも

のと期待している。（ホームページ掲載済み） 

○ 国立中国医薬研究所（台北市）において第２回ミニシンポジュウムを開催し、日台の

研究発表と同時に規模は大きくはないものの両国研究者の交流と密なデイスカッションが

行われた。（ホームページへプログラム等掲載済み） 

○ 釜山大学薬学部の Jung 教授が The Second Asia Symposium on Pharmaceutical Sciences 

in Nagasaki へ出席し、共同研究者の小野教授と抗腫瘍活性成分について打ち合わせた。 

○ 九州大学薬学部から准教授他１名の大学院学生がタイ、コンケーン大学薬学部へ共同

研究打ち合わせのため訪問。（ホームページ掲載済み） 

○ 長崎国際大学薬学部から助教が北京大学薬学院蔡教授と共同研究打ち合わせのため訪

問。（ホームページ掲載済み） 

○ 昨年度に続き、九州大学薬学部と北京大学薬学院間におけるテレカンファレンスの推

進を計画していたが、中国側の通信回線の不全のため、実行出来ないままに終わった。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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 

韓国 

（日本側）

台湾

（日本側）

タイ

（日本側） 

モンゴル

（日本側）
合計 

日本 
実施計画  49/206 5/20  2/12 2/12 58/250

実績 21/91 5/15 5/19 5/219 0/0 36/344

中国 
実施計画 10/144      10/144

実績 5/134     5/134 

韓国 

（日本側） 

実施計画  2/8     2/8 

実績 1/3 1/4    2/7 

台湾 

（日本側） 

実施計画  1/4     1/4 

実績  0/0    0/0 

タイ 

（日本側） 

実施計画  2/8     2/8 

実績  4/16    4/16 

モンゴル 

（日本側） 

実施計画  1/4     1/4 

実績 3/15 2/10    5/25 

合計 
実施計画 10/144 55/230 5/20 0/0 2/12 2/12 74/418

実績 9/152 28/121 5/15 5/19 5/219 0/0 52/526

 

 

※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交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  6 ／ 12  （人／人日）   9 ／ 19  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）薬用植物の育種研究 

（英文）Research of medicinal plant breeding 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）田中宏幸・九州大学大学院薬学研究院・准教授 

（英文）Hiroyuki Tanaka, Kyushu University Faculty of Pharmaceutical Science, 

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SHAO-Qing Cai 蔡少青・北京大学薬学院・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国 
モンゴル

(日本側) 
計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5/20 1/5 6/25 

実績    

中国 実施計画     

実績    

モンゴル

(日本側) 

実施計画     

実績 3/15 1/5 4/20 

合計 
実施計画  5/20 1/5 6/25 

実績 3/15 1/5  4/20 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

○内蒙古の産官学共同プロジェクトである「中日天然葯物研究院」と

の共同研究をスタートしており、数年度にはサフランの有効成分であ

るクロシン含有量の高い優良品種の育成が見込まれている。また、サ

フランのマイクロプロパゲーション法を確立しつつあるので、優良品

種の大量増殖を可能とし世界の一大生産拠点を形成するものと期待

が寄せられている。 

○甘草の主薬効成分であるグリチルリチン含量の高い品種を作出す

るために、本プロジェクトメンバーによる基礎研究を基にして開発さ

れ、販売されるに至った分析キットによりグリチルリチン含量に関す

る選抜作業がスタートしており、１，２年の内には優良株が発見でき

るものと期待している。甘草は乾燥地に生育する植物なので、優良品

種が作出出来れば、マイクロプロパゲーション法を確立し、優良品種
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の大量増殖を行い、砂漠防止の担い手とするプロジェクトを企画中で

ある。 

○ミサイルタイプの分子育種を甘草、センナへと適用している。既に、

各有効成分を認識する抗体遺伝子の構築を完了し、今後組換え植物の

作製へと研究を進展させる。 

 

日本側参加者数  

19 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国  ）側参加者数 

10 名 （１４－２（中国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）生薬の標準化 

（英文）Standerdization of medicinal plants 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐竹元吉・お茶の水女子大学生活環境センター・教授 

（英文）Motoyoshi Satake, Ochanomizu University Institute of  

Environmental Science for Human Life, Profssor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SHAO-Qing Cai 蔡少青・北京大学薬学院・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/12  3/12 

実績 1/4  1/4 

中国 実施計画     

実績 1/31  1/31 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  3/12  3/12 

実績 1/31 1/4  2/35 

② 国内での交流    1/1 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

○医薬品食品衛生研究所の合田部長を中心にして、日本、中国、韓

国、ベトナムの薬局方収載項目についてアジアにおけるハーモナイ

ゼーションが進んでいる。一例として、生薬の評価を行う際に用い

る有機溶媒については、安全性を損なう溶媒は排除する作業が進め

られており、既に薬局方改正に反映された項目も出ている。 

○ラン科生薬、特にデンドロビュウム属生薬のサンプルについての

成分変動についての調査を実施した。今度、その成果を踏まえ、該

当生薬の標準化を進める。 

○中国で毒性が問題となっているウマノスズクサ科生薬を対象とし

た品質評価方法として抗アリストロキア酸モノクローナル抗体を作

製し、作製した抗体を活用した免疫化学的な分析手法を開発した。

開発した手法により、現在中国国内で流通している該当生薬の分析

を実施した結果、高い感度を持って検出可能であることを明確にし

た。 
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○イースタンブロットを用いて、抗サポニン抗体を用いた該当生薬

の分析を行った。その結果、ニンジン、サイコ、カンゾウ等に含ま

れる主サポニンを明瞭に検出することができた。本法は、次世代型

の生薬品質評価法といえる。 

日本側参加者数  

１７ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）側参加者数 

１２ 名 （１４－２（中国 ）国側参加研究者リストを参照） 

 



 13

 

整理番号 R－3 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）創薬のリード探索 

（英文）Search of lead for drug development 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）宮本智文・九州大学大学院薬学研究院・准教授 

（英文）Tomohumi Miyamoto, Kyushu University, Faculty of  

Pharmaceutical Science, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SHAO-Qing Cai 蔡少青・北京大学薬学院・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国 タイ(日本側) 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5/15  5/15 

実績  3/16 3/16 

中国 実施計画     

実績 3/97  3/97 

韓国(日

本側) 

実施計画     

実績 1/3  1/3 

合計 
実施計画  5/15  5/15 

実績 4/100  3/16 7/116 

② 国内での交流  1/3     人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

○九州大学大学院薬学研究院宮本准教授が開発した活性成分評価シス

テムを活用し、日本、韓国、モンゴルの各メンバーが所有するライブラ

リーのスクリーニングを鋭意進めた結果、抗腫瘍活性を示す医薬品候補

化合物を選び出した。さらに、現在インビボ実験においても興味深い成

果が認められており、今後さらなる展開が期待できる。 

○九州大学大学院薬学研究院のメンバー（小野、黒瀬、野田など）が開

発した新規活性成分スクリーニングシステムを使ったライブラリーの

スクリーニングも順調に進んでおり、今後医薬品候補化合物が見出され

ることが期待できる。その他の成果としては、タイ チェンマイ大学薬

学部のソラサク准教授と正山、企業の共同研究により、ヒトの正常細胞

を用いた実験で、タイプ３コラーゲンの増減を指標にして、タイ産の植

物を探索し、デユアバンガの葉から活性成分としてオイゲニンを単離し

た。本成果を基に化粧品が販売された。 

○サフランのクロシンは多用な薬理作用を持つことが明らかにな

り、本プログラムのメンバーが中国のメンバーとの共同研究でクロ
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シンが睡眠増強作用を持つことを発見し、特許申請に至った。クロ

シンは中国で狭心症の治療薬として販売されているので、中国にお

いて使用拡大を図り、安全性の高い睡眠薬としての発売を考えてい

る。 

日本側参加者数  

４８ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）側参加者数 

１８ 名 （１４－２（中国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業

 2008 年上海国際薬学シンポジュウム 
（ 英 文 ） 2008’ Shanghai International Symposium for 

Pharmaceutical Sciences 
開催時期 平成 20 年 12 月 18 日 ～ 平成 20 年 12 月 20 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中華人民共和国、上海市  

（英文）Shanghai, China 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）正山征洋・長崎国際大学薬学部・教授 
（ 英 文 ） Yukihiro Shoyama, Faculty of Pharmaceutical Science, 

Nagasaki International University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Cai Shao-Qing・北京大学薬学院・教授 

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    16/73（  / ）人/人日 22/98 

（1/5） 

 人/人日

（タイ）国（地域）側参加者        4 /16（ / ）人/人日 

（韓国）国（地域）側参加者       1 /4    （ / ）人/人日 

（モンゴル）国（地域）側参加者        1 / 5    （1/5）人/人日  

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            １ 人 

５７

人

（中国）国（地域）側参加

者 

        ５６   人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数  79    人 
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セミナー開催の目的 １９年１０月佐世保においてジョイントシンポジュウム開催時に

次回開催を上海と決定した。今回で 4 回目となり、シンポジュウム

からスタートした共同研究も出てきており、開催目的は達成されつ

つあると考えている。 本シンポジュウムにおいては、今まで行っ

てきた 3本の柱の研究部門の成果を含めた研究発表を行い本プログ

ラムの活性化を図るのも目的の一つである。また、一同に会して相

互の理解を深めると共にさらなる共同研究を発展させる意味も含

まれている。なお、本シンポジュウムでは若手研究者の発表する機

会を増やすことも目的であり、日本からの大学院生の参加は多くは

無いが、中国側の大学院生の参加は多く、多数のポスター発表を行

い、質疑応答の他に人的交流の促進も本シンポジュウムの目的の重

要な部分である。 
 

セミナーの成果 今回のシンポジウムでは、2 題の特別講演（日本側、中国側各１題）、

46 題の口頭発表に加え、若手研究者による 30 余題のポスター発表

がなされた。発表されたアジア研究教育拠点事業に関わる先端的な

研究成果は、プロジェクトの順調な進行を物語るものであり、今後

の「薬用植物の育種研究」、「生薬の標準化研究」、「創薬リードの探

索研究」で進めるべきテーマを浮き彫りにすることができた。また、

九州大学の大学院生の参加を実現したことは、次世代を担う若手研

究者の交流に繋がり、彼らの国際感覚醸成の好機となったものと考

えている。加えて、今回のシンポジウムには「アジア連合研究セン

ター」構想を見据えた情報交換の場ともなり、研究者相互の有機的

連携と共に、さらなる研究の発展が期待される。 

セミナーの運営組織 上海中医薬大学の王教授が組織委員長を務め、本プログラムの中国

側コーデイネーターの蔡教授、日本側正山教授、日本側コーデイネ

ーターの田中准教授等計１２名の組織委員からなる組織委員会が

組織され、口頭講演、ポスター講演等のプログラム（ホームページ

へ掲載）編集がなされ、アブストラクトの印刷、会場の運営、懇親

会等は全て上海中医薬大学の学生を含むスタッフにより運営され

た。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額 1,600,000 円 

相手国(地域) 
 

内容  会場費         金額 100,000 円 
    滞在費            500,000 円 
    人件費            100,000 円 
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整理番号 S－２  
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業

    ミニシンポジウムイン 昆明 

（英文）Kunming Mini-symposium for Pharmaceutical Science in 

JSPS Asian Core Program 
開催時期 平成 20年 10月 28日 ～ 平成  年  月  日（ 1日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国・昆明・昆明植物研究所 
（英分）Kunminte of Botany The Chinese Academy of Science

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）田中宏幸・九州大学大学院薬学研究院・准教授 
（英文）Hiroyuki Tanaka, Faculty of Pharmaceutical Science, 

Kyushu University・Associate professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Chong-Ren YANG・Kunming Institute of Botany, The Chinese 
Academy of Sciences・Professor 
中国アカデミー昆明植物研究所・教授 

参加者数 ①� アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    3 /10  （  /  ）人/人日 3/10 

（ / ） 

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

10 人

（中国）国（地域）側参加者            10 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数        13 人 

セミナー開催の目的 「生薬の標準化」の分野で、特に雲南省に多いラン科のデンドロビ

ュウム属植物について、デンドロビュウム属植物の研究者が多い、

昆明植物研究所を選んだ。さらに、お茶の水女子大学の大学院生が

共同研究のため 3ヶ月間短期留学していたので、さらなる共同研究

を推進する目的で本ミニシンポジュウムを開催した。また、日中で

生薬の標準化が必要な生薬の選定を行うことを目的としている。 
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セミナーの成果  
今回のセミナーでは、日中で標準化が必要と思われる生薬の選定や

また現在ハーモナイゼーションが必要とされる生薬などを中心と

して議論を重ね、両国でハーモナイゼーションが必要な生薬につい

て約 20 種を選定することを決定した。本件については、中国中医

研究院中葯研究所との共同で行うことで意見の一致をみた。現

状で基原についてハーモナイゼーションが必要な事項として

は、シャクヤク、ガジュツ、トウキ、サイコが指摘された。ま

た、デンシチニンジン、テンマ、モッコウ、コウボク、チンピ、

ジオウ、オウセイに関しては、修治に関してハーモナイゼーシ

ョンが必要であり、ホミカ、センソ、エンゴサク、トウニン、

キョウニンについては、作用の強い成分を勘案したハーモナイ

ゼーションが必要との意見がでた。さらに、薬用植物の栽培法

についても最適化を図ることなど、今後幅広く対応することを

双方確認した。 

セミナーの運営組織 昆明植物研究所の楊教授が中心となり、日本側は田中コーデイネー

ターが連絡を取り合ってミニシンポジュウムの運営を行った。ま

た、実際の会場の設営や講演や会議の進行は昆明植物研究所の楊教

授のスタッフに依存した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額 360,000 円 

相手国(地域) 
 

内容  滞在費         金額  50,000 円 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業

    漢方薬学シンポジュウムイン佐世保 
（英文）Kampo-Pharmaceutical Science Symposium in Sasebo 
in JSPS Asian Core Program 

開催時期 平成 20 年 11 月 1 日 ～ 平成  年  月  日（1 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）佐世保市ハウステンボス町 

ハウステンボス・ユトレヒト会議室 No.５ 
（英文）HUIS TEN BOSCH Sasebo Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）正山征洋・長崎国際大学薬学部・教授 

（ 英 文 ） Yukihiro Shoyama, Faculty of Pharmaceutical Science, 

Nagasaki International University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 ①アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    5 /7   （ / ）人/人日 5/7 

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            45  人 

45 人

（ ）国（地域）側参加者              人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数      50  人 
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セミナー開催の目的  高齢化時代に入り、難治性慢性病が急増し、適切な治療法、治療

薬が無い場合が多く、漢方薬の投与例が増えている。ところが漢方

薬配合生薬の９０％以上を、中国を中心にアジア諸国から輸入して

いる。このため効き方の一定した漢方薬が一層求められるようにな

ってきた。本シンポジュウムでは生薬生産の実情、漢方薬の品質評

価方法の研究、漢方薬の臨床応用等、漢方薬を取り巻く様々な問題

を講演し、薬剤師を中心とした一般市民に認識してもらうことと主

目的としている。 

セミナーの成果  
 11 月 1 日 12 時から開場し、13 時にシンポジュウムを開始した。

今回のシンポジュウムは薬剤師を中心とした 45 名の参加者であっ

た。最初に佐竹教授による漢方薬・生薬を含めた薬局方のハーモナ

イゼーションについて、次に村上教授によって漢方配合生薬の解

説、引き続き吉川教授は食べ物から発見された活性成分について、

正山教授は漢方薬と種々の相互作用を惹起する成分、また、大麻の

最新の研究等、最後に山本教授は大麻の中枢薬理学的研究を中心に

した講演で創薬を目指した研究の紹介が行われた。本アジアコアプ

ログラムの 3 本柱の内、漢方を含めた生薬の均質化研究、創薬関連

研究を主体にしたシンポジュウムであり、参加者から活発な質問が

出され、興味深いシンポジュウムと受け止められたと評価してい

る。 

セミナーの運営組織 第２回目のシンポジュウムであることから、第１回目を踏襲し、ポ

スター作成、会場設営、講演進行等全てを長崎国際大学薬学部のス

タッフ及び学生アルバイトにより運営がなされた。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額 150,000 円 
    会場費            50,000 円 
    人件費            30,000 円 

相手国(地域) 
 

内容              金額 
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整理番号 S－４ 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業

特別講演会 
（英文）Special Seminar of Prof. Zheng Tao Wang, Asia Core 
Program, JSPS 

開催時期 平成 20 年 5 月 2 日 ～ 平成  年  月  日（ 1 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）長崎国際大学薬学部 
（ 英 文 ） Faculty of Pharmacerutical Sciences, Nagasaki 
International University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）正山征洋・長崎国際大学薬学部・教授 
（ 英 文 ） Yukihiro Shoyama, Faculty of Pharmaceutical Science, 

Nagasaki International University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 ①アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     /   （ / ）人/人日 1/1 

（ 1/1） 

 人/人日

（中国）国（地域）側参加者        1 /1   （ 1/1 ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              30 人 

30 人

（ ）国（地域）側参加者              人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数       31 人 

セミナー開催の目的  中国で使用されている生薬の中には、毒性を持つ成分を含んでい

るものもある。近年の例ではアリストロキア酸がウマノスズクサ科

生薬に含まれており、腎炎を発症した事件が発生し、中国の薬局方

から削除された生薬も出ている。当該特別講演会では、肝障害を惹

起するピロリチジンアルカロイドを含有する生薬・植物分布、ピロ

リチジンアルカロイドの科学、毒性学、代謝等について解説し、障

害成分を有する生薬の使用回避と障害予防に資する。 
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セミナーの成果 今回の特別講演会では、肝障害等を引き起こすピロリチジンアル

カロイド含有生薬や植物分布に付いて示された。特にマメ科植物は

穀物の中に混入し食べ物汚染の原因となっていることで、その危険

性が大なことが明らかとなった。また、ピロリチジンアルカロイド

の化学、毒性学、代謝等についても解説され、障害成分を有する生

薬の使用回避と障害予防が講演された。 
 オーストラリアでは牧草にピロリチジンアルカロイド含有マ

メ科植物が混入して肝障害事件が起こったことがあるが、日本では

生薬に含有するケースは知られていない。しかし今後このような汚

染が起きる危険性が大なので、今回の講演会でピロリチジンアルカ

ロイドの毒性や肝障害の病理等が明らかになり、危険度の高い生薬

名が明らかにされたので、中国から輸入される生薬のブラックリス

ト作成が必要だと受け止めた。日本における天然毒の研究は、キノ

コや海洋産物、に限定されているが、今後これを機に植物毒研究が

増大するものと期待している。 
なお、講演者の Wang 教授は 2008 年 12 月上海で開催するセミナ

ー(S-1)の実行委員長の一人であるので、この点に付いても具体的な

打ち合わせが出来た。 

セミナーの運営組織 ポスター作成、会場設営、講演進行等全てを長崎国際大学薬学部の

スタッフにより運営がなされた。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  滞在費         金額 15,000 円 
    会場費            20,000 円 

相手国(地域) 
 

内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派 遣

先 

派遣元 

日本 中国 
韓国 

(日本側)

タイ 

(日本側)

モンゴル

(日本側) 

台湾 

(日本側) 
計 

日本 

実施計

画 

 13/57 5/20 1/6 1/6  19/89 

実績 1/4 5/15 2/203  5/19 13/241

 

中国 

実施計

画 

10/144      10/144

実績 1/6     1/6 

韓国 

（日本側） 

実施計

画 

       

実績       

タイ 

（日本側） 

実施計

画 

       

実績       

モンゴル 

(日本側) 

実施計

画 

       

実績       

台湾 

（日本側） 

        

     

合計 

実施計

画 

10/144    29/233  29/233

実績 1/6 1/4 5/15 2/203  5/19 14/247

② 国内での交流    2/8  人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 606,420  

外国旅費 7,885,145  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 980,439  

その他経費 148,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

279,996  

計 9,900,000  

委託手数料 990,000  

合  計 10,890,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 2,157,480 9/277 

第２四半期 198,915 0/0 

第３四半期 883,705 27/117 

第４四半期 6,659,900 16/132 

計 9,900,000 52/526 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 中国   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

1,500,000 

円相当

 

円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 
 


