
平成２２年度 アジア研究教育拠点事業  

事後評価資料（実施報告書）  

 
１．概要 

研究交流課題名 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 

日本側拠点機関名 九州大学大学院薬学研究院 

コーディネーター

所属・職・氏名 
大学院薬学研究院・准教授・田中宏幸 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

中国 北京大学薬学院 薬学院・教授・SHAO-Qing Cai 

 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

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り

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，麻黄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． 

○目標に対する達成度とその理由 

■研究交流目標は十分に達成された 

□研究交流目標は概ね達成された 

□研究交流目標はある程度達成された 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった 

【理由】 

 本交流事業では上記 3つの研究テーマを掲げ、日中韓台・モンゴル・タイの研究者が一丸となって目標達成

に努めた。成果として、高品質甘草選抜や甘草を用いた商品の開発に活用できる有効成分簡易検出キットの作

成と上市に至った。また、サフランや甘草を生産する基地を日中双方の協力により建設した。生薬の標準化に

ついては、日中両国の薬局方の統一にまでは至らなかったものの、重要生薬についてのハーモナイゼーション

を達成した。創薬リードの開発では、サフラン由来成分の睡眠障害改善作用について興味深い成果が得られ、

特許出願にこぎつけた。また、難治性疾患に有効なリード化合物を植物資源、海洋資源から単離することに成

功し、今後臨床試験も視野に入れた展開を企画している。以上のような研究活動を通じて、充実した国際交流、

若手研究者の育成を成し遂げた。 

【ＨＰ公開資料】
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３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を、「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「研究教育拠点の構築」の観点から記

入してください。また、活動成果の「社会への還元」「予期しなかった成果」がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

1． 薬用植物の育種研究部門 

「薬用植物の育種研究」は、長崎国際大学薬学部、九州大学薬学研究院が中心となって推進した。サフラン、

甘草の優良品種育成を目指し、選抜育種を着実に実施した。クロシン高含有品種を選抜し、本品を大量に供

給するための栽培基地を上海郊外の太倉市に建設した。甘草に関する研究については、開発を開始した免疫

化学的分析キットをツールとして、有効成分グリチルリチン高含有品種の選抜を計画通り行った。その結果、

通常含まれる含量の約 3倍程度高い個体を見出すことができた。現在、本優良個体の継続的な評価を実施す

る必要性から、栽培を継続している。また、植物組織培養を活用した優良個体のマイクロプロパゲーション

を研究中であるが、これまでの成果として一度の継代により、30 個体以上の苗を作成できる手法を開発した。

さらに、培養苗の順化にも成功し、優良個体の大量供給手法を確立した。本成果は、中国国内で問題となっ

ている砂漠化の抑止を目的としたカンゾウ栽培事業に大いに役立つ成果と考えている。抗体遺伝子を活用し

た甘草の分子育種については、抗体遺伝子の構築、評価を完了した後、甘草の形質転換を実施した。今後、

得られた個体について、有効成分の含量増加を含めた品質の評価を実施する。 

2． 生薬の標準化部門 

「生薬の標準化研究」は、医薬品食品衛生研究所生薬部合田幸広部長とお茶の水女子大、佐竹元吉教授らが

中心となり進められ、実用的な成果が得られている。日中韓にベトナムを含んだアジア全体のハーモナイゼ

ーション研究は、局方に収載されてきた従来の生薬確認試験の内容が現代の生薬を取り巻く情勢に合わせ適

宜改訂されるなど、交流成果が確実に表れてきている。 

3． 創薬のリード探索部門 

「創薬のリード探索」研究は、難治性疾患に奏功する画期的新薬の創製を目指し、日中から多くの研究者が

様々な切り口で研究を展開した。その成果の一つが、サフランの有効成分クロシンの睡眠増強作用である。

本年度、クロシンの有効性について更なる評価を進め、その有用性が確実であることを見極めたことから、

国際特許の出願を目指す動きが加速している。睡眠障害を患う現代人の増加が大きな社会問題となってお

り、本研究成果が今後大きく取り上げられる可能性が高い。本成果を社会に還元していくためには、サフラ

ンやクロシンの安定生産並びに供給が不可欠である。既に、中国国内のサフラン生産拠点との協力による大

規模栽培試験を進めており、本プロジェクトにおいて中国側研究者の研究成果は欠かせない財産である。ま

た、抗腫瘍活性を示す天然薬物の探索研究が、日中双方の資源、技術を利用し進められている。癌は最も制

圧が求められる難治性疾患といえ、重要な抗癌剤が天然資源から供給されている現状を見た場合、今後日中

の協力関係の強化と互いの財産や資源の有効利用が不可欠である。その考えは、海洋資源に目を向けた資源

探索研究でも進められ、創薬リードとして有望な化合物の発見、評価として成果が発表されている。 

 

○若手研究者の養成 

Asian Symposium for Pharmaceutical Science in JSPS を福岡市で二度、佐世保市、北京、上海で各々一

度開催した。本シンポジウムには、本プロジェクトに参画した各国から多数の大学院学生が参加し、口頭にて

発表を行ったが、英語による発表や本シンポジウムに参加している一流の研究者との議論を行った経験は、刺

激的なものであったに違いないと確信している。また、昆明ミニシンポジウムや The 4th KSP-JSP-CCTCNM Joint 

Symposium o Pharmacognosy にも多くの大学院博士後期課程学生が参加し、自身の研究内容を紹介するととも

に本事業の共同研究の議論に加わるなど積極的な活動を行った。 
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本交流を通じて、学術交流協定を締結することとなった長崎国際大学薬学部とコンケン大学薬学部との間で

は、若手研究者の受け入れが益々盛んに行われた。また、お茶の水大学の博士課程大学院生が、昆明植物研究

所において貴重なデンドロビウムに関する研究を進めた。デンドロビウムは、貴重な資源であるものの、生理

作用や活性成分などについて未解明な部分が多く、それ故品質評価が極めて難しい。昆明植物研究所の Yang

教授の指導の下、未踏研究に関して果敢に取り組んだことは、本若手研究者にとって大きな財産となったもの

と確信している。 

北京大学薬学院などの若手研究者が長崎国際大学薬学部、京都薬科大学生薬学教室に派遣され、研究を行っ

た。具体的には、生薬の免疫化学的品質評価手法に関する先端的内容を含んでいた。また、新規スクリーニン

グシステムを活用した創薬リードの探索について、最新の知識を習得した。以上のように、時代を担う進取の

気勢に富む若手研究者が、日本の当該研究の先端的研究活動に参加した経験は短期間とはいえ、充実したもの

であり、貴重な経験となった。 

 

○研究教育拠点の構築 

九州大学大学院薬学研究院と北京大学薬学院が拠点大学となって開始した本拠点事業通じて、新たな研究協

力体制が着実に進展している。中国においては、大規模な栽培基地建設や天然物化学研究拠点の形成が進み、

我々研究教育拠点の刺激となるとともに協力体制の強化を進める環境が整いつつある。本学を中心とする日本

側の拠点形成に関しては、新規共同研究の立案や頼もしく成長した若手研究者の活躍が著しい。これらは研究

者交流の成果の証であり、本研究教育拠点を推進していく今後の原動力である。さらに、交流を通じて、「ア

ジア連合研究センター」の実現に向けた着実な交流を重ねることができ、中国側組織や韓国、台湾、タイ、モ

ンゴルとの国際共同研究をさらに発展させ、拡大を目指すコンソーシアムを構築することができた。ハード面

の充実は今後の課題となっているものの、鋭意予算獲得を目指し、研究教育拠点のより一層の充実を図る計画

である。 

本事業を通じて、中国国内の膨大な生薬資源の有効利用が伝統的な手法や考え方に加え、柔軟な姿勢も加味

した形で進んですることを目の当たりにした。生薬資源大国である中国の現状を十分認識する好機となり、ア

ジア全体の効率的な拠点形成の構築に大いに参考になる交流となった。 

 

○社会への還元 

我々の研究成果が広く社会に受け入れられ、大きな波及効果をもたらすことを目指し、様々な研究を進めて

いる。「漢方薬学シンポジウムイン佐世保」は三度開催し、毎度プロジェクト推進者が一般市民、薬剤師を対

象に自身が進めた共同研究の成果を紹介するなど、薬用植物資源の有効活用について啓蒙活動を実施した。 

また、地域の活性化を念頭のおいた活動も展開した。佐賀県東松浦郡玄海町に設置される薬用植物栽培プロ

ジェクトでは、優良なカンゾウの国内栽培が大きなテーマであり、本研究事業における薬用植物の育成研究の

成果が大いに生かせると考えている。既に、半乾燥地帯に生育するカンゾウの国内での栽培に成功しており、

今後良質な品種の育種と効率的な供給体制の構築を行い、本成果を社会に大いに還元したいと考えている。 

そのほか、高齢社会において重大な問題といえる難治性疾患に有用な医薬の開発を目指しており、本研究成

果が健康社会アジアに貢献することが期待できる。既に、睡眠障害に有用なサフラン由来成分の現代的評価や

大量供給体制の整備を進めてきた。本成果は、「第三回漢方薬学シンポジウムイン佐世保」において紹介して

おり、天然資源に関する先端的成果の情報提供や啓蒙を進めてきた。以上のように、我々の目指す方向は、人々

が希求する健康で健やかな社会に他ならない。情報発信は勿論のこと、有用な医薬資源の発掘、安定供給を目

指し、薬用資源の育成や資源探索を進めてきたが、近い将来これまでの成果が結実し、医薬品や健康素材とし

て社会で役立てられる素地となる成果が得られたと考えている。 
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４．研究交流活動の交流実績 

これまでの研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、派遣及び受

入の人数・人日数、交流相手国、概要を記入してください。 

○共同研究  

延べ派遣人数人日数： 61 人 206 人日  延べ受入人数人日数：38 人 457 人日 

  交流相手国：              中 国               

 【概要】 

共同研究は、本事業の三つの研究の柱について各拠点メンバーが鋭意取り組んだ。薬用植物の育種研究は、

サフラン、甘草の高品質化を目指した古典的選抜育種並びに分子生物学的手法を取り入れた内容を含む研究も

遂行した。その成果は、上海郊外太倉市に建設された大規模サフラン栽培基地や佐賀県東松浦郡玄海町薬用植

物園における甘草品種改良事業としてより踏み込んだ展開を見せるに至った。生薬の品質評価手法の開発は、

中国側が得意とする機器分析に加え、日本側が精力的に取り組んできた免疫化学的手法を包含して効果的に進

めた。その成果は、中国の薬典に収載された生薬の品質評価方法へ反映されている。さらに、アジア各国の薬

局方のハーモナイゼーション研究は、各国の事業もくみ取りながらの作業となり、環境に配慮した将来を見据

えた指針を提示することができた。難治性疾患に有効なこれまでにない新規創薬リードの開発研究は、交流を

通じてより具体的な道筋を提示できるまでに発展した。具体的には、サフラン成分の睡眠障害改善作用が注目

される成果であり、今後医薬品としての開発を念頭に研究を進展させる計画である。また、茶花から血糖降下

作用を有する成分の単離、有効性評価の結果も得られており、今後の展開が大いに期待される。 

 

○セミナー  

延べ開催回数：11 回、 延べ派遣人数人日数：29 人 134 人日  

延べ受入人数人日数：72 人 355 人日 

  交流相手国：               中 国                   

【概要】 

5 カ年の本事業において比較的規模の大きな Asian Symposium for Pharmaceutical Science in JSPS を合

計 5回開催した。本セミナーは、国際共同研究の進捗状況を確認する場としてのみならず、本事業に参画した

若手研究者が行った研究成果を発表する好機としても機能した有意義なものであった。また、昆明植物研究所

において 3度ミニシンポジウムを開き、生薬の品質とハーモナイゼーションに関する研究を中心に議論を深め

た。国内では、一般市民や薬剤師を対象として「漢方薬学シンポジウムイン佐世保」を 3度開催し、生薬学領

域の最先端研究の紹介や健康増進の話題を取り入れ、アジアの薬用資源に関する啓蒙活動を精力的に行った。

 

○研究者交流  

延べ派遣人数人日数：11 人 53 人日  延べ受入人数人日数：45 人 542 人日 

  交流相手国：               中 国                   

  【概要】 

若手研究者を中心に研究者交流を進めた。中国側研究者が九州大学大学院薬学研究院、長崎国際大学薬学部、

京都薬科大学に短期滞在し、各々の日本側拠点事業実施機関の得意とする研究領域を学ぶ機会を得た。一方、

日本側若手研究者としてお茶の水女子大学の博士課程大学院生が、昆明植物研究所において貴重なデンドロビ

ウムを用いた研究を進めた。デンドロビウムは、貴重な資源であるものの、生理作用や活性成分など未解明な

部分が多く、それ故品質評価が極めて難しい。昆明植物研究所の Yang 教授の指導の下、未踏研究に果敢に取

り組んだが、この経験は本若手研究者にとって大きな財産となったものと確信している。 
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５．事業の実施体制 

本事業における、「日本側拠点機関の実施体制」「相手国拠点機関との協力体制」及び「日本側拠点機関の事務支 

援体制」「事業終了後の活動状況」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

日本側拠点機関である九州大学大学院薬学研究院は、本事業採択前から中国を始めアジア各国から研究者、学

生を積極的に受け入れてきた実績を持つ。アジアとの距離的な緊密性を持つ福岡市と言う絶好の立地条件にある本

拠点は、大学本部の精力的な国際交流展開に加え、福岡県、福岡市のバックアップ体制のもと充実した研究者交流

の場を構築することができた。九州大学大学院薬学研究院は、事務的業務全般を受け持つとともに、拠点機関として

各種研究テーマの立案やコーディネートを行った。さらに、毎年開催した Asian Symposium for Pharmaceutical 

Sciences Asian Core Program や昆明ミニシンポジウム、漢方薬学シンポジウムイン佐世保などの企画、立案、実施を

行った。また、拠点機関として中国側研究者、学生の受け入れを積極的に行い、共同研究を推進すると同時に次代を

担う若手研究者の養成に寄与した。本事業は多数の国内機関の参画を得、オールジャパンに匹敵する協力体制を組

むことで日本側研究機関の薬学分野における先端的研究を基盤とした国際交流の場を構築できた。共同研究者らは

中国側研究者を友好的に受け入れ、自身の持つ技術、知識を余すところなく教授した。協力機関の研究者は、日中

双方で開催した上記シンポジウムに参加し、共同研究の成果を積極的に発表するなど精力的な国際交流に努めた

が、このことは、拠点機関と協力機関の本事業に対する高いモチベーションと成果への期待をベースとした強力な事

業実施基盤の表れといえる。 

 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

相手国拠点機関である北京大学薬学院は、国際共同研究の企画、立案、実施全ての場面において、日本側拠点

機関のパートナーとして、スムーズで実効性のあるコーディネートを実行した。中国における二度の Asian Symposium 

for Pharmaceutical Sciences Asian Core Program を成功に導き得たことは、拠点機関同士の協力体制が強固なもの

であったことの証といえる。北京大学薬学院は中国トップクラスの薬学研究機関であり、その影響力は極めて大きい。

研究実績に裏打ちされた拠点大学のコーディネート力により、中国の有力な研究機関である上海薬物研究所、復旦

大学、中国薬科大学などの研究者と日本側研究機関との交流が飛躍的に推進された。また、構築されたネットワーク

をさらに深める機会として北京大学薬学院教授の客員教授としての招聘や若手研究者受け入れを行うことで事業の

成果を継続して発展させるための素地作りを進めることもできた。日本側機関として韓国、台湾、モンゴル、タイの大

学や研究所の関係者も本事業に加わっており、これらの機関も含め生薬学のみならず創薬学研究におけるオールア

ジア体制を構築したと考えている。 

 

○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

日本側研究機関において本事業に関わる事務は、九州大学大学院薬学研究院薬用資源制御学分野スタッフと

専任の事務補佐員に加え、前日本側コーディネーターである正山征洋教授が在籍している長崎国際大学薬学部

薬品資源学のスタッフらによって運営された。拠点機関全体としては、九州大学医系学部事務に所属する常勤

スタッフの全面的なサポートのもと事業計画書や報告書の作成におけるきめ細く且つ的確な指摘を受け、効率

的に各種書類を纏めることができた。研究者交流に伴う事務手続きは、多くの外国人研究者や留学生を受け入

れてきた実績を生かし、問題なく効率的に進めることができた。 

また、シンポジウムの開催に伴う外国人研究者や国内研究者の滞在、出張に関わる書類作成や経理面での事

務手続は勿論のこと、シンポジウムの運営上のサポートにおいても学内事務職員一致団結した取り組みによ

り、スムーズに行うことができた。本交流事業において発揮されたこれら本拠点機関の事務運営・支援体制は

全国的に見て特筆すべき質の高さを示すものと自負している。 
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６．今後の課題と展望 

 ５カ年の活動によって明確になった本分野・体制等における課題、本事業から得られた成果や拠点機関としての研

究交流活動の展開について将来的な展望を記入してください。 

○課題等 

薬学は様々な学問を持ち寄り進めて行く応用研究と言え、今後高齢社会においてその成果が生かされる場が極め

て大きい。生薬学分野は現代科学と伝統を重んじる学問領域であり、また薬学の原点に位置する長い歴史を持つ。

生薬を活用した漢方薬や生薬原料の医薬品は勿論のこと、創薬リードの供給源として生薬が果たす役割は大きい。

生薬は、これまで天産品が多く活用されてきたため、品質面で雑駁である問題点を有していた。このことが本研究事

業の柱の一つ、生薬の品質評価法の確立やハーモナイゼーション研究を企図した所以である。さらに、高品質な生薬

原料として薬用植物の品種改良を進め、栽培基地を整備することや新規医薬リードの探索研究など全ての本事業の

研究内容は、アジアの貴重な資源を最大限に有効活用しようとする考えに根付いている。その成果は、サフランの栽

培拠点の整備や新規有効成分高含有品種の分子育種戦略構築に始まり、高品質薬用資源のアジアでの有効活用

を念頭においた生薬のハーモナイゼーションや新規スクリーニングシステムを活用した創薬シーズの発見として結実

している。 

５カ年の活動は、主に本事業の助成を受けた研究者交流とその成果である共同研究の企図において大いに満足

できる成果が得られた。しかしながら、新規研究を進めるためには、相応の研究資金が必要であるため、今後より一

層研究協力体制を強固にした上で、研究費獲得を目指した取り組みを推進することが欠かせない。本事業では薬用

植物をキーワードとして三つの大きな研究の柱を据え、研究協力体制を構築し、研究を進めてきた。今後は、各々の

研究の柱を個別に発展させ、各々の研究に精通した研究者らが独自の研究体制を整えた上で効率よく研究を展開し

ていくことが肝要であろう。 

 

○将来的な展望 

 本事業に参画した中国を始めとしてアジア各国の研究者が、本拠点機関が目指す方向に賛同し、昨年度「アジア連

合研究センター」構想を進めるコンソーシアムを樹立するに至った。このことは、本拠点事業がアジア研究教育拠点事

業を通じて育んできた交流を通じた相互理解の賜物と言っても過言ではない。即ち、我々九州大学大学院薬学研究

院は国が進める国際化拠点整備と歩調を合わせ、魅力ある研究拠点機関として着実に歩んできたと自負している。

また、九州大学大学院薬学研究院には、創薬を念頭に独創的且つ先導的な研究を展開している研究者が多く、常に

新しい視点から健康社会日本の実現を目指して研究活動に邁進している。その成果は、国際的な一流雑誌に掲載さ

れた論文の数を見ることで推し量ることができよう。 

以上のような 5 カ年の貴重な国際交流成果と現在の知的・人的シーズを基盤として、今後我々が目指すものは「ア

ジア連合研究センター」を本研究拠点に設立し、更なる活発な薬学研究を実施することに他ならない。これまでの成

果が社会へ還元されようとしている薬用植物の育種研究や生薬の国際的ハーモナイゼーション研究を参考として、本

センターでは社会への知の還元を目指しアジアの英知を結集した創薬学研究を推し進める計画を立てようとしてい

る。本事業推進者として関わってきたプロジェクトメンバーに加え、本拠点機関の多くの精鋭が新たなアイデアを提示

し、それらを具現化していく過程はエキサイティングなものに違いなく、その作業の推進役となるのは本国際交流事業

で切磋琢磨した若手研究者であると信じている。 

欧米における新薬開発に対抗して、アジア発の画期的な新薬開発を実現するためには、アジアの自然の恵みを生

かした独自性のある研究を効率的に実施する必要性がある。目覚ましい発展を遂げる中国やそのほかアジア各国の

研究者が、それぞれの得意とする技や知を持ち寄り日夜研究に励むことができる場、即ちアジアの創薬研究のハブ

を整備することが今後の我々の目指す展望である。 
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７．本事業に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載してください。コー

ディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との共著論文には、

文頭の番号に○印を付してください。 
 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

１ 

著者名 A. Inoko, N. Kakiuchi, M. Yoshimitsu, S. Q. Cai, M. Mikage 

題 名 Ephedra resource in Sichuan and Yunnan, Provinces 2007. 掲載誌名 Biol. Pharm. Bull 

発行所 
The Pharmaceutical 

Society of Japan 
巻号 32 頁 1621～1623 発行年 2009 年 査読 有 

２ 

著者名 Morinaga O, Uto T, Yuan CS, Tanaka H, Shoyama Y. 

題 名 
Evaluation of a new eastern blotting technique for the analysis 

of ginsenoside Re in American ginseng berry pulp extracts. 
掲載誌名 Fitoterapia 

発行所 Elsevier 巻号 81 頁 284～288 発行年 2009 年 査読 有 

３ 

著者名 Wang CZ, Aung HH, Mehendale SR, Shoyama Y, Yuan CS. 

題 名 

High performance liquid chromatographic analysis and anticancer 

potential of Oplopanax horridus: comparison of stem and berry 

extracts. 

掲載誌名 Fitoterapia 

発行所 Elsevier 巻号 81 頁 132～139 発行年 2009 年 査読 有 

４ 

著者名 Taura F, Tanaka S, Taguchi C, Fukamizu T, Tanaka H, Shoyama Y, Morimoto S. 

題 名 
Characterization of olivetol synthase, a polyketide synthase 

putatively involved in cannabinoid biosynthetic pathway. 
掲載誌名 FEBS Lett. 

発行所 Elsevier 巻号 583 頁 2061～2066 発行年 2009 年 査読 有 

５ 

著者名 
Sakamoto, Seiichi; Taura, Futoshi; Pongkitwitoon, Benyakan; Putalun, Waraporn; Tsuchihashi, Ryota; Kinjo, 

Junei; Tanaka, Hiroyuki; Morimoto, Satoshi 

題 名 

Development of sensitivity-improved fluorescence-linked 

immunosorbent assay using a fluorescent single domain antibody 

against the bioactive naphthoquinone, plumbagin 

掲載誌名 Anal. Bioanal. Chem. 

発行所 Springer 巻号 396 頁 2955～2963 発行年 2010 年 査読 有 

６ 

著者名 Sritularak B, Morinaga O, Yuan CS, Shoyama Y, Tanaka H. 

題 名 

Quantitative analysis of ginsenosides Rb1, Rg1, and Re in American 

ginseng berry and flower samples by ELISA using monoclonal 

antibodies. 

掲載誌名 Journal of Natural Medicines

発行所 Springer 巻号 63 頁 360～363 発行年 2009 年 査読 有 

７ 

著者名 Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Tanaka H, Tsuchihashi R, Kinjo J, Morimoto S and Putalun W. 

題 名 

Enzyme-linked immunosorbent assay for total isoflavonoids in 

Pueraria candollei using anti-puerarin and anti-daidzin 

polyclonal antibodies. 

掲載誌名 Planta Medica 

発行所 Thieme 巻号 76 頁 831～836 発行年 2010 年 査読 有 

８ 

著者名 
Numaga T, Nishida M, Kiyonaka S, Kato K, Katano M, Mori E, Kurosaki T, Inoue R, Hikida M, Putney JW Jr, and 

Mori Y. 

題 名 
Ganoderic acids from Ganoderma lucidum: Inhibitory activity of 

osteoclastic differentiation and structural criteria  
掲載誌名 Planta Medica  

発行所 Thieme 巻号 76 頁 137～139 発行年 2010 年 査読 有 

９ 

著者名 Nishida M, Watanabe K, Sato Y, Nakaya M, Kitajima K, Ide T, Inoue R and Kurose H. 

題 名 
Phosphorylation of TRPC6 channels at Thr69 is required for 

anti-hypertrophic effects of phosphodiesterase 5 inhibition. 
掲載誌名

The Journal of Biological 

Chemistry 

発行所 

American Society of 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

巻号 285 頁 13244～13253 発行年 2009 年 査読 有 

10 

著者名 正山征洋 

題 名 サフラン栽培の現況とその薬理効果 掲載誌名 薬用植物研究 

発行所 薬用植物栽培研究会 巻号 31 頁 20～26 発行年 2010 年 査読 有 

11 

著者名 正山征洋 

題 名 漢方薬に必須な甘草 掲載誌名 Minophagen Medical Review 

発行所 ミノファーゲン製薬 巻号 55 頁 33～41 発行年 2010 年 査読 無 
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（２）国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 ○Uto T, Morinaga O, Tanaka H, Shoyama Y 

題 名 

Synergistic suppression of inducible nitric oxide synthase 

expression by glycyrrhizin in lipopolysaccharide-stimulated murine 

macrophages, 

口頭 査読 無 

学会名 

2008’ Shanghai International 

Symposium for Pharmaceutical 

Science 

場所 Shanghai, China 番号  12 月 2008 年 

２ 

著者名 ○Aritake K, Huang ZL, Qu WM, Tanaka H, Shoyama Y. Urade Y 

題 名 
Crocin, purified from Crocus sativus L., increased non-rapid eye 

movement sleep in mice,  
口頭 査読 無 

学会名 

2008’ Shanghai International 

Symposium for Pharmaceutical 

Science 

場所 Shanghai, China 番号  12 月 2008 年 

３ 

著者名 ○Urade Y, Aritake K, Qu WM, Huang ZL 

題 名 Honoliol promoted non-raod eye movement sleep in mice 口頭 査読 無 

学会名 
2009’ International Symposium for 

Pharmaceutical Science, Fukuoka 
場所 Fukuoka, Japan 番号 1A-09  11 年 2009 月  

４ 

著者名 Crocin from Crocus sativus possessed significant anti-proliferation effects on human colorectal cancer cells

題 名 
○Shoyama Y, Aung HH, Wang CZ, Ni M, Fishbein A, Mehendale SR, Xie 

JT, Yuan CS 
口頭 査読 無 

学会名 
2009’ International Symposium for 

Pharmaceutical Science, Fukuoka 
場所 Fukuoka, Japan 番号 1A-06 11 年 2009 月  

５ 

著者名 ○Liu Jie, Shimizu K, Kondo R 

題 名 The effects of Ganoderma lucidum on osteoclastogenesis ポスター 査読 無 

学会名 
2009’ International Symposium for 

Pharmaceutical Science, Fukuoka 
場所 Fukuoka, Japan 番号 1B-09 11 年 2009 月  

 

（３）国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・（２）と同様に記載すること 

１ 

著者名 ○坂元政一, 田浦太志, 森元 聡, 田中宏幸, 土橋良太, 金城順英, Putalun W 

題 名 抗 plumbagin 小型化抗体(抗 PL-scFv)の作製、及び ELISA への応用研究, ポスター 査読 有 

学会名 日本薬学会第 128 年会 場所 横浜 番号
29P-am

261 
3 月 2008 年 

２ 
著者名 ○斉藤由希子、田浦太志、正山征洋、森元 聡 

題 名 大麻成分の生合成酵素に関する研究 口頭 査読 有 

学会名 日本生薬学会第５５回年会 場所 長崎 番号  9 月 2008 年 

３ 

著者名 ○森永 紀，宇都 拓洋，田中 宏幸，正山 征洋 

題 名 Baicalin に対する New Eastern Blotting の確立とその応用 ポスター 査読 有 

学会名 日本薬学会第 129 年会 場所 岡山 番号
29P-pm

219 
3 月  2010 年 

４ 

著者名 ○渡邉 邦宏，西田 基宏，仲矢 道雄，黒瀬 等 

題 名 ホスホジエステラーゼ 3 阻害による心不全抑制の新たなメカニズム 口頭 査読 有 

学会名 日本薬学会第 129 年会 場所 岡山 番号
28SI-p

m02Q 
3 月  2010 年 

５ 

著者名 ○小平 早百合，御影 雅幸，垣内 信 

題 名 茯苓と日本産茯苓の栽培特性及びDNAの比較 ポスター 査読 有 

学会名 日本薬学会第 129 年会 場所 岡山 番号
29p-pm

223 
3 月  2010 年 
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