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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
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 ） 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：Phrmacognogy．Natural Product） 
 研究交流課題に係るホームページ： http://asiacore.phar.kyushu-u.ac.jp/      
 
３．採用年度 
 平成１７年度（ ２ 年度目） 
 
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・教授・正山征洋 
 協力機関：九州大学大学院医学研究院，九州大学大学院歯学研究院，九州大学大学院農

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，お茶の水女子大学，徳島文理

大学香川薬学部，琉球大学理学部、富山大学和漢薬研究所，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，財務部資金管理・執行課，財務部外部資金 

課，九州大学医系学部等事務部総務課，財務課，学術協力課 
 
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 

      （和文）北京大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：薬学院・教授・蔡少青 

（英文）：School of Pharmaceutical Sciences・Professor・Cai Shao-Qing 

 

 協力機関：（英文）Peking University Health Science Center, Tsinghua University, 

Fudan University, Shanghai Institute of Materia Medica,Shenyang 
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Pharmaceutical University, China Pharmaceutical University, 

TheChinese University of Hong Kong, The medicine inspecting 

institute of Autonomous Region of Ningxia, Nanjing University 

Scool of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University 

Scool of Biology, Chongqing Academy of Chinese Materia Medica, 

Chinese Academy of Medical Sciences Institute of Medicinal 

PlantDevelopment, China State Adminstration of Traditional 

ChineseMedicine, China State Adminstration of Traditional 

ChineseMedicine Department of Science-Technology & Education, 

Shanghai Institute of Materia Medica, Southern Medical 

University, Kunming Institute of Botany. The Chinese Academy of 

Sciences 

（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，北京協和薬物研究所, 中国中医薬研究所, 上海薬物研究所，

南方医科大学，昆明植物研究所 
 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．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。以下研究項目ごとに示す。 

 

１．薬用植物の育種研究部門 

１）薬用資源の枯渇問題が絶えず議論されているが、抜本的な解決策は未だ見出され

ていない。本部門においては、植物バイオテクノロジーを応用して、クローン増

殖を行い、均質な品種の育成を行うことにより資源の確保に貢献する。 

２）単クロン抗体を用いた高感度分析法である分析キットによる有効成分の選抜育種 

を行い高含有品種の作出を行う（甘草、麻黄等）。 

３）新しい分子育種法を積極的に導入し優良品種の育成を行う。その一法として代謝 

酵素ブロック法、もう一つの方法として、小型化抗体遺伝子をホスト植物へ導入 

して抗原分子の含量を高める手法を応用し、目的とする有効成分の高含有株を作 

出する。得られた品種は①の方法により大量増殖し育種を終結する。なお、平成

１７年度末北京で開催した本部門の検討会において、農学部のプロジェクトメン

バーから、植物のマーカー遺伝子をターゲットとする育種の方法が新たに提案さ

れ、本部門においても薬用植物へ適用し推進することを確認する。 
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２．生薬の標準化部門（Standardization of medicinal plants） 

平成１７年度末に北京で開催した部門ミーティングにおいて、中国側コーディネータ 
ーの蔡教授から提案された、サイシン（細辛）、オウゴン（黄芩）、マオウ（麻黄）、ダ 
イオウ（大黄）、オウギ（黄ぎ）、トウキ（当帰）、カンゾウ（甘草）、ゲンジン（玄参）、 
三七人参等の重要生薬の有効成分に関わる品質評価法を正山らが開発している単クロ 
ン抗体を用いる ELISA キットを研究開発し、新しい品質評価法を提案する。最終的に 
は現在の分析の主体をなしている HPLC 法に代わる簡便で迅速また環境に優しい方法 
として公定書に盛り込む。 現在生薬の顕微鏡による鑑定法は少なくなっているが、上 

述のミーティングにおいてこれから再び本鑑定法を取り入れる必要があるとの結論と 

なった。これを受けて本部門で適用すべき生薬のリストアップを行い、これに沿って日 

中で共同開発する。 

 

３．創薬のリードの探索部門（Finding of lead compound for drug development） 

心血管系疾患や、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・臨床試験を行 

い創薬の資とする。日本、中国における天然物化学領域において蓄積された成分ライブ 

ラリーは莫大な数に登るが、それらをシステマテイックに利用し創薬に結びつけた成功 

例はない。本部門では主に九州大学で開発された評価系を用いて中国の化合物ライブラ 

リーをシステマテイックに評価・探索する。 

また、１７年度末に蔡教授の研究室で行ったミーティングにおいて蔡教授から提案さ 

れた脳機能作動成分の探索法を本部門へも応用してリード探索研究を推進する。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
○ 共同研究 
 昨年度はスタート時期が大幅に遅れたので、共同研究を新たに始める計画立案に留ま 
ったことは否めない。しかし蔡教授との共同執筆の論文を出版できたことは大きな成果 
だったと自負している。また、セミナーでの討論の中で共同研究の方向性が明確になっ 
た点も、将来へむけての大きな成果だったと考える。 
○ セミナー 

  １１月末と１月末の２回のセミナーを行った。１月末のアジアシンポジュウムには中 
国、タイ、韓国等から２５名の参加があった。演題数も３３題にのぼり、２日間充実し 
た討論が行われた。外国からの参加者にも大変好評で、次回のシンポジュウムを望む声 
が強かった。これを受けて１８年１０月１１,１２日の両日北京で開催することした。短 
期間中に２回のセミナーを開催することが出来たことは十分目標を達成したと自負し 
ている。 
 
○ 研究者交流 

  薬用植物の育種研究、生薬の標準化研究、創薬のリード探索研究の３グループに所属 
する日本側の研究者がそれぞれ北京大学を訪問し、蔡教授をはじめとする中国側の研究 
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者と１８年度以降の研究計画を議論した。一方、中国側の研究者約１０名が福岡を訪問 
し、シンポジュウムで発表を行った。 

  また、北京大学薬学部の蔡教授の研究室の Liu 助手が３月１９日から１ヶ月間正山の 
研究室を訪問し、生薬の標準化研究のために必要な分析技術の習得を行っている。また、 
３月末から北京大学薬学部の助教授２名が訪問し共同研究を推進する予定であったが、 
ビザの関係から４月１日来日し、１ヶ月間の共同研究を行う。 

  以上から、研究者の交流はほぼ満足のいく結果と考えている。 
 
 
７．平成１８年度の研究交流目標  
 ＜共同研究＞ 

○ 重要生薬、特に甘草のグリチルリチン高含量品種の選抜と増殖による育種研究を 

推進する。 

○ ハプテン含量の高い品種作出のために、グリチルリチンに対する小型化単クロン 

抗体遺伝子を作成し、ホスト植物へ導入する体制を整える。 

○ 単クロン抗体を用いた分析法の確立を行い、細辛、黄芩、麻黄、大黄、黄ぎ、当 

帰甘草、玄参、七人参等の品質評価を推進する。 

○ 活性成分の新しい評価法を開発し、各種中国産生薬のエキスを作成し、活性評価 

を進める。 

 ＜セミナー＞ 

○ 北京で Japan-China Joint Symposium in JSPS Asian Core Program を開催し、日 

本側から３０名程度参加する。 

○ 福岡で中国から講師を招き「中国における最近の薬草事情」を開催する。 

 ＜研究者交流＞ 

○ 中国側の客員教授として２名以上を招く。 

○ 訪問研究員として中国側から助手、助教授クラスの若い教員を１ヶ月間、１０名 

程度受け入れる。 

○ 日本側から１０名程度の若手研究者を派遣し交流を進める。 

 

 

８．平成１８年度の研究交流の概要 

 １）薬用植物の育種研究部門 
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、単クロン抗 

体を用いた分析キットによる選抜育種する（甘草、麻黄等）。本年度は甘草について新 
たに加えた中国側のプロジェクトメンバーと寧夏検験所との共同のもと、多数の自生株 
をグリチルリチン分析 ELISA キットを用いて分析し、優良株の特定を行う。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を甘草、 
柴胡等に適用し有効成分の高含有株を作出し、得られた優良種を正山らが開発している 
バイオにより大量増殖法に改良を加えたリニュウアルな方法論を日中で共同開発する。 
なお、１７年度末北京で開催した本部門の検討会において、農学部のプロジェクトメ 
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ンバーから、植物のマーカー遺伝子をターゲットとする育種の方法が新たに提案され、 
本部門においても薬用植物へ適用し推進することを確認した。 
 
２）生薬の標準化研究部門 
平成１７年度末に北京で開催した部門ミーティングにおいて、中国側コーディネータ 

ーの蔡教授から提案された重要生薬の内今年度は、サイシン（細辛）、オウゴン（黄芩）、

ダイオウ（大黄）、カンゾウ（甘草）、田七人参等の重要生薬の有効成分に関わる品質評

価法を正山らが開発している単クロン抗体を用いる ELISA キットの研究開発し、新し
い品質評価法を提案する。 
サポニン生薬を選んで、それらの活性成分に対する評価法にかんする方法論について

の単行本を外国出版社により出版する。 
生薬の顕微鏡による鑑定法が少なくなっているが、薬局方に関しては重要な位置を占め

ていることから、本研究部門においても適用すべき生薬のリストアップを行い、これに

沿って日中で共同開発する。 
 
３）創薬リードの探索研究部門 
近年社会環境から誘発される睡眠障害患者が急増しており、６人に一人が睡眠障害に

悩まされていると言われる。このため新しいタイプの睡眠薬の開発が急務となっている。

１７年度末に蔡教授の研究室で行ったミーティングにおいて蔡教授から提案された脳機能

作動成分の探索の一環として、本年度は睡眠障害を克服する生薬の探索を行う。 
また、心血管系疾患や、ガン、糖尿病などの患者も増加の途をたどっており、これら

の疾患に有効な生薬の探索、引き続きリードとなり得る化合物の探索をおこなう。 
花粉症やアトピー性皮膚炎患者も年々増加しており、長年対応策が叫ばれているが有効

な手立ては見つかっていない。このため、新しいアッセイ系を駆使してリード候補を探索

し、候補化合物を特定する。 
 

 

８－２ セミナー 

○ 平成１８年７月２２日(土) 公開講座「独立行政法人日本学術振興会 アジア研究 
教育拠点事業『中国における最近の薬草事情』」 （Recent Circumstances of Chinese 
Medicinal Plants in JSPS Asian Core Program） 

  多くの日本の市民は中国の文化や習慣に興味を持っているので、中国側から講師を

招き中国の自然や文化、漢方薬、薬膳の原料植物の産地等スライドを中心に講演を

行う。 

 

○ 平成１８年１０月１１日(土)－１２日(日) 独立行政法人日本学術振興会 アジ 

ア研究教育拠点事業日本―中国合同シンポジュウム（Japan-China Joint Symposium 

in JSPS Asian Core Program） 

日本側のコーディネーターである正山と中国側コーディネーターである蔡教授 

と協議した結果、２００６年１０月１１，１２日に北京でシンポジュウムを行うこと 
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を決定した。本シンポジュウムでは本コアプログラムの３本柱である薬用植物の育 

種研究、生薬の標準化、創薬リードの探索研究全てを網羅したシンポジュウムと 

することが同意された。シンポジュウムの規模は日本側参加者約３０名とし、中 

国側は未定であるが、共同研究者は４０名に及び全体の参加者は１００名前後を 

予定している。 

 

○ 平成１８年８月 

 九州大学が北京市内へ北京事務所を開設するにあたり、セミナーを開催するので、 

本プログラムもジョイントする予定である。参加人員は２－３名を予定している。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

中国側の大学院生を招き、生薬の標準化研究の一環として、重要生薬の活性成分に対

するモノクローナル抗体による品質評価法を修得させ、実際にサンプルの評価を行いそ

の迅速性、再現性等を検証させる。
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 

９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 タイ  合計 

日本 / 37/148 / / 37/148 

中国 7/167  / / 7/167 

タイ / 3/12  / 3/12 

 / / / / / 

合計 7/167 40/160 / / 47/327 

 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入のこと。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

3/3（人／人日） 

 




