
アジア研究教育拠点事業 
平成２０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:// asiacore.phar.kyushu-u.ac.jp/            
 
３．採用年度 
  平成１７年度（４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・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．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，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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
１．薬用植物の育種研究部門 

○ 甘草の高グリチルリチン含量株の育成のために必要なELISAキットの作成がほぼ

完了し（和光純薬株式会社へ技術移転）、実用的な分析が可能となるところまでこぎ

つけることが出来たことは大きな成果と考える。 
○ 18 年度に内蒙古自治区科学技術庁、内蒙古宇航人高技術産業有限責任公司と締結

し、19 年度には中国太倉市へ新たな「中日天然葯物研究院」の建設と、生産基地が

確保され、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と 

大規模な栽培化をスタートさせ、世界一の生産基地を目指すことになった。 
○ ミサイルタイプの分子育種法の具現化として Solanum属植物に小型化抗体遺伝子

を導入して、ターゲット成分が約 3 倍に増加したことから、本法が有効成分の含量

増加の育種研究に極めて重要であることを明らかにした。 
○ 各種大麻成分の生合成酵素遺伝子のクローニングを行い、大麻以外の植物、例え

ばタバコ等により大麻成分生産株を育成出来ることを見出した。 
２．生薬の標準化部門 

○ 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す

る研究が軌道に乗っており、今後ハーモナイゼーションが実現出きる環境が作り出

されたことは大きな成果と評価する。 

○ 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）を日中共同で開発した。また、その他の重要生薬のモノクローナル抗体

による評価系を構築した。 

○ 韓国とイースタンブロットにより重要生薬である柴胡の主薬効成分、サイコサポ

ニンを品質評価する方法を共同で開発した。 

○ 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、今後の方向性を

明らかにした。 

３．創薬のリードの探索部門 

○ サフランについて、大阪バイオサイエンス研究所の研究協力者、裏出等によりサフラ

ンエキスが睡眠増強作用があることを発見し現在特許の取得にのぞんでいる。また、

上記の「中日天然葯物研究院」からサフランの供給を受け研究継続可能なルートを確

立した。さらに、本研究院とは脂質代謝改善生薬の臨床試験研究を発展させた。 

 ○  マリンプロダクトの抗腫瘍活性等に関して、中国ばかりでなく韓国とも共同研究が

スタートし進められている。また、モンゴルの伝承薬の抗腫瘍活性成分の研究が準備

段階となり、スタートする運びとなった。 

  ○ タイのサンプルを日本側でアッセイし、酵素活性成分の探索研究結果が実用化し、

化粧品（ノエビア（株））の上市につながった。 
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７．平成２０年度の研究交流目標 
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。 

 

 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究（具体的な研究計画） 

１．薬用植物の育種研究部門(Research of medicinal plant breeding) 

○ 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」との共同研究で、

サフランの主活性成分、クロシンの高含量品種の選抜育種研究を行うと共に、新し

い効率的な栽培法を確立する。 

○ 甘草の主有効成分であるグリチルリチンの高含量株の選抜のため、開発してきた

ELISA キットを使用し、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。 
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○ ミサイルタイプの分子育種法を Solaｎum 属以外の生薬、例えば甘草や下剤として

用いるセンナ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、新しい育種研究

の拠点を形成する。 
 

２．生薬の標準化部門（Standardization of medicinal plants） 

○ 今年度も日本、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サンプルを、集散地の一つである昆明

を中心とした地域やミャンマーで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。本件に関しては、19 年度末から 20 年度にかけて、3 ヶ月間お茶の水女子

大の大学院生が 3ヶ月間昆明植物研究所へ留学し、中国のデンドロビュウム属生薬の

調査研究を進める。 

○ 中国で毒性が問題となっているウマノスズクサ科生薬について、共同開発した抗ア

リストロキア酸モノクローナル抗体を用いた ELISA によりアリストロキア酸含量の

分析を行い、その規定を明確にする。 
○ 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法を確立する。 

 

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

○ 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 

日中、日韓、日モンゴル間で推進し、リード化合物発見に努める。なお、日韓、九 

大薬―釜山大薬のプロジェクトで既に論文化まで進んでおり、今年度はインビボ実 

験へ進む。 

○ 九州大学薬で開発している新しい評価法（小野、黒瀬、野田等）を用いて、中国 

側のサンプルライブラリーの活性を評価し、活性化合物を特定する。 

○ 近年、睡眠障害患者が急速に増加しているので、その改善効果が認められたサフ 

ランの研究を中国側の「中日天然葯物研究院」からサンプル提供を受け、活性成分

がクロシンであることを特定する。 

 

 

８－２ セミナー 

○ 平成２０年 11 月か１２月に上海において国際シンポジュウムを開催する。日本側

２０名程度、タイ２名、韓国２名、モンゴル 1 名、台湾１名、中国側１００名規模

を予定している。テーマは本プロジェクトの３部門全てを網羅したものとし、今ま

での本プログラムからはせした成果を組み入れ、共同研究の推進に資する。 

○ 中国、台湾で本プログラムのミニシンポジュウムを各 1回開催する。 

○ 社会貢献を意識したセミナーとして、19 年度好評だった、薬剤師、市民を対象に

した「漢方薬学シンポジュウム」を九州エリアで開催する。 

 5



○ 外国人講師の特別講演会を 1-2 回開催する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

○ 中国側から若手研究者の受け入れ（1ヶ月）を４名程度を予定。主に日本側の持っ 

   ている技術の習得を目的として遂行する。また、６名程度短期間の研究所訪問を行 

い交流を深める。 

○ 日本側から短期交流として１３名程度の中国訪問を予定。また、この他にタイ・

韓国へも訪問し、ミニシンポジュウムを開催する予定である。 

    ○ 大学院生やポスドク等の若い研究者を５名程度、日中韓の学会等へ参加させ

る。 
○ 九州大学と北京大学間におけるテレカンファレンスを２回程度開催する。 
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９．平成２０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 台湾 韓国 タイ モンゴル 合計 

日本  49/206  5/20 2/12 2/12 58/250 

中国 10/144      10/144 

韓国  2/8     2/8 

台湾    1/4     1/4 

タイ    2/8            2/8 

モンゴル    1/4           1/4 

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

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

    ６人／1２人日 
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