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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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（５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：九州大学国際部国際企画課、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 
 
 
相手国側実施組織（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 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Pharmaceutical Sciences Peking 
University・Professor・SHAO-Qing Cai 

 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：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、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。 

 



 3

６．平成２１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、既に開発済みの抗クロシンモノクローナル抗体

（正山・田中グループ）によるクロシン含量の高いサフランの品種の選抜育種研究を推進

し、優良株については植物バイオ技術によりクローン大量増殖法を開発し優良品種を育成

する。 

○ 九州大学薬学部、長崎国際大学薬学部、モンゴル科学院植物研究所および佐賀県玄海町

との共同研究で、甘草の高グリチルリチン高含量株の育種研究を継続推進する。本年度は

約５０００本の株を分析し、優良株選抜を目指す。優良株については植物バイオによりマ

イクロプロパゲーションを行い優良品種の育成を推進する。更に、既にクローニングに成

功している抗グリチルリチンモノクローナル抗体の小型化抗体ｓｃFv 遺伝子をアグロバ

クテリュウムのプラスミドを介して甘草の培養植物体へ感染導入し、ｓｃFv 遺伝子および

ｓｃFv タンパクの発現を確認し、再分化植物体のグリチルリチン含量を ELISA キットで

分析し、グリチルリチン含量が上昇することを明らかにする。 
○  その他のアジアの植物資源についての育種研究について立案し、実施する。具体的には、

熱帯地方に生育する Artemisia annua や Pueraria mirifica が挙げられる。すでに、これ

らに含まれる有効成分に対する抗体について完了しており、今後国際共同研究により、育

種研究へ応用する計画である。 
○ 若手研究者の短期受け入れを 1－2 名程度行い、育種に関する意見の交換、各国における

実情把握に努める。 
以上、各種薬用植物の育種研究を国際的な共同研究により推進することを主目標として 

いる。 
 

２．生薬の標準化部門 

○ 平成 20 年度に引き続き、日本、韓国、中国、ベトナムの薬局方収載項目の中で、特に生

薬の確認試験に用いる溶媒に付いてのアジアにおけるハーモナイゼーションを行い、生薬

の標準化に資する。 
○ 北京大学との共同研究で、抗アリストロキア酸モノクローナル抗体を用いてウマノスズ

クサ科生薬のアリストロキア酸含量を分析し、中国薬局方収載の可否について検討する。 
○ 中国昆明植物研究所とお茶の水大博士課程学生の共同研究で、デンドロビュウム属生薬

のアジア各国のサンプルを継続して集めると共に、昆明植物研究所において成分的な変動

についての研究を継続して行う。 
○ 佐竹、関田、正山等を中心に、既存添加物の内、天然色素の安全性評価のための基礎的

調査研究として、天然色素を生産する基原生薬の形態、安全性、食経験等について調査を

行い天然色素の安全性を評価する予定である。 
○ 新イースタンブロット等の新しい手法を用いて重要生薬、即ち、甘草、芍薬、人参、柴 
胡等の品質評価法を確立する。 

○ 若手研究者（助教～准教授クラス）の 1－2 名程度受け入れと渡航を行い、生薬の評価系 
に関する情報交換と技術の習得に努めてもらう。 
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 以上のごとく生薬の標準化に関する共同研究の輪を広げて、アジア研究連合センター設立の

具現化を最終目標として努力する。 
 
 
３． 創薬のリード探索部門 

○ サフランの主要成分、クロシンの睡眠作用について２０年度に引き続き「中日天然葯物 

研究院」からクロシンの提供を受け、さらに詳細な研究を展開する。 

○ 台湾の国立中国医薬研究所との共同研究として、茶花の有効成分研究がスタートしてい 
るので、抗糖尿病活性、抗メタボ活性等を継続研究する。 

○ 釜山大学薬学部との共同研究として、抗腫瘍活性成分の探索研究を継続推進する。 
○ タイチェンマイ大学と日本側メンバーおよび日本の企業との共同研究により、ヒト正常 
細胞を用いた研究によりタイ産の植物を探索し、皮膚に対する各種活性成分の探索を継

続する。 
睡眠、メタボ、腫瘍、皮膚等に活性を持つ化合物を探索し創薬のリード発見に資するこ 

とを主目標とする。 
○ 海洋資源に着目した研究をスタートする計画である。九州大学大学院薬学研究院の宮本 
准教授らのグループがこれまでに構築してきた活性成分スクリーニングシステムを最大限 
発揮し、網羅的な解析から新薬シード化合物の発見を実現する。 
また、本年が最終年度であるので、日中を中心として、既に共同研究がスタートしてい 

る、タイ、韓国、モンゴル、台湾等アジア諸国を組み込んだ形の「アジア連合研究センタ 
ー」の設立を本年度の早い時期に具現化する。 

○ 若手研究者１－２名程度の受け入れ（1ヶ月）と 1－2名程度の渡航を予定しており、 

医薬品の承認についての実情等の意見交換を行う。 

○ 日本側から短期交流として５名程度の中国訪問を予定。また、この他にタイ、韓国、 

モンゴルへも訪問し交流を深める。 

○ 大学院生やポスドク等の若い研究者を 5名程度、中国、タイ、韓国等の学会へ参加 
させる予定。 

 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

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を通 

じて、新たな研究協力体制が着実に進展している。本年度は、北京大学薬学院より若手研究 

者が長崎国際大学薬学部へ派遣され、同研究グループが有する研究手技の習得に努めた。ま 

た、大学の若手研究者が京都薬科大学生薬学教室において、日本の生薬学研究の天然物由来 

創薬資源の探索研究について、実地での研鑽を積んだことが代表的な交流実績といえる。こ 

れら若手研究者の日本での活動は、豊富な薬用資源を有する中国を舞台として花開く新たな 



 5

研究の素地となるに違いない。さらに、日本側研究者が中国側に出向き、短期間ではあるが 

研究や交流を鋭意進めた。特に、昆明植物研究所との共同作業による生薬のハーモナイゼー 

ション研究を通じて、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、アジア全体のハーモナイゼーションを推進する効率的体制 

構築に大いに参考となる交流となった。以上のような、本年度の代表的な交流を通じて、「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「Agreement for Asia 
Cooperative Union Research Center」を構築することができた。現在最終調整にはいってお 

り、協定に調印した大学や研究所は以下の通りで、その詳細はホームページにて便覧する。 
 
Department of Pharmacognosy、 School of Pharmaceutical Sciences、 Peking University・ 
Department of Pharmacognosy、 Faculty of Pharmaceutical Sciences、 Fudan 
University・ 
China Pharmaceutical University・Department of Pharmacognosy、 Shanghai Institute of 
Meteria Medica・National Research Institute of Chinese Medicine・Institute of Botany、 
Mongolian Academy of Sciences・College of Pharmacy、  Pusan National University・ 
Faculty of Pharmaceutical Sciences、 Kohn Kaen University・Faculty of Pharmaceutical 
Sciences、 Kyushu University  and Department of Pharmacognosy、 Faculty of 
Pharmaceutical Science、 Nagasaki International University、 hereby、 conclude this 
agreement to promote academic exchange.  
 

７－２ 学術面の成果 

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、高感度分析法として独自に開発した

抗体を用いた分析キットにより選抜を行い、育種研究を実施した（甘草、サフラン等）。本成果を

生かし、中国国内において薬用植物の栽培基地が設置されるなど、学術面の成果が幅広い波及効

果をもたらしている。また、得られた優良種のバイオテクノロジーによる大量増殖法の構築を目

指して、小型化抗体遺伝子導入法（甘草）に関する分子育種研究を進めた。 
生薬の標準化： 

両国共通に局方収載生薬の品質基準制定を目指し、甘草、黄芩、デンドロビウム等の重要生薬

の有効成分に関わる品質評価法を開発した。甘草、黄芩の有効成分であるグリチルリチン、バイ

カリンを検出し得る新イースタンブロッティングを開発し、各種生薬や漢方薬の品質評価に有効

な手法であることを明確にした。デンドロビウム属植物については、遺伝子解析による信頼性の

高い品質評価法を構築した。 

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た。その結果、茶花やサフラン由来の成分が抗糖尿病効果や睡眠

障害改善効果があることを明らかにした。その他、海洋生物や熱帯性植物など多種多様な資源を
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材料として多くの新規有用天然化合物を単離した。続いて創薬を念頭に置いたスクリーニングの

結果、それらの新規物質が創薬リードになり得る貴重な化合物であることを明らかにした。 

 
７－３ 若手研究者養成 

2009 年 11 月 5、6日に福岡市において開催した Asian Symposium for Pharmaceutical Science 
in JSPS には日本、タイから 5 名の大学院学生が参加し、口頭にて発表を行った。日本側から九 
大薬から 2 名の学生が口頭発表し、10 名の学士が参加した。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、刺激的なものであるに違いないと確信して 
いる。本交流を通じて、平成 19 年度に学術交流協定を締結し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。平成 20 年度に続いて本年度 
も、コンケン大学の 2 名の大学院生が長崎国際大学薬学部薬品資源学教室に 3 ヶ月滞在し、薬用 
植物の育種や品質評価に関わる先端的研究を経験するなど若手研究者の養成を行った。また、お 
茶の水女子大学の博士課程大学院生朝比奈はるかが、昆明植物研究所において 6 ヶ月間滞在し（経 
費はお茶の水女子大）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。 
北京大学薬学院から 2 名の若手研究者が交流に参加し、長崎国際大学薬学部、京都薬科大学生 

薬学教室においてそれぞれ 1 ヶ月間の研究を行った。これまで、本研究事業に参加した若手研究 
者同様、時代を担う進取の気勢に富む若手研究者である両名が、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に違いない。な 
お、本プログラム終了後の平成 22 年 10 月（予定）から、北京大学薬学院の大学院生 Xiao-Wei Li  
が 1 年間長崎国際大学においてアリストロキア酸類に対するモノクローナル抗体作成のため研究 
を行う契約が交わされ、大学側から受け入れも許可された。 
 

７－４ 社会貢献 

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。その一つである、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。既に、21 年度正山がモンゴルのゴビ砂漠地帯におもむき、カ

ンゾウの種子を確保し、半乾燥地帯に生育するカンゾウの国内での生育に成功しており、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、社会に我々の成果を還元したいと考えている。

なお、21 年度に提携を行い、共同研究を進めているモンゴルアカデミー植物研究所の Indree 所

長他 2名が年度末に訪れ、栽培情況の視察と、カンゾウの優良品種作出についての議論をおこな

えたのも、本プログラムの成果と言える。22 年 5 月には日本側からカンゾウの自生地を調査する

予定となっており、本プログラムの広がりをみせている。本研究の延長線上には育種した優良品

種のカンゾウにより砂漠の拡大を阻止すると言う世界的な貢献が見込まれている。 

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 
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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。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

これまでの研究教育活動をさらに発展させる場として「アジア連合研究センター」の設立を掲 
げている。本年度の交流の成果として、日中は勿論のこと、韓国、タイ、モンゴルの研究者が所 
属する機関間で前述の「Agreement for Asia Cooperative Union Research Center」の設置に 
ついて合意を得ることができた。今後、アジアの知を結集して研究を大規模に展開、発展させる 
場をどのように構築するかが重要かつ難しい課題である。参加者や参加者の所属機関の企画遂行 
能力もさることながら、自治体や国の人的支援、財政面での支援が不可欠と言える。以上のよう 
な支援を得るためには、何より本事業で醸成した国際的ネットワークを駆使した更なる研究活動 
が必須である。取分け緊急な課題となっている天然薬物資源の払底を解決するための研究を、日 
中が中心となりアジア諸国の協力により推進しない限り、天然薬物資源、特に漢方薬や生薬製剤、 
ひいては生薬から抽出して製造している医薬品の生産がストップすることを意味しており、極め 
て緊急を要する世界規模での課題である。幸い、中国においても同様な思いが叫ばれており、日 
中が同調するのにベストのタイミングと受け止めている。本プロジェクトも世界的な貢献度大と 
考える。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数     ６３本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １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 １３本 

 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

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 
進しており、カンゾウの優良品種育成を目指し、選抜育種を着実に実施した。長崎国際大学 
薬学部正山研究室で開発され、販売されている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 
倍程度高い含量を示す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 
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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。 
 

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、これまでの局方の収載されてきた生薬の 
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生を目指し、日中か 
ら多くの研究者が、様々な切り口で展開した。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。 

 

８－２ セミナー 

① 11 月 5、6 日に、九州大学大学院薬学研究院、長崎国際大学薬学部が中心となり日本側研究

者の主催により、福岡市おいて「Asian Symposium for Pharmaceutical Science in JSPS 
Asia Core Program」を開催した。本プログラム最終年度にあたり、多くのプログラム実施研

究者が中国、韓国、タイ、モンゴルから今回のシンポジウムに参加し、特別講演、一般講演

を通じて活発な質疑応答並びに討論が展開された。今回のシンポジウムの成果は、本拠点事

業 4 年余りの研究成果が質、量ともに満足できるものであることを示すもので、発表並びに

相互理解の機会として大変有意義なものであった。 

② 12 月 17、18 日の両日に中国、雲南省文山州で開催された「The International Forum on 
Notoginseng and Local Medicinal Herbs」と題したセミナーに、8 名のメンバーが参加した。

「抗ジンセノシドモノクローナル抗体の作製と応用研究」と題した研究報告を行うとともに

情報収集を行った。また、シンポジウムの一環として文山のデンシチニンジンの栽培地並び

に加工工場を視察し、文山産薬用植物の品質評価の現状について理解を深めた。 
③ 12 月 5 日に、長崎国際大学薬学部講義室において「第三回漢方薬学シンポジウムイン佐世保」
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を開催した。薬剤師や一般市民を対象とした本事業の成果を公開する場としても重要性の高

いセミナーであった。本セミナーでは、参加者から発表内容である抗糖尿病活性成分の探索

研究やサフラン成分の記憶増強、さらには身近な薬用植物について多くの質問が投げかけら

れ、このことからも天然資源を材料とした研究に対する関心の高さを実感することができた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

○ 長崎国際大学薬学部の正山教授、九州大学薬学部の黒瀬教授、野田准教授、京都薬科大学

の松田准教授の4名が台北のNational Research Institute of Chinese Medicineを訪れて、

第 3回目のミニシンポジウムを行い、Effects of Saffron on Aging Process（正山）等の講

演をおこなった。また、同所長とコンソーシアムの調印式も行った。3回のミニシンポジ

ウムを通じて、同所の Lee 博士と京都薬科大学との間で、抗メタボリックシンドローム作

用を持つ茶花の共同研究が進んでおり、22 年度には京都において茶花のシンポジウム開催

が予定されこれからの進展に期待がかかっている。 

○ 中国における天然物化学研究の第一人者である Ling-Yi Kong 教授が、九州大学大学院薬

学研究院客員教授として来日し、九州大学薬学部の大学院教育を 2 カ月間担当した。滞在

期間中には、受け入れ研究者である九州大学大学院薬学研究院・宮本智文准教授を始め、

多くのスタッフと交流を進め、特に創薬リードの探索研究について議論を深めた。 

さらに、Kong 教授は長崎国際大学薬学部において、自身の創薬リードの探索研究を中心

に最先端の研究について講演を行った。 
○ 福岡で開催した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

ンポジウムに台湾・国立中国医薬研究所 I-Jung Lee 主任研究員が参加し、台湾の生薬資

源を活用した創薬リード探索研究について講演を行った。 
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○ ９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

タイ（日本

側） 

<人／人日> 

韓国（日本

側） 

<人／人日> 

モンゴル（日

本側） 

<人／人日> 

台湾（日本

側） 

<人／人日>

合計 

<人／人日

> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  22/101 

(2/10) 

5/33 1/6  5/25 (2/10) 33/165 

(4/20) 

実績 8/42 8/34 2/8  4/17 22/101 

中国 

<人／人日> 

実施計画 35/287 

(23/115) 

     35/287 

(23/115) 

実績 17/160 

(1/57) 

    17/160 

(1/57) 

タイ(日本

側) 

<人／人日> 

実施計画 3/15  

(6/30) 

     3/15 

(6/30) 

実績 3/21     3/21 

韓国（日本

側） 

<人／人日> 

実施計画 3/15  

(4/20) 

     3/15 

(4/20) 

実績 4/15     4/15 

モンゴル（日

本側） 

<人／人日> 

実施計画 2/10      2/10 

実績 1/5     1/5 

台湾（日本

側） 

<人／人日> 

実施計画 3/15      3/15 

実績 1/4     1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 46/342 

(33/165) 

22/101  

(2/10) 

5/33 1/6  5/25  

(2/10) 

79/507 

(37/185) 

実績 26/205 

(1/57) 

8/42 8/34 2/8  4/17 48/306 

(1/57) 

 

※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 

35/167 8/22 
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１０．平成２１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・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

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）

韓国 

（日本側 

モンゴル

(日本側) 
合計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/12 2/12   5/24

実績 1/5 1/3 1/4  3/12

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/30     1/30

実績 1/9    1/9 

タイ 

（日本側）

実施計画   
 

   

実績 1/7    1/7 

韓国 

(日本側 

実施計画    
 

  

実績 1/5    1/5 

モンゴル 

(日本側) 
<人／人日> 

実施計画       

実績 1/5    1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 3/12 2/12   6/54 

実績 4/26 1/5 1/3 1/4  7/38 

② 国内での交流    3/11   人／人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

 

1．薬用植物の育種研究部門 

○ 「中日天然葯物研究院」との共同研究による有効成分クロシン高含有品種の選抜

育種を行った。抗クロシンモノクローナル抗体を活用した免疫化学的分析手法が

奏功し、スムーズに作業を進めることができた。今後品種として有用であること

を経時的に十分評価し、品種としての固定を行う予定である。 

○ 九州大学大学院薬学研究院、長崎国際大学薬学部、モンゴル科学院植物研究所及

び佐賀県玄海町との共同研究によるグリチルリチン高含有株の育成研究につい

ては、目標としていた約 5000 個体近くの分析を実施した。その結果通常より 4

倍程度含量が高い個体を見出すことに成功した。今後、本個体の特性について経

時的な観察を続け、有用性を見極める必要がある。カンゾウのマイクロプロパゲ
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ーションに関する研究は順調に進行した。大量育苗法を開発し、一度の継代によ

り 1 個体から約 30 個体の苗を得る手法を開発した。継代期間は、約 2 カ月であ

ることから、理論上 306個体を 1年間に生産可能となる。 

抗グリチルリチン小型化抗体(scFv)を活用した分子育種については、抗グリチル

リチン scFv の機能について再度精査する必要性が生じた。即ち、作製した抗グ

リチルリチン scFv がグリチルリチンを認識しない可能性があり、今後ツールと

なる scFv の再作製も視野に入れた検討が必要と考えられる。 

○ 熱帯性薬用植物についての育種研究を進めた。本研究はタイ側研究者が勢力的に

進めている。抗老化が期待できるマメ科植物 Pueraria mirifica や抗マラリア薬

の供給源として活用されている Artemisia annua について、それぞれ有効成分

であるミロエステロール、アルテミシン高含有品種育成研究を開始した。これら

熱帯性薬用植物は、中国南部にも生育しており、今後得られる成果は日中を含め

アジア全体に恩恵をもたらすと考えている。 

○ 北京大学薬学院から Ming-Ying Shang 博士を長崎国際大学薬学部で受け入れ

た。上記薬効成分高含有品種は重要な育種目標であり、本研究を推進する有効な

分析手法として注目される免疫化学的分析手法についての知識、技術の習得に努

めた。 

 
日本側参加者数  

２２ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

１０ 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）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,  Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SHAO-Qing Cai・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

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 

 <人／人日>

実施計画  3/12  3/12 

実績 4/22  4/22 

中国 

<人／人日>

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/26  1/26 

 

<人／人日>

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日>

実施計画 1/30 3/12  4/42 

実績 1/26 4/22  5/48 

② 国内での交流  0/0     人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

○ 日本、中国、韓国、ベトナムの局方収載項目の特に生薬の化学的確

認試験におけて用いる溶媒について、より環境に配慮した構成を考

えハーモナイゼーションを行った。本成果は、アジアで流通する生

薬の標準化の前進を意味するもので、今後益々国際協調による最適

化が図られることが期待できる。 

○ 九州大学大学院薬学研究院と北京大学との共同研究により進めて

きた抗アリストロキア酸モノクローナル抗体を用いた免疫化学的

分析手法によるウマノスズクサ科植物の品質評価手法は、多くのサ

ンプルを用いた検証により、その有用性が検証された。今後、中国

薬局方への収載を念頭においた検証がなされる。 

○ 品質評価が極めて難しいデンドロビウム属植物の品質評価を、化学

的な手法や遺伝子解析を駆使して実施した。本成果は、希少な本生

薬の適正活用に繋がる重要な成果と言える。本成果は、これまで手

付かずであった評価が困難な生薬の品質評価にも応用が可能で、こ

れら研究の進展に拍車がかかるものと考えられる。 

○ 現在の自然派志向を受け、様々な天然色素が開発され、商品として

販売されている。それら色素は天産品であるが故、均質化が生薬同
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様簡単ではない。お茶の水大学佐竹元吉教授、徳島文理大学香川薬

学部関田節子教授は、厚生行政において長らく天然素材の品質評

価、安全性について調査、研究に加え、基準策定を担当してきたエ

キスパートである。加えて、長崎国際大学薬学部正山征洋教授の生

薬・薬用植物に関する幅広い見識を十分に生かした天然色素の再評

価、安全性調査を展開した。本成果は、今後国の天然色素評価基準

にも反映される可能性がある貴重な材料といえる。 

○ カンゾウ、シャクヤク、ニンジン、サイコに主要成分であるグリチ

ルリチン、ペオニフロリン、ジンセノシド、サイコサポニンを特異

的に認識するモノクローナル抗体を活用して新イースタンブロッ

ティングを確立した。本手法は、定性的分析に留まらず、定量的な

展開も可能となった。これまで、九州大学大学院薬学研究院、長崎

国際大学薬学部で作製された約 30 種類のモノクローナル抗体のレ

パートリーを十分に活用して、他の重要生薬の品質評価へと応用の

幅を広げる計画である。 

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）国（地域）側参加者数 

１３ 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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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・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

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 

韓国 

(日本側) 

タイ 

（日本側） 
合計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日>

実施計画  3/12 1/6  4/18 

実績  1/4 7/31 8/35 

中国 

<人／人日>

実施計画 2/60    2/60 

実績 2/34(1/57)   2/34(1/57) 

韓国 

（日本側）

実施計画      

実績 1/3   1/3 

タイ 

（日本側）

実施計画      

実績 1/7   1/7 

合計 

<人／人日>

実施計画 2/60 3/12 1/6  6/78 

実績 4/44(1/57)  1/4 7/31 12/79(1/57)

② 国内での交流     2/4  人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

○ サフランの主要成分クロシンの睡眠障害改善作用について、大阪バイオサ

イエンス研究所裏出良博博士、有竹浩介博士らのグループによるインビボ

試験を実施した。その結果、有意な快眠効果と解釈できる動物実験結果が

得られたことから、本格的な創薬作業を開始することとなった。中国側研

究者からの安定したサフランエキス、クロシンの供給が、上記研究成果に

大きく寄与しているが、このことは本研究事業を通じた国際交流の賜物で

ある。 

○ 京都薬科大学生薬学研究室と台湾国立中国医薬研究所との共同研究によ

り、茶花から血糖降下作用を有する成分の単離、有効性評価結果が得られ

た。今後、インビボ試験を交え有用性の確証を得る段階へ進む計画である。

本研究には、研究者交流で京都薬科大学に滞在した北京大学薬学院 Chen 
shi-Zhong 博士が参画し、精力的に研究を進めた。 

○ 韓国釜山大学 Jee H. Jung 教授、九州大学大学院薬学研究院小野真弓教授、
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宮本智文准教授らが進めている海洋資源からの抗腫瘍活性成分の探索研

究の成果について新しい発見が見られた。海洋資源が豊富な両国の協力体

制をより強固なものとすることで、アジア発画期的新薬の実現が可能であ

ることを強く確信した。 

○ タイチェンマイ大学薬学部 Sorasak Lhieochaiphant 准教授との熱帯性薬

用植物資源を活用しリード化合物を発見する研究を加速するため、九州大

学大学院薬学院、長崎国際大学薬学部のメンバーがタイを訪問した。日本

から参加した研究者は、心疾患や肺疾患の克服を目指した創薬学的研究を

進めており、これら難治性疾患に有効な薬剤は極めて少ない。未踏研究と

もいえる領域を開拓するため、メンバーが持つシーズの有効な活用につい

て話し合いが持てたことは、今後のアジア発画期的新薬発掘に弾みをつけ

る今年度の大きな成果と考えている。 

日本側参加者数  

５３ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（  中国 ）国（地域）側参加者数 

１８ 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）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日

本―中国合同シンポジウム 

（英文） Japan-China Joint Symposium for Pharmaceutical 
Sciences in JSPS Asia Core Program in Fukuoka 

開催時期 平成 21 年 11 月 5 日 ～ 平成 21 年 11 月 6 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本・福岡県福岡市（会場：アクロス福岡） 
（英文）Fukuoka, Japan 

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, Kyushu University Faculty of Pharmaceutical 
Sciences,  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) 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本   ） 

日本 

<人／人日> 

A. 1/3 

B. 5/15 

C. 22/22 

中国 

<人／人日> 

A. 12/89 

B. 2/15 

C.  

タイ 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/7 

B. 2/14 

C.  

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

A. 2/7 

B. 2/8 

C.  

モンゴル 

(日本側) 

<人／人日> 

A.  

B. 1/5 

C.  

台湾 

（日本側） 

<人／人日> 

A.     

B. 1/4 

C  

合計 

<人／人日> 

A 16/106   

B  13/61   

C 22/22 
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないでくだ

さい。） 

セミナー開催の目的 今回のシンポジウムは、薬用植物の資源、育種研究、薬用植物の標

準化、創薬リードの探索に関わる研究報告を通じて、日中共同研究

の成果並びに進捗状況を把握するとともに、新たな研究テーマ創出

を目指すことを本シンポジウムの目的とした。シンポジウムの概要

は下記の通りである。 

セミナーの成果 本プログラム最終年度にあたり、多くのプログラム実施研究者が今

回のシンポジウムに参加し、特別講演、一般講演を通じて活発な質

疑応答並びに討論が展開された。 

初日には、日中双方のコーディネーター、田中宏幸准教授、

Shao-Qing CAI 教授の挨拶の後、九州大学、吾郷眞一副学長、Xiao 
Shi-Ying 教授 （Director of Chemical Drug and Medical Devices 
Division 、  China National Centre for Biotechnology 
Development、 the Ministry of Science and Technology of the 
People’s Republic of China）、星野有希枝氏（日本学術振興会 国際

事業部地域交流課課長）からご挨拶をいただき、オープニングセレモ

ニーを終了した。 
その後、二会場に分かれ、口頭発表が行われた。研究発表者数は日本

12 名、中国 14 名、タイ 3 名、韓国 4 名、モンゴル 1 名の計 34 名

であった。また、2日目には国立医薬品食品衛生研究所生薬部、合田

幸広部長による特別講演が 1 時間行われ、生薬の標準化に関わる最新

の話題、成果についての発表がなされた。 
今回の成果として、最新の研究成果を持ち寄り、議論を行うことで、

双方の協力によりアジアの貴重な資源の有効活用の効率的な実現

がより加速することを実感した。また、本シンポジウムでは大学院

生の発表も含まれており、彼らの質の高い発表を目の当たりにし、

期待した若手研究者養成が着実に進んでいることを認識できた。 

今回のシンポジウムの成果は、本拠点事業 4 年余りの研究成果が

質、量ともに満足できるものであることを示すもので発表並びに相

互理解の場として大変有意義なものであった。 

セミナーの運営組織 本研究教育拠点事業の日本側コーディネーター田中宏幸准教授が

組織委員長を務めた。 
中国側コーディネーターShao-Qing CAI 教授前日本側コーディネ

ーターの長崎国際大学薬学部正山征洋教授など計 11 名のメンバー

からなる組織委員会がシンポジウムを企画した。 
口頭講演のプログラム編成、要旨集の作成、会場運営、懇親会など

は九州大学大学院薬学府の学生など若手研究者を含む日本側メン

バーにより運営された。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容   旅費         金額 3,124,133 円 
     会場費            328,440 円 
     雑費（製本代等）       358,044 円 

（中国）国

（地域）側 
内容   旅費         金額     98,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国     ） 

 
日本 

<人／人日> 

A.      3/15 
B.      5/27 
C. 

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C.    3/6 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A.       3/15 
B.       5/27 
C.       3/6 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないでくだ

さい。） 
 

整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）田七人参並びに雲南省特産生薬に関する国際討論会 

（英文）The International Forum on Notoginseng and Local 
Medicinal Herbs 

開催時期 平成 21 年 12 月 17 日 ～ 平成 21 年 12 月 18 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中華人民共和国、文山 
（英文）Wenshan, China 

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, Kyushu University, Faculty of 
Pharmaceutical Science,  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 



 20

 

 

 

 

 

セミナー開催の目的 今回のセミナーは、雲南省における一大生薬産地、文山で開催され

るシンポジウムに参加し、研究発表を行うとともに、デンドロビウ

ム属生薬その他の生薬について国際的な流通経路の解明と有効成

分の変動等を明らかにする。加えて、昨年度に引き続き、創薬リー

ドの探索に関する研究打ち合わせを行う。 

セミナーの成果 今回のセミナーは昆明植物研究所が主体となった国際学会であり、

デンシチニンジンを始めとした中国南西部産の生薬について中国

は勿論のことの国際的な品質評価の現状を知る好機となった。ま

た、今回参加した創薬を専門とするメンバーにとっても自身の持つ

医薬シーズ探索手法に活用できる材料や手法に関する新規情報を

得ることができ、新たな医薬資源探索プロジェクトの切っ掛けとな

る有意義な機会となった。さらに、これまでの研究成果、進捗状況

をもとに Chong-Ren YANG 教授、 Ying Jung ZHANG 教授並び

に中国側参加者数名とともに、生薬のハーモナイゼーションについ

て今後の問題点を洗い出すディスカッションをセミナー期間に効

率的に行い、今回の成果を踏まえた新規テーマの立案に展開できた

ことなど実りあるものとなった。 
セミナーの運営組織 Yunnan Provincial Science and Technology Department 、

People’s government of Wenshan Miao & Zhuang Nationality 
and Autonomous Prefecture、 Consortium of Globalization of 
Chinese Medicine の主催により運営された。 
研究発表会での口頭講演のプログラム編成、会場運営は、 

Chong-Ren Yang 教授を中心とした昆明植物研究所のスタッフによ

り組織されたメンバーにより運営された。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容   旅費      金額  1,045,030 円 

（中国  ）

国（地域）側 
内容   旅費      金額   150,000 円 
     会場費           50,000 円 
     人件費                   40,000 円 
     雑費           20,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 S－３ 
セミナー名 （和文）漢方薬学シンポジウムイン佐世保 

（英文）Kampo-Pharmaceutical Science Symposium in Sasebo in 
JSPS Asian Core Program  

開催時期 平成 21 年 12 月 5 日 ～ 平成  年  月  日（ 1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・長崎県佐世保市・ハウステンボス ユトレヒト会議室 
（英文）Sasebo, Nagasaki, 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 Sciences, 
Nagasaki International University 

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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

日本 
<人／人日> 

A.     2/4 
B. 
C.     3/3 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A.      2/4 
B. 
C.      3/3 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないでくだ

さい。） 
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セミナー開催の目的 本シンポジウムでは生薬生産の実情、漢方薬の品質評価方法の

研究、漢方の前臨床研究、臨床評価の研究等、漢方薬を取り巻

く「漢方・生薬の標準化」の必要性をクリヤーにするとともに、

漢方薬が科学的に推移していることについて薬剤師を中心とし

た一般市民に認識してもらうことと主目的とする。 

セミナーの成果 漢方・生薬学を専門とする京都薬科大学吉川教授、熊本大学薬学部

矢原准教授、長崎国際大学薬学部正山教授が、卒後教育も包含した

講演を行った。吉川教授は近年抗糖尿病活性の強い成分を発見した

サラシアについて、資源確保の問題も含めた講演を行った。また、

メタボリック症候群に活性を持っている茶花の成分について講演

を行い、深い関心を集め、講演後のパネルデイスカッションにおい

て多くの質問がだされ、活発な質疑応答がなされた。矢原准教授は

阿蘇山を中心とする薬用植物に付いて多くの写真を用いて講演し、

極めて多くの野生植物が薬用に供されていることを印象づけた。正

山教授はサフランの薬効に焦点をしぼり講演した。サフランの記憶

学習改善作用を発見し、それに相関する長期増強の改善、それらの

作用がサフランのクロシンであること等について講演した。さら

に、サフランエキスおよびクロシンがノンレム睡眠を促進すること

を発見しているのでこのデータ、およびサフランと漢方薬の相加効

果があると言う医学部で行われた臨床結果を紹介した。また、サフ

ランには各種の腫瘍に対して抑制作用を持っているので、それらの

紹介と、正山教授等が新たに発見したヒト大腸がんの細胞抑制効

果、マウスを用いた抗皮膚がん効果等について講演した。何れの講

演に対しても活発な質疑応答が有り、薬剤師の卒後教育として、ま

た、一般市民に対する啓発活動として機能しており、社会貢献大と

考えられる。 
セミナーの運営組織 ポスター作成、会場設営、講演進行など全てを長崎国際大学薬学部

のスタッフ並びに学生により実施した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容   旅費         金額 72,820 円 
     会場費           89,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 

（   ）国

（地域）側 
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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

タイ（日本側）

<人／人日>

台湾（日本側） 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  10/50 3/21 5/25(2/10) 18/96(2/10) 

実績   4/17 4/17 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/42    6/42 

実績 1/2   1/2 

タイ（日本側） 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

台湾（日本側） 

<人／人日> 

実施計画      

実績 1/4   1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/42 10/50 3/21 5/25(2/10) 24/138(2/10)

実績 2/6   4/17 6/23 

 国内での交流      0/0 人／人日 

 

 

 

１１．平成２１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 321,220  

外国旅費 7,943,668  

謝金 53,082  

備品・消耗品購入費 648,437  

その他経費 695,405  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

238,188  

計 9,900,000  

委託手数料 990,000  

合  計 10,890,000  
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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 28,260     1/2 

第２四半期 94,665        1/3 

第３四半期 3,898,075       41/245 

第４四半期 5,879,000       13/78 

計 9,900,000       56/328 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 

（日本円換算額） 

中国 
                   160,000  [ 元 ] 

（  2,164,912 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について、

現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


