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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 愛媛大学 

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 漢陽大学 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国医学生物学研究所 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジア・メディカルゲノムリサーチネットワーク                     

                   （交流分野：応用ゲノム科学  ）  

（英文）： East-Asia Medical Genome Research Network                     

                   （交流分野：Applied Genome Science ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://web.isc.ehime-u.ac.jp/aa/                

 

３．開始年度 

平成 ２１ 年度（ ３ 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関： 愛媛大学 

 実施組織代表者： 愛媛大学・学長・柳澤康信 

 コーディネーター： 大学院医学系研究科加齢制御内科学・教授・三木哲郎 

 協力機関： 東京大学・大阪大学・日本大学・国立循環器病センター 

 事務組織： 愛媛大学国際連携支援部国際連携課 

 

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： 韓国 

拠点機関： (英文) Hanyang University The College of Medicine 

       (和文) 漢陽大学 

 コーディネーター： (英文) Department of Medicine Major in Preventive Medicine 

 Professor・Choi Bo Youl 

 協力機関： (英文) University of Ulsan, College of Medicine 

      (和文) 蔚山医科大学 

 



（２）国（地域）名：中国 

拠点機関： (英文) Chinese Academy of Medical Science 

       (和文) 中国医学生物学研究所 

 コーディネーター： (英文) Director・Chu Jiayou 

 協力機関： (英文) Guangdong Medical College 

      (和文) 広東医学院 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

肥満や高血圧、糖尿病、脂質代謝異常等の生活習慣病を始めとする疾患の感受性遺伝子

（一遺伝子対多型;SNP）に関して、東アジア人独自のエビデンス構築を目指した遺伝疫学

研究を展開し、国際研究交流と若手人材養成とを目指す。具体的には、研究面では申請者

らが見いだした疾患感受性 SNP や欧米での白人を対象とした研究から得られた感受性 SNP

について、遺伝疫学・人類遺伝学的アプローチから東アジア人における疾患感受性を検証

し、環境因子との交絡を含めてその寄与率を明確化することで、遺伝情報に基づく個別化

医療・予防実現のための礎を築く。平行して国内外から招聘した関連分野の研究者による

セミナー・国際シンポジウム等を開催し、遺伝子解析に関する情報交換を行うとともに、

若手研究者の育成・活性化を進める。 

これまでの疾患感受性/薬剤応答性 SNP の探索は、技術的限界から比較的小規模で行われ

てきたため、生活習慣病のような多因子疾患に明確な感受性を示す SNP は見いだされてこ

なかった。しかし、最近になって 50～100 万個 SNP を分析できる技術が一般化したことで、

糖尿病や脂質代謝異常など、いくつかの疾患では欧米での主に白人を対象とした検討から

疾患感受性 SNP が明らかとなった。ただし、SNP の頻度は人種によって異なり、かつ多因子

疾患の発症にはライフスタイルなどの環境因子も大きく影響することから、海外での成績

をそのまま日本人やアジア人に当てはめることはできない。そのため、疾患感受性/薬剤応

答性 SNP を臨床や予防医学、あるいは薬剤選択などに応用するには、アジア人独自のエビ

デンスの構築が必須である。 

そこで本事業では、遺伝子解析技術に秀でる日本側拠点機関が主導し、中国・韓国の有

力な遺伝学研究者と研究交流を進めることで、肥満や生活習慣病の感受性 SNP に関するア

ジア人独自のエビデンスの構築を目指す。研究交流による成果は、遺伝情報に基づく 21 世

紀型治療医学・予防医学を東アジアで展開する上で基盤となることから、我が国を始め、

肥満やそれに起因する生活習慣病の蔓延が著しい東アジアにおいて大きく結実することが

期待される。このような東アジアメディカルゲノムリサーチネットワークを築くことで、

我が国の若手研究者については当該研究領域における世界的な視野を涵養するとともに、

相手国研究機関の若手研究者については遺伝子解析やその臨床応用に関する技術・知見を

養う。申請者らは疾患感受性/薬剤応答性遺伝子解析研究に造詣が深く、かつ相手国研究機

関との研究交流実績を有することから、その基盤・実績を発展的に拡大することで学術的

価値の高い成果の創出と高度な知識・技術とを有する人材育成とを目指す。 



６．平成２３年度研究交流目標 

 韓国で国際セミナーを開催し、研究交流と若手研究者育成活動を進める。本年度のセ

ミナーをもって日中韓各１回の開催とすることで、三国間の研究交流パイプを構築し、

本事業終了後も継続的かつ積極的な交流が行えるような研究基盤の完成を目指す。 

 これまで本事業を通じて行ってきた各国での疫学研究やゲノム解析研究の成果から、

人種差やライフスタイルの違いを手がかりとして遺伝素因と疾患との関連について検

討する。直近の研究成果はもとより、本事業で構築したネットワークを維持し、将来

にわたって継続される研究計画を立案・実施する。 

 上記のセミナーや研究交流において、研究者の派遣/受け入れを積極的に進め、学術交

流と人材育成の場としても活用する。 

 研究交流成果として、数本の学会報告を行い、論文としての発表を目指す。 

 一連の研究交流を通じて、国内外において遺伝子解析研究を積極的に推進しうる技術

と学識とを兼ね備えた若手研究者を育成する。これまで本事業に関わってきた若手研

究者が、本事業終了後も独自に国際共同研究を立案・実施できるような体制を整える。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 23 年 12 月に国際セミナーを開催した（韓国・ソウル市）。各国のコーディネーターお

よび代表的な研究者が参集し、それぞれの研究成果について紹介するとともに、本事業で

進めている研究協力に関して情報交換を行い、今後の進め方についても相互理解を深めた。

具体的には、韓国のグループとは、すでに日本側で受け入れた約 2,000 例のサンプルを用

い、韓国側研究者のテーマである栄養疫学に関する遺伝子解析を行うための研究計画を立

案・調整した。４つの遺伝子多型を日本で分析し、データ解析は韓国の研究者が行うこと

とした。日本側研究者が進めているアディポネクチンの感受性遺伝子解析を、韓国サンプ

ルでも同時に行い、併せて論文化することとした。中国の拠点機関とは、雲南省の少数民

族（ダイ族）の遺伝子解析を行うための段取りを煮詰めた。当該疫学調査は昨年度のセミ

ナーでデザインを決定し、その後の１年間に中国側研究者がフィールドワークを行ったも

のである。約 400 例ずつの高血圧/正常血圧サンプルを中国側研究者が日本に持参し、遺伝

子解析とデータ解析を行うこととした。中国の協力機関からは、若手研究者を日本に招聘

し、認知症を対象としたゲノム疫学研究を学ぶ機会を提供することとした。 

 

７－２ 学術面の成果 

中国の拠点機関との研究では、西双版納に居住するダイ族を対象に、高血圧の感受性遺伝

子解析を行った。この民族では、高血圧の頻度が高いことがこれまでの小規模な検討から

示されていることから、当該民族を対象に既知の高血圧感受性遺伝子を解析することで、

新しい知見が得られるものと考えられる。平成 24 年 2 月末から１ヶ月間、中国から研究者

が DNA（約 400 例ずつの高血圧/正常血圧サンプル）を持参し、40 個の遺伝子多型（SNP）



を解析した。その結果、日本側研究者らが同定した高血圧感受性遺伝子 ATP2B1 が、ダイ族

でも高血圧と関連することが示された。しかしながら、遺伝子多型の頻度や高血圧に対す

る寄与率が日本人サンプルとは異なるため、人種差に焦点を当てた解析を継続し、論文化

を進める予定である。また、古典的に高血圧と関連することが示唆されてきた AGT 遺伝子

の M235T 多型が、ダイ族でも高血圧と関連した。同様に遺伝子多型の頻度や寄与率が異な

ることから、ATP2B1 とともに論文化を進める計画である。 

 中国の協力機関との研究では、若手研究者が来日し（平成 24 年 2 月）、認知症に対する

ゲノム疫学研究を進めた。日本側研究者が進める疫学研究のデータを活用した検討から、

認知症のリスクとされる ApoE 遺伝子多型とは独立して、見かけの年齢が高い（老けて見え

る）ことが、認知症のリスクであることを見いだした。見かけの年齢（perceived age）は、

欧米では疫学研究が盛んであり、我々も日本人を対象とした検討において、実年齢より老

けて見える場合は動脈硬化のリスクとなることを突き止めた。中国では我が国以上の速度

で高齢化が進んでおり、本研究の成果は、今後の中国における認知症疫学研究を発展させ

る一つの礎になると期待される。 

 韓国の拠点機関とは、栄養疫学に関する遺伝子解析研究を行った。韓国人サンプル約

2,000 例を対象に、アルコール代謝に関する遺伝子多型（ALDH2、ADH1C、ADH1B）および炎

症性マーカーである TNFαの遺伝子多型を解析し、現在、韓国側研究者がデータを解析して

いる。平行してアディポサイトカインの一種であるアディポネクチンの受容体（CDH13）の

遺伝子多型解析も行った。CDH13 の遺伝子多型は、血中アディポネクチン濃度を高度に左右

することで、インスリン抵抗性にも影響することを見いだした。シンガポールの研究者か

らのオファーを受け、日本、韓国、シンガポール共同で論文を執筆中である。平成 22 年度

に行った肥満の感受性遺伝子である FTO 遺伝子解析結果は、欧米のグループと共同で論文

を発表するに至った。 

 

７－３ 若手研究者養成 

平成 23 年度は中国医学生物学研究所から研究者１名を１ヶ月受け入れ、DNA 解析の手法と

データ解析方法について教育した。具体的には、持参した DNA を用い、TaqMan 法でハイス

ループットに遺伝子型を決め、出力されたデータを集計し、統計解析する方法と理論的背

景を教示した。解析する遺伝子多型の選択や、連鎖不平衡などの遺伝学的理論についても

教示した。日本人若手研究者も参加し、遺伝子多型の人種差や疾患寄与率の違いについて

学ぶとともに、技術指導にも関わった。当該疫学研究は、本事業を通じて立案・実施した

ものであり、平成 21～22 年度にかけてセミナーの機会を通じて疫学研究の方法論について

も教示した。 

中国の協力機関から研究者１名を１週間受け入れ、ゲノム疫学研究に関する統計学的手

法や論文のまとめ方に関する指導を行った。疫学研究では、多くの交絡因子の影響を考慮

し、因果の逆転などに注意しつつ結果を導く必要がある。正確に結果を導くためには、疾

患背景をよく理解した上でデータ解析をデザインする必要があり、この点を中心に指導を



行った。 

韓国漢陽大学とは、アディポネクチン受容体の遺伝子解析に関する国際共同研究にとも

に参加した。当該研究を通じて、大規模サンプルを用いた多因子疾患の遺伝子解析方法に

ついて、若手研究者に指導した。具体的には愛媛大学で韓国人サンプルの遺伝子解析を行

い、そのデータを提供して解析方法や結果の解釈の仕方などについて指導した。 

以上のような研究交流活動を通じ、日本人・外国人若手研者の養成に十分寄与できた。 

 

７－４ 社会貢献 

ホームページや各種研究会、市民公開講座などで本研究活動やその実績を積極的に紹介し、

ゲノム研究やアジア・アフリカ諸国との学術交流・人材育成の重要性について啓発活動を

行った。特にゲノム研究の分野では、多人種を対象とした検討が最近では主流であり、国

際共同研究も盛んである。また、南アジアやアフリカ、あるいは中国少数民族など、これ

まで大規模な検討がなされてこなかった人種を対象にゲノム解析を行うことで、未知の感

受性遺伝子が同定される期待も高まっている。このような背景から、本事業の活動やその

成果について、学術機会を通じて広く紹介することは、他の研究者との交流を促進するの

みならず、今後の当該分野の発展にも貢献するものと考えている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

会発表や論文発表など成果の結実を目指す。研究協力体制は着実に整備されつつあるが、

距離的、文化風習の違いなどから国内での共同研究ほどスピード感が得られていない。成

果発表は、プレゼンテーションや論文作成において若手研究者の指導にも重要な位置づけ

と考えている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数     ０本 

相手国参加研究者との共著   ０本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

中国雲南省西双版納で収集した少数民族（ダイ族）のサンプルを用いて、高血圧感受性遺

伝子の解析をおこなった。遺伝子解析は日本で行った。これまでに高血圧との関連が示唆

されている 40 個の SNP を TaqMan 法で解析したところ、ATP2B1 や AGT がダイ族においても

高血圧と関連した。今回は高血圧/正常血圧者のみ解析を行ったが、有意な関連がみられた

SNP については、調査集団全体での解析を行う予定である。 

 中国協力機関と、認知症に関するゲノム疫学研究を開始した。中国では高齢化の進展に



伴って認知症が増加傾向にあり、本研究が将来のより大規模な国際共同研究の礎となるこ

とが期待される。 

 韓国人約 2,000 検体を対象に、アルコール代謝やアディポサイトカイン（アディポネク

チン）に関連する遺伝子多型の解析を行った。遺伝子解析は日本で行い、データの解析は

韓国と日本とで共同で進めている。血中アディポネクチン濃度とアディポネクチン受容体

遺伝子多型とに強い関連が認められた。他の研究者とも共同で、論文化を進めている。 

 

８－２ セミナー 

平成 23 年 12 月に韓国（ソウル市）で第３回の国際セミナーを開催した。セミナーでは、

各参加者が昨年度の研究成果を紹介するとともに、最近のゲノム研究、疫学研究、臨床研

究のトピックスを紹介することで若手研究者も含めて知識の向上を図った。韓国で開催し

たことで、当地におけるゲノム研究、臨床・疫学研究の状況や、健康課題、疫学的問題に

ついて理解を深める機会となった。 

 

JSPS AA Science Platform Program 

The Third International Seminar of East-Asia Medical Genome Research Network 

Genetic epidemiology of common diseases and related cardiovascular diseases; 

Frontiers of Medical Genomics 
 

Dec 3, Saturday 

 

10:00  Opening Remarks & Introduction 
Bo Youl Choi (Seoul Korea) 
 
10:10  Oral presentation of recent research topics 
Gene*environmental interaction for common diseases 
Yasuharu Tabara (Ehime, Japan) 
 
HOMA-IR is independent factor for observed/predicted ratio of left ventricular mass index 
Jinho Shin (Seoul, Korea) 
 
GRP78 promoter polymorphisms and risk of type 2 diabetes in a Chinese Han population 
Li Keshen (Zhanjiang, China) 
 
Overview of hygiene in NanHai People Hospita, Foshan City, Guangdong Province 
Haiyan Guo (Ehime, Japan) 
 
Association of genetic variation in FTO with risk of obesity and type 2 diabetes in up to 96551 East and 
South Asians 
Yu-Mi Kim (Seoul, Korea) 
 
Hemoglobinopathies in Yunnan , China 
Yang Zhaoqing (Kunming, China) 
 



Challenges for an aging society 
Takeaki Kato (Ehime, Japan) 
 
The association between Omi/HtrA2 variants and Parkinson’s disease 
Chen Yusen (Zhanjiang, China)  
 
Neuro-intervention of ischemic cerebrovascular disease 
Zhong Wangtao (Zhanjiang, China)  
 
11:30  Educational Lecture 
Sarcopenic visceral obesity: new and common form of obesity in the elderly 
Katsuhiko Kohara (Ehime, Japan) 
 
Interactions of single nucleotide polymorphisms with dietary calcium intake on the risk of metabolic 
syndrome 
Kim Mi Kyung (Seoul, Korea) 
 
14:00  Keynote Lectures and Panel Discussion 
Revisiting HLA and diseases 
Katsushi Tokunaga (Tokyo, Japan) 
 
Cardiovascular diseases and multiple chronic conditions 
Bo Youl Choi (Seoul, Korea) 
 
Results of recent study 
Kyuyoung Song (Seoul, Korea) 
 
The environmental and genetic factors associated with diseases in Chinese ethnic groups 
Chu Jiayou (Kunming, China) 
 
17:00  Closing Remarks 
Tetsuro Miki (Ehime, Japan) 
 

 



８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

国際共同研究を行うに必要な遺伝子解析・データ解析技術開発、研究計画立案の目的とし

た国内拠点機関－協力機関間での打ち合わせをメール連絡により行った。 

 

９．平成２３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>

韓国 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  8/24 2/10   10/34 

実績 5/16 0/0   5/16 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/5  0/0   1/5 

実績 0/0 0/0   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/35 12/48    15/83 

実績 2/36 6/26   8/62 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/40 20/72 2/10   26/122 

実績 2/36 11/42 0/0   13/78 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  4 ／ 20  <人／人日>   2 ／ 2  <人／人日>

 



１０．平成２３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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）多因子疾患の感受性遺伝子解析 

（英文）Genetic analysis of common diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）三木哲郎・愛媛大学・教授 

（英文）Tetsuro Miki, Ehime University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Choi Bo Youl, Hanyang University, Professor 

Zhao Bin, Guangdong Medical College, Professor 

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 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/12 2/10 6/22 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/5  0/0 1/5 

実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/20 6/24  8/44 

実績 2/36 0/0 2/36 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/25 10/36 2/10 15/71 

実績 2/36 0/0 0/0 2/36 

② 国内での交流    2 / 2   人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

韓国一般地域住民を対象に、栄養やメタボリックシンドローム（アディポ

サイトカイン）に関する遺伝子解析を行った。認知症に関するゲノム疫学

研究を行った。 

研究交流活動

成果 

韓国との共同研究では、アディポネクチン受容体遺伝子がインスリン抵抗

性と関連することを明らかにした。見かけの年齢が、ApoE 遺伝子多型とは

独立して認知機能の低下と関連することを見いだした。 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国（地域）側参加者数 

15 名 （１３－３中国側参加研究者リストを参照） 



 

整理番号 R－2 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）HLA タイプに基づく東アジア民族集団の遺伝学的多様性 

（英文）Genetic diversity of East-Asian populations 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）徳永勝士・東京大学・教授 

（英文）Katsushi Tokunaga, Professor, The University of Tokyo 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Chu Jiayou, Director, Chinese Academy of Medical Science 

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 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/15 0/0  1/15 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/15 0/0 0/0 1/15 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

中国雲南省西双版納で少数民族（ダイ族）を対象とした遺伝子解析研究を

おこなった。日本側研究者の持つデータや公共データベースの情報も活用

した人類遺伝学的な検討も行った。今後の継続研究についても計画を立案

した。 

研究交流活動

成果 

中国少数民族の貴重なサンプルを解析できる共同研究体制を構築した。調

査を通じ、若手研究者が疫学研究の方法論・測定技術を修得した。 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

1 名 （１３－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

4 名 （１３－３中国側参加研究者リストを参照） 

 

 



１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）疾病遺伝子研究のフロンティア  

JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

（英文）Frontiers of Medical Genomics 

         JSPS AA Science Platform Program 

開催時期 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 23 年 12 月 3 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国・ソウル・漢陽大学 

（英文）Korea, Seoul, Hanyang University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）三木哲郎・愛媛大学・教授 

（英文）Tetsuro Miki, Ehime 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) 

Choi Bo Youl, Professor 

Department of Medicine Major in Preventive Medicine 

Hanyang University 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 韓国 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 5/16 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/10 

 

中国 

<人／人日> 

A. 6/26 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 11/42 

B. 0/0 

C. 5/10 

 

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 ＜単年度の目的＞
 韓国の若手研究者の育成（研究意識の高揚、遺伝子解析に関す

る技術指導、共同研究機会の提供） 
 日本・中国から参加する若手研究者の国際性の涵養と人的ネッ

トワークの形成 
 新たな研究ネットワークの形成（本事業に参加していない韓国

研究者との交流から研究ネットワークを拡大） 
 研究テーマの充実（新たな研究者との交流により、研究のター

ゲットや範囲を拡大） 
 共同研究の推進（研究拠点・協力機関の間で共同研究に必要な

情報を整理・共有） 

＜事業総括の目的＞ 
 本事業（３年間）の研究活動の総括と成果発表 
 長期的な研究交流体制の構築のための三国間ネットワークの

完成 
 

セミナーの成果 各研究者の最近の研究成果についてナレッジを共有できた。中国少

数民族（ダイ族）を対象とした高血圧遺伝子解析の研究計画が立案

できた。韓国とは現在論文化を進めているアディポサイトカインの

遺伝子解析研究について意見交換した。これらの成果発表や研究立

案を含むセミナーに参加した Hanyang 大学の大学院生と若手研究

者、日本から参加した若手研究者の研究意欲を惹起するとともに、

先端研究、国際共同研究に触れる機会を提供した。 

セミナーの運営組織 ＜韓国 漢陽大学＞ 

 セミナーの開催と運営 

＜愛媛大学大学院医学系研究科加齢制御内科学＞ 

 セミナーの開催準備と関係者間の調整 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

セミナ－参加旅費  1,812,727 円 

韓国側 内容              金額 

会場借料・運営委託費・会議費 300,000 円 

中国側 内容              金額 



１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

国内拠点機関－協力機関間での打ち合わせをメール連絡により行った。 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 61,887  

外国旅費     2,467,360  

謝金 18,000  

備品・消耗品購入費 2,126,457  

その他経費 232,107  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

94,189  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 

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 0 0/0 

第２四半期 37,160 2/2 

第３四半期 1,198,995 11/42 

第４四半期 3,763,845 2/36 

計 5,000,000 15/80 

 

 


