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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 長崎大学 

韓 国 側 拠 点 機 関： ガチョン大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：アジアの健康長寿をめざす老化制御研究と地域老年医療教育拠点の構築 

                   （交流分野：老化／医歯薬学）  

（英文）：Asian Aging Core for Longevity: Research and Education Center Initiatives for 

Aging Controls and Regional Geriatrics 

                   （交流分野：Aging/Biomedical Sciences）  

 研究交流課題に係るホームページ： 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/philosophy/contribution/18/index.html 

 

３．採用期間 

 平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 

（３年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：長崎大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・片峰 茂 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院医歯薬学総合研究科・教授・森 望 

 協力機関：国立長寿医療センター研究所、東京都健康長寿医療センター研究所、東北大

学加齢医学研究所、信州大学加齢適応研究センター、理化学研究所分子イメージング研究

センター、東京理科大学、中部大学、順天堂大学 

 事務組織：長崎大学・研究企画課および医歯薬学総合研究科学術協力課 

 

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）国名：韓国 

拠点機関：（英文）Gachon University 

      （和文）ガチョン大学  

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Lee Gil YA Cancer and Diabetes Institute, 

professor/Director, Sang Chul PARK 

 協力機関：（英文）Hallym University, Seoul National University, Pusan National 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/philosophy/contribution/18/index.html
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University, Keimyung University 

（和文）ハーリム大学、ソウル国立大学（H24 より追加／H23 拠点機関）、プ

サン国立大学、ケイミョン大学（H24 より追加／H23 はデグハーニー大学） 

 経費負担区分：パターン２ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 韓国は日本に最も近い隣国であり、ソウルもプサンも長崎から至近距離に位置している。

同国は日本と同様に急速な高齢化に直面し、老化研究と老年医療対策の推進が国の大きな

関心事となっている。過大な人口を抱えるアジア諸国の中にあって、日本と韓国は急激な

また非常に偏った少子高齢化社会を形成している現実がある。ソウル国立大学ではすでに

第１期の老化研究の COE が稼動し、プサン国立大学でも老化・寿命研究センターが発足し

ているが、老化先進国であるはずの日本の大学においては、若干の老化関連研究組織はあ

るものの老化の基礎的研究を主眼としたCOEに代表されるような中心的大型研究組織は未

だ稼動していない。長崎大学においては、従来からカロリー制限による寿命延伸の研究を

進めてきた下川に加え、脳の老化と寿命シグナルの研究を中心に研究を進める国立長寿医

療センターから異動した森との連携により、国内でも特徴的な哺乳動物での個体老化制御

研究を進める中核となる素地が芽生えている。 

 このような背景の下、本計画は上述の韓国第１級の老化研究センターのリーダーらと森、

下川との間でこれまでに培われた知己を基に、長崎大学をアジアの老化研究と老年医療教

育の拠点としようとするものである。すでに学術交流協定を結んだ大学との間で進んでい

る共同研究と学部学生の交流（リサーチセミナー及びポリクリ（臨床実習））をさらに推進

し、大学院生や若手研究者レベルでの主体的な研究教育交流を発展させ、関連機関とのよ

り有効なネットワーク構築をめざす。 

 西洋医学導入から１５０年の節目を経て、長崎大学は放射線医療、感染症医療に加えて

さらに地域老年医療教育と老化研究の面でも日本のそしてアジアのイニシャティブを取る

べき時にある。アジアの老化研究の若手育成のための教育プログラムを整備し、サマース

クール形式で、日本と韓国の大学院生、若手研究者、医療従事者を対象とした老化研究、

老年医療の教育支援を行う。 

 将来的には、中国やインドなどの多大な人口を抱える大国の今後の高齢化問題を俯瞰し

つつ、日本が高齢化先進国ならびに科学先進国として、各国がいずれ対応せざるを得ない

老人問題への対処を早くからリードし、アジア全体から信頼される老化研究教育の拠点形

成をめざす。 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」 

 韓国側代表者である Dr. Sang Chul PARK がソウル国立大学からガチョン大学に異動し

たので相手国側の実施拠点が変更となった（別紙、理由書参照）。しかし、ソウル国立大学

には Dr. INHEE Mook-Jung など神経老化研究に関わる関係者がいるので、同大学は協力
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機関として残す。したがって、従来の４大学から今後は韓国の５大学（ガチョン大学、ソ

ウル国立大学、ハーリム大学、プサン国立大学、ケイミョン大学）との連携を主体として

共同研究、情報交換の推進に努める。 

 上記の協力体制はこの２年間で確立しているので、今後は実質的な共同研究成果の拡充

に努める。 

「学術的観点」 

 学術的観点の目標は、昨年度と同様、(１)長崎大学と韓国側の各大学との間で開始してい

る個別の共同研究を推進すること、(２)シンポジウム等を開催して両国の老化研究の推進に

寄与することとする。 

 具体的には、R-1〜R-5 の各研究の計画（後述）に記載したとおりだが、要点は以下のよ

うになる。 

R−１）老化制御遺伝子、寿命制御遺伝子のうち、特に蛋白質凝集物排除に関わる分子を中

心に、老化・寿命制御の新たな分子制御系を明らかにする。 

R−２）神経老化および神経変性疾患における神経特異的シグナル分子 N-Shc や神経突起伸

展因子 SCG10 の新たな役割を明らかにする。 

R−３）寿命制御の中核分子の一つである FOXO 系転写因子の新たな役割を明らかにする。 

R−４）カロリー制限による寿命延伸あるいは少なくとも高齢期における健康指標の増大に

関する新たな分子機構を探る。またカロリー制限の効果を発揮する新たな薬剤（カ

ロリー制限模倣薬）の開発を進める。 

R−５）韓国の漢方抽出物から神経保護効果のある分子を特定しその作用機序を明らかにす

る。 

 セミナーに関しては基本的には昨年度と同様、 

S−１）日韓の関連研究者全体による AACL シンポジウム、 

S−２）プサン国立大学との若手啓発のためのウィンタースクール、 

S−３）ハーリム大学との教授クラスの研究者による合同シンポジウム 

を今年度も引き続き開催し、両国の老化研究の推進、老化・老年病についての教育拡充を

支援することとする。今年度は S-1 は韓国での開催、S-2 と S-3 は日本での開催とする。 

 日韓のこのプロジェクトの幹部によるコア会議については今年はインチョンでの S-1 開

催時に実施する予定でいる。また、これらに加えて中国を含めた東アジアの健康長寿をめ

ざすアジアの研究教育拠点の構築に関して重要な会合となる 

S−４）日中韓三か国老化シンポジウム 

を国内（福岡を予定）で開催予定としている。これは今年度初頭、４月末に香港大学の Dr. 

Zhongjun Zhou の提案で香港対岸の東芫の大学で最初の会合が開催され、森と下川らが研

究者交流として参加した会合の第２回目のものである。日韓連携からさらに広げた研究交

流が期待される。 

「若手研究者養成」 

 若手育成の面では、プサン国立大学と行ったウィンタースクールは、若手啓発という意

味では大きな成果があったと思える。ただし、前回までの２回は派遣側が１泊２日の旅程
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で事実上、半日の研究発表会ではあまりに慌ただしく、じっくりとした討議ができなかっ

た。したがって、今年度は日程を１泊延ばして、若い研究者が十分にお互いの研究結果だ

けでなく将来の方向性や夢も含めて科学への感心を高める方向で話しができるよう配慮し

たい。今年度もこの形で継続し、大学院生や若手研究者が主体的に老化研究に取り組んで

いけるよう支援する。前年度は学部学生１名にプサンでの発表のチャンスを与えたが、こ

のように研究面で優れた学生には、今後もより高いレベルで、韓国や近隣国での国際学会

等で発表交流のチャンスを与える。 

「社会への貢献」 

 アジア老化研究教育拠点事業の成果を市民に還元する目的で市民講演会の開催を計画し

たい。開催形式はおおかた一昨年行ったことをベースに実施するよう計画する。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 韓国の３大学、すなわちソウル国立大学、プサン国立大学、ハーリム大学とは日韓全体

あるいは長崎大学との２大学間での大小の会合を継続的に開催しており、共同研究、学生

の交換に関しても円滑に進めている。特に、ハーリム大学とは、毎年、先方の学生を受入

れ、一方、長崎の学生を基礎研究レベルあるいは病院研修レベルで先方へ派遣しており、

密接かつ均等な交流が実現されている。さらに、ケイミョン大学、ソウル市立大学、韓国

大学などに所属する研究者ともセミナーを通じて交流があるが、これらについては学術協

定締結にかかわらず円滑な情報交換ができる体制にある。 

 今年度、最も大きな変化としては、昨年、韓国側代表の Dr. Sang Chul PARKがソウル国

立大学から私立のガチョン大学へ異動したが、さらに１年で、今度はサムソン大学に移り、

老化研究所を新設する準備に専念することになった。その結果、来年度からは韓国側の代

表を務めることができなくなる、と急に言われ、その後の体制整備の調整に追われること

になった。このような事情があるにせよ、ソウル国立大学初め他大学との間で築かれた研

究協力体制は非常に強いものがあり、上記の諸大学との連携を今後も維持発展させてゆく

ことになる。 

 

７－２ 学術面の成果 

A）共同研究 

１）ソウル国立大学、ガチョン大学、ソウル市立大学等との共同研究（R−１） 

 Prof Sang-Chul Parkとの共同研究:FoxO3ノックアウトマウスを用いた寿命、病理学的

研究を行なった。FoxO1とは異なり、FoxO3-KOマウスでは、カロリー制限による寿命延長

効果が消失したが、抗腫瘍効果は保たれていた。FoxO3の寿命、老化制御に関連するシグ

ナルを同定するために、Sang-Chul Park教授と複数の組織におけるDNAアレイおよび次世

代シークエンシングによるトランスクリプトーム解析を計画した。FOXO３に関する新しい

論文はまだないが、FoxO3-KOマウスにおけるカロリー制限の効果について、国際シンポジ

ウムにおいて発表した。 
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 ソウル市立大学のDr. ES HWANGの研究から細胞老化にはミトコンドリアのエネルギーレ

ベルと老化したミトコンドリアの排除機構が重要との結果が出てきた。一方、森研究室で

は神経老化に関して、老化ミトコンドリアを含む細胞内老廃物の除去機構が健全に遂行す

ることが神経保護へつながる結果が出ている。オートファジー（細胞自食）の機構、特に

その誘導のメカニズムを解析する中で、mTOR1のシグナルの上流にあるAKTのリン酸化レベ

ルの変動がオートファジー誘導に密接に関わることがわかってきた。細胞内老廃物の除去

に関しては、オートファジーと並行してユビキチンプロテアソーム系（UPS系）も重要であ

る。蛋白質のアセチル化制御因子のひとつであるHDAC6やMdm20がそれに関わることがわか

りつつあり、細胞老化と神経老化について、それぞれの役割をDr. HWANGの研究室と連携し

て明らかにしてゆきたい。23年度は寿命関連遺伝子としてShc系遺伝子の老化脳での発現等

に関する論文をとりまとめた。24年度は論文成果がないが、来年度にはとりまとめができ

ると期待できる。 

 

２）ハーリム大学との共同研究（R−２） 

 プリオン感染と SCG10 の発現レベルに関しては必ずしも有意な変化としては捉えられな

いという結論になりつつある。ハーリム大学の YS KIM教授の下で担当した学生も他の研究

テーマに移ったという。ただし、感染細胞での SCG10 の染色像が対照と異なることも見え

ていたので、今後、長崎大学のほうで形態学的な観察は続けていくことが望ましい。 

 ShcB遺伝子欠損マウスの症状から小脳のプルキンエ細胞でのカルシウムイオン放出の異

常が明らかになりつつある。ShcBは従来、細胞質全体に分布すると考えられていたが、こ

の機能性から推察すると小胞体での濃度が高いのかもしれない。したがって、こちらにつ

いても長崎大学側で細胞組織学的な観察をより詳しく進める必要がある。ShcBが小胞体で

機能するとした場合、カルシウムイオン制御に関して直接関わる分子がまだ不明である。

SERCAチャネルが有力視されるが、その是非を見極める必要がある。培養神経細胞を使って

その点をさらに追究していく。 

 

３）プサン国立大学との共同研究（R−４） 

Pusan大 CHUNG教授との共同研究：カロリー制限の抗腫瘍効果におけるNeuropeptide 

Y (Npy)の役割について、化学発癌モデル（肝臓癌）を用いて検討を続けている。現在、実

験群に発癌剤の投与が終了した。一方、肝臓におけるDNAアレイの結果を他の統計学的方

法によってさらに解析し、癌の抑制に化学物質の分解や代謝に関連する経路がカロリー制

限によってNpy依存性に活性化していることを示唆した。平成２５年2月１８日−２０日、

第３回長崎−プサン老化研究共同セミナーを長崎にて行い、共同研究を含む老化研究の最近

の知見について発表し、討議、情報交換を行なった。Npyノックアウトマウスの老化や癌に

関する研究結果を国際シンポジウム、米国老化学会にて下川がCHUNG教授と共同で発表し

た。また、 原著論文をCHUNG教授と連名で国際雑誌に投稿している。 

 

４）ケイミョン大学との共同研究（R−５） 
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 JH JANGの教室の Chang LEE研究員は昨年度、初めて長崎でラット胎児の海馬からの初代

培養系の技術を習って行ったが、ケイミョン大学では２週間以上の培養がうまくできなか

ったという。今回もまた３月に来日してより丁寧に技術習得をして帰った。長期培養系は

細かいところに注意しないとうまくできないことがあるが、今後はケイミョン大学でも同

様の培養が可能となり、より効率よく研究が進むようになると期待される。 

 今年度の共同研究では、アルツハイマー病の原因の一つとされるアミロイドベータペプ

チドを培養神経細胞に添加して細胞死を誘導する系に種々の化合物存在下での神経保護効

果を比較検討した。昨年度の結果をある程度確認できた他、新たに比較した化合物 G、Kよ

りもルテオリンが最も有効な保護効果を示した。今後は、韓国側で動物モデルでのルテオ

リンの効果を確認していくことになる。 

 論文はまだないが、長崎でのin vitroの結果と、ケイミョン大学でのin vivoの結果を併

せて、最終的な論文としてとりまとめる努力を続ける。 

 

B）セミナー 

１） 第５回AACLシンポジウム（AACL 2012 Seoul Conference on Aging, Metabolism, and 

Neurobiolog） 

 第１回（伊王島）、第２回（ハウステンボス）、第３回（チェジュ島）、第４回（長崎）に

続いて、今年度はソウル市立大学で１１月２３−２４日に開催した。当初は韓国側代表者の

Dr. SC PARKがガチョン大学の癌糖尿病研究所で開催する予定だったが、彼の移動の影響で

Dr. ES HWANGが主体となってオーガナイズしてくれた。初日を韓国の老年学会の秋のシン

ポジウムと合同開催という形で日韓連携シンポジウムとした。主テーマは代謝系とした。

翌日は、AACLのメンバーだけで主テーマを神経系として開催した。半分は旧来からのメン

バー、半分は新しいメンバーで、相互に刺激的な科学討議の場となった。韓国のKonkuk大

学のDr. Seung Jae LEEの神経変性の伝播性に関する発表は印象的だった。 

２） プサン国立大学との合同セミナー（ウィンタースクール） 

 昨年、プサンで合同ワークショップを開催したのに引き続き２月中旬に今年は長崎大学

で第３回目の会合を開いた。今回は、両大学間の学術交流協定の更新時にあたっており、

それと併行して開催した。そのため、プサン国立大学の学長と薬学部長もセミナーにも参

加した。このセミナー自体は本事業の中心となっている森研究室と下川研究室のメンバー

とプサン国立大学のHY CHUNG教授、JW LEE教授のグループのメンバーとの研究発表お

よび交流を通じて若手啓発を狙ったものである。今回は日程を２泊３日としたため、前回

よりもゆったりとした議論と交流が可能となった。 

３） ケイミョン大学との合同ワークショップ 

 ケイミョン大学から２名が共同実験のために１週間ほど長崎に滞在する期間の週末に、

相互理解と若手啓発を狙って、合同ワークショップを開催した。実験技術の細部に渡って、

時に実験台や顕微鏡を覗きながら、緊密な相互理解を進めた。教室の技術員やケイミョン

大学の研究員など若手同士の研究に対する意識、連携して啓発的なアイデアを出し合うこ

との面白さなどに目覚めたように思われた。 
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４） 日中韓三か国老化研究フォーラム 

 昨年の春、香港大学の Dr. ZHOU の呼びかけで始まり、香港の対岸の中国の都市、東芫の

大学で開催された日中韓三か国の老化研究者の会合に引き続き、２回目を福岡で８月に開

催した。この時期は、日韓あるいは日中で政治的な微妙な問題のある時期ではあったが、

多少の微妙さは含みながらも、研究内容の議論については相互に建設的な議論ができたと

思われる。大半の研究者が今後もこの三か国のミーティングの継続を望んだ。 

 今後は、これをより充実させた形でのアジアでの老化研究討議は、呼びかけの主体とな

った Dr. ZHOU をオーガナイザーの一人とする中国蘇州で来年度始まるコールドスプリン

グハーバーのアジア版のシンポジウムであると考えられる。その具体的なプランニングの

現状についてもこの場で議論がなされ、これまで JSPS-Asia CORE Program で支援されて

きた日韓の老化研究連携が、この CSH-Asia の場でより広く展開されることが期待されう

ようになった。 

 

 上記、４つの会合はこの事業の４つのセミナー（S-1~S-4）に相当するが、それ以外にも

この事業の関係者が主体的あるいは間接的に関わった日韓の会合がある。第一には、６月

に韓国の老年学会がオソン（五松）の国立科学研究所のキャンパスで開催されたが、その

時にも日韓合同シンポジウムが開催された。第二には、８月にケイミョン大学で神経変性

と神経保護に関する国際会議も開かれた。下は、それらを含めた、今年度の会合の要旨集

の表紙である。 

 

 

 

７－３ 若手研究者育成 

 若手育成に関してはこれまで、長崎大学とプサン国立大学との間でのワークショップが

最も実質的な若手啓発の会合だった。今年度は、規模は小さいながらも、ケイミョン大学

との間で若手同士じっくりと話し交流する機会を設けた（S-3）。彼らの反応をみていて、

これはよかったと思える。今後もこれは継続すべきだと思う。 

 一方で、この事業を開始した平成２２年度には学内で老化研究に関するミーティングを

実施していたが、結局、たち切れとなった。どうしたら、継続的に若手を鼓舞できるか、

また別の方策を考えてみたい。たとえば、来年度の AACLの会合は京都大学で開催する計画

となっているが、そこには、周辺大学も含めて、基礎研究をめざそうとする多くの若者が
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いる。老化の分野で研究をしている人間は必ずしも多くはないが、それでも、神経変性や

神経保護、ストレス応答のシグナル伝達や転写制御、という視点でみれば、間接的ではあ

っても老化研究に近い領域で頑張ろうとしている若者はいる。だから、彼らを巻き込むよ

うな会合に発展すべきかと思う。これまでの反省を踏まえて、来年度以降、また新しい形

での若手支援のあり方を模索していくつもりである。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 今年度は明確な社会貢献はなかった。しかし、韓国の老年学会の折に、その韓国の学会

の機関誌への寄稿を依頼されて、これまでの老化研究への思いと現在の研究状況とこのア

ジア老化研究で支援されているセミナーなどについて書いた。それから、韓国の未知の研

究者や学生からメールを受ける頻度が少し高くなった。 

 また、来年度の活動をプランしていた秋頃に、１０６歳でも非常に元気に活動される先

生がいることを知り、実際にお会いして話すうちに、共同で市民啓発の講演会などをする

計画が進んだ。来年度にはいくつかの形でこれが具体化する予定で、これは明らかに大き

な社会貢献に発展するものと期待できる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 中間評価を経て、この長崎大学を中心とした日韓の老化連携プロジェクトは数多くの議

論の場を提供し、長崎との共同研究にとらわれずに自由闊達な議論と相互にメリットがあ

ると思えばそれぞれ独自の連携を促進している実績は高く評価される一方、研究のフォー

カスの甘さが指摘されていた。また、事業名が記載されている論文しか本研究交流事業に

より発表された論文としない、という方針では、結果的に論文がほとんどない、という状

況に陥っていることが反省点である。多くの研究者や若手のために世話をしながら、なか

なか研究成果が見える形で終結していない。残り、終盤の２年間をスタートするにあたっ

て、よく考え直して、来年、再来年には、十分な成果が現れる形となるよう努力したい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数    ３本 

 相手国参加研究者との共著  ０本 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２６年度 

研究課題名 （和文）老化遺伝子および寿命遺伝子に関する研究 

（英文）Research on the genes of aging and longevity 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）森 望・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Nozomu Mori, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Sang Chul PARK, Gachon University, Lee Gil YA Cancer and 

Diabetes Institute, Professor and Director 

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  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 

実績 (1/3)  (1/3) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 0/0   

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/8 0/0  2/8 

実績 0/0 （1/3）  0/0 (1/3) 

② 国内での交流      0人／人日 

日本側参加者数  

   16名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

   20名 （１３－２ 相手国韓国側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 当初、Dr. ES HWANGの研究室との試料運搬を含めての研究打合せを想

定していたが、当初 Dr. SC Parkの所属するガチョン大学の研究所で開

催する計画だった AACL の会合（S-1）を１１月に Dr. ES HWANG の所属

するソウル市立大学で開催することになったので、その折に研究打合せ

も消化できた。相互の研究の進展状況についてはほぼメール交信で行っ

た。Dr. SC PARK は一昨年、ソウル国立大学からガチョン大学のイギル

ヤ癌糖尿病研究所のトップとして異動したが、今年はさらにそこからサ

ムソンの大学に異動し、老化研究所を新設することになった。研究以外

の業務が多忙になり、直接連携する機会が減りはしたが、Dr. SC Park

の研究室の若手は Dr. ES HWANG との共同研究もあり、１１月の会合の

折に情報交換をすることができた。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 ソウル市立大学の Dr. ES HWANG の研究から細胞老化にはミトコンド

リアのエネルギーレベルと老化したミトコンドリアの排除機構が重要

との結果が出てきた。一方、森研究室では神経老化に関して、老化ミト

コンドリアを含む細胞内老廃物の除去機構が健全に遂行することが神

経保護へつながる結果が出ている。オートファジー（細胞自食）の機構、

特にその誘導のメカニズムを解析する中で、mTOR1 のシグナルの上流に

ある AKTのリン酸化レベルの変動がオートファジー誘導に密接に関わる

ことがわかってきた。細胞内老廃物の除去に関しては、オートファジー

と並行してユビキチンプロテアソーム系（UPS 系）も重要である。蛋白

質のアセチル化制御因子のひとつである HDAC6や Mdm20がそれに関わる

ことがわかりつつあり、細胞老化と神経老化について、それぞれの役割

を Dr. HWANGの研究室と連携して明らかにしてゆきたい。23年度は寿命

関連遺伝子として Shc系遺伝子の老化脳での発現等に関する論文をとり

まとめた。24年度は論文成果がないが、来年度にはとりまとめができる

と期待できる。 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２６年度 

研究課題名 （和文）神経老化および神経変性疾患におけるシグナル伝達変動 

（ 英 文 ） Signal Modifications in neuronal aging and 

neurodegeneration 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）森 望・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Nozomu Mori, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Yong-Sun KIM, Hallym University, School of Medicine, Ilsong 

Institute for Life Sciences, Professor and Institute Director 

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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/3  1/3 

実績 1/3  1/3 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/3   1/3 

実績 (2/6)  (2/6) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/3 1/3  2/6 

実績 (2/6) 1/3  1/3 (2/6) 

② 国内での交流      2/6  

日本側参加者数  

   14名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

   8名 （１３－２ 相手国韓国側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 連携先のハーリム大学の YS KIM教授と EK CHOI教授とは、６月に Osong

で開催された韓国老化学会での日韓合同シンポジウムの折に、相互の研

究の進捗状況について相談した。研究の一部を担当した大学院生とも会

って話すことができた。 

 当初の計画では、大学の期末試験等が終了し韓国が正月休みに入る２

月頃に合同セミナー（S-2）を開催してより詳細な議論をする予定だっ

たが、今年は YS KIM 教授が大変多忙で３月末までに他のメンバーと長

崎に来てセミナーをすることが、結局、叶わなくなった。そこで、以前、

神経老化ではなく、神経発達における SCG10およびその関連分子の機能

性について共同研究を行った同大学の JB PARK教授の研究室を森が３月

に初めて訪ねて、神経発生と回路形成における神経特異的分子群の役割

などについて議論した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 プリオン感染と SCG10の発現レベルに関しては必ずしも有意な変化と

しては捉えられないという結論になりつつある。ハーリム大学の YS KIM

教授の下で担当した学生も他の研究テーマに移ったという。ただし、感

染細胞での SCG10の染色像が対照と異なることも見えていたので、今後、

長崎大学のほうで形態学的な観察は続けていくことが望ましい。 

 ShcB 遺伝子欠損マウスの症状から小脳のプルキンエ細胞でのカルシ

ウムイオン放出の異常が明らかになりつつある。ShcBは従来、細胞質全

体に分布すると考えられていたが、この機能性から推察すると小胞体で

の濃度が高いのかもしれない。したがって、こちらについても長崎大学

側で細胞組織学的な観察をより詳しく進める必要がある。ShcBが小胞体

で機能するとした場合、カルシウムイオン制御に関して直接関わる分子

がまだ不明である。SERCA チャネルが有力視されるが、その是非を見極

める必要がある。培養神経細胞を使ってその点をさらに追究していく。 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２６年度 

研究課題名 （和文）個体老化における FOXO 転写因子の役割 

（英文）Role for FOXO transcription factors in the organismal aging 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）下川 功・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Isao Shimokawa, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Sang Chul PARK, Gachon University, Lee Gil YA Cancer and 

Diabetes Institute, Professor and Director 

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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 0/0   0/0 

② 国内での交流      ０人／人日 

日本側参加者数  

    ７名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

    ４名 （１３－２ 相手国韓国側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

Prof Sang-Chul PARKとの共同研究:FoxO3ノックアウトマウスを用い

た寿命、病理学的研究を行なった。FoxO1 とは異なり、FoxO3-KO マ

ウスでは、カロリー制限による寿命延長効果が消失したが、抗腫瘍効果

は保たれていた。FoxO3 の寿命、老化制御に関連するシグナルを同定す

るために、Sang-Chul PARK 教授と複数の組織における DNA アレイお

よび次世代シークエンシングによるトランスクリプトーム解析を計画

した。 

 

 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

FOXO３に関する新しい論文はまだないが、FoxO3-KO マウスにおける

カロリー制限の効果について、国際シンポジウムにおいて発表した

（Shimokawa I. Differential regulation of cancer and lifespan by dietary 

restriction through FoxO1 and FoxO3, International Symposium of Asian 

Association of Aging Research 2012 in Fukuoka, Aug 24-26, 2012）。 
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整理番号 R－４ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２６年度 

研究課題名 （和文）カロリー制限による抗老化機構に関する研究 

（英文）The Anti-aging mechanisms of calorie restriction 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）下川 功・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Isao Shimokawa, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Hae Young CHUNG, Pusan National University, College of 

Pharmacy, Aging Tissue Bank, 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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 0/0   0/0 

② 国内での交流      ０人／人日 

日本側参加者数  

    ６名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

    ２名 （１３－２ 相手国韓国側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

Pusan 大 CHUNG 教授との共同研究：カロリー制限の抗腫瘍効果に

おける Neuropeptide Y (Npy)の役割について、化学発癌モデル（肝臓

癌）を用いて検討を続けている。現在、実験群に発癌剤の投与が終了し

た。一方、肝臓における DNA アレイの結果を他の統計学的方法によっ

てさらに解析し、癌の抑制に化学物質の分解や代謝に関連する経路がカ

ロリー制限によって Npy 依存性に活性化していることを示唆した。平

成２５年２月１８日〜２０日、第３回長崎-プサン老化研究共同セミナー

を長崎にて行い、共同研究を含む老化研究の最近の知見について発表

し、討議、情報交換を行なった。 

 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

Npy ノックアウトマウスの老化や癌に関する研究結果を国際シンポジ

ウム、米国老化学会にて下川が CHUNG 教授と共同で発表した

（Keystone Symposia, Tokyo, Japan, Oct 222-27, 2012: The 65th 

Annual Meeting of Gerontological Society of America, San Diego, 

USA, Nov 14-18, 2012）。また、 原著論文を Chung 教授と連名で国際

雑誌に投稿している。 
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整理番号 R－５ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２６年度 

研究課題名 （和文）漢方（植物抽出分子）による神経保護と抗老化に関する研究 

（英文）Neuroprotection and anti-aging mechanisms by use of 

 phytochemicals 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）森 望・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Nozomu Mori, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Jung-Hee JANG, Keimyung University, School of Medicine, 

Associate 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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/4  1/4 

実績 （1/3）  （1/3） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/7   1/7 

実績 2/7  2/7 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/7 1/4  2/11 

実績 2/7 （1/3）  2/7 

(1/3) 

② 国内での交流      ０人／人日 

日本側参加者数  

    ７名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

    ６名 （１３－２ 相手国韓国側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 デグハーニー大学からケイミョン大学へ異動した JH JANG准教授が移

動先の大学で８月に神経変性と神経保護に関するシンポジウムを開催

するというので、その時期に併せて、森が JH JANGのいる薬理学研究部

を訪問し、教室員を含めて交流した。その折、以前、別の国際会議で同

席したことのあるソウル国立大学薬学部の YJ SURH教授に再会し、神経

保護等について議論を深めることができた。 

 JH JANG准教授と C LEE研究員が３月に長崎大学を１週間程度訪問し、

森研究室で初代培養神経細胞の長期培養系を使って、漢方抽出成分の神

経保護効果について比較検討する共同実験を行った。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 JH JANGの教室の Chan LEE研究員は昨年度、初めて長崎でラット胎児

の海馬からの初代培養系の技術を習って行ったが、ケイミョン大学では

２週間以上の培養がうまくできなかったという。今回もまた３月に来日

してより丁寧に技術習得をして帰った。長期培養系は細かいところに注

意しないとうまくできないことがあるが、今後はケイミョン大学でも同

様の培養が可能となり、より効率よく研究が進むようになると期待され

る。 

 今年度の共同研究では、アルツハイマー病の原因の一つとされるアミ

ロイドベータペプチドを培養神経細胞に添加して細胞死を誘導する系

に種々の化合物存在下での神経保護効果を比較検討した。昨年度の結果

をある程度確認できた他、新たに比較した化合物 G、K よりもルテオリ

ンが最も有効な保護効果を示した。今後は、韓国側で動物モデルでのル

テオリンの効果を確認していくことになる。 

 論文はまだないが、長崎での in vitro の結果と、ケイミョン大学で

の in vivoの結果を併せて、最終的な論文としてとりまとめる努力を続

ける。 
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８－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第５回 AACL シ

ンポジウム」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “5th Asian Aging Core for 

Longevity Symposium “ 

開催期間 平成２４年１１月２３日～１１月２５日（３日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

韓国 ソウル市  ソウル市立大学・自然科学講堂および国際ハウス

セミナー室（ガチョン大学イギルヤ癌糖尿病研究所の予定から変更

された） 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

森 望 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・教授 

 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

 

Dr. Eun Seong HWANG, University of Seoul, Professor 

 

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. 12/41 

B.  

C. 2/8 

 

韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 16/48 

 

合計 

<人／人日> 

A. 12/41 

B.  

C. 18/56 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 日韓の共同研究およびそれぞれの独自の老化に関係した研究プロ

ジェクトの進展と最新の成果について発表し、討議する。昨年度の

報告以降の研究進展の討議を主とする。（研究プロジェクトの進捗

を議論するために、毎年同様のセミナーの実施が必要である。） 

 今年度はソウル市立大学の ES HWANG 中心となって「代謝」と

「神経」に関するセッションを組んだ。老化組織における代謝変動、

メタボリックシンドローム予備群状態での分子機構、老化脳、神経

変性疾患についての研究成果の議論を行うことを目的とした。 

セミナーの成果 昨年度に引き続き、日韓相互の研究の進捗状況を把握し、今後のさ

らに有機的なまた発展的な協調関係を築くことができた。学術的に

は、両国の老化研究の最先端レベルでの討議がなされ、共同研究等

さらなる発展も期待できた。また、若手の参加を促すことで、将来

の老化研究を担う人材が育つことが期待される。 

 日本側は半分が前回のセミナーへの参加者、半分は新たに加わっ

た参加者で構成され、韓国側もほぼ同様であった。前回からの参加

者がリードする形で、新たな人々の交流を促し、日韓の間での新し

い連携の手助けができたといえる。今回、特に、韓国の若手ながら、

神経変性の「感染性」について、非常に独創的なアイデアで研究を

進めている Dr. Seung Jae LEE の講演には多くを学ぶことができ

た。 

セミナーの運営組織 当初の計画では、今年度は韓国側代表者である Dr. Sang Chul 

PARK が主催する予定だったが、ガチョン大学からサムソン大学へ

の異動が重なり、主催不能とのことで、ソウル市立大学の ES 

Hwang 教授が彼の所属する大学の会議室で実施した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

 

旅費               808,855 円 

韓国側 内容              金額 

 

旅費、会議費、滞在費等     2,000,000 円 



 21 

 

整理番号 S－２ 

セミナー名 日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「The 3rd Nagasaki-Pusan 

Joint Seminar on Aging Research」 

開催期間 平成２5 年 2 月 18 日～2 月 20 日（3 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

日本、長崎市、長崎大学医学部ポンペ会館 

（福岡の予定から変更） 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）下川 功・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文） Isao Shimokawa, Graduate School of Biomedical 

Sciences, Nagasaki 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) 

（英文） 

 

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.  

B.  

C. 10/30 

 

韓国 

<人／人日> 

A. 3/9 

B.  

C. 4/12 

 

合計 

<人／人日> 

A. 3/9 

B.  

C. 14/42 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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  両大学にて老化研究に関心を抱く大学院生および若手研究者へ、

最新の老化研究の重要トピックに関して（今年度は特にミトコンド

リアとカロリー制限を主体に）、集中講義形式で系統的な講義を行

う。また、若手研究者の研究について、英語でのプレゼンテーショ

ンを行い、若手同士、相互啓発的な議論を行う。長崎大学医学部の

臨床系講座からも老年病、地域高齢者医療に関係する研究に携わる

若手を招き、基礎臨床の連携を図る。 

セミナーの成果  若手研究者へ老化に関する最新の知識が伝えられ、老化研究への

関心を高めることができた。プサン大学の学生３名の参加があり、

長崎大学の学生と、研究の面白さと自分の発見について、自らの言

葉で説明し、議論する習慣を身につけさせることができた。研究推

進への自覚が高まったと期待できる。長崎大学医学部内での老化に

多少とも関連する基礎系と臨床系の各教室間の連携を高めるきっ

かけを作ることもできた。 

 今回のセミナーは長崎大学とプサン国立大学との学術交流協定

の更新に併せて実施したため、先方の大学の学長と薬学部長もセミ

ナーにも同席し、懇親の場も含めて穏やかな深い交流ができた。学

長からも、プサン国立大学と長崎大学の連携への心強い応援メッセ

ージもあり、来年はプサンで開催することが約束された。 

セミナーの運営組織 下川研究室が主催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

会場費、会議費         79,500 円 

旅費、滞在費等        105,000 円 

韓国側 内容              金額 

 

旅費             500,000 円 
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整理番号 S－３ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業第１回長崎大学－

ケイミョン大学合同ワークショップ 

（英文）Japan Society for the Promotion of Science “Asian CORE 

Program” Nagasaki University-keimyong University, 1st Joint 

Workshop in Nagasaki 

開催期間 平成２５年３月２３日 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、長崎大学医学部小会議室 

（英文）Japan, Nagasaki 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）森 望・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Nozomu Mori, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Nagasaki 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) 

（英文） 

 

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.  

B.  

C. 8/8 

 

韓国 

<人／人日> 

A. 2/7 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 2/7 

B.  

C. 8/8 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 長崎大学とケイミョン大学との合同ワークショップを長崎で開催

し、両大学の老化脳および神経変性疾患に関係する基礎研究の最新

の成果について発表し、討議する。共同研究の進捗状況を的確に把

握する機会ともする。 

（年度計画当初には、実は、これまで毎年継続的に実施してきた長

崎大学とハーリム大学との合同セミナーを実施する予定だった。し

かし、年度末ぎりぎりまで開催のための調整を続けたが、相手側代

表の Dr. YS KIM の都合がどうしてもつかず、今回はケイミョン大

学からの Dr. JH JANG らの来日に併せて、新しい二大学間の合同

セミナーとした。）） 

セミナーの成果 両大学間で進めている老化脳に関する共同研究の現状のとりまと

めができた。特に、神経の初代培養系での長期培養のノウハウを中

心に長崎大学の若手とケイミョン大学から来た Dr. Chan LEE と

の間で、非常に親密な交流をし、また研究上の細部の条件について

も丁寧に議論していた。共同研究に対するお互いのモチベーション

が高まったことは間違いない。 

セミナーの運営組織 長崎大学の森研究室を中心に組織する。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

会場費、会議費         0 円 

旅費、滞在費等         141,000 円 

韓国側 内容              金額 

 

旅費              100,000 円 
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整 理 番 号 Ｓ－4 

セ ミ ナ ー 名 
日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「日中韓三か国老化研究フ

ォーラム」 

開 催 期 間 平成２４年８月２４日～８月２６日（３日間） 

開 催 地 日本、福岡、ホテル福岡ガーデンパレス 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

下川功・長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

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. 16/47 

B.  

C.  

 

韓国 

<人／人日> 

A. 8/23 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 24/70 

B.  

C.  

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 日中韓３カ国の老化研究者を中心として、アジアにおける老化や関

連疾患のメカニズムに関する基礎研究と教育を発展させるために、

今回の国際シンポジウム（AAAR2012 in Fukuoka）を企画した。

ミトコンドリアの機能変化と制御に起因する細胞、個体の老化、こ

れらと関連する脳や関節、腎疾患の発症メカニズムに関する最新の

知見を発表、討議した。今回は、ミトコンドリアと老化の分子メカ

ニズム研究において国際的に研究をリードする台湾、ドイツからも

研究者を招待し、議論をさらに深めた。教授、主任研究員クラスの

口頭発表 28 題、大学院生、若手発表者ポスター発表、9 題を行っ

た。日韓の関係者は JSPS A-CORE プログラムで賄い、中国、台

湾、ドイツの関係者については他の費用で賄う形での共催とした。 

 

セミナーの成果 アジア３カ国ばかりではなく国際的な老化研究の最新の動向を知

り、各自の研究の発展につなげることができた。国際的共同研究の

可能性、すでに開始されている共同研究について、直接討議できた。

台湾の研究者の参加により、アジアの老化研究教育拠点の拡大の糸

口となった。大学院生、若手研究者にポスター発表の機会を与え、

一線の研究者との討議を通して、アジアの基礎老化研究者の育成に

貢献した。 

セミナーの運営組織 下川研究室が中心に組織した。台湾、中国の参加者の選考と連絡に

は森が協力した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

会場費、会議費         987,580 円 

旅費、滞在費等         80,000 円 

韓国側 内容              金額 

 

旅費              100,000 円 
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８－３ 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> 

韓国 

<人／人

日> 

 中国 

（第三国）

<人／人日

> 

オースト

リア 

（第三国） 

<人／人

日> 

台湾 

（第三国） 

<人／人

日> 

計 

<人／人

日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/9 1/7 1/8  5/24 

実績 3/11 2/12 1/12 1/4 7/39 

韓国 

<人／人日> 

実施計画       

実績 (2/64)     

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/9 1/7  1/8   5/24 

実績 (2/64) 3/11 2/12 1/12 1/4 7/39 

(2/64) 

② 国内での交流      1／2＜人／人日＞ 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

中国・西安

市・国際会議

場 

4/24-4/30 
遺伝子ゲノム国際会議における老化セ

ッションでの研究発表と情報収集 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

韓国・ソウ

ル・ソウル国

立大学他 

6/14-6/17 
韓国での老化研究状況の視察と高齢者

医療教育に関する情報収集 

長 崎 大 学 ・ 教

授・下川功 

韓国・ソウ

ル・ソウル国

立大学他 

6/14-6/17 
韓国での老化研究状況の視察と高齢者

医療教育に関する情報収集 

長崎大学・准教

授・大山恭司 

韓国・ソウ

ル・ソウル国

立大学他 

6/14-6/16 
韓国での老化研究状況の視察と情報収

集 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

オーストリ

ア・ブレゲン

ツ・メーレロ

ウ大学 

7/28-8/8 

第１１回国際神経老化シンポジウム出

席および欧州での老化研究状況の視察

と情報収集 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

日本・兵庫

県・神戸市 
1/12-1/13 

首都大学東京、相垣 敏郎先生と老化研

究に関する研究打合せ 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

台湾・国立陽

明大学 
3/10-3/13 

Prof.Ming-ji FANN と神経遺伝子発現に

関する研究打合せ 

長 崎 大 学 ・ 教

授・森望 

中国・瀋陽薬

科大学 
3/27-3/31 

神経老化と神経保護およびアジア老化

研究について研究打合せ 



 28 

９．平成２４年度研究交流実績総人数・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 

（第三国）

<人／人日

> 

オースト

リア 

（第三国） 

<人／人日

> 

台湾 

（第三国） 

<人／人日

> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  25/76 1/7 1/8 0/0 27/91 

実績 16/55 

(4/14) 

2/12 1/12 1/4 20/83 

(4/14) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 33/103 

(6/24) 

    33/103 

(6/24) 

実績 15/46 

(8/82) 

   15/46 

(8/82) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (8/24)     (8/24) 

実績 0/0    0/0 

 

<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 33/103 

(14/48) 

25/76 1/7 1/8 0/0 60/194 

(14/48) 

実績 15/46 

(8/82) 

16/55 

(4/14) 

2/12 1/12 1/4 35/129 

(12/96) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

 33／95 <人／人日> 19／55 <人／人日> 
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１０．平成２４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 2,121,225  

外国旅費 2,371,550  

謝金 52,100  

備品・消耗品購入費 3,273,522  

その他経費 953,603  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

0  

計 8,772,000  

委託手数料 877,000  

合  計 9,649,000  

 

１１．四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 175,922 4/18 

第２四半期 2,600,228 25/82 

第３四半期 1,702,741 12/41 

第４四半期 4,293,109 13/43 

計 8,772,000 54/184 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

韓国側 147,000,000[Won] 12,900,000 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。 


