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アジア研究教育拠点事業 
平成２６年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 長崎大学 
韓 国 拠 点 機 関: ハーリム大学 

 
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 
（  5  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、琉球大学 
 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）Hallym University 
      （和文）ハーリム大学 （別紙：理由書参照） 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Hallym University College of Medicine, 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/philosophy/contribution/18/index.html
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Ilsong Institute of Life Science 
Professor/Director, Yong-Sun KIM 

 協力機関：（英文）Seoul National University, University of Seoul, Pusan National 
University, Keimyung University 
（和文）ソウル国立大学（H24 より追加／H23 拠点機関）、ソウル市立大学

（H25 より追加）、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。 
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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 
 従来の交流より韓国側の４大学の関係者との間ではすでに十分な意思疎通を図り、その

うち３大学とは学術交流協定の締結も済んでいる。昨年度の報告書に記したように、都合

により当初の韓国側代表者であった Dr. Sang Chul PARK からハーリム大学の病院機構長

かつイルソン生命科学研究所長の Dr. Yong-Sun KIM に平成２５年度から韓国側代表者を

努めていただいている。代表変更後も、従来の共同研究５件、セミナー４件など、従来ど

おりの活動を維持できている。 
 研究者交流の主体は AACL シンポジウムとしている。初年度には韓国のチェジュ島、翌

年は１１月に長崎大学で、そして前回はソウル市立大学で開催したが、今回は京都大学名

誉教授の鍋島陽一先生（神戸先端医療センター長）と京都大学医学部の萩原正敏先生の協

力を得て、京都大学内の施設（しらん会館別館）を借りて秋に実施した。今年度は日本側

代表者の森が第３６回日本基礎老化学会を大会長として第２８回日本老年学会と合同で大

阪中之島にて開催したのに併せて、その会期中に日韓の老化研究者による合同シンポジウ

ムを開催した。これには韓国側から１０名を招聘した。ハーリム大学との合同シンポジウ

ムは、４名を招聘して３月に長崎で開催した。若手育成の面では、例年続けているプサン

国立大学と長崎大学との間でのワークショップを今年も２月にプサンで開催した。長崎大

学から２名の大学院生を同行させた。これ以外に、今年度は国際老年学会が韓国のソウル

の国際会議場で開催されたので、そこでの研究発表に４名を派遣した。全体を通じて、研

究も会合も大方予定していたものをすべて実施することができた。 
 
 平成２５年度の交流実績としては、以下のものがある。 
１．ソウルにて開催された第２０回国際老年学会（IAGG-2013）にて下川、大山、安田等

が研究発表を行った。メンバーの Dr. Sang Chul PARK と Dr.鍋島陽一が基調講演を行

った。韓国側メンバーの多くも一般口演を行っている。（６月２３〜２７日、ソウル

COEX 国際会議場）R1~5 に相当 
２．大阪にて開催された第３６回日本基礎老化学会において日韓合同シンポジウムを共同

開催した。これには韓国側から１０名の参加があった。（６月５日、大阪、中之島、大

阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール）S-4 に相当 
３．京都にて第６回 AACL (Asian Aging Core for Longevity)の会合を開催した。韓国側か

ら１２名を招聘した。また、これには中国の Cold Spring Harbor-Asia の Dr. Maoyen 
CHI と台湾の国立陽明大学の Prof. Ting-Fen TSAI を招待し、中国、台湾との連携に

資するよう努力した。（１０月３１日〜１１月２日、京都大学しらん会館別館）S-1 に

相当 
４．プサンにて第４回目の長崎大学とプサン国立大学との間での合同ワークショップを開

催した。森、下川等日本から８名の口頭発表と大学院生２名のポスター発表を行った。

プサン大学側からは５名が発表し、Dr. Hae Young CHUNG が全体をとりまとめた。 
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５．（２月２１日、プサン市内のシークラウドホテル）S-2 に相当 
６．長崎にて第５回目の長崎大学とハーリム大学との合同シンポジウムを開催した。ハー

リム大学から４名を招聘した。（３月８日、長崎市内グラバー園、旧スチイル記念学校）

S-3 に相当 
７．ケイミョン大学との共同研究の打合せを実施した（１２月、デグ市）R-5 に相当 
８．ケイミョン大学とキョンボック大学から３名が長崎大学に来て共同研究を実施した

（２月、長崎大学）R-5 に相当 
 
 平成２５年度の研究成果としての論文は７報。そのうち２報に Asian CORE Program に

よるとの謝辞を入れている。 
 
７．平成２６年度研究交流目標 
＜研究協力体制の構築＞ 
韓国側代表者をハーリム大学の Dr. Yong-Sun KIM とし、それ以外の協力機関としてソウ

ル国立大学の Dr. Mook-Jung INHEE、ソウル市立大学の Eun Seong HWANG、ケイミョ

ン大学の Dung-Hee JANG、プサン国立大学の Hae Young CHUNG らとの協力関係は従来

どおりである。これまでどおり、この５大学（ソウル国立大学、ソウル市立大学、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。韓国以外では、中国の国際会議施設である CSH-Asia や台湾の国立陽明大

学との共同研究を実質的に開始している。ただし、これらの関係はまだ第三国派遣として

措置している。また、現在進めている老化の分野での日韓連携に中国を加えた形での統括

組織として AAAR (Association of Asian Aging Research)を発足しており、今年度は中国で

の開催を予定している。これについても第三国への派遣として処置している。 
＜学術的観点＞ 
 学術的観点の目標は、昨年度までと同様、(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、若手人材育成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
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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。 
 セミナーに関しても基本的には昨年度と同様、以下の４件を予定している。 
S−１）日韓の関連研究者全体による AACL シンポジウム（１０月、ソウルの予定） 
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（２月、長崎の予定） 
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（３月、ソウル近郊

の予定） 
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。 
 昨年度は日本側代表者である森が大阪で第３６回日本基礎老化学会の大会長を務めた折

に併催の形で日韓老化研究合同シンポジウムを S−４として開催した。これと同様に、今年

度は、９月に奈良で開催予定の日本神経化学会のサテライトシンポジウムの形で、神経老

化に関する日韓シンポジウムを開催できるよう準備を進めている。これを、 
S−４）日韓老化研究合同シンポジウム（奈良市にて、第５７回日本神経化学会の前後での

開催） 
とする。これは９月２９日〜１０月１日の大会期間の前後で開催予定として準備を進める。 
 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この９月末の奈良での

S-4 か、あるいは１０月のソウルでの S-1 開催時に実施する予定とする。 
 また、一昨年８月に中国を含めた日中韓三か国老化シンポジウムを福岡にて開催し、昨

年は１１月にソウルにて同様の会議が開催された（森は欠席、下川は出席）が、今年は中

国広州での開催が予定されている。ただし、まだ、最終的な場所と日時は未定の状況であ

る。これについては主催、併催とはならないので、第三国への研究者派遣の形で研究成果

発表と情報収集に努める。これらの活動を通じて、日韓連携からさらに広げた日中韓での

老化研究交流が期待できる。 
 
＜若手研究者育成＞ 
 例年プサン国立大学と行っているウィンタースクールは、若手啓発という意味では大き

な成果がある。今年度も、若い研究者が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する。今回は長崎での開催とな

る。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。 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
 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。開催形式は以前実施した形をベースに実施するよう計画する。 
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８．平成２６年度研究交流計画状況 

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）Eun Seong HWANG, University of Seoul, Department of 
Biology, Professor  

  

参加者数 

  

日本側参加者数          16名 

韓国側参加者数          20名 

２６年度の研究

交流活動計画 

老化関連遺伝子、寿命関連遺伝子のサーチから、哺乳動物の寿命制御の

メインルートとサブルートを整理してきている。老化・寿命制御関連遺

伝子の中で特に、蛋白質の老廃物制御に関わる遺伝子群に着目し、神経

老化における凝集物形成が老化細胞で高まる傾向が確認できた。凝集老

廃物の除去には主にオートファジー系が活用される。これまでの研究か

らMdm20がAKTのリン酸化レベルを変えることで凝集制御に関わるこ

とがわかった。今後、Nat5 によるアセチル化変動の有無を検討してゆく。

韓国側では引き続き細胞老化におけるミトコンドリア動態とオートファ

ジーの解析を進め、研究結果について合同セミナー等の機会に議論する。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

神経老化における細胞内老廃物制御への寿命関連遺伝子の関与の一端を

解明できると期待されるとともに、老化制御に関して新たなシグナル経

路を見出す可能性が開ける。特に、AKT から mTORC シグナル系の制御

が重要と考えられ、mTROC1 と mTORC2 の活性変動の分別がカギとな

ると思われる。 
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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 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          14名 

韓国側参加者数           8名 

２６年度の研究

交流活動計画 

両研究室の共通の関心事である老化脳における神経変性の分子機構に関

連して polyQ 凝集への Mdm20 の関与が認められた。また、老化脳あるい

は老化神経での機能低下の原因のひとつとしてカルシウム動態の悪化が

見られるが、それが ShcBによるとは考えにくい結果となった。しかし、

ShcB 自身は小胞体からのカルシウムイオンの放出制御に明確な役割をも

つことがわかってきた。今後、ShcBと SERCAチャネルの結合性あるいは

機能的連関を検討する。神経老化、特に酸化ストレス防御における TGFβ

の役割についてはある程度明確になってきたので論文のとりまとめを急

ぐ。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

これまでの研究から初代培養神経細胞では Mdm20が polyQ凝集形成を制

御することが明らかになった。その分子機構として Aktから mTORC系の

リン酸化を介して、オートファジーを誘導することで異物処理が加速す

ると考えられる。今年度は下流のシグナル系、特に mTOR関連分子の特に

Rapter と Ricterの活性状況の検討を進める。Mdm20は脳，特に神経細胞

での発現が高いことからも Mdm20は神経老化、神経変性疾患に関わる可

能性がある。また、ShcB欠損マウスでの脳病態解析は継続。老化脳にお

ける機能低下、凝集蓄積の分子機構の一端が明らかになると期待される。 
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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）Jae Yong LEE and Jae Bong PARK, Hallym University 
College of Medicine, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          7名 

韓国側参加者数          4名 

２６年度の研究

交流活動計画 

長崎（下川研究室）で FoxO1は癌の抑制、FoxO3は寿命の制御に関連して

いることを明らかにしてきている。FoxO1および FoxO3によって異なる標

的遺伝子の解析を次世代シークエンサーを用いて行なう。この研究を継

続し、ある程度、候補遺伝子群の特定を急ぐ。韓国側（Jae Yong LEE 研

究室）では、下川研究室で同定された FoxO標的遺伝子の機能性を in vitro

系で解析する。また、Jae Bong PARK研究室では Ras等のシグナル経路の

細胞の癌化あるいは寿命制御への関与を検討する。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

In vivo で同定された FoxO1、FoxO3の標的遺伝子の in vitroにおける機

能解析によって、ほ乳類の癌と老化制御に関連する遺伝子セットを推定

できる可能性がある。これは、FoxO1および FoxO3を活性化する物質の開

発に繋がる。下川研究室ではすでに FoxO1の制御を指標にした低分子性

の活性制御分子のスクリーニング系を立ち上げているので、研究が順調

に進めば、癌化や寿命の制御薬物の候補が選別できると期待される。 
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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 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          6名 

韓国側参加者数          2名 

２６年度の研究

交流活動計画 

長崎（下川研究室）とプサン（Hae-Young CHUNG研究室）合同でカロリー

制限効果を模倣する化合物の探索を進める。下川研究室では

Neuropeptide Y (Npy)関連カロリー制限活性化シグナルを解析し、HY 

Chung研究室において、Npy活性化物質を探索している。下川研究室から

早稲田大学へ異動した Dr. Chibaとの連携も強化しつつこの研究は継続

し、できるだけ早く候補分子を選別したい。昨年度に引き続き長崎（森

研究室）とプサン（JW LEE研究室）合同で N-Shc欠損マウスでの神経保

護について検討する。また、N-Shc欠損マウスの組織を Hae-Young CHUNG

に送り遺伝子発現解析を進める。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

Npy活性化シグナルの解析によって、Npy下流のシグナル分子が明らかに

されれば、Npyそのものだけではなく、その下流分子を活性化する物質を

カロリー制限模倣薬として用いることができる。個体老化や脳老化の制

御分子の研究を通じて、老化制御への理解が深まる。また、将来的には

アンチエイジングを意図した化合物開発も期待できる。この大きな目標

への一歩として、昨年度はマウスでのカロリー制限による寿命延長に Npy

が寄与するということだけでなく癌化抑制にも有効であることを論文と

して公表できた（Chiba et at., Sci. Rep. 2014）。しかし、カロリー制

限下での低エネルギー状態への適応現象については Npyの効果は必ずし

も高くない。これらの結果を踏まえて、Npyの下流シグナル系での老化制

御分子の探索がなお期待されるところである。 
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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 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          7名 

韓国側参加者数          6名 

２６年度の研究

交流活動計画 

ケイミョン大学の J. H. JANG准教授がもつ漢方抽出化合物の神経保護効

果をアルツハイマー病モデル動物と初代培養神経細胞で比較解析を進め

ている。ルテオリンによる神経保護効果が明確になっており、その仕組

みを理解する目的で Shc や Erk 系などのシグナル系の変動解析を進めた

がどうも明確でない。他の経路の探索も進める。インビボ効果は韓国で

インビトロ効果については長崎で研究を進めている。J. H. JANG あるい

はその教室の研究員が長崎大学の森研究室にて培養神経細胞を使ったス

クリーニングを進める。また、森研究室での細胞維持が難しくなってき

ているので、同様の長期培養系を韓国側で維持するよう依頼し、進めて

いる。最終年度となるので、論文のとりまとめを急ぐ。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

アルツハイマーモデルでは EGCGの効果がある程度明確になり、また EGCG

が寿命関連遺伝子である SIRT1を誘導することもわかってきた。また、

老化神経の活性化物質の候補について Rg3やルテオリンなどある程度の

絞り込みができた。ただし、まだ in vivoと in vitroでの知見の一致が

必ずしも確認できていない。それをクリアできれば、それを元に神経保

護に有効な漢方抽出化合物を特定することが期待できる。 
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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６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２６年１０月２４日～１０月２６日（３日間）（予定） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ソウル、韓国 
（英文）Seoul, Korea 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

（英文） 
Mook-Jung INHEE, Seoul National University, Professor 

 
参加者数 

 
派遣

先 
  

セミナー開催国 

( 韓国 ) 派遣

元 
   

日本 

＜人/人日＞ 

A  15/45 

B 0    

韓国 

＜人/人日＞ 

A  20/60 

B 20    

合計 

＜人/人日＞ 

A 35/105 

B 20   

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
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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。） 
今年度は最終年度となるので、これまでのほぼ５年間の研究を総

括する形での発表を依頼する。 

期待される成果 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る。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が期待できる。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。また、

最終年度であるので、これまでのほぼ５年分の研究全体を振り返

ることで、ある程度まとまった情報量となると思われる。そのう

ち有意義な部分については総説や書籍の出版まで持ち込めると幸

いである。 

セミナーの運営組織 今年度は韓国のソウル国立大学医学部の生命科学研究科長を務め

ている Mook-Jung INHEE が全体をとりまとめる。森が日本側の

メンバーをとりまとめる。会議運営は Mook-Jung INHEE の研究

室全体が中心になると思われる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
外国旅費                           2,000,000 円 
                 合計 2,000,000 円 

韓国側 内容              金額 
旅費、会議費 、滞在費         1,500,000 円 
                 合計 1,500,000 円 
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整理番号 S－２ 
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「AACLウィンター

スクール in 長崎」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “Asian Aging Core for 
Longevity, Winter School in Nagasaki “ 

開催期間 平成２７年２月２０日～２月２２日（３日間を予定） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、長崎市 （開催場所は長崎大学または近郊を予定） 
（英文）Nagasaki, Japan 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

（英文） 

 
参加者数 

 
派遣

先 
  

セミナー開催国 

( 日本 ) 派遣

元 
   

日本 

＜人/人日＞ 

A 10/30 

B 10   

韓国 

＜人/人日＞ 

A 10/30 

B 0   

合計 

＜人/人日＞ 

A 20/60 

B 10   

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
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セミナー開催の目的 プサン国立大学と長崎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

年度は特に細胞のストレス応答とシグナル伝達を主体に）、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。 

期待される成果 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

関心が高まると期待される。若手同士、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

ることにより、研究実施への自覚が高まると期待できる。また、

森研究室と LEE 研究室、下川研究室と CHUNG 研究室との共同

研究の進捗状況についても細かい議論ができ、とりまとめへ向け

た実質的な将来計画が可能となる。最終年度となるので、長崎大

学とプサン国立大学の大学院生や若手研究者の研究が論文という

形でまとまるよう努力するが、一方で STAP 論文での疑義に表象

されるように、若い未熟な研究者の「科学倫理」をしっかりと身

につけさせる必要も痛感している。競争の中での圧力と科学的誠

実さ等についても合宿の夜の時間にじっくりと議論し、真摯な研

究者として育ってくれるようプログラムを工夫する。 

セミナーの運営組織 森研究室を中心として長崎大学側で組織する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
会場費、会議費             70,000 円 
国内旅費                650,000 円 
                              合計   720,000 円 

韓国側 内容              金額 
旅費                      500,000 円 
               合計   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６回長崎大学

－ハーリム大学合同シンポジウム」 
（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program “Nagasaki 
University-Hallym University, 6th Joint Symposium in Nagasaki “ 

開催期間 平成２７年２月６日～２月８日（３日間を予定） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ソウル、韓国（開催場所はハーリム大学または近郊を予定） 
（英文）Seoul, 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 
(※日本以外での開催の場合) 

（英文）Yong-Sun KIM, Hallym University College of Medicine, 
Ilsong Institute of Life Science, Professor/Director 

 
参加者数 

 
派遣

先 
  

セミナー開催国 

( 韓国 ) 派遣

元 
   

日本 

＜人/人日＞ 

A 6/18 

B 0   

韓国 

＜人/人日＞ 

A 12/36 

B 20   

合計 

＜人/人日＞ 

A 18/54 

B 20   

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
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セミナー開催の目的 長崎大学とハーリム大学との合同シンポジウムを今年度はハーリ

ム大学側で開催し、両大学の老化脳および神経変性疾患に関係す

る基礎及び臨床部門の最新の研究成果について発表し、討議する。

主要テーマはまだ限定していないが、秋ころには Prof. YS KIM ら

と協議して最終年度にふさわしい充実した会合となるよう努め

る。 

期待される成果 両大学の脳神経関係の老化関連研究の状況を理解し、今後の共同

研究の方向性を議論できる。現状のとりまとめができると同時に、

新しい視点からの啓発的な議論から新たな方向性が生み出される

可能性も期待できる。最終年度であるので、このハーリム大学と

の老化脳およびアルツハイマー病やプリオン病などの神経変性疾

患についての議論をベースに現状での問題点や将来の研究方向性

を思慮した総説やプロシーディングなどの出版物として刊行する

など、議論の成果を見える形で整理することを心がけたい。 

セミナーの運営組織 今回はハーリム大学側での開催となるので、Ilson 生命科学研究所

の Yong-Sun KIM 研究室を中心に組織する。日本側からの派遣メ

ンバーについては森が中心となりとりまとめる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
外国旅費                500,000 円 
              合計   500,000 円 

韓国側 内容              金額 
会場費、会議費               70,000 円 
旅費、滞在費等                600,000 円 
              合計   670,000 円 
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整理番号 S－４ 
セミナー名 （和文）日韓老化研究合同シンポジウム 

  （第５７回日本神経化学会の前後にサテライト形式で併催） 
（英文）Japan-Korea Joint Symposium on Aging 

開催期間 平成２６年９月２６日～９月２８日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、奈良（開催場所は、けいはんなプラザまたは近郊） 
（英文）Nara, Japan 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

（英文） 

 
参加者数 

 
派遣

先 
  

セミナー開催国 

( 日本 ) 派遣

元 
   

日本 

＜人/人日＞ 

A 10/30 

B 80   

韓国 

＜人/人日＞ 

A 10/30  

B 0   

合計 

＜人/人日＞ 

A 20/60 

B 80   

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
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セミナー開催の目的 日本神経化学会が奈良で開催されるのに併せて、これまでの JSPS
支援による日韓の老化研究連携、特に脳神経系での老化研究のこ

れまでの成果をメンバー以外の研究者たちにも理解していただく

目的で、学会と併催の形で日韓合同シンポジウムを開催する。 

期待される成果 これまでの長崎大学と韓国の各大学との連携で進んできた共同研

究とそれ以外の神経老化研究に関する啓発的な議論を、メンバー

以外の国内の老化研究者全体にも公開することで、将来へ向けた

より大きな体制での連携、あるいは、別の方向へ焦点をしぼった

新たな展開がみえてくる可能性がある。今回は日本神経化学会の

時期に連動しての日韓老化研究会議を計画しているが、昨年は日

本基礎老化学会の中での併催の形をとった。いずれにせよ、韓国

の拠点機関や連携機関以外の大学研究所からの参加者も多い。最

終年度であるので、これまでの参加者全体の現状と今後を俯瞰す

るような形でのプロシーディングの発行をめざす。 

セミナーの運営組織 森研究室が中心となって運営する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
会場費、会議費               500,000 円 
旅費、滞在費等                1,000,000 円 
              合計   1,500,000 円 

韓国側 内容              金額 
旅費                    800,000 円 
              合計   800,000 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） 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機

関） 

派遣時期 用務・目的等 

長崎大学・教

授・森望 
韓国・チェジ

ュ ６月中旬 韓国老化学会において研究発表および

情報収集 

長崎大学・助

教・安田邦彦 
韓国・チェジ

ュ ６月中旬 韓国老化学会において研究発表および

情報収集 

長崎大学・教

授・森望 

イタリア・リ

ミニ・老化分

野における次

世代リーダー

育成 

６月上旬 
イタリアでの老年科学領域での先端研

究をめざす次世代リーダーを育成する

研究会議で研究発表および情報収集 

長崎大学・教

授・森望 

中国・東芫大

学医学部・広

州医科大学 
11 月頃 第 4 回 AAAR へ出席・研究発表 

長崎大学・教

授・下川功 

中国・東芫大

学医学部・広

州医科大学 
11 月頃 第 4 回 AAAR へ出席・研究発表 

先端医療セン

ター・センタ

ー長・鍋島陽

一 

日 本 ・ 長 崎

市・長崎大学

医学部 
１２月頃 研究打合せ及び研究推進 

分子イメージ

ン グ セ ン タ

ー・センター

長・渡辺恭良 

日 本 ・ 長 崎

市・長崎大学

医学部 
１２月頃 研究打合せ及び研究推進 

東京都健康長

寿医療センタ

ー ・ 研 究 所

長・丸山直記 

日 本 ・ 長 崎

市・長崎大学

医学部 
１２月頃 研究打合せ及び研究推進 

順天堂大学・

教授・後藤佐

多良 

日 本 ・ 長 崎

市・長崎大学

医学部 
１２月頃 研究打合せ及び研究推進 

長崎大学・教

授・森望 
台湾・国立陽

明大学 
２月頃 

台湾の国立陽明大学の Dr. Ting-Fen 
TSAI, Dr. Ming-Ji FANN らと研究打合

せ 

長崎大学・教

授・下川功 
台湾・国立陽

明大学 
２月頃 

台湾の国立陽明大学の Dr. Ting-Fen 
TSAI, Dr. Ming-Ji FANN らと研究打合

せ 
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８－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 

 中間評価においては、「本課題は、。。（中略）。。各参加国からの研究者による独自の研

究と共同研究の両方の研究形態により、老化・寿命制御遺伝子、神経老化・変性疾患に

関するシグナル等、重要なトピックからなる研究が精力的に実施されてきているものと

評価」された一方、「長期と短期に何を設定し、何を達成するかを明確にして、質の高

い研究成果産出を狙い、当該研究領域の scientific な求心力を求めたい」と指摘され

た。今年度は最終年度であるので、無論、R1〜R5 の共同研究について、しっかりとし

た形での論文発表成果が問われていることはいうまでもない。研究員一同、気を引き締

めて見える形での成果のとりまとめを急ぐこととする。具体的には、原著論文の投稿、

日韓の共同研究という形での共著の投稿、さらにできればこの５年間の研究成果を総括

するような書籍出版まで努力したいと考えている。 

 また、中間評価では「長崎大学では森教授と下川教授のリーダーシップに任せている

ようにもみえる。他の研究教育者が参加することで、研究の幅が広がることが期待でき

る。老化制御研究と地域老年医療教育拠点の構築をさらに前進させるには、臨床系の研

究教育者に積極的に本事業に参加してほしい」をも指摘された。これまでのセミナーで，

特に韓国のハーリム大学との合同シンポジウムでは適時、長崎大学の病院から、精神科、

脳神経外科、第一外科、形成外科等の臨床の教授にも参加していただいたし、また離島

医療担当の教授にも参加していただいた AACL シンポジウムもあった。しかし、その後

の実情ではそれぞれの従来の研究に多忙という様子で、なかなか「老化」連携に積極的

にはなっていただけずにいる。ただし、現在、学内での重点化事業の見直しもある状況

なので、基礎と臨床の新たな連携構築を努力していきたい。 

 さらに、中間評価では今後の事業継続と拡大を期待する言葉をいただいており、「長

崎大学はもちろんのこと、日本学術振興会にも積極的に経費支給期間終了後もサポート

できる体制を構築してほしい」と期待されている。その期待に応えられるよう、老化と

いうなかなか困難な分野でありながらも、できるだけ質の高い論文という形での学術的

成果を年度内に明確にするよう努力したい。 
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９．平成２６年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

（第三国） 

台湾 

<人／人日> 

（第三国） 

中国 

<人／人日> 

（第三国） 

イタリア 

人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 
 

19/68 

 

2/6 

 

4/16 1/12 

 

26/102 

 

韓国 

<人／人日> 

37/121 

(4/16) 
 

 

 

  

 

37/121 

(4/16) 

 

<人／人日> 
   

 
  

 

<人／人日> 
   

 
  

合計 

<人／人日> 

37/121 

(4/16) 

19/68 

 

2/6 

 

4/16 1/12 

 

63/223 

(4/16) 

 

 

※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。） 

※相手国マッチングファンドなど、本事業経費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。 

 

９－２ 国内での交流計画 

55／160  <人／人日> 
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１０．平成２６年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1915,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3850,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

3400,000  

その他経費 610,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

0  

計 9,775,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 977,500 
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。 

合  計 10,752,500  
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