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平成２４年度 アジア研究教育拠点事業  

中間評価資料（進捗状況報告書）  

 
１．概要 

研究交流課題名 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 

日本側拠点機関名 長崎大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
大学院・医歯薬学総合研究科・教授・森 望 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

韓国 
ガチョン大学 リーギルヤ癌糖尿病研究所・所長／ 

教授・Sang Chul Park 
 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

 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（相手国側のコーディネーターである Dr. Sang Chul Park の前任

地／平成２３年からガチョン大学に異動したが、申請時はソウル国立大学の老化研究所の所長だった）

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とクリニカルクラークシップ（高次臨床実習））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、サマースクールまたはウィンタースクール形式で、

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。 
 

【ＨＰ公開資料】 
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○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2カ年分の計画について、 

□十分に達成された 

■概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 老化研究に関する日韓の研究討議の場としての AACL会議、ハーリム大学との合同シンポジウム、プサ

ン国立大学との合同セミナーは開催時期の変動はあったが、すべて予定どおり実施した。一昨年の済州

島での会議、昨年の長崎での会議は当初想定したメンバー以外にも日本と韓国で老化研究あるいはその

関連研究を第一線で推進している研究者を含めて開催することができ、想定以上の効果をあげたと考え

られる。研究面では、下川研究室を中心としたカロリー制限による長寿化の分子機構について、また森

研究室を中心とした老化脳に関する研究について、それぞれ専門領域で権威ある雑誌に学術論文として

公表している。ただし、一部初期の手違いにより、JSPS の本課題への謝辞記載がされなかったものがあ

り、その点、見た目にはこのプロジェクトの研究成果が少ないように受け取られる懸念がありはするが、

実質的には研究面でも十二分に重要な成果が得られている。特に、老化脳における機能低下、それを小

脳のプルキンエ細胞のシナプスでの可塑性低下として把握し、その原因が確かに酸化ストレスによるこ

とを証明した。その酸化ストレスは一酸化窒素（NO）に誘導される小脳での機能分子のシステイン残基

への S-ニトロシル化を阻害することをつきとめ、老化脳関係の専門誌に公表した研究成果（Kakizawa et 

al., Neurobiol. Aging 33, 535-545 (2012)）は非常に重要である。その後、その機能分子はプルキン

エ細胞の小胞体膜上にあるリアノジン受容体 RyR1であり NOで修飾される機能部位は 3635番目のシステ

インであることをもつきとめている（Kakizawa et al., EMBO J., 31, 417-428 (2012)）。 

 本事業は日本と韓国の老化研究を強化し、それに参画する若手研究者や学生を鼓舞し、両国間での学

生、研究者交流を進めることを目的としてきたが、当初の計画段階から東アジアの大国である中国も視

野に入れて、そことの交流も模索してきた。幸い、昨年から日中韓三か国の老化研究会議（Kaeberlein et 

al., Mech. Ageing Dev. 132, 348-352 (2011)）も開始することができ、長崎大学の森と下川が日本側

のとりまとめの中心となるように動いている。このことからも、東アジアにおける老化研究教育拠点を

長崎大学に設置する方向での努力は継続しており、当初の設定目標は十分に達成している。 

 
３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

（１）これまで（平成 24年 3月末まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の

形態ごとに、交流人数・交流相手国・概要を記入してください。 

○共同研究  

延べ派遣人数人日数：  2人  4人日  

延べ受入人数人日数：  4人 18人日 

 交流相手国：  韓国                                  

 【概要】 

 共同研究については森、下川と韓国の各大学との間での連携を中心に発展させてきた。基本的には、

韓国の５カ所の大学との個別のプロジェクトが進行している。その概要について以下に記載する。 
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１）ソウル国立大学／ガチョン大学との共同研究（R−１） 

１-１）Prof Sang-Chul Park: 目的：加齢にともなう筋萎縮（Sarcopenia）のメカニズムにおける転写

因子 FoxO1 や p53 の役割を検討する。進捗状況：定常状態の p53 発現レベルは低値であったため、老化

研究モデル（FoxO1-KO マウス）に酸化ストレスを加えたあとの心臓において p53 を計測した。ウエスタ

ンブロットの定量性を確立するため、β ミオシンの除去等の技術的な改良を行った。現在、p53 の発現

レベルを計測中である。 

１-２）Prof Kyu-Won Kim: 目的：加齢にともなう腫瘍疾患の増加における Arrest Defective 1 (ARD1)

蛋白質の役割を検証する。進捗状況：凍結保存された肝臓、心臓、白色脂肪などの組織において、ARD1-mRNA

の発現を定量したが、有意な結果は得られず、現在、他の実験モデルを検索中である。  

２）ハーリム大学との共同研究（R−２） 

２-１）Prof. Yong-Sun Kim: 目的；プリオン感染動物（マウス）脳での SCG10の発現を比較検討する。

進捗状況：感染動物で全体としては発現が低下した。しかし、グリア様の細胞では異様に発現が増加す

る現象が捉えられていたが、それも確認できた。RNAレベルでも確認した。現在はプリオン感染細胞での

SCG10および関連遺伝子の発現変動を調べている。 

２-２）Prof. Eun Kyong Choi: 目的；ShcB遺伝子欠損マウスにおける脳内でのカルシウムイオン代謝の

変動の可能性を検討する。進捗状況：小胞体内でのカルシウム流入に関わるイオンチャネル、ポンプの

発現状況を比較検討するとともに、ShcB との機能連関について研究を進めている。 

２-２）Prof. Jae-Bong Park: 目的；神経突起伸展における ARAP3の関与について検討する。進捗状況：

PC12 細胞における FGFおよび NGFによる突起伸展への効果については検証し論文公表した（Jeon CY et 

al., 2010）。現在、海馬からの初代培養神経での BDNF効果について ARAP3の関与を検討している。 

２-４）Prof. Jae-Young Lee: 目的；カロリー制限の抗老化作用における DNA 修復系の役割と FoxO1 の

役割を明らかにする。進捗状況：DNA 傷害を誘導した組織を Lee教授の研究室に送り、DNA修復酵素活性

を測定している。 

３）ソウル国立大学、ソウル大学等との共同研究（R−３） 

３-１）ソウル（市立）大学: Prof. Eun-seoung Hwang: 目的：カロリー制限による抗老化メカニズムの

ひとつとして、ミトコンドリア呼吸鎖複合体 IVのサブユニット 6B1 (COX6B1)の役割を明らかにする。進

捗状況：長崎において、COX6B1 過剰発現細胞を樹立し、ATP 産生能や酸化ストレス応答を解析し、期待

された結果を得た。また、ストレス応答分子として転写因子 Nrf2が関与することを明らかにした。現在、

長崎において COX6B1の過剰発現マウスのコロニーを形成しつつある。ES Hwangの研究室では、同じプラ

スミドを用いて、細胞老化モデルにおいて in vitroでその役割を解析中である。 

４）プサン国立大学との共同研究（R−４） 

４-１）Hae-Young Chung教授：目的：カロリー制限の抗腫瘍効果における neuropeptide Y関連シグナル

を明らかにする。進捗状況：肝臓における DNA アレイ解析を長崎で行った。発現データの解析

（Bioinformatics）を Chung 教授のグループが担当した。これによって、肝臓の腫瘍抑制にかかわるシ

グナル分子の発現に Npy が必要であることが示唆された。現在、化学発癌モデルを用いて、カロリー制

限の抗腫瘍効果における Npyの役割を検証するとともに、関連シグナルを解析中である。 

４-２）Jaewon Lee准教授：目的：パーキンソン病モデル病態における神経保護効果への N-Shcの関与を

探る。進捗状況：長崎の森研究室で維持している N-Shc 遺伝子欠損マウスを使ってプサン大学の Lee 研

究室のもつ手技で神経生存への N-Shc の関与を調べる研究を計画し、準備を進めている。 
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５）ケイミョン大学との共同研究（R−５） 

５-１）Jung-Hee Jang 准教授：目的：培養神経細胞による韓国漢方抽出物からの神経保護物質の同定お

よび新規神経保護薬の開発。進捗状況：昨年度末の３月に Dr. Jung Hee Jangと Dr. Chan Leeが長崎に

１週間滞在してこちらの初代培養神経の手法を学ぶとともに、漢方抽出物質の神経保護効果のスクリー

ニング実験を行った。今後、ケイミョン大学に戻って、我々の研究室と同等の神経培養が可能になると

期待できる。現在、ルテオリンの神経保護効果を中心に確認実験を進めている。 

  なお、以上の共同研究とは別に、それぞれの研究室で独自の老化研究も進行している。 

 

○セミナー  

延べ開催回数：  7回、 延べ派遣人数人日数： 36人 100人日  

延べ受入人数人日数： 27人 64人日 

  交流相手国：   韓国                                 

 

 
 

 

 
１） ソウル国立大学での老化研究シンポジウム  

 初年度（平成２２年）５月に Prof. Sang Chul Park が中心となって日韓および香港、米国の研究者

を交えた「The Cutting Edge Science in Aging」と題する老化研究の最先端を議論するシンポジウムが

開催された。たった１日の研究会だったが、米国ワシントン大学から Matt Kaeberlein と Brian 
Kennedy、アルバートアインシュタイン大学から Yousin Suh、香港大学から Zhongjun Zhou、日本（長

崎）から森と下川、そして、ソウル国立大学から Jin Ho Chung と Sang Chul Park が研究発表を行っ

た。これを契機に平成２３年には Zhongjun Zhou が中心となって香港あるいは中国で、中国の老化

研究者も含めてアジアの老化研究を論ずる場を設けることとなった。（本事業以外の経費からの支出
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により実施したが、本事業をスタートするにあたり関連性の高いテーマを扱っており、相手国マッ

チングファンド主催によるセミナーであるため付記した。） 
２） 第３回 AACL シンポジウム（Asian Aging 2010-Jeju） 

 第１回（伊王島）、第２回（ハウステンボス）と長崎県で開催してきたアジアの老化研究集会 AACL
の第３回目の会合が Sang Chul Park, Eun Seong Hwang, In Kwon Chung が中心となって韓国のチェジ

ュ島で平成２２年の８月末に開催された。５つのシンポジウムセッション、若手を中心とした２つ

のコロキウムセッション、それとポスターセッションから構成し、教授クラスにも中堅研究者にも、

また大学院生等の若手にもそれぞれ刺激的な研究集会となった。日本からは長崎大学の他に、東北

大学、東京大学、京都大学、中部大学、国立長寿医療研究センター、国立がんセンター、東京都老

人総合研究所（東京都健康長寿医療センター研究所）、理化学研究所などから、総勢２４名老化の最

先端研究を進めている研究者を招聘し、老化に関係する基礎領域としては非常にレベルの高い研究

集会となった。（平成 22 年度 S-2） 
３） 韓国老年学会における日韓合同シンポジウム 

 平成２２年の７月１日に韓国老化学会（韓国、デジョン市）の主催で日韓の老化学会の合同のシ

ンポジウムが開催された機会に、このプロジェクトの主要メンバーも参加し、研究発表および討議

を行った。2013 年にソウルで開催予定の国際老年学会の準備状況も含めて相互理解を深めることが

できた。この会合の開催地はソウル南東のデジョンという都市で KRIBB（Korea Research Institute of 
Bioscience and Biotechnology）と称する国のバイオ研究センターの敷地内であり、日本でいう理化学

研究所に相当するものと思われた。（平成 22 年度 S-1） 
４） ハーリム大学との合同シンポジウム 

 平成２２年１１月末に長崎大学医学部において第３回目のハーリム大学との合同シンポジウムを

開催した。これは老化の中でも、脳老化と神経変性疾患を中心に議論しようと計画したものである。

長崎から６名、ハーリムから６名の教授クラスの研究者が両大学でのそれぞれの研究状況に関する

発表を行い、今後の共同研究の可能性等を模索した。特に、Yong-Sun Kim 教授、Eun Kyong Choi 教
授とプリオン疾患におけるSCG10の動態についての解析方法など共同研究戦略を詰めることができ

た。この会合には特別にハーリム大学の理事長である Dr. Dai-Won Yoon も参加し挨拶をされた。 
（H22 年度 S-4） 

５） プサン国立大学との合同ワークショップ（ウィンタースクール） 
 下川研究室が中心になって、平成２３年の２月中旬に福岡市内で長崎大学とプサン国立大学との

合同ワークショップを開催した。若手を中心に日頃の研究成果を発表し議論する場とした。両大学

（および一部国内の共同研究の関係の他大学（京都大学と東海大学）を含む）から１２名の口頭発

表、６題のポスター発表で構成した。ポスター発表にはそれぞれの研究室に２ヶ月ほど在籍して基

礎研究に携わった学部学生にも参加、発表の機会を与えた。若手啓発という点では非常にいい会に

なったと考えられる。（H22 年度 S-3） 
６） 第１回日中韓三か国老化研究会議（1st Tri-Nations' Aging Symposium） 

 初年度の４月末に韓国ソウル国立大学でのシンポジウムを契機に、次回は日中韓三か国での老化

研究会議を開催する計画がもちあがり、それを受けて、香港大学の Dr. Zhongjun Zhou が中心になっ

て、香港の対岸の中国本土の東芫の大学の医学部（東芫医学院）で日中韓それぞれから基本的に８

名づつの老化研究者が集まり、研究討議を行った。ここには、活動拠点を米国に置きながらも、中

国のこの東芫医学院に新たに併設された老化研究所の客員教授としてのポストももつ Dr. Brian 
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Kennedy, Dr. Matt Kaeberlein, Dr. Youshin Suh も参加し、世界的に見ても最先端での研究討議が可能と

なった。なお、この会合の記録は老化の専門誌に掲載されている（Kaeberlein M, Trinations aging 
symposium, Mech. Ageing Dev., 132, 348-352 (2011)）。（H23 年度 第三国出張申請の上実施） 

７） 第４回 AACL シンポジウム（Asian Aging 2011-Nagasaki） 
 第１回（伊王島）、第２回（ハウステンボス）、第３回（チェジュ島）に続いて、平成２３年の１１月

２１−２２日に長崎大学で開催した。当初は８月開催の計画だったが、震災の影響等で延期しての開催と

なった。純粋な老化研究だけでなく脳神経関連の老年性疾患や神経変性疾患に関連する領域で成果を上

げている日韓両国の研究者をほぼ１２名ずつ招聘し、非常に濃密な研究討議ができた。本事業の韓国側

代表者の Dr. Sang Chul Park が急用のため直前になってキャンセルとなったが、それ以外では予定どおり

これまで蓄積してきた連携関係者との交流を密にした他、新たな連携の可能性も開けた。（H23 年度 S-1） 
８） ハーリム大学との合同シンポジウム 

 平成２４年２月末にハーリム大学のイルソン生命科学研究所に隣接する附属病院の講堂において合同

シンポジウムを開催した。長崎大学で老化の基礎研究に関わる森、下川の他に、高齢者の臨床に関わる

外科系の教授２名と他に他大学、研究所からの研究者も併せて、日韓それぞれ６名ずつの研究発表と討

議を行った。ハーリム大学では形成外科では特に火傷治療に関しては国内トップ水準であることがよく

理解できた。高齢者では皮膚の再生も移植率も低く、今後の研究の必要性も実感された。（H23 年度 S-3） 
９） プサン国立大学との合同ワークショップ（ウィンタースクール） 

 長崎大学とプサン国立大学との合同ワークショップを福岡で開催したのに引き続き、平成２４年２月

中旬に今年はプサンで第２回目の会合を開いた。これ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。到着した日の午後の半日という短い時間内でのプログ

ラム編成のため一人当たりの発表時間が１０−２０分に限定され非常にタイトではあったが、いい交流が

できた。翌朝は両大学の幹部で今後の共同研究の方針等について議論を続けた。（H23 年度 S-2） 
○研究者交流  

延べ派遣人数人日数：  7人 44人日  延べ受入人数人日数：  0人  0人日 

  交流相手国：    韓国、中国、台湾、オーストラリア、イタリア                 

  【概要】 

 初年度（平成２２年度）には、この事業（プロジェクト）のコアメンバーによる方針決定会議を７月

初めの日韓の老化学会の合同シンポジウム開催の折に開催し、連携、協力体制の確認と今後の強化につ

いて議論した。翌年（平成２３年）４月末には中国東芫で日中韓三か国の老化研究会議が開催され，長

崎大学から森と下川が参加した。７月にはイタリアで開催された国際脳科学連合（IBRO）にて森が研究

発表を行い，欧州での老化脳研究の状況を把握した。１０月末にオーストラリアのメルボルンにて開催

されたアジアオセアニア老化研究会議では森と下川がシンポジウム講演を行った。ここには韓国側の連

携先である Dr. Sang Chul Parkと Dr. Eun Seong Hwangも参加しており、老化研究状況について情報交

換するとともに、今後の会合予定について話し合った。 

 それ以外には、平成２２年度も２３年度も夏の期間にハーリム大学医学部の学部学生２名が長崎大学

病院で４〜５週間の研修を行った。平成２４年の夏にも２名の学生が研修予定となっている。教育拠点

形成へ向けた一歩である。 
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（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の育成」、 

及び「研究教育拠点の構築」の観点から記入してください。 

○学術的側面 

 学術的観点の目標は、(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)老化に関する研究集会（シンポジウムやセミナー等）を開催して両国の老化研究の推進に

寄与することである。 

 

 具体的には、R-1〜R-5 の共同研究の実施状況（上述）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。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）

の開発にも着手する。 

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。 

 

 研究集会に関しては、１）日韓の関連研究者全体による AACLシンポジウム、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、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、の３本を基本線とし、平成２２年度、平成２３年度と開催してきた。S-2, S-3 は長崎大学の研究

者（メンバー）を中心に構成したが、上記１）に関しては、申請時にはメンバーに入っていなかった日

本国内、韓国国内で老化関連で優れた研究成果を出している研究者をも適時組み入れて、世界レベルで

最先端の老化研究の議論ができるよう努めた。今後も引き続き開催し、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。 

  なお、本プロジェクトの申請当初は、日韓のコアメンバーでプロジェクトの効率的な推進を計るた

めに定期的にコア会議を開催することを予定したが、初年度以降はすでに十分な意思疎通ができ、また

日常的なメールでのやりとりでほぼ用をたすようになったので、それ以降は改めてコア会議を開催する

必要はなくなった。日本の基礎老化学会と韓国の老化学会の合同シンポジウムの開催に関しても日本側

のとりまとめは大方、長崎大学の森が担当しており、その観点からも、日韓の老化研究の先端的議論は

このプロジェクトメンバーが主導している。その折、日韓の老化分野での大学院生の育成にも努めてお

り、その意味でも、日韓の老化研究教育の推進に寄与しているといえる。 

 

○若手研究者の育成 

 若手育成の面では、(１)長崎大学内での月例ゼミを通して若手研究者の老化研究への関心を高め、世

界的レベルでの研究情報を理解し自分の頭で考えられるよう指導すること、また、(２)長崎でのサマー

スクール形式で若手研究者へ世界的な老化研究状況を集中講義し、さらに各人の研究内容を相互に理解

しやすい形でプレゼンテーションするトレーニングを積ませること、さらに（３）研究面で優れた学生
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には、韓国の関連学会等で発表交流のチャンスを与えること、以上３点を申請時の若手育成の目標とし

て掲げた。 

 初年度（平成２２年度）には４月から毎月末の月曜日の夕方、学内のこのプロジェクトに参加する研

究者を中心に老化、老年病の研究の現状について議論した。このプロジェクトの代表としては、若手が

活発に議論に参加する、あるいはリードすることを期待していたが、必ずしもそのような状況にはなら

なかった。一方、上にも記述したプサン国立大学と２月に開催したワークショップ（ウィンタースクー

ル）は短い時間だったが、若手啓発のためには十分に機能した印象があった。そこで、今後もこの形で

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したい。ただし、ここ

で見られた若手の「元気」が科学的成果に反映されたかというと疑念は残る。いうまでもなく、研究は

一朝一夕にしてはならず、研究成果が反映されるにはまだ少し長い時間がかかると思われる。最後に、

研究面で優れた学生には海外での発表交流のチャンスを与える、としたことに関して、平成２３年度の

長崎大学医学部における基礎研究配属で老化研究に参画した学生の一人が、３ヶ月の実験研究で比較的

しっかりとした成果を挙げたので、プサン国立大学と長崎大学との合同セミナーでの発表の機会を与え

た。学生本人も大変喜んでおり、若手啓発の面では非常によかったと考えられる。ただし、この JSPSの

A-CORE プログラムでは学部学生には経費支出ができないとのことで、結果的には他の経費で工面しはし

たが、長崎と韓国の間での老化に関する共同研究の推進と若手育成に寄与したことは明らかである。 

  また、研究とは別に、長崎大学とハーリム大学との間での協力関係に基づく若手育成の一環として、

ハーリム大学医学部の学生（６年生）が、初年度（平成２２年度）には２名、Mr. Byung Ho Lee, Mr. Unsik 

Ha、また平成２３年度にも２名、Mr. Min Seok Kim, Mr. Da You Kim が７－８月にかけて４〜５週間病

院研修を行った。少人数ではあるが、長崎大学を日韓のあるいはアジアの老化／老年病領域での医学教

育拠点のひとつとしていく活動実績のひとつととらえることができる。平成２４年度の夏にもまた２名

の研修を予定している。 

 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

 すでに申請段階で記したように、韓国の３つの大学、すなわちソウル国立大学、プサン国立大学、

ハーリム大学とは学術交流協定を締結済みであり、共同研究の展開および学生の交流等に関して円

滑に行える状況にある。また、韓国の漢方を中心とした共同研究を通じて連携している Dr. Jung-Hee 
Jang は平成２２年度にはデグ・ハーニー大学の所属だったが、平成２３年４月からは同じデグ市内

のケイミョン大学に異動した。このケイミョン大学と長崎大学はすでに別途、学術交流協定が過去

に締結されていたので、こちらも学生交流等を進める上での協力体制（単位の互換性等）は樹立さ

れたといえる状況にある。 
 なお、以上主要４大学以外にヨンセイ大学、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、これらについてはあえて協定を結ばずとも円滑な情報交換

ができる体制にある。 
  また、当初、ソウル国立大学の所属だった相手国代表者の Dr. Sang Chul Park は昨年、私立のガ

チョン大学に新設した癌糖尿病関連の研究所に異動した。実際の研究は Dr. Park の指揮下にある他

大学の研究者と一緒に進めているので、これまでに構築した関係で、この日韓の間での老化研究の

推進や若手育成には十分と考えられる。 
  ただし、アジア地域における老化研究推進と教育充実のためのセンターを構築することとなる

と、今後長崎大学の中での重点化研究として採択されるよう、今後も引き続き努力し、できればこ
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のプロジェクトの終了時点には、長崎大学医学部あるいは医歯薬学総合研究科の建物の中に、ある

程度のスペースと人員配置を伴った形での「老化研究教育拠点」の構築をめざしていく。 
 

 

４．事業の実施体制 

本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

機関の事務支援体制」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

１．長崎大学医学部の拠点研究室における研究実施体制： 
 下川研究室（病理）では千葉卓哉准教授（平成２４年４月より早稲田大学准教授）と森亮一助

教（現、講師）を中心にカロリー制限ラット、マウスおよび対照食群の長期維持動物を研究材料

として老化への影響を生化学的に比較検討している。森研究室（神経解剖）では柿澤昌講師（現、

京都大学薬学部准教授）と柴崎助教（現、岩手医科大学研究員）に引き続き平成２２年度より大

山恭司講師（現、准教授）と安田邦彦助教を中心に神経機能と神経シグナル伝達の加齢変化につ

いて、電気生理学、初代神経細胞培養、細胞染色、遺伝子導入等の分子細胞生物学的手技を用い

て老若動物（マウスおよびラット）の比較研究を進めている。それぞれの研究室が栄養代謝ある

いは老化脳に関する独自の研究を展開しているが、老化制御シグナルとして重要な FoxO1 遺伝子

改変マウスについては両研究室の共同研究が動いている。また、韓国側の各大学との共同研究も

それぞれの研究室から独自に様々なプロジェクトが稼働している。 
 
２。拠点機関としての役割： 
 日韓の老化研究連携の中心となるべく、主に３つの活動を通してアジアの老化研究コアの拠点

機関としての役割を果たしつつある。（１）本事業の採択以来，毎年開催している Asian Aging Core 
for Longevity (AACL) のシンポジウムでは、老化関連研究のトピックをしぼって、それぞれの観点

から今日第一線の研究に関わっている研究者を一堂に集め、最先端の科学討議をする場を提供す

るとともに、長崎大学での研究の質の向上に努めている。（２）日本の基礎老化学会と韓国の老化

学会との間で交互に日韓合同シンポジウム（ジョイントセッション）を開催しているが、そのた

めの人選やプログラム設定に常に関わり、日本側参加者のとりまとめ役として尽力している。（３）

前回、パリでの国際老年学会、次回韓国ソウルでの国際老年学会、また昨年豪州メルボルンでの

アジアオセアニア老年学会等の世界規模でもっとも重要な国際会議では生物老化に関するシンポ

ジウムを必ず提案し採択されてきている。それぞれの国際会議での生物／基礎系部門での採択率

は決して高くはなく、前回のパリ大会の時は生物／基礎部門では日本からの採択は１件のみだっ

た。その観点からも、本プロジェクトはアジアの老化研究推進の拠点機関としての役割を果たし

つつあると解釈できる。 
 
３．日本国内の協力機関との協力体制： 
 老化動物コロニーも基本的には森研究室と下川研究室とで（学内の動物実験施設で）独自に維

持しているもので十分に賄える。部分的には外部研究者との共同研究となる内容もある。たとえ

ば、ケイミョン大学の J.H. Jang 准教授との漢方抽出物の神経細胞への作用に関しては神戸の分子

イメージングセンターの渡辺センター長、鈴木部長らとの蛍光分子プローブの作成、PET 画像診
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断の共同研究を進めている。国内の老化研究機関として重要な国立長寿医療センターの田平所長

（現、順天堂大学）、東京都健康長寿医療センター（旧、老人研）の丸山副所長、東邦大学（前、

日本基礎老化学会会長／現、順天堂大学）の後藤教授等には、AACL の研究推進に関して批判を

いただき、また各種老化関連セミナーにも参加いただき、日韓の老化研究推進に対し、高所大所

からのご指導をいただいている。他に、国内大学での老化関連研究機関（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など）の教官（小野教授、高井教授、樋口教授ら）にも協力

を仰ぎつつ、老化研究と地域老年医学教育の若手教育プログラムの充実を計っている。 
 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 相手国の拠点機関は申請当初はソウル国立大学だったが、そこの老化研究所長だった Sang Chul 
Park 教授がインチョンの新しい大学の研究所長として異動したため、昨年より相手国（韓国）の

拠点機関はガチョン大学となっている。協力機関とした３大学（プサン国立大学、ハーリム大学、

デグハーニー大学）のうち最後のものも、そこにいた韓国漢方と神経変性疾患の分子機構の研究

者である Jung-Hee Jang 准教授の異動によりケイミョン大学に変更となっている。いずれも大学名

は変わっても、人的関係はほぼ不変であり、協力体制については何ら変更はない。これら拠点機

関と協力機関には研究室単位で長崎大学医学部の研究室と少なくとも数名の研究交流があるが、

それ以外にも（市立）ソウル大学の Eun Seong Hwang 教授やヨンセイ大学の In Kwon Chung 教授

など単独ながら、われわれの AACL のプロジェクトに深く貢献している人もいる。学外ながら老

化研究の分野で両名は Sang Chul Park 教授の両腕となって、韓国の老化研究推進の分子系の中堅と

して活躍している人材である。以上のように、現在、このアジア研究教育拠点事業の老化の分野

での協力体制の構築については韓国側としては理想的な機関、研究者が加わってくれている。研

究内容から区分すると、ガチョン大学は老化代謝性シグナル伝達、ハーリム大学は神経変性疾患

と神経細胞のカルシウム変動、ケイミョン大学は神経細胞の酸化ストレス応答と韓国漢方（ファ

イトケミカル）による神経保護、プサン国立大学はカロリー制限や老化組織の遺伝子発現変動の

ゲノムレベルでの網羅的解析などを行っている。 
 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

日常の業務に関しては、研究室と同じ建物にある医歯薬学総合研究科の学術協力係が対応している。

そこを通して、本部（文教地区）の研究国際部国際交流課（下記参照）が日本学術振興会（JSPS）と

の対応に当たっている。 

申請機関長の連絡先：〒852-8521 長崎県長崎市文教町１番１４号 

          国立大学法人長崎大学 学長・片峰 茂 

支援事務総括部課の連絡先：〒852-8521長崎県長崎市文教町１番１４号 

            国際交流課長 佐藤 照明 

            国際交流課国際交流班 尾崎 由衣 
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５．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した論文等で、この交流の成果であり、本事業名

が明記されているものを記載してください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。

また、相手国の参加研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。また、相手国が 2 カ国以上ある

場合は、どの国の参加研究者との共著論文かがわかるように「備考」欄に国名を記入してください。 

 

 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

整理

番号 
著者名 

事業名明記 

箇所 
タイトル 掲載誌名 巻号 

掲載頁番号 

（開始-終了） 

発表 

年 

発表 

月 

国内 

海外 

査読 

有無 
備考 

１ 

Sone K, Tsuda M, 

and Mori N 

巻頭・巻末 

457-458 頁 

Position-depende

nt effect of a 

neural-restrictive 

silencer-like 

element present 

in the promoter 

downstream of 

the SCG10-like 

protein gene 

J. Biochem 150 

(4) 

451-460 201

1 

10 海

外 

有  

２ 

Sone K, Mori 

M, Mori N 

巻頭・巻末 

      頁 

※オンライ

ン 発 表 の

為、ページ

数が付与さ

れておりま

せん。 

Selective 

upregulation of 

p66-Shc gene 

expression in the 

liver and brain of 

aged rats 

Archives of 

Gerontology 

and Geriatrics 

- E- 

Publication 

（オンライン

発表） 

201

1 

11 海

外 

有  

３ 

Mori N and Mori M 巻頭・巻末 

79 頁 

Quest for a Long 

Life: Paradoxes 

and Essentials of 

Evolving 

Longevity 

※実施報告書の

論文リスト（H23

年度）への掲載

漏れによる追加 

Acta Med. 

Nagasaki 

56 73-80 201

1 

11 国

内 

有  

４ 

Mori N and Mori M 巻頭・巻末 

998 頁 

Neuronal Shc: A 

gene of longevity 

in the brain? 

Med 

Hypotheses 

77 

(6) 

996-999 201

1 

12 海

外 

有  

５ 

Ohyama K, Yasuda 

K, Onga K, Kakizuka 

A, Mori N 

巻頭・巻末 

44 頁 

Spatio-temporal 

expression 

pattern of the 

NatB complex, 

Nat5/Mdm20 in 

the developing 

Gene 

Expression 

Patterns 

12 

(1-2

) 

 36-

45 

12 海

外 

有  



12 
 

mouse brain: 

Implications for 

co-operative 

versus 

non-co-operative 

actions of Mdm20 

and Nat5 
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（２）国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

 ・口頭発表時のスライドに事業名を明記した場合は、「事業名明記箇所」にその旨記載すること。 

 

整理

番号 
著者名 

事業名明記 

箇所 
題名 学会名 場所 

口頭 

ポスター 
番号 

発表 

年 

発表 

月 

査読 

有無 

１ 

Nozomu Mori ※本事業経

費支出外で

の参加・発

表であった

が、相手国

マッチング

ファンド主

催で本事業

と関わりが

強いため掲

載した 

On the interplay 

between oxidative 

and nitrosative 

stress signaling in 

aging  

The Cutting Edge 

Science in Aging 

Research 

 

ソウル（韓国） 口頭  201

0 

5  

２ 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Restriction: 

Insight into 

trade-off relation 

between 

senescence and 

neoplastic 

processes in 

mammalian aging 

The Cutting Edge 

Science in Aging 

Research 

ソウル（韓国） 口頭  201

0 

5  

３ 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Oh NO!: On the 

cleft of oxidative 

and nitrosative 

stress signaling in 

aging 

韓国老化学会 デ ジ ョ ン （ 韓

国） 

口頭  201

0 

6  

４ 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Deletion of 

neuropeptide Y 

gene weakens 

stress resistance 

and shortens 

lifespan in mice 

only under 

adlibitum-feeling 

but not 

calorie-restricted 

conditions 

韓国老化学会 デ ジ ョ ン （ 韓

国） 

口頭  201

0 

6  

５ 

Toshimitsu 

Komatsu 

巻頭・巻末 

      頁 

Fox01 is involved 

in the 

antineoplastic 

韓国老化学会 デ ジ ョ ン （ 韓

国） 

口頭  201

0 

6  
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effect of calorie 

restriction 

６ 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Neural Shc in 

neural 

development, 

plasticity, 

protection, 

degeneration and 

aging 

第３回AACLシン

ポジウム 

チ ェ ジュ （ 韓

国） 

口頭  201

0 

8  

７ 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Calorie 

restriction: 

Current 

understanding of 

the mechanisms 

and insights into 

the anti-aging 

medicine for 

humans 

第３回AACLシン

ポジウム 

チ ェ ジュ （ 韓

国） 

口頭  201

0 

8  

８ 

Takuya Chiba 巻頭・巻末 

      頁 

Deletion of NPY 

gene limits the 

beneficial effects 

of calorie 

restriction on 

stress resistance 

and lifespan 

extension 

第３回AACLシン

ポジウム 

チ ェ ジュ （ 韓

国） 

口頭  201

0 

8  

９ 

Ryoichi Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Identification of 

differentially 

expressed 

microRNA in 

blood plasma of 

calorie restriction 

and obese mice 

by deep 

generation 

sequencing 

第３回AACLシン

ポジウム 

チ ェ ジュ （ 韓

国） 

口頭  201

0 

8  

10 

Kunihiko Yasuda 巻頭・巻末 

      頁 

HDAC6 regulates 

the formation of 

polyQ aggregate 

by independent of 

microtubule 

deacetylation 

activity in primary 

cultured neurons 

第３回AACLシン

ポジウム 

チ ェ ジュ （ 韓

国） 

口頭  201

0 

8  

11 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Neuronal Shc in 

neural 

development, 

plasticity, and 

第１回三か国老

化研究シンポジ

ウム 

東芫（中国） 口頭  201

1 

4 有 

 



15 
 

brain aging 

12 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Neuropeptide Y is 

involved in the 

anti-aging effect 

of calorie 

restriction 

第１回三か国老

化研究シンポジ

ウム 

東芫（中国） 口頭  201

1 

3 有 

 

13 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Neuronal Shc in 

neural 

development, 

plasticity, and 

brain aging 

第 8 回 IBRO 国

際脳科学研究会

議 

フ ィ レ ン ツ ェ

（伊） 

口頭  201

1 

7 有 

 

14 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Tublin 

deacetylases in 

neuronal 

proteostasis and 

aging in vitro and 

in vivo 

Cold Spring 

Harbor Asia 会

議 

蘇州（中国） 口頭  201

1 

9 有 

 

15 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

On the Interplay 

between 

Oxidative Stress 

and Nitrosative 

Signal in Aging: 

Protein Oxidation 

Inhibits 

NO-Mediated 

Signaling Pathway 

for Synaptic 

Plasticity 

第 9 回アジアオ

セアニア国際老

年学会議 

メ ル ボ ル ン

（豪） 

口頭  201

1 

10 有 

 

16 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Signals regulating 

ageing of cells & 

organisms 

第 9 回アジアオ

セアニア国際老

年学会議 

メ ル ボ ル ン

（豪） 

口頭  201

1 

10 有 

 

17 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

A role of 

neuron-enriched 

phosphotyrosine 

signal adaptor 

N-Shc/ShcC in 

the Kainic 

acid-induced 

seizure and 

neuronal cell 

death 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

18 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Modulators of 

neuropeptide Y; 

potential calorie 

restriction 

mimetics 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

19 
Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

Expression of 

NatB subunits in 

AACL ウィンター

スクール  in プ

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  



16 
 

the brain サン 

20 

Kunihiko Yasuda 巻頭・巻末 

      頁 

Mdm20, an 

Auxiliary Subunit 

of the N-terminal 

Acetyltransferase 

Complex NatB, 

Involves in 

Protein 

Aggregate 

Clearance 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

21 

Ryoichi Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Identification of 

differentially 

expressed 

circulating 

microRNA-compl

exed with 

argonaute2 in 

blood plasma of 

calorie restriction 

and high fat 

diet-induced 

obese mice by 

next generation 

sequencing 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

22 

Toshimitsu 

Komatsu 

巻頭・巻末 

      頁 

FoxO1 plays a 

key role in 

anti-neoplastic 

effects of dietary 

restriction but 

not lifespan 

extension 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

23 

Sangeun Kim 巻頭・巻末 

      頁 

A potential role 

for Cox6b1, a 

subunit of 

cytochrome C 

oxidase, in the 

anti-aging effect 

of calorie 

restriction 

AACL ウィンター

スクール  in プ

サン 

プサン（韓国） 口頭  201

2 

2  

24 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Neuroplasticity 

and 

Neuroprotection: 

New Roles of 

Neuron-Enriched 

Shc-Related 

Phosphotyrosine 

Adaptors ShcB 

and ShcC 

第４回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

アニャン （韓

国） 

口頭  201

2 

2  
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25 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

A potential Role 

for Cox6b1, a 

Subunit of 

Mitochondrial 

Respiratory 

Complex IV, in 

the Effect of 

Dietary 

Restriction 

第４回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

アニャン （韓

国） 

口頭  201

2 

2  

26 

Akiyoshi Hirano 巻頭・巻末 

      頁 

Effect of 

Craniofacial 

Surgery on Facial 

Aesthetics in 

Orientals 

第４回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

アニャン （韓

国） 

口頭  201

2 

2  

27 

Takeshi Nagayasu 巻頭・巻末 

      頁 

Challenge for 

Lung 

Transplantation 

and Regeneration 

in Nagasaki 

University 

第４回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

アニャン （韓

国） 

口頭  201

2 

2  

28 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Aggregation by 

acetylation?: 

protein 

aggregation 

controls by 

components of 

protein 

acetylation during 

neuronal aging 

韓国老化学会 オソン（韓国） 口頭  201

2 

6  

29 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

Ageing-dependen

t TGF beta 1 

signalling in 

neuroprotection 

韓国老化学会 オソン（韓国） 口頭  201

2 

6  

30 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

A potential role 

for cox6b1, a 

subunit of 

mitochondrial 

respiratory 

complex iv, in the 

effect of dietary 

restriction 

韓国老化学会 オソン（韓国） 口頭  201

2 

6  

 

 

（３）国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・（２）と同様に記載すること 

整理

番号 
著者名 

事業名明記 

箇所 
題名 学会名 場所 

口頭 

ポスター 
番号 

発表 

年 

発表 

月 

査読 

有無 
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１ 

Sho Kakizawa 巻頭・巻末 

      頁 

老齢マウス小脳

プルキンエ細胞

における酸化スト

レスによる神経可

塑性の低下 

日本基礎老化学

会第 33 回大会 

名古屋市 口頭  201

0 

6  

２ 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

Structural 

plasticity of aging 

neurons in vitro 

第３回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

長崎市 口頭  201

0 

11  

３ 

Takuya Chiba 巻頭・巻末 

      頁 

Bioscreening for 

calorie restriction 

mimetic 

第３回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

長崎市 口頭  201

0 

11  

４ 

Naomasa Makita 巻頭・巻末 

      頁 

Genetic basis of 

age-dependent 

manifestation of 

cardiac 

conduction 

defect 

第３回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

長崎市 口頭  201

0 

11  

５ 

Nobutaka Horie 巻頭・巻末 

      頁 

Vascular 

regenerative 

effects of human 

neural progenitor 

cells in the 

ischemic brain: a 

role in functional 

recovery 

第３回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

長崎市 口頭  201

0 

11  

６ 

Noriyuki Nishida 巻頭・巻末 

      頁 

Laboratory 

diagnosis of 

human prion 

disease using 

cerebrospinal 

fluid(CSF) 

第３回長崎大学

－ハーリム大学

合同シンポジウ

ム 

長崎市 口頭  201

0 

11  

７ 

Kunihiko Yasuda 巻頭・巻末 

      頁 

Effect of 

acetyl-modificati

on enzymes on 

polyQ aggregates 

formation in 

primary cultured 

neurons 

第１回長崎大学

—プサン大学合

同セミナー 

福岡市 口頭  201

1 

2  

８ 

Sang Eun Kim 巻頭・巻末 

      頁 

A potential role 

for cytochrome C 

oxidase subunit 

Vlb1 in the 

anti-aging effect 

of calorie 

restriction 

第１回長崎大学

—プサン大学合

同セミナー 

福岡市 口頭  201

1 

2  

９ Ryotaro Kamohara 巻頭・巻末 Oberexpression 第１回長崎大学 福岡市 口頭  201 2  
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      頁 of adiponectin is 

involved in 

suppression of 

cell cycle 

regulators/ 

senescence-relat

ed signals in 

adipose tissue 

—プサン大学合

同セミナー 

1 

10 

Takuya Chiba 巻頭・巻末 

      頁 

Development of a 

bioassay system 

to screen for 

chemicals 

mimicking the 

anti-aging effects 

of calorie 

restriction 

第１回長崎大学

—プサン大学合

同セミナー 

福岡市 口頭  201

1 

2  

11 

Sho Kakizawa 巻頭・巻末 

      頁 

Protein Oxidation 

inhibits Nitric 

Oxide-Induced 

Signaling Pathway 

Essential for 

Synaptic 

Plasticity in the 

CNS 

第１回長崎大学

—プサン大学合

同セミナー 

福岡市 口頭  201

1 

2  

12 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

海馬初代培養ニ

ュ ー ロ ン の in 

vitro 老化過程に

おいて時空間的

に 制 御 さ れ る

cpg16 と

phospho-N-Shc

の発現.  

第 116 回日本解

剖学会総会・全

国学術集会 

※震災により

誌上開催 

 

※震災に

より誌上

開催 

 

 201

1 

3  

13 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

マウス胎仔脳に

お け る

NatB(Mdm20/Nat

5)アセチルトラン

スフェラーゼ複合

体の時空間的な

発現分布の解析. 

日本解剖学会第

67 回九州支部学

術集会 

宮崎市 口頭  201

1 

10  

14 

Nozomu Mori 巻頭・巻末 

      頁 

Tublin 

Deacetylases in 

Neuronal Aging 

and Proteostasis 

第４回AACLシン

ポジウム 

長崎市 口頭  201

1 

11  

15 

Isao Shimokawa 巻頭・巻末 

      頁 

Signals 

Regulating 

Mammalian Aging 

and Lifespan: 

Insights from 

第４回AACLシン

ポジウム 

長崎市 口頭  201

1 

11  
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Dietary 

Restriction 

16 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

A Putative 

Aging-Dependent 

signal TGFβ in 

the Prevention of 

the Degeneration 

of Primary 

Hippocampal 

Neurons 

第４回AACLシン

ポジウム 

長崎市 口頭  201

1 

11  

17 

Nobuhisa Iwata 巻頭・巻末 

      頁 

Modeling APP 

Metabolism in the 

Differentiated 

Neurons Derived 

from Induced 

Pluripotent Stem 

Cells and Anti-Aβ 

Drug Screening 

Platform 

第４回AACLシン

ポジウム 

長崎市 口頭  201

1 

11  

18 

Kyoji Ohyama 巻頭・巻末 

      頁 

Implications for 

co-operative 

versus 

non-co-operative 

actions of the 

subunits of NatB, 

Mdm20 and Nat5 

in mouse 

embryonic brain 

第 117 回日本解

剖学会総会・全

国学術集会 

甲府市 口頭  201

2 

3  

19 

Kazuko Onga 巻頭・巻末 

      頁 

初代培養神経細

胞の長期培養に

おける老化現象

（インビトロの神

経細胞老化） 

 

第 35 回日本基

礎老化学会大会 

船橋市 ポスター  201

2 

7  

 

 

 


