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日本平ホテルから見た富士山と清水港 



11月 1４日（水） 16:00- 歓迎レセプション (於 静岡県立大学)  
11月 15日（木） 
 8:30 開会の辞 
 
セッション 1	 クルクミンなどの健康増進・疾病予防作用とその作用機構 
	

		8:40 砂川陽一(静岡県立大学薬学研究院) 
  天然由来化合物クルクミンの心不全治療に向けた展開医療   
  9:00 井手久満 (獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科) 
  前立腺癌におけるクルクミンの予防効果 
  9:20 Janet Funk (アリゾナ大学医学部) 

骨保護性食餌性ポリフェノール、クルクミンの部位特異的代謝 
 9:45 Sung-Kee Jo (韓国原子力研究所) 

新しいハーブ組成物ヘモヒム：癌の放射能・化学療法のため免疫賦活機能性食品 
 

 10:10 Coffee Break 
 
セッション 2 Natural products による脳機能の改善作用 
 

 10:30 小林彰子 (東京大学大学院農学生命科学研究科) 
  アルツハイマー病に対する治療剤および予防剤としてのロスマリン酸とポリフェノール 
 10:50 Jiyoung Kim (ソウル国立大学農学生命科学研究科) 
  スルフォラファンの抗アルツハイマー病様作用―動物と細胞系での実験 

 11:15 Bungorn Sripanidkulchai (コンケン大学薬学部ハーブ健康食品研究・開発センター) 
  熟成ニンニクの認知・学習・記憶に及ぼす神経保護作用機序 
 

基調講演１ (11:40-12:10) 
  Bhimanagouda S. Patil (テキサスＡ＆Ｍ大学農園芸科学部) 
  科学的知見は果物と野菜の消費を増やすことができるのか？その手段とは？ 
 
ポスターセッション・ランチ (12:10 - 14:20) 
 
セッション 2 Natural products による脳機能の改善作用(続き) 

 
 14:20 Yaowared Chulikhit (コンケン大学薬学部) 

 卵巣摘出による行動変化に対するmiroestrol の効果とその作用機序 
 14:45  Jintana Sattayasai (コンケン大学医学部)     

    脳・腸機能の健康のための機能性食品：タイ産もち米 
 15:10  Jiangang Shen（香港大学医学部） 

 酸化ストレスと抗酸化剤：脳障害、脳修復と脳卒中治療との関連性 
 
 15:35  Coffee Break 
 

セッション 3  アジアにおける食品産業・開発研究の現状と展望 
 

 16:00 Tae-jin Yun（韓国国立食品クラスター）  
韓国のFOODPOLIS (Korea National Food Cluster)における食品産業の紹介 

 16:20  Joyce Pan（台湾産業技術研究所・生物医学技術機器研究施設・食品医薬局部） 
台湾における天然植物からのヘルスケア製品の研究開発と応用 

 16:40 Pennapa Chonpathompikunlert（タイ科学技術研究所（TISTR）・革新的健康食品研究部） 
タイにおける機能性食品と成分・素材製品の研究開発 

 17:00 Bui Kim Thuy（ベトナム農工学・収穫技術研究所） 
          ベトナムにおける疾患予防・軽減のための機能性食品の研究、開発と輸出入の現状 

 17:20 柿坂幸子 (㈱グローバルニュートリショングループ)  
  日本の健康食品市場とヘルスクレーム制度の概要 

 17:40 山本(前田)万里（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食農ビジネス推進センター） 
機能性表示食品制度を活用した機能性農産物の開発 

 
18:30-20:30         懇親会（日本平ホテル６階バンケットルーム） 

  

プ ロ グ ラ ム 



11月 16日（金） 
セッション 4 緑茶と運動の健康増進効果 
 
 8:30 目黒真一（花王㈱生物科学研究所） 

  緑茶抽出物は高脂肪食誘導性筋重量低下を抑制する ～ ヘパトカイン制御の可能性 ～」 
 8:50 茶山和敏（静岡大学農学部） 

  緑茶とその成分による脂肪蓄積および摂食の抑制とそのメカニズムに関する研究 
 9:10 岸本良美（お茶の水女子大学寄附研究部門「食と健康」） 
  ポリフェノールの冠動脈疾患予防の可能性：Human study から分かってきたこと 
 9:30 三浦進司 (静岡県立大学食品栄養科学部) 
  運動トレーニングによる動脈硬化予防の新規メカニズム 
 9:50 Coffee Break 
 
セッション 5   大豆、朝鮮人参、プロポリスの健康増進効果 
 
 10:10 芦田 均 （神戸大学大学院農学研究科） 
  黒大豆ポリフェノールの健康機能 
 10:30 佐藤健司 (京都大学大学院農学研究科) 
  日本の味噌中に含まれる生理活性ピログルタミルペプチド 
 10:50 黒川洵子 (静岡県立大学薬学部) 

  朝鮮人参サポニン類の心血管保護作用のメカニズム 
 11:10 熊澤茂則（静岡県立大学食品栄養科学部） 
  タイおよびインドネシアのハリナシバチが生産するプロポリスの成分組成 
基調講演 2 (11:35-12:05)  
  Johan Garssen (ユトレヒト大学薬学部・医学部, Nutricia Research Utrecht)  

免疫調節におけるプレバイオティクスオリゴ糖およびシンバイオティクスの臨床的根拠  
 

ランチョンセミナー (12:20 ‒ 13:20) 
   ノビレチンとクルクミノイドの補完医療的作用 

1) Je Tae Woo (中部大学、沖縄レサーチセンター㈱) 
シークヮーサー由来ノビレチン高純度粉末製造法とその多様な生理活性 

2) 山田静雄 (静岡県立大学大学院薬食研究推進センター) 
ノビレチンの排尿障害改善作用 

(沖縄リサーチセンター㈱協賛) 
3) 渡邉泰雄（横浜薬科大学） 
  新規クルクミノイドを用いたオーラルケアの新トピックス 
                         （㈱サビンサジャパンコーポレーション協賛） 

基調講演 3 (13:30-14:00)  
  Chin-Kun Wang (中山医科大学食品学部、台湾)  

  疾患に対する栄養医学的療法―発見から臨床試験のエヴィデンス 
	

セッション 6  食品機能の解析の新規方法論と戦略   
 
 14:10 轟木堅一郎 (静岡県立大学薬学部)  
  DMT-MMを光学分離向上剤とするDL-乳酸およびDL-アミノ酸の誘導体化-LC分析 
 14:30 中野祥吾 (静岡県立大学食品栄養科学部) 
  情報科学と実験科学の間に存在するギャップを埋めるタンパク質設計研究 
 14:50 Coffee Break 
 
セッション 7  食品・素材の炎症、メタボリックシンドローム、免疫に対する作用 
 
 15:10 Min-Hsiung Pan (国立台湾大学食科学工学研究所、台湾) 
  ポリメトキシフラボンの炎症関連疾患における化学的予防効果 
 15:35 Paolo Morazzoni (インデナ社、イタリア) 
  ベルガモット・フィトソーム（バズガードＴＭ）：新たな植物療法によるメタボリックシンド

ローム管理 
 16:00 Emily Pankow Fritz (ケミン社、米国)  
  ベータヴィア コンプリート (Euglena gracilis) の作用機序と免疫賦活効果を支える先行 
  研究レビュー 

 
  16:30 ポスター賞表彰、閉会の辞 
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