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活動報告
本拠点が開催した研究集会・特別講義

平成19年度（2007‐2008年）

●第16回静岡DDSカンファレンス（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ, 2007年7月14日）
　講演者 ： T. Mizutani（カンザス大学）他

●第4回日本カテキン学会総会（本拠点共催） （しずぎんホール　ユーフォニア, 2007年8月23日‐24日）
　講演者 ： 佐野満昭（名古屋女子大学）, 藤木博太（徳島文理大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Molecular Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in the Gambia（West 　
Africa） : Relevance to etiology, pathogenesis and prevention」（静岡県立大学, 2007年10月11日）

　講演者 ： R. Montesano（国際がん研究機関（IRAC）発癌機構部門　前部長）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「人はなぜ病気になるのか？」（静岡県立大学, 2007年10月12日）
　講演者 ： 黒木登志夫（岐阜大学学長）

●第2回食品薬学シンポジウム 「健康長寿に向かう個の医療と薬食同源」（本拠点共催）（静岡県立大学, 2007年10月18日-19日）
　講演者 ： 上野川修一（日本大学）, 山田陽城（北里大学）他

●第12回静岡健康・長寿学術フォーラム「光を当てて、こことろからだの危機をさぐる」（本拠点後援）（静岡県コンベンションセンター　グラ
ンシップ, 2007年10月19日‐20日）
　講演者 ： X. Gao（米国）, J.V. Frangioni（米国）, P. McGuire（英国）他

●第94回日本食品衛生学会学術講演会（本拠点共催）（静岡県立大学, 2007年10月26日‐27日）
　講演者 ： 長尾　拓（内閣府食品安全委員会）他

●O-CHA学術会議サテライトシンポジウム （静岡県立大学, 2007年11月1日）
　講演者 ： P. W. Taylor（英国）, S. Nagini（インド）, Z. Apostolides（南アフリカ）, D. Tasdemir（英国）および本拠点大学院学生4名

●第3回国際O-CHA学術会議（本拠点共催）（静岡県立大学他, 2007年11月2日‐4日）
　講演者・発表者 ： 世界19カ国地域より139名

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「第1回外国人研究者と語る会 -Appetite regulation」（静岡県立大学, 2007年11月14日）
　講演者 ： W. Korczynski（ポーランド科学アカデミー）

●日本農芸化学会中部支部第151回例会「酸化ストレスに挑む ： 抗酸化性物質研究の現在」（本拠点協賛）（静岡県立大学、2007年11月17日）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「健康長寿科学教育研究の戦略的新展開」（静岡県立大学, 2007年11月19日）
　講演者 ： 柴本崇之 （カリフォルニア大学デーヴィス校）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「柑橘類果皮とその成分のノビレチレンを利用した抗認知症機能性食品の開発」（静岡県立大学, 
2007年12月11日）

　講演者 ： 大泉康（横浜薬科大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー 「ドコサヘキサエン酸の脳機能向上効果と医療への応用」 （静岡県立大学, 2007年12月14日）
　講演者 ： 橋本道男（島根大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Clinical Pharmacogenetics and its Application to Drug Therapy」（静岡県立大学, 
2007年12月21日）

　講演者 ： 石崎高志（熊本大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「健康長寿を目指した「食・薬」研究の新たな展開」（静岡県立大学, 2008年1月21日）
　講演者 ： P. Ramasoota（マヒドン大学）, E. Rodriguez（フィリピン大学ロスバニョス校）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「機能性食品の安全性と有効性の評価」（静岡県立大学, 2008年1月22日）
　講演者 ： 梅垣敬三 （独立財団法人国立健康・栄養研究所）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「フラボノイドの構造と機能研究」（静岡県立大学, 2008年1月24日）
　講演者 ： 吉田久美（名古屋大学）

●オハイオ州立大学英語研修参加者報告会（英語での研究成果発表およびディスカッション）（静岡県立大学, 2008年1月25日）
　発表者 ： 研修に参加した9名の大学院学生

●平成19年度グローバルCEOプログラム研究成果報告会（静岡県立大学, 2008年3月3日）
　発表者 ： 事業推進担当者, ポスドク, 大学院学生

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「大学とベンチャー　－光産業の観点から－」 （静岡県立大学, 2008年3月17日）
　講演者 ： 藤田和久（光産業創成大学院大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「浙江大学－静岡県立大学　協議書締結記念　学術交流特別講演」（静岡県立大学, 2008年3
月17日）
　講演者 ： Z. Su（浙江大学薬学院）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「浙江大学－静岡県立大学　協議書締結記念　学院学生交流研究発表会」（静岡県立大学, 
2008年3月17日-18日）

　発表者 ： 浙江大学薬学院生および本学大学院学生（英語発表）

本拠点の特別セミナーや本拠点が主催、共催、後援して行われた国際/国内会議等が23回開催された(参加者延べ
5,200人)。

海外連携拠点とのジョイントシンポジウム シンポジウム終了後の意見交換会

研究成果を発表する事業推進担当者

浙江大学薬学院学生と本拠点大学院学生との学術交流会平成19年度研究成果報告会にて
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平成20年度（2008‐2009年）

●大学院学生科学英語教育ワークショップ「Teaching and Learning Scientific English」（静岡県立大学, 2008年5月8日）
　講演者 ： G. Whitby, M. Nakayama（オハイオ州立大学） 他

●国際ジョイントカンファレンス 「University of Shizuoka Global COE ‒ University of California, Berkeley」（静岡県立大学, 2008
年6月13日-14日）

　講演者 ： R. S. Zucker, G. Garriga, Q. Zhou（カリフォルニア大学バークレー校）および本拠点大学院学生

●ニュージーランド研究者と本拠点との研究交流会（静岡県立大学, 2008年7月2日）
　講演者 ： P. Moughan, J. Heyes, M. Skinner（ニュージーランド）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「LC-MS/MSによるDNA付加体の網羅的解析」（静岡県立大学,2008年7月18日）
　講演者 ： 周佩欣（京都大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Nanomedicines ： A Revolution in Drug Delivery」（静岡県立大学, 2008年7月18日）
　講演者 ： T. Allen （アルバータ大学）

●第5回日本カテキン学会（本拠点共催）（東京国際フォーラム, 2008年8月22日）
　講演者 ： 島村忠勝（昭和大学）他

●第1回排尿障害モデル動物研究会（本拠点共催）（ホテルセンチュリー静岡, 2008年8月29日）
　講演者 ： 山田静雄（静岡県立大学）他

●国際ジョイントカンファレンス「University of Shizuoka Global COE ‒ University of Medicine and Dentistry of New Jersey」 
（静岡県立大学, 2008年9月1日）
　講演者 ： R. Touger-Decker, J. O. Maillet, E. Myers （ニュージャージー医科歯科大学）

●臨床栄養士特別研修会「栄養ケア・マネジメント、病院栄養管理に米国の栄養ケアプロセスを活用するための研修会」（本拠点共催）（静岡
県立大学, 2008年9月2日）

　講演者 ： E. Myers（ニュージャージー医科歯科大学） 他

●オハイオ州立大学英語研修参加者報告会（英語での研究成果発表およびディスカッション）（静岡県立大学, 2008年9月9日）
　発表者 ： 研修に参加した8名の大学院学生

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Lessons Learned from Cationic Phospholipid Transfection Agents」（静岡県立大学, 
2008年9月22日）

　講演者 ： R. C. MacDonald（ノースウェスタン大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Searching for the True Etiological Agents of Human Lung and Liver Cancer」（静
岡県立大学, 2008年10月21日）
　講演者 ： Moon-shong Tang（ニューヨーク大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Autonomic Nervous System」（静岡県立大学, 2008年10月24日）
　講演者 ： G. Gabella（ロンドン大学）

●第2回茶サロン「カテキン勉強会」（静岡県立大学, 2008年10月25日）
　話題提供者 ： 菅敏幸　他10名

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Research and Development of Chemotherapeutic Agents for Control of Emerging 
and Reemerging Infectious Diseases」（静岡県立大学, 2008年10月31日）

　講演者 ： V. Frecer（UNIDO）, N. A. Rahman（マラヤ大学）

●静岡健康・長寿プレフォーラム2008（静岡県立大学, 2008年11月6日）
 　講演者 ： J. Auwerx（フランス）, 鄭瑞棠（台湾）および本拠点大学院学生2名

●第13回静岡健康・長寿学術フォーラム「元気な血管で健康な長寿を －老いは血管に始まる－」（本拠点共催）（静岡県コンベンションアー
ツセンター　グランシップ, 2008年11月7日-9日）
　講演者 ： J. Auwerx（フランス）, 鄭 瑞棠（台湾）他

●第8回日中健康科学シンポジウム（本拠点共催）（Zhejiang Acad. Med. Sci.（中国）, 2008年11月17日‐18日）
　講師 ： Z. Xing（中国）, S. Bungorn（タイ国）, Y. H. Sen（マレーシア）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「An Overview of Herbal Medicine Research at the University of Sydney」（静岡県立
大学, 2008年12月12日）

　講演者 ： N. Virgona（シドニー大学）

●1st International Conference on Health and Longevity Sciences（ICHALS）「Workshop ： Comprehensive Lectures for 
Students」, 「Symposium ： Yaku-shoku Dogen, “Medicine and food, Sharing a Common Origin”」（本拠点主催）（静岡県立
大学, 2008年12月18日‐19日）

　講演者 ： R. Ferraris（ニュージャージー医科歯科大学）, R. T. Sayre（オハイオ州立大学）, B. Timmermann（カンザス大学）, 事業推進担
当者, ポスドク, 大学院学生他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「A Lesson from Nature」（静岡県立大学, 2009年1月16日）
　講演者 ： 中西香爾（コロンビア大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「エネルギーバランスと老化の制御」（静岡県立大学, 2009年1月29日）
　講演者 ： 宮坂京子（東京家政大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Presentation Seminar」（静岡県立大学, 2009年3月23日）
　講演者 ： David Hart（オハイオ州立大学）

本拠点の特別セミナーや本拠点が主催、共催、後援して行われた国際/国内会議等が23回開催された（参加者延べ
3,948人）。

NZ研究機関との共同研究・交流の開始

第13回 静岡健康・長寿学術フォーラム(本拠点共催)
での発表

第8回 日中健康科学シンポジウムでの大学院学生に
よる発表

第1回 国際健康長寿科学会
議（ICHALS）の開催

ニュージャージー医科歯科大学教員による
臨床栄養指導実習

オハイオ州立大学での研修修了者による成果
発表会

活動報告
本拠点が開催した研究集会・特別講義



イタリア・ミラノ大学との共同研究のキック・
オフ・ミーティング

NZでの研究成果発表 NZ研究者との意見交換

本学21COE拠点の卒業生による米国での
研究生活に関する講義

第2回 国際健康長寿科学会議（ICHALS）の
開催

ICHALSでの若手研究者によるポスター発表
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平成21年度（2009‐2010年）

●イタリア・ミラノ大学との共同研究「キックオフミーティング」兼グローバルCOEプログラム特別セミナー「Statins tolerability and potential 
nutrient-drug interaction」（静岡県立大学， 2009年4月3日）

　講演者 ： Palbo Werba（ミラノ大学）他

●第2回21世紀の食を考える勉強会 「食産業と健康長寿社会の正しい発展を目指して」 （本拠点共催） （南青山会館， 2009年4月28日）
　講演者 ： 細谷憲政（東京大学）， 宮田満（日経BP社）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「生命科学におけるNO研究の新展開」（静岡県立大学， 2009年5月7日）
　講演者 ： Csaba Szabo （米国）, James M. Leiper （英国） 他

●第9回日本NO学会学術集会「NO-最先端研究と治療応用」（本拠点共催）（静岡県コンベンションアーツセンター  グランシップ， 2009年
5月8日-9日）

　講演者 ： David A. Wink（米国）他

●日本薬剤学会第24年会「感染症から身を守ろう、感染症を広げないようにしよう」（本拠点協賛・公開市民講座）（静岡音楽館AOI， 2009
年5月20日）

　講演者 ： 岡部信彦（国立感染症研究所）， 渡部一夫（株式会社資生堂）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「米国での留学生活」「Advancing cancer research through the center for cancer 
experimental therapeutics（CCET）」（静岡県立大学， 2009年7月6日）

　講演者 ： Akihiko Urayama（テキサス大学）, Barbara N. Timmermann（カンザス大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Structural similarities and functional convergence of arachnid toxins towards 
voltage-gated ion channel」（静岡県立大学， 2009年7月13日）

　講演者 ： Gerardo Corzo（メキシコ国立自治大学）

●有機合成化学協会東海支部「若手研究者育成のためのセミナー」（本拠点共催）（静岡県立大学， 2009年7月18日）
　講演者 ： 横島聡（東京大学），市川聡（北海道大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Evidence-based practice： methodologies and applications for human health sciences」 
（静岡県立大学， 2009年8月6日）
　講演者 ： Riva Touger-Decker, Diane Radler（ニュージャージー医科歯科大学）

●第5回日韓天然物化学談話会（本拠点共催）（和光純薬工業株式会社湯河原研修所， 2009年8月27日-29日）
　発表者 ： Sung Ho Kang（KAIST）, 工藤文隆（東京工業大学）他 

●第6回日本カテキン学会「茶の保健機能を多角的に解析する」（本拠点共催）（名古屋国際会議場， 2009年9月9日）
　講演者 ： 島村忠勝 （昭和大学）， 立花宏文（九州大学） 他

●UGT研究会「薬物代謝酵素の生物学的戦略」（本拠点後援）（静岡県立大学， 2009年9月10日‐11日）
　講演者 ： 井柳堯（兵庫県立大学）他

●有機合成化学協会東海支部「有機合成セミナー」（本拠点共催）（静岡県立大学，2009年9月12日）
　講演者 ： 好光健彦（大阪大学）， 西川俊夫（名古屋大学） 他

●第11回応用薬理シンポジウム「健康長寿への応用薬理学的挑戦」（本拠点後援）（静岡県立大学，2009年9月18日‐19日）
　講演者 ： 中井清人（厚生労働省）， 馬場明道（大阪大学）他

●2nd International Conference of Health and Longevity Sciences（ICHALS）「Integrated food-pharmaceutical science」（本拠点
主催）（静岡県立大学， 2009年10月1日）

　講演者 ： Ronald A. Flores（ネブラスカ大学リンカーン校）, Krongtong Yoovathaworn（マヒドン大学）, 事業推進担当者, ポスドク, 大学院学生他

●第14回静岡健康・長寿学術フォーラム「健康長寿科学におけるレギュラトリーサイエンスの意義」（本拠点企画協力）（静岡県コンベンショ
ンアーツセンター　グランシップ， 2009年10月2日‐4日）
　講演者 ： 長尾拓（内閣府）， 堂囿俊彦（静岡大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「New Zealandとの連携紹介」（静岡県立大学，2009年10月7日）
　講演者 ： Margot Skinner（NZ植物食品研究所）

●イノベーション・ベンチャーサミット in 清水「大学シーズを地域へ」（本拠点共催）（静岡県立大学， 2009年10月15日）
　講演者 ： 川上哲太朗（東海大学）， 木村雅和（静岡大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Tailoring New Zealand foods to match people’s genes」（静岡県立大学， 2009年11月25日）
　講演者 ： Lynnette R. Ferguson （オークランド大学）

●日本環境変異原学会第38回大会「環境変異原研究の温故知新」（本拠点共催）（清水テルサ，2009年11月26日‐27日）
　講演者 ： 中村好志（椙山女学園大学）他

●第2回排尿障害モデル動物研究会（本拠点後援）（ホテルセンチュリー静岡， 2009年11月27日）
　講演者 ： 横山修（福井大学）， 塚本泰司（札幌医科大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「若手研究者のための有機化学セミナー」（静岡県立大学， 2010年1月29日）
　講演者 ： 早川一郎（筑波大学）， 下川淳（東京大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「医薬品の安全性に関する特別セミナー」（静岡県立大学， 2010年2月19日）
　講演者 ： 長谷川隆一（国立医薬品食品衛生研究所）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Nanoparticle delivery of siRNA and peptide for cancer therapy」（静岡県立大学， 
2010年3月18日）

　講演者 ： Leaf Huang（ノースカロライナ大学）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Impact of macrophage and tick cell environment on Ehrlichia chaffeensis molecular 
structure」（静岡県立大学， 2010年3月19日）

　講演者 ： Roman Reddy Ganta（カンザス州立大学）

本拠点の特別セミナーや本拠点が主催、共催、後援して行われた国際/国内会議等が25回開催された（参加者延べ
4,823人）。

活動報告
本拠点が開催した研究集会・特別講義



若手研究者向けの英語での学術発表に関する講義

本拠点が主催する「健康長寿科学研究会」 市民講演会「健康な高齢社会の実現に向けて」

合同開催された第3回 国際健康長寿科学会議(ICHALS)/第15回 
静岡健康・長寿学術フォーラム/第9回 日中健康科学シンポジウム
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●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Tips for Giving Scientific Talks」（静岡県立大学， 2010年6月1日）
　講演者 ： Robert Whittier（東京大学）

●第14回神経科学領域における分子モニタリングシンポジウム （本拠点共催） （静岡県立大学， 2010年6月4日）
　講演者 ： 池田正明（埼玉医科大学）他

●第122回日本薬理学会関東部会（本拠点共催）（静岡県立大学， 2010年6月5日）
　講演者 ： 中里雅光（宮崎大学）他

●市民公開講座「女性のための健康薬理学」（本拠点共催）（静岡県立大学， 2010年6月6日）
　講演者 ： 市川義一（静岡赤十字病院）他

●ニュージーランド産果実抽出物を用いた共同研究報告会（静岡県立大学， 2010年6月14日）
 　講演者 ： Margot Skinner（NZ植物食品研究所）

●Massey大学との部局間交流協定締結記念講演会（静岡県立大学， 2010年7月9日）
　講演者 ： Richard Archer（マッセー大学）他

●若手研究者プレゼン・スタディー（静岡県立大学， 2010年7月15日）
　講演者 ： ニュージーランド若手研究者9名

●若手研究者プレゼン・スタディー（静岡県立大学， 2010年7月16日）
　講演者 ： 本拠点若手研究者6名

●第19回DDSカンファランス（本拠点共催）（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ， 2010年9月4日）
　講演者 ： Kinam Park（アメリカ）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「食品栄養科学特別講義」（静岡県立大学， 2010年9月8日）
　講演者 ： Jaen Cadet（フランス）

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「海外での研究活動の勧め」（静岡県立大学， 2010年9月10日）
　講演者 ： Takayuki Shibamoto（カリフォルニア大学デーヴィス校）

●第14回生体触媒化学シンポジウム（本拠点共催）（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ， 2010年9月23日‐24日）
　講演者 ： Jan-E. Backvall（スウェーデン）他

●第9回日中健康科学シンポジウム（本拠点合同開催）（静岡県立大学， 2010年10月14日）
　講演者 ： 沈正栄（中国）他 

●第15回静岡健康・長寿学術フォーラム（本拠点企画協力）（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ， 2010年10月15日‐16日）
　講演者 ： 杉本八郎（京都大学）他

●3rd International Conference on Health and Longevity Sciences（ICHALS）（本拠点主催）（静岡県立大学， 2010年10月16日）
　講演者 ： Christopher P. Wild（フランス）， Wang Yin（中国）, 事業推進者, ポスドク, 大学院学生他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「板垣博士来日記念セミナー」（静岡県立大学， 2010年10月22日）
　講演者 ： Yasuhiro Itagaki（コロンビア大学）

●第4回国際O-CHA学術会議（ICOS2010）（本拠点協賛）（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ， 2010年10月26日-28日）
　講演者 ： Chung Yang（アメリカ）他

●第7回日本カテキン学会（本拠点協賛）（静岡県コンベンションアーツセンター　グランシップ， 2010年10月27日）

●International Conference on the Environment and Natural Resources 2010（ICENR 2010）“The Changing 
Environment： Challenges for Society”（本拠点共催）（タイ国バンコク， 2010年11月10日‐12日）

●第25回日本香辛料研究会（本拠点協賛 （静岡県立大学， 2010年11月12日）
　講演者 ： Krishnapura Srinivasan（インド）他

●グローバルCOEプログラム特捌セミナー「日本香辛料研究会特別講演」（静岡県立大学， 2010年11月12日）
　講演者 ： Krishnapura Srinivasan（インド）

●第47回植物化学シンポジウム（本拠点共催）（静岡県立大学， 2010年11月18日）
　講演者 ： 山本万理（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「免疫力をつける生活」（静岡県立大学， 2010年12月2日）
　講演者 ： 藤田紘一郎（東京医科歯科大学）

●第2回健康長寿科学研究会（本拠点主催）（静岡県立大学， 2011年1月7日）
　講演者 ： 柳澤勝彦（国立長寿医療センター）他

●The 1st EnvironmentAsia International Conference on“Environmental Supporting in Food and Energy Security： Crisis 
and Opportunity”（本拠点共催）（タイ国バンコク，2011年3月22日-25日）

●薬学市民講演会「健康な高齢化社会の実現に向けて」（本拠点共催）（静岡市商工会議所， 2011年3月27日）
　講演者 ： 澤田康文（東京大学）他

本拠点の特別セミナーや本拠点が主催、共催、後援して行われた国際/国内会議等が26回開催された（参加者延べ
5,081人）。

活動報告
本拠点が開催した研究集会・特別講義
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●第75回日本生化学会中部支部シンポジウム（本拠点共催）（静岡県立大学， 2011年5月28日）
　講演者 ： 相賀裕美子（国立遺伝学研究所）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「Symposium on Design, Synthesis and Evaluation of Bioactive Molecules」（静岡県
立大学, 2011年6月8日）

　講演者 ： Duy H. Hua（カンザス州立大学）および本学大学院学生7名

●若手研究者のための学術論文の「投稿ノウハウ」講座 ： How to Write a World Class Paper： From title to references, from 
submission to revision（本拠点主催）（静岡県立大学, 2011年6月9日）

　講演者 ： Jaap van Harten（Executive Publisher, Elsevier）

●静岡県立大学創立25周年記念特別公開セミナー「静岡で日本の地域医療体制を考える」（本拠点協力）（参加者400名）（静岡県立大学， 
2011年8月30日）

　講演者 ： Michael Reich（ハーバード大学）他

●「静岡県立大学薬食総合研究センター」の創設に向けて（静岡県立大学, 2011年9月13日）
　講演者 ： 速水慎介（静岡厚生病院）他

●第20回DDSカンファランス （本拠点共催） （静岡県立大学， 2011年9月16日）
　講演者 ： 岡田弘晃（東京薬科大学）他

●4th International Conference on Health and Longevity Sciences（ICHALS）（本拠点主催）（静岡県コンベンションアーツセンター
グランシップ, 2011年10月21日）
　講演者 ： Barbara N. Timmermann（カンザス大学）, 事業推進担当者, ポスドク, 大学院学生他

●第16回静岡健康・長寿学術フォーラム（本拠点共催）（静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ, 2011年10月21日‐22日）
　講演者 ： 大島伸一（国立長寿医療研究センター）他

●平成23年度-NZ産果実抽出物を用いた共同研究報告会（静岡県立大学， 2011年10月27日）
　講演者 ： Margot Skinner（NZ植物食品研究所）および本学若手研究者4名

●GCOE国際拠点形成シンポジウム（静岡県立大学, 2011年10月28日）
　講演者 ： Jean-Michel Kaffmann（ブリュッセル自由大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「産・学・民・官を考える集い」＆研究成果報告会（静岡県立大学, 2011年11月18日）
　講演者 ： Fabrizio Arigoni（ネスレ日本株式会社）他

●第4回排尿障害モデル動物研究会 （本拠点協賛） （グランディエールブケ東海， 2011年11月25日）
　講演者 ： Martin C. Michel（アムステルダム大学）他

●GCOE国際拠点形成シンポジウム（静岡県立大学, 2011年12月7日）
講演者：Skorn Mongkolsak（マヒドン大学）他

●有機合成総合講演会「天然物合成で活躍中の若手研究者」（本拠点共催）（静岡県立大学, 2011年12月17日）
　講演者 ： 庄司満（慶応義塾大学）他

本拠点の特別セミナーや本拠点が主催、共催、後援して行われた国際/国内会議等が16回開催された（参加者延べ
3,507人）。 ※平成24年2月現在

若手研究者向けの学術論文の投稿に関する講義

ElsevierのExecutive Publisher とのディスカッション

第4回 国際健康長寿科学会議（ICHALS）を第16回 静岡健康・長寿
学術フォーラムと合同開催

ICHALSでの若手研究者によるポスター発表

ニュージャージー医科歯科大学との双方向遠隔講義国際拠点形成シンポジウムで発表するコンケン大学(タイ)の
学長とブリュッセル自由大学（ベルギー）の代表者

活動報告
本拠点が開催した研究集会・特別講義

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「ニュージャージー医科歯科大学との双方向遠隔セミナー / Working with a multidisciplinary 
team： Outcomes of Collaboration between University of Shizuoka and University of Medicine and Dentistry of New 
Jersey」（静岡県立大学（UMDNJとの双方向遠隔開催）, 2012年1月18日）

　講演者 ： Riva Touger-Decker（ニュージャージー医科歯科大学）他

●グローバルCOEプログラム特別セミナー「薬・食 相互作用」（静岡県立大学, 2012年2月10日）
　講演者 ： 荻原琢男（高崎健康福祉大学）


