〜自然と人︑
予防医学の追究をめざして〜

蜂蜜の呼吸器疾患治療効果に関する
薬理学的研究
熊本大学大学院生命科学研究部

帝京大学薬学部

みつばち産品の血栓症予防効果と
健康食品への応用の可能性の検討

プロポリスによる
神経細胞保護作用

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

ローヤルゼリーの
骨カルシウム代謝への貢献

鹿児島大学農学部

新潟大学大学院医歯学総合研究科

筏井

今井

岡本

増山

叶内

浩孝

直樹

能弘

賢

宏明

律子

琉球大学医学研究科

神戸

川野

大朋

光子

國安

喜友名

佳直

健康成人の疲労度の科学的評価と
ミツバチ産品の疲労に対する効果

明彦

朝則

熊本大学大学院生命科学研究部

ミツバチ産品のオートファジー誘導能と
生体保護作用の相関性

渋谷

栄之

岐阜大学医学部

心身障害者や自閉症児に対する
蜂蜜を使用した歯みがきの有効性
徳島大学病院歯科口腔内科

田辺

粘膜免疫調節作用に立脚した
新ジャンルのローヤルゼリー化粧品の創出
広島大学大学院生物圏科学研究科

富澤

ローヤルゼリーの日本人種型２型糖尿病
発症予防効果に関する研究
熊本大学大学院生命科学研究部

熊本大学大学院生命科学研究部 三隅

ミツバチ産品によるＭ細胞を標的とした
粘膜ワクチン開発研究
将吾

一仁

創一

高野

プロポリスを用いた化学放射線治療中の
真菌による粘膜炎・嚥下障害の予防

京都大学大学院生命科学研究科

亜鉛欠乏予防に効果のある
ミツバチ産品の同定とその効果の実証

東北大学加齢医学研究所

遅延型過敏反応に対する
みつばち産品による予防効果の検証

※順不同・敬称略

宏実

洋一郎

加来

ローヤルゼリーによるコラーゲン・クロスリンクを
介した組織安定化機構

千葉科学大学薬学部

プロポリスの制御性Ｔ細胞分化亢進作用の
検討と炎症性腸疾患予防への応用

大藏

東ピエモンテ大学
（イタリア） エリア ランツァート

蜂蜜の創傷治癒作用における細胞レベルおよび
分子レベルの作用機序

北里大学薬学部

酸化脂質蓄積による心筋症︑
肝疾患モデルマウス
におけるミツバチ産品の予防効果

礒濱

北里大学獣医学部

犬の循環器疾患ならびに肝代謝異常に及ぼす
ミツバチ産品の効果

〈２０１０年 度 採 用テーマ〉

２０１０年度の研究助成対象となる
テーマが決定いたしました。
「みつばち研究助成基金」は、“ミツバチと予防医学”
に関する研究の支援を通じて、人と自然の健やかな未
来に貢献することを目的とした基金です。将来を担う
若手研究者を対象とし、２００８年の設立以来、世界
的に問題となった「蜂群崩壊症候群（CＣＤ）」の研
究や、ローヤルゼリー、プロポリスの予防医学研究な
どをサポートしてきました。
３年目を迎えた今年度は、国内外から計１３５件の
研究テーマが寄せられました。そして、厳正なる審査
を経て、助成対象となる テーマを選出。去る７月９
日（金）には、採用された研究者の方々を山田養蜂場
本社（岡山県鏡野町）にお招きし、採用証書の交付式
を行いました。
創造性にあふれた今年度の研究テーマは下記の通り
です。今後の研究の進展にどうぞご期待ください。

泰司

智也

克典

年齢
（歳）
※滋賀医科大学より提供
40
３２

長岡

山下

健

純人

渡辺

山浦

妊娠率
︵％︶

１０

旭川医科大学医学部眼科

３５歳を過ぎて妊娠を希望され、半年から１年経っても妊娠しない場合

プロポリスによる
糖尿病網膜症発症予防の可能性の検討

神戸大学大学院医学研究科

ローヤルゼリーの腸管免疫機能修飾を介した
抗動脈硬化作用の解明

に低下し始め、４０歳を越えると格段に妊娠率が下がることがわかります。

朋穂

と、３２歳までは妊娠に必要な卵巣の働きが落ちませんが、
そこから徐々

千葉大学大学院薬学研究院

したときになかなか妊娠に至らないという現象が起きています。

松宮

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

ブラジル産プロポリスの抗新型インフルエンザ
ウイルス活性成分の同定と作用機構解明

東北大学大学院工学研究科 長澤

ロボットを介した
人とミツバチのコミュニケーション法

女性が社会で活躍する時代になり、結婚年齢の上昇につれて、希望

均

を重ねる」
という視点を持ってもらいたいと思っています。

実験的慢性アレルギー性皮膚炎および掻痒反応
に対するローヤルゼリーの改善効果に関する研究

妊娠・出産の適齢期間を知ってください

弘前大学大学院医学研究科

エイジングを嫌うアンチ
（反）
ではなく、
「ヘルシーエイジング」
＝
「健康に歳

緑

知っておきたい女性の健康知識

松本

もが通る道です。今世の中では、
「アンチエイジング」
が話題ですが、私は

佐倉

清水先生に伺いました

ミツバチ産品による細胞内ウイルスセンサーの
活性化を介した抗ウイルス作用の検討

歳とともに女性ホルモンが減少するのを止めることは不可能であり、誰

勝彦

十分に気をつけねばなりません。

成瀬

現在はどのような研究に取り組まれているのでしょうか。

佐賀大学農学部

う。そして、更年期を過ぎた後も、骨粗鬆症や高コレステロール血症には

奈良県立医科大学医学部

の中で私は、主に妊娠を希望されている方の治療に取り組んでいます。

ミツバチの腸内細菌が
自然免疫活性に及ぼす影響の解析

医に相談し、
ホルモン補充療法や漢方薬などを上手に使うと良いでしょ

史幸

る前から準備することが大切です。それでも負担が大きいときには、専門

畠中

やす、抗酸化作用のある食品
（ビタミン類など）
を摂るなど、更年期を迎え

ミツバチ産品の妊娠高血圧症における
降圧および発症予防効果

人科、妊娠を希望されている方の治療も大きなウェイトを占めています。
そ

高知大学教育研究部 ンガツ ランドゥ ロジャー

せや不眠、無気力などの症状が現れます。日頃から人と接する機会を増

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

赤ちゃんを迎える産科としての仕事以外に、
ガンなど病気の治療を行う婦

北海道大学電子科学研究所

次に、誰もが通過する更年期では、女性ホルモンが減少することでのぼ

●実 施 期 間 １年間（２０１０年７月１日〜２０１１年６月３０日）

蜂蜜の睡眠および概日リズムに対する
効用の行動生理学的研究

しい命が生まれる喜び」のある科だと感じたのを覚えています。実際には、

コンゴ人５００人における蜂蜜およびプロポリスの
湿疹︑
粃糠疹への軽減効果

すぐには回復しませんし、排卵障害から妊娠しづらくなることもあります。

忠浩

定に大切です。過度なダイエットにより起こる無月経は、体重が戻っても

飯村

思春期から妊娠・出産期は、適切な食生活がホルモンバランスの安

４５歳以下の若手研究者、養蜂研究家
象

東京医科歯科大学グローバルＣＯＥ口腔病理学

産婦人科医の立場から見て、女性の健康で気をつけるべき点は何でしょうか。
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師を志しました。実習中は他の科も経験しましたが、病院の中で唯一「新

バーチャルリアリティシステムを用いた
ミツバチの採餌飛行の分析

したいと思っています。

●対

蜜蜂産品のもつ抗酸化作用に注目した
骨質改善効果の新規探索法

私の父は産婦人科医で、子供の頃から見ていた父の姿に影響され、医

大石 勝隆

の重要な各場面で、天然素材がどんな効果をもたらしてくれるのか、追究

●助 成 金 額 総額１億円
（年間）

産婦人科の医師をめざされたきっかけをお教えください。

採用証書を交付された独立行政法人産業技術総合研究所の
大石氏
（右）
と、当社代表・山田英生

トを行い、分析をしています。こうした研究を通して、女性のライフステージ

３１件
（応募総数１３５件中）

女性のライフステージに合った
健康の在り方を追求し続けます

独立行政法人産業技術総合研究所

早発閉経や体重減少性無月経の方を対象に、天然素材の飲用テス

●採用テーマ数

20
21

２０

に診てもらうよう

３０

だけ早く専門医

４０

ためにも、
できる

５０

期間を逃さない

●体外受精の年代別妊娠成功率

は、妊 娠できる

０

にしましょう。

清水良彦氏
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〈２０１０年度の実施概要〉

２００９年度の助成対象に採用された、
研究者のお一人をご紹介いたします。

睡眠の質およびリズムを中心とした
体内時計機能に対するミツバチ産品の影響

女性が出産できる年齢は限られています。体外受精の妊娠率をみる

みつばち研究助成基金
最新ニュース
こ
ひ
し
よ
ず
み
し

助教
滋賀医科大学
産科学婦人科学講座

研究者
インタ
ビュー

