地域イノベーション戦略支援プログラム
イベント開催

平成 24 年度
○キック・オフ・セミナー
○開 催 日：平成 24 年 10 月 24 日
○内 容：事業概要説明
○開催場所：和歌山県和歌山市内ホテル ホテルアバローム紀の国
○参加人数：167 人

○年度報告会
○開 催 日：平成 25 年 3 月 15 日
○内
容：平成 24 年度の地域イノベーション戦略支援プログラム事業の成果を発表
○開催場所：和歌山県和歌山市内ホテル ダイワロイネットホテル和歌山
ダイワロイネット
○参加人数：103 人

平成 25 年度
○シンポジウム
○開 催 日：平成 25 年 11 月 26 日
○内
容：「健康と食品機能の将来戦略」をテーマに 3 人の講師先生からのご講演
地域イノベーション戦略支援ﾌプログラム事業の進捗報告
○開催場所：和歌山県和歌山市内ホテル ホテルグランヴィア和歌山
○参加人数：106 人

○成果報告会
○開 催 日：平成 26 年 3 月 11 日
○内
容：地域イノベーション戦略支援プログラム事業の事業進捗状況報告
招聘研究員 4 名、人材育成プログラム研究者 2 名、地域の研究者 3 名による発表
○開催場所：和歌山県和歌山市内ホテル ダイワロイネットホテル和歌山
○参加人数：129 人

平成 26 年度
○シンポジウム
○開 催 日：平成 26 年 11 月 26 日
○内
容：「食の機能性の追究」をテーマに 3 人の講師先生からのご講演
地域イノベーション戦略支援ﾌプログラム事業の進捗報告
○開催場所：和歌山県和歌山市内ホテル ダイワロイネットホテル和歌山
○参加人数：128 人

文部科学省イノベーションシステム整備事業
地域イノベーション戦略支援プログラム（研究機能・産業集積高度化地域）

地域イノベーション戦略支援プログラム事業

平成２４年度報告会
和歌山県では、今年度、文部科学省より「地域イノベーション戦略支援プログラム」の
採択を受け「地域資源を活かした健康産業イノベーション～県民健康力の向上と保健
機能製品の世界展開～」に取り組んでおります。
その研究開発の現状や課題を、広く地域の企業や住民の皆様、団体各位にお知らせ
し、産業応用へのきっかけ作りやご要望、アドバイスを頂きたく年度報告会を開催いたし
ます。
多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時

平成２５年3月15日（金）

13：00～１6：00（受付１2：3０～）

場所

ダイワロイネットホテル和歌山
４階

プレジール

和歌山市七番丁26-1
073-435-3333

参加費 無料

お問い合わせ・お申し込み先
<お申し込み方法> 参加申込書（裏面）の各項目内容を記入のうえファクシミリ又は電子メールにて
お申し込みください。

申込締切：平成２５年３月８日（金）
<お問い合わせ先> 公益財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部
地域イノベーション推進室

担当：山西・宇佐美・大平

Tel：073-432-5155
Fax：073-432-3314
E-mail：tech-info@yarukiouendan.jp
※電子メールの場合、件名は「年度報告会申込」でお願いします。

主催：公益財団法人わかやま産業振興財団、和歌山県

プログラム
1.開会挨拶

（13：00～13：05）
公益財団法人わかやま産業振興財団 専務理事 中岡 雅和

2.来賓挨拶

（13：05～13：10）
文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課

3.基調講演 （13：10～13：40）
「和歌山県の健康寿命を延ばす運動プログラムの開発と戦略的人材育成プロモーション」
国立大学法人和歌山大学教育学部 教授 本山

貢 氏

4.研究報告 （13：40～15：00）
「果実成分によるオートファジー誘導の可能性」
近畿大学生物理工学部 教授 芦田 久
（休憩）
「和歌山県の特産果実に含まれる二次代謝産物の利用技術の開発」
近畿大学生物理工学部 教授 尾﨑嘉彦
「抗炎症作用を示す食品成分の探索―慢性炎症抑制による生活習慣病の予防を目指して―」
近畿大学生物理工学部 講師 永井宏平
「植物由来保健機能成分による脂質代謝改善、糖尿病予防に関する研究」
和歌山県立医科大学大学院医学研究科 特別研究員 竹島 健
（休憩）
5. 事業統括

（15：00～15：55）

「平成24年度地域イノベーション戦略プロジェクト事業について」
プロジェクトディレクター 前田育克
「医農連携について」
医農連携コーディネータ 三谷隆彦
「地域連携について」
地域連携コーディネータ 中谷吉隆
6.閉会挨拶

（15：55～16：00）
和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 産業技術政策課 課長 出口博之

『地域イノベーション戦略支援プログラム事業平成２４年度報告会』
参加申込書〔 〆切：平成２５年3月8日(金) 〕
Fax：073-432-3314
ご芳名

ご所属
（企業名・大学名等）

役職又は
ご職業

ご連絡先
（電話番号又はE-mail）

※ お申し込み時の個人情報は、当年度報告会に係る受付・内容の確認以外の目的には使用しません。

文部科学省イノベーションシステム整備事業
地域イノベーション戦略支援プログラム（研究機能・産業集積高度化地域）
和歌山県特産農産物を活用した健康産業イノベーション推進地域

地域イノベーション戦略支援プログラム事業

平成２５年度成果報告会
和歌山県では、平成２４年度文部科学省「地域イノベーション戦略支援プログラム事業」の採択を受け、
地域資源を活かした健康産業イノベーションに取り組んでおります。
戦略として、招聘研究者を中核とした特産果樹類の保健機能成分の解明・エビデンスの蓄積、新たな加工
技術による食品の高付加価値化を進めると共に、地域住民のライフスタイルと健康特性に関する研究を進
め、食と運動を結びつけた健康長寿づくりとそれらの知見を活かした健康産業の創出を目指しております。
その研究開発や取組の現状・課題を広く地域の皆様と共有し、今後の事業推進に反映させて頂きたく下記
内容で成果報告会を開催いたします。
多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

場所

平成２６年３月１１日 （火）

報告会
交流会

▲ ▲

日時

13：00～17：35
17：45～19：10

ダイワロイネットホテル和歌山
４階 ブリエ

和歌山市七番丁26-1

（交流会は4階 ブランシェ）

073-435-3333

主催：公益財団法人わかやま産業振興財団、和歌山県

お問い合わせ・お申し込み先
<お申し込み方法>
下記参加申込書の各項目内容を記入のうえ、Fax又は電子メールにてお申し込みください。
報告会の参加は無料ですが、交流会へは参加費3,000円が必要となります。

申込締切 ： 平成２６年２月２８日（金）
<お問い合わせ先>

公益財団法人わかやま産業振興財団
テクノ振興部 地域イノベーション推進室

[担当] 山田・山西

Tel ： 073-432-5155 Fax ： 073-432-3314
Email ： tech-info@yarukiouendan.jp
※電子メールの場合、件名は「成果報告会申込」でお願いします

ご氏名

ご所属名
（企業・大学・団体）

役職又は
ご職業

ご連絡先

交流会
参加※

※ 交流会参加希望の方は○印を記載願います。なお、ご参加の方は参加費3,000円を当日受付にて拝受いたします。
お申し込み時の個人情報は、当報告会に係る受付・内容の確認以外の目的には使用いたしません。

プログラム
13：00‐13：10

開会挨拶

［主催者挨拶］ (公財)わかやま産業振興財団
事務局長 田中 亨
［来賓挨拶］
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課

13：10‐13：30

専門官

打田 剛 氏

事業概略と進捗報告

「地域イノベーション戦略支援プログラム」
(公財)わかやま産業振興財団

13：30‐15：00

プロジェクトディレクター

前田 育克

和歌山県特産果樹類の保健機能成分の解明と効能検証のため
「医」及び「農」分野において集積した研究者の報告

招聘研究者活動報告

「医農連携による活動報告」
(公財)わかやま産業振興財団

13:30～13:45
医農連携コーディネータ

三谷 隆彦

「果実由来成分の腸内細菌フローラへの影響」
近畿大学生物理工学部 教授

芦田

13:45～14:00

久

「和歌山県の特産果実に含まれる二次代謝産物の利用技術の開発」
近畿大学生物理工学部 教授

14:00～14:15

尾﨑 嘉彦

「抗炎症作用を示す食品成分の探索‐慢性炎症作用抑制による生活習慣病の予防を目指して‐」
近畿大学生物理工学部 講師

「植物由来保健機能成分による脂質代謝改善、糖尿病予防に関する研究」
和歌山県立医科大学大学院医学研究科 特別研究員

15：00‐15：30

15：30‐16：30

ポスターセッション

竹島

休憩
県民健康力の向上に向け、運動と健康・
食と健康の面から元気シニア社会創出
に取り組む研究者の報告

「地域連携による活動報告」

15:30～15:50
地域連携コーディネータ

中谷 吉隆

「健康寿命の延伸を目的とした介護予防のための運動と食を用いた取り組み」
和歌山大学介護予防地域支援プロジェクト 特任助手
和歌山県立医科大学保健看護学部 講師

和歌山県内の地域資源(梅)に着目し、地
域資源の活用に取り組む研究者の報告

「梅酢ポリフェノールで見出された抗ウイルス作用」

16:30～16:50

小山 一 氏

「梅酢ポリフェノールのヒトにおける降圧作用等に関する研究」
和歌山県立医科大学医学部 助教

16:50～17:10

竹村 重輝 氏

「ウメ「露茜」産地化に向けた果実の赤色着色促進技術の開発」
和歌山県果樹試験場うめ研究所 主査研究員

17：30‐17：35

17:10～17:30

大江 孝明 氏

閉会挨拶

和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 産業技術政策課

17：45‐19：10

交流会

16:10～16:30

岡 檀

地域の研究開発事例報告

和歌山信愛女子短期大学 学長

15:50～16:10

木場田 昌宜

「疾病予防に必要な地域診断のあり方‐和歌山県の特徴と県内の地域差をふまえて‐」

16：30‐17:30

14:30～14:45

健

元気シニア社会創出に向けた取組事例

(公財)わかやま産業振興財団

14:15～14:30

永井 宏平

課長 出口 博之

文部科学省

地域イノベーション戦略支援プログラム 和歌山県特産農産物を活用した健康産業イノベーション推進地域

平成26年度シンポジウム

「食の機能性の追及」
〜食の保健機能性と美味しさを考える〜

和歌山県では
「地域資源を活かした健康産業イノベーション」
を掲げ、地域イノベーション戦略
支援プログラム事業に取り組んでおります。本事業では、招聘研究者を中核とした特産果樹類
の保健機能成分の解明・エビデンスの蓄積、新たな加工技術による食品の高付加価値化を進め
ると共に、地域住民のライフスタイルと健康特性に関する研究を進め、食と運動を結びつけた健
康長寿づくりとそれらの知見を活かした健康産業の創出を目指しております。産学官金の各参画
機関が一堂に会し、交流を深めること、また、事業推進に向けて機運の醸成を図ることを目的に
「食の機能性の追及」
をテーマにシンポジウムを開催します。

平成26年

11月 26
講演会
交流会

１３
：
００〜１７
：
３０
１７
：
４０〜１９
：
１０

４階 ブリエ

和歌山市七番丁２６-１ TEL 073-435-3333

参加
要領

紀ノ川
南海
和歌山市駅

電子メールにてお申し込みください。

→

JR
和歌山駅

ダイワロイネットホテル
和歌山
市役所
City Oﬃce●
和歌山
県庁
●

●郵便局
和歌山城
●
近代美術館
●県立博物館

大通り
けやき
→

山I.C

和歌

三年坂通り

白浜↓

●駐車場が限られておりますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
●JR和歌山駅より和歌山バス西口②番のりば県庁・和歌浦方面行き、公園前バス停下車すぐ
●JR和歌山駅より徒歩25分

｜
紀和駅

｜

裏面参加申込書に必要事項を記入の上、

１１月１４日（金）
までにＦＡＸ又は

→

奈良

ダイワロイネットホテル和歌山

※交流会参加費
4,000円

難波

場所

参加費
日
（水） 無料

｜

日時

主

催

公益財団法人わかやま産業振興財団、和歌山県

後

援

学校法人近畿大学、公立大学法人和歌山県立医科大学、国立大学法人和歌山大学

プログラム

１３
：
００

開会

１３
：
０５〜１３
：
２０ 主催者挨拶

公益財団法人わかやま産業振興財団 専務理事 大門 達生
和歌山県商工観光労働部長 藤本 陽司

来賓挨拶
文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課 専門官 打田 剛 氏

１３
：
２０〜１４
：
５０ 基調講演

「食品因子を感知するしくみに基づいた食品機能増強法」
立花 宏文 氏

九州大学大学院農学研究院 主幹教授

休憩
（１４
：
５０〜１５
：
００）

１５
：
００〜１７
：
００ 講演１

「予防医学を目指した機能性食品の研究開発」
早稲田大学 ナノ理工学研究機構 規範科学総合研究所
研究院教授

矢澤 一良 氏

講演２

「味覚と健康」

東京大学大学院 農学生命科学研究科 特任教授

朝倉 富子 氏

１７
：
００〜１７
：
２５ 事業進捗状況説明
１７
：
２５〜１７
：
３０ 閉会

公益財団法人わかやま産業振興財団 事務局長 田中 亨

１７
：
４０〜１９
：
１０ 交流会
ＦＡＸ

参加申込書

申込締切

０７３-４３２-３３１４

平成２６年１１月１４日（金）

企業・団体名

TEL

FAX
所属部署・役職

氏名

講演会
（13：00〜）

交流会
（17：40〜）

参加

参加

する ・ しない

する ・ しない

する ・ しない

する ・ しない

する ・ しない

する ・ しない

●参加の欄はどちらかに○をしてください。●交流会にご参加いただく方は当日受付にて交流会参加費(4,000円)をお支払ください。
●ご記入いただいた個人情報は、当シンポジウムに係る受付・内容の確認以外の目的に使用いたしません。

（公財）
わかやま産業振興財団 テクノ振興部地域イノベーション推進室

お申込み・お問合わせ先

〒６４０-８０３３ 和歌山県和歌山市本町二丁目１番地 フォルテワジマ６階
TEL ０７３-４３２-５１５５
FAX ０７３-４３２-３３１４
E-mail tk7@yarukiouendan.jp
（件名は
「シンポジウム申込」
と記載してください）

担当

山田、上土谷

