ブラッシュアップセミナーin 東京 2011 秋
presented by JAPAN MEDICAL HERB ASSOCIATION
震災の影響で「ブラッシュアップセミナーin 東京 2011 春」を中止とさせていただいたため、田中修先生と吉川雅之先生に同様の内容
でご講演いただくことになりました。会員の紹介がある場合、一般の方も参加費が割引になりますので、お誘いあわせの上、この機会に是非ご
参加ください。また、ブラッシュアップセミナー開催日の午前中に JAMHA 会員による「研究発表会（参加費無料）」を開催いたします。

Program １

Program ２

13:15~14:45

「葉っぱのふしぎ －
緑色に秘められたしくみと働き」
講演：田中修

「薬食同源の視点から
メタボリックシンドローム予防物質の探索」

甲南大学 理工学部教授

講演：吉川雅之

植物たちは、太陽の光を受けて、
葉っぱで栄養物をつくり成長しま
す。一方、動物は、自分で栄養物
をつくり出すことはできません。そ
のため、動物は、植物を食べま
す。そこで、植物たちは、食べ尽く
されないように、工夫を凝らしてい
ます。また、植物たちは、健康に生
きるためには、自然のストレスに耐え、病原菌の感染を防
がねばなりません。そのために、いろいろな物質をつくっ
ています。今回のセミナーでは、葉っぱの働きと、動物や
病原菌から身体を守っている植物たちの生き方を映像
やデータで分かりやすく紹介します。
Profile
Osamu TANAKA
１９４７年、京都生まれ。京都大学農学部卒業、同大学
院博士課程修了。スミソニアン研究所（アメリカ）博士研
究員などを経て、現在、甲南大学理工学部教授。農学
博士。専門は、植物生理学。日本テレビ「世界一受け
たい授業」、ＮＨＫテレビ「アインシュタインの眼」などへ
の出演、ＮＨＫラジオ「夏休み 子ども科学電話相談」の
回答者を務める。
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2011 年 9 月 11 日(日)

15:00~16:30

京都薬科大学 生薬学分野教授

人類が薬を発見した経緯の一つと
して、食物の中から効力のあるもの
が選び出されたと言われています。
この薬食同源の視点から生体機能
成分の探索研究の一環として、タラ
ノメ、セージ、アーティチョークなど
からメタボリックシンドローム改善に
有効な成分を明らかにしました。
今回のセミナーでは、ティーフラワー、ローズヒップの脂
質吸収抑制や代謝亢進成分、サラシア、パームシュガー
の糖吸収抑制およびカンカの血管拡張作用成分につい
て紹介します。
Profile
Masayuki YOSHIKAWA
１９４７年生まれ。京都薬科大学卒業。１９８８年４月日本
薬学会奨励賞受賞､２００６年３月日本薬学会学術貢献
賞受賞｡２０１０年１０月日本生薬学会学会賞受賞。現在、
京都薬科大学生薬学教室教授。薬学博士。吉川雅之
氏（京都薬科大学）によって特定された成分（略称：ダス
デス・特許成分）は、食物の糖の吸収を抑えることからメ
タボリックシンドロームに対する作用が注目されている。

13：10～16：30（受付開始 12：40）

※ブラッシュアップセミナー開催前の 10：30～12：00 に JAMHA 会員による
「研究発表会」を開催いたします。参加費は無料ですので是非ご参加ください。
科学技術館「サイエンスホール 地下 2 階」
※裏面に会場案内図があります。
300 名（定員に達した場合はホームページにてお知らせします）
会員 1,000 円
一般 5,000 円 (会員からの紹介がある方は 3,000 円)

2011 年 8 月 31 日（水）消印有効
参加費を振込後、裏面の申込用紙にご記入の上、FAX または郵便で
お送りください。※会員の方はホームページからお申込み出来ます。
三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店
普通預金 ２４１９４２２
トクヒ）ニホンメデイカルハーブキヨウカイ

※1 恐縮ですが振込手数料はご負担下さい。 ※2 会員の方は振込名義人の前に 6 ケタの会員 ID を入力して下さい。
※3 参加票は 9 月２日頃発送を予定しています。 ※4 講演者やタイトルは諸事情により変更となる場合があります。

主催

特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会

ヨ イ ハ ー ブ

Tel.０３‐３２３０‐４１８２

【ブラッシュアップセミナーin 東京 2011 秋】
特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会（JAMHA）が主催する、会員ならびに資格取得者の方々を対象にしたブラッシュ
アップセミナーです。独自の内容とレベルを備えており、資格取得された皆様のブラッシュアップとして毎年行われています。
会員の紹介がある場合、一般の方も参加費が割引になりますので、お誘いあわせの上、この機会に是非ご参加ください。
また、ブラッシュアップセミナー開催日の午前中に JAMHA 会員による「第４回 研究発表会」を開催いたします。

【会場】 科学技術館 「サイエンスホール（地下２階）」
開 催 ２０１１年９月１１日（日）
時 間 １３:１０～１６:３０ （受付開始１２:４０～）
１０:３０～１２:００ 研究発表会 ※参加費無料
※参加票は９月２日頃発送いたします。
【スケジュール】
10:30～12:00

研究発表会 ４演題：JAMHA 会員

13:15～14:45

Program １ 講演：田中修
「葉っぱのふしぎ－
緑色に秘められたしくみと働き」

14:45～15:00

休憩

15:00～16:30

Program ２ 講演：吉川雅之
「薬食同源の視点からメタボリック
シンドローム予防物質の探索」

【参加費振込先】
三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店 普通 ２４１９４２２
トクヒ）ニホンメデイカルハーブキヨウカイ
【問合せ先】

所在地：東京都千代田区北の丸公園 2-1

特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会

【アクセス】

〒101-0051

◆東 京 メトロ
◆東 京 メトロ
◆都営地下鉄

「竹橋」駅下車（1B 出口） 徒歩７分
「九段下」駅下車（2 番出口） 徒歩７分
「九段下」駅下車（2 番出口） 徒歩７分

東京都千代田区神田神保町 3-2-9 塚本ビル 6F
ヨイハーブ

Tel.03-3230-4182

Fax.03-3230-4184

E-mail：info@medicalherb.or.jp

※参加費を振込後、下記申込用紙にご記入の上、FAX または郵便にてお送りください。
【申 込 用 紙】

FAX 03-3230-4184

※申込締切：8 月 31 日（水）まで

「ブラッシュアップセミナーin 東京 2011 秋」へ参加を申込みます。
氏名（ふりがな）

ご住所

〒

会員 ID

◆ブラッシュアップセミナー
（

）会

員

1,000 円

（

）非会員

5,000 円

会員からの紹介がある方は紹介者
のお名前を必ずご記入ください。

－

（

）非会員

3,000 円

紹介者名

（

ご連絡先
Tel.
E-mail：

様）

◆研究発協会
Fax.

（

）参加費無料

※○印をご記入ください。

通信欄
振込日

月

日

【お申込先】
特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-9 塚本ビル 6F
Tel.03-3230-4182
Fax.03-3230-4184
E-mail：info@medicalherb.or.jp

