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• 滞在研究期間、シンポジウム会場
[研究滞在期間]:10/23~10/30
[会場]: Helios, Biopolis (Matrix Bldg.) (10/24)
Singapore Polytechnic, T11A 4F (10/25~10/27, 10/29)

・研究背景・目的
食と健康の関係については古くから多くの研究がなされてきたが、食品中にはいまだ明かさ
れていない有用な生理活性成分が含まれていると考えられる。そこで、当研究室では、エピジ
ェネティックな遺伝子発現調節機構や細胞分化に着目して、今まで明かされてこなかった食品
中の生理活性成分について研究を進めている。これまでの研究で、様々な食品から成分の抽
出・分画を行い、約 700 種類の食品抽出物ライブラリーを作成してきた。日々、食品サンプル
を追加しているが、日本で入手の難しい食品についてはいまだ数が少ない。
シンガポールは、マレーシアやインド、中国といった多様な食文化が根付いている。また、
熱帯地域に位置するシンガポールでは、日本では珍しく入手が難しい野菜や果物も多く存在す
る。さらにシンガポールは近年国民の健康寿命が延びていることでも有名であるため、シンガ
ポールの食品は非常に興味深い。しかしながら、日本でシンガポールの食品を抽出しようとし
ても、日本に持ち帰る間に食品中の成分が変わってしまう可能性がある。それを防ぐために
も、サンプリング後現地ですぐに成分の抽出を行うことは重要だと考えられる。以上の背景よ
り、今回、食品抽出物ライブラリーを増やすことを目的として、シンガポールでサンプリング
およびそのサンプルの抽出を行った。

• 交流・研究概要
[10 月 23 日(火)] : 日本出発
午前 11 時 30 分 羽田空港を出発。午後 17 時 35 分(現地時間) シンガポールチャンギ国際空港
到着。その後、ドーセットホテルシンガポールに到着。

[10 月 24 日(水)] : Biopolis にてシンポジウム (Health Promotion through Food Science, Chrononutrition and Sports Science-From basic to applied research)の聴講および発表
午前中にシンガポールのバイオ医科学研究拠点の Helios（#05-02）へ移動し、ポスター発表を
行う。（Poster session）午後から、Matrix building（2 階）にて研究発表の聴講、並びに口頭発
表を行う。（Session I~IV）

[10 月 25 日(木)] : Singapore Polytechnic にてシンポジウム（Biotechnology Towards Next generation
Single Cell Analysis）の聴講
Singapore Polytechnic（T11A, 4F）にて Single Cell Analysis に関する発表を聴講する。その後、
市場やスーパーマーケットにてシンガポール現地の食品（果物、野菜）を購入する。
藤野、午前 1 時 50 分（現地時間）シンガポールチャンギ国際空港発の飛行機にて帰国。
町田、午後 9 時 50 分（現地時間）シンガポールチャンギ国際空港発の飛行機にて帰国。
[10 月 26 日(金)] : Singapore Polytechnic にて実験
Singapore Polytechnic（T11A, 4F）内の Chemistry Laboratory にて、先日購入したシンガポール食
品の抽出実験を行う。各サンプルを皮と実に分け、包丁またはミキサーで粉砕後、MeOH 抽
出、吸引ろ過を行う。エバポレーターを用いて溶媒を飛ばした後、バイアルに詰めエバポレー
ターおよび凍結乾燥により乾固させる。

↑食品サンプルの例（ドラゴンフルーツ）

[10 月 27 日(土)] : Singapore Polytechnic にて実験
Singapore Polytechnic（T11A, 4F）内の Chemistry Laboratory にて、昨日の実験の続きを行う。
[10 月 28 日(日)] : シンガポール食品のサンプリング
シンガポール現地の食品を調達するため、リトルインディア等において、スパイスを購入す
る。また、市場やスーパーマーケットにて、追加の珍しい果物や野菜、調味料等を購入する。
[10 月 29 日(月)] : Singapore Polytechnic にて実験
Singapore Polytechnic（T11A, 4F）内の Chemistry Laboratory にて、食品抽出実験の続き、および
新しいサンプルの抽出を行う。購入したサンプルは計 24 種類あり、果物は皮と実を分けて抽出
を行った。最後に実験室の片付けを行い、バイアルの梱包を行う。

↑Singapore Polytechnic にて撮影した写真
[10 月 30 日(火)] : シンガポール出発
午前 2 時 20 分(現地時間) シンガポールチャンギ国際空港を出発。午前 9 時 50 分 羽田空港到
着。

• 交流総括
[町田 光史]
この度、Health Promotion through Food Science, Chrono-nutrition and Sports Science-From basic to applied
research-および Biotechnology Towards Next generation Single Cell Analysis に参加する貴重な機会をいただ

き感謝申し上げます。同じ大学内ながら接点をほとんど持たない他学科の研究をポスターセッ
ションで拝見できたことや、口頭発表で他大学・他分野の研究に触れられたことは勉強になり
ましたし、良い刺激になりました。特に、人間を用いた実験で得られたデータを統計学的に解
釈する研究は馴染みがなかったですが、データの総合的な解釈やデータの取り方ひとつとって
も難しさや経験がいることがわかりましたし、また、自分の研究分野とコラボレーションする
ことでこれまでとは違った新しい研究分野が開ける可能性があるかなと妄想したりしていまし
た。また、企業の方のお話を伺ったなかでは、アカデミックとは違う研究モチベーションや求
められることの違い、また、現地での生活環境が快適な部分、不都合な部分を聴くことができ
とても参考になりました。
これからは世界と戦っていくうえで英会話スキルやプレゼンテーションスキルを最低限身につ
け、自分の研究分野をよりアピールできるようになる必要性を改めて認識いたしました。今
回、このような貴重な機会と場を提供していただき誠にありがとうございました。

[中村文彬]
2 つのシンポジウムでの発表聴講では、食品と健康について様々なアプローチでの研究や
single cell analysis について最新の結果について勉強できました。1 日目のシンポジウムでは特
に、キッコーマンやウイスマーで行われている取り組みやシンガポールで行われた介入試験な
どのデータ、Li Yan 先生のおからの研究がとても面白く感じました。一方、2 日目のシンポジ
ウムでは single cell analysis の手法や実際のデータの取り扱い方について勉強することができ、
実験へのインスピレーションがわきました。堀江先生の発表では、自分たちが扱っている実験
系ではどうなるのか、早速、細胞の足場の硬さを変えて試してみたいと思い、検討実験を現在
行っています。また、発表だけでなく懇親会では、シンガポールの学生とコミュニケーション
を図ることができ、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。翌日にお礼の手紙をもらう
ことが出来たのはとてもよい思い出になりました。
今回、シンポジウムでは口頭発表の機会をいただき、それに加え、現地でサンプルを採集や
実験をさせていただき、私にとってとても良い経験になりました。これらの経験を活かし、今
後の自身の成長に繋げたいと思います。

[親泊安基]
この度は、Joint Workshop 2018 に参加させて頂きありがとうございました。各分野における
様々な研究を学ばせて頂きまして、非常に有意義かつ貴重な時間を過ごせたと感じておりま
す。私は日々、食品中に含まれる生理活性化合物を in vitro の系で評価・探索する研究をしてお
りますが、マウスを使ったり、はたまたヒトを実験材料にしたりして、食と健康について研究
を行っていらっしゃる方々の発表は、私にとってとても新鮮で、楽しく拝聴致しました。それ
と同時に、日頃の私自身の生活ぶりを悲観する機会にもなりました（最近では、最寄り駅で電
車に乗るのではなく、一駅か二駅歩いてから乗るようにしています）。
また、WABIOS の研究施設で実験する機会を与えて頂いたことにも感謝致します。日本では
あまり馴染みの無い食品を、数多く抽出することが出来ました。シンガポールを訪れるのは初
めてでしたが、スーパーや市場には様々な国々の野菜や果物、スパイスなどの食品が並んでい
て、見ていてとても興味深かったです。ひょっとすると、これらの食品の中に、シンガポール
の方々の健康寿命が長い理由が隠れているのではないかと思い、抽出した食品からその理由を
探すのが、今から楽しみです。
また、約一週間シンガポールに滞在し、シンガポールの生活は予想していたよりもずっと快
適であることが分かりました。当初は、途中で日本食が恋しくなるかなぁと思っておりました
が、一週間ではとても食べつくせないくらい多種多様な料理があり、食事も楽しむことが出来
ました。電車（MRT）の路線がシンガポール全体を張り巡らし、タクシーも頻繁に町を走って
いたので、交通に不便することもありませんでした。またいつかプライベートでシンガポール
を訪れて、思いっきり観光を楽しもう、と考えております。

この度、ポスター発表の場を頂き、大変興味深い発表の数々を拝聴する機会を与えて頂いた
こと、また WABIOS の研究施設を利用させて頂いたことに、重ねてお礼申し上げます。ありが
とうございました。

[藤野修太郎]
海外のシンポジウムに初めて参加させていただきました。口頭発表では、異なる研究分野の
方々に対して自分の研究をいかにわかりやすく説明するかを意識して準備しました。英語での
発表ということもあり言葉のニュアンスに注意したことは良い経験となりました。ポスターセ
ッション、講演会に参加して現地の「食」研究に触れることで改めて「食」がワールドワイド
な研究対象であることを感じ研究意欲が高まった一方で、ディスカッションの場面では自らの
拙い英語のせいで大変もどかしい思いをしました。今回の経験を通して英語力はもちろんのこ
と、海外とのつながりを意識した研究の必要性を強く感じました。この度は貴重な機会をいた
だき、誠にありがとうございました。

[長島侑希]
初めて海外のシンポジウムに参加させていただき、食に関する様々な分野の研究を聴講する
ことができました。特に 24 日のシンポジウムでは、キッコーマンの方の塩分と醤油のお話や、
青山先生の運動と食事に関する研究のお話が面白く、普段自分達が行っている分野の研究だけ
でなく、運動や栄養に関連した食の研究を組み合わせることで、より革新的な研究が生まれう
る可能性を感じました。また、2 日目のシンポジウムでは、single cell に関する発表を聴講する
ことができ、普段とは異なる視点で細胞について考えることができました。single cell に目を向
ける重要性を感じ、自分でも勉強しようとモチベーションが上がりました。そして発表を聴講
する中で、海外の研究に触れディスカッションを行うための、英語力の大切さも痛感しまし
た。
また、後半では Singapore Polytechnic において、シンガポールで購入した食材を抽出させて
いただきました。様々な場所で、現地の方に名前を聞きながら食材を購入することはとても楽
しく、日本では見たこともない果物やスパイスも多く見つけることができました。シンガポー
ルは 10 月末にも関わらずとても暑く、日本との気候の違いを肌で感じるとともに、このような
熱帯地域においてサンプリングおよび新鮮なサンプルの抽出を行えたことを嬉しく思いまし
た。これからこの抽出物を用いて日本で実験を行うことが非常に楽しみです。この度は、大変
貴重な機会を提供していただき、誠にありがとうございました。

[杉崎未来]
初めての海外のシンポジウム、かつ初めての口頭発表ということで、準備から慣れないこと
が多く本番もとても緊張しました。準備の段階では、自分の研究を専門外の方にわかりやす
く、しかも慣れない英語で伝えなくてはならないという難しさに悩みましたが、なんとか形に

することができました。しかし、本番では空気に飲まれてしまい、質疑応答の際は緊張と英語
の不得手さから思うような解答ができず、悔しい思いをしました。プレゼンテーション能力や
日本にいると忘れてしまいがちな英語力の大切さを改めて意識できたことは、自分の中で大き
な糧になったと感じています。さらに、食について異なる視点からの研究の発表を聴講したこ
とで、食品の研究対象としての大きな可能性を実感できました。
また 3 日目以降は、Singapore polytechnic の設備をお借りし、現地で購入した食材の抽出作業
を行いました。日本では入手し難い野菜や果物、スパイスをたくさん発見することができ、食
文化の多様性を肌で感じることができました。特に、今回果物を題材に研究発表を行った身と
しては、カスタードアップルやマンゴスチンなど名前すら聞いたことがない果物に大変興味を
持ちました。今まで多くの食品を抽出し実験を行ってきましたが、今回得たサンプルからまた
新しい知見が得られるかもしれないと思うと、実験がとても楽しみです。この度は貴重な機会
を与えてくださり、誠にありがとうございました。

