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3. 29 - 31, 大阪. 
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国産マオウ属植物の研究（12）, 内蒙古産マオウ属植物のアルカロイド, 日本生薬学会第51回

年会, 2004. 9. 9, 神戸. 

　20 ） 御影雅幸, 吉光見稚代, 「金沢糸1号」完成の経緯, 日本アーユルヴェーダ学会第26回研究総会, 

2004. 11. 27 - 28, 札幌. 

　21 ） 吉光見稚代, 青山友紀, 御影雅幸, 金沢糸1号の改良研究, 日本アーユルヴェーダ学会第26回

研究総会, 2004. 11. 27 - 28, 札幌. 

　22 ） 奥津果優, 吉光見稚代, 小此木明, 御影雅幸, Ksharaの応用研究-原料植物とその構成元素-, 日

本アーユルヴェーダ学会第26回研究総会, 2004. 11. 27 - 28, 札幌. 

　23 ） 隆 長鋒, 垣内 信子, 北岡 文美代, 大場 秀章, 御影 雅幸, 日本産及び韓国産アケビ属植物の遺

伝子分析, 日本薬学会第125年会, 2005. 3. 27 - 29, 東京. 

　24 ） 渥美 聡孝, 垣内 信子, 中村 憲夫, 服部 征雄, 御影雅幸, 茯苓の性状と成分との相関, 日本薬学

会第125年会, 2005. 3. 27 - 29, 東京. 

　25 ） 表貴之, 木谷友紀, 朱妹, 小松かつ子, 御影雅幸, �������属植物の遺伝子解析とモンゴル産同

属植物の有用性に関する研究（1）, 日本生薬学会第52回年会, 2005. 9. 16 - 17, 金沢. 

　26 ） 垣内信子, 井上景子, 大久保圭祐, 栗田幸昌, 御影雅幸, 津田喜典, パキスタン北部の�������属

植物資源, 日本生薬学会第52回年会, 2005. 9. 16 - 17, 金沢. 

　27 ） 三浦明子, 吉光見稚代, 御影雅幸, ウコンの精油の抗菌活性, 日本アーユルヴェーダ学会第27

回研究総会, 2005. 11. 12 - 13, 静岡. 

　28 ） 御影雅幸, 大久保圭祐, 吉光見稚代, Kshara Sutra作製用乳液の代替と保存方法の検討, 日本

アーユルヴェーダ学会第27回研究総会, 2005. 11. 12 - 13, 静岡. 

　29 ） 渥美 聡孝, 垣内 信子, 御影雅幸, 漢薬「茯苓」の核rDNA 解析による産地特定の検討, 日本薬学

会第126年会, 2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

　30 ） 垣内 信子, 栗田 幸昌, 中島 育美, 御影雅幸, 中国産マオウ属植物の研究（14）, 寧夏回族自治区
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2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

　31 ） 木谷 友紀, 表 貴之, Shu Zhu, 田中 謙, 小松 かつ子, 御影雅幸, ������� 属植物の遺伝子解析と

モンゴル産同属植物の有用性に関する研究（2）, 日本薬学会第126年会, 2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

　32 ） 小野 直美, 吉澤千絵子, 毛利千香, 垣内信子, 御影雅幸, 「赤芍」「白芍」の歴史的変遷と成分的

特徴についての研究, 日本薬学会第126年会, 2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

　33 ） 遠藤 寛子, 吉澤千絵子, 御影雅幸, 漢方生薬「釣藤鉤」の薬用部位に関する史的考察, 日本薬学

会第126年会, 2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

－216－



　34 ） 岡田岳人, 山崎真巳, 御影雅幸, 関田節子, Ephedrine 系アルカロイド生合成に関与するpal 遺

伝子のクローニング, 日本薬学会第126年会, 2006. 3. 28 - 30, 仙台. 

　35 ） 渡辺明日香, 吉光見稚代, 御影雅幸, アーユルヴェーダ生薬HARITAKIのタンニン含量につい

て, 第28回日本アーユルヴェーダ学会研究総会, 2006. 9. 23 - 24, 富山. 

　36 ） 奥津果優, 吉光見稚代, 御影雅幸, Ayurveda薬酒「asava」, 「arishta」の理化学的特性, スリランカ

におけるKsharaの製造方法, 2006. 9. 23 - 24, 富山. 

　37 ） 吉光見稚代, 奥津果優, 御影雅幸, スリランカにおけるKsharaの製造方法, 2006. 9. 23 - 24, 富

山. 

　38 ） 安食菜穂子, 富樫睦子, 吉光見稚代, 御影雅幸, 川原信夫, 色彩計による生薬の品質評価（第2

報）, 日本生薬学会第53回年会, 2006. 9. 29 - 30, 埼玉. 

　39 ） Fen Xu, Kakiuchi, N., and Mikage, M., Monthly variations of ephedrine alkaloids contents of 

��������	
�
�� and ���������	�
� cultivated in Kanazawa, The 53rd Annual Meeting of The Japa-

nese Society of Pharmacognosy, 2003. 9. 29 - 30, Saitama. 

　40 ） 松山和寛, 達川早苗, 垣内信子, 御影雅幸, 生薬「附子・烏頭」の原植物の栽培研究-栽培時にお

ける摘心および深植えの効果-, 日本生薬学会第53回年会, 2006. 9. 29 - 30, 埼玉. 

　41 ） Lili Wang, Fushimi, N., Inoue, K., Sakai, M., Kakiuchi, N., Mikage, M., An anatomical study of 

������� Plants grown in Mongolia, The 53rd Annual Meeting of The Japanese Society of Pharma-

cognosy, 2003. 9. 29 - 30, Saitama. 

　42 ） 北岡文美代, 糸賀舞, 垣内信子, 御影雅幸, 四国産Akebia属植物のDNA研究, 日本生薬学会第

53回年会, 2006. 9. 29 - 30, 埼玉. 

来学した外国人研究者

　1 ） 蔡少青教授, 張強教授, 張亮仁副教授, 解冬雪副教授, 北京大学葯学院, 中国, 2002. 10. 6 - 9. 

　2 ） 斉憲栄副教授, 梁鴻副教授, 北京大学葯学院, 中国, 2003. 11. 22 - 24. 

　3 ） Dr. Hari Shankara Sharma, Dean, Institute for Post graduate Teaching and Research, Gujrat 

Ayurveda University. 2006. 9. 25. 

他研究機関との共同研究状況

　1 ） 御影雅幸, マオウ属植物の学際的調査研究, 蔡少青, 北京大学医学部薬学系, 2001-現在. 

　2 ） 御影雅幸, マオウ属植物の学際的調査研究, 鐘国躍, 重慶市中医薬研究院, 2001-現在. 

　3 ） 御影雅幸, マオウ属植物の遺伝子解析研究, 小松かつ子, 富山大学和漢医薬学総合研究所, 

2001-現在. 

　4 ） 御影雅幸, マオウ属植物のアルカロイド生合成遺伝子に関する研究, 関田節子, 徳島文理大

学薬学部, 2005-現在. 

 

－217－



博士取得状況

　1 ） 小此木明, 博士（薬学）, 生薬に付着する真菌類の実態と生薬品質への影響, 2004. 3. 

　2 ） 吉光見稚代, 博士（薬学）, アーユルヴェーダ薬線Kshara Sutraの研究, 2005. 3. 

　3 ） 隆　長鋒, 博士（薬学）, 中国産マオウ属植物の分子遺伝学的研究, 2005. 3. 

　4 ） 吉澤千絵子, 博士（薬学）, 漢方生薬「防已」および「麻黄」の史的考察, 2006. 3. 

学術賞等の受賞状況

　1 ） 安食菜穂子,「Natural Medicine」論文賞, 味認識装置による漢方処方の味の評価に関する研究, 

1996. 9. 

科学研究費等の受領状況

　1 ） 御影雅幸（代表）, 学術振興会科学研究　基盤B, アジア産マオウ科マオウ属植物の学際的調

査研究, 平成13-15年, 13,100千円. 

　2 ） 御影雅幸（分担）, 学術振興会科学研究　基盤B, 人工衛星データ活用のための東アジアの植

生調査, 平成14-17年, 12,700千円. 

　3 ） 御影雅幸（代表）, 学術振興会科学研究　基盤B, マオウ科植物の形態ならびに成分化学的多

様と種分類に関する調査研究, 平成17-19年, 13,300千円. 

その他（海外学術調査）

　1 ） 御影雅幸, ネパール（カトマンズ）, 薬物市場調査, 2002. 5. 12 - 17. 

　2 ） 御影雅幸, 中国（内蒙古自治区）, 薬用植物資源調査, 2002. 6. 17 - 7. 1. 

　3 ） 御影雅幸, 中国（四川省）, マオウ属植物の調査, 2002. 8. 20 - 8. 21. 

　4 ） 御影雅幸, 中国（広東省）, 生薬市場調査, 2003. 2. 24 - 3. 1. 

　5 ） 御影雅幸, パキスタン（北部）, マオウ属植物の調査, 2003. 6. 29 - 7. 13. 

　6 ） 御影雅幸, 中国（内蒙古自治区）, マオウ属植物の調査, 2003. 7. 29 - 8. 12. 

　7 ） 御影雅幸, 中国（寧夏自治区）, マオウ属植物の調査, 2003. 9. 8 - 15. 

　8 ） 御影雅幸, 吉光見稚代, ロシア（沿海州）, 薬用植物資源調査, 2004. 8. 3 - 15. 

　9 ） 御影雅幸, 中国（吉林, 河北, 山東省）, 薬用植物資源調査, 2004. 9. 15 - 23. 

　10 ） 御影雅幸, ミャンマー , 伝統医学の調査, 2005. 3. 13 - 19. 

　11 ） 御影雅幸, 吉光見稚代, ロシア（沿海州）, 薬用植物資源調査, 2005. 6. 24 - 7. 1. 

　12 ） 御影雅幸, 中国（内蒙古自治区, 河北省）, 薬用植物資源調査, 2005. 7. 9 - 16. 

　13 ） 御影雅幸, マレーシア（ボルネオ島）, 薬用植物資源調査, 2005. 12. 10 - 16. 

－218－



　14 ） 御影雅幸, モンゴル, マオウ属植物の調査, 2005. 7 . 27 - 8. 10. 

　15 ） 御影雅幸, 達川早苗, 2005. 9. 20 - 30. 

　16 ） 御影雅幸, 吉光見稚代, 奥津果優, スリランカ（コロンボ）, アーユルヴェーダ薬物の調査研究, 

2006. 18 - 23. 

　17 ） 御影雅幸, 中国（河北省）, ��������	
�
��自生地の調査, 2006. 5. 7 - 10. 

　18 ） 御影雅幸, 中国（新疆省, 甘粛省）, マオウ属植物の調査, 2006. 6. 21 - 7. 18. 

　19 ） 御影雅幸, ロシア（ブリアチア共和国）, マオウ属植物の調査, 2006. 8. 4 - 12. 

　20 ） 御影雅幸, 中国（河北省）, ��������	
�
��自生地の調査, 2006. 8. 22 - 25. 

　21 ） 御影雅幸, ロシア（沿海州）, 薬用植物資源調査, 2006. 9 3 - 8. 

　22 ） 奥津果優, スリランカ（コロンボ）, アーユルヴェーダ薬物の調査研究, 2006. 12. 10 - 25. 

－219－


