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3 月 26 日（木）　午前
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

反応①
齊藤 亜紀夫（東京農工大院工）

26C-am01S
 9:16

π 電子欠乏性新規トリアジン型脱水縮合剤の開発
木村 円1, ○矢内 秀1, 山田 耕平1, 北村 正典1, 国嶋
崇隆1 （1金沢大院医薬保）

26C-am02S
 9:28

塩化トリアジンを用いたジアミン類の分子内環化に
よるピペリジニウム塩の合成
○山村 聖奈1, 北村 正典1, 国嶋 崇隆1 （1金沢大院医薬
保）

26C-am03S
 9:40

NHC を用いるスルホニルアルキノールのスルホニル
基転位を伴う環化反応
山田 健一1, ○王 胤力1, Oriez RAPHAEL2, 山岡 庸介1,
高須 清誠1 （1京大院薬, 2微化研）

26C-am04S
 9:52

アルキニルアジリジンの 1,5-水素移動を鍵とする置
換ピぺリジンの立体選択的合成
吉田 昌裕1, ○水口 智貴1, 中山 淳1, 難波 康祐1 （1徳島
大薬）

26C-am05S
 10:04

連続する四置換炭素を持つ β-ラクタムの不斉記憶型
構築及び構造解析
○楊 畔1, 吉村 智之1, 川端 猛夫1 （1京大化研）

26C-am06S
 10:16

金触媒を用いた新規多置換ピロール合成法の開発
山口 南実1, ○亀谷 紘1, 杉本 健士2, 植田 浩史1, 徳山
英利1 （1東北大院薬, 2富山大院薬）

反応②
杉本 健士（富山大院薬）

26C-am07
 10:33

ベンジルイソシアニドを求核剤とした触媒的不斉
Mannich 型反応の開発
○田村 圭司1, 熊谷 直哉1, 柴崎 正勝1 （1微化研）

26C-am08
 10:45

スチレン類とスルホンアミドを用いるアジリジン光
環化反応の開発
○松澤 一樹1, 苅谷 篤賢1, 山口 英士1, 多田 教浩1, 三
浦 剛2, 伊藤 彰近1 （1岐阜薬大, 2東京薬大薬）

26C-am09
 10:57

N-トシルイミンへのラジカル付加反応に続く C(sp3)-
H　ヨウ素化反応
○藤井 晋太郎1, 仲野 真由1, 山岡 庸介1, 高須 清誠1,
山田 健一1, 富岡 清2 （1京大院薬, 2同志社女大薬）

26C-am10
 11:09

酸化的薗頭クロスカップリング反応を用いた CF3 基
を持つ 1,3-共役エンイン骨格の構築
○池田 朱里1, 表 雅章1, 楠本 可奈1, 樽井 敦1, 佐藤
和之1, 安藤 章1 （1摂南大薬）

26C-am11
 11:21

キラルアミンのプロトン化を制御因子とするエナン
チオ二元的分子内アルドール反応
○本田 翔太1, 猪股 浩平1, 遠藤 泰之1 （1東北薬大）

26C-am12
 11:33

ヨードニウムイオンによる活性化を利用したアルキ
ン-カルボニルメタセシス反応
○村井 洸介1, 齊藤 亜紀夫1 （1東京農工大院工）

3 月 26 日（木）　午後
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

有機化学（その他）
吉村 智之（京大化研）

26C-pm01S
 13:30

二次構造制御に基づくカチオン性膜透過ペプチドの
開発
○山下 博子1,2, 出水 庸介2, 三澤 隆史2, 服部 隆行2, 大
庭 誠3, 田中 正一3, 内藤 幹彦2, 栗原 正明1,2 （1東工大
院生命理工, 2国立衛研, 3長崎大院医歯薬）

26C-pm02S
 13:42

アルツハイマー病アミロイド β の毒性本体構造解明
を指向した人工化学修飾法開発
○阿部 純平1, 関 陽平1, 相馬 洋平1,2, 生長 幸之助1, 金
井 求1,2 （1東大院薬, 2ERATO-JST）

26C-pm03S
 13:54

トリアジン骨格を基盤とする酸触媒 tert-ブチル化剤
の開発
○早川 奈緒子1, 山田 耕平1, 藤田 光1, 国嶋 崇隆1 （1金
沢大院医薬保）

26C-pm04
 14:06

エストロゲン受容体転写活性化阻害ペプチドの創製
○出水 庸介1, 長久保 貴哉1, 三澤 隆史1, 諫田 泰成1,
奥平 桂一郎1, 関野 祐子1, 内藤 幹彦1, 栗原 正明1 （1国
立衛研）

26C-pm05
 14:18

連続的アミド結合切断反応による機能性分子逐次徐
放システムの開発研究
○小黒 翼1, 田辺 佳奈1,2, 相馬 洋平1,2, 金井 求1,2 （1東
大院薬, 2JST-ERATO）

26C-pm06
 14:30

金属イオンによる o-carborane 骨格分解反応の発見と
応用
○田中 智博1, 西浦 由希子1, 久松 洋介1, 荒木 力太2,
西道 隆臣3, 安部 良4, 青木 伸1 （1東京理大薬, 2ブル
カーバイオスピン, 3理研脳科学総合研究セ, 4東京理
大生命医科学研）

反応③
平野 圭一（東大院薬）

26C-pm07
 14:47

低酸素環境応答型アミノ酸の開発研究
小倉 圭司1, 平川 寛子1, ○森崎 巧也1, 山本 純1, 戎野
紘司1, 宮本 理人1, 石澤 啓介2,3, 土屋 浩一郎1, 重永
章1, 大高 章1 （1徳島大院薬, 2徳島大院医, 3徳島大病院
薬）

26C-pm08S
 14:59

プロテインスプライシング模倣型ペプチド結合切断
デバイスの開発研究
○小宮 千明1, 粟飯原 圭佑1, 猪熊 翼1, 重永 章1, 大高
章1 （1徳島大院薬）

26C-pm09S
 15:11

保護基と縮合剤の使用を最小限に抑えたクリーンな
ペプチド合成法の開発研究
○松本 拓也1, 生長 幸之助1, 相馬 洋平1,2, 金井 求1,2

（1東大院薬, 2JST-ERATO）

26C-pm10S
 15:23

アリールボロン酸触媒を用いる α,β-不飽和カルボン
酸への分子間アザマイケル付加反応の開発
○葉山 登1, 東 巧1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1 （1京大院
薬）

26C-pm11
 15:35

anti-α,β-ジアミノ酸誘導体の触媒的不斉合成法の
開発
○泉 早苗1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1 （1京大院薬）

26C-pm12S
 15:47

アミノ酸誘導体の不斉記憶型 α-フッ素化
○笠松 幸司1, 吉村 智之1, 川端 猛夫1 （1京大化研）

– 79 –



化
学
系
薬
学

反応④
森本 功治（立命館大薬）

26C-pm13S
 16:04

銅アート錯体を用いた芳香環への位置/化学選択的な
水酸基およびアミノ基導入反応の開発
○下條 弘平1, 平野 圭一1, 滝田 良1,2, 内山 真伸1,2 （1東
大院薬, 2理研）

26C-pm14S
 16:16

有機アルミニウム試薬を用いた直接的クロスカップ
リング反応の開発
○南 宏樹1, 王 超1,2, 内山 真伸1,2 （1東大院薬, 2理研）

26C-pm15S
 16:28

含窒素複素環配位子を用いた新規亜鉛触媒反応の
開発
○中武 大貴1, 横手 友紀1, 矢崎 亮1, 大嶋 孝志1 （1九大
院薬）

26C-pm16S
 16:40

ニッケル錯体によるスチレン誘導体への二酸化炭素
固定化反応の開発
○田口 直人1, 齋藤 望1, 佐藤 美洋1,2 （1北大院薬,
2ACT-C, JST）

26C-pm17S
 16:52

硫黄修飾金担持型ニッケル触媒の開発とアルキンへ
の二酸化炭素固定化反応の利用
○谷口 敬寿1, 齋藤 望1, 星谷 尚亨1, 周東 智1, 本間
徹生3, 藤岡 弘道2, 有澤 光弘2,4, 佐藤 美洋1,4 （1北大院
薬, 2阪大院薬, 3高輝度光科学研究センター, 4ACT-C,
JST）

反応⑤
北條 恵子（神戸学院大薬）

26C-pm18
 17:09

硫黄修飾金担持型ニッケル触媒を用いたリガンドフ
リークロスカップリング反応の開発
○藤木 勝将1, 星谷 尚亨2, 谷口 敬寿2, 周東 智2, 藤岡
弘道1, 斎藤 望2, 佐藤 美洋2,3, 有澤 光弘1,3 （1阪大院薬,
2北大院薬, 3ACT-C）

26C-pm19
 17:21

水中での Pd 触媒を用いたメルカプト安息香酸の S-
ベンジル化反応
○氷川 英正1, 東屋 功1 （1東邦大薬）

26C-pm20
 17:33

N-Boc-N’-トシルヒドラジンを用いた水銀トリフラー
ト触媒による炭素―窒素結合形成反応の開発
○神農 麻里奈1, 山崎 直人1, 葛西 祐介1, 山本 博文1,
今川 洋1 （1徳島文理大薬）

26C-pm21
 17:45

Rh 触媒を用いた分子内還元的 aldol 反応の開発と
monocrotalic acid 合成への応用
○磯田 紀之1, 佐藤 亮太1, 佐藤 和之1, 樽井 敦1, 表
雅章1, 安藤 章1 （1摂南大薬）

26C-pm22
 17:57

Rh(I)/NHC 触媒を用いたアルデヒドのエナンチオ選
択的シアノアルキル化
Sureshkumar DEVARAJULU1, ○Venkataraman
GANESH1, Naoya KUMAGAI1, Masakatsu
SHIBASAKI1 （1微生物化学研究所）

26C-pm23
 18:09

Stereodivergent Synthesis of α-Azido-β-Hydroxy
Amides by Direct Catalytic Asymmetric Aldol Reaction
○Karin WEIDNER1, 孫 仲冬1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1

（1微化研）

3 月 26 日（木）　午後
F 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B214

構造と物性①
高橋 秀依（帝京大薬）

26F-pm01S
 13:30

炭素-窒素軸不斉ジヒドロキノリノン誘導体の構造と
回転障壁
○鈴木 裕哉1, 高橋 功1, 長谷川 弘2, 北川 理1 （1芝浦工
大工, 2東京薬大薬）

26F-pm02S
 13:42

異常二量化反応による新規キサンテン色素の合成と
性質
○鹿取 茜1, 東 恵理子1, 石村 ひな1, 倉持 幸司1, 椿
一典1 （1京府大院生命環境）

26F-pm03S
 13:54

五員環状ジ置換アミノ酸を利用した新規膜透過性ペ
プチドの開発
○加藤 巧馬1, 大庭 誠1, 西田 孝洋1, 田中 正一1 （1長崎
大院医歯薬）

26F-pm04S
 14:06

N-アリール-N-トロポニル型芳香族アミドの立体構造
特性と酸塩基応答型の構造変換
○佐藤 正規1, 伊藤 愛1, 山﨑 龍1, 岡本 巌1 （1昭和薬
大）

26F-pm05
 14:18

5-トロポロンジアゾニウム塩の脱プロトン化平衡を
利用した新規カルベン前駆体の合成と特性
○伊藤 愛1, 山﨑 龍1, 岡本 巌1 （1昭和薬大）

構造と物性②
大庭 誠（長崎大院医歯薬）

26F-pm06S
 14:30

結晶中における一次元連鎖構造の自発的形成を利用
したチャネル構造の構築
○福島 美岬1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1 （1東邦
大薬）

26F-pm07S
 14:42

キラルオリゴナフタレン類を用いた動的超分子群の
合成
○太田 芳裕1, 吉近 匠生1, 小川 清太朗1, 深津 大輔2,
倉持 幸司1, 宮藤 久士1, 川端 猛夫2, 椿 一典1 （1京府大
生命環境, 2京大化研）

26F-pm08S
 14:54

架橋した二環性 β-アミノ酸二量体のアミド結合の回
転速度の鎖長効果
○劉 シン1, 岩間 道政1, 尾谷 優子1, 川幡 正俊2, 山口
健太郎2, 大和田 智彦1 （1東大院薬, 2徳島文理大香川
薬）

26F-pm09S
 15:06

α－アミノ酸を連結させた二環性 β－プロリンミミッ
クのコンホメーション解析
○ザイ ルーハン1, 劉 シン1, 王 思遠1, ディエゴ オカ
ンポ1, 尾谷 優子1, 大和田 智彦1 （1東大院薬）

構造と物性③
岡本 巌（昭和薬大）

26F-pm10
 15:23

カリックス［4］チアクラウンを吸着剤として用いた
固－液吸着による選択的な水銀(II)イオンの吸着能
○瀧本 竜哉1, 津江 広人2, 井上 元1, 田村 類2, 佐々木
秀明1 （1神戸学院大薬, 2京大院人間・環境）

26F-pm11
 15:35

「結晶スポンジ法」による医薬品の 3 次元構造解析
○明石 貴吉1, 川幡 正俊1, 駒川 晋輔1, 小原 一朗1, 藤
田 誠2, 山口 健太郎1 （1徳島文理大香川薬, 2東大院工）

26F-pm12
 15:47

二十・十二面体型 M30L60 錯体の自己集合
○上田 善弘1, 横山 裕之1, 藤田 大士1, 星野 学1, 佐藤
宗太1, 藤田 誠1 （1東大院工）

26F-pm13
 15:59

レベッカマイシン誘導体の立体構造の解明
○若松 真太朗1, 田畑 英嗣1, 忍足 鉄太1, 夏苅 英昭1,
高橋 秀依1 （1帝京大薬）

26F-pm14
 16:11

架橋剤を用いるアグノプロテイン由来システイン含
有ペプチドの多量体形成
○日高 興士1,2, 北條 恵子1,2, 藤岡 志緒1, 奴久妻 聡一3,
津田 裕子1,2 （1神戸学院大薬, 2神戸学院大LSC, 3神戸
市環保研）

反応⑥
矢内 光（東京薬大薬）

26F-pm15S
 16:28

アミノトリアジンを脱離基とするベンジル化剤の開
発：置換基効果に基づく分解反応の制御
○軽尾 友紀子1, 小峰 彩1, 北村 正典1, 国嶋 崇隆1 （1金
沢大院医薬保）

26F-pm16S
 16:40

3-シリルベンザインのより簡便な調製法の開発
○増田 茂明1, 井川 貴詞1, 赤井 周司1 （1阪大院薬）

26F-pm17S
 16:52

ニッケル触媒を用いたアレンの位置及び立体選択的
ヒドロシアノ化
○天児 由佳1, 荒井 秀1, 西田 篤司1 （1千葉大院薬）
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26F-pm18S
 17:04

キノンモノアセタールを利用したシリルケテンアセ
タールの新規アリール化反応
上田中 徹1, ○高室 ひと穂1, 三島 悠資1, 鷲見 尚彦1,
土肥 寿文1, 北 泰行1 （1立命館大薬）

26F-pm19S
 17:16

フェノール類のベンジル位選択的トリフルオロメチ
ル化反応の開発
○井出 貴文1, 川戸 勇士1, 江上 寛通1, 濱島 義隆1 （1静
岡県大薬）

反応⑦
土肥 寿文（立命館大薬）

26F-pm20
 17:28

α トリフルオロメチルエノン合成法の開発
○藤田 将司1, 江上 寛通1,2,3, 井出 貴文1, 東條 敏文2,4,
濱島 義隆1, 袖岡 幹子2,3 （1静岡県大薬, 2理研,
3ERATO-JST, 4東工大院物理生命）

26F-pm21
 17:40

相間移動触媒の創製を基盤とする不斉フルオロラク
トン化反応の開発
○浅田 純司1, 佐藤 健太郎1, 川戸 勇士1, 江上 寛通1,
濱島 義隆1 （1静岡県大薬）

26F-pm22
 17:52

シリルアセタールの活性化を引き金とする 1,2,3,4-四
置換ナフタレンの選択的な合成
○矢内 光1, 石井 信幸1, 松本 隆司1 （1東京薬大薬）

26F-pm23
 18:04

炭素酸触媒を用いた逐次的 Mukaiyama-Michael 反応
の開発
○小林 穣1, 矢内 光1, 松本 隆司1 （1東京薬大薬）

26F-pm24
 18:16

ノルボルネンを用いた連続的 C-H 活性化によるベン
ゾシクロブテンの合成
○南條 毅1, 塚野 千尋1, 竹本 佳司1 （1京大院薬）

3 月 26 日（木）　午前
G 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B213

全合成①
岡野 健太郎（東北大院薬）

26G-am01S
 9:16

C(sp3)-H 直接官能基化を鍵とするラクタシスチンの
全合成
○吉岡 駿1, 長友 優典1, 井上 将行1 （1東大院薬）

26G-am02S
 9:28

固相合成法を利用した長鎖ポリアミンの合成研究
○假屋 唯香1, 淺沼 雄太1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 濱島
義隆1, 江木 正浩1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬）

26G-am03S
 9:40

Heronamide C の全合成研究 (3)―改訂構造の合成と
実証―
○伊東 俊哉1, 坂西 航平1, 寺嶋 優太1, 叶 直樹1, 岩渕
好治1 （1東北大院薬）

26G-am04S
 9:52

生合成仮説に基づく tripartilactam の全合成研究
○真野 昂裕1, 叶 直樹1, 岩渕 好治1 （1東北大院薬）

26G-am05S
 10:04

プベルリン C の合成研究
○萩原 浩一1, 田渕 俊樹1, 占部 大介1, 井上 将行1 （1東
大院薬）

26G-am06S
 10:16

Syringolin 誘導体の合成
○北畑 舜1, 松田 彰1, 市川 聡1 （1北大院薬）

全合成②
長友 優典（東大院薬）

26G-am07S
 10:33

MFPA の短段階合成と蛍光プローブ化
○大八木 悠1, 佐々木 真吾1, 鈴木 寛人1, 大内 仁志1,
稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 酒井 隆一2, 島本 啓子3, 濱島
義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬, 2北大院水産, 3サント
リー生有研）

26G-am08S
 10:45

抗原虫活性物質 Ascosalipyrrolidinone A の全合成
研究
○中島 健志1, 塩野崎 宣裕1, 内呂 拓実1 （1東京理大
薬）

26G-am09S
 10:57

カプラザマイシン A の全合成
○中村 斐有1, 塚野 千尋1, 安井 基博1, 竹本 佳司1 （1京
大院薬）

26G-am10S
 11:09

Himandrine の全合成研究
○柴田 弥希1, 中山 淳1, 吉田 昌裕1, 難波 康祐1 （1徳島
大薬）

26G-am11S
 11:21

ドウモイ酸の合成研究
○佐々木 真吾1, 鈴木 寛人1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 江
木 正浩1, 濱島 義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬）

26G-am12S
 11:33

Grandilodine C の全合成
○中島 誠也1, 荒井 秀1, 西田 篤司1 （1千葉大院薬）

3 月 26 日（木）　午後
G 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B213

全合成③
江角 朋之（徳島文理大薬）

26G-pm17
 17:08

速度論的光学分割法を用いたノナクチン酸両エナン
チオマーの不斉全合成
椎名 勇1, ○田中 杏奈1, 高野 敦弘1 （1東京理大理）

26G-pm18S
 17:20

Pd 触媒反応を活用した (+)-cavicularin の不斉合成
研究
○牧野 宏章1, 原田 研一1, 久保 美和1, 福山 愛保1 （1徳
島文理大薬）

26G-pm19S
 17:32

キラルなホスフィンオキシド触媒による連続的アル
ドール反応を鍵反応とした（－）－エリカノンの不
斉合成研究
○甲斐 宏祐1, 小谷 俊介1,2, 下田 康嗣1, 胡 淏3, 高 申3,
久保 辰徳1, 杉浦 正晴1, 小笠原 正道3, 中島 誠1 （1熊本
大院薬, 2熊本大院先導機構, 3北大触媒研セ）

26G-pm20
 17:44

フロフランリグナン類の合成研究
○吉田 直人1, 河辺 佑介1, 石川 諒1, 稲井 誠1, 浅川
倫宏1, 江木 正浩1, 濱島 義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬）

全合成④
山田 健（北里生命科学研）

26G-pm21S
 17:56

Cotylenin A 糖側鎖の合成研究
○山崎 翔平1, 山崎 勇貴1, 屋代 朋子1, 杉田 和幸1 （1星
薬大）

26G-pm22S
 18:08

アルドール反応を基軸としたシアル酸及び誘導体の
合成研究
○法村 勇佑1, 山本 大介1, 牧野 一石1 （1北里大薬）

26G-pm23S
 18:20

高度に官能基化されたセスキテルペン（－）-メリリ
アニンの改良型全合成
椎名 勇1, ○村田 貴嗣1, 諏訪 祐己1, 久保木 哲平1 （1東
京理大理）

26G-pm24
 18:32

パクタマイシンの合成研究
○後藤 篤実1, 吉村 諭1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 江木
正浩1, 濱島 義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬）

3 月 26 日（木）　午前
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

全合成⑤
根本 哲宏（千葉大院薬）

26H-am01S
 9:16

高酸化度アガロフランセスキテルペンの全合成研究
○藤澤 博基1, 石山 備凡1, 占部 大介1, 井上 将行1 （1東
大院薬）

26H-am02S
 9:28

立体構造解明を目指した CJ-12,950 の不斉全合成
研究
○小熊 義史1, 山岸 匠1, 篠田 翔1, 山本 のぞみ1, 杉本
健士1, 湊 大志郎1, 豊岡 尚樹2, 松谷 裕二1 （1富山大院
薬, 2富山大院理工）

26H-am03S
 9:40

Turkiyenine の全合成研究
○小林 久剛1, 笹野 裕介1, 叶 直樹1, 岩渕 好治1 （1東北
大院薬）
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26H-am04S
 9:52

抗腫瘍性物質 Pyrrospirone 類の全合成研究
○千村 瑞季1, 三幣 和也1, 菅田 隼斗1, 内呂 拓実1,2

（1東京理大薬, 2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

26H-am05
 10:04

Macleanine の合成研究
○秋元 健太1, 横島 聡1, 福山 透1 （1名大院創薬）

26H-am06
 10:16

CPZEN-45 の全合成研究 －アミデーション反応によ
る 1,4-diazepin-2-one 骨格の構築－
中村 斐有1, ○吉田 拓馬1, 塚野 千尋1, 竹本 佳司1 （1京
大院薬）

全合成⑥
内呂 拓実（東京理大薬）

26H-am07
 10:33

ダフェニリンの合成研究
○山田 諒介1, 安達 庸平2, 横島 聡1, 福山 透1 （1名大院
創薬, 2東大院薬）

26H-am08
 10:45

リコポセラミン R の合成研究
○石川 雅嗣1, 横島 聡1, 福山 透1 （1名大院創薬）

26H-am09
 10:57

抗腫瘍活性海洋天然物 Renieramycin T の合成研究
○豊嶋 涼子1, 横屋 正志1, Robert M. WILLIAMS2, Vy
LE2, 齋藤 直樹1 （1明治薬大, 2コロラド州大）

26H-am10
 11:09

(-)-Serratine の全合成研究
向 智里1, 林 佑次郎1, 伊藤 直哉1, 杉原 裕美1, ○飯田
英介1 （1金沢大院医薬保）

26H-am11
 11:21

タラチサミンの全合成研究
○轟木 秀憲1, 鎌倉 大貴1, 占部 大介1, 井上 将行1 （1東
大院薬）

26H-am12
 11:33

Gephyrotoxin287C の触媒的不斉合成
○山口 真未1, 根本 哲宏1, 角河 和未1, 濱田 康正1 （1千
葉大院薬）

3 月 26 日（木）　午後
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

全合成⑦
南部 寿則（富山大院薬）

26H-pm12S
 16:15

(+)-Furanonaphthoquinone I の合成研究
○笠井 知世1, 吉田 昌裕1, 中山 淳1, 難波 康祐1 （1徳島
大薬）

26H-pm13S
 16:27

C(sp3)-H 結合のアシル化反応を利用するザラゴジン
酸 C の新合成戦略
○川俣 貴裕1, 長友 優典1, 井上 将行1 （1東大院薬）

26H-pm14S
 16:39

Termicalcicolanone B の合成研究
○北原 由梨1, 角井 杏帆1, 宇都宮 宗広2, 田澤 佳苗2,
眞鍋 敬2, 鈴木 由美子1 （1上智大理工, 2静岡県大薬）

26H-pm15S
 16:51

生物活性天然物 spiromamakone A の合成研究
塚本 裕一2, ○花田 祥吾1, 熊坂 幸一2, 土井 隆行2 （1東
北大薬, 2東北大院薬）

26H-pm16
 17:03

Huperzine R の合成研究
○野村 俊宗1, 熊崎 太信2, 中島 理恵2, 別所 侑香2, 横
島 聡1, 福山 透1 （1名大院創薬, 2東大院薬）

26H-pm17
 17:15

Haliclonin A の合成研究
○折原 賢祐1, 河岸 文希1,2, 横島 聡1, 福山 透1 （1名大
院創薬, 2東大院薬）

全合成⑧
下川 淳（名古屋大院創薬科学）

26H-pm18
 17:32

分子内ブロモエーテル化反応を用いた Laurenidifcin
の全合成研究
山川 真希1, ○吉川 祐介1, 藤岡 弘道1 （1阪大院薬）

26H-pm19
 17:44

Teadenol A 及び B の全合成
○大内 仁志1, 吉田 龍之介1, 朝比奈 彩1, 吉田 篤史1,
稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 河村 傳兵衛2, 江木 正浩1, 濱島
義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬, 2RIVERSON）

26H-pm20
 17:56

Gymnocin-A の FGHIJKLMN 環フラグメントの合成
○坂井 健男1, 徳升 晃大1, 谷本 美樹1, 吉田 達司1, 森
裕二1 （1名城大薬）

26H-pm21
 18:08

ロジウム(II)触媒オキソニウムイリド形成―[2,3]-シ
グマトロピー転位反応を用いる(+)-tanikolide および
その誘導体の全合成
○陣内 比加利1, 藤原 朋也1, 南部 寿則1, 矢倉 隆之1

（1富山大院薬）

26H-pm22
 18:20

トランス縮環 α-メチレン-γ-ブチロラクトンの効率的
構築法の開発と xanthatin の全合成
○濱 直人1, 山口 千歳1, 岩渕 好治1 （1東北大院薬）

26H-pm23
 18:32

Sekothrixide の第二世代合成研究
○中曽根 和樹1, 寺山 直樹1, 安井 英子1, 宮下 正昭1,
南雲 紳史1 （1工学院大工）

3 月 26 日（木）　午前
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

核酸①
谷口 陽祐（九大院薬）

26I-am01S
 9:16

架橋型シクロへキセニル核酸の機能性評価及び構造
解析
○百相 義大1, 武田 修一2, 松本 友治2, 廣明 秀一1,2,3,
小比賀 聡4,5, 兒玉 哲也1,2 （1名大院創薬, 2名大院理,
3名大細胞生理学研セ, 4阪大院薬, 5医薬基盤研）

26I-am02S
 9:28

6,2’-エタノ架橋型チミジンの合成とその特性評価
○守屋 彩子1, 廣明 秀一1,2,3, 兒玉 哲也1,2 （1名大院創
薬, 2名大院理, 3名大細胞生理学研セ）

26I-am03S
 9:40

3’,5’位間に架橋構造を導入した 2’-5’結合人工核酸の
合成研究
○牧野 亜衣1, 廣明 秀一1,2,3, 兒玉 哲也1,2 （1名大院創
薬, 2名大院理, 3名大細胞生理学研セ）

26I-am04S
 9:52

Pd 触媒 C(sp3)-H 活性化を鍵反応とする 1,2,3-三置換
シクロプロパンヌクレオシドの合成
○福多 洸太朗1, 周東 智1, 阿部 洋1, 星谷 直亨2 （1北大
院薬, 2京都薬大）

26I-am05S
 10:04

植物成長因子のプローブ合成研究
○藤井 涼介1, 池内 和忠1, 浅川 倫宏1, 稲井 誠1, 江木
正浩1, 濱島 義隆1, 崔 宰熏2, 河岸 洋和2, 菅 敏幸1 （1静
岡県大薬, 2静岡大農）

26I-am06S
 10:16

トリアザペンタレン型蛍光核酸の合成と RNA オリ
ゴマーへの導入
○谷川 真理1, 田良島 典子1, 古川 和寛1, 南川 典昭1

（1徳島大院薬）

核酸②
南川 典昭（徳島大院薬）

26I-am07S
 10:33

人工 C-ヌクレオチドを末端に導入したキメラ DNA
の酵素的ライゲーション
○黒崎 史大1, 小田 裕太朗1, 千葉 順哉1, 井上 将彦1

（1富山大院薬）

26I-am08S
 10:45

協同効果による集積を期待した新規 DNA 結合性低
分子の開発
○村瀬 裕貴1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

26I-am09S
 10:57

Hoechst 誘導体の末端構造による二本鎖 DNA 繰り返
し領域への強い協奏的集積
○江田 裕則1, John BRAZIER2, 佐々木 茂貴1 （1九大院
薬, 2レディング大）

26I-am10S
 11:09

小分子とトリヌクレオチドリピート DNA および
RNA との SPR による結合評価
○阪田 彬裕1,2, 李 金星1, 何 漢平3, 小比賀 聡2, 村田 亜
沙子1, 中谷 和彦1 （1阪大産研, 2阪大院薬, 3湖北大）

26I-am11S
 11:21

酵素反応における Adap 誘導体の 8-oxodG 塩基選択
性向上の検討
○菊川 誉也1, 谷口 陽祐1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

26I-am12
 11:33

8-Oxo-2’-deoxyguanosine に類似したヌクレオシド誘
導体の合成
○和田 真由子1, 尹 貽貞1, 佐々木 茂貴1, 谷口 陽祐1

（1九大院薬）
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3 月 26 日（木）　午後
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

核酸③
兒玉 哲也（名古屋大院創薬科学）

26I-pm01S
 13:30

鎖内クロスリンクによる i-motif の安定化
○菊田 健司1, 朴 海順1, 西本 篤史1, 谷口 陽祐1, 佐々
木 茂貴1 （1九大院薬）

26I-pm02S
 13:42

ピリミジン型機能性核酸を用いた金属応答性アデニ
ン選択的 RNA 化学修飾法の開発
○大城 郁也1, 實崎 大地1, 西本 篤史1, 鬼塚 和光1, 谷
口 陽祐1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

26I-pm03
 13:54

共有結合的捕捉能をもつ 8-thioguanosine 認識分子の
開発
○大林 秀都1, 渕 靖史1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

26I-pm04S
 14:06

新規リン酸部修飾型核酸の合成と諸性質解析
○佐藤 秀樹1, 佐藤 浩輔1, Ajaya Ram SHRESTA1, 松
田 彰1 （1北大院薬）

核酸④
阿部 洋（北大院薬）

26I-pm05S
 14:18

化学的アプローチによる c-di-AMP リボスイッチの
分子認識機構の解明
○中野 稜平1, 古川 和寛1, 南川 典昭1 （1徳島大院薬）

26I-pm06
 14:30

蛍光性ラクタムによりアミノ基を修飾する反応性核
酸の反応性研究
○潟永 ちえみ1, 楊 波1, 末宗 洋1, 麻生 真理子1 （1九大
院薬）

26I-pm07
 14:42

塩基部欠損型ヌクレオシドの簡便合成法の開発とそ
の応用
○長屋 優貴1, 谷保 和美1, 喜多村 徳昭1, 中島 礼美1,
柴田 綾1, 池田 将1,2, 北出 幸夫1,2 （1岐阜大院工, 2岐阜
大院連合創薬）

26I-pm08
 14:54

グルコサミン結合型 RNA 分子の合成とその機能
評価
○柴田 綾1, 溝口 真帆代1, 喜多村 徳昭1, 池田 将1,2, 北
出 幸夫1,2 （1岐阜大院工, 2岐阜大院連合創薬）

反応機構・反応
沖津 貴志（神戸薬大）

26I-pm09S
 15:11

ベンザインを用いる位置及び立体選択的な多置換イ
ンドリン骨格構築法の開発
井川 貴詞1, ○角居 雄太1, 高木 晃1, 赤井 周司1 （1阪大
院薬）

26I-pm10S
 15:23

キラルホルミウム触媒を用いたシロキシジエンの触
媒的不斉 Diels-Alder 反応開発
○森川 貴裕1, 原田 真至1, 西田 篤司1 （1千葉大院薬）

26I-pm11S
 15:35

ヨードアレーンへのジアリールヨーダン(Ⅲ)による
直接アリール基転移反応の反応機構解析
○増本 優衣1, 井内 拓人2, 落合 正仁2, 宮本 和範1, 内
山 真伸1,3 （1東大院薬, 2徳島大院薬, 3理研）

26I-pm12S
 15:47

5 配位ケイ素ラジカルを経由するラジカル環拡大反
応：実験と理論計算に基づく反応機構の解析
○金田 龍太郎1, 杉本 勇1, 岩本 武明2, 福田 隼1, 阿部
洋1,3, 周東 智1 （1北大院薬, 2東北大院理, 3JST さきが
け）

26I-pm13
 15:59

アルキルヒドロペルオキシドを酸化剤とするチオレー
ト配位鉄ポルフィリン触媒反応の機構解析
奥園 希美子1, 鈴木 潤1, 土幸 隆司1, 梅澤 直樹1, 加藤
信樹1, ○樋口 恒彦1 （1名市大院薬）

反応⑧
宮本 和範（東大院薬）

26I-pm14S
 16:16

共役ヒドラゾンを基質とする新規インドール合成法
の開発
○伊藤 勇太1, 上田 昌史1, 武田 紀彦1, 宮田 興子1 （1神
戸薬大）

26I-pm15S
 16:28

一重項酸素を利用した穏和な条件下でのヘテロ環形
成反応の開発
○山口 友明1, 杉浦 由奈1, 松井 啓太1, 山口 英士1, 多
田 教浩1, 伊藤 彰近1 （1岐阜薬大）

26I-pm16S
 16:40

クマリン類と電子豊富アルケンの立体選択的分子間
[2+2] 光付加環化反応の開発
伊藤 謙之介1, ○工藤 龍希1, 松浦 準弥2, 菅 博幸2, 藤
井 秀明1 （1北里大薬, 2信州大工）

26I-pm17S
 16:52

Pd 触媒を用いる環状スルホンアミドおよびスルフィ
ンアミド類新規合成法の開発
○田中 寛康1, 小西 英之1, 眞鍋 敬1 （1静岡県大薬）

26I-pm18
 17:04

パラジウム触媒を用いるアルケニルオキシムのエナ
ンチオ選択的環化-環化付加反応
○アブゼイド モハメド1, 滝澤 忍1, 笹井 宏明1 （1阪大
産研）

反応⑨
尾谷 優子（東大院薬）

26I-pm19
 17:16

エインメタセシス/異性化/Diels-Alder ワンポット反
応の開発
○山下 航平1, 藤岡 弘道1, 有澤 光弘1 （1阪大院薬）

26I-pm20
 17:28

カルボニル基の活性化を基盤とするオキシインドー
ル化反応の開発
○山井 悠介1, 石田 恭次1, 周 琳涛1, 岩田 吏世1, 上里
新一1, 長岡 康夫1, 住吉 孝明1 （1関西大化学生命工）

26I-pm21
 17:40

スルホキシドー金属交換反応を利用した高歪み環状
アルキンの発生法の開発
○唐木 文霞1, 内田 圭祐1, 吉田 優1, 細谷 孝充1 （1東医
歯大生材研）

26I-pm22
 17:52

o-アミノフェノール誘導体を用いた[5-endo-dig]型環
化反応の開発
○古畑 光司1, 細沢 拓未2, 横江 弘雅1, 上森 理弘1, 常
盤 広明2,3, 津吹 政可1 （1星薬大・医薬研, 2立教大・理,
3立教大未来分子セ）

26I-pm23
 18:04

光学活性ヒドロカルバゾールの合成およびストリキ
ニーネ合成への応用
○横塚 直人1, 吉田 佳右1, 森川 貴裕1, 原田 真至1, 西
田 篤司1 （1千葉大院薬）

3 月 26 日（木）　午後
K 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B202

反応⑮
大野 浩章（京大院薬）

26K-pm07
 16:40

種々のオルト置換基を有する炭素-窒素軸不斉フェナ
ンスリジノンの触媒的不斉合成
○平田 知章1, 鈴木 裕哉1, 高橋 篤史1, 北川 理1 （1芝浦
工大）

26K-pm08
 16:52

ジアミノメチレンインデンジオン触媒を用いたケト
ンのマレイミドへの不斉共役付加反応
○河田 雅宏1, 中島 康介1, 平島 真一1, 加藤 真奈1, 古
石 裕治1, 三浦 剛1 （1東京薬大薬）

26K-pm09
 17:04

有機分子触媒を用いる不斉 Pudovik 反応の開発
○新井 亮雅1, 平島 真一1, 河合 宣明1, 中島 康介1, 古
石 裕治1, 三浦 剛1 （1東京薬大薬）

26K-pm10
 17:16

phenanthridinone 誘導体の合成法の開発と天然物合
成への展開
○鈴木 健司1, 岩﨑 宏樹1, 土増 麗華1, 一柳 奈穂1, 富
永 真央1, 市吉 文仁1, 脇阪 友香1, 小関 稔1, 小島 直人1,
山下 正行1 （1京都薬大）
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反応⑯
福田 隼（北大院薬）

26K-pm11
 17:28

テトラヒドロイソキノリン誘導体の酸化的転位反応
村井 健一1, ○松浦 螢1, 藤岡 弘道1 （1阪大院薬）

26K-pm12
 17:40

金触媒を用いた共役ジインの三連続環化反応による
縮環カルバゾールの合成
○田口 将光1, 時水 勇輔1, 大石 真也1, 藤井 信孝1, 大
野 浩章1 （1京大院薬）

26K-pm13
 17:52

0 価 Pt 触媒を用いる新規 3，4 位縮環型三環性イン
ドール骨格合成法の開発と応用
○鈴木 雄太1, 根本 哲宏1, 田中 唯人1, 濱田 康正1 （1千
葉大院薬）

26K-pm14
 18:04

イナミドを用いたキノリン骨格の効率的合成法の開
発と Aplidiopsamine A の全合成
山岡 庸介1, ○篠崎 麻紀子1, 吉田 啄紘1, 山田 健一1,
高須 清誠1 （1京大院薬）

3 月 26 日（木）　午前
P 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B103

テルペン類
宮本 智文（九大院薬）

26P-am01
 9:00

New Secondary Metabolites, Kaempuchraols A-J from
Rhizomes of Kaempferia pulchra and Their
Antiproliferative Activity
○Nwet Nwet WIN1,2, Takuya ITO1, Simayijiang
AIMAITI1, Hiroyuki MORITA1 （1Institute of Natural
Medicine, University of Toyama, 2Department of
Chemistry, University of Yangon, Myanmar）

26P-am02
 9:12

バングラデシュ産薬用植物に関する研究 （5）― セ
ンダン科植物 Xylocarpus mekongensis 樹皮の成分研
究 ―
○松澤 和樹1, 田中 直伸1, Fakhuruddin Ali AHMED2,
柏田 良樹1 （1徳島大院薬, 2ジャハンギナガル大生物科
学）

26P-am03
 9:24

インドネシア産海綿 Spongia ceylonensis から得られ
た新規ジテルペンの構造と破骨細胞形成阻害活性
○Ahmed ELDESOKY1, Hikaru KATO1, Tetsuro
KAWABATA1, Ippei KAGIYAMA1, Sachiko
TSUKAMOTO1 （1熊本大院薬）

26P-am04S
 9:36

Aspergillus taichungensis から得られた新規ジテルペ
ンの構造と生物活性について
○瀬邊 桃菜1, 賀儀山 一平1, 加藤 光1, 川畑 哲郎1, 塚
本 佐知子1 （1熊本大院薬）

26P-am05S
 9:48

Thevetia neriifolia 種子のカルデノリド配糖体と腫瘍
細胞毒性 (2)
○石原 舞1, 黒田 明平1, 井口 巴樹1, 米山 由里香1, 藤
野 智史1, 早川 磨紀男1, 梅村 直己2, 坂上 宏2, 三巻
祥浩1 （1東京薬大薬, 2明海大歯）

26P-am06S
 10:00

真菌が生産する新規抗真菌活性物質 valsafungin に関
する研究
○石島 広之1, 内田 龍児1, 近藤 あり子1, 野中 健一2,
増間 碌郎2, 岩本 晋3, 小野寺 秀幸3, 供田 洋1 （1北里大
院薬, 2北里生命研, 3協和発酵キリン）

配糖体
久保田 高明（北大院薬）

26P-am07
 10:18

ハンカチノキの成分（第一報）
○木村 優里子1, 青山 弘枝1, 下津 祐樹1, 黒田 照夫2,
坂上 宏3, 波多野 力1 （1岡山大院医歯薬・天然医薬品
開発学, 2岡山大院医歯薬・創薬基盤センター, 3明海大
歯・薬理学）

26P-am08
 10:30

ケナガエサカキ由来の新規ジテルペン配糖体
○阪井 史歩1, 杉本 幸子1, 山野 喜1, 大塚 英昭2, 松浪
勝義1 （1広島大院医歯薬保, 2安田女大薬）

26P-am09
 10:42

沖縄産ヒルギカズラ葉部の光毒性抑制成分の研究
○寺道 望美1, 杉本 幸子1, 山野 善1, 大塚 英昭2, 松浪
勝義1 （1広島大院医歯薬, 2安田女大薬）

26P-am10
 10:54

メディシナルフラワー研究: ボタンおよびシャクヤ
ク花部の抗酸化作用成分
○小川 慶子1, 中村 誠宏1, 杉本 幸子1, 月岡 淳子1, 日
丸 富紗子1, 中嶋 総一1, 松本 崇宏1, 太田 智絵1, 吉川
雅之1, 松田 久司1 （1京都薬大）

26P-am11
 11:06

インドおよびアーユル・ヴェーダ関連植物の生体機
能解明―1: ナチュラルヘナ (Cassia auriculata) 種子の
新規アントラセノン 2 量体成分
○太田 智絵1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1,2, Yi ZHANG1,
宮下 優1, 奥埜 将平1, 尾田 好美1,2, 伊藤 謙1, 吉川 雅
之1, 松田 久司1 （1京都薬大, 2エヌ・ティー・エイチ 研）

26P-am12
 11:18

活性部位特異的なヒアルロニダーゼ阻害剤の探索
○伊藤 智裕1, 友原 啓介2, 鬼形 彩花1, 加藤 敦2, 足立
伊佐雄2 （1富山大薬, 2富山大病院薬）

3 月 26 日（木）　午後
P 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B103

生合成①
藤田 雅紀（北大創成研）

26P-pm01
 13:30

新規ジアルキル縮合酵素の X 線結晶構造解析
○森 貴裕1, 齋藤 友理1, 下村 康一郎1, 脇本 敏幸1, 森
田 洋行2, 阿部 郁朗1 （1東大院薬, 2富山大和漢研）

26P-pm02S
 13:42

海綿メタゲノムライブラリ由来機能発現遺伝子の
探索
○竹重 勇哉1, 江上 蓉子1, 脇本 敏幸1, 阿部 郁朗1 （1東
大院薬）

26P-pm03S
 13:54

複合培養を用いた Streptomyces 属放線菌由来新規二
次代謝産物の探索
○星野 翔太郎1, 張 驪駻1, 淡川 孝義1, 脇本 敏幸1, 尾
仲 宏康2, 阿部 郁朗1 （1東大院薬, 2東大院農）

26P-pm04S
 14:06

変異原処理による薬剤耐性化を指標とした二次代謝
活性型糸状菌の効率的な選抜と新規天然物の探索
○山本 崇史1, 浅井 禎吾1, 大島 吉輝1 （1東北大院薬）

26P-pm05S
 14:18

シソ属植物由来精油成分生合成関連シトクロム p450
のクローニングと機能発現
○藤原 裕未1, 伊藤 美千穂1 （1京大院薬）

26P-pm06
 14:30

ゴシュユ由来新規Ⅲ型ポリケタイド合成酵素の
cDNA クローニングと機能解析
○児玉 猛1, 野口 博司2, 阿部 郁朗3, 森田 洋行1 （1富山
大和漢, 2静岡県大薬, 3東大院薬）

生合成②
伊藤 美千穂（京大院薬）

26P-pm07
 14:48

Molecular cloning and characterization of AP2/ERF
transcription factors possibly involved in camptothecin
biosynthesis in Ophiorrhiza pumila
○Nirin UDOMSOM1, 野老 美喜1, 今井 亮輔1, 斉藤
和季1,2, 山崎 真巳1 （1千葉大院薬, 2RIKEN CSRS）

26P-pm08
 15:00

アミノ酸代謝からアルカロイド生合成への代謝アロ
ケーションの遺伝子エンジニアリング
○山崎 真巳1, 小松 可奈1, Somnuk BUNSUPA1, 斉藤
和季1 （1千葉大院薬）

26P-pm09
 15:12

ニンニクにおける含硫二次代謝物生合成酵素群の器
官特異的発現の解析
○吉本 尚子1, 杉野 由佳1, 小寺 幸広2, 恒吉 唯充2, 斉
藤 和季1,3 （1千葉大院薬, 2湧永製薬, 3理研CSRS）

26P-pm10
 15:24

大腸がん原因物質コリバクチンの生合成機構の解明
○佐々 侑寿香1, 石川 格靖1, 小山 ふみ1, 福冨 愛実1,
野口 博司1, 渡辺 賢二1 （1静岡県大薬）

26P-pm11
 15:36

タジキスタン産甘草の調査研究（3）
○林 宏明1, 千葉 廉1, 藤井 勲1, Inoyat FATOEV2,
Madibron SAIDOV2 （1岩手医大薬, 2タジキスタン森林
狩猟庁）
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26P-pm12
 15:48

葉緑体のアスコルビン酸トランスポーターの同定と
その生理的役割
○宮地 孝明1, 黒森 崇2, 竹内 優3, 山地 直樹4, 横正
健剛4, 嶋澤 厚3, 杉本 絵理子2, 表 弘志3, 馬 建鋒4, 篠崎
一雄2, 森山 芳則1,3 （1岡山大 自然生命セ, 2理研 CSRS,
3岡山大院 医歯薬 生体膜生化, 4岡山大 資植研）

アルカロイド
石川 直樹（千葉大院薬）

26P-pm13
 16:15

Aspergillus amoenus が産生するインドールアルカロ
イド versicolamide B および 6-epi-stephacidin A の光
学純度と生成機構の考察
○加藤 光1, 松尾 佳苗1, 中原 高志1, 塚本 佐知子1 （1熊
本大院薬）

26P-pm14S
 16:27

Aspergillus taichungensis から得られた新規 notoamide
類縁体の構造
○賀儀山 一平1, 加藤 光1, 塚本 佐知子1 （1熊本大院
薬）

26P-pm15S
 16:39

Didemnum 属群体ボヤ由来新規 serinolipid の構造
○鳥井 万純1, 中村 優一1, 加藤 光1, 塚本 佐知子1 （1熊
本大院薬）

26P-pm16
 16:51

スイカ種子のピラゾールアルカロイド
○菊地 崇1, 池田谷 葵1, 戸田 有紀子1, 生嶋 健司1, 山
川 孝弘1, 岡田 理那1, 山田 剛司1, 田中 麗子1 （1大阪薬
大）

26P-pm17
 17:03

Humulene を基盤とした多様性指向型合成によるアル
カロイド様化合物群の創出
○西村 壮央1, 才川 敦之1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1 （1東
北大院薬）

26P-pm18
 17:15

海洋由来放線菌が生産する sterol-O-acyltransferase 阻
害活性を示す diketopiperazine 化合物に関する研究
○小林 啓介1, 福田 隆志1, 寺原 猛2, 春成 円十朗2, 今
田 千秋2, 供田 洋1 （1北里大院薬, 2東京海洋大院）

薬理・臨床①
小松 かつ子（富山大和漢医薬学総合研）

26P-pm19
 17:33

漢方方剤「小青竜湯」の抗炎症効果の作用機序の気
道炎症モデルマウスを用いた検討
○髙田 果奈1, 永井 隆之1,2,3, 高井 亮一1, 清原 寛章1,2,3

（1北里大院感染制御, 2北里大生命研, 3北里大東洋医
学総研）

26P-pm20
 17:45

メソトレキセート誘発小腸上皮障害に対する補中益
気湯の制御作用と作用成分の解析
○安田 綾乃1, 小堀 雄貴1, 関谷 路子1, 丸山 弘子4, 清
原 寛章1,2,3 （1北里大院感染制御, 2北里大生命研, 3北
里大東洋医学総研, 4北里大医療衛）

26P-pm21
 17:57

青錢柳エキスの血糖降下作用について
○津留 里佳1, 吉富 久恵1, 李 林憶2, 劉 銅華2, 高 明1

（1武庫川女大薬, 2北京中医薬大）

26P-pm22
 18:09

青錢柳エキスの肝細胞におけるインスリンシグナル
刺激効果
○南 由芙1, 吉富 久恵1, 李 林憶2, 劉 銅華2, 高 明1 （1武
庫川女大薬, 2北京中医薬大）

26P-pm23
 18:21

ラットでの Lepidium meyenii による黄体形成ホルモ
ン及び転写因子遺伝子発現
○緒方 みさと1, 治京 玉記1, 内山 文昭1,2 （1中村学園
大・薬膳研, 2中村学園大院栄）

26P-pm24
 18:33

キクイモ (Helianthus tuberosus) の肝臓における脂肪
蓄積抑制効果の検討
○小林 真也1, 森山 耕太1, 松田 実紗1, 岡田 直人3, 福
壽 由法4, 富加見 正樹5, 森本 俊司6, 川添 和義2,3, 石澤
啓介1,2 （1徳島大薬, 2徳島大院HBS研究部, 3徳島大病
院薬, 4徳島県医療政策課, 5徳島県東部農林水産局,
6徳島県政策創造部県立総合大学校本部）

3 月 26 日（木）　午前
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

ケミカルバイオロジー①
伊藤 幸裕（京都府医大）

26R-am01S
 9:00

タンパク質加水分解活性の網羅的検出を可能にする
ペプチドライブラリーの開発
○小名木 淳1,4, 小松 徹1,4, 浦野 泰照1,2,4,5 （1東大院薬,
2東大院医, 3JST PRESTO, 4JST CREST, 5JST 研究加速
課題）

26R-am02S
 9:12

炭酸脱水素酵素を検出する off/on 型蛍光プローブの
開発
○高橋 翔大1,3, 花岡 健二郎1, 浦野 泰照1,2,3,4 （1東大院
薬, 2東大院医, 3JST CREST, 4JST 研究加速課題）

26R-am03S
 9:24

DNA を親水性基とした新規両親媒性分子の開発と
その自己組織化
○磯野 佑介1, 千葉 順哉1, 畑中 保丸1, 友廣 岳則1 （1富
山大院薬）

26R-am04S
 9:36

細胞膜上での多量体解析を目的とした CXCR4 の 4
価結合型リガンドの合成研究
○丸谷 友里子1, 野村 渉1, 水口 貴章1, 玉村 啓和1 （1東
京医歯大・生材研）

ケミカルバイオロジー②
相馬 洋平（東大院薬）

26R-am05S
 9:48

オクタアルギニン－ユビキチンコンジュゲートを利
用した R8 の細胞内在化量の定量
○川口 祥正1, Cherine BECHARA2, Hao-Hsin YU1, 中
瀬 生彦1, 今西 未来1, 武内 敏秀1, Fabienne BURLINA2,
Sandrine SAGAN2, 二木 史朗1 （1京大化研, 2パリ第6
大）

26R-am06S
 10:00

細胞膜局在型二価鉄イオン蛍光プローブの開発とそ
の応用
○丹羽 正人1, 平山 祐1, 奥田 健介1, 永澤 秀子1 （1岐阜
薬大）

26R-am07S
 10:12

曲率誘導ペプチドのアルギニンペプチドの膜透過促
進効果
○村山 知1, 二木 史朗1 （1京大化研）

26R-am08S
 10:24

細胞内 Na+のレシオイメージングを目指したタンパ
ク質ラベル化型蛍光プローブの開発
○田口 良1, 寺井 琢也1,2, 浦野 泰照1,2,3,4 （1東大院薬,
2JST CREST, 3東大院医, 4JST 研究加速課題）

ケミカルバイオロジー③
鳴海 哲夫（静岡大工）

26R-am09S
 10:40

新規ポリアミンの固相合成とポリアミン骨格構造が
DNA 構造に及ぼす影響
○寳来 侑平1, 梅澤 直樹1, 今村 優希1, 村松 晃2, 吉川
研一2, 吉川 裕子3, 加藤 信樹1, 樋口 恒彦1 （1名市大院
薬, 2同志社大生命医科学, 3立命館大生命科学）

26R-am10S
 10:52

蛍光プローブライブラリーの創製による新規癌イ
メージングの実現
○栗木 優五1,4, 小野山 温那2,4, 小松 徹1,3, 神谷 真子2,
瀬戸 泰之2,4, 浦野 泰照1,2,4,5 （1東大院薬, 2東大院医,
3JST さきがけ, 4JST CREST, 5JST 研究加速課題）

26R-am11S
 11:04

二環性ニトロソアミンを用いた生細胞内に保持能を
持つ可視光応答型ケージド NO 化合物の最適化
○ Firman1, 中島 隆浩2, 猪股 悟1, 尾谷 優子1, 浦野
泰照1, 佐藤 守俊2, 大和田 智彦1 （1東大院薬, 2東大院
総合）

26R-am12S
 11:16

小分子蛍光プローブによるアクチン繊維の可視化
○野村 悠介1, 上野 匡1,3, 浅沼 大祐2, 長野 哲雄5, 浦野
泰照1,2,3,4 （1東大院薬, 2東大院医, 3JST CREST, 4JST 研
究加速課題, 5東大創薬オープンイノベーションセ）
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26R-am13S
 11:28

アデニレーションドメインに対する活性部位指向型
プローブの開発
○今野 翔1, 石川 文洋1, 鈴木 健裕2, 堂前 直2, 掛谷
秀昭1 （1京大院薬, 2理研GRC）

3 月 26 日（木）　午後
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

ケミカルバイオロジー④
叶 直樹（東北大院薬）

26R-pm01S
 13:30

GLUT を介して細胞内に取り込まれる蛍光基質の
開発
○高杉 智博1,3, 花岡 健二郎1, 佐々木 綾子5, 宮崎 純
一6, 山田 勝也5, 浦野 泰照1,2,3,4 （1東大院薬, 2東大院医,
3JST CREST, 4JST 研究加速課題, 5弘前大院医, 6阪大
院医）

26R-pm02S
 13:42

天然由来の膜傷害ペプチドを用いた高分子生理活性
物質の細胞内送達法の開発
○秋柴 美沙穂1, 武内 敏秀1, 川口 祥正1, 二木 史朗1

（1京大化研）

26R-pm03S
 13:54

ドラッグデリバリーシステム構築を目指した新規
デュアルスイッチ型 caged 化合物の開発
○久保田 翔子1, 青木 孝憲1, 堂浦 智裕1, 石川 勉1, 鈴
木 紀行1 （1千葉大院薬）

26R-pm04S
 14:06

ATP をリン酸ドナーとする人工リン酸化触媒の開発
研究
○土門 憲史1, 川島 茂裕1,2, 山次 健三1,2, 金井 求1,2

（1東大院薬, 2科学技術振興機構-ERATO）

26R-pm05S
 14:18

アルツハイマー病の機構解明を指向したアミロイド
β 三量体の化学合成
○篠田 清道1, 相馬 洋平1,2, 金井 求1,2 （1東大院薬, 2科
学技術振興機構・ERATO）

26R-pm06
 14:30

クマリン構造を有する光で活性制御可能な HDAC 阻
害剤の開発
○山田 創太1, 家田 直弥2, 川口 充康2, 宮田 直樹2, 中
川 秀彦2 （1名市大薬, 2名市大院薬）

ケミカルバイオロジー⑤
花岡 健二郎（東大院薬）

26R-pm07
 14:46

可視光作動型ミトコンドリア局在性 NO ドナーによ
る細胞機能の制御
○喜多村 佳委1, 菱川 和宏1, 家田 直弥1, 川口 充康1,
鈴木 孝禎2, 宮田 直樹1, 中川 秀彦1 （1名市大院薬, 2京
府医大院医）

26R-pm08S
 14:58

細菌性シデロフォアを用いた新規鉄イオンセンサー
の開発
○林 月穂1, 大澤 歩2, 中山 淳1, 吉田 昌裕1, 難波 康祐1

（1徳島大薬, 2北大院総化）

26R-pm09S
 15:10

蛍光標識ビブリオフェリンの合成
○米良 茜1, 大澤 歩2, 中山 淳1, 吉田 昌裕1, 谷野 圭持3,
難波 康祐1 （1徳大薬, 2北大院総化, 3北大院理）

26R-pm10S
 15:22

1,3a,6a-Triazapentalene 類の最小蛍光標識試薬への
展開
○大谷 彬1, 中山 淳1, 吉田 昌裕1, 難波 康祐1 （1徳島大
薬）

26R-pm11S
 15:34

光開裂性光親和型アフィニティー樹脂による固定化
小分子の定量解析
○鈴木 貴大1, 岡村 俊孝1, 叶 直樹1, 岩渕 好治1 （1東北
大院薬）

26R-pm12S
 15:46

構造的等価性を利用した親水性クロモフォアの分子
設計: 8-アザクマリニルメチル型光感受性保護基の
開発
○高野 皓1, 鳴海 哲夫2, 野村 渉1, 古田 寿昭3, 玉村
啓和1 （1東京医歯大・生材研, 2静大院工, 3東邦大理）

ケミカルバイオロジー⑥
松野 研司（岡山大院医歯薬）

26R-pm13
 16:15

新規人工触媒システムによるヒストンの合成的アセ
チル化と p53 依存的細胞周期停止
○山次 健三1,2, 朱 海燕1,2, 天本 義史1,2, 石黒 伸茂1,2, 田
辺 佳奈1,2, 越阪部 是永3, 堀越 直樹3, 胡桃坂 仁志3, 川
島 茂裕1,2, 金井 求1,2 （1東大院薬, 2JST-ERATO, 3早稲
田先進理工）

26R-pm14
 16:27

アゾール系抗真菌薬による Wnt/β -catenin 経路阻害
作用
○西谷 直之1, 片山 綜太1, 清水 優依1, 小川 真実1, 工
藤 紫乃1, 堀籠 宏稀1, 奥 裕介1, 上原 至雅1 （1岩手医大
薬）

26R-pm15
 16:39

カテコール-O-メチル転移酵素賦活化物質
○板倉 利典1, 歌川 将之1, 栗城 知葉1, 佐藤 知幸1, 山
北 絵梨1, 増田 衞二1, 高宮 知子1, 鈴木 守2, 飯島 洋1

（1日本大薬, 2大阪大蛋白研）

26R-pm16
 16:51

ザナミビル C1 位カルボキシ基誘導化体のノイラミ
ニダーゼ阻害能評価
○千葉 順哉1, 中山 純1, 橋田 まみ1, 鈴木 千尋1, 志村
みさき1, 畑中 保丸1, 友廣 岳則1 （1富山大院薬）

26R-pm17
 17:03

低 pH で機能する新規リボザイムの取得
嵜本 捺愛1, 亀野 美咲1, 田中 章一郎1, ○川上 純司1

（1甲南大FIRST）
26R-pm18

 17:15
抗 HIV 剤 BMMP の作用機序解明と構造改変の試み
○加茂 真宏1, 立石 大1, 山本 充奈美1, 岡本 良成1, 森
川 裕子2, 三隅 将吾1, 大塚 雅巳1, 藤田 美歌子3 （1熊本
大院薬, 2北里大薬, 3熊本大薬）

ケミカルバイオロジー⑦
江上 寛通（静岡県大薬）

26R-pm19
 17:31

塩基性ペプチドを導入したカチオン性両親媒性トリ
スシクロメタレート型イリジウム錯体の細胞死誘導
に関する構造活性相関とメカニズム解析
○久松 洋介1, 渋谷 愛1, 鈴木 希美1, 鈴木 利宙2, 安部
良2, 青木 伸1 （1東京理大・薬, 2東京理大・生命医科学
研）

26R-pm20
 17:43

リガンド連結型 Ru 光触媒を用いたタンパク質ノッ
クダウンとラベル化の制御
○佐藤 伸一1, 森田 耕平2, 中村 浩之1 （1東工大 資源
研, 2学習院大理）

26R-pm21
 17:55

糖質を機能素子とする光感受性物質配糖ソラレンの
開発
○粳間 由幸1, 野々村 拓也1, 内藤 星佳1, 小沼 邦重2,
岡田 太2 （1米子高専物質工, 2鳥取大医学生命）

26R-pm22
 18:07

核内受容体リガンドとしてのウワバゲニンの機能
解析
○田村 理1, 大石 悠1, 阿部 哲郎1, 岡田 麻衣子2, 上田
実1 （1東北大院理, 2聖マリアンナ医大）

26R-pm23
 18:19

イネ科植物の鉄輸送阻害剤の設計と合成
○向山 はるか1, 竹内 公平2, 村田 佳子3, 渡辺 健宏3,
中山 淳1, 吉田 昌裕1, 山垣 亮3, 難波 康祐1 （1徳島大薬,
2北大院総化, 3サントリー生科財団）

26R-pm24
 18:31

内因性低分子化合物による新規脂質代謝制御メカニ
ズムの解明
○浅野 理沙1,2, 渡邉 瑞貴3, 領田 優太1,2, 長澤 和夫4,
上杉 志成2,3 （1京大院医, 2京大iCeMS, 3京大化研, 4東
農工大院工）
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3 月 26 日（木）　午前
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

反応⑩
原田 慎吾（千葉大院薬）

26S-am01S
 9:16

Cp*Co(III)触媒による C-H アルケニル化/配向基転移
を利用した四置換アルケンの合成
○池本 英也1, 吉野 達彦1,2, 松永 茂樹1,2, 金井 求1 （1東
大院薬, 2ACT-C, JST）

26S-am02S
 9:28

高原子価コバルト触媒を用いた C-H アリル化反応の
開発
○鈴木 雄大1, 孫 博1, 吉野 達彦1,3, 坂田 健2,3, 松永
茂樹1,3, 金井 求1 （1東大院薬, 2星薬大, 3ACT-C-JST）

26S-am03S
 9:40

キラル Ni 触媒を用いたアリールビニルケトンの触媒
的不斉 Nazarov 環化反応
○竹田 拓矢1, 原田 真至1, 西田 篤司1 （1千葉大院薬）

26S-am04S
 9:52

金触媒を用いた三成分連結型ピロリジジン合成法の
開発とその応用
○冨永 大介1, 山本 のぞみ1, 杉本 健士1, 松谷 裕二1

（1富山大院薬）

26S-am05S
 10:04

金触媒を用いた共役ジインとピロールの分子間 [4 +
2] 型反応による 4,7-二置換インドール骨格の構築
○松田 優佳1, 直江 紗織1, 大石 真也1, 藤井 信孝1, 大
野 浩章1 （1京大院薬）

26S-am06S
 10:16

イソシアネートカチオンを用いた中員環ベンゾラク
タムの新規合成法の開発
○黒内 寛明1, 澄田 明成1, 尾谷 優子1, 大和田 智彦1

（1東大院薬）

反応⑪
前川 智弘（近畿大薬）

26S-am07S
 10:33

有機ニトロキシルラジカル-銅触媒系を用いたアル
コール空気酸化反応条件の最適化
○小暮 直貴1, 笹野 裕介1, 西山 智弘1, 長澤 翔太1, 岩
渕 好治1 （1東北大院薬）

26S-am08S
 10:45

AZADO 型オキソアンモニウム塩によるアルケンか
らの 1,3-ジエン形成反応の発見
○長澤 翔太1, 笹野 裕介1, 岩渕 好治1 （1東北大院薬）

26S-am09S
 10:57

分子内 Heck-アミノ環化カスケードによる 3,4 位縮環
インドールの合成法の開発
○仲野 駿一1, 根本 哲宏1, 濱田 康正1 （1千葉大院薬）

26S-am10
 11:09

Catalytic Generation of α-CF3 Enolate: Direct Catalytic
Asymmetric Mannich-type Reaction of α-CF3 Amide
○Lennart BREWITZ1, 殷 亮1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1

（1微化研）

26S-am11S
 11:21

水素結合ネットワークで制御される金属含有イリド
の選択的アシル転移によるアミド挿入反応
○河野 将人1, 野﨑 智之1, 原田 慎吾1, 根本 哲宏1, 濱
田 康正1 （1千葉大院薬）

26S-am12
 11:33

金触媒を用いたアルキンのカルボアルコキシル化反
応によるキノリジン誘導体の合成研究
○原田 慎吾1, 森口 英祐1, 河野 将人1, 根本 哲宏1, 濱
田 康正1 （1千葉大院薬）

3 月 26 日（木）　午前
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

反応⑫
小西 英之（静岡県大薬）

26V-am01S
 9:04

C1-カルボランアニオンへの芳香環導入とその物性
○大塚 麻衣1, 金澤 純一朗1, 滝田 良1,2, 内山 真伸1,2

（1東大院薬, 2理研）

26V-am02S
 9:16

Aromatic oxy-Cope 転位反応を鍵とする 1-プレニルキ
サントンの合成
○藤本 裕貴1, 伊藤 弓奈1, 渡部 結1, 矢内 光1, 安藤
吉勇2, 鈴木 啓介2, 松本 隆司1 （1東京薬大薬, 2東工大
院理工）

26V-am03S
 9:28

Aromatic oxy-Cope 転位反応を鍵とするキサントンの
gem-ビスプレニル化法
○渡部 結1, 藤本 裕貴1, 矢内 光1, 安藤 吉勇2, 鈴木
啓介2, 松本 隆司1 （1東京薬大薬, 2東工大院理工）

26V-am04S
 9:40

触媒量のヨウ化マグネシウムを用いる光酸素酸化的
キナゾリン類合成法の開発
○坂入 紀帆1, 山口 友明1, 山口 英士1, 多田 教浩1, 伊
藤 彰近1 （1岐阜薬大）

26V-am05S
 9:52

減圧下水中で進行する第 1 級アルコールのパラジウ
ム炭素触媒的脱水素反応
澤間 善成1, ○浅井 彰太1, 森田 康介1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

反応⑬
山本 康友（同志社女大薬）

26V-am06
 10:09

芳香族アミン類の触媒的酸化カップリングによるビ
アリール化合物の簡便合成
○松本 健司1, 酒井 健太郎2, 新藤 充1 （1九大先導研,
2九大院総理工）

26V-am07
 10:21

カテコールの位置選択的デオキシフルオロ化法の
開発
○田窪 景太1, 古津 利宜1, 赤井 周司1 （1阪大院薬）

26V-am08
 10:33

ケチミンに対する直接的触媒的不斉アルキニル化反
応の機構解析と基質一般性の拡張
○澤 真尚1, 森崎 一宏1, 米嵜 凌平1, 森本 浩之1, 真島
和志2, 大嶋 孝志1 （1九大院薬, 2阪大院基礎工）

26V-am09
 10:45

電子豊富ヨードニウム塩を利用する環境調和型カル
ボン酸カップリング反応
土肥 寿文1, ○加藤 麻未1, 住田 康平1, 佐村 和紀1, 北
泰行1 （1立命館大薬）

反応⑭
稲本 浄文（武庫川女大薬）

26V-am10S
 10:57

水素結合を利用した芳香族化合物のメタ位選択的な
C-H ホウ素化反応
○井田 悠1, 西 光海1,2, 國信 洋一郎1,2, 金井 求1,2 （1東
大院薬, 2ERATO-JST）

26V-am11S
 11:09

アラインの重合: ポリオルトアリーレン類の直接的
合成法の確立
○水越 祥英1, 巳上 幸一郎1, 内山 真伸1,2 （1東大院薬,
2理研）

26V-am12S
 11:21

面性不斉短寿命中間体を経る縮環シクロブテンの環
拡大反応
○有地 法人1, 山田 健一1, 山岡 庸介1, 高須 清誠1 （1京
大院薬）

26V-am13S
 11:33

ギ酸フェニル分解反応における速度論的検討および
室温条件下でのカルボニル化反応への応用
○松原 美香1, 小西 英之1, 眞鍋 敬1 （1静岡県大薬）

3 月 28 日（土）　午前
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

反応⑰
上田 昌史（神戸薬大）

28C-am01S
 9:16

無保護糖を用いた立体選択的グリコシル化法の開発
と天然物合成への応用
○藤森 悠介1, 竹内 裕紀1, 川端 猛夫1 （1京大化研）
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28C-am02S
 9:28

超原子価ヨウ素型クロロ化合物を用いるオレフィン
類の二官能基化反応
○米田 貴洋1, 宇久 美奈子1, 川戸 勇士1, 江上 寛通1,
濱島 義隆1 （1静岡県大薬）

28C-am03S
 9:40

室温でのアンモニアとアリルアルコールからの触媒
的一級アリルアミン合成法の開発
○澁谷 亮三1, Lu LIN1, 大嶋 孝志1 （1九大院薬）

28C-am04S
 9:52

カルボン酸選択的な触媒的不斉 Mannich 型反応の
開発
○森田 雄也1, 山本 倫広1, 清水 洋平1, 金井 求1,2 （1東
大院薬, 2JST-ERATO）

28C-am05S
 10:04

次世代型 1，3 ポリオール合成法の確立に向けた触媒
的不斉多重アルドール反応の開発
○三ツ沼 治信1, 林 禄清1, 山本 久美子1, 井田 貴志1,
松永 茂樹1,2, 金井 求1,3 （1東大院薬, 2ACT-C、JST,
3ERATO、JST）

28C-am06S
 10:16

キラルビスホスフィンを用いた触媒的不斉ブロモ環
化反応
○小野 裕美1, 久保田 愛乃1, 川戸 勇士1, 江上 寛通1,
濱島 義隆1 （1静岡県大薬）

反応⑱
清水 洋平（東大院薬）

28C-am07S
 10:33

TFA-HNO3 を用いる有機分子触媒的アルカンの高効
率酸化
○松本 洋平1, 栗山 正巳1, 尾野村 治1 （1長崎大院医歯
薬）

28C-am08S
 10:45

高活性鉄触媒によるエステル交換反応の開発
○堀河 力也1, 藤本 千佳1, 矢崎 亮1, 大嶋 孝志1 （1九大
院薬）

28C-am09S
 10:57

Grignard 試薬を求核剤としたカルボニル化合物の不
斉 1,2-付加反応
○大坂間 順規1, 中島 誠1 （1熊本大院薬）

28C-am10S
 11:09

ケトンのアルドール反応を利用する β,β-二置換 α,β-
不飽和カルボニル化合物のワンポット合成
○芦刈 康彦1, 中島 誠1, 杉浦 正晴1 （1熊本大院薬）

28C-am11S
 11:21

銅触媒を用いたオレフィンのオキシボリル化反応の
開発
○伊藤 太亮1, 清水 洋平1, 金井 求1,2 （1東大院薬, 2JST-
ERATO）

28C-am12S
 11:33

アミド類の α 位への新規置換基導入法の開発
武田 紀彦1, ○二木 恵里佳1, 西村 真美1, 上田 昌史1,
宮田 興子1 （1神戸薬大）

3 月 28 日（土）　午後
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

反応⑲
山岡 庸介（京大院薬）

28C-pm01S
 13:30

ケトンの α 位への新規アルケニル基導入反応の開発
武田 紀彦1, ○田中 翔子1, Raj Kumar NANDI1, 上田
昌史1, 宮田 興子1 （1神戸薬大）

28C-pm02S
 13:42

キラルなリチウムビナフトラートを触媒とする不斉
共役付加反応の開発
○守谷 美友紀1, 小谷 俊介1,2, 中島 誠1 （1熊本大院薬,
2熊本大院先導機構）

28C-pm03S
 13:54

Pd 触媒による C(sp3)-H 活性化を鍵反応とする光学
活性 1,1,2,3-四置換アリールシクロプロパンの合成
○近藤 萌美1, 星谷 尚亨2, 福田 隼1, 周東 智1 （1北大院
薬, 2京都薬大）

28C-pm04S
 14:06

ビシクロ［3.2.1］オクタン誘導体合成のための SmI2
誘起 1,2-転位反応の開発
○太田 捷哉1, 岸田 敦1, 長澤 心1,2, 長岡 博人1, 高取
和彦1 （1明治薬大, 2太田胃散）

28C-pm05S
 14:18

Brook 転位を経るイネニルシリケートのプロトン化
反応の立体過程
○近藤 泰博1, 元石 太一1, 佐々木 道子1, 武田 敬1 （1広
島大院医歯薬保）

28C-pm06
 14:30

シアニドイオンが介在する Brook 転位を利用する多
官能性ビニルアレンの合成
○佐々木 道子1, 安藤 雅史1, 宮下 泉1, 武田 敬1 （1広島
大院医歯薬保）

反応⑳
小谷 俊介（熊本大院先導機構）

28C-pm07
 14:47

2-メタロ-2-シアノピペリジンの求電子置換反応にお
ける立体化学
○琴森 友理1, 佐々木 道子1, 武田 敬1 （1広島大院医歯
薬保）

28C-pm08
 14:59

無保護糖を基質としたジアステレオ選択的触媒的プ
ロパギル化反応の開発
○清水 洋平1, 魏 暁峰1, 金井 求1,2 （1東大院薬,
2ERATO-JST）

28C-pm09
 15:11

位置選択的官能基化を利用した修飾硫酸化糖の合成
○福原 賢司1, 嶋田 修之1, 牧野 一石1 （1北里大薬）

28C-pm10
 15:23

基質認識部位を持つ N-オキシルラジカル触媒による
位置選択的 sp3C-H 結合酸化反応の開発研究
○生長 幸之助1, 田代 真之1, 金井 求1,2 （1東大院薬,
2JST-ERATO）

28C-pm11
 15:35

光学活性ジスルホンアミドを用いる Simmons-Smith
型触媒的不斉反応および光学活性ミルナシプラン類
縁体の合成
○川島 裕也1, 山村 真伊1, 鄭 昇姫1, 原田 泰佑1, 野口
拓也1, 今井 信行1 （1千葉科学大薬）

反応
佐々木 道子（広島大院医歯薬）

28C-pm12
 15:47

Pd(II)触媒によるメチレン sp3 炭素-水素結合活性化
を利用したシクロアルキルアミンの cis-3-アリール
化
○関 淳1, 高橋 良昭1, 三宅 俊昭1 （1微化研・日吉）

28C-pm13
 15:59

非対称ジアルドースのベンゾイン型環化反応
○姜 法雄1, 山岡 庸介1, 高須 清誠1, 山田 健一1 （1京大
院薬）

28C-pm14
 16:11

α,β 不飽和カルボニル化合物の触媒的不斉 NaBH4 還
元法の反応経路
○首藤 義景1, 吉村 正宏2, 山村 知也3, 田中 慎二4, 北
村 雅人1 （1名大院創薬, 2愛知学院大自然科学, 3名大
院理, 4名大物質国際研）

28C-pm15
 16:23

ロジウム(II)カルボキシラート錯体を用いたハロジア
ゾアセタートの分子間不斉シクロプロパン化反応
○小林 優貴1, 高坂 祐平1, 穴田 仁洋1, 竹田 幸司1, 橋
本 俊一1 （1北大院薬）

28C-pm16
 16:35

超原子価ヨウ素試薬を用いるアルデヒド誘導体の C-
H アジド化反応
○篠本 雪乃1, 吉村 祥2, Viktor V. ZHDANKIN2, 齊藤
亜紀夫1 （1東京農工大院工, 2ミネソタ大）

3 月 28 日（土）　午前
D 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B216

反応
澤間 善成（岐阜薬大）

28D-am01S
 9:04

Rh(I)触媒による C(sp3)-H 結合活性化を経由するエ
ニンの触媒的不斉環化反応の開発
○坂本 駿希1, 大西 英博1, 佐藤 美洋1,2 （1北大院薬,
2ACT-C, JST）

28D-am02S
 9:16

ローダサイクル中間体への炭素－窒素二重結合の挿
入を経由するエニンの新規環化反応
○羽藤 啓夫1, 大西 英博1, 佐藤 美洋1,2 （1北大院薬,
2ACT-C, JST）
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28D-am03S
 9:28

ロジウム触媒による[6+2]環化付加反応を利用した 8
員環ラクトンの合成
大西 英博1, ○武田 健矢1, 細谷 昭仁1, 佐藤 美洋1,2

（1北大院薬, 2ACT-C, JST）
28D-am04S

 9:40
芳香族塩化物に対する触媒的重水素化手法の開発
○濱口 典久1, 佐藤 香菜子1, 栗山 正巳1, 尾野村 治1

（1長崎大院医歯薬）

28D-am05S
 9:52

パラジウム触媒を用いたビニル型塩化物の重水素化
手法の開発
○矢野 玄馬1, 佐藤 香菜子1, 栗山 正巳1, 尾野村 治1

（1長崎大院医歯薬）

反応
齋藤 望（北大院薬）

28D-am06S
 10:09

新規 NHC 配位子を用いたフェノール誘導体に対す
る触媒的重水素導入法の開発
○鯨田 翔太1, 栗山 正巳1, 尾野村 治1 （1長崎大院医歯
薬）

28D-am07S
 10:21

C-H 活性化を経由する「ベンジルアレン－内部アル
キン」の環化異性化反応
○河口 康晃1, 安田 茂雄1, 岡本 悠大1, 向 智里1 （1金沢
大院医薬保）

28D-am08S
 10:33

Z 型配位子による金触媒反応の活性化
稲垣 冬彦1, ○松本 千明1, 岡田 泰彦1, 丸山 直哉1, 向
智里1 （1金沢大院医薬保）

28D-am09S
 10:45

有機亜鉛試薬を用いたフルオロアリール基求核置換
反応の開発
○倉内 大介1, 平野 圭一1,2, 加藤 久乃1, 内山 真伸1,2

（1東大院薬, 2理研）

反応
栗山 正巳（長崎大院医歯薬）

28D-am10
 10:57

メソ型分子骨格の非対称化に基づく不斉 NHC 配位
子の開発と応用
○安藤 眞1, 松永 浩文1, 石塚 忠男1 （1熊本大院薬）

28D-am11
 11:09

不均一系パラジウム触媒膜による鈴木-宮浦反応の
開発
○江嵜 啓祥1, 澤 春夫2, 野坂 和人3, 福島 和明1, 澤間
善成4, 門口 泰也4, 佐治木 弘尚4 （1兵庫医大, 2ニッポ
ン高度紙工業, 3武庫川女大薬, 4岐阜薬大）

28D-am12
 11:21

芳香族塩素化合物を基質とした不均一系鈴木－宮浦
反応
○市川 智大1, 根津 萌子1, 澤間 善成1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

28D-am13
 11:33

パラジウム炭素を触媒とする位置選択的炭素―炭素
結合開裂反応
○服部 倫弘1, 高倉 稜弥1, 市川 智大1, 澤間 善成1, 門
口 泰也1, 佐治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

3 月 28 日（土）　午後
D 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B216

反応
熊谷 直哉（微化研）

28D-pm01S
 13:30

触媒制御よる無保護アミノアルコールに対する化学
選択的な水酸基修飾法の開発
○李 釗1, 矢崎 亮1, 大嶋 孝志1 （1九大院薬）

28D-pm02S
 13:42

Si-H 結合活性化に基づく水中での Au/C 触媒的ジシ
ロキサン合成
澤間 善成1, ○増田 眞大1, 中谷 亮祐1, 西村 駿馬1, 門
口 泰也1, 佐治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

28D-pm03S
 13:54

双性イオン触媒を用いたケトアセタールとケテンシ
リルアセタールとの反応
○佐々木 優一1, 山本 悠貴1, 矢内 光1, 松本 隆司1 （1東
京薬大薬）

28D-pm04S
 14:06

極安定カルボアニオン構造を持つピリジニウム型双
性イオンの反応性に関する研究
○髙橋 流太1, 矢内 光1, 松本 隆司1 （1東京薬大薬）

28D-pm05S
 14:18

チオ尿素―ヨードイミダゾリウム塩の相互作用解析
と不斉反応への応用
小林 祐輔1, ○李 善姫2, 竹本 佳司1,2 （1京大院薬, 2京大
院総合生存学館）

反応
江木 正浩（静岡県大薬）

28D-pm06
 14:30

カーボンナノチューブ固定型不斉固相触媒の開発と
連続フロー合成への応用
○橋本 和樹1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1 （1微化研）

28D-pm07
 14:42

N－ヘテロサイクリックカルベン－ボラン錯体を用
いるベンザイン誘導体のヒドロホウ素化反応
○谷口 剛史1, Dennis P. CURRAN2 （1金沢大院医薬保,
2ピッツバーグ大）

28D-pm08
 14:54

Direct Catalytic Asymmetric Mannich-type Reactions of
Aliphatic Ketimines with α-Aminoacetonitrile
○林 紹全1, 川戸 勇士1, 熊谷 直哉1, 柴崎 正勝1 （1微生
物化学研）

28D-pm09
 15:06

ハロゲン結合相互作用を鍵とするアルコールとアリ
ルシランの直截的カップリング反応の開発
○斉藤 真人1, 辻 信弥1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1 （1京大
院薬）

28D-pm10
 15:18

光学活性なフルオロアルケン型 L-ピログルタミルグ
リシンアナログの合成
安藤 ひとみ1, ○根本 実和1, 矢内 光1, 佐藤 梓2, 岡田
みどり2, 松本 隆司1, 田口 武夫1 （1東京薬大薬, 2東京
女子医大医）

全合成⑨
谷口 剛史（金沢大院医薬保）

28D-pm11
 15:35

(+)-Methylteretifolione B の不斉全合成
○片川 和明1, 海沼 美香1, 熊本 卓哉1 （1武蔵野大薬）

28D-pm12
 15:47

連続ダイレクトアルドール反応による(−)-
Membrenone A と B の不斉全合成
○Alagiri KALIYAMOORTHY1, 林 紹全1, 熊谷 直哉1,
柴﨑 正勝1 （1微生物化学研究所）

28D-pm13
 15:59

ソホラフラバノン H の合成研究
○村松 義浩1, 石川 諒1, 飛坐 愛輝1, 塚口 雄太1, 稲井
まこと1, 浅川 倫宏1, 江木 正浩1, 菅 敏幸1 （1静岡県大
院）

28D-pm14
 16:11

アコニチンアルカロイド類の全合成研究
○藤岡 孝佑1, 戸谷 博希1, 岡野 健太郎1, 徳山 英利1

（1東北大院薬）

28D-pm15
 16:23

触媒的不斉アルキニル化反応を利用した NITD609 の
不斉合成研究
○髙田 久嗣1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1 （1微化研）

28D-pm16
 16:35

Germine の合成研究
○田口 保成1, 梶野 智敬1, 下川 淳1, 北村 雅人1 （1名大
院創薬）

3 月 28 日（土）　午前
E 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B215

反応
山本 大介（北里大薬）

28E-am01
 9:16

ヘリセン型モノホスフィン配位子の合成と不斉鈴木-
宮浦反応への応用研究
○臼井 一晃1, 山本 耕介1, 末宗 洋1 （1九大院薬）

28E-am02
 9:28

i-PrOH を水素源とした Pt/C-Fe 触媒的芳香核還元
反応
○森 美里1, 澤間 善成1, 山田 強1, 門口 泰也1, 佐治木
弘尚1 （1岐阜薬大）
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28E-am03
 9:40

2 価銅およびパラジウムの触媒下水酸基を脱離基に
用いる β-ジカルボニル化合物への新規アリル化反応
○尾張 香菜子1, 星谷 尚亨1, 上西 潤一1 （1京都薬大）

28E-am04
 9:52

ボロン酸の不斉共役付加反応を触媒する酒石酸誘導
体の構造最適化
○久保山 征宣1, 徳冨 未來1, 中島 誠1, 杉浦 正晴1 （1熊
本大院薬）

合成①
椿 一典（京都府大院生命環境科学）

28E-am05
 10:09

動的光学分割を応用した不斉第 4 級炭素構築法の開
発及び(−)-crinane の不斉全合成
杉山 公二1, ○川西 真司1, 大木 康寛1, 赤井 周司1 （1阪
大院薬）

28E-am06
 10:21

デンドロン型メソゲン部を末端に有するエチニルヘ
リセンオリゴマーの合成と会合およびサーモトロ
ピック液晶性
○齋藤 望1,2, 山口 雅彦2 （1東北大 学際研, 2東北大院
薬）

28E-am07
 10:33

両端に親水部を有する両親媒性エチニルヘリセンオ
リゴマーの熱的解離と会合
齋藤 望1,2, ○小林 東史1, 山口 雅彦1 （1東北大院薬, 2東
北大 学際研）

28E-am08
 10:45

(M)-エチニルヘリセン 9 量体の二重ラセン・ランダ
ムコイル構造変化における平衡交差
宮川 雅道1, ○八木 敦史1, 重野 真徳1, 山口 雅彦1 （1東
北大院薬）

合成②
杉浦 正晴（熊本大院薬）

28E-am09
 10:57

低原子価金属カップリング反応を用いる四置換オレ
フィン類の合成ならびに Jurkat 細胞に対する増殖抑
制効果
椎名 勇1, ○水澤 彰人1, 植竹 祥子1, 太田 のぞみ1, 中
田 健也2, 岩澤 卓弥3, 酒本 聖也3, 長原 礼宗3 （1東京理
大理, 2島根大総合理工, 3東京電大理工）

28E-am10
 11:09

クロチルシラン類を求核剤として用いる三成分連結
反応および二重結合異性化反応による抗腫瘍性化合
物の短工程合成
椎名 勇1, ○植竹 祥子1, 水澤 彰人1, 中田 健也2, 酒本
聖也3, 岩澤 卓弥3, 長原 礼宗3 （1東京理大理, 2島根大
総合理工, 3東京電大理工）

28E-am11
 11:21

抗菌・抗腫瘍活性 Lomaiviticin A の合成研究 : 環化付
加反応による D 環構築の試み
○小幡 七瀬1, 片川 和明1, 熊本 卓哉1 （1武蔵野大薬）

28E-am12
 11:33

ハイプシン結合 RNA アプタマー取得を目的とする
ハイプシン誘導体の設計と合成
○阿部 敬介1,2, 小黒 明広3, 西村 和洋4, 市川 哲也2, 藤
岡 弘道1, 有澤 光弘1 （1阪大院薬, 2ヨーユーラボ, 3慈恵
医大, 4千葉大院薬）

3 月 28 日（土）　午後
F 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B214

生薬・天然物（その他）
猪腰 淳嗣（北里大薬）

28F-pm01
 13:30

三重遺伝子組換えレンギョウ培養細胞によるリグナ
ンの生産
○佐竹 炎1, 松本 えりか1, 森本 絹世1, 小山 知嗣1, 村
田 純1 （1サントリー生科財団）

28F-pm02
 13:42

地域特産果樹を活用した生薬国産化研究：シテイ
(KAKI CALYX)の基原と使用動向
○楠木 歩美1, 高浦(島田) 佳代子1,2, 浅尾 浩史3,4, 辻本
誠幸3,4, 辻元 康人5, 後藤 一寿6, 高橋 京子1,2 （1阪大院
薬, 2阪大博, 3奈良農研セ, 4奈良果薬セ, 5奈良県医療
政策部, 6農研機構）

28F-pm03
 13:54

薬用植物マカのケミカルプロファイリング解析
○治京 玉記1, 内山 文昭1,2 （1中村大PAMD研, 2中村大
院栄）

28F-pm04
 14:06

ELISA による霊芝トリテルペノイド ganoderic acid A
の迅速かつ好感度定量法の確立
○河野 俊享1, 清水 邦義2, 坂元 政一1, 田中 宏幸1, 森
元 聡1 （1九大院薬, 2九大院農）

3 月 28 日（土）　午後
G 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B213

合成③
佐藤 和之（摂南大薬）

28G-pm01S
 13:30

アゾール類の N ‐アシル体の立体構造
○高橋 由佳1, 嘉山 奨1, 若松 真太朗1, 田畑 英嗣1, 忍
足 鉄太1, 大和田 智彦2, 夏苅 英昭1, 高橋 秀依1 （1帝京
大薬, 2東大院薬）

28G-pm02S
 13:42

カルボン酸・アミノ酸・アリールボロン酸からなる
三置換オキサゾール合成法の開発
○上村 直人1, 山田 耕平1, 藤田 光1, 国嶋 崇隆1 （1金沢
大院医薬保）

28G-pm03S
 13:54

電子的効果の軽微な置換基を有するトリアジン型縮
合剤の反応性に関する研究
○小峰 彩1, 北村 正典1, 岡田 有加里1, 国嶋 崇隆1 （1金
沢大院医薬保）

28G-pm04S
 14:06

N -ベンゾイル-1,5-ベンゾチアゼピン誘導体および
その S -オキシド体のバソプレシン受容体親和性と活
性発現に寄与する立体構造
○米田 哲也1, 田畑 英嗣1, 忍足 鉄太1, 高橋 秀依1, 夏
苅 英昭1 （1帝京大薬）

28G-pm05S
 14:18

レニエラマイシン G の左半部モデルおよび類縁体の
合成研究
○中井 啓陽1, 山﨑 未来1, 中山 梨乃1, 横屋 正志1, 齋
藤 直樹1 （1明治薬大）

28G-pm06S
 14:30

1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-5,8-ジオンの光に
対する異常な挙動
○山﨑 未来1, 中井 啓陽1, 横屋 正志1, 齋藤 直樹1 （1明
治薬大）

合成④
横屋 正志（明治薬大）

28G-pm07
 14:42

連続的 Staudinger／Aza-Wittig／環化反応による 4,6-
無置換 2-アミノジヒドロピリミジン-5-エステルの
合成
○西村 良夫1, 長 秀連2 （1安田女大薬, 2東北大院薬）

28G-pm08
 14:54

Dendroamide A アナログ合成を目指したキラルアミ
ノ酸ユニットの合成研究
○曲田 拓司1, 小川 裕貴1, 木野 平貴1, 小杉 渚1, 塩貝
亜依1, 広川 美視1, 前﨑 直容1 （1大阪大谷大薬）

28G-pm09
 15:06

アンチ Wacker 型環化反応を用いた多置換ピリジン
合成法の開発
塚本 裕一2, ○伊藤 和也1, 土井 隆行2 （1東北大薬, 2東
北大院薬）

28G-pm10
 15:18

新規スピロ型キラルイミダゾール配位子の開発と
応用
○澤田 和弥1, 高谷 修平1, 竹中 和浩1, 笹井 宏明1 （1阪
大産研）

合成⑤
山田 耕平（金沢大院医薬保）

28G-pm11
 15:35

クロロアルケン型ジペプチドイソスター(CADI)の合
成と CADI 型環状 RGD ペプチドへの応用
○松崎 祐大1, 小早川 拓也1, 水口 貴章1, 鳴海 哲夫2,
玉村 啓和1 （1東京医歯大・生材研, 2静岡大院・工）
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28G-pm12
 15:47

ジフルオロ-β-ラクタムをビルディングブロックとし
て利用したフッ素化ペプチドの合成
○樽井 敦1, 上尾 正和1, 佐藤 和之1, 表 雅章1, 安藤 章1

（1摂南大薬）

28G-pm13
 15:59

クロロ炭酸エチル由来の混合酸無水物を経由する水
溶性アスピリン前駆体の簡便合成
○原田 泰佑1, 野口 拓也1, 川島 裕也1, 鄭 昇姫1, 今井
信行1 （1千葉科学大）

28G-pm14
 16:11

グルコサミンおよび α－アミノ酸を含有する水溶性
アスピリンの開発
○野口 拓也1, 原田 泰佑1, 川島 裕也1, 鄭 昇姫1, 今井
信行1 （1千葉科学大薬）

28G-pm15
 16:23

光学活性ピコリン酸配位子の合成
○田中 達也1, 関 智昭3, 田中 慎二2, 北村 雅人1 （1名大
院創薬, 2名大物質国際研, 3名大院理）

3 月 28 日（土）　午前
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

全合成⑩
稲井 誠（静岡県大薬）

28H-am01S
 9:16

T988 類の全合成
○佐藤 壮一郎1, 平山 梓1, 植田 浩史1, 徳山 英利1 （1東
北大院薬）

28H-am02S
 9:28

インドリンスピロアミナール骨格を有する Neoxaline
類の効率的な全合成
○井手口 哲也1, 山田 健1,2, 白畑 辰弥3, 廣瀬 友靖1,2,
菅原 章公1,2, 小林 義典3, 大村 智2, 砂塚 敏明1,2 （1北里
大院感染制御, 2北里大生命研, 3北里大薬）

28H-am03S
 9:40

Amauromine 関連化合物の合成研究
○袴田 容章1, 植田 浩史1, 徳山 英利1 （1東北大院薬）

28H-am04S
 9:52

サルーシンのアンタゴニストを指向した類縁体の合
成研究
○大住 悠介1, 山田 晃代1, 久米 あかね1, 葛西 祐介1,
山本 博文1, 今川 洋1 （1徳島文理大薬）

28H-am05S
 10:04

海洋天然物クリブロスタチン 4 の全合成における短
工程化
○小林 恵一朗1, 横屋 正志1, 齋藤 直樹1 （1明治薬大）

28H-am06S
 10:16

Pd 触媒タンデム分子内エノラートカップリングを鍵
とする welwitindolinone 天然物の合成
○小嶺 敬太1, 野村 祐介1, Cyril PIERI2, 高橋 圭介1,
石原 淳1, 畑山 範1 （1長崎大院医歯薬, 2オート・アル
ザス大ミュールーズ国立高等化学院）

全合成⑪
植田 浩史（東北大院薬）

28H-am07S
 10:33

新規骨格 Lycopodium アルカロイド(−)-
Lycoposerramine-R の不斉全合成
○石田 寛明1, 木村 真也1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
高山 廣光1 （1千葉大院薬）

28H-am08S
 10:45

ラジカル窒素官能基化を基盤とするアゲラスタチン
A 誘導体の合成
○北村 優太1, 赤井 周司1, 好光 健彦1 （1阪大院薬）

28H-am09S
 10:57

Raputindole A の合成研究
○神谷 真鈴1, 石上 加菜1, 太田 裕也1, 赤井 周司1,2, 江
木 正浩1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬, 2阪大院薬）

28H-am10S
 11:09

Phelligridin 類の合成研究
○中俣 友秀1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 江木 正浩1, 菅
敏幸1 （1静岡県大薬）

28H-am11S
 11:21

インドキサマイシン類の合成研究
○橋詰 祥伍1, 生長 幸之助1, 金井 求1,2 （1東大院薬,
2JST-ERATO）

28H-am12S
 11:33

Gymnocin-B の BCD 環システムの合成
河合 敦子1, ○石橋 廉司1, 坂井 健男1, 森 裕二1 （1名城
大薬）

3 月 28 日（土）　午後
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

全合成⑫
浅川 倫宏（静岡県大薬）

28H-pm01S
 13:30

生合成経路を模倣した生理活性ステロイドの合成
研究
○古田 未有1, 花屋 賢悟1, 須貝 威1, 庄司 満1 （1慶應大
薬）

28H-pm02S
 13:42

Avenaol の全合成研究
塚野 千尋1, ○安井 基博1, 竹本 佳司1 （1京大院薬）

28H-pm03S
 13:54

レジニフェラトキシンの全合成研究
○橋本 哲1, 加藤 駿一郎1, 村井 耕一1, 占部 大介1, 井
上 将行1 （1東大院薬）

28H-pm04S
 14:06

ボンクレキン酸合成法の改良と誘導体の合成研究
○藤田 聡1, 松本 健司2, 陶山 正樹1, 福永 幸裕2, 奥田
勝博2, 狩野 有宏2, 新藤 充2 （1九大院総理工, 2九大先
導研）

28H-pm05S
 14:18

誘導体合成を指向したレゾルビン E1 の全合成
○石村 航平1, 福田 隼1, 高倉 夕季1, 阿部 洋1,2, 周東
智1 （1北大院薬, 2JSTさきがけ）

全合成⑬
塚野 千尋（京大院薬）

28H-pm06
 14:35

アセチルコリン受容体拮抗剤スピロリド D の合成研
究(1)―渡環型ジスピロケタール化による BCD 環部
の構築―
○戸井田 明憲1, 竹田 圭介1, 山越 博幸1, 橋本 俊一2,
中村 精一1 （1名市大院薬, 2北大院薬）

28H-pm07S
 14:47

アセチルコリン受容体拮抗剤スピロリド D の合成研
究(2)―分子内ヘテロ Michael 反応による BCD 環
構築―
○竹田 圭介1, 戸井田 明憲1, 山越 博幸1, 中村 精一1

（1名市大院薬）

28H-pm08S
 14:59

パルメロライド A の全合成
○河西 昭典1, 相原 義之1, 佐々木 羽玲1, 朝比奈 彩1,
森兼 悠太1, 村田 武士2, 岩田 想3, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1,
江木 正浩1, 濱島 義隆1, 菅 敏幸1 （1静岡県大薬, 2千葉
大院理, 3京大院医）

28H-pm09
 15:11

抗トリパノソーマ活性を有する新規天然物
Actinoallolide A の全合成研究
○大下 純1, 及川 大揮1, 廣瀬 友靖1,2, 稲橋 佑起1,2, 岩
月 正人1,2, 大村 智2, 砂塚 敏明1,2 （1北里大院感染制御,
2北里大生命研）

28H-pm10
 15:23

新規ポリケチド biakamide C および D の全合成
古徳 直之1, ○松本 紘和1, 石田 良典1, 小林 資正1 （1阪
大院薬）

28H-pm11
 15:35

三環性ポリケチド Ascospiroketal B の合成研究
○原 喜偉1, 荒川 航人1, 本多 達也1, 太田 浩一朗1, 釜
池 和大1, 宮岡 宏明1 （1東京薬大薬）

全合成⑭
占部 大介（東大院薬）

28H-pm12
 15:52

海洋産マクロライド Spirastrellolide A の触媒的不斉
全合成研究：C1-C15 ユニットの合成
○高田 唯1, 古舘 信1, 陳 静波1, 渡辺 匠1, 柴﨑 正勝1

（1微化研）

28H-pm13
 16:04

ロジウム(II)触媒 C-H アミノ化続くアルキル化を用
いる myriocin の全合成
○野田 成美1, 牛 文起1, 生方 花奈1, 藤原 朋也1, 南部
寿則1, 矢倉 隆之1 （1富山大院薬）

28H-pm14
 16:16

海産ペンタノルジテルペノイド Elisabethin H の合成
研究
○太田 浩一朗1, 釜池 和大1, 宮岡 宏明1 （1東京薬大
薬）
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28H-pm15
 16:28

鎮痙物質マルリブアセタールの合成研究
○澤山 侑季1, 山越 博幸1, 赤堀 禎紘1, 中村 精一1 （1名
市大院薬）

3 月 28 日（土）　午前
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

全合成⑮
横島 聡（名古屋大院創薬科学）

28I-am01S
 9:04

ムギネ酸類の実用的合成
○津川 稜1, 金木 美知佳2, 小林 香織3, 中山 淳1, 吉田
昌裕1, 谷野 圭持3, 難波 康祐1 （1徳大院薬, 2北大院総
化, 3北大院理）

28I-am02S
 9:16

ボゴロール A の全合成
○山下 智也1, 倉永 健史1, 井上 将行1 （1東大院薬）

28I-am03S
 9:28

Lydiamycin A の合成研究
○兼平 知哉1, 會澤 勉1, 郷原 大1, 濱嶋 祥就1, 根本
哲宏1, 濱田 康正1 （1千葉大院薬）

28I-am04S
 9:40

Plusbacin A3 の全合成研究
○勝山 彬1, 松田 彰1, 市川 聡1 （1北大院薬）

28I-am05S
 9:52

チランダリジジンの合成研究
○吉村 光1, 高橋 圭介1, 石原 淳1, 畑山 範1 （1長崎大院
医歯薬）

全合成⑯
塚本 裕一（東北大院薬）

28I-am06
 10:09

ラジョラマイシンの合成研究
○西丸 達也1, 江藤 康平1, 高橋 圭介1, 石原 淳1, 畑山
範1 （1長崎大院医歯薬）

28I-am07
 10:21

がん-間質相互作用に働く天然物 Leucinostatin A の
触媒的不斉全合成研究
○阿部 光1, 川田 学2, 渡辺 匠1, 柴﨑 正勝1 （1微化研,
2微化研・沼津）

28I-am08
 10:33

抗腫瘍活性物質 GKK1032A2 の全合成研究
○稲垣 謙介1, 小手 俊明1, 菅田 隼人1, 内呂 拓実1,2

（1東京理大薬, 2東京理大戦略的物理製剤研究基盤セ
ンター）

28I-am09
 10:45

Phalarine の合成研究
○道木 和也1, 下川 淳1, 北村 雅人1 （1名大院創薬）

全合成⑰
高橋 圭介（東邦大薬）

28I-am10
 10:57

抗嫌気性菌活性を有する Luminamicin の合成研究
○君嶋 葵1, 諸留 圭介1, 高田 拓和1, 松丸 尊紀1, 菅原
章公1,2, 廣瀬 友靖1,2, 大村 智1,2, 砂塚 敏明1,2 （1北里大
院感染制御, 2北里大生命研）

28I-am11
 11:09

ロバタミド A の合成研究
○森兼 悠太1, 菅 敏幸1, 江木 正浩1, 浅川 倫宏1, 稲井
誠1, 河西 昭典1 （1静岡県大薬）

28I-am12
 11:21

Haouamine A, B および類縁体の効率的合成法の開発
○塚本 裕一1, 中村 早希1, 土井 隆行1 （1東北大院薬）

28I-am13
 11:33

4-OH capreomycidine の全合成
○森田 大貴1, 増田 裕一1, 土井 隆行1 （1東北大院薬）

3 月 28 日（土）　午後
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

合成⑥
吉田 将人（東北大院薬）

28I-pm01S
 13:30

縮環シクロヘキサジエンの立体選択的修飾に基づく、
5,6,5-三環性ラクトン類の多様性指向型合成
○須藤 友規1, 川村 智祥1, 澁谷 正俊1, 山本 芳彦1 （1名
大院創薬）

28I-pm02S
 13:42

創薬展開を志向した Bottromycin A2 の構造活性相関
研究
○八木田 美有1, 小林 豊1, 山田 健1,2, 堀松 優樹1, 廣瀬
友靖1,2, 花木 秀明2, 大村 智2, 砂塚 敏明1,2 （1北里大院
感染制御, 2北里大生命研）

28I-pm03S
 13:54

マンノース-6-リン酸修飾型 GM2 活性化タンパク質
の合成検討
○成瀬 公人1, 佐藤 浩平1, 坂本 健1, 猪熊 翼1, 重永 章1,
大高 章1 （1徳島大院薬）

28I-pm04S
 14:06

ポリセオナミド B を基盤とした機能性分子の創製と
人工機能制御
○早田 敦1, 倉永 健史1, 井上 将行1 （1東大院薬）

28I-pm05S
 14:18

有機銅試薬を活用したクロロアルケン型ジペプチド
イソスターの合成法の開発
○小早川 拓也1, 鳴海 哲夫2, 玉村 啓和1 （1東京医歯
大・生材研, 2静岡大院・工）

合成⑦
澁谷 正俊（名古屋大院創薬科学）

28I-pm06S
 14:30

Protein trans-splicing の高速化を指向した N-intein 合
成法の開発研究
○北 未来1, 佐藤 浩平1, 猪熊 翼1, 重永 章1, 大高 章1

（1徳島大院薬）

28I-pm07S
 14:42

GM2 活性化タンパク質誘導体の第二世代化学合成
法の開発研究
○中村 太寛1, 重永 章1, 佐藤 浩平1, 津田 雄介1, 坂本
健1, 猪熊 翼1, 大高 章1 （1徳島大院薬）

28I-pm08S
 14:54

構造活性相関の解明を指向したスピルコスタチン誘
導体の合成研究
吉田 将人1, ○梅田 晃司1, 笹原 健一1, 土井 隆行1 （1東
北大院薬）

28I-pm09S
 15:06

チオビリダミドの合成研究：β‐ヒドロキシ‐N1，
N3‐ジメチルヒスチジニウムの立体選択的合成研究
吉田 将人1, ○矢本 啓輔1, 土井 隆行1 （1東北大院薬）

28I-pm10S
 15:18

環状構造改変型デストラキシン E 誘導体の合成と生
物活性評価
吉田 将人1, ○安達 謙太1, 佐藤 寛1,2, 村瀬 隼人3, 中川
大3, 土井 隆行1 （1東北大院薬, 2田辺三菱製薬, 3中部大
応用生物）

合成⑧
倉永 健史（東大院薬）

28I-pm11S
 15:35

スピロシクロプロパン型 β ストランドミメティック
の創製研究
○桑原 智希1, 水野 彰1, 福田 隼1, 阿部 洋1,2, 周東 智1

（1北大院薬, 2JSTさきがけ）

28I-pm12S
 15:47

保護基使用を最小限に抑えたザナミビルの合成研究
○伊藤 創一1, 木村 康明2, 清水 洋平1, 金井 求1,2 （1東
大院薬, 2ERATO）

28I-pm13S
 15:59

マイクロフロー経路内における効率的なオレアノー
ル酸 C3 位配糖化の検討
○小西 成樹1, 白畑 辰弥1, 永井 隆之2, 清原 寛章2, 平
田 望1, 横山 将来1, 勝見 達也1, 西野 貴司1, 牧野 一石1,
山田 陽城2, 梶 英輔1, 小林 義典1 （1北里大院薬, 2北里
大北里生命科学研）

28I-pm14S
 16:11

強配位性単座配位子を用いた分子内 Ullmann エーテ
ル化反応による環状化合物の合成
○紀野 義堅1, 菅田 隼斗1, 内呂 拓実1,2 （1東理大薬, 2東
京理大戦略的物理製剤学研セ）

28I-pm15S
 16:23

ポリエン環化反応を機軸とする新規架橋多環式骨格
構築法の開発
○鈴木 恵介1, 山越 博幸1, 中村 精一1 （1名市大院薬）

28I-pm16S
 16:35

非対称アルキリデンマロネートの立体選択的合成法
のワンポット化とその応用
山田 健一1, ○藤原 慎一1, 山岡 庸介1, 高須 清誠1 （1京
大院薬）
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3 月 28 日（土）　午前
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

生合成③
森田 洋行（富山大和漢医薬学総合研）

28R-am01
 9:00

Berkeleydione の生合成研究
○松田 侑大1, 藤本 貴之1, 阿部 郁朗1 （1東大院薬）

28R-am02
 9:12

海生糸状菌 Emericella variecolor GF10 由来
shimalactone 生合成に関与する遺伝子群の機能解析
○橋元 誠1, 櫻場 陽香1, 鈴木 健太1, 對馬 春枝1, 岩﨑
后穂1, 吉田 早希1, 藤井 勲1 （1岩手医大薬）

28R-am03
 9:24

Diels-Alder 反応による Sch210972 炭素骨格構築機構
の証明
○佐藤 道大1, 八木下 史敏2, 三野 孝2, 内山 奈穂子3,
合田 幸広3, 野口 博司1, Kendall HOUK4, Yi TANG4, 渡
辺 賢二1 （1静岡県大薬, 2千葉大院工, 3国立衛研, 4カリ
フォルニア大ロサンゼルス校）

28R-am04
 9:36

モノテルペン付加型 6,6-キノロン化合物分子多様性
の解明
○平山 裕一郎1, 石川 格靖1, 野口 博司1, 渡辺 賢二1

（1静岡県大薬）

28R-am05
 9:48

Aspergillus niger 遺伝子強制発現産物 pyranonigrin の
生合成機構の解明
○山本 剛1, 恒松 雄太1,2, 野口 博司1, 渡辺 賢二1 （1静
岡県大薬, 2ライプニッツ研究所）

28R-am06
 10:00

Aspergillus oryzae が生産するマイコトキシン
aspirochlorine の生合成
○恒松 雄太1,2, Pranatchareeya CHANKHAMJON1, 渡
辺 賢二2, Christian HERTWECK1 （1ライプニッツ研究
所, 2静岡県大薬）

生合成④
塚本 佐知子（熊本大院薬）

28R-am07S
 10:18

昆虫感染性糸状菌 Metarhizium anisopliae ARSEF 23
株由来新規メロテルペノイドの獲得とその生合成
研究
○加藤 広樹1, 恒松 雄太1,2, 山本 剛1, 野口 博司1, 渡辺
賢二1 （1静岡県大薬, 2ライプニッツ研究所）

28R-am08S
 10:30

ヘモシアニン型新規キノロン合成酵素の精密機能
解析
○石川 格靖1, 野口 博司1, 渡辺 賢二1 （1静岡県大薬）

28R-am09S
 10:42

糸状菌 Emericella variecolor におけるセスタテルペン
合成酵素遺伝子の探索
○三橋 隆章1, 松田 侑大1, 淡川 孝義1, 阿部 郁朗1 （1東
大院薬）

28R-am10S
 10:54

メロテルペノイド terretonin 生合成機構の解明と修飾
酵素群の機能解析
○岩渕 大輝1, 松田 侑大1, 淡川 孝義1, 阿部 郁朗1 （1東
大院薬）

28R-am11
 11:06

Emericella variecolor 由来新規 andrastin 類生合成遺
伝子クラスターの機能解析
○全 智揚1, 三橋 隆章1, 松田 侑大1, 阿部 郁朗1 （1東大
院薬）

3 月 28 日（土）　午後
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

活性物質
松田 久司（京都薬大）

28R-pm01S
 13:30

モンゴル民族伝統薬物に関する研究（6）－リンドウ
科植物 Gentianella acuta 地上部の成分研究－
○呂 爽欣1, 田中 直伸1, 川添 和義2, 村上 光太郎3,
Dorival ENKHJARGAL4, Damdinjav DAVAADAGVA4,
柏田 良樹1 （1徳島大院薬, 2徳島大病院薬, 3崇城大薬,
4モンゴル健康科学大薬）

28R-pm02S
 13:42

Notch-Hes 経路阻害を指標とする神経幹細胞分化活
性化剤の探索
荒井 緑1, ○赤嶺 隆太1, 小柳津 和音1, 當銘 一文1, 岡
本 隆一2, 小谷野 喬3, Thaworn KOWITHAYAKORN4,
Samir K. SADHU5, Firoj AHMED6, 石橋 正己1 （1千葉
大院薬, 2東京医歯大, 3テムコ, 4コンケン大, 5クルナ
大, 6ダッカ大）

28R-pm03S
 13:54

アスパラガスのアレロパシーに関する化学的研究
○DIDIER KINKELA1, 田中 千晶1, 宮本 智文1 （1九大
院薬）

28R-pm04S
 14:06

Heronamide A および B の生成機構に関する研究
○藤田 航平1, 杉山 龍介1, 西村 慎一1, 掛谷 秀昭1 （1京
大院薬）

28R-pm05
 14:18

Allium Sulfides (30) ネギから新規 Sulfoxides,
Welsonins A, B の単離
○野原 稔弘1, 藤原 章雄2, 村上 光太郎1, 池田 剛1,
Mona EL-AASR3, 小野 政輝4 （1崇城大薬, 2熊本大院
医, 3タンタ大, 4東海大農）

28R-pm06
 14:30

土壌細菌 BYK11209 株が生産する新規中性脂質生成
阻害物質に関する研究
○鈴木 あいか1, 小林 啓介2, 福田 隆志1,2, 内田 龍児1,2,
供田 洋1,2 （1北里大薬, 2北里大院薬）

薬理・臨床②
牧野 利明（名市大院薬）

28R-pm07S
 14:48

動物性生薬『牛黄』の安全性評価：心臓由来培養細
胞による検討
○善利 佑記1, 東 由子1, 高浦（島田） 佳代子1,2, 川瀬
雅也3, 高橋 俊晴4, 高橋 京子1,2 （1阪大院薬, 2阪大博,
3長浜バイオ大, 4京大原子炉実験所）

28R-pm08S
 15:00

漢方方剤「香蘇散」による抗うつ様活性に関連する
脳内タンパク質の探索
○山中 紀央子1, 永井 隆之1,2,3, 小寺 義男4,5, 伊藤 直
樹3, 花輪 壽彦3, 山田 陽城1,2,3, 清原 寛章1,2,3 （1北里大
院感染制御, 2北里大生命研, 3北里大東洋医学総研,
4北里大理, 5北里大理疾患プロテオミクスセ）

28R-pm09S
 15:12

ワクチン経鼻接種モデルを用いた補中益気湯煎剤の
粘膜免疫機構調節作用の解析
○梶田 祐三子1, 永井 隆之1,2,3, 清原 寛章1,2,3 （1北里大
院感染制御, 2北里大生命研, 3北里大東洋医学総研）

28R-pm10S
 15:24

高血糖モデルマウスでの呼吸器粘膜免疫系異常に対
する八味丸煎剤の作用の解析
○黄 子綾1, 永井 隆之1,2,3, 鄭 美和1,2, 伊藤 剛3, 及川
哲郎3, 花輪 壽彦3, 井上 岳4, 松原 肇4, 清原 寛章1,2,3

（1北里大院感染制御, 2北里大生命研, 3北里大東洋医
学総研, 4北里大薬）

芳香族化合物
菊地 晴久（東北大院薬）

28R-pm11
 15:40

メチルグリオキサール誘発細胞傷害を抑制する天然
物由来糖尿病合併症進行阻害剤の探索
○白 潔1, 田中 千晶1, 田中 宏幸1, 道具 伸也2, 渡辺
俊明1, 宮本 智文1 （1九大院薬, 2福岡大薬）

28R-pm12
 15:52

放線菌由来新規ベンゾフラン-ナフタレン化合物エル
メノール A および B
○益西 卓瑪1, 石川 直樹1, 當銘 一文1, 塚原 健太郎1,
石橋 正己1 （1千葉大院薬）

28R-pm13
 16:04

温泉由来真菌 BF142 株が産生する新規中性脂質生
成阻害物質に関する研究
○古川 茶勲1, 福田 隆志1, 小林 啓介1, 内田 龍児1, 供
田 洋1 （1北里大院薬）

28R-pm14
 16:16

ツボクサ Centella asiatica の活性成分
○太田 涼介1, 杉本 幸子1, 手嶋 世里加1, 山野 喜1, 大
塚 英昭2, 松浪 勝義1 （1広島大院医歯薬保, 2安田女大
薬）

28R-pm15
 16:28

グルタミン酸の神経毒性に対するビフラボン類の神
経保護効果
○吉本 幸広1, 平田 弥久1, 竹森 洋2, 住吉 孝明1, 上里
新一1, 長岡 康夫1 （1関西大化学生命工, 2医薬基盤研）
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28R-pm16
 16:40

紅豆蒄の機能性成分 (4) ―新規ネオリグナン成分の
化学構造およびメラニン産生抑制作用―
二宮 清文1, ○萬瀬 貴昭1, 西 亮介1, 橋本 佳典1, 亀井
惟頼1, Saowanee CHAIPECH1,2, 早川 堯夫1, 村岡 修1,
森川 敏生1 （1近畿大・薬総研, 2ラジャマンガラ工大）

3 月 28 日（土）　午前
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

構造活性相関①
藤井 秀明（北里大薬）

28S-am01S
 9:00

ヒト 1 型ニューロメジン U 受容体に対する高活性ペ
プチドアゴニストの創製と代謝解析
○相馬 悠子1, 高山 健太郎1, 森 健二2, 武田 康嗣1, 田
口 晃弘1, 薬師寺 文華1, 南野 直人2, 宮里 幹也2, 寒川
賢治2, 林 良雄1 （1東京薬大薬, 2国循研セ）

28S-am02S
 9:12

選択的ヒト 2 型ニューロメジン U 受容体ペプチドア
ゴニストの創製
○武田 康嗣1, 高山 健太郎1, 森 健二2, 田口 晃弘1, 薬
師寺 文華1, 南野 直人2, 宮里 幹也2, 寒川 賢治2, 林
良雄1 （1東京薬大薬, 2国循研セ）

28S-am03S
 9:24

1-C-n-ブチル-L-イミノ糖誘導体の触媒的不斉合成と
α-グルコシダーゼ阻害作用に対する構造活性相関
○佐久間 俊嘉1, 名取 良浩1, 加藤 敦2, 足立 伊佐雄2,
中川 進平2, 吉村 祐一1 （1東北薬大, 2富山大病院薬）

28S-am04S
 9:36

硫黄含有複素環を用いた新規エストロゲン受容体リ
ガンドの探索
○青砥 沙也加1, 田口 史1, 皆瀨 麻子1, 太田 公規1, 遠
藤 泰之1 （1東北薬大）

構造活性相関②
中川 秀彦（名市大院薬）

28S-am05S
 9:48

モルヒネ非感受性スプライスバリアントに選択的な
作動薬の創製を志向したメサドン誘導体の合成
○鈴木 あずさ1, 木浦 和哉1, 平山 重人1, 藤井 秀明1

（1北里大薬）

28S-am06S
 10:00

HCV RNA ポリメラーゼ阻害活性を有する新規プロ
リン型フラーレン誘導体の創製
○片岡 裕樹1, 高橋 恭子1, 大江 知之1, 中村 成夫2, 増
野 匡彦1 （1慶應大薬, 2日本医大）

28S-am07S
 10:12

新規抗酸化剤環状 arylvinyl alcohol 類のデザインと
合成
○藤田 亮輔1, 高橋 恭子1, 安田 大輔1, 中村 成夫2, 大
江 知之1, 増野 匡彦1 （1慶應大薬, 2日本医大）

28S-am08
 10:24

化学シャペロン 4PBA をリード化合物とした構造活
性相関研究
○佐々木 律枝1, 奥田 勝博2,3, 浅野 昌也2, 酒井 規雄2,
太田 茂2 （1広島大薬, 2広島大院医歯薬, 3旭川医大医）

構造活性相関③
上野 匡（東大院薬）

28S-am09
 10:40

ヒアルロン酸分解酵素活性評価系における DMSO 添
加効果
○友原 啓介1, 伊藤 智裕2, 加藤 敦1, 足立 伊佐雄1 （1富
山大病院薬, 2富山大薬）

28S-am10
 10:52

m-カルボランを中心骨格とする新規抗腫瘍性化合物
の開発
○皆瀨 麻子1, 遠藤 泰之1 （1東北薬大）

28S-am11
 11:04

ER サブタイプ選択性を有した SERM を目指したジ
フェニルメタン誘導体の疎水性構造変換
○小島 友寛1, 佐藤 学1, 小川 卓巳1, 太田 公規1, 遠藤
泰之1 （1東北薬大）

28S-am12
 11:16

新規 CXCR7 選択的リガンドの創製：CXCR4 拮抗剤
からの受容体選択性の変換
○黒柳 友子1, 大石 真也1, 久保 達彦1, 小林 由佳1, 三
須 良介1, 大野 浩章1, Nicolas MONTPAS2, Nikolaus
HEVEKER2, 吉川 寧3, 古谷 利夫3, 藤井 信孝1 （1京大
院薬, 2Hopital Sainte-Justine, 3ファルマデザイン）

28S-am13
 11:28

クロスメタセシス反応を利用したスフィンゴシンキ
ナーゼ阻害剤の創製研究
○本田 真歩1, 宮垣 潤1, 吉光 佑二1, 岩田 顕1, 大槻
和裕2, 丸山 透2, 中村 真也3, 仲西 功3, 大石 真也1, 大野
浩章1, 藤井 信孝1 （1京大院薬, 2小野薬品, 3近畿大薬）

3 月 28 日（土）　午後
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

構造活性相関④
闐闐 孝介（理研）

28S-pm01
 13:30

寄生虫選択性向上を指向した 2’-置換 atpenin A5 誘
導体の合成及び活性評価
○矢野 圭祐1, 大多和 正樹1, 有馬 志保1, 合田 浩明2,
広野 修一1, 大村 智1, 長光 亨1 （1北里大薬, 2昭和大薬）

28S-pm02
 13:42

植物に対する重力屈性阻害剤の開発
○牧川 早希1, 松本 健司2, 児玉 梓2, 福永 幸裕2, 和佐
野 直也3, 藤井 義晴3, 狩野 有宏2, 新藤 充2 （1九大工,
2九大先導研, 3農工大院農）

28S-pm03
 13:54

抗 HIV-1 活性を有する CD4 ミミック誘導体の構造
的特徴
○水口 貴章1, 廣田 雄樹1, 苛原 優1, 原田 恵嘉2, 鳴海
哲夫1, 山田 裕子1,3, 小谷 みさと1, 大橋 南美1, 野村
渉1, 松下 修三4, 吉村 和久2, 玉村 啓和1 （1東京医歯大・
生材研, 2国立感染研・エイズ研セ, 3慶應大・病院薬,
4熊本大・エイズ学研セ）

28S-pm04
 14:06

ヒドロキシエチルアミン型 BACE1 阻害剤の活性立
体配置の同定とプライムサイト構造活性相関研究
○井尻 咲1, 松原 弘樹1, 川崎 友紀1, 宮城 崇滉1, 出口
綾香1,2, 小林 数也1, 服部 恭尚1, 赤路 健一1 （1京都薬
大, 2浜理薬品）

28S-pm05
 14:18

マトリン型アルカロイドの構造活性相関 Part 23; 3-
Phenylpiperidine 誘導体に着目した k オピオイド受容
体作動薬の開発
○寺本 寛明1, 小泉 潤一1, 七五三掛 聡之1, 佐々木 秀1,
山内 貴靖1, 東山 公男1 （1星薬大）

構造活性相関⑤
広川 美視（大阪大谷大薬）

28S-pm06S
 14:30

新規ニューロキニン-3 受容体アゴニストの創製と繁
殖中枢制御への応用
○山本 昂輝1, 大石 真也1, 三須 良介1, 山田 愛1, 野口
太朗1, 大野 浩章1, 山村 崇2, 岡村 裕昭2, 松田 二子3, 大
蔵 聡3, 藤井 信孝1 （1京大院薬, 2農業生物資源研, 3名
大院生命農）

28S-pm07S 【演題取り下げ】

28S-pm08S
 14:54

タイ国に生息する群体ホヤ由来エクチナサイジン海
洋天然物の化学変換と抗腫瘍活性の増強
○森 ななえ1, Supakarn CHAMNI2, Suwanborirux
KHANIT2, 齋藤 直樹1 （1明治薬大, 2チュラ大・薬）

28S-pm09S
 15:06

パーキンソン病モデル神経細胞としての rotenone 添
加 Neuro2a 細胞に対するフラボン類の効果
○玉野 真子1, 平田 弥久1, 田中 康晶1, 竹森 洋2, 住吉
孝明1, 上里 新一1, 長岡 康夫1 （1関西大化学生命工,
2医薬基盤研）
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28S-pm10
 15:18

沖縄県産植物芭蕉（バショウ、Musa basjoo）抽出物
のがん細胞増殖抑制効果
○松本 晴年1,2, 磯田 泰彰4, 木村 和哲1,2,3, 酒々井 眞
澄4 （1名市大病院薬, 2名市大院医, 3名市大院薬, 4名市
大院医毒性）

薬理活性物質・その他
小島 直人（京都薬大）

28S-pm11
 15:45

新規マルチターゲット抗インフルエンザ阻害剤の構
造活性相関研究 (2)
○加藤 裕也1, 細沢 拓未1, 石坪 江梨花1, 横田 智洋2,
五十嵐 学3, Karil N. KIRSHNER4, Nongluk
SRIWILAIJAROEN5, 横江 弘雅2, 鈴木 康夫6, 常盤
広明1,7, 津吹 政可2 （1立教大理, 2星薬大医薬研, 3北大
人獣感染セ, 4Fraunhofer SCAI, 5Thammasat Univ., 6中
部大生命健康, 7立教大未来分子研究セ）

28S-pm12
 15:57

新規マルチターゲット抗インフルエンザ阻害薬の構
造活性相関研究 (1)
○横田 智洋1, 細沢 拓未2, 石坪 江梨花2, 加藤 裕也2,
五十嵐 学3, Karil N. KIRSHNER4, Nongluk
SRIWILAIJAROEN5, 横江 弘雅1, 鈴木 康夫6, 常盤
広明2,7, 津吹 政可1 （1星薬大医薬研, 2立教大理, 3北大
人獣感染セ, 4Fraunhofer SCAI, 5Thammasat Univ., 6中
部大生命健康, 7立教大未来分子研究セ）

28S-pm13
 16:09

抗 HCV 活性を有するケイヒ酸誘導体の合成と活性
評価
○堀 朋加1, 玉田 佳子1, 利倉 咲恵1, 須藤 誠士1, 斎藤
節1, 横江 弘雅1, 山下 篤哉2, 森石 恆司2, 津吹 政可1

（1星薬大・医薬研, 2山梨大院医工総）

28S-pm14
 16:21

オキサーデカリン型骨格を有する SARS 3CL プロテ
アーゼ阻害剤の合成
○岸 一俊1, 吉澤 慎一郎1, 溝渕 英権2, 照屋 健太2, 小
林 数也1, 服部 恭尚1, 赤路 健一1 （1京都薬大, 2京府医
大院医）

3 月 28 日（土）　午前
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

医薬品設計①
平野 智也（東京医歯大）

28T-am01S
 9:00

Click Chemistry を利用した SIRT2 選択的阻害薬の探
索研究
○太田 庸介1, 伊藤 幸裕1, Prima R. TATUM2, 澤田
英之1, 中川 秀彦2, 宮田 直樹2, 鈴木 孝禎1 （1京府医大
院医, 2名市大院薬）

28T-am02S
 9:12

新規 HIV-1 放出抑制剤を目指したイノシトールリン
脂質誘導体の創製
○立石 大1, 安楽 健作2, 村尾 直樹3, 門出 和精4, 原田
信志4, 古賀 涼子1, 岡本 良成1, 藤田 美歌子3, 大塚
雅巳1 （1熊大院薬, 2熊保大保, 3熊大薬, 4熊大院医）

28T-am03S
 9:24

22S-ヘキシル活性型ビタミン D 誘導体の受容体結合
構造と作用機構
○穴見 康昭1, 酒巻 雄太1, 伊藤 俊将1, 中林 誠2, 伊倉
貞吉2, 伊藤 暢聡2, 山本 恵子1 （1昭和薬大, 2東京医歯
大難治研）

28T-am04S
 9:36

プレターゲティング治療を目指したビオチン誘導体
の合成研究
○髙津 まり1, 清水 洋平1, 杉山 暁2, 土居 洋文3, 児玉
龍彦3, 金井 求1 （1東大院薬, 2東大アイソトープ総合
セ, 3東大先端研）

医薬品設計②
高野 真史（帝京大薬）

28T-am05
 9:48

Novel metal chelating molecules with anticancer activity
○Taha ALI1, 岩丸 佳奈1, Halil CIFTCI1, 古賀 涼子1, 黒
崎 博雅1, 藤田 美歌子2, 岡本 良成1, 秀 拓一郎1, 牧野
敬史1, 倉津 純一1, 中尾 光善3, 梅澤 一夫4, Mohamed
ABDEL-AZIZ5, Gamal El-Din ABUO-RAHMA5, Eman
BESHR5, 大塚 雅巳1 （1熊本大院薬, 2熊本大薬, 3熊本
大発生医学研, 4愛知医大医, 5ミニア大薬）

28T-am06
 10:00

アトルバスタチンのプロドラッグ化研究
○溝井 健太1, 青木 隆1, 小澤 拓未1, 馬島 友1, 高橋
正人1, 巾 正美1, 細川 正清1 （1千葉科学大薬）

28T-am07
 10:12

JARID1A 阻害薬の創製とがん細胞に対する効果
○伊藤 幸裕1, 澤田 英之1, 鈴木 美紀1, 水上 民夫2, 鈴
木 孝禎1,3 （1京都府医大院医, 2長浜バイオ大バイオサ
イエンス, 3JST-CREST）

28T-am08
 10:24

RXFP3 (GPCR135)に選択的な Relaxin 3 アナログの
開発
○北條 恵子1, Fazel SHABANPOOR2, Hossain
MOHAMMAD A.2, Ross A.D. BATHGATE2, John D.
WADE2 （1神戸学院大薬, 2メルボルン大）

医薬品設計③
梅澤 直樹（名市大院薬）

28T-am09S
 10:40

4,4,5,5,5-ペンタフルオロペンチル基を有するタモキ
シフェン誘導体のエストロゲン受容体分解誘導活性
の評価
○加藤 雅士1,2, 正田 卓司1, 井上 英史2, 内藤 幹彦1, 栗
原 正明1 （1国立衛研, 2東京薬大生命, 3東工大生命理
工）

28T-am10S
 10:52

COPD 治療薬の開発を目指した光学活性メペンゾ
ラートに関する研究
○山下 泰信1, 山川 直樹2, 田中 健一郎1, 水島 徹1 （1慶
應大薬, 2就実大薬）

28T-am11S
 11:04

リゾホスファチジルセリン特異的 GPCR-リガンド結
合モデルの構築と合成リガンドによる検証
○佐山 美紗1, ジョン セジン1, 中村 翔1, 井久保 仁也1,
尾谷 優子1, 上水 明治2, 岸 貴之2, 井上 飛鳥2, 巻出 久
美子2, 青木 淳賢2, 広川 貴次3, 大和田 智彦1 （1東大院
薬, 2東北大院薬, 3産総研）

28T-am12S
 11:16

ファゴサイトーシス誘導性ホスファチジルセリン二
量体類縁化合物の創製研究
○佐藤 耀1, 川村 周平1, 平尾 徹1, 室本 竜太1, 福田 隼1,
阿部 洋1,2, 松田 正1, 周東 智1 （1北大院薬, 2JST-さきが
け）

28T-am13
 11:28

ペンタフルオロスルファニルフェニル基を持つトリ
アゾールの合成とその抗腫瘍活性
○徳永 恵津子1, 楊 宇東1, 松崎 浩平1, 大楠 賢1, 秋山
秀彦2, 柴田 哲男1 （1名工大院工, 2藤田保大医療）

3 月 28 日（土）　午後
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

反応
穴田 仁洋（北大院薬）

28V-pm01S
 13:30

Eu(OTf)3/DTBMP 触媒系を用いる 2,3-エポキシアル
コールの位置選択的開環反応の開発
○上杉 惇一郎1, 渡辺 翼1, 今泉 貴充1, 澁谷 正俊1, 叶
直樹1, 岩渕 好治1 （1東北大院薬）

28V-pm02S
 13:42

触媒量の PBu3 を用いた o-alkynoylphenol 類の選択的
5-exo 環化反応によるオーロン誘導体の合成研究
○齋藤 虹矢1, 吉田 将人1, 土井 隆行1 （1東北大院薬）

28V-pm03S
 13:54

カルボキシアリルアルコールを用いた触媒的不斉ラ
クトン化
田中 慎二1, 関 知昭2, 橋本 一輝3, ○鈴木 悠介3, 北村
雅人3 （1名大物質国際研, 2名大院理, 3名大院創薬）
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28V-pm04S
 14:06

キラルアダマンタンアミンを触媒とする不斉
Kornblum-DeLaMare 転位反応の開発研究
○久我 哲也1, 笹野 裕介1, 岩渕 好治1 （1東北大院薬）

28V-pm05S
 14:18

プロパルギルスチリルエーテルの連続的異性化-[2+2]
環化付加反応の開発
○加藤 光貴1, 吉田 昌裕1, 中山 淳1, 難波 康祐1 （1徳島
大薬）

反応
石原 淳（長崎大院医歯薬）

28V-pm06S
 14:30

PhSiH3/I2 によるアルケンの触媒的分子内ヒドロアル
コキシ化反応の機構解析
○藤田 将史1, 阿部 柾律1, 澁谷 正俊1, 山本 芳彦1 （1名
大院創薬）

28V-pm07S
 14:42

PhSiH3/I2 および PhSiH3/NIS の反応性に関する研究
○阿部 柾律1, 藤田 将史1, 澁谷 正俊1, 山本 芳彦1 （1名
大院創薬）

28V-pm08S
 14:54

不斉分子内オキサマイケル反応による不斉四置換炭
素構築とその応用
○倉本 竜太1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1 （1京大院薬）

28V-pm09S
 15:06

ビシクロ[m.4.0]骨格(m = 6, 7)の効率的構築法の開発
向 智里1, ○上田 将信1, 高橋 康仁1, 稲垣 冬彦1 （1金沢
大院医薬保）

28V-pm10S
 15:18

エポキシ不飽和エステルの還元的 SN2’反応
○木村 直城1, 古川 晃規1, 安井 英子1, 宮下 正昭1, 南
雲 紳史1 （1工学院大工）

反応
吉田 昌裕（徳島大院薬）

28V-pm11
 15:35

Prins/Friedel-Crafts タンデム環化反応(3)
○坂田 優希1, 安井 英子1, 高取 和彦2, 南雲 紳史1 （1工
学院大工, 2明治薬大）

28V-pm12
 15:47

バナジウム-ビナフチルビスヒドロキサム酸錯体を触
媒として用いたアリルアルコールの不斉エポキシ化
反応
○野地 匡裕1, 小林 俊裕1, 上地 百里亜1, 菊池 亜紗美1,
近藤 妃沙子1, 杉山 重夫1, 石井 啓太郎1 （1明治薬大）

28V-pm13
 15:59

Rh(II)錯体を用いたアリールジアゾアセタートの分子
内不斉シクロプロパン化反応
○滋野 大喜1, 竹田 幸司1, 穴田 仁洋1, 橋本 俊一1 （1北
大院薬）

28V-pm14
 16:11

キラルルイス酸テンプレートによる高効率的な置換
ビシクロラクトン構築法の開発
○仲達 偲乃1, 渡邊 由貴1, 石原 淳1, 畑山 範1 （1長崎大
院医歯薬）

28V-pm15
 16:23

2-ヨードベンズアミド触媒を用いるテトラヒドロフ
ラン-2-メタノールから γ-ラクトンへの酸化的開裂
反応
○堀内 悠友1, 山田 明広1, 南部 寿則1, 藤原 朋也1, 矢
倉 隆之1 （1富山大院薬）
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3 月 26 日（木）　午後
G 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B213

生体物質の構造・物性①
土井 光暢（大阪薬大）

26G-pm01
 13:30

アスパラギン酸の異性化に関わる側鎖の立体配座 ：
αA クリスタリン模擬ペプチドの高分解能 1H-NMR
解析
○安岐 健三1, 岡村 恵美子1 （1姫路獨協大薬）

26G-pm02
 13:42

イソプレン構造を有する化合物の γ-シクロデキスト
リンによる包接化とその構造解析
○小川 法子1, 瀬藤 敬太1, 熊谷 健佑1, 田中 栞1, 上梶
友記子2, 生田 直子3, 中田 大介2, 寺尾 啓二2, 高橋
知里1, 川島 嘉明1, 山本 浩充1 （1愛知学院大薬, 2シク
ロケムバイオ, 3神戸大院医）

26G-pm03
 13:54

フェニル酪酸ナトリウムの血清アルブミン結合に関
する構造化学的考察
○榎田 泰介1, 山崎 啓之1,2, 岡本 侑子1, 田口 和明1, 宮
本 秀一1, 丸山 徹3,4, 瀬尾 量1,2, 小田切 優樹1,2 （1崇城
大薬, 2崇城大DDS研, 3熊本大院薬, 4熊本大薬育薬フ
ロンティアセンター）

26G-pm04
 14:06

インターフェロンの超二次構造コード相同性解析
○和泉 博1, 脇坂 昭弘1, Laurence A. NAFIE2,3, Rina K.
DUKOR3 （1産総研, 2シラキュース大, 3バイオツール）

26G-pm05
 14:18

代謝シミュレーション基盤を利用した網羅的メタボ
ローム推定
○荒木 通啓1, 牧口 大旭2, 小川 哲平2, 近藤 昭彦1 （1神
戸大自然, 2三井情報）

生体物質の構造・物性②
根矢 三郎（千葉大院薬）

26G-pm06
 14:38

自然免疫受容体 NOD2 の結晶構造解析
○前川 早貴子1, 大戸 梅治1, 清水 敏之1,2,3 （1東大院薬,
2CREST, 3JST）

26G-pm07
 14:50

Toll 様受容体 8(TLR8)と一本鎖 RNA 複合体の結晶
構造
○丹治 裕美1, 大戸 梅治1, 柴田 琢磨2,4, 田岡 万悟3, 山
内 芳雄3, 礒邉 俊明3,4, 三宅 健介2, 清水 敏之1,4 （1東大
院薬, 2東大医科研, 3首都大院理工, 4CREST, JST）

26G-pm08
 15:02

酵母輸送タンパク質 Emp46p/47p のコイルドコイル
ドメインの会合特性改変と pH バイオセンサーへの
応用
○加藤 紘一1, 古橋 隆久1, 野口 彩佳1, 栗本 英治1 （1名
城大薬）

26G-pm09
 15:14

ヒトゲノム配列に含まれる天然変性タンパク質の医
療応用
松尾 直紀1, 合田 名都子1, 清水 佳奈2, 福地 佐斗志3,
太田 元規4, ○廣明 秀一1 （1名大院創薬, 2産総研
CBRC, 3前橋工大, 4名大院情報）

26G-pm10
 15:26

液滴を利用した G タンパク質共役型受容体作動性ペ
プチドリガンド創出技術の開発
○飯塚 怜1, 櫻井 貴志1, 中村 泰之2, 石井 純3, 関根
瑠威4, 井口 彩香4, 尹 棟鉉4, 関口 哲志5, 藤村 祐6, 赤木
仁6, 近藤 昭彦2, 庄子 習一4,5, 船津 高志1 （1東大院薬,
2神戸大院工, 3神戸大自然, 4早大理工, 5早大ナノ理工,
6オンチップ・バイオテクノロジーズ）

生体物質の構造・物性③
清水 敏之（東大院薬）

26G-pm11S
 15:46

インフルエンザウイルスエンドヌクレアーゼ活性部
位とその阻害化合物の共結晶構造解析
○不動 聡志1, 米谷 陽子1, 額賀 路嘉2, 山本 典生3, 鈴
木 優章1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1 （1千葉大院薬, 2城西
国際大薬, 3順天堂大医）

26G-pm12S
 15:58

Structure-based drug design による新たな抗トリパノ
ソーマ薬候補の創出
○安尾 信明1, 吉野 龍ノ介2, 萩原 陽介3, 生田目 一寿3,
大野 一樹3, 折田 正弥4, 関嶋 政和1,2 （1東工大情, 2東工
大GSIC, 3アステラス製薬創薬化学研, 4アステラス製
薬研究推進本部）

26G-pm13S
 16:10

タンパク質結晶の構造分類解析
○斉 非1, 不動 聡志1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1 （1千葉大
院薬）

26G-pm14S
 16:22

メタロ-β-ラクタマーゼ阻害剤の探索
○近藤 翔太1, 林 初咲1, 不動 聡志1, 額賀 路嘉2, 鈴木
優章1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1 （1千葉大院薬, 2城西国
際大薬）

26G-pm15S
 16:34

ビタミン D 受容体とコアクチベーターペプチドの親
和性に関する新規測定法構築
○江川 大地1, 伊藤 俊将1, 片岡 沙織1, 星野 咲季1, 穴
見 康昭1, 加藤 晃1, 山本 恵子1 （1昭和薬大）

26G-pm16
 16:46

核内受容体リガンド結合領域正準構造に関わる局所
モチーフ構造とその機能
○辻 一徳1 （1分子機能研）

3 月 26 日（木）　午後
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

製剤物理化学
斎藤 博幸（徳島大院 HBS 研究部）

26S-pm01S
 13:30

架橋点にロタキサン構造を持ち、糖に応答して収縮
するゲルの調製
○小島 裕1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1, 関 俊暢1 （1城西
大薬）

26S-pm02S
 13:42

大腸デリバリーを志向した新規キトサン塩分散液の
調製とコーティングへの応用
○山田 恭平1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井 茂1 （1静岡
県大薬）

26S-pm03S
 13:54

遠心転動造粒法を用いた新規薬物高含量造粒法の確
立とその評価
○見瀬 僚平1, 大杉 裕貴子1, 岩尾 康範1, 野口 修治1,
板井 茂1 （1静岡県大薬）

26S-pm04S
 14:06

多糖類と医薬品モノマーとの固相メカノケミカル反
応による新規高分子医薬の開発 (2)
○土井 直樹1, 笹井 泰志1, 山内 行玄2, 葛谷 昌之3, 近
藤 伸一1 （1岐阜薬大, 2松山大薬, 3中部学院大人間福
祉）

26S-pm05S
 14:18

Poly (2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) を親
水部とする新規高分子ミセルの開発
○井上 栞1, 笹井 泰志1, 山内 行玄2, 葛谷 昌之3, 黒澤
茂4, 近藤 伸一1 （1岐阜薬大, 2松山大薬, 3中部学院大人
間福祉, 4産総研）

26S-pm06S
 14:30

糖転移化合物/高分子による Curcumin の溶解度改善
及び安定性向上を目指した複合粒子の作製
○大津 誠行1, 大熊 加奈子1, 佐藤 秀行1, 門田 和紀1,
戸塚 裕一1 （1大阪薬大）
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バイオイメージング
向 高弘（神戸薬大）

26S-pm07S
 14:50

温度応答性ポリマーを用いた細胞イメージングのた
めの蛍光プローブの開発
○山田 有紗1, 王 堅1, 蛭田 勇樹1, 岡野 光夫2, 金澤
秀子1 （1慶大院薬, 2東女医大先端生命研）

26S-pm08S
 15:02

細胞内グルタチオンとの求核付加・解離平衡反応を
利用した超解像蛍光イメージングプローブの開発
○両角 明彦1, 神谷 真子2,4, 宇野 真之介2, 梅澤 啓太
郎2, 吉原 利忠3, 飛田 成史3, 浦野 泰照1,2,5,6 （1東大院
薬, 2東大院医, 3群馬大理工, 4JST さきがけ, 5JST 研究
加速課題, 6JST CREST）

26S-pm09S
 15:14

ミトコンドリア内酸化ストレスを検出可能な蛍光プ
ローブの開発
○日下部 大樹1, 山崎 俊栄1, 松岡 悠太1, 山田 健一1,2

（1九大院薬, 2JSTさきがけ）

26S-pm10
 15:26

脂質由来ラジカル種の選択的検出を可能とする還元
反応抵抗性蛍光プローブの開発
○松岡 悠太1, 大久保 敬2, 井手 皐月1, 式町 和茂1, 福
住 俊一2, 山田 健一1,3 （1九大院薬, 2阪大院工, 3JST さ
きがけ）

26S-pm11
 15:38

環境感受性蛍光色素 laurdan を利用した脂質膜流動
性変化の可視化
○植野 哲1, 桝井 俊輔2 （1徳島大院HBS（薬）, 2徳島大
薬）

生体膜・人工モデル膜
笹井 泰志（岐阜薬大）

26S-pm12S
 16:00

微弱電流刺激がリポソームの細胞内輸送に及ぼす影
響の評価
○西本 明功1, 籾山 京子1, 扇田 隆司1, 濱 進1, 小暮 健
太朗1 （1京都薬大）

26S-pm13
 16:12

in vitro 糖化皮膚モデルにおける低分子化合物皮膚透
過プロファイルの解明
○横田 麻美1, 徳留 嘉寛1 （1城西大薬）

26S-pm14
 16:24

スペーサー長の異なる 2 本鎖フッ素化両親媒性物質
と DPPC との 2 次元相互作用
○加藤 陸1, 中原 広道1, 柴田 攻1 （1長崎国際大薬）

26S-pm15
 16:36

部分フッ素化アルカンと生体膜モデル DPPC 二成分
系における表面ミセル形成
中原 広道1, M.P. KRAFFT2, ○柴田 攻1 （1長崎国際大
薬, 2Institut Charles Sadron（UPR 22））

26S-pm16
 16:48

安価な脂質を用いた人工調製肺サーファクタントへ
の試み
○中原 広道1, M.P. KRAFFT2, 柴田 攻1 （1長崎国際大
薬, 2Institut Charles Sadron（UPR 22））

機能性高分子①
宮内 正二（東邦大薬）

26S-pm17
 17:08

荷電コロイド粒子を固定した高分子ゲル中の物質
拡散
○山中 淳平1, 奥薗 透1, 豊玉 彰子1 （1名市大院薬）

26S-pm18S
 17:20

VEGF 結合ポリマーナノ粒子の抗腫瘍新生血管療法
への応用
○有泉 早紀1, 小出 裕之1, 星野 友2, 西村 優里2, 三浦
佳子2, Kenneth SHEA3, 奥 直人1 （1静岡県大薬, 2九大
院工, 3カリフォルニア大アーバイン校）

26S-pm19S
 17:32

ポリアクリル酸のプラズマ反応特性を利用したス
フェロイド細胞培養基材の開発と評価
○北川 翔梧1, 笹井 泰志1, 小松 章洋1, 近藤 伸一1, 山
内 行玄2, 葛谷 昌之3 （1岐阜薬大, 2松山大薬, 3中部学
院大人間福祉）

26S-pm20
 17:44

種々の電子顕微鏡評価手法を用いた高分子ナノ粒子
ドラッグデリバリーシステムの設計
○高橋 知里1, 小川 法子1, 武藤 俊介2, 川嶋 嘉明1, 山
本 浩充1 （1愛知学院大薬, 2名古屋大工）

26S-pm21
 17:56

PEG 化有機ナノチューブの物性と体内動態
○丁 武孝1, 増田 光俊1, 南川 博之1 （1産総研 ナノシス
テム研究部門）

26S-pm22
 18:08

低 pH 溶解腸溶性ポリマー hydroxypropyl
methylcellulose trimellitate の微粒子コーティングへの
応用
○岩城 潤1, 山田 恭平1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井
茂1 （1静岡県大薬）

3 月 26 日（木）　午後
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

HPLC
浜瀬 健司（九大院薬）

26W-pm01
 13:30

ニトロナフタルイミド修飾シリカゲル固定相のキャ
ピラリー電気クロマトグラフィーにおける形状認識
能の評価
○山田 靖子1, 大山 要1, 岸川 直哉1, 和田 光弘2, 中島
憲一郎3, 黒田 直敬1 （1長崎大院医歯薬, 2九州保福大
薬, 3長崎国際大薬）

26W-pm02
 13:42

長い中空のキャピラリーカラムによる高理論段数で
の低分子化合物の分離
○任 麗英1, 石原 一彦1, 加藤 大2 （1東大院工, 2東大院
薬）

26W-pm03S
 13:54

モノリス構造を持つスピンカラムによるナノ粒子製
剤の精製法の開発
○伊藤 直樹1, 三田 智文1, 加藤 大1 （1東大院薬）

26W-pm04S
 14:06

新規エキシマー蛍光誘導体化試薬による醤油中ヒス
タミンの高感度・高選択的分析法の開発
○中野 達基1, 石井 裕大1, 轟木 堅一郎1, 閔 俊哲1, 井
之上 浩一1, 豊岡 利正1 （1静岡県大薬）

26W-pm05S
 14:18

アミド修飾液体クロマトグラフィーチップの開発
○磯川 宗生1, 高月 克也2, 笠原 崇史2, 施 凱齢2, 中西
完貴2, 関口 哲志2, 水野 潤2, 船津 高志1, 庄子 習一2, 角
田 誠1 （1東大院薬, 2早大院理工）

HPLC・その他
加藤 大（東大院工）

26W-pm06
 14:30

新規パークル型光学分割カラムのミクロ化とキラル
アミノ酸の高感度分析
○前田 佑樹1, 鬼ヶ原 弘久1, 三次 百合香1, 門田 靖彦2,
西尾 康弘2, 三田 真史3, 浜瀬 健司1 （1九大院薬, 2資生
堂医理化テクノロジー, 3資生堂）

26W-pm07
 14:42

システインおよびホモシステインの二次元キラル
HPLC 分析法開発
○小林 健太郎1, 横井 佐智1, 三次 百合香1, 三田 真史2,
植田 正1, 浜瀬 健司1 （1九大院薬, 2資生堂）

26W-pm08
 14:54

温度応答性クロマトグラフィーを用いたオンライン
前処理法の構築
○内田 亮1, 三熊 敏靖1, 蛭田 勇樹1, 金澤 秀子1 （1慶應
大薬）

26W-pm09
 15:06

ミネラル炭酸水に含まれる陰イオンの分析
○竹内 政樹1, 石嶺 希一1, 三木 直之1, 宮崎 祐樹1, 田
中 秀治1 （1徳島大薬）

26W-pm10
 15:18

分子インプリントポリマーを感応素子とした電位検
出型センサーにおける分子インプリントポリマーの
膜厚および重合法の検討
○小西 敦子1, 伊東 和剛1, 松本 朋子1, 武上 茂彦1, 北
出 達也1 （1京都薬大）

放射化学
古野 忠秀（愛知学院大薬）

26W-pm11S
 16:15

MT1-MMP 活性の PET イメージングのための 18F 標
識 BODIPY 導入 PEG 化ペプチドプローブの開発
○近藤 直哉1, 天滿 敬1,2, 小野 正博1, 佐治 英郎1 （1京
大院薬, 2国循セ研画診）
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26W-pm12
 16:27

フッ素 18 標識ホスホニウム型心筋血流プローブの
開発
○冨永 隆裕1, 古本 祥三2,3, 風間 あずさ1, 石川 洋一2,
岩田 錬2 （1東北大院薬, 2東北大CYRIC, 3東北大学際
研）

26W-pm13S
 16:39

小動物用 SPECT を用いた 99mTc-MAG3 血液クリア
ランスの無採血評価法の検討
○羽原 彰吾1, 檜垣 佑輔1, 上田 真史1, 榎本 秀一1,2

（1岡山大院医歯薬, 2理研CLST）
26W-pm14

 16:51
125I-BMIPP の肝臓への集積機序：食餌誘導性肥満マ
ウスにおける検討
○山﨑 一諒1, 趙 松吉1, 趙 芫1, 志水 陽一2, 杉本 正志1,
玉木 長良1, 武田 宏司3, 久下 裕司2 （1北大院医, 2北大
アイソトープ総合センター, 3北大院薬）

26W-pm15S
 17:03

悪性黒色腫での放射線惹起 DNA 損傷修復における
P2 受容体および TRP チャネルの関与
○西野 圭祐1, 田沼 靖一1, 月本 光俊1 （1東京理大薬）

26W-pm16
 17:15

γ 線照射後のがん細胞運動能亢進における TRPV1
チャネルの関与
佐々木 理恵1, 高井 英里奈1, 小島 周二1, 田沼 靖一1,
○月本 光俊1 （1東京理大薬）

放射性医薬品①
小川 数馬（金沢大院医薬保）

26W-pm17S
 17:30

イソニトリルを母体とする混合配位子多価 99mTc 標
識薬剤の標識率向上に有用な分子構造の探索
○水野 雄貴1,2, 任 鈞緯1, 上原 知也1, 荒野 泰1 （1千葉
大院薬, 2日本学術振興会特別研究員DC）

26W-pm18S
 17:42

アルツハイマー病脳内タウの生体イメージングを目
的とした新規放射性ヨウ素標識ベンゾイミダゾピリ
ジン誘導体の開発
○松村 憲志1, 小野 正博1, 北田 彩音1, 渡邊 裕之1, 木
村 寛之1, 佐治 英郎1 （1京大院薬）

26W-pm19S
 17:54

脳アミロイドアンギオパチーの核医学分子イメージ
ングを目的とした 99mTc 標識ベンゾチアゾール誘導
体の開発
○飯國 慎平1, 小野 正博1, 渡邊 裕之1, 木村 寛之1, 佐
治 英郎1 （1京大院薬）

26W-pm20S
 18:06

膵島内アミリンの生体核医学イメージングを目的と
した 99mTc 標識ピリジルベンゾフラン誘導体の開発
○吉村 優志1, 小野 正博1, 渡邊 裕之1, 木村 寛之1, 佐
治 英郎1 （1京大院薬）

26W-pm21
 18:18

18F-FMISO の簡便な製造法の開発：陽イオン交換樹
脂を用いた脱保護の検討
○阿保 憲史1, 西嶋 剣一1,2, 馮 飛2, 玉木 長良2, 久下
裕司1,2 （1北大CIS, 2北大院医）

26W-pm22
 18:30

メチルトリフレートを用いたオンカラムメチオニン
合成における放射化学的純度の向上
○船木 善仁1, 林 緑也2, 石川 洋一1, 岩田 錬1, 谷内
一彦1,3 （1東北大CYRIC, 2住重加速器サービス, 3東北
大医）

3 月 28 日（土）　午後
J 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B203

医薬品物性
近藤 伸一（岐阜薬大）

28J-pm01S
 16:10

芳香環スタッキングを有する Pt(Ⅱ)抗がん剤の開発
○山賀 靖子1, 松岡 由貴1, 黄檗 達人1, 小川 数馬1, 小
谷 明1 （1金沢大院医薬保）

28J-pm02
 16:22

テトラゾール 5 位に置換基を導入した制がんテトラ
ゾラト架橋白金(II)二核錯体の細胞内取り込みと構
造活性相関
○植村 雅子1, 米山 弘樹2, 土屋 考弘1, 星山 美有1, 古
川 絢子1, 樋口 善博1, 春沢 信哉2, 米田 誠治1 （1鈴鹿医
療大薬, 2大阪薬大）

28J-pm03
 16:34

超音波印加によるアセトアミノフェン準安定形晶出
○福喜多 俊1, 丸山 美帆子1, 高橋 義典1,2, 森 陽一朗1,
池田 憲治1, 吉川 洋史1,3, 岡田 詩乃2, 安達 宏昭1,2, 杉
山 成4, 高野 和文2,5, 村上 聡2,6, 松村 浩由1,2, 井上 豪1,2,
吉村 政志1, 森 勇介1,2 （1阪大院工, 2創晶, 3埼玉大院理
工, 4阪大院理, 5京府大院生命環境, 6東工大院生命理
工）

28J-pm04
 16:46

高溶解性アセトアミノフェン結晶多形の選択晶出
○森 陽一朗1, 高橋 義典1,2, 丸山 美帆子1, 池田 憲治1,
福喜多 俊1, 吉川 洋史1,3, 岡田 詩乃2, 安達 宏昭1,2, 杉
山 成4, 高野 和文2,5, 村上 聡2,6, 松村 浩由1,2, 井上 豪1,2,
吉村 政志1, 森 勇介1,2 （1阪大院工, 2創晶, 3埼玉大院理
工, 4阪大院理, 5京府大院生命環境, 6東工大院生命理
工）

3 月 28 日（土）　午後
M 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B106

放射性医薬品③
佐治 英郎（京大院薬）

28M-pm01
 16:10

均一に標識された高比放射能 99mTc 標識抗体の作製
○安江 大夢1, 山崎 純1, Rizky Juwita SUGIHARTI1, 上
原 知也1, 荒野 泰1 （1千葉大院薬）

28M-pm02
 16:22

リポソームと放射錯体化学を駆使したがん選択的
theranostic 製剤の開発
○梅田 泉1, 小池 悠介1, 濱道 修生1, 藤井 博史1 （1国立
がん研究セ）

28M-pm03
 16:34

プリオン病診断薬としての 125I 標識ベンゾフラン誘
導体の合成と評価
○川崎 仁央1, 小山 隆介1, 淵上 剛志1, 中垣 岳大1, 佐
野 和憲1, 新 竜一郎1, 吉田 さくら1, 原武 衛2, 小野
正博3, 西田 教行1, 中山 守雄1 （1長崎大院医歯薬, 2崇
城大薬, 3京大院薬）

28M-pm04
 16:46

[111In-DTPA-D-Phe-1-Asp0-D-Phe1]-オクトレオチドの体
内動態評価: 放射能の腎集積性低減と腫瘍集積性の
向上
○大島 伸宏1, 秋澤 宏行1,2, 河嶋 秀和1, 趙 松吉3, 趙
芫3, 西嶋 剣一3,6, 北村 陽二4, 荒野 泰5, 久下 裕司3,6, 大
倉 一枝1 （1北医療大薬, 2昭和薬大, 3北大院医, 4金沢大
学際科学セ, 5千葉大院薬, 6北大アイソトープ）

3 月 28 日（土）　午後
N 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B105

放射性医薬品②
上原 知也（千葉大院薬）

28N-pm01
 13:30

COX-2 イメージングを目的としたニメスリド誘導体
の脳移行性評価
○山本 由美1, 荒井 潤1, 比佐 拓矢1, 岡安 明日香1, 大
岩 明代1, 齋藤 陽平1, 山本 文彦1, 向 高弘2, 大嶋 孝志3,
前田 稔4, 大久保 恭仁1 （1東北薬大, 2神戸薬大, 3九大
院薬, 4第一薬大）

28N-pm02
 13:42

動脈硬化不安定プラーク PET イメージング剤として
の[18F]FDG と[11C]choline の比較
○小川 美香子1, 小杉 睦1, 間賀田 泰寛1 （1浜松医大
MPRC）
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28N-pm03
 13:54

腎臓病モデルを用いた新規腎臓内低酸素イメージン
グ剤としての[18F]DiFA の有用性の評価
○中田 徳仁1, 桐生 真登1, 奥村 侑紀1, 松本 博樹1, 久
下 裕司2,3, 西嶋 剣一2, 趙 松吉2 （1日本メジフィジック
ス, 2北大院医, 3北大アイソトープ総合センター）

28N-pm04
 14:06

Survivin を標的とした 3-phenethyl-2-indolinone 誘導
体の新規腫瘍イメージング剤としての評価
○石川 夏海1, 淵上 剛志1, 溝口 達也1, 吉田 さくら1,
原武 衛2, 中山 守雄1 （1長崎大院医歯薬, 2崇城大薬）

3 月 28 日（土）　午後
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

質量分析
四宮 一総（日本大薬）

28T-pm01
 13:30

塩基性アミノ酸の MALDI-MS スペクトルへの Li 添
加による効果とその定量的評価
○城田 起郎1, 永高 幸1, 川崎 晶子1, 彦坂 泰正2, 星名
賢之助1 （1新潟薬大薬, 2新潟大理）

28T-pm02
 13:42

UPLC/MS/MS によるメチルマロニル-CoA ムターゼ
活性測定法の確立
○後藤 佳奈1, 前田 康博1, 伊藤 哲哉2, 中島 葉子2, 杉
山 成司3, 片岡 智哉4, 堀田 祐志1, 木村 和哲1,4,5 （1名市
大院薬, 2藤田保健衛生大医, 3愛知学院大薬, 4名市大
院医, 5名市大病院薬）

28T-pm03S
 13:54

MALDI-MS/MS を用いたハイスループットバイオ
マーカータンパク質定量に向けた Scrambled Internal
Standard Peptide 法の開発
○米山 敏広1, 大槻 純男2, 内田 康雄1, 立川 正憲1, 寺
崎 哲也1 （1東北大院薬, 2熊本大院生命科学）

28T-pm04S
 14:06

唾液メタボロミクス解析によるバイオマーカー探索
と乳がん診断法の開発
○高山 卓大1, 遠山 竜也2, 吉本 信保2, 遠藤 友美2, 井
之上 浩一1, 轟木 堅一郎1, 閔 俊哲1, 豊岡 利正1 （1静岡
県大薬, 2名市大医）

28T-pm05S
 14:18

唾液中クレアチニン測定による腎機能評価法の開発
○鈴木 麻友1, 前田 利男1, 古橋 光義2, 瀬底 正吾2, 小
菅 和仁2, 井之上 浩一1, 轟木 堅一郎1, 閔 俊哲1, 豊岡
利正1 （1静岡県大薬, 2丸山病院）

分光分析・生物学的分析法
轟木 堅一郎（静岡県大薬）

28T-pm06
 14:30

テラヘルツ時間領域分光法と X 線回折法を利用した
ニフェジピン-ポリビニルピロリドン固体分散体の結
晶化度の推定
○竹内 一成1,2,3, 島倉 健麿1, 黒田 秀樹4, 中嶋 武尚2,3,
後藤 了1,2,3, 牧野 公子1,2,3 （1東京理大薬, 2東京理大
DDS研, 3東京理大戦略的物理製剤研, 4大塚電子）

28T-pm07
 14:42

γPARCEL：放射線による生体内深部での生理活性物
質の機能制御法
○村山 周平1, 新井 和孝1, 錦戸 文彦1, Rumiana
BAKALOVA1, 加藤 大2, 佐賀 恒夫1, 青木 伊知男1

（1放医研, 2東大院薬）

28T-pm08
 14:54

脂質二分子膜内ナイルブルーのモノマー化を利用し
た蛍光プロテアーゼ定量法
○東海林 敦1, 河野 智成1, 飯室 翔平1, 柳田 顕郎1, 渋
澤 庸一1 （1東京薬大薬）

28T-pm09S
 15:06

医薬品配合剤原末の赤外スペクトルと粉末 X 線回折
による定量的相関解析
○大塚 裕太1, 伊藤 丹1, 竹内 政樹1, 田中 秀治1 （1徳島
大薬）

28T-pm10S
 15:18

AND ゲート型蛍光プローブを応用したマイトファ
ジーの蛍光レシオイメージング
○高嶋 一平1, 川越 亮介1, 浜池 格2, 王子田 彰夫1 （1九
大院薬, 2京大院工）

3 月 28 日（土）　午前
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

機能性高分子②
中山 守雄（長崎大院医歯薬）

28V-am01
 9:00

バイオセンシングを指向した QCM 金電極の表面修
飾に関する研究
○笹井 泰志1, 近藤 伸一1, 山内 行玄2, 葛谷 昌之3 （1岐
阜薬大, 2松山大薬, 3中部学院大人間福祉）

28V-am02
 9:12

ポストインプリンティング修飾による蛍光標識分子
インプリントタンパク質認識空間の構築
○砂山 博文1, 竹内 俊文1 （1神戸大院工）

28V-am03
 9:24

ポリスチレン及び NIPAm 共重合体で構成された交
互累積膜の pH 及び熱応答性
○吉田 健太郎1, 太田 遥香1, 小野 哲也1, 柏木 良友1

（1奥羽大薬）

28V-am04
 9:36

生理条件下でグルコースに応答する多層薄膜の調製
○佐藤 勝彦1, 高橋 麻緒1, 安斉 順一1 （1東北大院薬）

生体高分子
友尾 幸司（大阪薬大）

28V-am05
 9:52

NMR 法を用いたアミロイド β ペプチドと小胞体シャ
ペロンとの相互作用解析
○矢木 真穂1,2, 加藤 晃一1,2 （1自然科学研究機構・統
合バイオ, 2名市大院薬）

28V-am06S
 10:04

Amyloid-β と脂質膜の相互作用に対する膜曲率の
影響
○杉浦 裕樹1, 池田 恵介1, 中野 実1 （1富山大院薬）

28V-am07S
 10:16

Adiponectin Collagenous domain ペプチドを用いた多
量体形成の解析
○多久和 綾子1, 吉田 卓也1, 望月 雅允2, 泰地 美沙子2,
西内 祐二2,3, 小林 祐次4, 大久保 忠恭1 （1阪大院薬, 2ペ
プチド研究所, 3阪大院理, 4阪大院工）

28V-am08
 10:28

トリプトファン変異導入によるアポ E アイソフォー
ムの二ドメイン構造の比較評価
○水口 智晴1, 端 茉美1, Michael C. PHILLIPS2, Sissel
LUND-KATZ2, 斎藤 博幸1 （1徳島大院HBS研究部,
2The Children’s Hospital of Philadelphia, Perelman
School of Medicine at the University of Pennsylvania）

電気化学
安井 裕之（京都薬大）

28V-am09
 10:44

フェノール類の PCET 反応に基づくスーパーオキサ
イド消去の置換基効果に関する研究
○中山 辰史1, 中島 祥恵1, 宇野 文二1 （1岐阜薬大）

28V-am10
 10:56

フェロセン化合物を用いる次亜塩素酸イオンの電気
化学的簡易検出法
○王 保珍1, 安斉 順一1 （1東北大院薬）

28V-am11
 11:08

アリール置換オルトカルボランの電子状態と電気化
学的還元特性に関する研究
飯高 美紗1, 高野 迪花1, 中山 辰史1, 江坂 幸宏1, ○宇
野 文二1 （1岐阜薬大）

28V-am12
 11:20

イオン液体中での有機化合物の第二還元波の特徴と
物理化学的意味に関する考察
○瀬戸 邦匡2, 佐野 晴俊1, 中山 辰史1, 江坂 幸宏1,2, 宇
野 文二1,2 （1岐阜薬大, 2岐大院連合創薬医療情報）

28V-am13
 11:32

フェロセン自己組織化単分子膜を用いた電気応答に
よる高分子の放出制御
○高橋 成周1, 清水 星来1, 安斉 順一1 （1東北大院薬）
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3 月 26 日（木）　午後
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

脂質①
國安 明彦（崇城大薬）

26H-pm01
 13:30

IID 型分泌性ホスホリパーゼ A2 は乾癬を抑制する
○三木 寿美1, 山本 圭1, 村上 誠1,2 （1都医学研・脂質代
謝, 2JST・CREST）

26H-pm02
 13:42

グリコシルイノシトールホスホセラミド特異的ホス
ホリパーゼ D の性状と分布
○伊藤 葵1, 木村 朱里1, 松岡 久嗣1, 藤原 美奈1, 喜田
孝史1, 今井 博之3, 徳村 彰2, 田中 保1 （1徳島大薬, 2安
田女大薬, 3甲南大理工）

26H-pm03S
 13:54

穀類におけるホスファチジン酸（PA）含量と、PA
の抗消化性潰瘍効果
○生駒 照1, 屋宜 亜耶乃1, 藤川 昂樹1, 森戸 克弥1, 南
利夫2, 徳村 彰1,3, 田中 保1 （1徳島大薬, 2徳島県西部総
合県民局, 3安田女大薬）

26H-pm04S
 14:06

血中リゾホスファチジン酸の正確な測定系の開発
○松本 宏隆1, 可野 邦行1, 青木 淳賢1,2 （1東北大院薬,
2CREST・JST）

26H-pm05S
 14:18

リゾホスファチジルセリン分解系の解析
○川名 裕己1, 奥平 倫世1, 井上 飛鳥1,2, 巻出 久美子1,2,
三枝 大輔3,4, 青木 淳賢1,4 （1東北大院薬・分子細胞生
化学分野, 2さきがけ・JST, 3東北大・メガバンク,
4CREST・ JST）

脂質②
山下 純（帝京大薬）

26H-pm06
 14:35

化合物ライブラリーによる PHGPx 欠損 MEF 細胞死
のメカニズムの解明
○松岡 正城1, 松川 ふみ1, 原田 晋作1, 新井 洋由2, 今
井 浩孝1 （1北里大薬, 2東大院薬）

26H-pm07
 14:47

グルタチオンペルオキシダーゼ欠損線虫における老
化促進効果の解析
○坂本 太郎1, 前林 花那1, 今井 浩孝1 （1北里大薬）

26H-pm08S
 14:59

環状ホスファチジン酸の cornified envelope 形成に対
する影響
○齋藤 恵梨香1, 杉林 堅次1, 徳留 嘉寛1 （1城西大薬）

26H-pm09S
 15:11

正常ハムスター皮脂腺細胞の皮脂生成に対する抗酸
化物質および酸化物質の影響
○佐々木 麻美1, 杉林 堅次1, 徳留 嘉寛1 （1城西大薬）

26H-pm10S
 15:23

FMO 法を用いた GPR40 および GPR120 と ω-3/ω-6
系不飽和脂肪酸との理論的相互作用解析
○中野 佑香1, 石坪 江梨花1, 速水 耕介2, 韓 力2, 辻
智子2, 渡邉 泰雄3, 山田 静雄4, 常盤 広明1,5 （1立教大
理, 2日本水産生活機能科学研究所, 3横浜薬科大 食化
学・総合健康メディカルセンター, 4静岡県大薬, 5立教
大 未来分子研究センター）

26H-pm11S
 15:35

メタボリックシンドロームにおける sPLA2 受容体の
機能
○池田 さや1,2, 佐藤 弘泰1, 武富 芳隆1, 田中 弘文2, 村
上 誠1,3 （1都医学研・脂質代謝, 2東京薬大院・生命科
学・細胞制御医科学, 3CREST・JST）

3 月 26 日（木）　午後
K 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B202

平滑筋・骨代謝
平松 正行（名城大薬）

26K-pm01S
 15:15

培養ヒト気管支平滑筋細胞の RhoA 発現レベルに及
ぼす interleukin-33 の影響
千葉 義彦1, ○野口 佳奈子1, 須藤 怜奈1, 森下 智紀1,
酒井 寛泰2, 花崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬
大・疾患病態解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

26K-pm02S
 15:27

マウス抗原誘発過敏性気管支平滑筋における
miRNA 発現変動に及ぼす高メチル供与食餌の影響
千葉 義彦1, ○高橋 理子1, 和田 真理奈1, 酒井 寛泰2,
花崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬大・疾患病
態解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

26K-pm03S
 15:39

マウス抗原誘発過敏性気管支平滑筋における RhoA
発現変動に及ぼす高メチル供与食餌の影響
千葉 義彦1, ○飯田 尊寛1, 須藤 航1, 太田 康介1, 酒井
寛泰2, 花崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬大・
疾患病態解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

26K-pm04
 15:51

骨代謝調節機構における α2-アンチプラスミンの
役割
○呉竹 紘実1, 菅野 陽介1, 河下 映里1, 池田 夏菜子1,
松尾 理2 （1同志社女大薬, 2近畿大医）

26K-pm05S
 16:03

骨代謝における AMSH の機能
○大川原 拓哉1, 小賀坂 彰浩1, 永田 隆之1, 村田 和子1

（1いわき明星大薬）

26K-pm06S
 16:15

GRK5 は BMP シグナルによる骨形成を抑制する
○大場 悠生1, 仲矢 道雄1, 渡 健治1, 長坂 明臣1, 黒瀬
等1 （1九大院薬）

3 月 26 日（木）　午前
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

皮膚・感覚器官①
荻田 喜代一（摂南大薬）

26T-am01S
 9:00

アトピー性皮膚炎モデルマウスにおけるプロポリス
の抗掻痒効果および抗炎症効果の作用機序の解明
○李 雪氷1, 茂木 明日香1, 竹生田 淳1, 佐々木 崇志1,
井上 莉香1, 鈴木 登紀子1, 守屋 孝洋1 （1東北大院薬）

26T-am02S
 9:12

イミキモド誘発乾癬モデルマウスにおけるヒスタミ
ン H4 受容体を介する IL-36 の産生誘導
○武井 美紗子1, 大石 信雄1, 山浦 克典1, 小沼 盛司1,
神戸 直智2, 佐藤 洋美1, 樋坂 章博1 （1千葉大院薬, 2千
葉大院医）

26T-am03S
 9:24

抗悪性腫瘍薬ゲフィチニブによるざ瘡様皮疹の発症
機構
○村川 智美1, 秋元 賀子1, 大沼 友和2, 平塚 明2, 竹中
祐子3, 川島 眞3, 林 伸和4, 佐藤 隆1 （1東京薬大薬・生化
学, 2東京薬大薬・薬物代謝安全性学, 3東京女子医大・
皮膚科, 4虎の門病院・皮膚科）

26T-am04S
 9:36

ハムスター脂腺細胞の皮脂産生・蓄積に対しリゾホ
スファチジン酸および環状ホスファチジン酸は異な
る作用を示す
○山田 みなみ1, 秋元 賀子1, 佐藤 隆1 （1東京薬大薬・
生化学）

26T-am05S
 9:48

乳酸菌生産物質経口投与によるヘアレスマウスの角
層中アミノ酸量に対する影響
○増谷 法臣1, 玉根 強志2, 小野寺 洋子2, 徳留 嘉寛1

（1城西大薬, 2光英科学）
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26T-am06S
 10:00

毛髪損傷メカニズムの解明と毛髪保護成分の開発
山崎 隼1, ○沖田 奈菜1, 佐野 敦弘2, 小出 麻依2, 枝 聡2,
前田 憲寿1 （1東京工大応生, 2モルトベーネ）

皮膚・感覚器官②
福永 浩司（東北大院薬）

26T-am07
 10:15

ギャップ結合阻害薬は聴覚障害および平衡感覚障害
を惹起する
○山口 太郎1, 田中 仁美1, 米山 雅紀1, 荻田 喜代一1

（1摂南大薬・薬理）

26T-am08
 10:27

爪のスフィンゴ脂質解析とコラーゲンペプチド経口
摂取による爪改善効果におけるスフィンゴ脂質増加
の関与
○岩下 奈央1, 輿石 有理佳1, 西村 栄作2, 前田 憲寿1

（1東京工大応生, 2森永製菓研究所）

26T-am09
 10:39

酸化ストレスによって起こる角層のバリア機能低下
に対するフラーレンの効果
○古畑 恵美子1, 輿石 有理佳1, 村上 美緒2, 前田 憲寿1

（1東京工大応生, 2ビタミンC60バイオリサーチ）

26T-am10
 10:51

間欠的紫外線照射によるヒト皮膚表皮細胞傷害に対
する水溶性フラーレン C60/PVP の防御効果
○斉藤 靖和1, 太田 宏明1, 兵頭 小百合2 （1県立広島大
院総合学術, 2ビタミンC60バイオリサーチ）

26T-am11
 11:03

トマトサポニン, Esculeoside B のアトピー性皮膚炎な
どのアレルギー疾患を改善する可能性
○周 建融1, 浦田 純1, 神田 百合奈1, 田中 杏奈1, 藤原
章雄2, 野原 稔弘1, 村上 光太郎1, 横溝 和美1 （1崇城大
薬, 2熊本大院医）

26T-am12
 11:15

新規パントテン酸誘導体ジカルボエトキシパントテ
ン酸エチルの抗大気汚染有効成分としての可能性
○横田 真理子1, 矢作 彰一1 （1ニッコールグループ コ
スモステクニカルセンター 製品開発部 活性成分開発
G）

3 月 26 日（木）　午後
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

受容体・チャネル・トランスポーター①
藤井 健志（同志社女大薬）

26T-pm01
 13:30

細胞外ヌクレオチドに対する細胞遊走を制御する
P2Y 受容体の役割
○伊藤 政明1, 石原 尚樹1, 松岡 功1 （1高崎健康福祉大
薬）

26T-pm02
 13:42

糖尿病乾皮症発症時における皮膚アクアポリン 3 の
発現低下は皮膚の炎症反応と相関している
○五十嵐 信智1, 今 理紗子1, 豊田 絵理1, 中村 麻里奈1,
落合 和1, 杉山 清1 （1星薬大）

26T-pm03
 13:54

プロスタグランジン輸送体機能欠損による肺線維症
○中西 猛夫1, 三村 怜央1, 上床 優佳1, 小森 久和1, 赤
沼 伸乙2, 細谷 健一2, 玉井 郁巳1 （1金沢大院医薬保,
2富山大院薬）

26T-pm04
 14:06

肺動脈性肺高血圧症におけるニフェジピンの増悪
効果
○山村 彩1, 森 志穂1, 堀井 千裕1, 平工 明里1, 大原
直樹1, 塚本 喜久雄1, Jason X.-J. YUAN2 （1金城学院大
薬, 2アリゾナ大医）

26T-pm05
 14:18

マウス門脈平滑筋細胞に発現する TMEM16A チャネ
ルとアクチン骨格との相互作用
○山村 寿男1, 大城 隼也1, 鈴木 良明1, 今泉 祐治1 （1名
市大院薬）

26T-pm06
 14:30

軟骨モデル細胞における、カルシウム遊離活性化カ
ルシウム(CRAC)チャネルの細胞内カルシウム動態へ
の関与
伊奈山 宗典1, ○鈴木 良明1, 山田 啓史1, 栗田 卓1, 大
矢 進2, 山村 寿男1, Wayne GILES3, 今泉 祐治1 （1名市
大院薬, 2京都薬大, 3カルガリー大）

受容体・チャネル・トランスポーター②
西尾 廣昭（福山大薬）

26T-pm07
 14:45

脳血管内皮細胞の細胞周期進行に対する Orai2 チャ
ネルの寄与の解明
○鬼頭 宏彰1,2, 山村 寿男2, 鈴木 良明2, 大矢 進1, 浅井
清文3, 今泉 祐治2 （1京都薬大, 2名市大院薬, 3名市大院
医）

26T-pm08
 14:57

オレキシン受容体 OX2R のリガンド結合ポケット及
びその周辺への変異導入解析
○須賀 比奈子1,2, 柳沢 正史1 （1筑大分子コア, 2東大生
研）

26T-pm09
 15:09

グルココルチコイドを介したシナプス Zn2+シグナリ
ング過多による長期増強の障害
○鈴木 美希1, 玉野 春南1, 武田 厚司1 （1静岡県大薬）

26T-pm10
 15:21

機能再建を目指した中枢神経再生戦略
○郡山 恵樹1 （1鈴鹿医療大 薬）

26T-pm11
 15:33

ジベンゾイルメタン誘導体による神経細胞死抑制
○髙野 桂1, 日比野 俐2, 町支 臣成2, 村上 里香3, 山田
昌司4, 鈴木 啓仁4, 堀 修5, 森山 光章1, 中村 洋一1 （1大
阪府大院生命環境科学, 2福山大薬, 3明治, 4大鵬薬品,
5金沢大医）

26T-pm12
 15:45

ミクログリアの炎症性サイトカイン放出における
ERM ファミリーの役割
○全並 美穂1, 位田 雅俊1, 打越 舞1, 保住 功1 （1岐阜薬
大・薬・薬物治療）

中枢神経系①
鈴木 勉（星薬大）

26T-pm13
 16:15

覚せい剤依存症モデルラットの意思決定障害と島
皮質
○溝口 博之1, 福本 和哉1, 山田 清文2 （1名古屋大環境
医学研究所近未来環境シミュレーションセンター,
2名古屋大院医学系研究科医療薬学・附属病院薬）

26T-pm14S
 16:27

DREADD テクノロジーで報酬に基づく意思決定を操
作する
○中村 旭宏1, 溝口 博之1, 山田 清文2 （1名古屋大環境
医学研究所近未来環境シミュレーションセンター,
2名古屋大院医学系研究科医療薬学・附属病院薬）

26T-pm15S
 16:39

新生仔ラット網膜において NMDA 誘発神経傷害後
に観察される血管の退縮様式
○浅野 大樹1, 中原 努1, 牛久保 裕子1, 森 麻美1, 坂本
謙司1, 石井 邦雄1 （1北里大・薬・分子薬理）

26T-pm16S
 16:51

脳虚血ストレス負荷後のインスリン分泌に対する
TrkA の関与
○宮城 景1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1 （1神戸学院大薬・
臨床薬学）

26T-pm17S
 17:03

全脳虚血誘導性痛覚過敏に対する high mobility
group box-1 の関与
○松浦 渉1, 春名 柚佳1, 原田 慎一1, 劉 克約2, 西堀
正洋2, 徳山 尚吾1 （1神戸学院大薬・臨床薬学, 2岡山大
院医歯薬・薬理学）

26T-pm18S
 17:15

悪性脳卒中易発性高血圧自然発症ラットに対するニ
トロソニフェジピンの効果
○高田 真衣1,2, 石澤 啓介3,4, 田渕 正樹5, 石澤 有紀6,
木平 孝高6, 池田 康将6, 玉置 俊晃6, 土屋 浩一郎2 （1徳
島大薬, 2徳島大院HBS研 医薬品機能生化学, 3徳島大
院HBS研 臨床薬剤学, 4徳島大病院薬, 5園田学園女大
人間健康学部, 6徳島大院HBS研 薬理学）

中枢神経系②
徳山 尚吾（神戸学院大薬）

26T-pm19
 17:30

胎仔期バルプロ酸曝露は雄性マウス前頭皮質のドパ
ミン神経機能を低下させる
○原 雄大1, 高野 恵利加1, 樽田 淳樹1, 片芝 圭亮1, 東
野 功典1, 吾郷 由希夫1, 松田 敏夫1,2, 田熊 一敞1,3 （1阪
大院薬, 2阪大院連合小児発達, 3阪大院歯）
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26T-pm20S
 17:42

ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬の胎生期曝露は神
経細胞の成熟を抑制する
○河内 琢也1, 渡部 遼1, 井上 亜耶1, 吾郷 由希夫1, 松
田 敏夫1,2, 田熊 一敞1,3 （1阪大院薬, 2阪大院連合小児
発達, 3阪大院歯）

26T-pm21S
 17:54

神経毒に対するアストロサイト適応応答のメカニズ
ム解明
○竹本 拓矢1, 石原 康宏1, 石田 敦彦1, 山﨑 岳1 （1広島
大院総科）

26T-pm22S
 18:06

事前経験による恐怖記憶形成の促進
○岩嵜 諭嗣1, 坂口 哲也1, 池谷 裕二1 （1東大院薬・薬
品作用）

26T-pm23S
 18:18

新生仔ラット網膜における血管発達遅延は異常血管
形成を誘導する：新規未熟児網膜症モデルとしての
可能性
○中野 歩希1, 中原 努1, 牛久保 裕子1, 森 麻美1, 坂本
謙司1, 石井 邦雄1 （1北里大薬・薬・分子薬理）

26T-pm24S
 18:30

長鎖脂肪酸受容体 GPR40/FFAR1 は下降性疼痛抑制
系の活性化を介して痛みを抑制する
○相澤 風花1, 中本 賀寿夫1, 西中 崇1, 山下 琢矢2, 万
倉 三正3, 小山 豊4, 糟谷 史代2, 徳山 尚吾1 （1神戸学院
大薬・臨床薬学, 2神戸学院大薬・毒性学, 3くらしき作
陽大・現代食文化学, 4大阪大谷大薬・薬理学）

3 月 26 日（木）　午前
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

生体膜・オルガネラ・物質輸送①
柴沼 質子（昭和大薬）

26U-am01
 9:00

破骨細胞への分化に伴うリソソームの局在変化にお
ける V-ATPase a3 イソフォームの関与
○松元 奈緒美1, 岡本 晴子1, 遠山 稿二郎2, 孫―和田
戈虹3, 和田 洋4, 中西 真弓1 （1岩手医大・薬, 2岩手医
大・バイオイメージングセンター, 3同志社女大・薬,
4阪大・産研）

26U-am02
 9:12

ホスファチジルセリンフリッパーゼは膜切断タンパ
ク質 EHD1 のリサイクリングエンドソームへのリク
ルートを介して細胞内輸送を制御する
○李 尚憲1, 内田 安則1, Jiao WANG2, Robert MOLDAY2,
田口 友彦1, 新井 洋由1 （1東大院薬, 2ブリティッシュコ
ロンビア大）

26U-am03
 9:24

リサイクリングエンドソームに局在するクラスリン
分子の機能
○仁木 隆裕1, 松平 竜之1, 田口 友彦1, 新井 洋由1,2

（1東大院薬, 2CREST, JST）
26U-am04

 9:36
新規小胞型ポリアミントランスポーターの発現と機
能解析
○日浅 未来1, 宮地 孝明2, 竹内 智也1, 表 弘志1, 森山
芳則1 （1岡山大院医歯薬, 2岡山大自然生命セ）

26U-am05
 9:48

小胞型ヌクレオチドトランスポーター(VNUT)は血糖
値の制御に関わる
○表 弘志1, 坂本 昌平3, 宮地 孝明2, 日浅 未来1, 市川
玲子4, 岩槻 健4, 畝山 寿之4, 高柳 涼一3, 野村 政壽3, 森
山 芳則1 （1岡山大院医歯薬, 2岡山大自然生命, 3九大
院医, 4味の素イノベーション研）

生体膜・オルガネラ・物質輸送②
檜井 栄一（金沢大院医薬保）

26U-am06S
 10:04

トリパノソーマのグリコソーム形成因子 Pex5p と
Pex14p の相互作用の解析
○渡邉 雄一1, 奥山 尚輝1, 川口 甲介1, 守田 雅志1, 帯
田 孝之2, 水口 峰之2, 今中 常雄1 （1富山大院薬・分子
細胞機能学, 2富山大院薬・構造生物学）

26U-am07S
 10:16

腎尿細管での電解質再吸収におけるアクチン結合タ
ンパク質モエシンの生理的役割の解明
○川口 高徳1, 波多野 亮1, 田村 淳2, 月田 早智子2, 浅
野 真司1 （1立命館大薬, 2阪大院生命機能）

26U-am08S
 10:28

ゴルジ体の集積と分散における Src 型チロシンキ
ナーゼ活性の役割
○大牟田 舞1, 阿部 紘平1, 柳瀬 さゆり1, 米谷 詩織1,
佐藤 里香1, 山口 憲孝1, 山口 直人1 （1千葉大・院薬・分
子細胞生物学）

26U-am09S
 10:40

c-Src によるチロシンリン酸化基質のリソソームへの
集積
○阿部 紘平1, 盛永 敬郎1, 久保田 翔1, 幸 龍三郎1, 本
田 拓也1, 山口 憲孝1, 福本 泰典1, 久家 貴寿2, 橋本
裕希2, 朝長 毅2, 山口 直人1 （1千葉大院薬・分子細胞生
物学, 2医薬基盤研・プロテオームリサーチプロジェク
ト）

生体膜・オルガネラ・物質輸送③
宮地 孝明（岡山大自然生命科学研究支援セ）

26U-am10S
 10:56

フローサイトメトリーによる生体由来の微小小胞の
定量評価系の構築
○阿部 晃子1, 青木 重樹1, 伊藤 晃成1 （1千葉大院薬）

26U-am11S
 11:08

プレ配列の削除及び特定のアミノ酸残基の変異によ
る哺乳類のリン酸輸送担体の酵母ミトコンドリアに
おける機能的発現
○山越 亮平1,2, 山本 武範1, 篠原 康雄1,2 （1徳島大疾患
プロテオゲノム研セ, 2徳島大院薬）

26U-am12S
 11:20

マスト細胞における小胞型ポリアミントランスポー
ターの発現と機能
○竹内 智也1, 原田 結加1, 日浅 未来1, 宮地 孝明2, 表
弘志1, 森山 芳則1 （1岡山大院医歯薬, 2岡山大自然研
セ）

26U-am13S
 11:32

網膜におけるプリン性化学伝達の生理的意義に関す
る研究　小胞型ヌクレオチドトランスポーターの発
現と局在
○森山 理美1, 日浅 未来1 （1岡山大院医歯薬）

3 月 26 日（木）　午後
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

核酸・アミノ酸
黒瀬 等（九大院薬）

26U-pm01S
 13:30

KOD ポリメラーゼ変異体による 2’,4’-BNA/LNA 鎖
の伸長
○星野 秀和1, 笠原 勇矢2, 森廣 邦彦2, 笠井 達郎3, 桑
原 正靖3, 小比賀 聡1,2 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3群大
院理工）

26U-pm02S
 13:42

心不全患者における血中分岐鎖アミノ酸含量解析
○高吉 真弥1, 三次 百合香1, 新井 しのぶ2, 三田 真史4,
西田 基宏3, 浜瀬 健司1, 井手 友美2 （1九大院薬, 2九大
院医, 3岡崎統合バイオサイエンスセンター, 4資生堂）

26U-pm03
 13:54

トリプトファンによる初代培養肝細胞からの肝性リ
パーゼの分泌促進効果に対する MAP キナーゼの
関与
○川上 莉奈1, 池田 歩未1, 中村 徹也1, 森田 哲生1 （1福
山大薬・生化学）

26U-pm04
 14:06

SLC16A1 発現抑制による細胞内グルタチオン量の
変化
○佐々木 将太郎1, 木村 有希1, 小林 正紀1, 二木 悠哉1,
井関 健1 （1北大院生命・薬 臨床薬剤学研究室）

タンパク質
笠原 忠（国際医療福祉大）

26U-pm05
 14:22

カルシウム感知受容体細胞外領域のタンパク質化学
的な性状解析
○平澤 輝一1, 山下 敦子1 （1岡山大薬）

26U-pm06S
 14:34

心肥大反応を司る転写因子 GATA4 の二量体化部位
の同定とアセチル化の意義の解明
○依光 奈津美1, 砂川 陽一1,2, 羽鹿 成人1, 刀坂 泰史1,2,
和田 啓道2, 島津 章2, 長谷川 浩二2, 森本 達也1,3 （1静
岡県大薬, 2京都医療センター, 3静岡県立総合病院）
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26U-pm07S
 14:46

Src 型チロシンキナーゼの基質候補分子の分裂期に
おける局在解析
○榎本 杏子1, 米谷 詩織1, 森井 真理子1, 柳瀬 さゆり1,
佐藤 里香1, 阿蘇 拓也1, 山口 憲孝1, 山口 直人1 （1千葉
大・院薬・分子細胞生物）

26U-pm08S
 14:58

新規 Nobiletin 標的因子である NBP1 は心筋細胞肥
大反応を抑制する
○小川原 慎太郎1, 砂川 陽一1,2, 稗田 蛍火舞1, 五十井
愛美1, 刀坂 泰史1,2, 村上 明3, 浅川 倫宏1, 管 敏幸1, 和
田 啓道2, 島津 章2, 長谷川 浩二2, 森本 達也1,4 （1静岡
県大薬, 2京都医療センター, 3京大農, 4静岡県立総合
病院）

酵素・生理活性物質
福光 秀文（岐阜薬大）

26U-pm09
 15:14

In silico スクリーニングに基づく D-アスパラギン酸
オキシダーゼ新規阻害剤の同定と in vitro での性質
決定
○片根 真澄1, 川口 豪1, 山田 翔太1, 知念 麻奈1, 松村
茉耶1, 土井 一生1, 金子 雄介1, 松田 さつき1, 齋藤
康昭1, 宮本 哲也1, 関根 正恵1, 広野 修一1, 本間 浩1

（1北里大院薬）

26U-pm10
 15:26

細菌型チロシンキナーゼ阻害剤探索系の開発
○深澤 秀輔1, 益見 厚子2 （1国立感染研・真菌部, 2国立
感染研・血液安全性研究部）

26U-pm11S
 15:38

c-Abl による上皮間葉転換に関わる転写因子のチロ
シンリン酸化
○阿蘇 拓也1, 山口 憲孝1, 中村 怜央1, 平田 健介1, 柴
崎 美里1, 山口 直人1 （1千葉大院薬）

26U-pm12S
 15:50

核内 c-Abl による転写因子のチロシンリン酸化の
検討
○中村 怜央1, 山口 憲孝1, 柴崎 美里1, 中條 暖奈1, 阿
蘇 拓也1, 山口 直人1 （1千葉大・院薬・分子細胞生物
学）

26U-pm13S
 16:02

ビタミン A 濃度の調節による癌増殖の制御
○李 川1, 今井 正彦1, 高橋 典子1 （1星薬大・医薬研・病
態機能制御学）

26U-pm14
 16:14

難治癌細胞の増殖における lovastatin の抑制作用
○今井 正彦1, 寺崎 有美1, 小澤 翼1, 高橋 典子1 （1星薬
大・医薬研・病態機能制御学）

細胞内情報伝達①
森岡 徳光（広島大院医歯薬）

26U-pm15S
 16:30

C17 グリセリンエステルのチロシナーゼ活性とメラ
ニン生成に対する影響
○大石 愛1, 森 紗也香2, 土黒 一郎2, 杉林 堅次1, 徳留
嘉寛1 （1城西大薬, 2ファルネックス）

26U-pm16S
 16:42

TGF-β シグナルにおける c-Abl を介したチロシンリ
ン酸化の役割
○幸 龍三郎1, 山口 憲孝1, 青山 和正1, 久保田 翔1, 山
口 直人1 （1千葉大院薬・分子細胞生物学）

26U-pm17S
 16:54

心血管病治療薬の標的分子としての P2Y6 受容体の
可能性
○重松 智博1, 西村 明幸2, Sunggip CAROLINE2, 冨田
拓郎2, 西田 基宏1,2 （1九大院薬, 2自然科学研究機構 岡
崎統合バイオサイエンスセンター 心循環シグナル研
究部門）

26U-pm18S
 17:06

上皮成長因子（EGF）受容体刺激による神経幹細胞
の分子時計の同調機構
○茂木 明日香1, 前川 知子1, 小野塚 寛1, 竹生田 淳1,
太田 英伸2, 程 肇3, 鈴木 登紀子1, 守屋 孝洋1 （1東北大
院薬, 2国立精神・神経医療研究センター, 3金沢大・自
然システム）

26U-pm19S
 17:18

G タンパク質欠損細胞を用いた GPCR-Gα サブユ
ニットの共役の解析
○岸 貴之1, 井上 飛鳥1,2, 新上 雄司1, 上水 明治1, 石田
覚1, 青木 淳賢1,3 （1東北大院薬, 2さきがけ・JST,
3CREST・JST）

細胞内情報伝達②
林 正彦（いわき明星大薬）

26U-pm20
 17:35

FLT3/Pim-1 系路による P-gp の発現制御
○高見 麻由1, 渡辺 環太郎1, 片山 和浩1, 野口 耕司1,
杉本 芳一1 （1慶應大薬）

26U-pm21
 17:47

JAK2 変異体による細胞増殖に重要な EpoR のリン酸
化チロシン残基の同定
○上田 史仁1, 多胡 めぐみ1, 田村 悦臣1 （1慶應大院
薬）

26U-pm22
 17:59

コーヒー豆抽出液による LPS シグナル伝達経路抑制
機構の解析
○野中 勇佑1, 石原 由麻1, 多胡 めぐみ1, 古旗 賢二2,
田村 悦臣1 （1慶應大薬, 2城西大薬）

26U-pm23
 18:11

慢性骨髄性白血病キメラ遺伝子 bcr-abl を標的とした
新規抗がん剤の開発
○篠原 悠1, 熊崎 実南1, 辻村 野乃香2, 倉永 祐希2, 岩
附 綾子3, 酒井 美来3, 赤尾 幸博1 （1岐阜大院 連合創薬
医療情報, 2岐阜大院 工 生命工, 3岐阜大 工 生命工）

26U-pm24
 18:23

乳がん細胞における ERK を介した ErbB2 受容体の
フィードバック阻害機構
○朴 哲珉1, 河崎 優希1, 崎村 綾香1, 周 越1, 櫻井 宏明1

（1富山大院薬）

3 月 26 日（木）　午後
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

ストレス・アポトーシス①・その他
森 秀治（就実大薬）

26V-pm01
 13:30

シャペロン伝播による細胞非自律的なタンパク質恒
常性維持機構
○武内 敏秀1,2, 鈴木 マリ2, 藤掛 伸宏2, ポピエル 明
子2, 菊地 寿枝2, 和田 圭司2, 永井 義隆2 （1京大化研,
2国立精神・神経セ）

26V-pm02
 13:42

Nmi による Stat3 活性化を介した Hsp70 発現誘導
○齊藤 洋平1, 湯川 明久1, 的崎 雅史1, 三上 大貴1, 山
岸 伸行1, 久家 貴寿1, 中山 祐治1 （1京都薬大）

26V-pm03
 13:54

新規低分子抗がん物質 DHP による細胞死とその
機構
○倉永 祐希1,2, 岩附 綾子2,3, 酒井 美来2,3, 辻村 野乃
香1,2, 熊崎 実南2, 篠原 悠2, 伊藤 彰近4, 赤尾 幸博2 （1岐
阜大院 工 生命工, 2岐阜大院 連合創薬医療情報, 3岐
阜大 工 生命工, 4岐阜薬大 合成薬品）

26V-pm04
 14:06

NAFLD/NASH 関連マイクロ RNA miR-27b の肝脂肪
化促進能を担う新規標的遺伝子の探索
○今泉 務1, 酒井 英子1, 立花 雅史1, 櫻井 文教1, 結束
貴臣2, 中島 淳2, 和田 孝一郎3, 水口 裕之1,4,5 （1阪大院
薬, 2横市大院医, 3島根大医, 4医薬基盤研, 5阪大MEI
セ）

26V-pm05
 14:18

EMT に伴って誘導された SP 細胞の性質の検討
○加藤 優1, 片山 和浩1, 野口 耕司1, 杉本 芳一1 （1慶應
大薬）

26V-pm06
 14:30

成熟脂肪細胞における Ca2+活性化カリウムチャネル
KCNMA1 の役割
○西塚 誠1, 堀之内 渉1, 山田 絵理1, 長田 茂宏1, 今川
正良1 （1名市大院薬）

アポトーシス②・老化①
佐藤 隆（東京薬大薬）

26V-pm07
 14:45

LNA 化学修飾 microRNA-145 の膀胱癌における抗癌
活性
○岩附 綾子1,2, 酒井 美来1,2, 倉永 祐希2,3, 辻村 野乃
香2,3, 熊崎 実南2, 篠原 悠2, 赤尾 幸博2 （1岐阜大 工 生
命工, 2岐阜大院 連合創薬医療情報, 3岐阜大院 工 生
命工）
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26V-pm08S
 14:57

バンコマイシン誘発尿細管上皮細胞死における
MAPK の関与と cAMP アナログの効果
○花田 有希1, 矢野 貴久2, 坂本 裕哉3, 竹下 亜希1, 稲
垣 芙美佳1, 江頭 伸昭2,3, 増田 智先2,3 （1九大薬, 2九州
大病院薬, 3九大院薬）

26V-pm09S
 15:09

Wnt-シグナル関連 Dickkopf(DKK)-3 の新規な細胞死
誘導
○辻村 野乃香1,2, 岩附 綾子2,3, 酒井 美来2,3, 倉永 祐
希1,2, 熊崎 実南2, 篠原 悠2, 赤尾 幸博2 （1岐阜大院 工,
2岐阜大院 連合創薬医療情報, 3岐阜大 工）

26V-pm10S
 15:21

細胞外マトリックスタンパク質に由来するペプチド
は細胞老化の誘導を介して腫瘍形成と悪性化に関与
する
○萩原 裕1, 奥山 慎1, 山下 理菜1, 伊豫田 拓也1,2, 深井
文雄1,2 （1東京理大薬 分子病態学研究室, 2東京理大ト
ランスレーショナルリサーチセンター）

26V-pm11S
 15:33

抗酸化物質による皮膚保護作用
○掛 貴達1, 佐々木 裕一1, 今井 正彦1, 高橋 典子1 （1星
薬大・医薬研・病態機能制御学）

26V-pm12S
 15:45

ペプチドーマトリックスの生物活性に及ぼすリン
カー効果の検討
○熊井 準1, 片桐 文彦1, 保住 建太郎1, 吉川 大和1, 野
水 基義1 （1東京薬大薬）

老化②・細胞接着
築地 信（星薬大）

26V-pm13
 16:00

老化マウス脳におけるプロテオームとリン酸化プロ
テオーム解析
○鷹野 正興1, 大西 優佳里1, 伊内 俊貴1, 尾谷 三枝子1,
佐野 圭二1, 松浦 健二2, 松山 正剛2 （1神戸学院大薬,
2姫路獨協大薬）

26V-pm14
 16:12

脳機能低下およびアミロイド β 蓄積に対する青大豆
抽出物による改善作用
○海野 けい子1, 中川 愛美1, 井口 和明1, 小西 智一2,
今井 伸二郎3 （1静岡県大薬, 2秋田県大生物資源科学,
3東京工大応用生物）

26V-pm15
 16:24

α4 インテグリンスプライシングバリアントによるイ
ンテグリン機能調節機構の解明と創薬への発展
○今 重之1, 紅露 ひとみ1, 中鶴 拓也1, 宮下 友惠1, 松
本 尚樹1, 松田 正1 （1北大院薬）

26V-pm16
 16:36

タイトジャンクションを制御する低分子化合物の
探索
中倉 由香子1, ○天野 剛志2, 野田 翔太1, 合田 名都子1,
廣明 秀一1,2 （1名大院創薬, 2名大院理構造生物学研
セ）

細胞分裂・周期調節①
西田 基宏（岡崎統合バイオサイエンスセンター）

26V-pm17S
 17:00

紡錘体チェックポイントへの Hsp105 の関与
○柿花 采那1, 齊藤 洋平1, 山根 鉄平1, 山岸 伸行1, 久
家 貴寿1, 中山 祐治1 （1京都薬大）

26V-pm18S
 17:12

核小体ストレス応答による腫瘍進展制御と革新的抗
癌治療薬の創生
○川畑 拓斗1,2,3, 河原 康一1, 堀口 史人1,2, 上条 陽平1,2,
山本 雅達1, 新里 能成1, 南 謙太郎1, F.M MOINUDDIN1,
田辺 寛1, 藤本 啓汰1, 土屋 理佐子1, 有馬 一成2, 濱田 季
之2, 古川 龍彦1 （1鹿児島大院医歯 分子腫瘍学分野,
2鹿児島大院理工 生命化学専攻, 3鹿児島大理 生命化
学科）

26V-pm19
 17:24

神経芽腫に対する indirubin 誘導体の細胞周期停止
効果
○栗田 雅弘1, 市丸 嘉1, 齋藤 弘明1, 田畑 恵市1, 宮入
伸一1, 鈴木 孝1,2 （1日本大薬, 2日本大医）

26V-pm20S
 17:36

脂肪細胞分化促進因子 fad24 の筋再生における機能
解析
○落合 なつき1, 西塚 誠1, 長田 茂宏1, 今川 正良1 （1名
市大院薬・分子生物）

細胞分裂・周期調節②
磯田 勝広（帝京平成大薬）

26V-pm21S
 17:52

細胞分裂期における Src 型チロシンキナーゼのセン
トロソーム局在解析
○佐藤 里香1, 柳瀬 さゆり1, 長谷川 智津1, 長谷川
仁美1, 大牟田 舞1, 山口 憲孝1, 山口 直人1 （1千葉大・院
薬・分子細胞生物）

26V-pm22S
 18:04

微小管結合タンパク質の Src 型チロシンキナーゼに
よる機能制御
○米谷 詩織1, 森井 真理子1, 武田 祐美1, 青山 和正1,
大牟田 舞1, 山口 憲孝1, 山口 直人1 （1千葉大・院薬・分
子細胞生物学）

26V-pm23S
 18:16

Src 型チロシンキナーゼ Fyn の紡錘体安定化に関与
する基質の機能解析
○平田 健介1, 山口 憲孝1, 森井 真理子1, 米谷 詩織1,
大牟田 舞1, 武田 祐美1, 山口 直人1 （1千葉大院薬）

26V-pm24S
 18:28

ATF7 のスレオニンリン酸化による M 期開始への
影響
○長谷川 仁美1,2, 石橋 賢一1, 久保田 将一1, 山口 千
尋1, 幸 龍三郎1, 中條 暖奈1, 岸本 成史2, 山口 憲孝1, 横
山 和尚3, 山口 直人1 （1千葉大・院薬・分子細胞生物学,
2帝京大薬・薬学教育研セ, 3高雄醫學大學）

3 月 26 日（木）　午前
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

微生物学（病原・感染）
三宅 正紀（静岡県大薬）

26W-am01
 9:00

らい菌感染マクロファージに蓄積される脂質とその
合成に寄与する遺伝子の変動
○谷川 和也1, Luo YUQIAN2, 石藤 雄子2, 中村 康宏1,
原田 史子1, 鈴木 幸一2, 唐澤 健1, 井上 圭三1 （1帝京大
薬, 2国立感染研）

26W-am02S
 9:12

緑膿菌におけるⅢ型分泌エフェクターの宿主細胞内
への注入にはⅣ型線毛が必要である
○藤本 祥代1, 中村 貴乃1, 前川 結1, 松井 直之1, 林
直樹1, 後藤 直正1 （1京都薬大・薬・微生物・感染制御学
分野）

26W-am03S
 9:24

黄色ブドウ球菌による緑膿菌増殖抑制への NADH 代
謝の関与
○上原 加預1, 松尾 悠美1, 田口 晃弘1, 林 直樹1, 加藤
文紀2, 鹿山 鎭男2, 菅井 基行2, 後藤 直正1 （1京都薬大・
薬・微生物・感染制御学分野, 2広島大院医歯薬・細菌
学）

26W-am04S
 9:36

黄色ブドウ球菌のグルコース代謝産物による緑膿菌
の増殖抑制
○監物 寛紀1, 崎元 諄子1, 矢淵 慈子1, 眞鍋 諒子1, 辻
本 明日香1, 林 直樹1, 加藤 文紀2, 鹿山 鎭男2, 菅井
基行2, 後藤 直正1 （1京都薬大・薬・微生物・感染制御学
分野, 2広島大院医歯薬・細菌学）

微生物学（薬剤耐性・免疫応答）
塩田 澄子（就実大薬）

26W-am05S
 9:53

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の多剤排出遺伝子
qacB の推移と薬剤感受性の関連性
○髙玉 駿介1, 中南 秀将1, 野口 雅久1 （1東京薬大・薬・
病原微生物）

26W-am06S
 10:05

クラリスロマイシン低感受性 BLNAR 株の出現と低
感受性化機構の解析
○瀬山 翔史1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野口 雅久1 （1東
京薬大薬）

26W-am07
 10:17

造血幹細胞移植後の GCV 耐性 HHV-6B の出現状
況：Q probe 法を用いたスクリーニング
○平松 裕之1, 鈴木 竜太1, 山田 成樹1, 井平 勝2, 伊勢
川 裕二3, 河村 吉紀4, 吉川 哲史4 （1藤田保健衛生大病
院薬, 2藤田保健衛生大医療科学, 3武庫川女大生活環
境学, 4藤田保健衛生大医）
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26W-am08S
 10:29

黒穂菌菌糸体の免疫応答調節作用の解析
○矢島 義正1, 築地 信1, 雨宮 美穂1, 小倉 若菜1, 河合
琴美1, 安藤 祐介1, 奥 輝明1, 長坂 淳子1, 辻 勉1 （1星薬
大）

微生物学（抗菌薬・抗ウイルス薬）
森田 雄二（愛知学院大薬）

26W-am09
 10:46

Inhibition of Hepatitis C Virus Replication by Chalepin
and Pseudane IX Isolated from Ruta angustifolia Leaves
○Tutik Sri WAHYUNI1,2, Aty WIDYAWARUYANTI2,
Maria Inge LUSIDA2, Achmad FUAD2, Soetjipto
SOETJIPTO2, 渕野 祐之3, 川原 信夫3, 林 祥剛1, 青木
千恵1, 堀田 博1 （1神戸大院医, 2アイルランガ大, イン
ドネシア, 3医薬基盤研究所 薬用植物資源研セ）

26W-am10
 10:58

PI3K によるエボラウイルス粒子産生の制御
○浦田 秀造1, 安田 二朗1 （1長崎大熱研）

26W-am11S
 11:10

センコツ中抗菌活性成分の MRSA,VRE に対する作
用の解析
○岡村 真弥1, 小川 和加野1,2, 大塚 菜緒1, 谷口 抄子1,
土屋 友房3, 波多野 力1, 黒田 照夫1 （1岡山大院医歯薬,
2第一薬大, 3立命館大薬）

26W-am12S
 11:22

Riccardin 誘導体の抗菌活性と作用機序の解析
○森田 大地1, 小川 和加野1,2, 澤田 紘実1, 宮地 弘幸1,
黒田 照夫1 （1岡山大院医歯薬, 2第一薬大）

3 月 27 日（金）　午後
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

微生物学（ウイルス①）
鈴木 隆（静岡県大薬）

27C-pm08
 15:30

Aspergillus terreus からの精製物質ロバスタチンは C
型肝炎ウイルス感染性粒子放出を促進する
○青木 千恵1, Hanafi MUHAMMAD2, B.S. Kardono
LEONARDUS2, 清水 洋子1, Sudarmono PRATIWI3, 堀
田 博1 （1神戸大院医, 2インドネシア科学院化学研セ,
3インドネシア大医）

27C-pm09
 15:42

Occludin のノックアウト肝細胞の樹立と本細胞を用
いた HCV 感染の解析
○白砂 圭崇1,2, 谷田 以誠1, 清水 芳実1,3, 鈴木 哲朗4,
脇田 隆字5, 花田 賢太郎1, 近藤 昌夫3, 安部 良2, 深澤
征義1 （1国立感染研・細胞化学部, 2東京理大院・生命
科学研究科, 3阪大院薬, 4浜松医大・医, 5国立感染研・
ウイルス第二部）

27C-pm10S
 15:54

ヒト iPS 細胞由来分化誘導肝細胞における C 型肝炎
ウイルス作用後の宿主応答の解析
○國戸 偉丸1, 櫻井 文教1,2, 高山 和雄2,4, 脇田 隆字3,
立花 雅史1,2, 水口 裕之1,2,4,5 （1阪大薬, 2阪大院薬, 3国
立感染研, 4医薬基盤研, 5阪大MEIセ）

27C-pm11S
 16:06

ヒト iPS 細胞由来分化誘導肝細胞の B 型肝炎ウイル
ス感染評価系への応用
○山本 達郎1, 櫻井 文教1, 高山 和雄1,2, 立花 雅史1, 渡
士 幸一3, 脇田 隆字3, 飯島 沙幸4, 田中 靖人4, 水口
裕之1,2,5 （1阪大院薬, 2基盤研, 3感染研, 4名市大院医,
5阪大MEIセ）

27C-pm12S
 16:18

RNA 干渉に関わる因子である Dicer はアデノウイル
スに対する防御機構として機能する
○町谷 充洋1, 櫻井 文教1, 若林 圭作1, 立花 雅史1, 水
口 裕之1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3阪大MEIセ）

微生物学（ウイルス②）
三隅 将吾（熊本大院薬）

27C-pm13S
 16:35

トリインフルエンザウイルス由来 N9 型ノイラミニ
ダーゼの酸性領域における性状解析
○田中 大夢1, 高橋 忠伸1, 紅林 佑希1, 河岡 義裕2, 鈴
木 隆1 （1静岡県大薬, 2東大医科研）

27C-pm14S
 16:47

ヒト細胞における Neu5Gc 発現はインフルエンザウ
イルスの感染を抑制する
○紅林 佑希1, 高橋 忠伸1, 大坪 忠宗2, 池田 潔2, 山中
隆史3, 鈴木 隆1 （1静岡県大薬, 2広島国際大薬, 3JRA）

27C-pm15
 16:59

パルボウイルス B19 感染系の改良とジェノタイプの
違いによる増殖能の比較
○内田 恵理子1, 豊田 淑江1, 古田 美玲1, 山口 照英1,
佐藤 陽治1 （1国立衛研）

27C-pm16
 17:11

KSHV 由来 RTA に応答するヒト IL-10 遺伝子プロ
モーター領域の解析
○野口 耕司1, 片山 和浩1, 杉本 芳一1 （1慶應大薬・化
学療法）

3 月 27 日（金）　午後
F 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B214

幹細胞・その他
浅井 知浩（静岡県大薬）

27F-pm01S
 16:15

脂肪組織由来間葉系幹細胞で高発現する Gpr3 の機
能解析
○内山 瑛美1, 山口 賢彦1, 嘉山 節子1, 松井 雅和1, 山
崎 泰広1, 五十里 彰1,2, 菅谷 純子1 （1静岡県大薬, 2岐阜
薬大）

27F-pm02S
 16:27

HepG2 細胞のコンディショナルメディウムを用いた
ヒト iPS 細胞由来肝細胞の成熟化
○三谷 成二1, 高山 和雄1,2, 立花 雅史1, 櫻井 文教1, 水
口 裕之1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3阪大MEIセ）

27F-pm03S
 16:39

Dicer ノックダウン細胞を用いたアデノウイルスベク
ター作製効率の改善に関する検討
○若林 圭作1, 町谷 充洋1, 櫻井 文教1, 立花 雅史1, 水
口 裕之1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3阪大MEIセ）

27F-pm04S
 16:51

スプライシング異常を改善する生薬由来化合物の
探索
○千葉 政徳1,3, 冨田 健司1,3, 藤本 明子2, 有賀 寛芳3,
米田 宏3 （1北大院生命科学院, 2北大薬, 3北大院薬）

3 月 27 日（金）　午後
L 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B201

末梢・内分泌・漢方
加藤 伸一（京都薬大）

27L-pm01S
 16:10

パクリタキセル誘発末梢神経障害における炎症反応
の関与
○堤 国章1, 要 幸典2, 川尻 雄大3, 白石 遥2, 江頭 伸
昭1,3, 増田 智先1,3 （1九大院薬, 2九大薬, 3九州大病院
薬）

27L-pm02
 16:22

ボルテゾミブ誘発末梢神経障害に対する牛車腎気丸
の効果
○樋口 瞳1, 山本 将大2, 牛尾 聡一郎2, 川尻 雄大3, 江
頭 伸昭2,3, 増田 智先2,3 （1九大薬, 2九大院薬, 3九州大
病院薬）

27L-pm03S
 16:34

オキサリプラチン誘発急性末梢神経における TRPA1
の関与
○三宅 崇仁1, 中村 彩希1, 趙 萌1, 浜野 智2, 井上 圭亮2,
沼田 朋大3, 高橋 重成2, 白川 久志1, 森 泰生2, 中川
貴之1,4, 金子 周司1 （1京大院薬・生体機能解析, 2京大
院工・合成生物化学, 3福岡大医・生理, 4京大病院薬）
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27L-pm04
 16:46

パッションフラワーの褐色脂肪細胞への分化誘導作
用と白色脂肪細胞におけるエネルギー消費促進作用
○松本 知大1, 服部 幸治1, 山田 貴亮1, 長谷川 靖司1,2,
髙木 寛1, 水谷 宏1, 中田 悟1 （1日本メナード化粧品 総
研, 2名大院医 名古屋大学メナード協同研究講座）

27L-pm05S
 16:58

ヒハツ成分による内皮依存的な血管弛緩作用メカニ
ズムの究明研究
○及川 茉佑子1, 山下 春菜1, 岩下 真也1, 水谷 健二2,
高柿 了士2, 村上 敏之2, 山口 泰永2, 岩崎 大剛2, 鈴木
登紀子1, Rohra DILEEP1,3, 中畑 則道1, 守屋 孝洋1 （1東
北大院薬, 2丸善製薬, 3Alfaisal大）

27L-pm06S
 17:10

医療用漢方製剤 147 処方のアルドース還元酵素阻害
活性について
○中尾 なつみ1, 小野田 稔久1,2, 李 巍1, 小池 一男1

（1東邦大薬, 2東邦大医療センター佐倉病院薬）

3 月 27 日（金）　午後
O 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B104

中枢神経系⑦
前田 定秋（摂南大薬）

27O-pm01
 13:30

フルボキサミンによる β-カゼイン発現抑制メカニ
ズム―MCF-12A を用いた検討―
野手 立秋1, ○千葉 健史1, 前田 智司1, 木村 聡一郎2,
森本 雍憲2, 三部 篤1, 上田 秀雄2, 工藤 賢三1 （1岩手医
大薬, 2城西大薬）

27O-pm02S
 13:42

パロキセチンによる P2X7 受容体活性増強作用と炎
症増悪化の可能性
○井山 翔太1, 田沼 靖一1, 月本 光俊1 （1東京理大薬）

27O-pm03S
 13:54

Spliceosome 阻害剤による pH 感受性 K+チャネル
TASK2 発現・活性制御
○遠藤 京子1, 黒川 なつ美1, 中倉 佐和1, 石井 瑞紀1,
鬼頭 宏彰1, 藤井 正徳1, 大矢 進1 （1京都薬大）

27O-pm04S
 14:06

大腸癌の増殖におけるプロスタグランジン輸送体
PGT の役割
○大野 康弘1, 中西 猛夫1, 大島 浩子2, 大島 正伸2, 玉
井 郁巳1 （1金沢大院医薬保, 2金沢大がん進展制御研）

中枢神経系⑧・その他
大野 行弘（大阪薬大）

27O-pm05S
 14:18

異常興奮を伴う神経疾患におけるシアリダーゼの作
用解析
○小塩 渚1, 南 彰1, 大坪 忠宗2, 池田 潔2, 奥 直人3, 金
澤 寛明4, 鈴木 隆1 （1静岡県大薬・生化学, 2広島国際大
薬・有機合成化学, 3静岡県大薬・医薬生命化学, 4静岡
県大看・機能形態学）

27O-pm06S
 14:30

3 次元培養 HepG2 細胞における PXR の細胞内局在
解析
○横堀 紘祐1, 小林 カオル1, 千葉 寛1 （1千葉大院薬）

27O-pm07S
 14:42

サリドマイド 1 次および 2 次酸化的代謝に関与する
チトクロム P450 の種差
○西山 咲弥子1, 清水 万紀子1, 上原 正太郎1, 宇野
泰広2, 山崎 浩史1 （1昭和薬大, 2新日本科学）

27O-pm08
 14:54

GPCR 活性化による NMDA レセプター/カルシ
ニューリン/CRTC1/CREB 経路を介した BDNF 遺伝
子発現誘導
○福地 守1, 前畑 陽祐1, 和泉 宏謙2, 田中 亜由美2, 井
上 蘭2, 森 寿2, 高崎 一朗3, 竹森 洋4, 田渕 明子1, 津田
正明1 （1富山大院薬, 2富山大院医, 3富山大院工, 4医薬
基盤研）

3 月 27 日（金）　午前
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

中枢神経系③
米田 幸雄（金沢大院医薬保）

27T-am01S
 9:00

AMPA 受容体を介した Zn2+シグナル過多による維持
された長期増強の障害
○久恒 麻里衣1, 中田 裕之1, 藤井 洋昭1, 南埜 達也1,
玉野 春南1, 武田 厚司1 （1静岡県大薬）

27T-am02S
 9:12

海馬歯状回顆粒細胞内 Zn2+シグナル過多による記憶
獲得障害
○土屋 友香1, 藤瀬 裕貴1, 鈴木 美希1, 藤井 洋昭1, 玉
野 春南1, 武田 厚司1 （1静岡県大薬）

27T-am03S
 9:24

海馬長期増強現象におけるシアリダーゼの機能解明
○山下 千晶1, 南 彰1, 堀井 雄樹1, 大坪 忠宗2, 池田 潔2,
鈴木 隆1 （1静岡県大薬・生化学, 2広島国際大薬・有機
合成化学）

27T-am04S
 9:36

神経回路における恒常的自発活動の維持機構
○石川 智愛1, 岡本 和樹1, 池谷 裕二1 （1東大・院薬・薬
品作用）

27T-am05S
 9:48

母子分離・社会隔離ストレスによる神経障害性疼痛
増悪へのグリア細胞の関与
○木下 恵1, 西中 崇1, 中本 賀寿夫1, 徳山 尚吾1 （1神戸
学院大薬・臨床薬学）

27T-am06S
 10:00

アルツハイマー病治療薬リバスチグミンの長期隔離
飼育誘発感覚情報処理障害に対する作用
○東野 功典1, 梅木 孝弘1, 吾郷 由希夫1, 田熊 一敞1,2,
松田 敏夫1,3 （1阪大院薬, 2阪大院歯, 3阪大院連合小児
発達）

中枢神経系④
武田 弘志（国際医福大薬）

27T-am07
 10:15

学習性無力ラットのうつ病様行動におけるニコチン
の影響
○相良 英憲1, 磯岡 奈未1, 岡部 隆博1, 田中 亮裕2, 荒
木 博陽2 （1松山大薬医薬情報解析学, 2愛媛大病院薬）

27T-am08
 10:27

アミロイド β 誘発性一過性記憶障害におけるシナプ
ス Zn2+の関与
○玉野 春南1, 中村 仁聡1, 藤井 洋昭1, 植松 千裕1, 南
埜 達也1, A.I. BUSH2, 武田 厚司1 （1静岡県大院薬, 2メ
ルボルン大）

27T-am09
 10:39

ドネペジル中枢投与の心保護作用における末梢性
α7-ニコチン性アセチルコリン受容体の役割
○李 梅花1, 鄭 燦1, 川田 徹1, 稲垣 正司1, 上村 和紀1,
杉町 勝1 （1国立循環器病研究センター）

27T-am10
 10:51

Cyclooxygenase (COX) 阻害作用を持たない
meloxicam 類縁体も MPP+誘発 SH-SY5Y 神経細胞死
を抑制する
○坂口 智己1, 小野 尚志1, 海東 和麻2, 山本 譲1, 神山
直也1, 高橋 恭子2, 粟屋 敏雄1, 福土 将秀1, 大江 知之2,
増野 匡彦2, 田﨑 嘉一1 （1旭川医大病院薬, 2慶應大薬）

27T-am11
 11:03

ミクログリアに発現する P2X4 受容体を標的とした
神経障害性疼痛治療薬の探索
○山下 智大1, 張 佳明1, 津田 誠2, 齊藤 秀俊1, 井上
和秀1 （1九大院薬・薬理, 2九大院薬・ライフ）

27T-am12
 11:15

特発性基底核石灰化症に関連するリン酸トランス
ポーターの脳内局在と機能解析
○岩下 わかな1, 位田 雅俊1, 入山 真先1, 保住 功1 （1岐
阜薬大・薬・薬物治療）
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3 月 27 日（金）　午後
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

炎症・免疫系・その他
福井 裕行（徳島大院 HBS 研究部）

27T-pm01
 13:30

ワクチンの副作用軽減を目的とした抗原特異的 IgA
の応用：アナフィラキシーおよび免疫応答に対する
抑制作用
○八巻 耕也1, 吉野 伸1 （1神戸薬大）

27T-pm02
 13:42

IgE により誘導されるアトピー性皮膚炎様症状にお
ける thymic stromal lymphopoietin および IL-17A の
役割
○水谷 暢明1, Sae-Wong CHUTHA1, 吉野 伸1 （1神戸
薬大）

27T-pm03
 13:54

コーヒー摂取が Th17 細胞分化及び炎症性腸疾患の
病態に及ぼす影響の検討
○岡本 能弘1, 原 隆純1, 高橋 洋在1, 福井 貴史1, 増澤
俊幸1 （1千葉科学大薬）

27T-pm04
 14:06

スタチン催奇性分子機構の解析
内田 好海1, ○仁科 博史1 （1東京医歯大）

27T-pm05
 14:18

ドパミン受容体、ドパミントランスポーターおよび
CYP2A6 の遺伝子多型と喫煙中止およびニコチン依
存との関連性についてのヒト対象研究
○大本 まさのり1, 水上 文子1, 黒沢 優希1, 宮城 勇己1,
高橋 達雄1, 古林 伸二郎1, 光本 泰秀1 （1北陸大薬）

中枢神経系⑤
石毛 久美子（日本大薬）

27T-pm06S
 14:45

M-CSF を処置した骨髄由来アミロイド β 貪食細胞の
加齢に伴う機能変化の解析
○河西 翔平1, 高田 和幸1, 黒田 絵莉子1, 杉野 友紀1,
北村 佳久1, 芦原 英司1 （1京都薬大）

27T-pm07S
 14:57

既承認薬ライブラリーを用いた新規アルツハイマー
病治療薬の探索
○会見 昂大1, 鈴木 功一郎1, 星野 竜也1, 水島 徹1 （1慶
應大薬）

27T-pm08S
 15:09

脳内 sodium-glucose transporter を介したナトリウムの
細胞内流入が脳虚血性神経障害発現に及ぼす影響
○山﨑 由衣1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1 （1神戸学院大・
薬・臨床薬学）

27T-pm09S
 15:21

脳虚血性神経障害の発現に対する脳内 sodium-
glucose transporter-1 の関与
○有田 恭子1, 山﨑 由衣1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1 （1神
戸学院大薬・臨床薬学）

27T-pm10S
 15:33

過酸化水素／グルコース負荷後の神経細胞死発現に
対する sodium-glucose transporter type 1 の関与
○荻原 沙知1, 小野 安紀子1, 山﨑 由衣1, 原田 慎一1,
徳山 尚吾1 （1神戸学院大薬・臨床薬学）

27T-pm11
 15:45

初代培養神経細胞におけるノルアドレナリンの過酸
化水素誘発神経細胞死抑制作用
○根来 亮介1, 吉岡 靖啓1, 門居 久嗣1, 山室 晶子1, 石
丸 侑希1, 前田 定秋1 （1摂南大薬）

中枢神経系⑥
津田 誠（九大院薬）

27T-pm12S
 16:00

TRPC6 阻害による末梢循環障害改善作用
○松金 良祐1, 島内 司1,2, 冨田 拓郎1,2, 西村 明幸2, 西
田 基宏1,2 （1九大院薬, 2自然科学研究機構 岡崎統合
バイオサイエンスセンター 心循環シグナル研究部門）

27T-pm13S
 16:12

マウス背部皮下金属線埋入モデルにおける金属溶出
機構：シクロオキシゲナーゼ-2 の関与
○佐藤 大樹1, 岸本 祐1, 浅川 三喜1, 沖田 喜幸1, 高桑
志帆1, 成島 尚之2, 平澤 典保1 （1東北大院薬, 2東北大
院工）

27T-pm14S
 16:24

アストロサイト突起における視覚応答のパターン
解析
○浅田 晶子1, 松木 則夫1, 池谷 裕二1 （1東大院薬・薬
品作用）

27T-pm15S
 16:36

地磁気情報を用いた視覚障がいの神経補綴
○乘本 裕明1, 池谷 裕二1,2 （1東大院薬, 2脳情報通信融
合研セ）

27T-pm16S
 16:48

経験に依存したマウス共感行動の調節
○坂口 哲也1, 岩嵜 諭嗣1, 岡本 和樹1, 阿部 麗実1, 池
谷 裕二1 （1東大院薬・薬品作用）

27T-pm17S
 17:00

下辺縁皮質ドパミンシグナルによる扁桃体脱抑制を
介した恐怖復元の制御
○人羅（今村） 菜津子1, 野村 洋1, 三浦 友樹1, 手代木
知恵1, 松木 則夫1, 池谷 裕二1 （1東大院薬）

3 月 27 日（金）　午前
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

内分泌・代謝系
小山 豊（大阪大谷大薬）

27U-am01
 9:00

AMPK 活性化剤は運動療法模倣薬となり得るか？－
メタボローム解析からの検討－
○宮本 理人1,2, 江川 達郎3, 大島 里詠子3, 黒木 英梨
子3, 土屋 浩一郎2, 林 達也3 （1徳島大薬・総合薬学研究
推進・生理化学解析薬理, 2徳島大薬・医薬品機能生化
学, 3京大・人間環境学・運動医科学）

27U-am02
 9:12

2 型糖尿病マウスの肝臓及び血管機能における
GRK2 siRNA 投与の影響
○飛田 麻里1, 田口 久美子1, 小柴 春香1, 松本 貴之1,
小林 恒雄1 （1星薬大・医薬研・機能形態学）

27U-am03
 9:24

TGF-β 刺激による肥満細胞の c-Kit 表面発現減少機
構についての検討
○吉田 深香1, 山中 直哉1, 野崎 晴太1, 幡 洋輔1, 樋本
雄紀1, 福石 信之1, 赤木 正明1 （1徳島文理大薬）

27U-am04
 9:36

骨髄由来肥満細胞における P2X7 受容体を介した炎
症性サイトカイン産生
○久保木 貴広1, 田沼 靖一1, 月本 光俊1 （1東京理大
薬）

27U-am05
 9:48

H2O2 による膵 β 細胞アポトーシス誘導機構の解明
○澤谷 俊明1, 金子 雪子1, 佐藤 太治1, 野口 亜希子1,
石川 智久1 （1静岡県大薬）

27U-am06
 10:00

小児期のフルクトース過剰摂取が将来の勃起機能に
与える影響－終末糖化産物に着目した検討－
○中村 大学1, 堀田 祐志1, 矢萩 亮1, 片岡 智哉2, 前田
康博1, 木村 和哲1,2,3 （1名市大院薬, 2名市大院医, 3名市
大病院薬）

薬物代謝
小澤 光一郎（広島大院医歯薬）

27U-am07
 10:15

サリドマイドによるヒト P450 酵素自己誘導機構に
及ぼす要因
○村山 典恵1, 矢島 加奈子1, 柴田 哲夫2, 鵜藤 雅裕1,
山崎 浩史1 （1昭和薬大, 2名古屋工大）

27U-am08
 10:27

シトクロム P450 3A4 による UDP-グルクロン酸転移
酵素 1A7 バリアントの機能変動：W208R 変異は補
酵素親和性の低下に関与しない
○江越 菜月1, 木下 亨佑1, 古葉 弘樹1, 生城 真一2, 永
田 清3, 山添 康4, マッケンジー ピーター5, 山田 英之1,
石井 祐次1 （1九大院薬, 2富山県大工, 3東北薬大, 4内閣
府, 5フリンダース大医）

27U-am09
 10:39

カニクイザルシトクロム P450 2C9 の基質特異性に関
する検討
○保坂 信哉1,2, 村山 典恵1, 薩川 正広2, 清水 万紀子1,
上原 正太郎1, 岩﨑 一秀3, 岩野 俊介1, 宇野 泰広3, 山
崎 浩史1 （1昭和薬大, 2科研製薬, 3新日本科学）
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27U-am10
 10:51

チトクロム P450 2A6 野生型と全欠損型遺伝子の迅
速判定法
○清水 万紀子1, 岸本 いずみ1, 澤谷 怜1, 山崎 浩史1

（1昭和薬大）

27U-am11
 11:03

UDP-Glucuronosyltransferase 2B7 の小胞体局在に関
与する複数のドメイン構造
○木村 天1, 宮内 優1, 廣田 有子1, 田中 嘉孝1, マッケ
ンジー ピーター2, 山田 英之1, 石井 祐次1 （1九大院薬,
2フリンダース大医）

27U-am12
 11:15

HepG2 細胞における CYP3A4 タンパク質の発現制御
○宮田 和弥1, 森本 真宗1, 伊藤 友香1, 井上 靖道1, 林
秀敏1 （1名市大院薬）

3 月 27 日（金）　午後
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

循環器・呼吸器系
石井 邦雄（北里大薬）

27U-pm01
 13:30

心臓線維芽細胞における低酸素ストレス応答
○岩城 貴之1, 小野 綾子1, 沖野 礼行1, 井熊 研斗1, 稲
川 知子1, 高野 博之1 （1千葉大院薬 分子心血管薬理
学）

27U-pm02
 13:42

心筋細胞の低酸素ストレスに対する DPP-4 阻害薬の
作用機序の解明
○沖野 礼行1, 王 海秀1, 井熊 研斗1, 岩城 貴之1, 稲川
知子1, 高野 博之1 （1千葉大院薬 分子心血管薬理学）

27U-pm03
 13:54

血管内皮細胞の低酸素ストレスに対する DPP4 阻害
薬の効果について
○井熊 研斗1, 長嶺 あかり1, 岩城 貴之1, 沖野 礼行1,
稲川 知子1, 高野 博之1 （1千葉大院薬 分子心血管薬理
学）

27U-pm04
 14:06

EGFR 阻害薬による肺障害と eIF2α のリン酸化
○小山 智志1, 大村 友博1, 中川 俊作1, 今井 哲司1, 米
澤 淳1, 中川 貴之1, 松原 和夫1 （1京大病院薬）

27U-pm05
 14:18

ビタミン C の欠損は、慢性閉塞性肺疾患モデルマウ
スにおける呼吸機能低下や肺気腫病態を悪化させる
○首藤 剛1, 坂口 由起1, 野原 寛文1,2, 亀井 竣輔1,2, 藤
川 春花1, 近藤 嘉高3, Mary Ann SUICO1, 石神 昭人3,
甲斐 広文1,2 （1熊本大院薬・遺伝子機能応用学, 2熊本
大リーディング大学院HIGOプログラム, 3東京健康長
寿医セ研・老化制御研究）

27U-pm06
 14:30

NASH 形成過程における肝臓長鎖脂肪酸受容体
GPR120/FFAR4 の関与
○小畑 友紀雄1, 中本 賀寿夫1, 森本 泰子2, 原田 慎一1,
金 啓二3, 金 守良4, 徳山 尚吾1 （1神戸学院大薬・臨床
薬学, 2神戸学院大薬・健康支援, 3神戸朝日病院 薬,
4神戸朝日病院 消化器科）

呼吸器系・消化器系
南 雅文（北大院薬）

27U-pm07S
 14:45

慢性閉塞性肺疾患（COPD）モデルマウスを用いた
レチノイン酸の肺胞修復効果と予防効果の検討
○大礒 裕輝1, 堀口 道子1,2,3, 山下 親正1,2,3 （1東京理大
薬, 2東京理大薬DDS研セ, 3東京理大戦略的物理製剤
学研究基盤セ）

27U-pm08S
 14:57

マウスにおけるアレルギー性気道炎症発現に及ぼす
親世代抗原曝露の影響
千葉 義彦1, ○小早川 智帆1, 田上 元1, 多田 沙織1, 酒
井 寛泰2, 花崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬
大・疾患病態解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

27U-pm09S
 15:09

マウスにおけるアレルギー性気道炎症発現に及ぼす
高メチル供与食餌の影響
千葉 義彦1, ○東 陽子1, 團野 駿太1, 川田 明1, 酒井
寛泰2, 花崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬大・
疾患病態解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

27U-pm10S
 15:21

モルヒネによる便秘は、セロトニンの分泌亢進を介
した大腸 AQP3 の発現増加により発症する
○今 理紗子1, 五十嵐 信智1, 早川 晃央1, 羽賀 裕介1,
笛木 愛華1, 落合 和1, 杉山 清1 （1星薬大）

27U-pm11S
 15:33

デキストラン硫酸ナトリウム誘起大腸炎の病態にお
けるセロトニン/5-HT3 受容体およびサブスタンス
P/NK1 受容体の関与
○内海 大知1, 諸頭 温奈1, 松本 健次郎1, 天ヶ瀬 紀
久子1, 加藤 伸一1 （1京都薬大・病態薬系・薬物治療）

27U-pm12
 15:45

ストレス誘発下痢モデルにおける p-
chlorophenylalanine による抗下痢作用と in vivo セロ
トニン合成酵素（TPH）阻害活性との関連性解析
○北里 拓哉1, 嶋岡 琢磨1, 山嵜 紘子1, 田中 健一1, 増
子 聡1, 伊藤 良樹1 （1佐藤製薬）

炎症・免疫系・循環器系
川畑 篤史（近畿大薬）

27U-pm13S
 16:00

レンコンに含まれる抗アレルギー活性の分布と品種
依存性
○武田 真由子1, 水口 博之1, 川田 知加1, 湧川 朝治1,
永峰 賢一2, 田辺 英矢2, 沢田 英司3, 篠原 啓子3, 福井
裕行4 （1徳島大院・HBS研究部・分子情報薬理学分野,
2ニチレイバイオサイエンス, 3徳島農総技セ, 4徳島大
院・HBS研究部・分子難治性疾患学分野）

27U-pm14S
 16:12

マウス抗原誘発鼻粘膜炎症に及ぼす高メチル供与食
餌の影響
千葉 義彦1, ○齊藤 有紀1, 清田 佳奈1, 酒井 寛泰2, 花
崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬大・疾患病態
解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

27U-pm15S
 16:24

マウス抗原誘発過敏性鼻粘膜組織における miRNA
発現変動に及ぼす高メチル供与食餌の影響
千葉 義彦1, ○鈴木 薫平1, 三好 亮麻1, 酒井 寛泰2, 花
崎 元彦3, 片山 浩3 （1星薬大・生物, 2星薬大・疾患病態
解析, 3川崎医大・麻酔・集中治療3）

27U-pm16S
 16:36

ラット摘出頸動脈におけるセロトニン誘発収縮反応
に対するグルコース及びインスリンの影響
○渡邊 駿1, 松本 貴之1, 山田 浩介1, 足立 都将1, 尾田
未来1, 高木 淳也1, 松原 花歩1, 野一色 柚葉1, 比嘉 輝1,
木本 靖子1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1 （1星薬大・医薬
研・機能形態学）

27U-pm17S
 16:48

2 型糖尿病モデルラット（OLETF ラット）腎動脈の
ウリジンアデノシンテトラフォスフェートおよびフェ
ニレフリン収縮反応に対するエージングの影響
○安藤 眞1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 山田 浩介1, 井口
舞香1, 鳥羽 美貴子1, 金津 智絵1, 新井 隆三1, 上原
千晶1, 佐川 なつ実1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1 （1星薬
大・医薬研・機能形態学）

27U-pm18S
 17:00

自然発症高血圧ラット大腿動脈におけるノルエピネ
フリン収縮に対するニューロペプチド Y の効果
○井口 舞香1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 安藤 眞1, 山田
浩介1, 足立 都将1, 尾田 未来1, 木本 靖子1, 高木 淳也1,
松原 花歩1, 野一色 柚葉1, 比嘉 輝1, 田口 久美子1, 小
林 恒雄1 （1星薬大・医薬研・機能形態学）

3 月 27 日（金）　午前
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

脳・神経系①
香月 博志（熊本大院薬）

27V-am01
 9:00

ラット脳アストログリア細胞を用いた脳卒中発症因
子の探索―硫化水素の関与―
○十万 佐知子1, 奈良 安雄1, 安井 菜穂美1, 高道 二
千香1, 奥田 浩人1, 三木 知博1 （1武庫川女大 薬）
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27V-am02
 9:12

アルツハイマー病リスク遺伝子 TREM2(R47H)を発
現するヒトミクログリア細胞株の樹立
○朝比奈 直弘1, 山本 洋司1, 川名 夏生1, 滝谷 美香1,
三次 潤子1, 北野 翔大1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1 （1明治薬
大バイオインフォマティクス）

27V-am03
 9:24

NNA1 と筋萎縮性側索硬化症責任遺伝子 C9orf72 の
共発現
○北野 翔大1, 山本 洋司1, 川名 夏生1, 滝谷 美香1, 三
好 潤子1, 朝比奈 直弘1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1 （1明治薬
大）

27V-am04
 9:36

高コレステロール食給餌が脳における TNFα の発現
量と脳機能に与える影響
○叶川 友里1, 渡辺 健太2, 須藤 知子2, 藤吉 正哉1, 橋
本 謙二3, 藤田 有子3, 安部 寛子4, 有吉 範高1,2, 石井 伊
都子1,2 （1千葉大院薬, 2千葉大病院薬, 3千葉大 社会精
神, 4千葉大 法医）

27V-am05
 9:48

オペラントシステムを用いたマウス視覚時間分解能
評価系の確立
○野村 悠一郎1, 横田 理1,3, 三田 純平1,2, 生田 昌平1,2,
内田 大地1, 瀧澤 伸剛1,2, 天野 晃2,5, 下ノ村 和弘4, 小
池 千恵子1,2 （1立命館大薬, 2立命館大院生命科学, 3立
命館大総合科学技術研究機構, 4立命館大理工, 5立命
館大生命科学）

27V-am06
 10:00

脳老化における α2-antiplasmin 及び plasminogen/
plasmin の関与
○池田 夏菜子1, 河下 映里1, 菅野 陽介1, 呉竹 紘実1,
土田 佳穂1, 松尾 理2 （1同志社女大薬, 2近畿大医）

脳・神経系②
中川 貴之（京大病院）

27V-am07S
 10:15

網膜 ON 型双極細胞視覚伝達チャネル TRPM1 ノッ
クアウトマウス網膜の電気生理学的解析
○大下 陽介1, 瀧澤 伸剛3, 古藤 諒1, 川島 桐吾3, 谷田
裕樹4, 多賀 駿4, 吉田 圭祐1, 石金 浩史5, 古川 貴久6, 天
野 晃2, 下ノ村 和弘2, 北野 勝則2, 坪 康宏2, 小池 千
恵子2 （1立命館大薬, 2立命館大視覚科学統合研セ, 3立
命館大生命, 4立命館大情理, 5専修大人間科学, 6阪大
蛋白質研）

27V-am08S
 10:27

リーリンの特異的切断による不活化の分子機構と生
理的意義の解明
○奥村 恭子1, 鯉江 真利1, 久永 有紗1, 荻野 ひまり1,
河野 孝夫1, 服部 光治1 （1名市大院薬）

27V-am09S
 10:39

老齢ラットにおける海馬歯状回長期増強と Zn2+シグ
ナルの作用
○大澤 美紗1, 玉野 春南1, 小池 勇太1, 武田 厚司1 （1静
岡県大薬）

27V-am10S
 10:51

海馬歯状回における Zn2+の動態および LTP 発現への
影響
○佐藤 祥子1, 佐々木 美紅1, 小川 泰右1, 玉野 春南1,
武田 厚司1 （1静岡県大薬）

27V-am11S
 11:03

モデルマウスを用いた副腎白質ジストロフィーに対
する骨髄移植効果の解析
○松本 隼1, 守田 雅志1, 渡邉 康春2, 長井 良憲2, 小林
博司3, 山本 誠士2, 石井 陽子2, 笹原 正清2, 高津 聖
志2,4, 今中 常雄1 （1富山大院薬, 2富山大院医, 3慈恵医
大, 4富山薬事研）

27V-am12S
 11:15

アルツハイマー病神経病理における DYRK1A と
RCAN1 の機能的役割に関する研究
○川久保 昂1, 金城 亜衣美2, 池原 健太1, 宮田 愛彦3,
垣矢 直雅4, 津吹 聡4, 西道 隆臣4, 池内 健5, 丸山 敬6,
浅井 将1, 城谷 圭朗1, 岩田 修永1 （1長崎大院医歯薬,
2長崎大薬, 3京大院理, 4理研脳センター, 5新潟大脳研,
6埼玉医大）

3 月 27 日（金）　午後
V 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M114

遺伝子構造・クロマチン
長田 茂宏（名市大院薬）

27V-pm01
 13:30

核内チロシンリン酸化を介したクロマチン構造変換
の分子メカニズムの解析
○久保田 翔1, 森井 真理子1, 幸 龍三郎1, 山口 弘美1,
山口 憲孝1, 青山 和正1, 久家 貴寿2, 朝長 毅2, 山口
直人1 （1千葉大・院薬・分子細胞生物学, 2医薬基盤研・
プロテオームリサーチ）

27V-pm02
 13:42

In vivo においてポジショニングしたヌクレオソーム
のケミカルマッピング
布施 智博1, 市川 雄一2, 勝俣 光司1, 向 由起夫3, 渋沢
庸一4, 胡桃坂 仁志2, ○清水 光弘1 （1明星大理工, 2早
稲田大院先進理工/理工研, 3長浜バイオ大, 4東京薬大
薬）

27V-pm03S
 13:54

心不全時におけるエピジェネティックなヒストンア
セチル化転写制御機構
○船本 雅文1, 砂川 陽一1,2, 刀坂 泰史1,2, 鈴木 秀敏1,
和田 啓道2, 島津 章2, 長谷川 浩二2, 森本 達也1 （1静岡
県大院薬, 2京都医療センター, 3静岡県立総合病院）

27V-pm04S
 14:06

ErbB4 の核内チロシンリン酸化を介したヒストンメ
チル化酵素の制御
○中條 暖奈1, 石橋 賢一1, 青山 和正1, 久保田 翔1, 長
谷川 仁美1, 柴崎 美里1, 山口 弘美1, 山口 憲孝1, 山口
直人1 （1千葉大院薬 分子細胞生物学）

転写①
西塚 誠（名市大院薬）

27V-pm05
 14:20

P19 細胞神経分化誘導初期に観察される Tal2 遺伝子
の転写機構
○小林 隆信1, 森川 雅行1, 鈴木 雅代1, 喜納 克仁1, 宮
澤 宏1 （1徳島文理大香川薬）

27V-pm06
 14:32

核内レセプターによるアロマターゼ遺伝子の転写
制御
○本田 伸一郎1, 小迫 知弘1, 相川 晃慶1, 坂田 晃1, 刀
根 菜七子1, 原田 信広2, 添田 秦司1 （1福岡大薬, 2藤田
保健衛生大医）

27V-pm07
 14:44

肝臓の脂肪蓄積における LXRα と PPARγ シグナルと
の関連性
○藍原 大甫1, 松末 公彦1, 松尾 康平1, 瀧口 総一2, 山
野 茂1 （1福岡大薬, 2九州がんセンター臨床研究部）

27V-pm08S
 14:56

新規 GATA4 結合タンパク質 MEP50 による心肥大反
応調節機構
○宮崎 雄輔1, 刀坂 泰史1,2, 櫻井 涼賀1, 砂川 陽一1,2,
鈴木 秀敏1, 和田 啓道2, 島津 章2, 長谷川 浩二2, 森本
達也1,3 （1静岡県大薬, 2京都医療セ, 3静岡県総病院）

27V-pm09S
 15:08

新規脂肪細胞分化関連因子 FAD24 が NF-κB を介す
るプロモーター活性に与える影響
○金森 涼太1, 西塚 誠1, 落合 なつき1, 長田 茂宏1, 今
川 正良1 （1名市大院薬）

転写②・翻訳
高橋 良哉（東邦大薬）

27V-pm10S
 15:25

c-Abl による核内新規基質を介した転写制御
○柴崎 美里1, 山口 憲孝1, 久保田 翔1, 青山 和正1, 中
條 暖奈1, 山口 弘美1, 山口 直人1 （1千葉大・院薬・分子
細胞生物学）

27V-pm11S
 15:37

機能未知遺伝子 liver PPARγ-dependent gene 3 (lpd3)
の脂肪肝における細胞内局在の決定
○松尾 康平1, 松末 公彦1, 藍原 大甫1, 瀧口 総一2, 山
野 茂1 （1福岡大薬, 2九州がんセンター臨床研究部）
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27V-pm12S
 15:49

ポリアミンにより翻訳レベルで合成促進される翻訳
伸長因子 eEF1A の促進機構解析
○吉田 健人1, 照井 祐介1, 坂本 明彦1, 笠原 拓馬1, 富
取 秀行1, 五十嵐 一衛2,3, 柏木 敬子1 （1千葉科学大薬,
2千葉大院薬, 3アミンファーマ研）

27V-pm13
 16:01

膵癌細胞における ABH3 の RNA 脱メチル化を介し
たタンパク質翻訳制御機構の解明
○河口 恵1, 上田 裕子1, 北惠 郁緒里1, 仲井 秀一1, 大
塩 郁幹1, 小林 巧明1, 神宮司 健太郎1, 深田 宗一朗1,
青木 俊二2, 馬渕 美雪2, 田中 明人2, 辻川 和丈1 （1阪大
院薬, 2兵庫医療大薬）

翻訳後修飾・修復
仲矢 道雄（九大院薬）

27V-pm14
 16:18

TRAF6 ポリユビキチン化を抑制する低分子化合物の
シグナル伝達経路への作用と抑制メカニズムの検討
○古賀 涼子1, 江島 智彦2, 金丸 陽亮2, 柴田 佑里3, 田
口 祐3, 井上 純一郎3, 大塚 雅巳1, 藤田 美歌子2 （1熊本
大院・生命科学, 2熊本大・薬, 3東大・医科研）

27V-pm15
 16:30

PRMT5 のメチル化活性がもたらす心肥大反応遺伝
子転写抑制への影響
○若林 弘樹1, 中田 淳也1, 刀坂 泰史1,2, 北條 祐也1, 砂
川 陽一1,2, 鈴木 秀敏1, 和田 啓道2, 島津 章2, 長谷川
浩二2, 森本 達也1,3 （1静岡県大薬, 2京都医療セ, 3静岡
県総病院）

27V-pm16
 16:42

ABH family 分子による RNA エピジェネティクス
制御
○大塩 郁幹1, 上田 裕子1, 北惠 郁緒里1, 河口 恵1, 仲
井 秀一1, 深田 宗一朗1, 原田 和生1, 平田 収正1, 辻川
和丈1 （1阪大院薬）

27V-pm17
 16:54

v-Src による Rad17-Rad9 相互作用の阻害を介した
ATR 依存的 DNA 損傷チェックポイントの不活性化
機構
○福本 泰典1, 三浦 崇仁1, 森井 真理子1, 久保田 翔1,
本田 拓也1, 久保田 将一1, 盛永 敬郎1, 山口 憲孝1, 中
山 祐治2, 山口 直人1 （1千葉大院薬・分子細胞生物学,
2京都薬大・生化学）

27V-pm18
 17:06

DNA 修復因子 ERCC1-XPF の安定性と細胞内局在
性を決定する要因の解析
○高森 千枝1, 宮崎 幸太郎1, 西永 真理1, 大澤 琢郎1,
若杉 光生1, 松永 司1 （1金沢大院医薬保）

3 月 27 日（金）　午前
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

細胞応答①
小林 恒雄（星薬大）

27W-am01
 9:00

ユビキチン化修飾酵素 A20 はユビキチン結合酵素
cIAP1 を介して NF-κB と細胞死を制御する
○山口 憲孝1, 山口 直人1 （1千葉大院薬・分子細胞生
物学）

27W-am02
 9:12

補中益気湯のオートファジーを介した抗インフルエ
ンザウイルス機構の検討
○髙梨 馨太1, 団 克昭2, 本村 朋子1, 神崎 晶1, 渡辺
賢治2, 小川 郁1 （1慶應大医・耳鼻科, 2慶應大医・漢方
医セ）

27W-am03
 9:24

新規タモキシフェン類縁体リダイフェン B による
オートファジーは Atg5 に依存する
○酒本 聖也1, 岩澤 卓弥1, 植竹 祥子2, 水澤 彰人2, 中
田 健也3, 椎名 勇2, 四宮 貴久1,4, 長原 礼宗1 （1東京電
大理工, 2東京理大理, 3島根大総合理工, 4青森大薬）

27W-am04S
 9:36

抗癌剤リダイフェン B が誘導するリソソーム形成の
増加にはピロリジン構造が必要である
○岩澤 卓弥1, 酒本 聖也1, 植竹 祥子2, 水澤 彰人2, 中
田 健也3, 椎名 勇2, 四宮 貴久1,4, 長原 礼宗1 （1東京電
大理工, 2東京理大理, 3島根大総合理工, 4青森大薬）

27W-am05S
 9:48

HIF1α 依存的な塩化コバルトによる Hsp105 の核局
在化
○三上 大貴1, 齊藤 洋平1, 久家 貴寿1, 山岸 伸行1, 中
山 祐治1 （1京都薬大）

27W-am06S
 10:00

アポトーシスにおける Src 型チロシンキナーゼによ
るチロシンリン酸化の役割
○森井 真理子1, 久保田 翔1, 本田 拓也1, 青山 和正1,
幸 龍三郎1, 九鬼 和雅1, 米谷 詩織1, 山口 憲孝1, 山口
直人1 （1千葉大・院薬・分子細胞生物学）

細胞応答②
竹島 浩（京大院薬）

27W-am07
 10:18

酸化ストレスに対するホモシステイン酸の影響
○佐藤 恵亮1, 山 佳織1, 村尾 優1, 立浪 良介1, 丹保
好子1 （1北海道薬大）

27W-am08
 10:30

ヒト肺線維芽細胞の遊走性に関する研究
○大原 宏司1, 松本 和1, 戸上 紘平2, 佐藤 安訓1, 上野
明道1, 多田 均2, 早坂 正孝1 （1奥羽大薬, 2北海道薬大）

27W-am09
 10:42

ABH3 の DNA 脱メチル化酵素活性制御による非小
細胞肺癌細胞の表現型解析
○仲井 秀一1, 大塩 郁幹1, 河口 恵1, 上田 裕子1, 北惠
郁緒里1, 小林 巧明1, 神宮司 健太郎1, 深田 宗一朗1, 辻
川 和丈1 （1阪大院薬）

27W-am10
 10:54

p53 の機能喪失は IRE1 経路の活性化を誘導し、癌細
胞における小胞体の機能を亢進させる
○難波 卓司1 （1高知大総合研究センター）

27W-am11S
 11:06

シュワン細胞におけるカドミウムの細胞傷害に対す
るエパルレスタットの影響
○村尾 優1, 山 佳織1, 佐藤 恵亮1, 立浪 良介1, 丹保
好子1 （1北海道薬大）

27W-am12S
 11:18

エパルレスタットによるグルタチオン合成誘導に関
する研究
○山 佳織1, 佐藤 恵亮1, 村尾 優1, 立浪 良介1, 丹保
好子1 （1北海道薬大）

3 月 27 日（金）　午後
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

免疫・生体防御①
杉本 幸彦（熊本大院薬）

27W-pm01S
 13:30

新規 α9 インテグリンリガンド Lymphotactin の同定
と機能解析
○中鶴 拓也1, 松本 尚樹1, 紅露 ひとみ1, 松田 正1, 今
重之1 （1北大薬）

27W-pm02
 13:42

雌個体における慢性閉塞性肺疾患(COPD)の病態形
成増悪化への卵巣の関与
○新倉 雄一1, 本多 桜子1, 関 夏実1, 脇野 健太郎1, 依
田 紗織1, 水戸部 森歌1, 毛利 真弓1, 村井 愛美1, 大藪
依子1, 山下 直美1 （1武蔵野大薬）

27W-pm03
 13:54

Mycobacterium avium 感染マウスの造血幹細胞の
解析
○益見 厚子1, 持田 恵子2, 滝澤 和也1,3, 水上 拓郎1, 森
茂太郎2, 柴山 恵吾2, 浜口 功1 （1国立感染研・血液・安
全性, 2国立感染研・細菌第二, 3放医研）

27W-pm04
 14:06

TRAIL 耐性メカニズムの解明と新しいサイトカイン
療法
○熊崎 実南1, 篠原 悠1, 辻村 野乃香2, 倉永 祐希2, 岩
附 綾子3, 酒井 美来3, 赤尾 幸博1 （1岐阜大院 連合創薬
医療情報, 2岐阜大院 工 生命工, 3岐阜大 工 生命工）

27W-pm05
 14:18

テネイシン C 分子内領域による動脈硬化病態調節
○伊豫田 拓也1,2, 風間 美香1, 竹田 康次郎1, 深井 文
雄1,2 （1東京理大薬, 2東京理大・総研機構・戦略的物理
製剤学研究基盤セ）
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27W-pm06
 14:30

アレルゲン親和性による IgE 受容体の機能制御
○鈴木 亮1,4, Sarah LEACH1, Wenhua LIU1, Evelyn
RALSTON1, Jorg SCHEFFEL1, Weiguo ZHANG2,
Clifford LOWELL3, 平嶋 尚英4, Juan RIVERA1 （1アメ
リカ国立衛生研究所, 2デューク大, 3カリフォルニア
大サンフランシスコ校, 4名市大院薬）

免疫・生体防御②
田中 智之（岡山大院医歯薬）

27W-pm07
 14:48

培地の種類がマクロファージの活性化に及ぼす影響
○河村 佳奈1, 川上 智也1, 小池 敦資1, 藤森 功1, 天野
富美夫1 （1大阪薬大）

27W-pm08
 15:00

マウス T リンパ腫細胞株、EL-4 細胞由来のマクロ
ファージ活性化因子の精製
○川上 智也1, 酒井 隆浩1, 塚部 章子1, 小池 敦資1, 藤
森 功1, 天野 富美夫1 （1大阪薬大）

27W-pm09S
 15:12

T 細胞受容体シグナルにおける STAP-1 及び STAP-2
の役割
○小澤 清貴1, 齋藤 浩大1, 安次富 大1, 関根 勇一1, 室
本 竜太1, 今 重之1, 松田 正1 （1北大薬）

27W-pm10
 15:24

マクロファージの脂質代謝系制御における Tyrosine
kinase 2 (TYK2)の関与
○平島 洸基1, 室本 竜太1, 松田 正1 （1北大院薬）

27W-pm11
 15:36

ケモカインレセプター CCR4 アンタゴニストの特性
解析ならびにアジュバント活性評価
○小山 篤1, 松尾 一彦1, 西脇 敬二1, 義江 修2, 中山
隆志1 （1近畿大薬, 2近畿大医）

27W-pm12
 15:48

ケモカイン MEC/CCL28 の腸管組織における生物学
的役割
○松尾 一彦1, 北田 卓也1, 重田 暁子2, 藤田 貢2, 義江
修2, 中山 隆志1 （1近畿大薬, 2近畿大医）

免疫・生体防御③
中村 一基（武庫川女大薬）

27W-pm13S
 16:06

新規 RXR パーシャルアゴニスト CBt-PMN の炎症性
腸疾患モデルにおける有効性の検討
○滝澤 慧1, 古澤 之裕1,2, 古沢 優貴3, 小林 俊貴3, 山田
翔也3, 加来田 博貴3, 長谷 耕二1,2 （1慶應大薬, 2東大医
科研, 3岡山大院医歯）

27W-pm14S
 16:18

マウスマクロファージ様細胞株における Na+/H+

exchanger 1 の発現調節機構の解析
○高桑 志帆1, 高野 貴幸1, 佐藤 大樹1, 浅川 三喜1, 岸
本 祐1, 沖田 喜幸1, 平澤 典保1 （1東北大院薬）

27W-pm15S
 16:30

糖鎖付加 MUC1 に対する免疫応答による癌の増殖と
転移の抑制
○難波 愛理1,2, 伝田 香里2, 野地 美樹2, 入村 達郎2

（1東大薬, 2聖路加国際大医療イノベーション部）

27W-pm16S
 16:42

Reovirus は TLR3 依存的なシグナルを介して骨髄由
来免疫抑制細胞の免疫抑制能を低下させる
○片山 由貴1, 大屋 由佳子1, 寺沢 優一1, 立花 雅史1,
小檜山 康司2,3, 石井 健2,3, 審良 静男3,4, 水口 裕之1,2,5,
櫻井 文教1 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3免疫フロンティ
ア研究セ, 4阪大微研, 5阪大MEIセ）

27W-pm17S
 16:54

オートファジー関連遺伝子 Atg7 は腸内細菌叢を制
御し大腸炎を抑制する
○坪井 康一郎1,2, 西谷 麻予1, 今井 康之1, 小松 雅明3,
川島 博人2 （1静岡県大薬, 2星薬大, 3新大医）

27W-pm18S
 17:06

新規抗フコシル化糖鎖抗体による炎症反応抑制効果
の検討
○松村 龍志1, 平川 城太朗2, 石原 陽子3, 今井 康之1,
川島 博人2 （1静岡県大薬, 2星薬大, 3久留米大医）

3 月 27 日（金）　午後
X 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M112

糖質
守屋 孝洋（東北大院薬）

27X-pm01
 13:30

高精度第一原理計算を用いた新規抗デングウイルス
阻害剤に対する理論的研究
山藤 歩1, 安倍 智子2, 左 一八3, 寺岡 文照4, 大坪 忠宗4,
鈴木 隆2, 池田 潔4, 森田 公一5, ○常盤 広明1,6 （1立教
大理, 2静岡県大薬, 3会津大短大, 4広島国際大薬, 5長
崎大熱医研, 6立教大未来分子研セ）

27X-pm02S
 13:42

コンドロイチン硫酸による初期軟骨分化過程の制御
とその作用機構の解析
○志田 美春1, 三上 雅久1, 北川 裕之1 （1神戸薬大）

27X-pm03S
 13:54

ヒト I 血液型抗原糖鎖はヒトパラインフルエンザ 3
型ウイルス感染における多核巨細胞形成を促進する
○鈴木 千尋1, 高橋 忠伸1, 福島 圭穣1, 上り口 敬1, 早
川 拓哉1, 高野 舞子1, 田口 理紗1, 榛葉 すみか1, 南 彰1,
鈴木 隆1 （1静岡県大薬）

27X-pm04S
 14:06

抗 Siaα2-3 結合糖鎖特異的抗体の糖鎖認識メカニ
ズム
○上野 史彦1, 都竹 真帆1, 疋田 智也1, 左 一八2, 横山
英志3, 橋本 博3, 鈴木 隆1 （1静岡県大薬生化学, 2会津
大短食物栄養, 3静岡県大薬生命物理化学）

27X-pm05S
 14:18

6-スルホシアリルルイス X 特異的モノクローナル抗
体の樹立とその免疫抑制能の検討
○松浦 寛明1, 松村 龍志1, 永井 基瑛1, 平川 城太朗2,
今井 康之1, 川島 博人2 （1静岡県大薬, 2星薬大）

27X-pm06S
 14:30

皮膚線維芽細胞における二糖コンドロイチン硫酸の
IL-6 及び TNF-α への影響
○北澤 和之1, 加納 聰2, 橋本 フミ惠1, 杉林 堅次1, 徳
留 嘉寛1 （1城西大薬, 2マルホ京都R＆Dセ医薬開発
研）
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3 月 27 日（金）　午前
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

衛生化学・公衆衛生学①
川井 眞好（姫路獨協大薬）

27C-am01
 9:00

長波長紫外線の突然変異誘発機構
○根岸 友惠1, 樊 星1, 鈴木 利典2, 亀井 保博3, 伊吹
裕子4 （1岡山大院医歯薬薬, 2就実大薬, 3基礎生物学研
究所, 4静岡県大食品栄養）

27C-am02
 9:12

東京都内に流通している化粧品におけるパラオキシ
安息香酸エステル（パラベン）の分析
○鈴木 淳子1, 蓑輪 佳子1, 中村 絢1, 立川 孟1, 中村
義昭1, 守安 貴子1, 中江 大1 （1都健安研セ）

27C-am03
 9:24

LC-MS/MS を用いたヒト生体試料中危険ドラッグ成
分のスクリーニングおよび定量分析
○河村 麻衣子1, 花尻（木倉） 瑠理1, 前橋 恭子2, 松本
紗里2, 岩楯 公晴2, 袴塚 高志1 （1国立衛研, 2慈恵医大）

衛生化学・公衆衛生学②
原 俊太郎（昭和大薬）

27C-am04
 9:36

CYP1A1 による経口暴露 BaP が誘導する脂肪肝の抑
制作用
○宇野 茂之1, Daniel W. NEBERT2, 槇島 誠1 （1日本大
医, 2シンシナティ大）

27C-am05
 9:48

メチル水銀毒性発現における細胞内ポリアミン代謝
系の関与
○佐藤 昌幸1, 永沼 章1, 黄 基旭1 （1東北大院薬）

27C-am06
 10:00

脂肪細胞形成に及ぼすメタロチオネイン遺伝子の発
現抑制効果
○門田 佳人1, 鳥内 有里子1, 川上 隆茂1, 佐藤 政男1,
鈴木 真也1 （1徳島文理大薬）

27C-am07
 10:12

眼検査によるアルツハイマー病早期診断を目指し
て：自然発症糖尿病モデル OLETF ラットを用いた
水晶体中アミロイド β 蓄積機構の解明
○長井 紀章1, 真野 裕1, 小谷 幸代1, 伊藤 吉將1 （1近畿
大薬）

衛生化学・公衆衛生学③
川崎 直人（近畿大薬）

27C-am08
 10:30

大豆イソフラボン摂取が血清エストラジオール濃度
と月経周期へ及ぼす影響
○細田 香織1, 柴﨑 浩美2, 横川 彰朋2, 石井 和夫1 （1杏
林大保健, 2東京薬大薬）

27C-am09S
 10:42

牡蠣成分による海馬グルタミン酸作動性神経活動の
抑制
○釋氏 佑紀奈1, 渡辺 貢2, 池田 潔3, 植松 千裕1, 大橋
加純1, 玉野 春南1, 武田 厚司1 （1静岡県大院薬, 2渡辺
オイスター研, 3広島国際大薬）

27C-am10S
 10:54

ヒト結腸がん由来 Caco-2 細胞の K-ras 発現に対する
コーヒーの影響
○中山 拓哉1, 辻山 真1, 多胡 めぐみ1, 田村 悦臣1 （1慶
應大院・薬）

27C-am11S
 11:06

2 型糖尿病マウスモデルにおけるセレンおよび高脂
肪飼料摂取とインスリン抵抗性の関連性
○村野 晃一1, 片岡 佑介1, 堀切 優也1, 荻野 泰史1, 荒
川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1 （1摂南大薬）

27C-am12S
 11:18

ChREBP-β の活性化機構の解明
○吉村 友希1,2, 中川 勉1,2, 崎山 晴彦3, 山本 和宏2, 江
口 裕伸3, 藤原 範子3, 平野 剛1,2, 鈴木 敬一郎3, 平井 み
どり1,2 （1神戸大院医・薬物動態学分野, 2神戸大病院
薬, 3兵庫医大・生化学分野）

27C-am13S
 11:30

内皮細胞のビグリカンは TGF-β シグナルを介してシ
ンデカン-4 の発現を抑制する
○原 崇人1, 吉田 映子1, 藤原 泰之2, 山本 千夏3, 鍜冶
利幸1 （1東京理大薬, 2東京薬大薬, 3東邦大薬）

3 月 27 日（金）　午後
C 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B217

衛生化学・公衆衛生学④
中西 剛（岐阜薬大）

27C-pm01
 13:30

新規両性イオン繊維状吸着剤の吸着特性の解明
○中澤 章1, 井上 嘉則2, 梶原 健寛3, 上茶谷 若2, 加藤
敏文3, 齊藤 満3, 唐 寧1, 早川 和一1 （1金沢大院医薬保,
2中部大, 3日本フイルコン）

27C-pm02
 13:42

ナノマテリアルの慢性影響の理解に向けた、ナノ銀
粒子による炎症誘発機構の解明
○西川 雄樹1, 東阪 和馬1,2, 真木 彩花1, 角田 慎一2,3,
吉岡 靖雄1,2, 堤 康央1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3阪
大MEIセ）

27C-pm03
 13:54

金属ナノ粒子により誘導される金属アレルギー病態
の発症機序解析
○和泉 夏実1, 吉岡 靖雄1,2, 平井 敏郎1, 西嶌 伸郎1, 半
田 貴之1, 角田 慎一2,3, 東阪 和馬1,2, 堤 康央1,2,3 （1阪大
院薬, 2医薬基盤研, 3阪大MEIセ）

27C-pm04
 14:06

雄親曝露に着目した非晶質ナノシリカの次世代影響
評価
○難波 佑貴1, 吉岡 靖雄1,2, 森下 裕貴1, 瀧村 優也1, 清
水 雄貴1, 吾郷 由希夫1, 田熊 一敞1, 松田 敏夫1, 角田
慎一2,3, 東阪 和馬1,2, 堤 康央1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基
盤研, 3阪大MEIセ）

衛生化学・公衆衛生学⑤
見坂 武彦（大阪大谷大薬）

27C-pm05
 14:25

LPS とシコニンによって誘導されるマクロファージ
の細胞障害性に対する解析
○小池 敦資1, 森 秀哉1, 小濱 清子1, 藤森 功1, 天野 富
美夫1 （1大阪薬大）

27C-pm06
 14:37

シアリダーゼに対する染色用蛍光基質を用いたおた
ふく風邪ウイルスの検出
○上り口 敬1, 高橋 忠伸1, 鈴木 千尋1, 紅林 佑希1, 髙
野 舞子1, 福島 圭譲1, 伊藤 史恵2, 柴原 乃奈2, 和田
裕久2, 大坪 忠宗3, 池田 潔3, 金澤 寛明4, 南 明1, 鈴木
隆1 （1静県大薬, 2静岡市環境保健研, 3広島国際薬, 4静
県大看）

27C-pm07
 14:49

ピロリ菌体成分の変異原性および遺伝子損傷性
○有元 佐賀惠1, 太田 香織1, 湯原 悠太1, 綾部 ゆか1,
根岸 友恵1, 中島 善洋2, 石川 剛3, 大塚 隆尚4 （1岡山大
院医歯薬, 2松下記念病院, 3京都府医大, 4岡山理大・
工）

3 月 27 日（金）　午前
D 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B216

環境科学①
鍜冶 利幸（東京理大薬）

27D-am01S
 9:00

マウスの脂肪蓄積に対する抗アンドロゲン剤ばく露
の影響
○髙木 康平1, 藤谷 航平1, 青木 明1, 中西 剛1, 永瀬
久光1 （1岐阜薬大）

27D-am02S
 9:12

成熟期マウスの性腺機能によるトリフェニルスズの
毒性発現性修飾
○松田 健志1, 大塚 佑基1, 青木 明1, 中西 剛1, 永瀬
久光1 （1岐阜薬大）
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27D-am03S
 9:24

ダイオキシン母体曝露による出生児の成長遅延：胎
児期成長ホルモン低下の寄与
○服部 友紀子1, 武田 知起1, 藤井 美彩紀1, 伊豆本
和香1, 石井 祐次1, 山田 英之1 （1九大院薬）

27D-am04S
 9:36

ダイオキシン妊娠期曝露による出生児発育障害：育
児母体のプロラクチン低下が育児能力低下に与える
影響
○伊豆本 和香1, 武田 知起1, 藤井 美彩紀1, 服部 友
紀子1, 石井 祐次1, 山田 英之1 （1九州大薬）

27D-am05S
 9:48

エストロゲン受容体 ERβ 誘導能を示す化合物の網羅
的解析と生体機能への影響評価
○姫野 太一1, 池田 恵理子1, 岡崎 裕之1, 徳安 美紀1,
谷口 彩1, 石井 宏幸1, 垣添 和弘1, 竹田 修三2, 原口
浩一1, 渡辺 和人3, 荒牧 弘範1 （1第一薬大, 2広島国際
大薬, 3北陸大薬）

環境科学②
姫野 誠一郎（徳島文理大薬）

27D-am06S
 10:05

銅錯体による血管内皮細胞のメタロチオネイン発現
誘導機構解析
○藤江 智也1, 中 寛史2,3, 吉田 映子1, 藤原 泰之3,4, 山
本 千夏3,5, 鍜冶 利幸1,3 （1東京理大薬, 2名大物国セ,
3東京理大総研BOM, 4東京薬大薬, 5東邦大薬）

27D-am07S
 10:17

メチルトリクロサンのマウス代謝活性化と乳汁分泌
○久我 歩佳1, 木下 真璃伽1, 藤井 由希子1, 櫻田 司1,
原口 浩一1, 太田 千穂2, 古賀 信幸2, 遠藤 哲也3 （1第一
薬大, 2中村学園大栄養, 3北医療大薬）

27D-am08S
 10:29

有機水銀の親電子性を利用した新規心不全治療薬の
同定
○永井 直杜1, 外山 喬士2, 石川 達也1,3, 熊谷 嘉人4, 西
田 基宏1,2 （1九大院薬, 2自然科学研究機構 岡崎統合
バイオサイエンスセンター 心循環シグナル研究部
門, 3味の素製薬, 4筑波大院医）

27D-am09S
 10:41

海藻で生産される臭素化ビフェノール類の機能性
評価
○小栁 侑平1, 河野 龍海1, 高木 雅恵1, 森山 綾香1, 藤
井 由希子1, 松原 大1, 原口 浩一1, 太田 千穂2, 古賀
信幸2 （1第一薬大, 2中村学園大栄養）

環境科学③
吉田 徳幸（国立医薬品食品衛生研）

27D-am10
 10:57

胎生期におけるフィナステリド毒性評価
○竹内 理貴1, 西岡 康1, 中西 剛1, 永瀬 久光1 （1岐阜薬
大）

27D-am11
 11:09

無機ヒ素曝露が雌生殖系へ及ぼす影響と機構の解析
○宇田川 理1, 加藤 綾華1, 小林 弥生1, 平野 靖史郎1

（1国立環境研究所）
27D-am12

 11:21
培養ヒト脳周皮細胞におけるメチル水銀の VEGF 発
現誘導メカニズム
○吉田 映子1, 櫻井 健太1, 山本 千夏2, 鍜冶 利幸1 （1東
京理大薬, 2東邦大薬）

27D-am13
 11:33

日本海及び中国長江における多環芳香族炭化水素類
の濃度推移
○牧野 史弥1, 唐 寧1, 鳥羽 陽1, 功刀 正行2, 早川 和
一1,2 （1金沢大・薬, 2金沢大・環日セ）

3 月 27 日（金）　午後
D 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B216

環境科学④
古武 弥一郎（広島大院医歯薬）

27D-pm11S
 15:45

ディーゼル排ガスの低用量曝露が呼吸器系の酸化ス
トレス応答とセラミド代謝に及ぼす影響
○小野田 淳人1, Hazem M. E. SHAHEEN2,3, 中村 仁
幸1, 新海 雄介2, Ashraf A. EL-GHONEIMY2,4, 武田
健2, 梅澤 雅和2 （1東京理大院薬, 2東京理大・総研・環
境次世代健康セ, 3Faculty of Veterinary Medicine,
Damanhur University, Egypt, 4Faculty of Veterinary
Medicine, South Valley University, Egypt）

27D-pm12S
 15:57

GC-MS/MS による大気粉塵中多環芳香族炭化水素キ
ノン類の定量と大気内挙動評価
○本間 千春2, 宇於崎 和香1, 北 将大2, 唐 寧2, 早川
和一2, 鳥羽 明2 （1金沢大薬, 2金沢大院医薬保）

27D-pm13S
 16:09

中国瀋陽市において走行するタクシー車両内で捕集
した大気中ナノ粒子に含まれる多環芳香族炭化水素
類の分析
○加賀野井 祐一1, 比嘉 志保1, 唐 寧1, 符 文華2, 斉
宏業2, 畑 光彦3, 古内 正美3, 早川 和一1, 鳥羽 陽1 （1金
沢大院医薬保, 2瀋陽市疾病予防中心, 3金沢大院理
工）

27D-pm14
 16:21

東アジア 4 ヶ国（日本、中国、韓国、ロシア）にお
ける大気中の PAH/NPAH 濃度の長期変動
○鈴木 元気1, 小林 茉緒1, 唐 寧1, 鳥羽 陽1, 早川 和一1

（1金沢大院医薬保）

環境科学⑤
山下 琢矢（神戸学院大薬）

27D-pm15
 16:37

微小粒子状物質 PM2.5 によるマウスマクロファージ
細胞の遺伝子発現に対する影響
○吉田 成一1, 賀 淼2, 市瀬 孝道1 （1大分県立看護科学
大 生体反応学研究室, 2中国医大）

27D-pm16
 16:49

ディーゼル排ガス曝露により肺で生じるマイクロ
RNA 発現変動の解析
○立花 研1,3, 夘月 諒2, 小平 伊織2, 黒岩 法子2, 新海
雄介3, 武田 健2,3 （1日本薬大・健康生命科学, 2東京理
大薬・衛生化学, 3東京理大・総研・環境次世代健康科
学研究センター）

27D-pm17
 17:01

妊娠中期及び後期におけるカーボンブラックナノ粒
子の経気道曝露が次世代免疫系に及ぼす影響
○梅澤 雅和1, Yasser S EL-SAYED1,2, 小野田 淳人3, 清
水 隆平3, 武田 健1 （1東京理大・総研・環境次世代健康
セ, 2Faculty of Veterinary Medicine, Damanhur
University, Egypt, 3東京理大院薬）

27D-pm18
 17:13

二酸化チタンナノ粒子の曝露は RS ウイルス感染病
態を悪化させる
○橋口 誠子1, 吉田 裕樹1, 明石 敏1, 広瀬 明彦2, 黒川
昌彦1, 渡辺 渡1 （1九州保福大薬, 2国立衛研）

3 月 27 日（金）　午後
P 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B103

社会薬学
中野 泰子（昭和大薬）

27P-pm01
 13:30

ロタウイルスワクチンの費用効果分析の比較：日本
とタイ
○Kittima WATTANAKAMOLKUL1, 池田 俊也1 （1国
際医福大薬）

27P-pm02S
 13:42

我が国の新薬創出加算の獲得・継続に影響を与える
要因の解析とそのインパクトの検討
○柴田 翔洋1, 川口 ひとみ3, 中村 洋2, 鈴木 岳之1 （1慶
應大院薬, 2慶應大院経営管理, 3慶應大薬）

27P-pm03
 13:54

日本における薬剤師職能変化と医薬分業
○赤木 佳寿子1 （1一橋大院社会）

27P-pm04S
 14:06

薬局の薬剤師員数に関する考察
○吉田 啓太郎1, 前田 和彦1 （1九州保福大院薬）

27P-pm05
 14:18

新医療人のためのプロフェッショナリズム憲章（2002
年）の新訳をめざして
○川北 晃司1 （1明治薬大）
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3 月 27 日（金）　午後
B 会場　神戸学院大学　B 号館　3F　B301

薬剤疫学
折井 孝男（東大病院）

27B-pm01
 13:30

名古屋市立大学病院における過去 10 年間の
Benzodiazepine 系薬物の使用実態とその背景
○外ノ池 文乃1, 山本 清司1,2, 川出 義浩1,2, 江崎 哲夫1,
中山 明峰4, 木村 和哲1,2,3 （1名市大病院薬, 2名市大院
薬, 3名市大院医, 4名市大病院睡眠医療セ）

27B-pm02
 13:42

昭和大学の 2 附属病院・糖尿病担当診療科が発行し
た処方箋における糖尿病薬物療法のデータベース
解析
○嶋村 弘史1, 田中 広紀3,5, 向後 麻里3,5, 竹ノ内 敏孝4,
中野 泰子6, 村山 純一郎2,3, 富田 基郎6, 谷山 松雄7, 平
野 勉8 （1昭和大東病院薬, 2昭和大病院薬, 3昭和大薬
病院薬, 4昭和大, 5昭和大藤が丘病院薬, 6昭和大薬,
7昭和大藤が丘病院内分泌代謝科, 8昭和大東病院糖
尿病・代謝・内分泌内科）

27B-pm03
 13:54

大規模副作用データベースに関節リウマチを適応と
して報告された医薬品における有害事象の解析
○大塚 知子1, 石田 和也2, 森川 馨1 （1帝京大薬, 2タク
ミインフォメーションテクノロジー）

27B-pm04
 14:06

大規模副作用報告データにおける共変量調整を用い
た医薬品の有害事象の推定
○石田 和也1, 大塚 知子2, 佐藤 耕一1, 森川 馨2 （1タク
ミインフォメーションテクノロジー, 2帝京大薬）

27B-pm05
 14:18

大規模副作用報告データを用いた心房細動、脳血管
発作予防を適応とした医薬品使用における有害事象
の解析 －医薬品併用および共変量を調整した解析－
○森川 馨1, 石田 和也2, 大塚 知子1 （1帝京大薬, 2タク
ミインフォメーションテクノロジー）

27B-pm06
 14:30

リウマチ治療における肝機能増悪リスクの薬剤疫学
的検討
○木村 恭輔1, 赤沢 学1 （1明治薬大）

3 月 27 日（金）　午後
E 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B215

医薬品情報
後藤 伸之（名城大薬）

27E-pm01S
 16:15

PMDA 医薬品副作用データベースを用いた漢方製剤
の安全性シグナルの解析
○増井 怜香1, 細見 光一1, 藤本 麻依1, 髙田 充隆1 （1近
畿大薬）

27E-pm02
 16:27

OTC 医薬品の情報提供における課題抽出に関する
研究
○木村 美咲1, 澤田 康裕2, 小野寺 隆芳3, 後藤 一美4,
佐々木 忠徳5, 工藤 賢三6, 小林 江梨子1, 佐藤 信範1

（1千葉大院薬, 2ウエルシア薬局, 3マル・コーポレー
ション, 4聖路加国際病院, 5亀田総合病院, 6岩手医大
薬）

27E-pm03S
 16:39

日米の有害事象自発報告データベースを用いた心不
全及び浮腫の解析
○乘本 賀世1, 細見 光一1, 藤本 麻依1, 髙田 充隆1 （1近
畿大薬）

27E-pm04
 16:51

抗生物質の服用感情報のデータベース作成に関する
研究
○鳥井 真緒1, 保坂 萌1, 徳井 幸旗2, 奥 覚子2, 鈴木
聡子2, 小林 江梨子1, 佐藤 信範1 （1千葉大院薬, 2デー
タインデックス）

27E-pm05S
 17:03

高血圧治療薬による GERD および誤嚥性肺炎の解析
－日米の有害事象自発報告データベースを用いて－
○橋本 雅之1, 細見 光一1, 藤本 麻依1, 髙田 充隆1 （1近
畿大薬）

27E-pm06
 17:15

小児用製剤の服用性評価
○内田 享弘1, 吉田 都1, 原口 珠実1, 櫨川 舞1 （1武庫川
女大薬）

3 月 27 日（金）　午後
G 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B213

TDM①
森田 真也（滋賀医大病院）

27G-pm01
 13:30

非結核性抗酸菌症治療薬の高速液体クロマトグラ
フィーを用いた血中濃度測定
○松元 一明1, 市川 楓子1, 大懸 明里香1, 菊田 せいら1,
黒田 裕子1, 長谷川 直樹2, 木津 純子1 （1慶應大薬, 2慶
應大医）

27G-pm02S
 13:42

多発性骨髄腫患者におけるボルテゾミブ皮下投与後
の血中動態の関連因子
○大澤 隆志1, 内藤 隆文1, 大西 一功2, 川上 純一1 （1浜
松医大病院薬, 2浜松医大病院腫瘍セ）

27G-pm03S
 13:54

AP-1 阻害薬 DTCM-glutarimide の体内動態の検討
○山口 絢子1, 中村 泰斗1, 交久瀬 綾香1, 坂野 友紀1,
松本 邦洋1, 大野 恵子1, 藤堂 省2, 梅澤 一夫3, 岸野
吏志1 （1明治薬大, 2聖マリア病院, 3愛知医大医）

27G-pm04S
 14:06

DHMEQ 坐剤の体内動態及び抗炎症作用の検討
○橋爪 朝美1, 丸 貴之1, 河野 光1, 平塚 咲1, 柴崎 拓也1,
高橋 理寛1, 松本 邦洋1, 大野 恵子1, 藤堂 省2, 梅澤
一夫3, 岸野 吏志1 （1明治薬大, 2聖マリア病院, 3愛知医
大医）

27G-pm05S
 14:18

タンパク質結合型キラルカラムを用いた血漿遊離形
分率の予測方法の検討
○野中 秀昭1, 井上 令子1, 須釜 菜那1, 長田 悠1, 松本
邦洋1, 大野 恵子1, 岸野 吏志1 （1明治薬大）

27G-pm06
 14:30

生体肝移植後 C 型肝炎再燃に対するシメプレビル
+ペグインターフェロン+リバビリン療法の治療効果
とタクロリムス血中濃度への影響
○都築 徹教1, 中川 俊作1, 津田 真弘1, 上杉 美和1, 矢
野 育子1, 松原 和夫1, 上田 佳秀2, 千葉 勉2, 海道 利実3,
上本 伸二3 （1京大病院薬, 2京大病院消化器内科, 3京
大病院肝胆膵・移植外科）

TDM②
荒木 博陽（愛媛大病院）

27G-pm07
 14:50

SIRS スコアを用いたテイコプラニンの初期投与設計
の有用性
○中野 貴文1,2, 仲村 佳彦3, 品川 聡子1, 鷲山 厚司1, 今
給黎 修1, 三島 健一2, 二神 幸次郎1,2 （1福岡大病院薬,
2福岡大薬, 3福岡大病院救セ）

27G-pm08
 15:02

プロトコルに基づいた薬物治療管理が臨床アウトカ
ムに与える影響：TDM オーダを含めた処方設計支援
○片田 佳希1, 中川 俊作1, 田上 裕美1, 津田 真弘1, 都
築 徹教1, 小高 瑞穂1, 米澤 淳1, 萱野 勇一郎1, 矢野
育子1, 南方 謙二2, 坂田 隆造2, 松原 和夫1 （1京大病院
薬, 2京大病院心臓血管外科）

27G-pm09
 15:14

タキサン系抗悪性腫瘍薬パクリタキセルの HPLC 分
析と体内動態解析
○柴﨑 浩美1, 大森 悠平1, 伊藤 進一1, 横川 彰朋1, 長
島 文夫2, 春日 章良2, 成毛 大輔2, 北村 浩2, 岡野 尚弘2,
古瀬 純司2, 古田 隆1 （1東京薬大薬, 2杏林大医内科学
腫瘍内科）
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27G-pm10
 15:26

ボリコナゾールの血中濃度と肝障害発現に関する
検討
○鬼頭 典子1, 塩田 有史1, 真川 明将1,2, 近藤 祐樹1, 江
崎 哲夫1, 木村 和哲1,2,3 （1名市大病院薬, 2名市大院薬,
3名市大院医）

27G-pm11
 15:38

HPLC-UV による EGFR チロシンキナーゼ阻害剤ゲ
フィチニブとエルロチニブの血中濃度測定法の開発
○横川 彰朋1, 山﨑 祐理子1, 柴崎 浩美1, 細田 香織2,
石井 和夫2, 古田 隆1 （1東京薬大薬, 2杏林大保健）

27G-pm12
 15:50

LC-MS/MS 法を用いた妊婦におけるクロラムフェニ
コール膣錠の血中移行性評価法の確立
○原内 智慧1, 大澤 隆志1, 久保野 尚子1, 内藤 隆文1,
伊東 宏晃2, 金山 尚裕2, 川上 純一1 （1浜松医大病院薬,
2浜松医大医）

TDM③
寺田 智祐（滋賀医大病院）

27G-pm13
 16:10

透析施行患者におけるバンコマイシンの母集団薬物
動態解析による投与設計の個別化
○尾田 一貴1, 田上 直美1, 本田 義輝1, 城野 博史1,2, 齋
藤 秀之1,2 （1熊本大病院薬, 2熊本大院薬 臨床薬物動
態学）

27G-pm14
 16:22

高齢者の肺炎に対するアンピシリン/スルバクタムの
至適投与量設計
○山本 佳代子1,2, 松元 一明3, 横山 雄太4, 渡辺 英里
香1, 茂見 茜里3, 猪川 和朗4, 森川 則文4, 大重 太真男2,
武田 泰生1,3 （1鹿児島大院薬物動態制御学, 2指宿浩然
会病院薬, 3鹿児島大病院薬, 4広島大院臨床薬物治療
学）

27G-pm15
 16:34

肺アスペルギルス症に対するイトラコナゾールとそ
の活性代謝物の有効血中濃度の検討
○仲村 弥栄子1,2, 宮脇 英里1, 疋田 花莉1, 堀西 沙知
子1, 田中 夕貴1, 佐藤 敦夫3, 松元 加奈1, 森田 邦彦1

（1同志社女大薬, 2南京都病院薬, 3南京都病院呼吸器
科）

27G-pm16
 16:46

CYP3A5 遺伝子多型情報を用いたタクロリムスの初
期投与量設定に関する検討
○新岡 丈典1, 加賀谷 英彰1, 齋藤 満2, 井上 高光2, 沼
倉 一幸2, 羽渕 友則2, 佐藤 滋3, 三浦 昌朋1 （1秋田大病
院薬, 2秋田大医腎泌尿器科学, 3秋田大病院腎疾患先
端医療セ）

27G-pm17
 16:58

進行性腎細胞癌患者におけるスニチニブの投与間隔
変更による副作用の変化
○松永 典子1, 北原 隆志1, 森塚 暁裕1, 大庭 康司郎2,
佐々木 均1 （1長崎大病院薬, 2長崎大病院泌尿器科）

27G-pm18
 17:10

ミルリノン院内測定にむけて
○宮川 泰宏1, 加藤 博史1, 永井 拓1, 山田 清文1 （1名古
屋大病院薬）

3 月 27 日（金）　午前
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

がん・治療①
佐々木 均（長崎大病院）

27H-am01
 9:00

心房性ナトリウム利尿ペプチドのアンジオテンシン
II によるメラノーマ血行性肺転移増悪化に対する抑
制作用
○石兼 真1,2,3, 水谷 哲也1,2, 細田 洋司4, 徳留 健3, 野尻
崇3, 三浦 浩一4, 木村 亨3, 秋武 義治4, 河邉 真也1,2, 今
道 力敬1,2, 宮里 幹也3, 寒川 賢治3, 宮本 薫1,2 （1福井大
医・分子生体情報学, 2福井大・ライフサイエンスイノ
ベーション推進機構, 3国立循環器病研究センター研・
生化学, 4国立循環器病研究センター研・再生医療）

27H-am02
 9:12

上皮成長因子受容体（EGFR）阻害薬による皮膚障
害のマネジメントシステムの有用性の評価
○渡部 仁美1, 渡邊 裕之1, 西畠 悠1, 平野 めぐみ1, 池
末 裕明1, 佐田 裕子1, 田中 瑠美1, 福田 未音1, 了戒 百
合子1, 江頭 伸明1, 増田 智先1 （1九州大病院薬）

27H-am03
 9:24

胃癌術後患者に対する成分栄養剤の早期介入の有用
性に関する多施設共同臨床試験（KSES001）：薬剤師
の関わりについて
○山本 明紀1, 木村 豊2, 川瀬 朋乃2, 今村 博司3, 西川
和弘4, 岸 健太郎5, 井上 健太郎5, 松山 仁7, 赤丸 祐介8,
田村 茂行9, 下川 俊雄10, 藤井 千賀1, 石坂 敏彦1, 八野
芳已1 （1市立堺病院薬剤科, 2市立堺病院外科, 3市立豊
中病院外科, 4国立大阪医療センター, 5大阪警察病院
外科, 6関西医大枚方病院消化器外科, 7八尾市立病院
外科, 8大阪厚生年金病院外科, 9関西労災病院外科,
10山梨大院医学工学総合研究部）

27H-am04
 9:36

悪性胸膜中皮腫胸腔内移植マウスに対するヒト・キ
メラ型抗ポドプラニン抗体 NZ-8 の効果
○阿部 真治1, 土橋 有希1, 佐藤 智恵美1, 山本 香織1,
宮本 理人1, 土屋 浩一郎1, 東 満美1, 西岡 安彦2 （1徳島
大薬, 2徳島大医）

がん・治療②
矢野 育子（京大病院）

27H-am05S
 9:48

腎細胞癌におけるスニチニブ不応性および耐性メカ
ニズムの探索
○水本 篤志1,2, 山本 和宏1, 高良 恒史3, 中山 優子3, 中
川 勉1,2, 平野 剛1,2, 平井 みどり1,2 （1神戸大病院薬, 2神
戸大院医・薬物動態学, 3姫路獨協大薬・医療薬剤学）

27H-am06S
 10:00

マクロファージ活性化剤の経肺投与と化学療法剤の
併用による効果的な肺がん治療法
○伏見 雅裕1, 國谷 美果1, 鈴木 里歩1, 廣田 慶司2, 竹
内 一成1,2,3, 牧野 公子1,2,3, 寺田 弘2,3,4 （1東京理大院薬,
2東京理大DDS研セ, 3東京理大戦略的物理製剤学研
究基盤セ, 4新潟薬大薬）

27H-am07S
 10:12

TERMS（サリドマイド安全管理手順）データの時系
列解析
高木 達也1, ○加藤 平太1, 白國 優子1, 服部 千鶴子1,
那須 正夫1 （1阪大院薬）

27H-am08
 10:24

複素環ジェネリック薬の癌代謝調節効果
○鳥澤 保廣1, 村上 孝1, 杉本 八郎2, 藤田 有紀2, 根本
尚夫3, 笠原 真一郎3, 堀内 宏明4 （1高崎健康福祉大薬,
2同志社大脳科学研, 3徳島大院薬, 4群馬大院理工）

がん・治療③
三浦 昌朋（秋田大病院）

27H-am09
 10:45

乳がん化学療法における口腔粘膜炎の経時的発生
状況
○服部 由香1, 黒田 純子1, 松山 奈央2, 竹本 将士1, 鬼
頭 典子1, 伊豆田 美晴1, 江崎 哲夫1, 木村 和哲1,2,3 （1名
市大病院薬, 2名市大院薬, 3名市大院医）

27H-am10
 10:57

マグネシウムの経静脈前投薬によるシスプラチン起
因性腎障害の予防効果の検討
○齋藤 佳敬1, 小林 正紀2, 山田 武宏1, 笠師 久美子1,
秋田 弘俊3, 井関 健1,2 （1北大病院薬, 2北大院薬, 3北大
医）

27H-am11
 11:09

進行性腎細胞癌患者におけるアキシチニブの治療効
果はトラフ濃度と関連する
○藤山 信弘1, 五十嵐 龍馬2, 土谷 順彦2, 佐々木 克也3,
本間 直子2, 成田 伸太郎2, 井上 高光2, 齋藤 満2, 秋濱
晋2, 鶴田 大2, 奥山 慎1, 新岡 丈典3, 三浦 昌朋3, 羽渕
友則2, 佐藤 滋1 （1秋田大病院腎疾患先端医療セン
ター, 2秋田大医泌尿器科, 3秋田大病院薬）

27H-am12
 11:21

新規クローズドシステムを用いた抗がん剤飛散防止
についての有用性評価
○仲里 泰太郎1, 北川 瑞野1, 中井 克明1, 平井 三保子1,
紙谷 公彦1, 籠本 基成1, 藤村 有紀2, 安藤 嘉子2, 沖山
忠3, 小林 政彦1 （1大阪赤十字病院薬, 2大阪赤十字病
院看, 3ジェイ・エム・エス）
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27H-am13
 11:33

シクロホスファミド調製時における、各社抗がん剤
用閉鎖システムを用いた曝露防止効果の非臨床評価
○賀川 裕貴1, 渡部 匡史1, 野口 裕祐2, 竹内 正彦2, 沖
山 忠2, 藤室 雅弘1 （1京都薬大, 2ジェイ・エム・エス）

3 月 27 日（金）　午後
H 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B212

がん・基礎①
西村 信弘（島根大病院）

27H-pm01
 13:30

トラスツズマブに耐性化した HER2 陽性乳癌対する
NF-kB 阻害薬の有効性
○神崎 浩孝1, Ramachandran MURALI2, Xiaojiang
CUI3,4, 武田 達明5, 北村 佳久1,5, 千堂 年昭1,5 （1岡山大
病院薬, 2シダース・サイナイ メディカルセンター,
3シダース・サイナイ メディカルセンター, 4シダー
ス・サイナイ メディカルセンター, 5岡山大院医歯薬
臨床薬剤学）

27H-pm02S
 13:42

がん分子標的治療薬 vemurafenib と gefitinib による
ストレス応答 eIF2α-ATF4 経路の活性化とその機序
○永澤 生久子1,2, 小山 清隆2, 冨田 章弘1 （1がん研 が
ん化療セ, 2明治薬大）

27H-pm03
 13:54

高濃度ビタミン C によるヒト舌がん細胞に対する抗
がん効果とそのメカニズムの解明
○大和田 凌平1, 川崎 奈穂2, 斉藤 靖和1,2 （1県立広島
大生命環境学部, 2県立広島大院総合学術）

27H-pm04S
 14:06

成人ヒト T 細胞白血病/リンパ腫 (ATLL) 発がんにお
ける SOX4 の役割の解明
○小森 悠平1, 樋口 智紀2, 松尾 一彦1, 義江 修2, 中山
隆志1 （1近畿大薬, 2近畿大医）

27H-pm05S
 14:18

Nitrogen-containing bisphosphonates による Ras 経路
阻害を介した Bim 発現増加によるアポトーシス誘導
機序
○嶌岡 弘高1, 椿 正寛1, 武田 朋也1, 坂本 洸太郎2, 藤
田 亜里沙1, 小川 直希1,2, 眞下 恵次1,3, 藤原 大一朗1,3,
山添 譲4, 阪口 勝彦3, 石坂 敏彦2, 西田 升三1 （1近畿大
薬・薬物治療, 2市立堺病院薬, 3日本赤十字和歌山医
療センター薬, 4近畿大病院薬）

がん・基礎②
濱田 哲暢（国立がん研究セ）

27H-pm06S
 14:40

Statins 投与での Rho 阻害による腫瘍増殖・転移抑制
効果
○坂本 洸太郎1, 椿 正寛1, 武田 朋也1, 嶌岡 弘高1, 藤
田 亜里沙1, 小川 直希1,2, 眞下 恵次1,3, 藤原 大一朗1,3,
山添 譲4, 阪口 勝彦3, 石坂 敏彦2, 西田 升三2 （1近畿大
薬・薬物治療, 2市立堺病院薬, 3日本赤十字和歌山医
療センター薬, 4近畿大病院薬）

27H-pm07
 14:52

RANK/RANKL による NF-κB 活性化を介した EMT
誘導に基づく浸潤促進効果
○武田 朋也1, 椿 正寛1, 嶌岡 弘高1, 坂本 洸太郎1, 藤
田 亜里沙1, 小川 直希1,2, 眞下 恵次1,3, 藤原 大一朗1,3,
山添 譲4, 阪口 勝彦3, 石坂 敏彦2, 西田 升三1 （1近畿大
薬・薬物治療, 2市立堺病院薬, 3日本赤十字和歌山医
療センター薬, 4近畿大病院薬）

27H-pm08S
 15:04

過剰な上皮間葉転換刺激はマウス 4T1 乳がんの腫瘍
休眠を誘導する
○野口 沙斗美1, 梶田 昌裕2, 原田 恩1, 斎藤 克代1, 村
上 孝1 （1高崎健康福祉大薬 腫瘍生物, 2高崎健康福祉
大薬 分子創剤制御）

27H-pm09S
 15:16

テネイシン C 由来のペプチドによる神経膠芽腫の悪
性化進展および それに基づく新規治療法の提案
○長井 怜雄1, 堀越 ひかる1, 伊豫田 拓也1,2,3, 深井
文雄1,2,3 （1東京理大薬 分子病態学室, 2東京理大 総合
研究機構 トランスレーショナルリサーチセンター,
3東京理大薬 DDS研究センター）

27H-pm10
 15:28

ドラッグ・リポジショニングによる膀胱がんに対す
る抗がん剤の探索
○長屋 寿雄1, 中川 佑介1,2, 清水 忠3, YUN-CHI HE1,
馬渕 美雪3, 中尾 周平3, 平山 聡子3, 宮田 剛彰1, 小山
倫浩1, 田中 明人3, 後藤 章暢1 （1兵庫医大, 2関西学院
大院理工, 3兵庫医療大薬）

がん・基礎③
武田 泰生（鹿児島大病院）

27H-pm11S 【演題取り下げ】

27H-pm12S
 16:02

非小細胞肺癌における miR-130b の機能解析
○廣野 貴之1, 江川 博1, 神宮司 健太郎1, 北惠 郁緒里1,
上田 裕子1, 深田 宗一朗1, 中村 好宏2, 佐藤 雅美2, 辻
川 和丈1 （1阪大院薬, 2鹿児島大医）

27H-pm13S
 16:14

β1 インテグリン活性化に基づく新規分化誘導療法に
関する基礎的検討
○笹田 学1, 野原 佑介1, 伊豫田 拓也1,2, 深井 文雄1,2

（1東京理大薬 分子病態学研究室, 2東京理大 総合研
究機構 トランスレーショナルリサーチセンター）

27H-pm14
 16:26

メープルシロップを用いた大腸癌抗腫瘍効果の検討
○山本 哲志1, 上村 健太朗1, 三田村 邦子1, 多賀 淳1

（1近畿大薬）

27H-pm15
 16:38

大腸がんにおける warburg 効果関連がん遺伝子
PTBP1 の機能解析
○酒井 美来1,3, 岩附 綾子1,3, 倉永 祐希2,3, 辻村 野乃
香2,3, 熊崎 実南3, 篠原 悠3, 赤尾 幸博3 （1岐阜大 工 生
命工, 2岐阜大院 工 生命工, 3岐阜大院 連合創薬医療
情報）

3 月 27 日（金）　午前
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

地域医療①
井尻 好雄（大阪薬大）

27I-am01
 9:00

医療者と需要者の双方向的なセルフメディケーショ
ン実現に向けた検討（1）
○高橋 由佳1, 石井 伊都子1,2, 望月 眞弓3, 山下 純1

（1千葉大院薬, 2千葉大病院薬, 3慶應大薬）

27I-am02
 9:12

薬剤師の介入による地域住民の「骨の健康管理」に
対する調査研究
○中島 正登1, 利根川 真美1, 下川 賀要子1, 緑川 阿
希子1, 佐藤 綾子1, 山﨑 紀子1, 石井 文由1 （1明治薬大
附属薬局）

27I-am03
 9:24

スマートフォンアプリ式電子お薬手帳の利点と課題
に関する研究
○山浦 克典1, 佐藤 史織1, 岡﨑 光洋2, 野本 禎3, 山浦
知之4, 飯島 伴典4, 堀川 壽代5, 飯島 康典4 （1千葉大院
薬, 2北大院保, 3東日本メディコム, 4上田薬剤師会, 5光
栄堂薬局）

27I-am04
 9:36

効率的な院外処方箋の疑義照会方法の確立を目的と
した現状調査
○末次 王卓1, 秦 晃二郎1, 渡邊 裕之1, 金谷 朗子1, 池
末 裕明1, 内田 まやこ1, 武智 秀明2, 竹野 将行2, 高木
淳一2, 江頭 伸昭1, 瀬尾 隆2, 増田 智先1 （1九州大病院
薬, 2福岡市薬剤師会）

27I-am05
 9:48

健康保険加入者に対する健康増進活動における薬局
活用の試み
○坂口 眞弓1,2, 田代 健3, 山村 真一4, 山本 新一郎5, 阪
本 大介6 （1みどり薬局, 2千葉大院薬, 3地球堂薬局, 4プ
ライマリーファーマシー, 5山本保健薬局, 6共和薬品
工業）
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27I-am06
 10:00

保健薬剤師の在宅訪問による残薬実態調査及び残薬
削減に及ぼす薬剤師関与の影響
○藤原 邦彦1, 上原 佑介1, 中村 有紀1, 鈴木 勝宏1, 松
田 佳和1, 境 愛美2, 斉藤 祐次2, 鯉渕 肇2, 謝村 錦芳3

（1日本薬大臨床薬学研セ, 2埼玉県薬剤師会, 3埼玉県
保健医療部薬務課）

地域医療②
山内 あい子（徳島大院ヘルスバイオサイエンス研究部）

27I-am07
 10:20

保険薬局における疑義照会事例から見える課題とそ
の対応策
○藤枝 正輝1, 野中 琢哉1, 林 愛子1, 中澤 祐輔1, 長谷
川 佳孝1, 月岡 良太1, 森澤 あずさ1, 大石 美也1, 佐藤
宏樹2, 澤田 康文2 （1アインファーマシーズ, 2東大院薬
医薬品情報学講座）

27I-am08
 10:32

鎮痛薬使用患者の薬物乱用頭痛予防のための取り組
み
○黒岩 嵩仁1, 大串 紗代1, 黒木 真里1, 成尾 真一1 （1そ
うごう薬局）

27I-am09
 10:44

香川県内における病診薬連携の改善を通じた医療の
均てん化
○高橋 咲衣1, 加茂 明日佳1, 橋本 由李1, 藤森 功1, 小
池 敦資1, 天野 富美夫1 （1大阪薬大）

27I-am10
 10:56

救急災害に強い薬剤師養成コースの構築
○髙橋 直子1,2, 窪田 愛恵3, 井上 知美2, 小竹 武2, 伊藤
栄次2, 久村 正樹3, 植嶋 利文3, 木下 理恵3, 田口 博一3,
西内 辰也3, 平出 敦3 （1奈良女大学院, 2近畿大薬, 3近
畿大医救急）

27I-am11 【演題取り下げ】

27I-am12
 11:20

クラウドベースの電子お薬手帳“harmo”システムの開
発と川崎市での社会実験
○五十嵐 中1, 嶋 元2, 渡邉 普3, 福士 岳歩3, 新谷 眞介3,
高木 芳徳3 （1東大院薬, 2川崎市薬剤師会, 3ソニー）

3 月 27 日（金）　午後
I 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B211

薬物治療・基礎①
森本 達也（静岡県大薬）

27I-pm01S
 13:30

2 型糖尿病ラットにおける脂質異常症合併と脂肪吸
収に関する小腸の形態的・機能的検討
○藤田 純佳1, 高野 美菜1, 小塩 浩子1, 川瀬 寛子1, 木
村 美保子1, 高橋 唯1, 宮崎 誠1, 島本 史夫1 （1大阪薬
大）

27I-pm02S
 13:42

ヒトにおける特異体質毒性評価を目的としたキメラ
型 HLA 遺伝子導入マウスの作出
○向後 晃太郎1, 青木 重樹1, 劉 聡1, 関根 秀一1, 伊藤
晃成1 （1千葉大院薬）

27I-pm03S
 13:54

オキサリプラチンによるラット味覚感受性の変化
○大石 晃弘1, 山中 優里1, 宮本 花凛1, 番匠 咲帆1, 薮
美晴1, 西田 健太朗1, 長澤 一樹1 （1京都薬大）

27I-pm04S
 14:06

マウス腎被膜下への分化誘導肝細胞移植における最
適なヒト ES/iPS 細胞株の探索
○岡本 涼太1,3, 長基 康人1,3, 高山 和雄1,3, 大橋 一夫1,
櫻井 文教1, 立花 雅史1, 末水 洋志2, 川端 健二3, 水口
裕之1,3,4 （1阪大院薬, 2実中研, 3医薬基盤研, 4阪大MEI
セ）

27I-pm05S
 14:18

胃運動促進薬、食前酒、喫煙が健常者胃運動機能に
及ぼす影響
○山口 哲史1, 高野 美菜1, 富田 保子1, 池澤 舞1, 北廣
優実1, 郷原 宏章1, 内藤 雅人1, 島本 史夫1 （1大阪薬大）

薬物治療・基礎②
伊藤 善規（岐阜大病院）

27I-pm06
 14:40

尿中のアクロレイン代謝物とクレアチニン測定によ
るアルツハイマー病と軽度認知障害の識別
吉田 円1, 東 恭平2, 國 恭司郎2, 溝井 睦美1, 斎木 遼
太郎1,2, 中村 瑞穂1,2, 藁谷 正明3, 植村 研一3, 戸井田
敏彦2, ○柏木 敬子4, 五十嵐 一衛1,2 （1アミンファーマ
研究所, 2千葉大院薬, 3東松戸病院, 4千葉科学大薬）

27I-pm07
 14:52

絶食による酸化ストレスを介した廃用性腸管粘膜萎
縮に対するグルタチオン経口投与の予防効果
○内田 博之1, 中島 由加里1, 大竹 一男1, 森田 匡彦2,
神村 彩子2, 小林 順1 （1城西大薬, 2協和発酵バイオ）

27I-pm08
 15:04

DSS 腸炎マウスにおけるアセチルコリン受容体を介
した皮膚障害の発現
○横山 聡1, 平本 恵一1, 小山 真由1, 大井 一弥1 （1鈴鹿
医療大薬）

27I-pm09
 15:16

新たなマイクロアレイを用いた薬剤性肺障害予測シ
ステムの開発
○青木 彩子1, 山口 晃輝1, 山本 千恵子1, 湯元 良子1,
大島 宏之2, 高野 幹久1 （1広島大院医歯薬, 2三菱レイ
ヨン 横浜研究所）

27I-pm10
 15:28

IVA 型ホスホリパーゼ A2 の阻害による非アルコール
性脂肪肝炎の抑制作用
○金井 志帆1, 倉井 悠貴1, 石原 慶一1, 秋葉 聡1 （1京都
薬大）

27I-pm11
 15:40

Ah（ダイオキシン）レセプターは脂肪組織における
肥満依存性の炎症誘発を介して糖尿病発症に関与
する
○和田 平1, 笠倉 由貴1, 榛葉 繁紀1 （1日本大薬）

薬物治療・基礎③
奥田 真弘（三重大病院）

27I-pm12
 16:00

横紋筋融解症 AKI に対するナノ抗酸化炎症モジュ
レーターの腎保護効果
○渡邊 博志1,2, 西田 健人1, 大柿 滋1, 田中 遼大1, 小玉
あずさ1, 異島 優1,2, 小田切 優樹3,4, 丸山 徹1,2 （1熊本大
院薬, 2熊本大薬育薬フロンティアセ, 3崇城大薬, 4崇
城大DDS研）

27I-pm13
 16:12

尿毒症物質インドキシル硫酸の酸化修飾体に関する
構造特性と生物活性
○丸山 徹1,2, 異島 優1,2, 成底 徹1, 小谷 俊介1, 中島 誠1,
渡邊 博志1,2, 小田切 優樹3,4 （1熊本大院薬, 2熊本大薬
育薬フロンティアセ, 3崇城大薬, 4崇城大DDS研）

27I-pm14
 16:24

消化性潰瘍治療薬ソファルコンは妊娠高血圧腎症の
指標を改善する
○恩田 健二1, 平野 俊彦1, Stephen TONG2, Natalie
HANNAN2 （1東京薬大薬, 2メルボルン大産婦人科）

27I-pm15
 16:36

ナノマテリアルの細胞内輸送機構の解明に向けた
検討
○青山 道彦1, 吉岡 靖雄1,2, 新井 由之3, 石本 里緒1, 角
田 慎一2,4, 永井 健治3, 東阪 和馬1,2, 堤 康央1,2,4 （1阪大
院薬, 2医薬基盤研, 3阪大産研, 4阪大MEIセ）

27I-pm16
 16:48

インスリンアナログ懸濁製剤の製剤間比較（第 2 報）
○富岡 節子1, 信田 重成2 （1いわき明星大薬, 2いわき
明星大電子顕微鏡室）

27I-pm17
 17:00

超音波懸濁法による固形薬剤の崩壊懸濁性に関する
研究 3
金子 将1, ○松村 久男1, 飯田 美奈子1, 森本 一洋1, 松
田 佳和1 （1日本薬大）
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3 月 27 日（金）　午後
J 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B203

新規剤形
北市 清幸（岐阜薬大）

27J-pm01S
 13:30

難溶性薬物封入脂質ナノ粒子製剤の物理化学的特性
および分散安定性に関する研究
○舟越 由香1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井 茂1 （1静岡
県大院薬）

27J-pm02S
 13:42

難水溶性薬物を含有する固体脂質微粒子製剤の開発
○片山 創太1, 池内 由里1, 仁賀 萌奈美1, 笹津 備尚1,
大西 啓1 （1星薬大）

27J-pm03S
 13:54

SN38 封入キューボソームの一層コーティング
○Abdul-Hackam RANNEH1, 岩尾 康範1, 野口 修治1,
板井 茂1 （1静岡県大院薬）

27J-pm04S
 14:06

喘息治療のための環状クラスターデキストリンを基
剤に用いた粉末吸入合剤の開発
○伊藤 拓哉1, 三浦 彩加1, 佐藤 秀行1, 門田 和紀1, 戸
塚 裕一1 （1大阪薬大）

27J-pm05S
 14:18

自己脱離型 PEG 修飾 VIP 誘導体の開発ならびに粉
末吸入製剤への応用
○鈴木 寛貴1, 薬師寺 恵介1, 水元 隆博2,3, 世戸 孝樹1,
尾上 誠良1 （1静岡県大薬, 2ILS, 3American Peptide
Company）

27J-pm06
 14:30

シロスタゾールナノ結晶含有眼瞼適用ゲルパッチの
開発：貼付後の薬物移行性と涙液中薬物動態
○吉岡 千晶1, 長井 紀章1, 伊藤 吉將1, 高橋 秀也2, 志
水 英二2, 松井 誠3, 守本 英二3 （1近畿大薬, 2大阪市大
院工, 3ジェムインターナショナル）

3 月 27 日（金）　午後
N 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B105

調剤・処方
島添 隆雄（九大院薬）

27N-pm01
 13:30

次世代の持参薬入力システムの有用性と今後の展望
○松岡 由貴1, 真川 明将1, 那須 祥子1, 山下 迪子1, 山
本 清司1, 加藤 弘子1, 江崎 哲夫1, 木村 和哲1,2,3 （1名市
大病院薬, 2名市大院薬, 3名市大院医）

27N-pm02
 13:42

自動分割分包機の洗浄バリデーションに関する検
討：テオドール DS20％分包時のテオフィリン残留
量の測定と 2 種類の乳糖の洗浄効果
○宮城 佳紀1, 栗田 拓朗1, 中妻 章1, 横田 ひとみ1, 二
宮 昌樹1, 徳村 忠一1 （1徳島文理大香川薬）

27N-pm03
 13:54

1 回量処方導入に対する意識調査
○森本 健幹1,2, 永沼 智至1, 高木 明子1, 武田 寿恵1, 髙
本 裕子1, 髙口 千里1, 芳本 尚1, 梅本 由紀子1, 近藤 薫1,
長島 裕樹1, 徳山 尚吾2 （1吹田徳洲会病院薬, 2神戸学
院大薬）

27N-pm04
 14:06

救急領域における薬剤師による TDM 検査オーダ入
力支援の有用性
○佐藤 雄己1, 遠山 泰崇1, 山出 梨恵1, 鈴木 陽介1, 藤
岡 孝志1, 金子 哲也1, 伊東 弘樹1 （1大分大病院薬）

27N-pm05
 14:18

調剤過誤の総合解析に基づいた患者被害の縮小化へ
の取り組み
○辻 敏和1, 入佐 俊弘1, 田川 慎二1, 大畠 俊一1, 鹿子
木 成美1, 國分 千代1, 金谷 朗子1, 末安 正典1, 江頭
伸昭1, 増田 智先1 （1九州大病院薬）

27N-pm06
 14:30

貼付剤の先発医薬品と後発医薬品における物理的性
質比較に関する研究
○阿部 智美1, 岡 遼太郎1, 小野寺 隆芳2, 丸 宗孝2, 小
林 江梨子1, 佐藤 信範1 （1千葉大院薬, 2マル・コーポ
レーション）

3 月 27 日（金）　午前
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

製剤の設計・製造（固形）①
森部 久仁一（千葉大院薬）

27R-am01S
 9:00

糖転移ステビアと界面活性剤の複合体による難水溶
性薬物の溶解性改善
○藤森 美季1, 佐藤 秀行1, 門田 和紀1, 戸塚 裕一1 （1大
阪薬大）

27R-am02S
 9:12

Thymoquinone の経口吸収性改善を指向した新規ナ
ノ粒子製剤の開発
○仁平 拓也1, 鈴木 寛貴1, 青木 麻子1, 大竹 啓斗1, 弓
樹 佳曜2, 橋本 直文2, 世戸 孝樹1, 尾上 誠良1 （1静岡県
大薬, 2摂南大薬）

27R-am03
 9:24

ステルス型ナノ粒子を用いた、肺高血圧症治療薬の
開発
○石原 知明1, 水島 徹1 （1慶應大薬）

27R-am04S
 9:36

Novel spray-drying nozzles to formulate pure drug
microparticles for inhalation
○Jennifer WONG1,3, Philip Chi Lip KWOK2, 田上 辰
秋3, Hak-Kim CHAN1, 尾関 哲也3 （1シドニー大, 2香港
大, 3名市大院薬）

27R-am05
 9:48

ポリマーブレンディングによる苦味マスキング顆粒
の調製と口腔内崩壊錠への応用
○西山 哲矢1,2, 尾形 哲夫1, 尾関 哲也2 （1大鵬薬品工
業製剤研, 2名市大院薬）

27R-am06
 10:00

簡易懸濁法が錠剤の溶出性に与える影響について
○綾野 将司1, 栗田 拓朗1, 森田 豊2, 徳村 忠一1 （1徳島
文理大香川薬, 2エルメッド エーザイ）

製剤の設計・製造（固形）②
米持 悦生（星薬大）

27R-am07
 10:20

ドネペジル塩酸塩のコーンスターチ及び結晶セル
ロースへの吸着
○松元 和樹1, 栗田 拓朗1, 徳村 忠一1 （1徳島文理大香
川薬）

27R-am08
 10:32

塩酸エホニジピンエタノール和物の物理化学的性質
の解明　－熱挙動と結晶構造の関係－
○大塚 正史1,3, 前野 祐介1, 深水 啓朗2, 田上 辰秋3, 尾
関 哲也3 （1日産化学, 2明治薬大, 3名市大院薬）

27R-am09
 10:44

有機溶媒蒸気曝露法によるインドメタシンの結晶化
速度　―炭素数の違いによる影響―
○廣田 直人1, 服部 祐介1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬）

27R-am10
 10:56

経口医薬品の検査水準維持に寄与する不良検体の作
成方法の開発
○道関 義之1, 芳岡 博史1, 冨口 明1, 宮本 貴広1, 村山
昇1, 猶塚 正明1 （1持田製薬工場）

27R-am11
 11:08

患者に優しい製剤の開発　―ガティガムの製剤素材
への応用（1）―
○中村 智絵1, 河野 弥生1, 花輪 剛久1 （1東京理大薬）

3 月 27 日（金）　午後
R 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M204

コントロールド・リリース①
竹内 洋文（岐阜薬大）

27R-pm01
 13:30

レバミピドの苦味マスキングを目的とした放出コン
トロール顆粒の設計と評価
○吉村 元靖1,2, 井上 美晴1, 戸田 正文1, 西林 徹1, 尾関
哲也2 （1大塚製薬製剤研, 2名市大院薬）

27R-pm02S
 13:42

新規薬物高含有中空粒子の胃内浮遊製剤への応用
○溝口 緑理1, 青木 肇2, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井
茂1 （1静岡県大薬, 2静岡県大院薬）
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27R-pm03S
 13:54

撹拌溶融造粒法を用いた Clarithromycin 高含有胃内
浮遊性粒子の設計と評価
○青木 肇1, 溝口 緑理2, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井
茂1 （1静岡県大院薬, 2静岡県大薬）

27R-pm04
 14:06

低分子ゲル化剤を用いた新規 in situ 型デポシステム
の開発
○小島 直也1, 榎本 裕志1,2, 本田 崇宏1,2, 青野 浩之1,2

（1奈良先端大院物質創成科学, 2参天製薬）

27R-pm05
 14:18

徐放型薬物放出制御システム開発に向けたエレクト
ロスピニング法の応用
○羽森 真美1, 永野 茄奈1, 柿本 早香1, 杉山 奈々美1,
重森 美奈1, 関 紗也加1, 西村 亜佐子1, 成橋 和正1, 芝
田 信人1 （1同志社女大薬）

コントロールド・リリース②
西田 孝洋（長崎大院医歯薬）

27R-pm06S
 14:40

効率的な細胞取り込みを目指した温度応答性リポ
ソーム作製
○王 堅1, 綾野 絵理1, 米谷 芳枝1, 岡野 光夫2, 金澤
秀子1 （1慶應大薬, 2東女医大 先端生命研）

27R-pm07S
 14:52

誤嚥性肺炎治療を目指した乳酸菌由来抗菌ペプチド
封入経肺投与リポソーム製剤に関する基礎的検討
○安藤 裕太1, 田上 辰秋1, 尾関 哲也1 （1名市大院薬）

27R-pm08
 15:04

温度による薬物放出制御可能な機能性リポソームの
開発
○加藤 ひかる1, 王 堅1, 綾野 絵理1, 米谷 芳枝1, 金澤
秀子1 （1慶應大院薬）

27R-pm09
 15:16

封入安定剤としてポリ-L-グルタミン酸を用いたドキ
ソルビシン封入リポソームの調製
○Andang MIATMOKO1, 川野 久美1, 服部 喜之1, 米持
悦生1 （1星薬大・医薬研）

27R-pm10
 15:28

糖尿病治療のための新規作用メカニズムに基づく
ω-3 多価不飽和脂肪酸封入リポソーム製剤の開発
○岩瀬 由布子1, 亀井 敬泰1, 武田 真莉子1 （1神戸学院
大薬）

27R-pm11
 15:40

Fasudil 内封 PEG 修飾リポソームによる脳虚血/再灌
流障害治療
○南場 美緒1, 佐藤 晶彦1, 福田 達也1, 清水 広介1, 浅
井 知浩1, 奥 直人1 （1静岡県大薬）

コントロールド・リリース③
小暮 健太朗（京都薬大）

27R-pm12
 16:00

リポ多糖による急性肺組織炎症の誘導が肺組織内環
境変化に与える影響および経肺投与型リポソームに
与える影響
○田上 辰秋1, 安藤 裕太1, 尾関 哲也1 （1名市大院薬）

27R-pm13S
 16:12

DNA ハイドロゲルを用いた Cryj1 の経鼻デリバリー
によるスギ花粉症に対する免疫療法の開発
○水野 友美子1, 梅木 佑夏1, 高橋 有己1, 高倉 喜信1,
西川 元也1 （1京大院薬）

27R-pm14S
 16:24

アルツハイマー病治療を標的とした経鼻投与型ペプ
チド薬物脳内送達法の開発
○崔 ハヨン1, 亀井 敬泰1, 田中 未紗1, 重井 愛子1, 糸
数 玲1, 武田 真莉子1 （1神戸学院大薬）

27R-pm15
 16:36

細胞膜透過ペプチド併用経鼻投与によるインスリン
脳内デリバリー：64Cu-NODAGA 標識インスリンを
用いた脳内分布評価
○亀井 敬泰1, 新垣 友隆2, 金山 洋介2, 蔵地 理代2, 長
谷川 功紀3, 渡辺 恭良2, 武田 真莉子1 （1神戸学院大薬,
2理研ライフサイエンス技術基盤研セ, 3熊本大院生命
科学）

27R-pm16S
 16:48

マクロファージを用いた細胞スフェロイドの作製
○田中 悠太郎1, 西川 元也1, 荻野 悠加1, 清水 一憲2,
小西 聡3, 高橋 有己1, 高倉 喜信1 （1京大院薬, 2名大院
工, 3立命館大理工）

27R-pm17S
 17:00

PEG 修飾タンパク製剤 Pegasys に対する ABC 現象
誘導に関する検討
○本藤 栄里1, 美馬 優1, 橋本 洋佑1, 際田 弘志1, 石田
竜弘1 （1徳島大薬）

3 月 27 日（金）　午前
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

代謝
中島 美紀（金沢大院薬）

27S-am01S
 9:00

抗精神病薬リスペリドン投与日本人患者における血
漿中薬物濃度の個人差
○大久保 真穂1, 村山 典恵1, 森田 翔子1, 森 亜沙美1,
倉林 優貴1, 秋元 洋一2, 後藤 晶子2, 山崎 浩史1 （1昭和
薬大, 2鶴が丘ガーデンホスピタル）

27S-am02S
 9:12

外科的切除肝における glutathione S-transferase の遺
伝子多型と酵素活性の個人差
○藤宮 龍祥1, 小林 靖奈1, 青木 武士2, 神山 紀子1, 大
林 真幸1, 村上 雅彦2, 山元 俊憲1 （1昭和大薬 薬物療法
学講座 臨床薬学部門, 2昭和大医 外科学講座 消化器
一般外科学部門）

27S-am03
 9:24

Ⅰ型アレルギーがマウス肝薬物代謝酵素活性に及ぼ
す影響の検討
○上田 ゆかり1, 与那覇 乙梨恵1, 櫻井 栄一1 （1徳島文
理大薬）

27S-am04
 9:36

フェノバルビタールによるラット脳内 UDP-
glucuronosyltransferase1a 発現変動と酸化ストレスと
の関連
○榊原 有季子1, 加藤 美紀1, 近藤 裕也1, 灘井 雅行1

（1名城大薬）

27S-am05
 9:48

ヒト初代肝細胞の三次元培養系を用いた薬物代謝酵
素誘導の評価
○上岡 宏規1, 荒川 大1, 畑野 泰子1, 矢野 健太郎1, 荻
原 琢男1 （1高崎健康福祉大薬）

粘膜・経皮吸収
山本 昌（京都薬大）

27S-am06S
 10:10

親水性高分子の角膜および結膜イオントフォレシス
に対する適用電流値の影響
○関島 秀久1, 鈴木 匠1, 木村 聡一郎1, 森本 雍憲2, 上
田 秀雄1 （1城西大薬, 2TTS技術研）

27S-am07S
 10:22

ポリイオンコンプレックス技術を用いたヒアルロン
酸ナノ粒子の皮膚浸透性評価
○小見 達哉1, 杉林 堅次1, 徳留 嘉寛1 （1城西大薬）

27S-am08S
 10:34

カプサイシン封入マイクロニードル・アレイ・チッ
プの鎮痛効果と皮膚組織移行性との相関性
○各務 栄作1, 青木 美樹1, 藤田 章洋1, 吉岡 涼輔1, 中
野 佑也1, 河渕 真治1, 伊藤 由佳子1, 栄田 敏之1, 高田
寛治2 （1京都薬大 薬物動態学分野, 2バイオセレン
タック）

27S-am09S
 10:46

イブプロフェン封入マイクロニードル・アレイ・チッ
プの鎮痛効果と皮膚組織移行性との相関性
○明神 知美1, 井上 智晶1, 亀井 友梨1, 河渕 真治1, 伊
藤 由佳子1, 栄田 敏之1, 高田 寛治2 （1京都薬大 薬物動
態学分野, 2バイオセレンタック）

27S-am10
 10:58

イブプロフェン皮膚適用後の皮膚透過性に及ぼす適
用製剤の残存容積の影響
○間 祐太朗1, Avnish PATEL2, Majella LANE2, 関 俊
暢1 （1城西大薬, 2ロンドン大薬）

27S-am11
 11:10

化粧品成分の皮内動態解析を可能とするヒトマイク
ロドーズ試験法の有用性
○菊池 啓介1, 中野 恵介2, 藤堂 浩明1, 中出 正人2, 濱
邊 好美3, 松井 隆雄3, 亀山 浩一2, 杉林 堅次1 （1城西
大・薬, 2コーセー・基礎研究室, 3加速器分析研究所）
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3 月 27 日（金）　午後
S 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M203

消化管吸収
片岡 誠（摂南大薬）

27S-pm01S
 13:30

疼痛に伴う吸収遅延の改善を指向した celecoxib 自
己ミセル形成型固体分散体
○薬師寺 恵介1, 鈴木 寛貴1, 御宿 正敏1, 山内 行玄2,
世戸 孝樹1, 尾上 誠良1 （1静岡県大薬, 2松山大薬）

27S-pm02S
 13:42

ダビガトランの体内動態及び薬効に対する抗がん剤
誘発消化管障害の影響
○辻井 一成1, 秋好 健志1, 今岡 鮎子1, 大谷 壽一1 （1慶
應大薬）

27S-pm03S
 13:54

腸内環境下における薬物‐細胞膜透過ペプチド間相
互作用変動と粘膜透過促進効率との関連
○青山 幸奈1, 亀井 敬泰1, El-Sayed KHAFAGY2, 逸見
麻央1, 武田 真莉子1 （1神戸学院大薬, 2Suez Canal
Univ.）

27S-pm04
 14:06

Niemann-Pick C1 Like-1 (NPC1L1) を標的とした乳剤
化による難吸収性物質の吸収改善
○竹川 悠人1, 佐藤 夕紀1, 鷲見 正人1, 武隈 洋1, 菅原
満1 （1北大院薬）

27S-pm05
 14:18

消化管 P-糖タンパク質の輸送機能に対するゴマリグ
ナンの影響
○大塚 杏磨1, 伴野 拓巳2, 矢野 健太郎1, 金川 雅彦1,
荒川 大1, 荻原 琢男1,2 （1高崎健康福祉大薬, 2高崎健康
福祉大院薬）

トランスポーター（SLC）
藤田 卓也（立命館大薬）

27S-pm06S
 14:40

ヒト肺上皮由来 H441 細胞におけるペプチドトラン
スポーター PEPT2 の発現と機能の解析
○杉本 奈津美1, 湯元 良子1, Carsten EHRHARDT2, 高
野 幹久1 （1広島大院医歯薬保, 2Trinity College
Dublin）

27S-pm07S
 14:52

新規直接型 C 型肝炎治療薬の小腸 organic anion
transporting polypeptide 2B1 阻害プロファイル
○森尾 花恵1, 降幡 知巳1, 付 中国1, 鈴木 雄基1, 松本
渉吾1, 坪田 昭人2, 千葉 寛1 （1千葉大院薬, 2東京慈恵
会医大総合医科学研究センター）

27S-pm08S
 15:04

脳クレアチン欠乏症候群に関連する新規変異クレア
チントランスポーターの発現・局在と輸送機能特性
の解析
○上村 立記1, 伊藤 慎悟1,2,3, 太田 悠介4, 立川 正憲5,
平山 未央1,2,3, 和田 敬仁6, 寺崎 哲也5, 大槻 純男1,2,3

（1熊大薬, 2熊本大生命科学, 3CREST・科学技術振興
機構, 4東北大薬, 5東北大院薬, 6京大院医）

27S-pm09
 15:16

ストレスホルモンがヒト腎近位尿細管上皮細胞の膜
輸送活性に及ぼす影響
○中道 範隆1, 清水 善仁1, 増尾 友佑1, 加藤 将夫1 （1金
沢大院薬）

27S-pm10
 15:28

蛍光基質を利用した OATP2A1 機能の迅速評価
○鈴木 祐稀1, 太田 欣哉1, 井上 勝央2, 湯浅 博昭1 （1名
市大院薬, 2東京薬大薬）

トランスポーター（ABC）
加藤 将夫（金沢大院薬）

27S-pm11S
 15:50

EPA 由来プロスタグランジン及びトロンボキサンの
ABCC4 を介した細胞外放出
○田中 伸明1, 山口 浩明1,2, 眞野 成康1,2 （1東北大院薬,
2東北大病院薬）

27S-pm12S
 16:02

げっ歯類胎盤 syncytiotrophoblast 第二層頂端膜にお
ける Mdr1 及び Bcrp の局在
○明石 知也1, 高木 良也1, 西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中
島 恵美1 （1慶應大薬）

27S-pm13
 16:14

MAPK 系による P-糖タンパク質／ABCB1 の分解
制御
○片山 和浩1, 野口 耕司1, 杉本 芳一1 （1慶應大薬）

27S-pm14S
 16:26

胎盤 syncytiotrophoblast からの serotonin 排出輸送機
構の解析
○小澤 英輝1, 西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中島 恵美1 （1慶
應大薬）

27S-pm15
 16:38

HEK293 細胞で働く配糖体トランスポーターの機能
特性：配糖体モデル分子としての 4-MU-glu 輸送の
解析
○山田 知美1, 井上 勝央2, 太田 欣哉1, 湯浅 博昭1 （1名
市大院薬, 2東京薬大薬）

27S-pm16
 16:50

ラット腎リソソームにおける新規 folate 輸送担体の
機能解析
○石山 高範1, 太田 欣哉1, 井上 勝央2, 湯浅 博昭1 （1名
市大院薬, 2東京薬大薬）

3 月 28 日（土）　午後
E 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B215

治験・その他
三輪 芳弘（阪大病院）

28E-pm01
 13:30

治験薬管理における Risk based approach の取り組み
○嶋村 静江1, 野本 亜紀子2, 廣瀬 隆一1 （1北里大メ
ディカルセンター治, 2北里大メディカルセンター薬）

28E-pm02
 13:42

患者説明文書における先行試験成績記載の要因の
検討
○恩田 麻加1, 深澤 陽子1, 平田 えりか1, 原沢 舞1, 荒
川 義弘1, 山崎 力1 （1東大病院臨床研究支援セ）

28E-pm03
 13:54

歯科医療で薬剤師が介入し、良好な疼痛管理が可能
となった症例
○北村 麻理愛1, 上田 紘子1, 大石 美奈子1, 森 功美子1,
上田 幹子1 （1阪大歯病院薬）

28E-pm04
 14:06

処方箋データベースは生活習慣病患者への服薬指導
の有力な支援ツールになる
○富田 基郎1, 大林 秀樹2, 瀬川 正昭2, 藤原 真治3, 中
野 泰子1, 西木 まゆみ4, 田中 正巳4 （1昭和大薬, 2こや
だいら薬局, 3木屋平診療所, 4徳島文理大薬）

3 月 28 日（土）　午後
K 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B202

医薬品製剤の試験・性状・安定性
永井 純也（大阪薬大）

28K-pm01S
 16:10

ニフェジピンの光安定性に対する多孔性ケイ酸カル
シウムの効果
○藤本 有未1, 平井 伸明1, 前田 幸千恵1, 川原 さと実1,
中瀬 朋夏1, 髙橋 幸一1 （1武庫川女大薬 薬剤学研究
室）

28K-pm02S
 16:22

HPMC-AS の薬物結晶化抑制作用に及ぼす胆汁酸及
び脂質の影響
○植田 圭祐1, 東 顕二郎1, 片岡 誠2, 山下 伸二2, 山本
恵司1, 森部 久仁一1 （1千葉大院薬, 2摂南大薬）

28K-pm03
 16:34

アルブミン製剤処方の基礎的検討：抗酸化剤として
の N-アセチルメチオニンの有用性について
○河野 陽介1,4, 安楽 誠1, 山崎 啓之1,2, 丸山 徹3, 岡山
善郎4, 平山 文俊1,2, 小田切 優樹1,2 （1崇城大薬, 2崇城
大DDS研, 3熊本大院薬, 4ファーマダイワ）

28K-pm04
 16:46

吸入粉末剤用添加剤の新規 in-vitro 安全性評価
○杉浦 有香1, 山内 智世1, 浅井 歩1, 奥田 知将1, 岡本
浩一1 （1名城大薬）
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3 月 28 日（土）　午後
O 会場　神戸学院大学　B 号館　1F　B104

薬物間相互作用
伊藤 清美（武蔵野大薬）

28O-pm01
 13:30

ラット大動脈弾性繊維および血圧に対する 2-
methylimidazole の影響
○野田 衣里1,2, 押方 歩2, 竹澤 俊明2, 廣田 孝司1 （1東
京理大薬, 2農業生物資源研）

28O-pm02
 13:42

肺気腫モデルマウスにおけるシンバスタチンによる
肺胞回復と体内動態
○廣岡 志穂美1, 上野 美咲1, 福田 聡子1, 廣田 孝司1

（1東京理大薬）

28O-pm03
 13:54

各種ニューキノロン系抗菌薬とアルミニウムとの相
互作用強度を Caco-2 細胞系から予測する
○今岡 鮎子1, 谷内 江理1, 秋好 健志1, 大谷 壽一1 （1慶
應薬）

28O-pm04
 14:06

肺線維症モデル動物における肺投与型薬物の肺内滞
留性及び肺胞深部への到達性に関する検討
○戸上 紘平1, 丁野 純男1, 多田 均1 （1北海道薬大）

3 月 28 日（土）　午後
T 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M202

ADME・PK/PD
前田 和哉（東大院薬）

28T-pm11S
 15:45

人工膝関節置換術施行患者における抗凝固薬フォン
ダパリヌクスの母集団薬物動態解析
○高島 勇基1, 花田 和彦1, 岩 圭亮1, 松尾 拓磨1, 高橋
晴美1, 柴田 壮一2, 松原 肇2, 厚田 幸一郎3, 月村 泰規4

（1明治薬大, 2北里研究所病院・薬, 3北里大病院・薬,
4北里研究所病院・人工関節センター）

28T-pm12S
 15:57

カペシタビン反復投与時におけるカペシタビンおよ
び 5-FU の体内動態変動
○篠原 康太1, 河渕 真治1, 伊藤 由佳子1, 栄田 敏之1

（1京都薬大 薬物動態学分野）

28T-pm13S
 16:09

長期血中滞留型リベロマイシン A 含有リポソームの
体内動態
○中村 芳1, Konstanty WIERZBA1,2, 阿部 卓哉1, Suresh
PANTHEE2, 高橋 俊二2, 川谷 誠2, 長田 裕之2, 杉林
堅次1, 徳留 嘉寛1 （1城西大薬, 2理研）

28T-pm14
 16:21

有機金属化合物 TDPBi、TDPSb 静脈内投与時におけ
るラット血漿中濃度推移および組織分布
○松本 奈央美1, 勝間田 麻生1, 廣田 孝司1 （1東京理大
薬）

28T-pm15
 16:33

ラットにおけるオランザピン単回投与による血糖値
上昇のメカニズム
○中島 真由美1,2, 石渡 泰芳1, 永田 将司1, 高橋 弘充1,
根岸 健一2, 安原 眞人3 （1東医歯大 病院 薬, 2東京理大
薬, 3東医歯大 院）

28T-pm16
 16:45

腎疾患時におけるアルブミンダイマーの体内動態
評価
○田口 和明1, 山崎 啓之1, 安楽 誠1, 瀬尾 量1, 川井
恵一2, 丸山 徹3, 小松 晃之4, 小田切 優樹1 （1崇城大薬,
2金沢大院, 3熊大院薬, 4中央大理工）

3 月 28 日（土）　午前
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

遺伝子 DDS
宇都口 直樹（帝京大薬）

28U-am01
 9:00

新生仔マウスにおけるアデノウイルスベクターによ
る遺伝子導入特性の解析
○飯塚 俊輔1, 櫻井 文教1, 清水 かほり1,4, 立花 雅史1,
大橋 一夫1, 水口 裕之1,2,3 （1阪大院薬, 2医薬基盤研,
3阪大MEIセ, 4大阪大谷大薬）

28U-am02
 9:12

アデノウイルスベクター投与後早期の肝障害は、ア
デノウイルス遺伝子の発現抑制により軽減される
○清水 かほり1,2, 櫻井 文教1, 飯塚 俊輔1, 立花 雅史1,
西中 徹2, 寺田 知行2, 水口 裕之1,3,4 （1阪大院薬, 2大阪
大谷大薬, 3医薬基盤研, 4阪大MEIセ）

28U-am03
 9:24

ミトコンドリア標的型 DDS、MITO-Porter を用いた
機能性核酸送達および機能評価
○河村 恵理子1, 山田 勇磨1, 古川 亮1, 原島 秀吉1 （1北
大院薬）

28U-am04
 9:36

pDNA モノイオンコンプレックスによる in vivo 局所
遺伝子導入
○朝山 章一郎1, 野原 敦1, 根岸 洋一2, 川上 浩良1 （1首
都大院分子応化, 2東京薬大薬）

28U-am05
 9:48

近赤外蛍光イメージング解析に基づく自己組織化
siRNA/脂質吸入粉末剤の体内動態/安定性評価
○岩井 宏樹1, 奥田 知将1, 杉浦 朋恵1, 西口 祥生1, 岡
本 浩一1 （1名城大薬）

28U-am06
 10:00

siRNA 搭載脂質ナノキャリアを用いた樹状細胞にお
ける遺伝子ノックダウンの律速段階の解明
○藤原 優希1, 中村 孝司1, 藁科 翔太1, 原島 秀吉1 （1北
大院薬）

がん治療 DDS①
川上 茂（長崎大院医歯薬）

28U-am07S
 10:20

リポソームのがん標的化に寄与する腫瘍内リンパ管
の構築
○村岡 英一1, 清水 広介1, 中村 元気1, 浅井 知浩1, 奥
直人1 （1静岡県大薬）

28U-am08S
 10:32

Doxil 投与によるがんの Doxil 耐性化
○高橋 孝典1, 西尾 美穂1, 清水 太郎1, 石田 竜弘1 （1徳
島大薬）

28U-am09S
 10:44

Toll 様受容体リガンドを複合化した pH 応答性高分
子修飾リポソームの免疫誘導機能
○能崎 優太1, 弓場 英司1, 坂口 奈央樹2, 小岩井 一倫2,
原田 敦史1, 河野 健司1 （1阪府大院工, 2テルモ）

28U-am10S
 10:56

微弱低 pH 応答性ぺプチド SAPSp 修飾リポソームの
腫瘍内動態
○鈴木 智子1, 濱 進1, 板倉 祥子1, 中井 麻由美1, 中山
佳代子1, 森本 智士1, 小暮 健太朗1 （1京都薬大）

28U-am11
 11:08

オキサリプラチン封入リポソームの頻回投与が腫瘍
免疫系に与える影響
○清水 太郎1, 西尾 美穂1, 橋本 洋佑1, 中瀬 博1, 際田
弘志1, 石田 竜弘1 （1徳島大薬）

3 月 28 日（土）　午後
U 会場　兵庫医療大学　M 棟　2F　M201

がん治療 DDS②
鈴木 亮（帝京大薬）

28U-pm01S
 13:30

腫瘍組織間隙に浸透可能な柔軟性を有する siRNA
封入キャリアーの開発
○鄭 賢卿1, 宇野 晃平1, 島谷 悠里1, 濵 進1, 小暮 健
太朗1 （1京都薬大）
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28U-pm02S
 13:42

腫瘍溶解性ウイルスであるレオウイルスによる癌関
連線維芽細胞に対する殺細胞効果に関する検討
○上撫 忠孝1, 片山 由貴2, 寶谷 拓磨2, 立花 雅史2, 水
口 裕之2,3,4, 櫻井 文教2 （1阪大薬, 2阪大院薬, 3医薬基
盤研, 4阪大MEIセ）

28U-pm03S
 13:54

腫瘍溶解性ウイルスであるレオウイルスによる低酸
素誘導因子 HIF-1α 発現量低下に関する分子機構の
解明
○宝谷 拓磨1, 立花 雅史1, 水口 裕之1,2,3, 櫻井 文教1

（1阪大院薬, 2医薬基盤研, 3阪大MEIセ）

28U-pm04S
 14:06

CAR-T 細胞の効率的な作製を可能とする遺伝子導入
プロトコルの確立
○徳永 佑亮1, 岡田 直貴1, 草深 穂高1, 廣部 祥子1, 中
川 晋作1 （1阪大院薬）

28U-pm05S
 14:18

mRNA 導入法により創製したヒト CAR-T 細胞の表
面マーカー解析
○河津 和樹1, 岡田 直貴1, 稲垣 涼1, 笹渡 繁巳2, 前川
隆司2, 神垣 隆3, 廣部 祥子1, 中川 晋作1 （1阪大院薬,
2メディネット 先端医科学研, 3瀬田クリニック）

がん治療 DDS③
松尾 一彦（近畿大薬）

28U-pm06
 14:30

血栓結合型インターフェロン γ 誘導体の遺伝子導入
によるインターフェロン γ 癌遺伝子治療効果の増強
○濵名 温志1, 安藤 満1, 藤本 眞衣1, 高橋 有己1, 西川
元也1, 高倉 喜信1 （1京大院薬）

28U-pm07
 14:42

BCG-CWS 搭載ナノ粒子を用いた膀胱がん免疫療法
剤の開発
○中村 孝司1, 吹上 雅文1, 鈴木 嘉晃1, 矢野 郁也2, 宮
崎 淳3, 西山 博之3, 赤座 英之4, 中山 俊憲5, 原島 秀吉1

（1北大院薬, 2日本ビーシージー製造, 3筑波大医, 4東大
先端科学技術研セ, 5千葉大医）

28U-pm08
 14:54

細胞死誘導抗体を分泌するビフィズス菌を利用した
がん治療
○西川 毅1, 平 裕一郎1, 平 郁子1, 斎藤 浩美1, 磯田
勝広1, 石田 功1 （1帝京平成大薬）

28U-pm09
 15:06

miR-499 の血管正常化作用による抗がん剤の薬効
増強
○劉 暁1, 安藤 英紀1, 前田 典之2, 浅井 知浩1, 出羽
毅久3, 奥 直人1 （1静岡県大院薬, 2日本精化, 3名工大院
工）

28U-pm10
 15:18

PEG 化ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤の抗がん
活性
○上條 洋士1, 木村 元気1, 服部 善之2, 住吉 孝明1, 上
里 新一1, 長岡 康夫1 （1関西大化学生命工, 2星薬大医
薬研）

薬剤管理指導
村井 ユリ子（東北大病院）

28U-pm11
 15:40

緩和ケア情報の在り方に関する研究
○高安 芽衣子1, 櫻田 大也1, 小林 江梨子1, 佐藤 信範1

（1千葉大院薬）

28U-pm12
 15:52

病棟薬剤師の入院時持参薬確認と服薬計画立案によ
るポリファーマシー改善効果
○中山 佳代子1, 櫻井 香織1, 杉本 充弘1, 米澤 淳1, 深
津 祥央1, 萱野 勇一郎1, 松原 和夫1 （1京大病院薬）

28U-pm13
 16:04

薬剤師による持参薬仮オーダ登録の評価
○高橋 ちひろ1, 髙地 恵市1, 田村 亮1, 河野 友昭1, 大
森 崇行1, 高山 慎司1, 川名 賢一郎1, 後藤 一美1 （1聖路
加国際病院薬）

28U-pm14
 16:16

薬剤師法改正に伴う外来服薬指導の充実化について
○山下 和彦1, 池田 佳那子1, 北村 直子1, 澤田 有記美1,
奥野 護1, 西岡 達也1, 久米 学1, 槇本 博雄1, 平野 剛1,
平井 みどり1 （1神戸大病院薬）

28U-pm15
 16:28

喘息患者に対するコンプライアンス向上のための薬
剤師の役割 ～調剤薬局と病院との比較～（アンケー
ト調査に基づいて）
○米田 矩子1, 林 紗江1, 糸川 文乃1, 山本 育由1 （1同志
社女大薬）

28U-pm16
 16:40

外来化学療法室における薬剤師の処方提案とそのア
ウトカムの評価
○龍田 涼佑1, 佐藤 雄己1, 伊東 弘樹1 （1大分大病院
薬）

3 月 28 日（土）　午前
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

医薬品適正使用①
安原 眞人（東京医歯大病院）

28W-am01
 9:00

アレルギーを有する手術患者への薬剤師の介入
○岡田 慧1, 杉山 未緒1, 飯田 謙司1, 小松 友梨香1, 渡
辺 友佳1, 稲毛 俊介1, 片山 志郎1 （1日本医大病院薬）

28W-am02
 9:12

認知症患者における抑肝散の副作用情報解析
○竹内 美香穂1, 本橋 秀之1, 新谷 冴香1, 高山 明1, 三
浦 誠2, 矢野 義孝1 （1京都薬大, 2音羽病院薬）

28W-am03
 9:24

ビソプロロール貼付による皮膚障害性に関する研究
○大井 一弥1, 横山 聡1, 小川 文歌1, 平本 恵一1 （1鈴鹿
医療大薬）

28W-am04
 9:36

バルプロ酸による高アンモニア血症の発生率の年次
推移
○山本 吉章1,2, 高橋 幸利1,2, 今井 克美1, 井上 有史1,
賀川 義之2 （1静岡てんかん神経医療セ, 2静岡県大薬）

医薬品適正使用②
田崎 嘉一（旭川医大病院）

28W-am05
 9:48

2 型糖尿病治療における DPP-4 阻害薬の処方動向
調査
○佐古 有紀1, 三上 郁恵2, 桐林 芳江1, 新井 茂昭2, 山
口 友明2 （1ケイ・ディ・フドー, 2安田女大薬）

28W-am06
 10:00

抗 MRSA 薬の適正使用は進んでいるか？
○宮脇 康至1,2, 薮野 佳小里2, 濱口 重人1, 吉田 寿雄1,
関 雅文1, 門脇 裕子2, 竹上 学2, 三輪 芳弘2, 朝野 和典1

（1大阪大病院 感染制御部, 2大阪大病院薬）

28W-am07
 10:12

病棟薬剤師によるプロトコルに基づく薬物治療管理
の実践～抗 MRSA 薬の適正使用に対する効果～
○岡田 直人1, 伏谷 秀治1,2, 東 桃代2, 中村 敏己1, 寺岡
和彦1, 川添 和義1,3, 渡辺 浩良2,4, 安倍 正博5, 石澤
啓介1,3 （1徳島大病院薬, 2徳島大病院 感染制御部, 3徳
島大院HBS研究部 臨床薬剤学分野, 4徳島大院HBS研
究部 小児医学分野, 5徳島大院HBS研究部 生体情報
内科学分野）

28W-am08
 10:24

療養型病院における薬剤師による消化性潰瘍治療薬
の適正使用への貢献
○岡田 孝之1,2, 法橋 純子1, 世良 有雅1, 加茂 美智子1,
髙木 好夫1, 阿瀬井 宏一1, 徳山 尚吾2 （1西宮敬愛会病
院薬, 2神戸学院大薬）

医薬品適正使用③
花輪 剛久（東京理科大薬）

28W-am09S
 10:45

金属カチオン含有サプリメント及び OTC 薬と医薬品
との相互作用に及ぼす亜鉛の影響
○長瀨 彩花1, 髙見 陽一郎1, 井上 結夏1, 山本 温子1,
兼光 朝子1, 川本 英子1, 浜原 安奈1, 花田 貴惠1, 小川
壮寛1,2, 島田 憲一1, 江川 孝1 （1就実大薬, 2マスカット
薬局）

28W-am10S
 10:57

医薬品と健康食品、サプリメントとの相互作用に対
する患者意識の調査
○山本 温子1, 髙見 陽一郎1, 井上 結夏1, 長瀨 彩花1,
兼光 朝子1, 川本 英子1, 浜原 安奈1, 小川 壮寛1,2, 大呂
真史2, 安倉 央2, 安野 和浩2, 林田 晴介3, 大倉 良夫4, 花
田 貴惠1, 杉浦 聡2, 守安 洋子2, 髙橋 正志2, 島田 憲一1,
江川 孝1 （1就実大薬, 2マスカット薬局, 3ハヤシマ薬
局, 4大倉薬局）

28W-am11
 11:09

病棟薬剤業務の質的評価の試み
岡本 優紀1, 明神 有希1, 見元 尚1, ○筒井 由佳1 （1近森
病院薬）
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28W-am12
 11:21

フィジー国における慢性疾患患者の服薬アドヒアラ
ンス
○中島 理恵1 （1日本大薬）

28W-am13
 11:33

海外からの持参薬の確認試験を行った事例報告
○大橋 裕丈1, 長島 浩二1, 原 量平1, 有山 真由美1, 大
木 桜子1, 赤沢 翼1, 早川 史織1, 増田 純一1, 内野 悦夫1,
澤井 孝夫1, 井花 庸子2, 本田 元人2, 和泉 啓司郎1 （1国
立国際医療研究センター病院薬, 2国立国際医療研究
センター病院医師）

3 月 28 日（土）　午後
W 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M113

薬物治療①
山下 直美（武蔵野大薬）

28W-pm01
 13:30

インスリン抗体陽性患者の臨床的特徴に関する検討
○西村 英尚1,2, 飯塚 勝美2, 武田 純2 （1羽島市民病院
薬, 2岐阜大院医）

28W-pm02
 13:42

潰瘍性大腸炎治療における大腸粘膜中メサラジン濃
度に及ぼす製剤の影響
○西岡 由貴1,2, 増田 智先1,2, 中川 俊作1, 矢野 育子1,
吉野 琢哉3, 松浦 稔3, 仲瀬 裕志3, 千葉 勉3, 松原 和夫1

（1京大病院薬, 2九大院薬, 3京大病院消化器内科）

28W-pm03
 13:54

重症筋無力症の治療におけるステロイド内服量と患
者満足度
○菅原 弘貴1, 江﨑 有紗1, 長田 昌子1, 増田 眞之2, 香
月 正明1, 山元 誉子1, 廣村 信1, 入倉 充1 （1第一薬大,
2東京医大病院）

28W-pm04
 14:06

潜在性甲状腺機能低下症におけるマクロ TSH 血症
の検討
○服部 尚樹1, 石原 隆2, 島津 章3 （1立命館大薬, 2神戸
医療セ, 3京都医療セ）

28W-pm05
 14:18

小児の発熱性好中球減少症へのリネゾリドの使用に
関する検討
○櫻井 紀宏1, 中村 安孝1,2, 山田 康一2, 信田 佳克1, 高
橋 克之1, 川口 博資1, 須田 泰記1, 西川 武司1, 掛屋 弘2,
永山 勝也1 （1大阪市大病薬, 2大阪市大病感染制御部）

薬物治療②
菅原 満（北大院薬）

28W-pm06
 14:40

徳島大学病院における真菌感染 BUNDLE の活用に
ついて
○西迫 寛隆1, 中川 博之1, 東 桃代2, 下岡 幸恵1, 伏谷
秀治1, 中村 敏己1, 寺岡 和彦1, 川添 和義1, 石澤 啓介1

（1徳島大病院薬, 2徳島大病院呼吸器内科）

28W-pm07
 14:52

タクロリムスの薬物動態に及ぼすルイボスティー
(Aspalathus linearis)の効果
○池谷 修1, 森 毅彦2, 山吉 康子1, 津田 壮一郎1, 早川
智久1, 石川 春樹1, 木村 元範1, 別府 紀子1, 加藤 淳2, 小
橋 澄子2, 山口 雅也1, 岡本 真一郎2 （1慶應大病院薬,
2慶應大医）

28W-pm08
 15:04

当院におけるリコンビナントトロンボモジュリンの
腎機能に応じた使用実態調査
○西村 知晃1, 柴田 啓智1, 德永 晃己1, 田上 治美1 （1済
生会熊本病院薬）

28W-pm09
 15:16

糖尿病病態と乳酸及びアラニンの関連性
○樋口 一世1,2, 木村 有希2, 鳴海 克哉2, 小林 正紀2, 三
好 秀明3, 中村 昭伸3, 渥美 達也3, 笠師 久美子1, 山田
武宏1, 井関 健1,2 （1北大病院薬, 2北大院薬, 3北大院医）

28W-pm10
 15:28

経口糖尿病薬のパラダイムシフト―DPP-4 阻害薬の
コンビネーションテラピーの調査研究―
藤倉 有沙1, ○藪本 千鶴1, 仁木 一順1, 村田 泰三2, 松
村 泰志2, 上島 悦子1 （1阪大院薬医療薬学分野, 2阪大
院医）

薬物治療③
山本 康次郎（群馬大病院）

28W-pm11
 15:50

C 型慢性肝炎のプロテアーゼ阻害剤 3 剤併用療法に
よる Inosine triphoosphatase の誘導
○田中 庸一1,2, 田村 結美1, 杉崎 一輝1, 松村 春香1, 横
森 弘昭3, 金澤 温子2, 満木 由布菜2, 小宮山 貴子1,2

（1北里大薬, 2北里大メディカルセンター薬, 3北里大メ
ディカルセンター総合診療科）

28W-pm12
 16:02

当院での DIC 治療における遺伝子組換えトロンボモ
ジュリン α 投与の使用状況
○仲鉢 英夫1, 大森 俊和1, 藤村 一軌1 （1湘南鎌倉総合
病院薬）

28W-pm13
 16:14

個別化投与設計を目指した抗てんかん薬バルプロ酸
の治療効果に関する母集団薬物動態―薬力学解析
○中嶋 洋生1, 猿渡 淳二2, 大楠 直樹1, 野相 まどか1,
西村 美紀1, 小野 達昌1, 鬼木 健太郎2, 石津 棟暎3,4, 中
川 和子2,5 （1熊本大薬, 2熊本大院薬, 3熊本再春荘病院
小児科, 4くまもと江津湖療育医療セ, 5熊本大薬育薬
フロンティアセ）

28W-pm14
 16:26

ゲフィチニブの PK/PD に及ぼす体内動態関連遺伝子
多型の影響
○小林 裕幸1, 佐藤 一洋2, 新岡 丈典1, 三浦 肇2, 伊藤
宏2, 三浦 昌朋1 （1秋田大病院 薬, 2秋田大医 内科学講
座 循環器内科学分野・呼吸器内科学分野）

28W-pm15
 16:38

乳癌における予後規定因子 CYLD の臨床的・生物学
的意義の解明
○城野 博史1, 林 光博2, 神力 悟3, 安東 由喜雄4, 岩瀬
弘敬2 （1熊本大病院薬, 2熊本大院医薬, 3浜松医大, 4熊
本大院医薬）

3 月 28 日（土）　午後
X 会場　兵庫医療大学　M 棟　1F　M112

薬剤学（その他）
尾関 哲也（名市大薬）

28X-pm01S
 16:10

薬物動態並びに物性情報からの光毒性リスク評価：
経皮適用化合物の高効率的光安全性評価を目指して
○大竹 啓斗1, 鈴木 友季子1, 加藤 尚視1, 世戸 孝樹1,
尾上 誠良1 （1静岡県大薬）

28X-pm02S
 16:22

マウスの肝臓及び腎臓における薬物代謝酵素及びト
ランスポーターのタンパク質発現量への腸内細菌の
影響
○久野 琢矢1,3, 平山 未央1,2,3, 伊藤 慎悟1,2,3, 大槻 純
男1,2,3 （1熊本大院 薬学教育部, 2熊本大院 生命科学研
究部, 3CREST・科学技術振興機構）

28X-pm03S
 16:34

アジスロマイシンのラット体内動態および細胞間質
液への移行性
○青木 美樹1, 村上 紘之2, 各務 栄作1, 河渕 真治1, 伊
藤 由佳子1, 相引 眞幸3, 栄田 敏之1,2 （1京都薬大 薬物
動態学分野, 2京大院薬 実践臨床薬学分野, 3愛媛大院
医学系研究科救急医学分野）

28X-pm04S
 16:46

Pirfenidone 粉末吸入製剤の動態ならびに安全性評価
○青木 麻子1, 鈴木 源1, 加藤 尚視1, 世戸 孝樹1, 尾上
誠良1 （1静岡県大薬）
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3 月 27 日（金）　午後
D 会場　神戸学院大学　B 号館　2F　B216

薬学教育①
田村 豊（福山大薬）

27D-pm01
 13:30

名古屋市立大学薬学部の製剤学実習における味覚セ
ンサー導入の試み～第 4 報～
石亀 貴欣1, 中谷 貴菜1, 森 千恵未1, 瀧 萌子1, 竹内
堂朗1, 福重 香1, 田上 辰秋1, 阿部 憲太郎2, 池崎 秀和2,
○尾関 哲也1 （1名市大院薬, 2インテリジェントセン
サーテクノロジー）

27D-pm02
 13:42

教育効果の評価に基づいた教育内容の解析と授業
改善
○渡部 俊彦1, 米澤 章彦1 （1東北薬大・薬学教セ）

27D-pm03
 13:54

次世代を担う若者への薬学教育の取り組み（V）：高
大連携「医療・薬学」講座の開講
○杉原 多公通1, 飯村 菜穂子1, 尾﨑 昌宣1, 白崎 仁1,
酒巻 利行1, 朝倉 俊成1, 影向 範昭1, 星名 賢之助1, 本
澤 忍1, 北川 幸己1 （1新潟薬大薬）

27D-pm04
 14:06

薬剤師主導による多職種連携医療シミュレーション
教育の取り組み
○西宮 祐輔1, 名和 秀起1, 錦織 淳美1, 小川 敦1, 山田
あかね1, 日野 隼人1, 白石 奈緒子1, 山地 恵民1, 香西
佳美4, 万代 康弘3, 大澤 晋2, 北村 佳久1, 千堂 年昭1

（1岡山大病院 薬, 2岡山大病院 心臓血管外科, 3岡山大
病院 消化管外科, 4岡山大 医療教育統合開発セン
ター）

27D-pm05
 14:18

臨床薬剤師におけるシミュレーション教育
○大澤 晋1, 万代 康弘2, 名和 秀起3, 錦織 淳美3, 香西
佳美2, 小川 敦3, 武本 あかね3, 白石 奈緒子4, 西宮
祐輔3, 日野 隼人3, 山地 恵民3, 山田 隆子5, 岡本 亜紀5,
佐野 俊二1, 千堂 年昭3 （1岡山大病心臓血管外科, 2岡
山大医療教育統合開発センター, 3岡山大病院薬, 4岡
山大薬, 5岡山大医保健）

薬学教育②
小佐野 博史（帝京大薬）

27D-pm06
 14:30

先導的薬剤師養成に向けた多職種間連携学習の実践
○飯村 菜穂子1, 影向 範明1, 福原 正博1, 安藤 昌幸1,
北川 幸己1, 杉原 多公通1, 押木 利英子2, 松井 由美子2,
永井 洋一2, 遠藤 和男2, 金谷 光子2, 西川 薫2, 中山
和美2, 渡邉 榮吉2, 真柄 彰2, 吉嶺 文俊3, 藤澤 純一3, 小
川 洋平3, 井口 清太郎3 （1新潟薬大薬, 2新潟医療福祉
大, 3新潟大医歯学総合病院）

27D-pm07
 14:42

レスポンスアナライザ（授業応答システム）にスマー
トフォンを活用した授業改善の試行：学業成績との
相関について
○武田 直仁1, 小林 建太郎2 （1名城大薬, 2デジタル・ナ
レッジ）

27D-pm08S
 14:54

薬効の評価や副作用の早期発見をバーチャルで体
験！薬剤師のためのフィジカルアセスメント学習教
材の開発
○今田 美里1, 徳永 仁1, 小笹 彩花1, 興梠 靖幸1,2, 小野
知佐1, 西村 秋恵1, 緒方 賢次1, 瀬戸口 奈央1, 甲斐
晃弘2, 松岡 俊和1, 佐藤 圭創1, 高村 徳人1 （1九州保福
大薬, 2千代田病院薬）

27D-pm09S
 15:06

構造活性相関と分子構造の理解における 3D アニ
メーションの有効性の検討
○中谷 明嗣1, 松野 純男2, 大星 直樹1 （1近大院総理,
2近畿大薬）

27D-pm10S
 15:18

薬学生による地域社会への情報発信（1）－明治薬科
大学附属薬局における「健康啓発活動」の開催－
○深野 顕人1, 寶川 千鶴1, 中島 正登2, 菅野 敦之2, 赤
沢 学1, 石井 文由2 （1明治薬大・μstream, 2明治薬大附
属薬局）
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