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KIITOホール

全合成

27PB-am001 ホマクチン類の合成研究
○中平 祐太1, 齋藤 悠人1, 岩本 大紀1, 小清水 治太1,
長岡 博人1, 高取 和彦1 （1明治薬大）

27PB-am002S 13-Hydroxy-15-oxozoapatlin の合成研究
長澤 心1,2, ○松永 和磨1, 岸田 敦1, 高取 和彦1 （1明治
薬大, 2太田胃散）

27PB-am003S アンセリジオーゲン-An の合成研究
○金子 聡1, 長澤 心1, 長岡 博人1, 高取 和彦1 （1明治薬
大）

27PB-am004 RCM 反応を用いた Ellipticin 誘導体の合成研究
○西山 卓志1, 町支 臣成1, 波多江 典之2, 日比野 俐1

（1福山大薬, 2北医療大薬）

27PB-am005 2-ピリドン構築による縮合複素芳香環類合成と β-カ
ルボリンアルカロイド Eudistomin X の全合成研究
○小田 翔太1, 町支 臣成1, 小田 愛美1, 西山 卓志1, 今
村 さやか1, 波多江 典之2, 日比野 俐1 （1福山大薬, 2北
医療大薬）

27PB-am006 Azafluorenone 骨格を有する onychine の新規合成法
の開発
○藤脇 孝哉1, 西山 卓志1, 町支 臣成1, 日比野 俐1 （1福
山大薬）

27PB-am007 プロトベルベリン dibenzo[a,g]quinolizine 骨格構築法
の開発と alangiumkaloid A 全合成への応用
○廣中 美晴1, 町支 臣成1, 日比野 俐1 （1福山大薬）

27PB-am008 ラン科植物アルカロイド phaitanthrin E の合成研究
○伊藤 智貴1, 阿部 匠1, 石倉 稔1 （1北医療大薬）

27PB-am009 金触媒環化反応を用いた Sarpagine 型インドールア
ルカロイドの不斉全合成研究
○渡邉 慧介1, 前田 博行1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
高山 廣光1 （1千葉大院薬）

27PB-am010 カプラザマイシン類の合成研究：(+)-カプラゾール
の触媒的不斉全合成
Purushothaman GOPINATH1, 阿部 光1, Lu WANG1,
Gandamala RAVI1, 舛田 岳史1, ○渡辺 匠1, 柴崎 正勝1

（1微化研）

27PB-am011 新規 Kopsia アルカロイド KAM1 の不斉全合成研究
○德田 涼子1, 高橋 伸明1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
高山 廣光1 （1千葉大院薬）

27PB-am012S Fawcettimine 型リコポジウムアルカロイド
Lycopoclavamine-A の不斉全合成研究
○高橋 駿介1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山 廣光1

（1千葉大院薬）

27PB-am013 Plakinidine B の合成研究
佐藤 喬仁1, ○安達 陶磨1, 岡野 健太郎1, 徳山 英利1

（1東北大院薬）

27PB-am014 新規極微量海洋天然物レニエラマイシン T の全合成
研究 (3)
○木村 真也1, 齋藤 直樹1 （1明治薬大）

27PB-am015S Aspoquinolone 類の全合成研究
○細沢 拓未1, 横江 弘雅3, 常盤 広明1,2, 津吹 政可3

（1立教大・理, 2立教大・未来分子センター, 3星薬大・医
薬研）

27PB-am016 アリルアミン誘導体の Domino Friedel-Crafts 反応を
利用した新規イソキノリン骨格構築法の検討
○村重 諒1, 大塚 陽子1, 鷺澤 一輝1, 白石 充1 （1姫路獨
協大薬）

27PB-am017 Javaberine A の不斉全合成研究
○山本 康友1, 秀島 久美子1, 馬場 綾菜1, 中埜 麻衣1,
林 愛1, 宮脇 あかり1, 富岡 清1 （1同志社女大薬）

27PB-am018 Phaeosphaeride A の相対および絶対立体配置の決定
○小林 健一1, 小林 夕貴子1, 中村 美里1, 田村 修2, 古
源 寛1 （1明治薬大, 2昭和薬大）

27PB-am019 sp2 C-Br/C-H 型クロスカップリング反応を利用した
Bractelactone の全合成研究
小林 健一1, ○中村 美里1, 高橋 恵美1, 古源 寛1 （1明治
薬大）

27PB-am020 新規閉環反応によるアザ[7]ヘリセン類の合成
○栗林 俊文1, 二階堂 誠理1, 古田 巧1, 川端 猛夫1 （1京
大化学研究所）

27PB-am021 スピロ化合物を経由するキサントン類の合成研究
長谷川 将1, 片川 和明1, ○熊本 卓哉1 （1武蔵野大薬）

27PB-am022 防風成分 4’-O-glucosyl-5-O-methylvisamminol の不斉
合成
○五十嵐 靖1, 小関 雄太1, 西村 浩昭1, 山本 藤輔1, 諸
田 隆1 （1ツムラ）

27PB-am023S オキシラニルアニオン法を用いた Brevisamide の形
式的全合成
中村 くみこ1, ○福田 愛弓1, 中野 雅人1, 畔柳 慶子1,
坂井 健男1, 森 裕二1 （1名城大薬）

27PB-am024 ヘジオトール A の全合成
○河辺 佑介1, 石川 諒1, 吉田 直人1, 赤尾 祐介1, 吉田
篤史1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 濱島 義隆1, 菅 敏幸1 （1静
岡県大薬）

27PB-am025S Gymnocin-B の GHI 環フラグメントの合成研究
加藤 翔大1, ○波多野 良紀1, 坂井 健男1, 森 裕二1 （1名
城大薬）

27PB-am026S 抗菌活性天然物 citreamicin δ, ε の合成研究
○杉村 里紗1, 竹内 アイリーン1, 鈴木 由美子1 （1上智
大理工）

27PB-am027 オルトナフトキノン骨格を有する抗腫瘍活性天然物
Lantalucratin C の合成研究
○尾形 篤太郎1, 田中 愛美1, 石垣 百恵1, 吉田 知世1,
西内 亜理沙1, 稲本 浄文1, 來海 徹太郎1 （1武庫川女大
薬）

27PB-am028 ナピラジオマイシン A1 の全合成研究
○名取 智基1, 北村 優太1, 赤井 周司1, 好光 健彦1 （1阪
大院薬）

27PB-am029 velutinol A 及び関連天然化合物の合成研究
○井坂 修久1, 田宮 実1, 北澤 貴明1, 石澤 和也1, 長谷
川 篤志1, 池田 舞由1, 石黒 正路1 （1新潟薬大応用）

27PB-am030 チオエステル縮合法による複数個の硫酸化チロシン
残基を含むペプチドの合成
○市川 友莉恵1, 渡邊 翔1, 飯吉 加奈子1, 坪川 和明1,
関川 由美1, 浅田 真一1, 北川 幸己1 （1新潟薬大薬）

27PB-am031 Hirsutella rhossiliensis 由来糖脂質の合成
○大塚 功1, 羽田 紀康2, 藤井 隆成1, 金丸 美佐紀1, 渥
美 聡孝1, 垣内 信子1 （1九州保福大薬, 2慶應大薬）

27PB-am032 糖アミノ酸を用いた新規糖質類縁体の合成と抗ウイ
ルス薬への応用
○岡崎 優祐1, 出水 庸介2, 細谷 翼3, 栗原 正明2, 須原
義智1,3 （1芝浦工大院理工, 2国立衛研, 3芝浦工大シス
テム理工）

27PB-am033S 抗 HIV 候補薬 EFdA の効率的合成
○福山 圭1, 桑原 重文1, 大類 洋2 （1東北大院農, 2横浜
薬大）

27PB-am034 Cyslabdan の全合成
○大多和 正樹1, 菱沼 裕介1, 内田 龍児1, 供田 洋1, 長
光 亨1 （1北里大薬）

27PB-am035S チランダマイシン B の合成研究
○原田 麟太郎1, 高橋 圭介1, 日下部 太一1, 加藤 恵介1

（1東邦大薬）
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27PB-am036 ボラン・THF 錯体による Z-アルケン構築法を機軸と
した Venturicidin 類の全合成研究
○鈴木 裕治2, 古川 晃規1, 中野 妙子1, 島貫 陽平1, 安
井 英子1, 宮下 正昭1, 南雲 紳史1 （1工学院大工, 2北薬
大薬）

27PB-am037S アーユルベーダ天然薬物“サラシア”由来 α-グルコ
シダーゼ阻害剤, neoponkoranol の新規ジアステレオ
選択的合成
田邉 元三1, ○至田 智行1, 松本 裕朗1, 筒井 望1, 村岡
修1 （1近畿大薬）

27PB-am038 神経栄養因子様物質ホーノキオールの効率的合成
○有岡 千晴1, 原田 研一1, 宮北 秋菜1, 久保 美和1, 福
山 愛保1 （1徳島文理大薬）

27PB-am039 キク科植物由来セスキテルペノイド artalbic acid の合
成研究
○小林 豊晴1, 牛江 亜衣1, 阿部 秀樹1, 伊藤 久央1 （1東
京薬大生命科学）

27PB-am040S パラレムノリン A の合成研究
阿部 秀樹1, ○井上 愛子1, 佐々木 優一1, 深沢 直樹1,
小林 豊晴1, 伊藤 久央1 （1東京薬大生命科学部）

27PB-am041S 三環性ノルネオリグナン catunaregin の全合成
阿部 秀樹1, ○曵地 琢摩1, 江森 皓亮1, 小林 豊晴1, 伊
藤 久央1 （1東京薬大生命科学）

27PB-am042S Asperfuranone の不斉合成研究
○板谷 慧子1, 阿部 秀樹1, 小林 豊晴1, 伊藤 久央1 （1東
京薬大生命科学）

27PB-am043S アルドール反応を利用したセスキテルペノイド
asperaculin A の合成研究
○榊原 百々代1, 小林 豊晴1, 阿部 秀樹1, 伊藤 久央1

（1東京薬大生命科学）

27PB-am044S アルドール反応を用いた Yonarolide の合成研究
○野神 咲子1, 上田 洋平1, 小林 豊晴1, 阿部 秀樹1, 伊
藤 久央1 （1東京薬大生命科学）

27PB-am045 Aberrarone の合成研究（2）
小濱 直樹1, 木本 みよ1, 中村 洋1, ○石崎 幸1 （1城西国
際大薬）

27PB-am046 三環性ジテルペン配糖体の合成研究
○桑田 和明1, 花屋 賢悟1, 須貝 威1, 庄司 満1 （1慶應大
薬）

27PB-am047 Wnt シグナル抑制因子阻害剤：carteriosulfonic acid の
不斉合成
○田部井 美保1, 宮崎 倫子1, 伊藤 瑞夏1, 金光 卓也1,
永田 和弘1, 伊藤 喬1 （1昭和大薬）

27PB-am048S 南アフリカ産ウミウシ Leminda millecra のセスキテ
ルペン Millecrone A の合成研究
○宮竹 香歩1, 熊野 未奈子1, 中島 勝幸1, 通 元夫1 （1徳
島文理大薬）

27PB-am049 PTP1B 阻害活性を有するダイシダバロン B および C
の全合成研究
○成田 紘一1, 福井 友理恵1, 佐藤 江里1, 安達 剛史1,
加藤 正1 （1東北薬大）

27PB-am050 カンナビノイド受容体アゴニスト活性を有するフェ
ルギネン B の全合成研究
○佐々木 理1, 成田 紘一1, 加藤 正1 （1東北薬大）

27PB-am051 海洋天然物であるイリマキノン、イソスポンジアキ
ノン、スメノクアロンおよびスメノスポンジンの全
合成
○加藤 武1, 熱海 秀1, 佐藤 廣河1, 平間 美佳1, 成田
紘一1, 加藤 正1 （1東北薬大）

27PB-am052 選択的 PI3Kα 阻害物質(+)-リファガールの全合成
○菊地 拓也1, 神島 尭明1, 成田 紘一1, 加藤 正1 （1東北
薬大）

27PB-am053 南シナ海産軟体サンゴ由来の三環性トリノルジテル
ペノイド Chabrolol C の合成研究
太田 浩一朗1, ○茂木 義輝1, 錦織 可枝1, 釜池 和大1,
宮岡 宏明1 （1東京薬大薬）

27PB-am054 抗腫瘍ステロイドアンドラスチン類の全合成研究
○尹 樹強1, 湊 大志郎1, 杉本 健士1, 松谷 裕二1 （1富山
大院薬）

27PB-am055 微生物由来のジヒドロピラン骨格を有する抗酸化物
質の合成研究
○齋藤 めぐみ1, 鈴木 彩香1, 永田 和弘1, 金光 卓也1,
宮崎 倫子1, 伊藤 喬1 （1昭和大薬）

合成

27PB-am056 C-カルボキシニトロンの付加環化反応を用いる syn-
HPA-12 の合成研究
濵 沙織1, 宮澤 明日香1, 稲葉 友香1, ○庭野 陽平1, 伴
慎太郎1, 橋本 善光1, 森田 延嘉1, 田村 修1 （1昭和薬大）

27PB-am057 ベンゾジアゼピン類の立体化学：軸不斉と中心不斉
の連動性について
○田畑 英嗣1, 辻 侑夏1, 米田 哲也1, 忍足 鉄太1, 高橋
秀依1, 夏苅 英昭1 （1帝京大薬）

27PB-am058 環内に窒素原子を含むアスコルビン酸類縁体の抗酸
化活性上昇の検討
○野村 昌吾1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1 （1東京理大薬）

27PB-am059 芳香族アルデヒドとアミノエタノールとの反応によ
るフェニルオキサゾリンの生成とその溶媒効果
○田川 義展1, 西脇 香1, 須本 國弘1 （1福岡大薬）

27PB-am060 塩基性側鎖を有する新規 BOX 系配位子の設計と
合成
○山際 教之1, 仁科 貴裕1, 須藤 豊1, 岩崎 源司1 （1高崎
健康福祉大薬）

27PB-am061S シリルメチルアミンを窒素源として用いるポルフィ
リン環への第一級アミノ基導入反応
○土屋 育巳1, 杉田 典昭1, 林 賢1, 高波 利克1 （1明治薬
大）

27PB-am062S 長鎖アルキル基をもつ二点配位型ポルフィリン二量
体の構築とその不斉認識能
○酒井 瑞希1, 林 賢1, 高波 利克1 （1明治薬大）

27PB-am063S p-アルコキシポリフルオロフェニルポルフィリンの
効率的合成
○石井 佐和1, 林 賢1, 高波 利克1 （1明治薬大）

27PB-am064S C-H 活性化によるポルフィリン環へのトリフルオロ
メチル基導入
杉田 典昭1, ○山崎 大輔1, 林 賢1, 高波 利克1 （1明治薬
大）

27PB-am065 ケイ素置換基を有する共役系伸長型ポルフィリンの
合成
杉田 典昭1, ○越智 大介1, 林 賢1, 高波 利克1 （1明治薬
大）

27PB-am066 Angular 型および Linear 型[5-6-5]三環系縮合ヘテロ
環化合物の合成
○友池 和敬1, 岡部 史1, 丸岡 博1, 益本 英一1, 藤岡
稔大1, 山方 健司1 （1福岡大薬）

27PB-am067 トポイソメラーゼ阻害作用を有する
dibenzo[a,f]quinolizidine 誘導体の合成研究（2）
○山崎 和応1, 高橋 享佑1, 土屋 将輝1, 細野 哲司1, 鈴
木 啓太郎1, 大場 正志1 （1横浜薬大）

27PB-am068 ジインドリルアレーン類の合成
○山田 康司1, 石倉 稔1 （1北医療大薬）

27PB-am069 ハイスループットスクリーニングによるフルオロア
ルキル基を有するビスインドール化合物の発見と
合成
○鈴木 秀幸1, 佐藤 あやの2, 仁科 勇太1 （1岡山大異分
野コア, 2岡山大院自然）

27PB-am070S 抗腫瘍活性イソキノリン系海洋天然物の右半部モデ
ルの収率改善
○藤野 晃也1, 矢口 綾子1, 横屋 正志1, 齋藤 直樹1 （1明
治薬大）

27PB-am071 部分アミロイド β ペプチド配列を含む消光性蛍光基
質の開発
○田口 博明1, 上村 尚子1, 松島 慶1, 藤田 快男1 （1鈴鹿
医療大薬）

27PB-am072 環境変化に応答して側鎖構造を変化させるジ置換ア
ミノ酸とその含有ペプチドの合成
○農中 ひかる1, 土井 光暢2, 大庭 誠1, 田中 正一1 （1長
崎大院医歯薬, 2大阪薬大）
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27PB-am073 (−)メントン由来のアセタールを持つジ置換アミノ酸
を含有するペプチドの合成と配座解析
○古川 かほり1, Ouma OPIYO GEORGE1, 土井 光暢2,
大庭 誠1, 田中 正一1 （1長崎大院医歯薬学総合研究
科・薬学, 2大阪薬大）

27PB-am074 アセタールを有するキラル環状ジ置換アミノ酸によ
るヘリカル二次構造の制御
○古場 百合恵1, 上田 篤志1, 大庭 誠1, 土井 光暢2, 出
水 庸介3, 栗原 正明3, 田中 正一1 （1長崎大院医歯薬,
2大阪薬大, 3国立衛研）

27PB-am075 三重螺旋構造の安定化を指向した β-ペプチド導入型
コラーゲン模倣物の創製
○杖本 望1, 出水 庸介3, 百合野 翔太郎1, 中村 陽菜2,
土井 麻緒2, 栗原 正明3, 須原 義智1,2 （1芝浦工大院理
工, 2芝浦工大システム理工, 3国立衛研）

27PB-am076 免疫賦活剤を目指したイミダゾキノリン骨格を側鎖
に有する新規アミノ酸の合成
○藤田 快男1, 田口 博明1 （1鈴鹿医療大薬）

27PB-am077 抗菌作用及び抗腫瘍作用を有するタンニン類縁体の
合成
○西岡 弘美1, 渡邉 聡子2, 小川 卓也1, 黒田 照夫1, 坂
上 宏3, 波多野 力1, 竹内 靖雄1 （1岡山大院医歯薬, 2岡
山大薬, 3明海大歯）

27PB-am078 絶対配置の決定を目指した lentztrehalose の合成研究
○張 明1, 和田 俊一1, 渡辺 匠1, 柴崎 正勝1 （1微化研）

27PB-am079 ビザンチンの効率的合成法の開発
○坂本 京平1, 中野 真代1, 葛西 祐介1, 山本 博文1, 今
川 洋1 （1徳島文理大薬）

27PB-am080 エンテカビルとアデホビルのハイブリッド型化合物：
メチレンアシクロヌクレオシド誘導体の合成と抗
HBV 活性
○井本 修平1, 向後 悟2,3, 徳田 亮1, 熊本 浩樹4, 青木
学5,6, 天野 将之6, 鍬田（東） 伸好3,6, 満屋 裕明3,6,7, 原口
一広2 （1崇城大薬, 2日本薬大, 3国際医療研究センター,
4昭和大薬, 5熊保大医学検査学科, 6熊本大医,
7Experimental Retrovirology Section, NCI, NIH, DHHS,
USA）

27PB-am081 スピロ[2.4]ヘプタン骨格を有する炭素環ヌクレオシ
ドの合成と抗ウイルス作用の評価
○熊本 浩樹1, 深野 実里1, 天野 将之2, 鍬田（東） 伸
好2,4, 原口 一広3, 満屋 裕明2,4,5, 福原 潔1 （1昭和大薬,
2熊本大医, 3日本薬大薬, 4国際医療研究セ, 5NCI NIH,
DHHS）

27PB-am082 遺伝情報制御化合物としてイミダゾールポリアミド
を含むオリゴヌクレオチドの合成と評価
○小河原 諒1, 阪田 大輔1, 宮川 貴文1, 太田 浩一朗1,
宮岡 宏明1, 釜池 和大1 （1東京薬大薬）

27PB-am083S ナフタレンジイミド誘導体で修飾されたオリゴヌク
レオチドの合成と評価
○西松 万智1, 田中 琴乃1, 滝澤 沙紀子1, 阿保 枝里子1,
太田 浩一朗1, 宮岡 宏明1, 釜池 和大1 （1東京薬大薬）

27PB-am084 トリススピロ(3H-ピラゾール-3-オン) 誘導体の合成
と反応
丸岡 博1, ○江崎 礼華1, 西田 翔1, 冨田 陵子1, 藤岡
稔大1 （1福岡大薬）

27PB-am085 トリフェニルスチバン触媒下で行う α-ヒドロキシケ
トンからのキノキサリン誘導体の合成
○松村 実生1, 高田 理恵1, 鵜飼 佑1, 山田 瑞希1, 角澤
直紀2, 安池 修之1 （1愛知学院大薬, 2北陸大薬）

27PB-am086S 電子欠乏性トリアジニルホスフィン配位子の開発
○安倍 一実1, 北村 正典1, 国嶋 崇隆1 （1金沢大院医薬
保）

27PB-am087 抗腫瘍活性天然化合物 Rhinacanthins の合成研究
○西内 亜理沙1, 土江 美冴1, 鳥居 恵理1, 柴山 友希1,
島 綾花里1, 尾形 篤太郎1, 稲本 浄文1, 來海 徹太郎1

（1武庫川女大薬）

27PB-am088 特異的水素結合ユニットを用いる動的光異性化触媒
の開発
○Christopher Roderick OPIE1, 熊谷 直哉1, 柴崎 正勝1

（1微化研）

27PB-am089S オキサアズラノン骨格を有する新規光感受性保護基
の創製研究
○山口 竣1, 間瀬 暢之2, 渡辺 修治2, 古田 寿昭3, 鳴海
哲夫2 （1静岡大工, 2静岡大院工, 3東邦大理）

27PB-am090 プロセス移行を目指したタミフルの合成研究：グル
タミン酸ルートの 適化
○古舘 信1, 熊谷 直哉1, 渡辺 匠1, 柴﨑 正勝1 （1微化
研）

27PB-am091 ラジカル消去活性増強を目的とした C-メチルケルセ
チン誘導体の合成
○今井 耕平1,2, 中西 郁夫2, 大場 友祐1, 松林 智子1, 小
田中 友紀1, 松本 謙一郎2, 福原 潔1 （1昭和大薬, 2放医
研）

27PB-am092 ヒト血清アルブミンの分子内空洞を反応場とする光
不斉環化反応
○新保 未央1, 呉 賢明1, 今井 耕平2, 中村 朝夫1 （1芝工
大院理工, 2昭和大薬）

27PB-am093 カルボニルイリドの不斉 1,3-双極付加環化反応を機
軸とするフロンドシン A の合成研究
○砂土居 裕太1, Neetipalli THRIMURTULU1, 夏目 隼
太郎1, 伊藤 元気1, Krishnamurthi JANAGIRAMAN1,
穴田 仁洋1, 橋本 俊一1 （1北大院薬）

反応①

27PB-am094 新規タンデム Dakin 酸化反応による tryptanthrin の簡
便合成
○阿部 匠1, 伊藤 智貴1, 石倉 稔1 （1北医療大薬）

27PB-am095 水素結合相互作用を基盤とした有機酸―キラル受容
体複合体を用いる触媒的不斉反応
○半田 晋也1, 山下 航平1, 杉本 裕1 （1東理大工）

27PB-am096 改良 Pictet-Spengler 反応を利用した 3 環性複素環化
合物の合成
○新津 美貴1, 春山 豊1, 北畠 道和1,2, 毛利 邦彦1, 堀口
よし江1 （1昭和薬大, 2パームケム・アジア）

27PB-am097S 多環式芳香族ジニトロ化合物が持つ発がん性解明の
ための DNA 付加体の化学合成
○伴 祐樹1, 加藤 由希子1, 眞鍋 敬1, 岩本 憲人1 （1静岡
県大薬）

27PB-am098 抗マラリア活性を指向した、ベンズインドール類の
反応と合成
湯澤 穣治1, 平野 喜香1, Nyo Mi SWE1, 天野 託1, 中谷
善彦1, 矢作 忠弘1, ○渡辺 敏子1 （1国際医福大薬）

27PB-am099 金触媒を用いた多置換キノリジジン合成法の開発と
その応用
○植田 浩史1, 野中 汐里1, 杉本 健士2, 徳山 英利1 （1東
北大院薬, 2富山大院薬）

27PB-am100 New Findings in Electrophilic Substitution of Ethyl
Indole-2-carboxylate and Its Benz[f] Analogue
○Nyo Mi SWE1, 湯澤 穣治1, 金谷 貴行1, 渡辺 敏子1

（1国際医福大薬）

27PB-am101 インドール環を含む多環性複素環化合物の合成研究
○千原 佳子1, 森井 祐喜1, 池尻 昌宏1, 宮下 和之1 （1大
阪大谷大薬）

27PB-am102 2-Acylaminochalcone からのキノリン合成
○前川 智弘1, 中村 光1, 三木 康義1 （1近畿大薬）

27PB-am103 Truce-Smiles 転位反応を利用したヘテロ五員環縮合
[2,3-c]isoquinoline 類の合成
○奥田 健介1, 豊福 優太1, 平山 祐1, 永澤 秀子1 （1岐阜
薬大）

27PB-am104 アレニミドを活用する α-ヒドロキシアレナミドの合
成とその分子内環化反応
○佐藤 岳春1, 末田 拓也1, 岡本 典子1, 柳田 玲子1 （1広
島国際大薬）

27PB-am105 金触媒を用いた三重結合及びエナミドの活性化を経
る連続環化反応の開発
○水野 翔太1, 杉本 健士1, 松谷 裕二1 （1富山大院薬）

27PB-am106 構造 適化計算を併用した 2-アザスピロ環化合物の
効率的合成
○小玉 健太郎1, 島野 洋祐1, 須田 岬2, 玄 美燕1, 高山
淳1, 寺前 裕之2, 坂本 武史1 （1城西大薬, 2城西大理）
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27PB-am107S インドール類の新規カルバモイル化反応の開発
上田 昌史1, ○西田 唯香1, 河野 友紀子1, 武田 紀彦1,
宮田 興子1 （1神戸薬大）

27PB-am108S シリルボランを用いた 2-ニトロビアリール類の分子
内 C-H アミノ化反応の開発
○阿部 将大1, 熊田 佳菜子1, 根東 義則1 （1東北大院
薬）

27PB-am109S 有機超電子供与剤を用いたニトロベンゼン誘導体の
変換反応
○安部 瑛里奈1, 熊田 佳菜子1, 根東 義則1 （1東北大院
薬）

27PB-am110S 不斉アザマイケルーフッ素化連続反応の開発研究
○清水 麻希1, 尾形 篤太郎1, 岡島 真純1, 金﨑 麻衣1,
西内 亜理沙1, 稲本 浄文1, 來海 徹太郎1 （1武庫川女大
薬）

27PB-am111 DMSO-TFAA によるインドール 2 位での芳香族求核
置換反応の開発
○河内 晃樹1, 田湯 正法1, 樋口 和宏1, 川﨑 知己1 （1明
治薬大）

27PB-am112 光学活性オキサゾリン環の C-H 直接的アリール化
反応
○竹本 昂平1, 西川 泰弘1, 石黒 貴洋1, 三輪 健太郎1,
川口 俊介1, 原 脩1 （1名城大薬）

27PB-am113 銅触媒と分子状酸素を用いた 2－アリールインドー
ルの酸化的タンデム反応の開発
○山下 光明1, 飯田 彰1 （1近畿大農）

27PB-am114 α-CF3 基を有するアミドの触媒的不斉ダイレクトア
ルドール反応
○松澤 彰信1,2, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1 （1微化研, 2東大
院薬）

27PB-am115 アレニルエーテルとジエンとの分子内環状付加反応
におけるジエン部の配座効果
○波多江 典之1, 岡田 知晃1, 豊田 栄子1 （1北医療大
薬）

27PB-am116 超原子価ヨウ素とジセレニドによる酸化的エーテル
環化反応の検討
○斎藤 有香子1, 植松 拓也1, 名取 良浩1, 若松 秀章1,
吉村 祐一1 （1東北薬大）

27PB-am117 有機分子触媒を用いる不斉 direct vinylogous aldol 反
応の開発
○坂井 崇亮1, 平島 真一1, 前田 知恵1, 中島 康介1, 古
石 裕治1, 三浦 剛1 （1東京薬大薬）

27PB-am118S パラジウム－DHTP 触媒を用いるワンポット多置換
ベンゾフラン合成：第四級アンモニウム塩の効果
○秋山 知代1, 勝又 はるか1, 山口 深雪1, 眞鍋 敬1 （1静
岡県大薬）

27PB-am119 （o-アルキニルフェニル）（メトキシメチルスルフィ
ド）の環化‐カルボニル化反応：リガンドによる反
応制御
○彭 程1, 日下部 太一1, 高橋 圭介1, 加藤 恵介1 （1東邦
大薬）

27PB-am120S 2-アルキニルベンズアミド誘導体のタンデム反応に
よるイミノイソクマリン合成 (2)
○南 英輝1, 末田 拓也1, 岡本 典子1, 三輪 嘉尚1, 柳田
玲子1 （1広島国際大薬）

27PB-am121 Rh(II)アミダート錯体を用いた Rawal ジエンとキラ
ルなアルデヒドとのジアステレオ選択的ヘテロ Diels-
Alder 反応
○佐竹 瞬1, 渡邊 雄大1, 棚田 文也1, 鈴木 拓郎1, 穴田
仁洋1, 橋本 俊一1 （1北大院薬）

27PB-am122 ロジウム(II)カルボキシラート錯体を用いる α-ジアゾ
エステルの分子内不斉 1,6 C-H 挿入反応
○近藤 侑司1, 伊藤 元気1, 竹田 幸司1, 橋本 俊一1 （1北
大院薬）

栽培

27PB-am123 薬用植物の種子発芽に関する研究－キバナオウギ，
ダイオウ，モッコウ，ホッカイトウキ，トウキの種
子発芽に及ぼす温度の影響
○熊谷 健夫1, 渕野 裕之1, 菱田 敦之1, 川原 信夫1 （1医
薬基盤研・薬植セ）

27PB-am124 ウラルカンゾウの人工水耕-圃場ハイブリッド栽培シ
ステムの構築
○吉松 嘉代1, 乾 貴幸1, 河野 徳昭1, 北澤 尚1, 林 茂樹1,
菱田 敦之1, 杉村 康司1, 中村 理恵2, 吉岡 拓磨2, 山路
弘樹2, 武田 修己2, 川原 信夫1 （1基盤研・薬植セ, 2ツム
ラ）

27PB-am125 生薬キクカの基原植物シマカンギクの試験栽培
○石川 寛1, 福田 達男1, 小林 義典1, 寳示戸 雅之2, 小
野 泰2, 小路 晶子2, 及川 哲郎3 （1北里大薬, 2北里大獣,
3北里大東洋医学総研）

27PB-am126 セキショウに関する香粧品科学的研究（3）セキショ
ウの栽培検討（2）
○畑野 公輔1, 三小田 千穂2, 酒井 奈緒2, 原田 公博2,
作田 圭亮3, 佐久間 克也1, 佐竹 元吉4, 矢原 正治5 （1小
川香料機能研, 2小川香料フレグランス研, 3小川香料,
4お茶の水女大生活環境教育研究セ, 5熊本大薬）

27PB-am127 ジャノヒゲ（広義）の選抜個体と麦門冬の形態につ
いて
○福田 達男1, 長野 祐哉1, 石川 寛1 （1北里大薬）

27PB-am128 石垣島産セイタカスズムシソウの繁殖戦略と種子の
発芽特性
○邑田 裕子1, 谷田 有花1, 西澤 卓1, 柿嶋 聡2, 邑田 仁3

（1摂南大薬, 2静岡大創科, 3東大院理）

27PB-am129 株分けシャクヤク苗の水耕栽培
○乾 貴幸1, 矢野 宏2, 酒井 あゆみ2, 河野 徳昭1, 川原
信夫1, 吉松 嘉代1 （1基盤研・薬植セ, 2パナソニック エ
コソリューションズ社）

組織細胞培養

27PB-am130 Aquilaria microcarpa 培養細胞における δ-guaiene
synthase 遺伝子転写活性の誘導
廣橋 峻1, 李 貞範1, 山村 良美1, 田浦 太志1, ○黒崎
文也1 （1富山大院薬）

27PB-am131 Lignosus rhinoceros 培養菌糸体の抗菌化合物の探索
○梁 光耀1, 猪野 千恵子2, 植松 崇之3, 小林 憲忠3, 折
原 裕1 （1東大院薬, 2イノデンタル, 3北里大メディカル
セ）

27PB-am132S 植物組織培養における DNA 転写制御による二次代
謝の誘導および抑制（第 3 報）
○高田 恵子1, 折原 裕1 （1東大院薬）

遺伝子・生合成

27PB-am133 ゼニゴケのマルカンチン生合成酵素のトランスクリ
プトーム解析
○高橋 宏暢1, 周藤 和真1, 豊田 正夫1, 浅川 義範1 （1徳
島文理大薬）

27PB-am134 放線菌コニフェリルアルコールデヒドロゲナーゼ
(CADH)遺伝子の大腸菌による可溶化発現
○西村 基弘1, 豊島 いづみ1 （1安田女大薬）

27PB-am135 Oridamycin 生合成遺伝子の異種放線菌での発現
○北村 匠1, 川崎 崇1, 渡邊 あゆみ1, 伊藤 卓也2, 今村
信孝1 （1立命館大薬, 2徳島文理大薬）

27PB-am136 放線菌の休眠型投げ縄ペプチド生合成遺伝子クラス
ターの強制発現による新規天然物の創製
○濱田 昌也1, 猪腰 淳嗣1,2, 内田 龍児1,2, 池田 治生3,
供田 洋1,2 （1北里大薬, 2北里大院薬, 3北里生命研）

27PB-am137 セルレニン生産菌の脂肪酸合成酵素遺伝子の解析
○出町 歩1, 猪腰 淳嗣1,2, 藤井 勲3, 供田 洋1 （1北里大
薬, 2北里大院薬, 3岩手医大薬）

27PB-am138 Prodigiosin 類の環化遺伝子に関する研究
○木股 祥子1, 伊澤 真澄1, 川崎 崇2, 早川 洋一1 （1東京
理大薬, 2立命館大薬）
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27PB-am139 有毒野草バイケイソウの DNA バーコーディングに
よる識別
○吉川 ひとみ1, 杉田 律子1 （1科学警察研究所）

27PB-am140 タバコ植物体におけるプリンパーミアーゼ遺伝子の
組織発現解析
○大谷 彩1, 脇野 真菜1, 加藤 啓太1, 士反 伸和1 （1神戸
薬大）

27PB-am141 糸状菌休眠型 NR-PKS が生合成する芳香族ポリケタ
イドの活用：非天然型 indole-polyketide ハイブリッ
ド化合物群の創生
○伊勢 里美1, 塚田 健人1, 浅井 禎吾1, 大島 吉輝1 （1東
北大院薬）

27PB-am142 シロイヌナズナにおける PUP 型輸送体遺伝子の発現
解析
○脇野 真菜1, 大谷 彩1, 加藤 啓太1, 士反 伸和1 （1神戸
薬大）

27PB-am143S 二次代謝活性型糸状菌の効率的な作成と選抜：ラン
ダム突然変異導入とハイグロマイシン耐性選抜
○森下 陽平1, 浅井 禎吾1, 大島 吉輝1 （1東北大院薬）

27PB-am144 放線菌シンナミルアルコールデヒドロゲナーゼ(CAD)
遺伝子の大腸菌発現
○福島 万貴1, 西村 基弘1 （1安田女大薬）

27PB-am145 南極海産ヒモムシ Lineus corrugatus より分離された
細菌の系統解析
○田邉 朋子1, 西村 基弘1, 稲垣 昌宣1, 小川 麻里2, 伊
村 智3 （1安田女大薬, 2安田女大教育, 3国立極地研）

27PB-am146 マユハキタケ科真菌類における分生胞子形成阻害剤
の探索
○兼目 裕充1, 高橋 宏暢1, 江角 朋之1, 大久保 翔1, 田
所 真之介1, 濱崎 万由佳1, 野路 征昭1, 豊田 正夫1, 浅
川 義範1 （1徳島文理大生薬研）

27PB-am147 サイコサポニン生合成に関与するシトクロム P450
遺伝子の単離と機能解析
野路 征昭1, ○中渡瀬 光華1, 武岡 志保1, 後藤 真弓1,
兼目 裕充1, 高橋 宏暢1, 岡田 岳人2, 豊田 正夫1, 浅川
義範1 （1徳島文理大生薬研, 2徳島文理大香川薬）

27PB-am148 薬用植物のトランスクリプトーム情報の整備
○河野 徳昭1, 吉松 嘉代1, 鈴木 秀幸2, 斉藤 和季3,4, 川
原 信夫1 （1基盤研・薬植セ, 2かずさDNA研, 3理研
CSRS, 4千葉大院薬）

27PB-am149 遺伝子工学を利用した新規ポリエーテル系抗生物質
の生産
港 菜摘1, ○神谷 浩平1 （1神戸学院大薬）

組織形態・分類

27PB-am150S Sida 属植物の組織形態学的研究(6)
○榊 真由1, 山路 誠一1, 伏谷 眞二1, 若菜 大悟2, 丸山
卓郎2, 鎌倉 浩之2, 合田 幸広2, 杉村 康司3, 飯田 修3, 李
昭瑩4 （1日本薬大, 2国立衛研・生薬部, 3基盤研・薬植
セ, 4中国医薬大）

27PB-am151S 薬用植物総合情報データベース構築のための基盤整
備に関する研究～市場流通生薬の組織形態(5)・ボウ
フウ～
○水上 昭吾1, 小林 みな1, 山路 誠一1, 寺林 進2, 酒井
英二3, 合田 幸広4, 川原 信夫5 （1日本薬大, 2横浜薬大,
3岐阜薬大, 4国立衛研, 5基盤研・薬植セ）

27PB-am152S 薬用植物総合情報データベース構築のための基盤整
備に関する研究～市場流通生薬の組織形態(6)・ボク
ソク～
○小林 みな1, 水上 昭吾1, 山路 誠一1, 寺林 進2, 酒井
英二3, 合田 幸広4, 川原 信夫5 （1日本薬大, 2横浜薬大,
3岐阜薬大, 4国立衛研, 5基盤研・薬植セ）

市場調査

27PB-am153 HPTLC による国内流通生薬の成分比較（第 5 報）
○天倉 吉章1, 杉脇 秀美1, 山上 沙織1, 好村 守生1, 吉
田 隆志1, 渕野 裕之2, 合田 幸広3, 川原 信夫2 （1松山大
薬, 2医薬基盤研薬植物セ, 3国立衛研・薬品）

27PB-am154 薬用作物の国産化に対する消費者意識
○後藤 一寿1 （1農研機構・中央農研）

資源探索

27PB-am155S カイコを宿主とした Micobacterium 属簡易 in vivo 感
染モデルの構築
○八木 瑛穂1, 内田 龍児1,2, 供田 洋1,2 （1北里大薬, 2北
里大院薬）

27PB-am156S カイコ真菌症モデルにおける真菌由来抗真菌剤
simplifungin の amphotericin B 活性増強作用
○荒井 美紀1, 内田 龍児1,2, 石島 広之2, 供田 洋1,2 （1北
里大薬, 2北里大院薬）

27PB-am157S TNF-α 産生抑制及び脱顆粒阻害活性に関する高知県
産有用植物の評価研究
○笹沼 聖輝1, 田中 守2, 野口 修平3, 菅沼 成文3, 渡辺
高志1 （1高知工大環, 2高知県大健栄, 3高知大医）

27PB-am158 生薬および主要成分の β-セクレターゼ阻害活性
○佐々木 寛朗1, 大口 雄久1, 木下 薫2, 高橋 邦夫2, 小
山 清隆2, 金田 幸1 （1就実大薬, 2明治薬大）

27PB-am159 カンキツ植物の生活習慣病に対する有効性に関する
研究－ウンシュウミカン（Citrus unshiu）葉の抗肥満
作用について
○伊藤 仁久1, 志水 恒介1, 堀川 勇次1, 友廣 教道1, 津
本 光貴1, 橋爪 淳二1, 藤田 卓也1, 文室 政彦1, 宇都宮
直樹1, 高田 雄輔2, 松川 哲也1,2, 梶山 慎一郎2, 中垣
友太3, 村田 和也3, 松田 秀秋1,3 （1近畿大・附属農場,
2近畿大・生物理工, 3近畿大・薬）

27PB-am160 口腔疾患に有効な生薬エキス成分の解析
○松島 玄明1, 新井 由香1, 今泉 俊介1, 鈴木 龍一郎1,
坂上 宏2, 佐藤 和恵3, 金本 大成4, 白滝 義明1 （1城西大,
2明海大, 3昭和大, 4聖マリアンナ医大）

27PB-am161 Glycation 阻害活性を有する天然素材の探索
○菅谷 充1, 韓 旭1, 鈴木 龍一郎1, 白瀧 義明1 （1城西大
薬）

27PB-am162 南西諸島におけるイソマツ属植物の分布特性と資源
探索に関する研究
○杉村 康司1, 渕野 裕之1, 河野 徳昭1, 菱田 敦之1, 川
原 信夫1 （1基盤研薬植セ）

27PB-am163 穿心蓮中の栄養飢餓状態選択的な殺細胞活性成分
○李 雪林1, 森田 洋行1, 手塚 康弘2 （1富山大和漢研,
2北陸大薬）

27PB-am164 ジャカランダ莢エキスの ATL 細胞増殖抑制効果及び
生理活性物質の探索
○前田 明寛1, 甲斐 久博1, 河野 蒼2, 簗瀬 真伍2, 森下
和広3, 松野 康二1 （1九州保福大院薬, 2九州保福大薬,
3宮崎大医）

27PB-am165S 血中尿酸低下作用物質の探索（13）―附属薬用植物
園栽培植物の活性評価（I）―
田中 龍一郎1, ○濱田 孝和1, 森本 康之1, 邑田 裕子1,
坂崎 文俊2 （1摂南大薬, 2大阪大谷大薬）

27PB-am166 飛騨高山の固有種キヨミトリカブトのアルカロイド
含有プロファイル
○渥美 聡孝1, 白子 智康2, 南 基泰2, 柴田 敏郎3, 門田
裕一4 （1九州保福大薬, 2中部大応用生物, 3基盤研薬植
セ, 4国立科学博物館）

品質評価・定性・定量

27PB-am167 漢方生薬「神麹」の標準化のための指標成分の探索
○奥津 果優1, 吉﨑 由美子1, 二神 泰基1, 玉置 尚徳1,
髙峯 和則1 （1鹿大農）

27PB-am168 韓國茵蔯蒿の收穫時期と部位別の多成分の HPLC-
DAD の含量分析
○JiEun LEE1, SoHwa KIM1, EunYoung HONG1, Wan-
kyunn WHANG1 （1中央大院薬）

27PB-am169 多変量解析を用いたトウキ根（Angelicae Radix）の
成分に関する産地、植物種、修治方法の比較
○抜井 啓二1, 脇坂 美世1, 大住 優子1, 植山 高光1 （1奈
良県薬事研セ）
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27PB-am170 味認識装置を用いた生薬エキスの味覚評価 (3)
○安食 菜穂子1, 渕野 裕之1, 川原 信夫1 （1基盤研薬植
セ）

27PB-am171 qHNMR 法による漢方処方中の paeonol の定量
○田中 理恵1,2, 柴田 光2, 永津 明人2 （1国立衛研, 2金城
学院大薬）

27PB-am172 ボウフウの成分に関する研究
○渕野 裕之1, 松尾 明香1, 菊池 健太郎1, 菱田 敦之1,
川原 信夫1 （1医薬基盤研薬植セ）

27PB-am173S ゴシツサポニン成分の LC-MS による一斉分析法の
改良
河原 悠喜1, ○森本 英敬1, 清水 智史1, 星野 達郎1, 成
川 佑次1, 木内 文之1 （1慶應大薬）

27PB-am174 漢方エキス中の水銀，ヒ素，鉛及びカドミウムにつ
いて
○鎌倉 浩之1, 細江 潤子1, 袴塚 高志1, 合田 幸広1 （1国
立衛研）

27PB-am175 HPLC を用いた桂皮含有方剤中における cinnamyl
aldehyde 類の定量法の確立
○土橋 良太1, 伊東 絵里香1, 山本 大貴1, 後藤 直生1,
中野 大輔1, 金城 順英1 （1福岡大薬）

27PB-am176 生薬原料における放射線の照射効果と ESR による品
質評価：甘草およびセンナ
○山沖 留美1, 木村 捷二郎1 （1大阪薬大）

27PB-am177 抗センノサイド A，B モノクローナル抗体を用いた
経口便秘薬中の刺激性成分についての化学的評価
○太皷 大輔1, 森永 紀1, 岡崎 啓介2, 正山 征洋1 （1長崎
国際大薬, 2岡崎外科消化器肛門クリニック）

27PB-am178 抗へスぺリジンモノクローナル抗体を用いたイース
タンブロット法の開発
○森永 紀1, 宇都 拓洋1, 正山 征洋1 （1長崎国際大薬）

27PB-am179 抗マルチフロリン A モノクローナル抗体の作製と
ELISA への応用
○村上 侑華那1, Lueangcharoen SAHATSAN1, 森永
紀1, 奥 尚枝2, 石黒 京子2, 宇都 拓洋1, 正山 征洋1 （1長
崎国際大薬, 2武庫川女大薬）

27PB-am180 ワダツミノキ(Nothapodytes amamianus)の組織培養並
びにカンプトテシン及び類縁体の定量―成分育種に
向けて―
○河村 文郎1, 石井 克明1, 谷口 亨1 （1森林総研）

27PB-am181 ルテニウム錯体電解化学発光法を用いた桑葉に含ま
れる 1-デオキシノジリマイシンの定量法の開発
○野伏 康仁1, 及川 直毅1, 渡邉 文之1, 朝本 紘充2, 鈴
木 豊史1, 亀井 美和子1, 伴野 和夫1, 安川 憲1 （1日本大
薬, 2日本大生産工）

27PB-am182 防風・浜防風における抗炎症作用成分およびクマリ
ン誘導体の解析
○神野 拓也1, 下倉 敏裕1, 池谷 幸信2, 田中 謙2, 西澤
幹雄1 （1立命館大院生命, 2立命館大薬）

27PB-am183 ソフトイオン化質量分析計による消臭効果のリアル
タイム測定
○植野 壽夫1, 小松 千紘1, 戸川 真1, 佐久間 克也1, 作
田 圭亮1 （1小川香料機能研）

27PB-am184 チェストベリーを配合する医薬品及び健康食品にお
ける品質評価
○楢木 洋子1, 小林 正治郎1, 佐々木 隆宏1, 関 雅晴1,
岡 秀樹1, 横田 和義1, 政田 さやか2, 袴塚 高志2, 合田
幸広2 （1ゼリア新薬, 2国立衛研）

27PB-am185S アジサイ (Hydrangea macrophylla) の青酸配糖体成分
○笠 香織1, 中村 誠宏1, 月岡 淳子1, 王 知斌1, 吉川
雅之1, 松田 久司1 （1京都薬大）

27PB-am186 別府温泉藻類 RG92 による健康と美容の促進効果
○松島 一幸1, 末松 実佳1, 宮田 光義1, 岩田 俊祐1, 御
筆 千絵1, 山崎 聡士2, 味八木 茂3, 加世田 国与士1 （1サ
ラヴィオ化粧品中央研, 2広大病院リウマチ膠原病科,
3広大病院再生医療部）

27PB-am187 多孔質粉体に内包されたエイジツエキスの 3 次元培
養表皮モデルを用いた透過試験の検討
○山名 美江1, 屋敷 圭子1, 岩崎 大剛1, 村上 敏之1, 木
曽 昭典1 （1丸善製薬）

27PB-am188 香辛料中のロスマリン酸含量とアミロイド β 凝集阻
害活性の相関
○馬場 芳樹1, 石垣 侑佳子1, 小針 良仁1, 関 千草1, 中
野 博人1, 徳樂 清孝1, 上井 幸司1 （1室蘭工大）

27PB-am189 北海道八雲牧場における有機栽培カミツレの化学的
品質について
○今野 晋介1, 竹元 裕明1, 石川 寛1, 福田 達男1, 高根
智宏2, 北条 裕子2, 小野 泰3, 賓示戸 雅之3, 及川 哲郎4,
花輪 壽彦4, 小林 義典1 （1北里大薬, 2カミツレ研, 3北
里大獣医, 4北里大東洋医学総合研）

27PB-am190 Gentiana 属生薬の基原と品質に関する研究（5）-HPLC
profile guided isolation and comparative study of
constituents from gentian and relative Gentiana herbs
何 毓敏1, Shu ZHU1, Yuewei GE1, 呉 暁テイ1, ○小松
かつ子1 （1富山大・和漢研）

27PB-am191 qNMR を用いた日局収載生薬成分と内標準物質の組
み合わせに関する研究（1）
○齋藤 弘明1, 加茂 智嗣2, 佐藤 彩1, 佐々木 春奈1, 岩
田 新平1, 内山 武人1, 宮入 伸一1 （1日本大薬, 2イスク
ラ産業）

27PB-am192 qNMR を用いた日局収載生薬成分と内標準物質の組
み合わせに関する研究（2）
齋藤 弘明1, 加茂 智嗣2, ○佐々木 春奈1, 岩田 新平1,
佐藤 彩1, 内山 武人1, 宮入 伸一1 （1日本大薬, 2イスク
ラ産業）

27PB-am193S qNMR によるシザンドリン標準試薬の純度測定
齋藤 弘明1, 加茂 智嗣2, 艾 楽3, ○佐藤 彩1, 内山 武人1,
宮入 伸一1 （1日本大薬, 2イスクラ産業, 3天津中新薬業
集団 楽仁堂製薬廠）

薬理・臨床

27PB-am194S 杜仲葉エキスとその香りによる睡眠への影響
○石野 李子1, 楢井 翔子1, 楠神 ちあき1, 西口 航1, 及
川 弘崇1, 張 文平2, 平田 哲也3, 細尾 信悟3, 山口 康代3,
和田 篤敬3, 西部 三省4, 藤川 隆彦1 （1鈴鹿医療大薬,
2鈴鹿医療大鍼灸, 3小林製薬中研, 4北医療大薬）

27PB-am195 エフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス(EFM)の
製造法及びその成分組成について
○大嶋 直浩1, 山下 忠俊2, 日向 須美子3, 日向 昌司4,
鎌倉 浩之1, 丸山 卓郎1, 袴塚 高志1, 天倉 吉章5, 花輪
壽彦3, 合田 幸広6 （1国立衛研・生薬部, 2常盤植物化学
研究所, 3北里大・東医研, 4国立衛研・生物薬品部, 5松
山大・薬, 6国立衛研・薬品部）

27PB-am196 エフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス(EFM)の
薬理作用
○日向 須美子1, 日向 昌司2, 山下 忠俊3, 大嶋 直浩4,
鎌倉 浩之4, 丸山 卓郎4, 袴塚 高志4, 天倉 吉章5, 合田
幸広6, 花輪 壽彦1 （1北里大・東医研, 2国立衛研・生物
薬品, 3常磐植物化学研究所, 4国立衛研・生薬, 5松山大
薬, 6国立衛研・薬品）

27PB-am197 【演題取り下げ】

27PB-am198 レンギョウ茶エキスのマウス単回および反復経口投
与毒性試験
○西部 三省1, 川村 智子2, 藤川 隆彦3 （1北医療大薬,
2名城大薬, 3鈴鹿医療大薬）

27PB-am199 社会的ストレスに対する香蘇散の有効性
○伊藤 直樹1, 堀 厚2, 及川 哲郎1, 花輪 壽彦1,2 （1北里
大・東医研, 2北里大院医療）

27PB-am200 黒ショウガ抽出物はマウス筋芽細胞株 C2C12 におい
て筋分化，グルコース及び乳酸代謝を促進する
戸田 一弥1, 竹田 翔伍1, 中村 誠宏2, 松田 久司2, 単
少傑1, ○下田 博司1 （1オリザ油化, 2京都薬大生薬学）

27PB-am201 Citrus reticulata Blanco（ポンカン）果皮麹菌発酵物の
抗炎症作用について
○草野 崇一1, 田増 章吾1, 田村 弘司1 （1富士産業 研究
開発センター）
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27PB-am202 抑肝散の睡眠改善効果－構成生薬が体温変動におよ
ぼす影響－
○小川 優子1, 藤井 悠子1, 南澤 彩奈1, 夛田 幸恵1, 久
木山 友理1, 小西 天二1 （1同志社女大薬）

27PB-am203 血液線溶系への影響を指標とした生薬活性成分の
探索―テンナンショウの線溶促進活性成分―
○小池 佑果1, 衣袋 つむぎ1, 福村 基徳1, 高松 智1, 鳥
居塚 和生1 （1昭和大薬）

27PB-am204 防已黄耆湯の近位尿細管細胞における脂肪酸代謝促
進作用
○小林 匡子1, 松山 和佳奈1, 荒井 裕平1, 小泉 沙穗1,
清水 達矢1, 冨岡 理恵1 （1東北薬大）

27PB-am205 テアフラビンのヒト介入試験 5（抗ストレス活性）
○竹元 万壽美1, 大津 健一1, 小野 杏華1, 竹元 裕明2,
加藤 晃3, 勝又 佳彦3, 九島 祥弘3 （1奥羽大薬, 2北里大
薬, 3日研フード）

27PB-am206 高脂肪食負荷ラットにおける杜仲葉エキスの動脈硬
化予防効果
○細尾 信悟1, 小山 正浩2, 渡辺 旭2, 石田 竜也2, 平田
哲也1, 山口 康代1, 和田 篤敬1, 和田 啓爾3, 西部 三省3,
中村 浩蔵2 （1小林製薬中研, 2信州大院農, 3北医療大
薬）

27PB-am207 食後過血糖及び食後高脂血症に対する改善効果が期
待される 1,5-Anhydro-D-glucitol の有効性と作用メカ
ニズムについて
○加藤 敦1, 渡辺 優樹1, 辻 祐太朗1, 友原 啓介1, 足立
伊佐雄1, 松上 真也2, 竹下 圭2, 石川 文博2 （1富山大病
院薬, 2伏見製薬所）

27PB-am208 吸入投与法による甘松香由来 aristolen-1(10)-en-9-ol
の GABA 神経系を介した鎮静作用
○竹元 裕明1, 伊藤 美千穂2, 小林 義典1 （1北里大薬,
2京大院薬）

27PB-am209 皮膚アレルギー・創傷に対するシコニンの効果
○齊藤 琢也1, 松浦 健二1, 角山 圭一1,4, 高橋 尚士2, 山
口 洋嗣3, 高杉 瑠美3, 谷口 泰造1,4 （1姫路獨協大薬, 2ビ
オスタ, 3協同病理, 4ファルマクリエ神戸）

27PB-am210 RAW 細胞を用いた清宮寿桃丸の炎症メディエーター
発現に対する影響
○森 美幸1, 宇都宮 愛子1, 福田 裕未1, 須々木 沙織1,
西山 由美1, 士反 伸和1, 守安 正恭1, 中谷 典義2, 渡邉
恵美子2, 佐々木 泰介2 （1神戸薬大, 2カーヤ）

27PB-am211 麻黄の capsaicin 誘発性疼痛における鎮痛効果
○髙橋 純1, 中森 俊輔1, 小林 義典1, 香川（田中） 聡子2,
神野 透人2, 日向 昌司3, 袴塚 高志4, 合田 幸広5, 日向
須美子6, 花輪 壽彦6 （1北里大・薬, 2国立衛研・生活衛
生, 3国立衛研・生物薬品, 4国立衛研・生薬, 5国立衛研・
薬品, 6北里大･東医研）

27PB-am212 HMV-II 細胞を用いたハーブ類の美白効果（第 2 報）
○甲斐 久博1, 前田 明寛1, 酒井 大智1, 仲里 翔太1, 小
浦 誠吾2, 松野 康二1 （1九州保福大薬, 2九州保福大保）

27PB-am213S 漢方処方の科学的解析（第 10 報）マウスを用いた各
種甘草配合漢方処方の経口投与時における血中グリ
チルレチン酸動態の比較について
○小島 梨花1, 永田 久美子1, 日坂 真輔1, 袴塚 高志2,
能勢 充彦1 （1名城大薬, 2国立衛研）

27PB-am214 表皮角化細胞においてバラフ®（Mesembryanthemum
crystallinum）が皮膚バリア機能に及ぼす影響
○尾上 貴俊1, 北村 整一1, 鍔田 仁人1, 山口 和也1, 髙
垣 欣也1, 下田 敏史2, 永原 辰哉2, 野瀬 昭博3 （1東洋新
薬, 2農研堂, 3佐賀大農）

27PB-am215 高脂肪食負荷マウスにおけるアシタバカルコン摂取
の効果
○藤波 綾1, 二村 優歩1, 長谷川 愛1, 名草 由貴1, 多河
典子1, 太田 潔江2, 大西 克典3, 太田 光熙1, 加藤 郁夫1

（1神戸薬大, 2NHO宇多野病院, 3日本生物.科学研）

27PB-am216 ブラジル産プロポリスおよび成分が HaCaT 細胞の
translatome におよぼす影響
○安川 憲1, 野伏 康仁1, 大室 弘美2, 堤 重敏3, 黒川
昌彦4, 懸川 友人5 （1日本大薬, 2武蔵野大薬, 3アマゾン
フード, 4九州保福大薬, 5城西国際大薬）

27PB-am217 梅肉エキスの消化管運動に対する作用
○佐藤 弘人1, 稲葉 二朗1, 内手 昇2, 伊奈 郊二1, 松本
紘斉3, 宮崎 利夫1 （1東京薬大薬, 2北陸大薬, 3梅研究
会）

27PB-am218S 医療用漢方製剤麻子仁丸中の PTP1B 阻害活性成分
について
○三宅 めぐみ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）

27PB-am219 杜仲葉より得られた血管弛緩作用成分について（Ⅲ）
○長澤 龍彦1, 牧内 大騎1, 稲葉 二朗2, 水島 規子1, 細
尾 信悟3, 平田 哲也3, 山口 康代3, 和田 篤敬3, 成田
延幸1, 飯塚 徹1 （1横浜薬大, 2東京薬大薬, 3小林製薬）

27PB-am220 木香の血管弛緩作用について（Ⅲ）
○山田 晃大1, 川上 由加里1, 水島 規子1, 成田 延幸1,
飯塚 徹1 （1横浜薬大）

27PB-am221 エゾウコギエキスの自律神経機能調節作用による抗
不安行動の誘導
○西口 航1, 楠神 ちあき1, 楢井 翔子1, 石野 李子1, 及
川 弘崇1, 中川 美和1, 竹腰 英夫2, 星崎 昌子2, 中尾
祥代3, 藤川 隆彦1,3 （1鈴鹿医療大薬, 2サンクロレラ生
産開発, 3三重大医）

27PB-am222S キンシバイ (Hypericum patulum) 花弁のアレルギー予
防効果
○廣住 育美1, 安藤 舞1, 吉竹 彩1, 奥 尚枝1, 石黒 京子1

（1武庫川女大薬）

27PB-am223 ダニ抗原感作 NC/Nga アトピーモデルマウスに対す
る Perilla Furutesens（シソ）エキスの効果
○佐藤 由佳1, 若命 浩二1, 高成 準2, 前田 哲宏2, 小松
健一1 （1北海道薬大, 2アミノアップ化学）

27PB-am224 ヒノキ精油の主要な揮発性成分 α-ピネンが情動行動
と脳内遺伝子発現量に及ぼす影響
○粕谷 ひかる1, 岡田 成美2, 久保原 美佳2, 佐藤 忠章1,
増尾 好則2, 小池 一男1 （1東邦大薬, 2東邦大理）

27PB-am225 コーヒーの香りがもたらす抗不安様作用についての
研究
阿久津 伸2, 西井 淳雄2, ○佐藤 忠章1, 増尾 好則2, 小
池 一男1 （1東邦大薬, 2東邦大理）

27PB-am226 葛根エキス（Pueraria lobata root extract）の育毛効果
岩野 英生1, 谷澤 由依子1, 小椋 将岐1, 古村 仁1, ○羽
田 容介1, 澤木 茂豊1 （1テクノーブル）

27PB-am227 Effects of miroestrol on hippocampus and serum
oxidative stress in ovariectomized mice
○Orawan MONTHAKANTIRAT1, Wichitsak
SUKANO1, Yaowared CHULIKHIT1, 梅原 薫2,
Waraporn PUTALUN1, Wanchai DE-EKNAMKUL3,
野口 博司2 （1コンケン大薬, 2静岡県大薬, 3チュラロ
ンコン大薬）

27PB-am228S オウゴンのフラボノイドによる抗炎症作用メカニズ
ムの解析 2
○清水 智史1, 渋谷 信彦1, 玉木 翠1, 多胡 めぐみ1, 成
川 佑次1, 羽田 紀康1, 田村 悦臣1, 木内 文之1 （1慶應大
薬）

27PB-am229 遺伝的肥満モデル ob/ob マウスに対する Salacia
chinensis の抗糖尿病作用
○小林 正和1, 赤木 淳二1,2, 森川 敏生2, 二宮 清文2, 木
内 恵里2, 吉川 雅之2, 村岡 修2,3 （1小林製薬中研, 2近畿
大薬総研, 3近畿大薬）

27PB-am230 Celastrol, an active constituent of the TCM plant
Tripterygium wilfordii（雷公藤）, inhibits prostate cancer
metastasis
○Kenny KUCHTA1, Yucheng XIANG2, Shuai HUANG2,
Yubo TANG2, Xinsheng PENG2, Xi WANG2, Yuexing
ZHU2, Jiukun LI2, Jing XU2, Zhenhua LIN2, Tao PAN2

（1Dept. of Food and Nutrition, Sanyo Gakuen Univ.,
2Dept. of Orthopaedic Surgery & Orthopaedic Research
Inst., Sun Yat-sen Univ.）
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27PB-am231 Novel γ-Lactams and δ-Lactams from the Leaves of
Clausena lansium and Their Protective Effect Against
Ab-induced Neurotoxicity Activity
○Tian-Shung WU1 （1School of Pharmacy, National
Cheng Kung University, Tainan 701, Taiwan, ROC）

27PB-am232 Six New 9,11-Secosterols isolated from the Formosan
Gorgonian Coral Pinnigorgia sp.
○Ping-Jyun SUNG1,2, Yu-Chia CHANG3 （1National
Museum of Marine Biology and Aquarium, Pingtung
944, Taiwan, ROC, 2Graduate Institute of Marine
Biology, National Dong Hwa University, Pingtung 944,
Taiwan, ROC, 3Doctoral Degree Program in Marine
Biotechnology, National Sun Yat-sen University and
Academia Sinica, Kaohsiung 804, Taiwan, ROC）

27PB-am233 Chemical constituents from the fruiting bodies of
Hexagonia apiaria
○Ping-Chung KUO1, Tran Dinh THANG2, Tian-Shung
WU3 （1Department of Biotechnology, National Formosa
University, Yunlin 632, Taiwan, ROC, 2Department of
Chemistry, Vinh University, Vinh 42000, Vietnam,
3School of Pharmacy, National Cheng Kung University,
Tainan 701, Taiwan, ROC）

27PB-am234 Pterocarpans from the Root of Derris laxiflora
○Yueh-Hsiung KUO1, Shih-Chang CHIEN1, Hsi-Lin
CHIU1 （1Department of Chinese Pharmaceutical
Sciences and Chinese Medicine Resources, China
Medical University, Taichung, Taiwan）

27PB-am235 Dear Advanced Aging Reduced Susceptibility to Wire
Injury-induced Neointimal Hyperplasia in The
Senescence Accelerated Mouse-Prone 8 (SAMP8)
○Chieh-Hsi WU1, Chun-Hsu PAN1, Chi-Han WU2

（1Department of Pharmacy, Taipei Medical University,
Taipei 11031, Taiwan, 2School of Pharmacy, China
Medical University, Taichung 40402, Taiwan, ROC）

27PB-am236 Synthesis and chemical testing of super-paramagnetic
iron oxide nanoparticle encapsulate hyaluronic acid for
MRI contrast agent development
○Po-Chien CHOU1, Ping Han WU2, Hsin-Ta WANG1,
Haw-Ming HUANG2 （1School of Organic and
Polymeric, National Taipei University of Technology,
Taipei, Taiwan, 2Graduate Institute of Biomedical
Materials and Tissue Engineering, Taipei Medical
University, Taipei 110, Taiwan）

27PB-am237 Evaluation of the Inhibit Osteoclast Differentiation of
phytochemicals from Davallia formosana
○Chen-Yu CHEN1,2, Ching-Chiung WANG1,2 （1School
of Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei Medical
University, Taipei, Taiwan, 2Graduate Institute of
Pharmacognosy, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan）

27PB-am238 The Investigation on the Signaling Pathway of Dental
Plup Stem Cell Proliferation Affected by Hyaluronic
Acid
○Ya-Hui LIN1, Kun-Yu HUANG1, Haw-Ming HUANG1

（1Graduate Institute of Biomedical Materials and Tissue
Engineering, Taipei Medical University, Taipei 110,
Taiwan）

27PB-am239 The Constituents of Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.
○Tsai-Han YAO1, Feng-Lin HSU1,2 （1Graduate Institute
of Pharmacognosy, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan, 2School of Pharmacy, College of Pharmacy,
Taipei Medical University, Taipei, Taiwan）

27PB-am240 The preventive ankle inflammatory effects of Du-Huo-Ji-
Sheng-Tang major drives tonifying herbs, inhibited
MMPs expression in primary rat chondrocytes
○Po-Wei TSAI1, Chao-Hsin CHEN2, Sung-Hui
TSENG3, Ching-Chiung WANG1,2,4 （1School of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan,
2Professional Master Program in Pharmaceutical and
Biotechnology Management, Taipei Medical University,
Taipei, Taiwan, 3School of Medicine, College of
Medicine, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan,
4Graduate Institute of Pharmacognosy, Taipei Medical
University, Taipei, Taiwan）

27PB-am241 Anti-Inflammatory Effects of Zerumbone from Zingiber
zerumbet Smith Against Mono-Iodoacetate Acid Induced
Arthritis
Steven Kuan-Hua HUAN1, Ting-Yi CHIEN2, Chia-Jung
LEE2, Po-Wei TSAI2, Kun-Teng WANG2, ○Ching-
Chiung WANG2,3 （1Division of Urology, Department of
Surgery, Chi Mei Medical Center, Tainan City, Taiwan,
2School of Pharmacy, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan, 3Graduate Institute of Pharmacognosy, Taipei
Medical University, Taipei, Taiwan）

27PB-am242 Investigative on MRI contrast agent for tumor detection
using hyaluronic acid modified magnetite nanoparticles
○Ping Han WU1, Po-Chian CHOU2, Ya-Hui CHAN1,
Haw-Ming HUANG1 （1Graduate Institute of Biomedical
Materials and Tissue Engineering, Taipei Medical
University, Taipei 110, Taiwan, 2School of Organic and
Polymeric, National Taipei University of Technology,
Taipei, Taiwan）

27PB-am243 Study on the N-acetylneuraminic acid expression after
oseltamivir administration in healthy adult subjects
○Kuan-Yu LEE1, Choo-Aun NEOH2, Jue-Liang HSU3,
Fu-An CHEN1 （1Department of Pharmacy & Graduate
Institute of Pharmaceutical Technology, Tajen
University, Pingtung, Taiwan, 2Pingtung Christian
Hospital, Pingtung, Taiwan, 3National Pingtung
University of Science and Technology, Pingtung,
Taiwan）

27PB-am244 Research of the Microorganism in TCM herbs and
Chinese Medicinal Preparations (CMP)
○Hsien-Chang TSAI1,2, Chien-Ta WU1,3, Ying-Chen
CHIANG1, Po-Chow HSIEH1, Po-Chuen HSIEH1

（1Department of Pharmacy and the Graduate Institute of
Pharmaceutical Technology, Tajen University, Pingtung
90741, Taiwan, 2Liang Jih Tarng Biotechnology
Pharmaceutical Co.,Ltd 269, Taiwan, 3Taiwan Shuenn-
An Biotechnology Pharmaceutical Co.,Ltd 831, Taiwan）

27PB-am245 Research of the pesticide residue contents of TCM herbs
studies over 1997-2013 and discussion on the Herbal
national management trends in Taiwan
○Chien-Ta WU1,2, Hsien-Chang TSAI1,3, Ying-Chen
CHIANG1, Po-Chow HSIEH1, Po-Chuen HSIEH1

（1Department of Pharmacy and the Graduate Institute of
Pharmaceutical Technology, Tajen University, Pingtung
90741, Taiwan, 2Taiwan Shuenn-An Biotechnology
Pharmaceutical Co.,Ltd 831, Taiwan, 3Liang Jih Tarng
Biotechnology Pharmaceutical Co.,Ltd 269, Taiwan）

27PB-am246 Oncidium Mannoses and Polyphenols Extraction,
Identification, Antioxidant Activity, and Potential
Applications
○Pei-Syuan CHEN1, Chih-Hung LEE1, Hsin WANG1,
Po-Chuen SHIEH1 （1Department of Pharmacy, Tajen
University, Pingtung, Taiwan）

27PB-am247 In Vivo Hypoglycemic and DPPH Scavenging
Interactive Study for Metformin combined with
Momordica charantia
○Chao-Chu LI1, Chih-Hung LEE1, Pei-Syuan CHEN1,
Hsin WANG1, Po-Chuen SHIEH1 （1Department of
Pharmacy, Tajen University, Pingtung, Taiwan）
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27PB-am248 Effect of floral extract additives on Skin-whitening
efficiency of modified, traditional seven-white skin-
whitening formula
○Qian-Rong HUANG1, Wen-Ho CHUO1, Jyi-Faa
HWANG2, Feng-Lang LIN1 （1Pharmacy Department,
Tajen University, Pintung, Taiwan, ROC, 2Biotechnology
Department, Tajen University, Pintung, Taiwan, ROC）

27PB-am249 The effect of oligopeptide additive on the Skin-
whitening efficiency of modified, traditional seven-white
skin-whitening formula
○Hui-Lin HUNG1, Wen-Ho CHUO1, Jyi-Faa HWANG2,
Feng-Lang LIN1 （1Department of Pharmacy, Tajen
University, Pingtung, Taiwan, 2Department of
Biotechnology, Tajen University, Pingtung, Taiwan）

27PB-am250 Antioxidant effect and Broncho-relaxing effect of
Spilanthes acmella (L.) extract
○Hui-Ju YEH1, Yi-Jen TSAI1, Yu-Dan CHENG1, I-Li
CHEN1, Fu-An CHEN1, Po-Chuen SHIEH1, Daih-Huang
KUO1 （1Graduate Institute of Pharmaceutical
Technology, Tajen University, Pingtung, Taiwan）

27PB-am251 Beneficial Effects of three commonly used herbal food
supplements (GCCs)-Extraction, Identification,
Antioxidant Activity, Hypoglycemic, and Mucosal Cell
Protective
○Yueh-Ying HSU1, Chih-Hung LEE1, Pei-Syuan
CHEN1, Hsin WANG1 （1Department of Pharmacy, Tajen
University, Pingtung, Taiwan）

27PB-am252 Pharmacological investigation on the wound healing
effects of Zingiber zerumbet in an animal model of
diabetes
○Chang-Ching CHEN1, Shorong-Shii LIOU1, I-Min
LIU1 （1Department of Pharmacy & Graduate Institute of
Pharmaceutical Technology, Tajen University, Yanpu
Shiang, Pingtung, Taiwan, ROC）

27PB-am253 Understanding the Beneficial Effects of three commonly
used tropic herbal food supplements (GCAs) on Mucosal
Protection in vitro/ in vivo Test
○Chen-Wen WANG1, Chih-Hung LEE1, Pei-Syuan
CHEN1, Hsin WANG1, Po-Chuen SHIEH1 （1Department
of Pharmacy, Tajen University, Pingtung, Taiwan）

27PB-am254 Lipase inhibition components from Trapa taiwanensis
hulls
○Lih-Geeng CHEN1, Wei-Zuo SUN1 （1Department of
Microbiology, Immunology and Biopharmaceuticals,
National Chiayi University, Chiayi, Taiwan）

ケミカルバイオロジー

27PB-am255 酵素カップリング法によるキナーゼの新しい高感度
蛍光 HTS アッセイ系の開発
○成瀬 健1, 熊谷 和夫2,3, 今村 理世2, 小島 宏建2, 岡部
隆義2, 長野 哲雄2, 定村 佳房1 （1和光純薬工業, 2東大
創薬オープンイノベーションセンター, 3神戸大院工）

27PB-am256 酵素カップリング法を用いた糖転移酵素の高感度蛍
光 HTS アッセイ系の開発
○熊谷 和夫1,2, 小島 宏建1, 岡部 隆義1, 長野 哲雄1

（1東大創薬オープンイノベーションセンター, 2神戸
大院工）

27PB-am257 シッフ塩基化合物 TX-816 による 5-アミノレブリン
酸を用いるがん光線力学的療法の効果増強
○遠藤 良夫1, 宇都 義浩2, 安部 千秋2, 芝 一休2, 小倉
俊一郎3, 米村 豊4 （1金沢大・がん研, 2徳島大・院・ソシ
オテクノサイエンス研究部, 3東工大・院・生命理工,
4腹膜播種治療支援機構）

27PB-am258S ローダミン誘導体の論理的設計に基づく in vivo 多色
イメージング用小分子蛍光プロープの開発
○岩立 竜1, 神谷 真子1, 浦野 泰照1,2,3,4 （1東大院医, 2東
大院薬, 3JST 研究加速課題, 4JST CREST）

27PB-am259 8-キノリノールスルホン酸エステルの光分解反応を
利用した光応答性細胞分離磁気ビーズの開発
○竹田 礼紗1, 向井 祐人1, 松本 和恵1, 鈴木 利宙2, 安
部 良2, 青木 伸1 （1東京理大薬, 2東理大生命医科学研）

27PB-am260 D-アミノ酸含有ビオチニル化ペプチドの in vivo にお
ける抗 PAF 活性評価
○佐藤 陽1, 横山 いづみ1, 蝦名 敬一1 （1いわき明星大
薬）

27PB-am261S ヘッジホッグシグナル阻害活性を有するヘテロ環含
有フラボノイドの合成と活性評価
荒井 緑1, ○内海 尊雄1, 米山 達朗1, 野尻 奈那1, 石橋
正己1 （1千葉大院薬）

27PB-am262 光親和性標識化ネオビブサニン誘導体の合成と標的
タンパク質の検出
柳井 翠1, 小松 加奈1, ○櫻井 剛志1, 杉本 実希子1, 山
口 仁美1, 清水 奈津美1, 高岸 照久1, 葛西 祐介1, 久保
美和1, 山本 博文1, 永浜 政博1, 福山 愛保1, 今川 洋1

（1徳島文理大薬）

27PB-am263S 細胞周期 M 期停止作用を有する新規抗がん剤の作
用機序解明に向けた研究
○渋田 篤1, 劉 北1, Nisha PANG1, 藤原 理沙1, 森本
浩之1, 大嶋 孝志1, 岩崎 優香1, 大平 誠1, 田中 智佳1, 黒
木 康貴1, 北村 龍彦1, 松尾 直樹1, 吉田 和真1, 杉本 の
ぞみ1, 藤田 雅俊1 （1九大院薬）

27PB-am264S ヘテロ環を有する rocaglamide 誘導体の合成と活性
評価
荒井 緑1, ○小藤 悠貴1, 石橋 正己1 （1千葉大院薬）

27PB-am265S ケイ素と cis オレフィンの可換性に着目した含ケイ
素 PPAR アゴニストの創製
○梶田 大資1, 中村 雅陽2, 松本 洋太郎3, 石川 稔1, 橋
本 祐一1, 藤井 晋也1 （1東大分生研, 2日本化薬, 3帝京
大薬）

27PB-am266 細胞内タンパク質に対する蛍光スイッチング機能を
持つ小分子プローブの開発
○沖津 航陽1,2, 出水 庸介2, 三澤 隆史2, 正田 卓司2, 服
部 隆行2, 内藤 幹彦2, 栗原 正明1,2 （1東京工業大院生
命理工, 2国立衛研）

27PB-am267S 機能性蛍光プローブへの応用を目指した長波長
AIEE 作動性蛍光団の開発研究
○伊藤 央樹1,3, 寺井 琢也1,3, 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）

27PB-am268 新規活性検出蛍光プローブを用いたクラス選択的
GST 阻害剤の探索
○森崎 芙美花1, 藤川 雄太1, 小島 宏建2, 岡部 隆義2,
長野 哲雄2, 井上 英史1 （1東京薬大生命, 2東大創薬
オープンイノベーションセ）

27PB-am269 フェノキサジン蛍光団を利用した網羅的近赤外蛍光
プローブの開発
○中村 洵也1, 花房 充洋1, 鍬野 哲1, 白谷 智宣1, 横山
さゆり1, 長 普子1, 増田 寿伸1 （1第一薬大）

27PB-am270 TRAIL 耐性克服作用を有する Fuligocandin B の標的
タンパク質同定のための誘導体合成
荒井 緑1, ○田口 翔大1, 石橋 正己1 （1千葉大院薬）

27PB-am271 蛍光型ホウ素センサーを用いたホウ素薬剤の分析
○服部 能英1, 石村 美紀1, 大田 洋一郎1, 竹中 宏誌1,
切畑 光統1 （1阪府大21機構）

27PB-am272 ビグアニド系がん微小環境モジュレーターの標的分
子解明を目指すアフィニティプローブの開発
○境 崇行1, 奥田 健介1, 竹本 安那1, 平山 祐1, 永澤
秀子1 （1岐阜薬大）

27PB-am273 ヒストンメチル化酵素活性評価系の開発研究
○藤原 敬士1, 髙口 明日香1, 森 修一1, 平野 智也1, 影
近 弘之1 （1医科歯科大 生材研）

27PB-am274 細胞膜近傍のカリウムイオン濃度変化を可視化する
タンパク質複合型蛍光プローブの開発
○平田 智也1, 寺井 琢也1, 長野 哲雄2, 浦野 泰照1,3,4,5

（1東大院薬, 2東大創薬オープンイノベーションセ, 3東
大院医, 4JST CREST, 5JST 研究加速課題）
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27PB-am275 天然物の鏡像体化合物群の活用を目指した新規スク
リーニング法の開発
○野口 太朗1, 大石 真也1, 本田 香織2, 近藤 恭光2, 斎
藤 臣雄2, 大野 浩章1, 長田 裕之2, 藤井 信孝1 （1京大院
薬, 2理研抗生物質）

27PB-am276 ステロイド代替骨格としてのジフェニルメタン骨格
―胆汁鬱滞性疾患治療薬への展開―
○小針 孝夫1, 細田 信之助1, 貝沼 雅彦1, 三澤 隆2, 藤
井 晋也1, 橋本 祐一1 （1東大分生研, 2国立衛研）

27PB-am277 LSD1 阻害ペプチド活性の光制御
○天野 祐一1, 加藤 信樹1, 梅澤 直樹1, 樋口 恒彦1 （1名
市大院薬）

27PB-am278 新たな近赤外光領域消光団の開発とその応用
○花岡 健二郎1, 明珍 琢也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）

27PB-am279 ターン構造としてプロリン鎖を有する新規アミロイ
ド凝集阻害剤
○濵田 芳男1, 宮本 奈緒子2, 木曽 良明3, 宮田 興子1

（1神戸薬大, 2京都薬大, 3長浜バイオ大）

27PB-am280S 非リボソーム性ペプチド合成酵素のペプチジル担体
タンパク質を標的としたケミカルプローブの開発
研究
○笠井 昭太1, 石川 文洋1, 掛谷 秀昭1 （1京大院薬）

27PB-am281S sulfane sulfur に選択的に応答する蛍光プローブの
開発
○島本 一史1, 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）

薬理活性物質・天然物・生体由来医薬品・その他

27PB-am282 シスプラチン，オキサリプラチン含有多核白金（Ⅱ）
錯体の性質と生理活性
○山田 喜美子1, 坂口 綾1, 黄檗 達人1, 小川 数馬1, 小
谷 明1 （1金沢大医薬保）

27PB-am283 インドロ[2,3-c]キノリン Kya-46 によるアディポネク
チン発現促進作用
原田 紗理衣1, 元島 敦子1, 松浦 信康2, 町支 臣成3, 日
比野 俐3, ○及川 勉1 （1神奈川県立保健福祉大, 2岡山
理大, 3福山大）

27PB-am284 高濃度アスコルビン酸点滴療法の問題点を解決する
親油性安定型アスコルビン酸誘導体
○三浦 香織1, 矢間 太1, 田井 章博1 （1県広島大生命環
境）

27PB-am285S ステロール性核内受容体 Liver X Receptor アゴニス
トのコレステロール代謝への影響
井口 裕介1, ○村武 真菜1, 本多 明香里1, 西巻－ 上
知子2, 宇根 瑞穂1 （1広島国際大薬, 2国立衛研）

27PB-am286 土壌由来糸状菌の生産する新規抗炎症物質の探索な
らびに作用機序に関する研究
○江藤 忠洋1, 金 容必1,2, 林 正彦1,2 （1いわき明星大薬,
2いわき明星大院理工）

27PB-am287 フラボン類の併用による CYP1B1 阻害活性
○伊藤 慎二1, 斉藤 大輔1, 坂川 彩1, 三原 義広1 （1北海
道薬大）

27PB-am288 スチルベン骨格化合物による human Glyoxalase I 阻
害の解析
○高澤 涼子1, 田中 ひかり1, 高田 兼市1, 松岡 立己1,
菊地 恵梨子1, 嶋田 奈実1, 吉森 篤史3, 秋本 和憲1, 田
沼 靖一1,2 （1東京理大薬, 2東京理大ゲノム創薬研セ,
3理論創薬研究所）

27PB-am289 Parviflorone 類の全合成と triple negative 乳がんを標
的とした抗腫瘍活性評価
○竹谷 宗久1, 齋藤 洋平1, 後藤 益生2, 後藤（中川）
享子1,2 （1金沢大医薬保, 2ノースカロライナ大）

27PB-am290 2-(3-トリアゾリルプロピル)-1α,25(OH)2-19-ノルビタ
ミン D3 の合成
○高野 真史1, 谷川 有梨紗1, 小川 圭瞳1, 宮田 英美1,
上坂 博翔1, 阪本 祥一1, 橘高 敦史1 （1帝京大薬）

27PB-am291 2 位にテトラゾリルプロピル基を有する 19-ノル活性
型ビタミン D3 の合成と代謝
○樋口 恵理香1, 安田 佳織2, 高野 真史1, 榊 利之2, 橘
高 敦史1 （1帝京大薬, 2富山県大工）

27PB-am292 Cortistatin A アナログ化合物の構造活性相関と標的
同定への応用
古徳 直之1, 伊藤 葵1, ○水野 華奈子1, 渋谷 俊一1, 小
林 資正1 （1阪大院薬）

27PB-am293 ウシ初乳由来マクロファージ活性化剤の創製とマク
ロファージ活性化作用の解析
○佐々木 俊英1, 河井 智仁1, 濵田 健3, 久保 健太郎4,
口池 大輔1,4, 乾 利夫1,4, 徳永 彦5, 早川 明夫5, 大崎
智弘6, 宇都 義浩2 （1徳島大院先端技術科学教育学部,
2徳島大院STS研, 3徳島大工, 4再生未来クリニック,
5皇漢薬品研究所, 6鳥取大農獣医）

27PB-am294 発育鶏卵によるニムフェオール類を含有するオオバ
ギ葉抽出物の放射線防護活性の評価
○國安 翔太1, 野口 智帆1, 福島 孝士朗1, 遠藤 良夫2,
富永 正英3, 福本 修一4, 宇都 義浩5 （1徳島大院先端技
術科学教育部, 2金沢大がん研, 3徳島大院HBS研,
4ポッカサッポロフード＆ビバレッジ, 5徳島大院STS
研）

27PB-am295 乳腺がんの発育鶏卵およびマウス移植モデルにおけ
る ALA+SDT の抗腫瘍効果の評価
○水木 佑輔1, 玉谷 大1, 河井 智仁1, 國安 翔太1, 遠藤
良夫2, 大崎 智弘3, 中島 元夫4, 石塚 昌宏4, 田中 徹4, 中
馬 篤5, 山中 信康5, 宇都 義浩6 （1徳島大院先端技術科
学教育部, 2金沢大がん研, 3鳥取大農獣医, 4SBIファー
マ, 5伊藤超短波, 6徳島大院STS研）

27PB-am296 生薬製剤松寿仙の抗酸化作用
○高橋 礼子1, 石原 顕紀2, 山中 秀徳3, 福田 徹1, 市川
智也1, 金子 紗希1, 沼尻 智美1, 山内 清志2, 小屋 佐
久次1 （1和漢薬研総合開発研, 2静岡大グ研, 3化学物質
評価研究機構）

27PB-am297 細胞認識機能を兼ね備えた Cyclic RGD-MAP(Aib)コ
ンジュゲート体の合成と siRNA のデリバリーの可
能性
○和田 俊一1, 岩田 征士1, 尾崎 友香1, 尾崎 嵩1, 林
淳祐1, 浦田 秀仁1 （1大阪薬大）

27PB-am298 チオラクタム構造を経由した新規水溶性フラーレン
誘導体の合成とその脂質過酸化抑制効果
○於本 崇1, 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）

27PB-am299 4-Boronophenylalanine の簡便な合成方法の開発
田代 卓哉1, ○野澤 侑加1, 本澤 忍1, 杉原 多公通1 （1新
潟薬大薬）

27PB-am300 マウス乳腺がん細胞に対するポルフィリン化合物の
超音波増感活性と作用機序の解析
○島村 義樹1, 玉谷 大1, 水木 佑輔1, 國安 翔太1, 遠藤
良夫2, 大久保 敬3, 中西 郁夫4, 久保 健太郎5, 口池
大輔1,5, 乾 利夫1,5, 宇都 義浩6 （1徳島大院先端技術科
学教育部, 2金沢大がん研, 3大阪大院工, 4放医研, 5再
生未来クリニック, 6徳島大院STS研）

27PB-am301S 多標的型 AIDS 関連疾患治療薬を目指した 5-
methylpyridinium proline 型フラーレン誘導体の構造
変換
○安野 拓実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）

27PB-am302 低 LET 放射線の線量率と抗腫瘍効果の相関
○遠藤 秀彰1, 原 毅弘1, 富永 正英2, 宇都 義浩3 （1徳島
大院先端技術科学教育部, 2徳島大院HBS研, 3徳島大
院STS研）
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3月 27日（金）午後
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

反応②

27PB-pm001 N-プロパルギルヒドロキシルアミンのカルボニル化
反応：リガンドによる反応制御
○日下部 太一1, 佐藤 啓太1, 有山 智博1, 高橋 圭介1,
加藤 恵介1 （1東邦大薬）

27PB-pm002 アルキニックヒドラゾンの環化‐カルボニル化反応：
リガンドによる反応制御
○大門 洋貴1, 日下部 太一1, 高橋 圭介1, 加藤 恵介1

（1東邦大薬）

27PB-pm003 アレニルケトンの環化‐カルボニル化反応：リガン
ドによる反応制御
○李 棟1, 有山 智博1, 日下部 太一1, 高橋 圭介1, 加藤
恵介1 （1東邦大薬）

27PB-pm004 芳香族チオアミドからニトリルへの脱水素脱硫反応
の検討
○竹部 結1, 眞下 翔1, 峯野 知子1 （1高崎健康福祉大
薬）

27PB-pm005 ニトロアルケンのワンポット合成を触媒するルイス
酸の検討
○田中 池明1, 中原 和秀1, 峯野 知子1 （1高崎健康福祉
大薬）

27PB-pm006 セレノニウムイリドを求核触媒としたアルデヒドと
の反応性に関する研究
○川島 由実1, 松岡 由紀1, 渡邉 真一1 （1金城学院大
薬）

27PB-pm007 光学活性セレノニウムイリドを用いた不斉シクロプ
ロパン化反応の研究
○田上 夏織子1, 鈴木 結香子1, 熊澤 綾乃1, 渡邉 真一1

（1金城学院大薬）

27PB-pm008 アルケニルセレノニウムイリドとカルボニル化合物
との反応に関する研究
○寺井 優香1, 小出 悠莉1, 渡邉 真一1 （1金城学院大
薬）

27PB-pm009 キラルテルリドの合成とエナンチオ選択的シクロプ
ロパン化反応への応用
○山岡 奈樹1, 横井 里奈1, 渡邉 真一1, 田邉 元三2, 村
岡 修2 （1金城学院大薬, 2近畿大薬）

27PB-pm010 アルキニルセレノニウム塩、スルフィン酸塩及びア
ルデヒドを用いた三成分連結反応に関する研究
○宮田 七帆1, 大石 茉理菜1, 渡邉 真一1 （1金城学院大
薬）

27PB-pm011 1.2-ビスセレノキシドと 1.2-ビススルホキシドの脱離
における反応性の検討
多羅尾 あさみ1, ○杉本 衣梨1, 池田 未来1, 木寺 美玖1,
牧野 華子1, 仁木 亜弥1, 内本 ひとみ1, 有光 健治1, 川
崎 郁勇1, 西出 喜代治1 （1武庫川女大薬）

27PB-pm012 1,2-ビスセレニル化合物を用いた (E)-アリルセレニニ
ルアルケンへの脱離反応
○多羅尾 あさみ1, 杉本 衣梨1, 仁木 亜弥1, 木寺 美玖1,
内本 ひとみ1, 有光 健治1, 川崎 郁勇1, 西出 喜代治1

（1武庫川女大薬）

27PB-pm013S キラルリン酸アニオンを有する 複合型アゾリウム塩
の合成と 不斉ラクトン化反応への応用
○喜屋武 龍二1, 間瀬 暢之2, 渡辺 修治2, 鳴海 哲夫2

（1静岡大工, 2静岡大院工）

27PB-pm014 新規 N－ヘテロサイクルカルベンの合成と触媒的不
斉分子内 Stetter 反応への応用
○包 友美1, 熊谷 直哉1, 柴崎 正勝1 （1微生物化学研究
所）

27PB-pm015 エナミノンを用いた多置換ピロール誘導体の合成
○近行 祐也1, 佐々木 秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1 （1星
薬大）

27PB-pm016 1,2-Dihydroquinoline 誘導体に対する 1,3-双極子付加
反応
○杉浦 道治1, 狩野 章1, 林 夏妃1, 森山 千里1, 村松 奈
緒美1, 横山 亜紀子1 （1名城大薬）

27PB-pm017 3-メチレン-4-アミド-1,2-ジアゼチジンの求核的開環
反応におけるアレナミドの基質一般性の検討
沖津 貴志1, ○菅 凌介1, 松井 佑記1, 和田 昭盛1 （1神戸
薬大）

27PB-pm018 一電子酸化剤を用いた酸化的カップリング反応によ
る置換ピロリンの合成
吉田 昌裕1, ○小林 明日香1, 中山 淳1, 難波 康祐1 （1徳
島大薬）

27PB-pm019 5-メチレンヒダントイン類とアミン類との反応付加
体とツインドラッグ型分子の創製
藤崎 文子1, ○藤原 涼1, 岡部 美理子1, 内藤 彩友美1,
深水 円子1, 安藝 初美1, 鹿志毛 信広1, 見明 史雄1, 須
本 國弘1 （1福岡大薬）

27PB-pm020 金触媒による Meyer-Schuster 転位反応と Aza-
Michael 付加反応を利用した azepane 骨格の構築
森田 延嘉1, ○斉藤 祐太1, 伴 慎太郎1, 橋本 善光1, 田
村 修1 （1昭和薬大）

27PB-pm021 コバルト触媒を利用したオレフィンの分子内ヒドロ
アミノ化反応
○重久 浩樹1, 清水 奈緒1, 小関 菜摘1, 藤澤 真優1, 新
津 真琴1, 廣谷 功1 （1武蔵野大薬）

27PB-pm022 超原子価ヨウ素化合物による分子内アミノ環化反応
及び iminosugar に対応する 2-deoxy-2-fluoro 類縁体
の合成研究
○角田 広子1, 桐原 正之2, 高橋 康丈1 （1富山大院医,
2静岡理工大理工）

27PB-pm023S 有機ヨードニウム塩を用いた 2-ピリドンの化学選択
的アリール化反応
○小野 真平1, 栗山 正巳1, 尾野村 治1 （1長崎大院医歯
薬）

27PB-pm024 シアノホスフェートから α-アジドテトラゾールの生
成とその反応性（その 3）
○沼田 雅博1, 米山 弘樹1, 宇佐美 吉英1, 春沢 信哉1

（1大阪薬大）

27PB-pm025 オルト置換アルキニルベンゼン誘導体の特性を活用
する新規タンデム反応の開発
○坂口 貴胤1, 末田 拓也1, 岡本 典子1, 柳田 玲子1 （1広
島国際大薬）

27PB-pm026 イニミドを活用する 5-アミノ-イソキサゾールの合成
○杉原 諒1, 末田 拓也1, 岡本 典子1, 柳田 玲子1 （1広島
国際大薬）

27PB-pm027S 重イソプロパノール-重水中での脂肪族カルボン酸の
Pt/C 触媒的多重重水素化
○山田 強1, 澤間 善成1, 森田 康介1, 門口 泰也1, 佐治
木 弘尚1 （1岐阜薬大）

27PB-pm028 フロー型マイクロ波照射装置を活用したアミド切断
反応の開発
○野下 めぐみ1, 清水 悠平1, 森本 浩之1, 赤井 周司2,
大根田 訓之3, 小田島 博道3, 村松 賢3, 大嶋 孝志1 （1九
大院薬, 2阪大院薬, 3サイダ・FDS）

27PB-pm029 1,2-Brook 転位による無塩型イリド形成を利用した立
体選択的シリルエノールエーテル合成
○和田 健太郎1, 湊 大志郎1, 杉本 健士1, 松谷 裕二1

（1富山大院薬）

27PB-pm030 相間移動触媒を用いた不斉アジド化反応の開発研究
○園田 尚輝1, 永田 和弘1, 金光 卓也1, 宮崎 倫子1, 伊
藤 喬1 （1昭和大薬）

27PB-pm031 ボロン酸を用いた穏和な条件で着脱可能なジオール
の保護基の開発
○浦田 沙梨1, 福原 賢司1, 嶋田 修之1, 牧野 一石1 （1北
里大薬）

27PB-pm032 ニッケル/亜鉛系触媒による β-酸素脱離を伴うヘック
型ドミノ反応の計算科学的研究
○池田 慎一1, 森田 友香1, 白井 直洋1 （1名市大院薬）
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27PB-pm033 ニトロ基を活用する環状化合物合成法の開発
○高橋 圭介1, 澤田 あやか1, 原田 麟太郎1, 日下部
太一1, 加藤 恵介1 （1東邦大薬）

27PB-pm034S ジアゾ化合物の酸化的環化反応によるジヒドロフラ
ン構築法の開発
○近藤 秀明1, 山越 博幸1, 中村 精一1 （1名市大院薬）

27PB-pm035S 銅触媒を用いたワンポットベンゾフラノン合成法の
開発
○亀山 雄大1, 熊田 佳菜子1, 根東 義則1 （1東北大院
薬）

27PB-pm036 有機分子触媒を用いたイソシアニドとアルデヒドの
α-付加反応
○山田 健1,2, 廣瀬 友靖1,2, 大村 智1, 砂塚 敏明1,2 （1北
里大生命研, 2北里大院感染制御）

27PB-pm037 リサイクル型キラルアミンの不斉 Michael 付加反応
による四級不斉炭素の構築
○久世 亜貴子1, 江川 ほのか1, 高野 稔来1, 安田 成美1,
水谷 英揮1, 小関 稔1, 岩崎 宏樹1, 小島 直人1, 細井
信造1, 野出 學1, 山下 正行1 （1京都薬大）

27PB-pm038 超原子価ヨウ素反応剤を活性化剤とするチオグリコ
シドを用いた新規グリコシル化反応の開発
梶本 哲也1, ○森本 功治1, 小川 亮輔1, 土肥 寿文1, 北
泰行1 （1立命館大薬）

27PB-pm039 Organocatalytic tandem aldol condensation-Michael
reactions of C6 pyranoses to synthesize C-glycosides
○Sherida JOHNSON1, 田中 富士枝1 （1沖縄科学技術
大学院大）

27PB-pm040 脱ホルミル化を伴うリガンドフリー溝呂木―Heck 型
反応
服部 倫弘1, ○高倉 稜弥1, 澤間 善成1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

27PB-pm041 1,10-フェナントロリンを基本骨格とする新規不斉配
位子を用いたパラジウムを触媒とする不斉 1,4-付加
反応
○田村 雅史1, 高橋 康則1, 坂本 七瀬1, 黒田 陽子1, 白
瀧 義明1 （1城西大薬）

27PB-pm042 フェノール誘導体を基質とした部分核還元：シクロ
ヘキサノン誘導体の選択的合成法
門口 泰也1, ○上田 舜1, 若山 史佳1, 伊藤 良1, 澤間
善成1, 佐治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

27PB-pm043 イナミドの三成分連結反応におけるカップリング
パートナーの影響
○若松 秀章1, 石井 彩香1, 菊地 洋平1, 木村 翔1, 名取
良浩1, 吉村 祐一1 （1東北薬大）

27PB-pm044 スルホキシドを用いた 2,3-sigmatropy 転位反応とそ
の基質となる diketosulfoxide の効率的合成法の開発
○三浦 基文1, 中北 敏賀1, 鳥山 正晴1, 本橋 重康1 （1日
本大薬）

27PB-pm045S 水中での Pd 触媒を用いた電子求引性基を有するベ
ンゼンチオールの S－ベンジル化反応
○豊本 真理子1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1 （1東
邦大薬）

27PB-pm046S 水中での CuⅡ/TPPMS 触媒を用いたアントラニル酸
の N―ベンジル化反応
○森 ゆき1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1 （1東邦大
薬）

27PB-pm047 一電子還元剤を用いた不飽和エステル類の分子間ラ
ジカルカップリング反応
○大草 弥生1, 宗野 真和1, 藤井 大貴1, 橋本 睦子1, 通
元夫1 （1徳島文理大薬）

27PB-pm048 アゾジカルボン酸ジエチル（光延試薬）の新規な合
成法開発
○川久保 弘1, 佐藤 誠1, 野本 早紀1, 高山 洋平1, 小野
寺 壮登1, 鷹野 友義1, 竹林 義人1, 渡辺 未来1, 伊東
祐樹1, 石田 孝之1, 小池 将史1, 三井 彩1, 矢作 春香1, 松
下 佳史1 （1日本薬大）

27PB-pm049 球状活性炭担持型高活性パラジウム触媒の開発
門口 泰也1, ○林 朝美1, 若山 史佳1, 上田 舜1, 小野
貴正2, 澤間 善成1, 佐治木 弘尚1 （1岐阜薬大, 2クレハ）

27PB-pm050 キレート樹脂担持型官能基選択的パラジウム触媒の
開発
○門口 泰也1, 野﨑 慶1, 木原 健介1, 市川 智大1, 山田
裕子2, 三宅 寛2, 澤間 善成1, 佐治木 弘尚1 （1岐阜薬大,
2和光純薬工業）

27PB-pm051 硝酸ネオジムを用いた Nd/Na 異種 2 核金属錯体調製
の検討および活性評価
○齊藤 誠1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1 （1微化研）

27PB-pm052 m-カルバボラニル水銀トリフラートを用いたファル
ネシルジエン誘導体のタンデム環化反応
○三間 靖子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）

27PB-pm053S 酸・塩基組合せ条件下におけるアセタールの立体識
別的脱保護
○松本 奈央1, 太田 礼伊也1, 植山 佳史1, 藤岡 弘道1

（1阪大院薬）

27PB-pm054 ニッケル触媒を用いた H-ホスフィナートのアリール
化反応の開発
○金原 淳1, 伊藤 桃子1, 阿部 亨1, 山岸 丈洋1 （1奥羽大
薬）

27PB-pm055 ベンズアルデヒド誘導体を基質としたアレーン求核
種の選択的導入反応
澤間 善成1, 後藤 諒太1, ○川尻 貴大1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1, 藤岡 弘道2 （1岐阜薬大, 2阪大院薬）

27PB-pm056 ω-アルキニル O-シリルオキシムを基質とした チイ
ルラジカルの付加・閉環反応の開発研究
土屋 貴久1, 柴田 仁奈1, ○相良 浩人1, 伴 慎太郎1, 橋
本 善光1, 森田 延嘉1, 田村 修1 （1昭和薬大）

27PB-pm057 新規フルオロアゾリウム塩の創製とその応用
○大久保 仁美1, 宇野 卓矢1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1

（1京大院薬）

27PB-pm058 プラチナ系金属担持型活性炭が触媒する芳香族アセ
タールの酸素酸化反応
澤間 善成1, ○安川 直樹1, 浅井 彰太1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1 （1岐阜薬大）

27PB-pm059 塩基性エステル加水分解反応におけるカウンターカ
チオンの効果
○小島 由季1, 久富 みさ生1, 島田 紗矢香1, 市川 喬士1,
林 一彦1 （1金城学院大薬）

27PB-pm060 ベンザイン中間体を経由した 9,10-ジアリールアント
ラセンの合成法とその応用
中沢 佑起1, 中村 崇則1, ○宮本 尚也1, 岡野 健太郎1,
徳山 英利1 （1東北大院薬）

27PB-pm061 C(sp3)-H 官能基化によるテトラヒドロ-2H-フルオレ
ンの新規合成法の開発
塚野 千尋1, ○堀之内 美紗1, 武藤 伸輔1, 竹本 佳司1

（1京大院薬）

27PB-pm062 tert-ブタンスルホニル基を有するプロピンアミド誘
導体のエンイン閉環メタセシスによるラクタム環の
構築
三井 哲朗1, ○佐藤 彩菜1, 古石 裕治1, 平島 真一1, 中
島 康介1, 土橋 保夫1, 三浦 剛1 （1東京薬大薬）

27PB-pm063 銅触媒を用いたカップリング反応による高選択的
2,5-置換テトラゾール合成法の開発
○中村 光1, 前川 智弘1, 三木 康義1, 大中 卓也2, 梅本
英彰2 （1近畿大薬, 2藤本化学製品）

27PB-pm064 アゾ化合物と 3-エトキシシクロブタノンとの形式的
[4+2]環化付加反応
○嶋 佑介1, 松尾 淳一1 （1金沢大院医薬保）

27PB-pm065S 超原子価ヨウ素カップリングの連続による含ヘテロ
芳香族 π 共役アリール合成
森本 功治1, ○後藤 芳紀1, 大西 佑亮1, 土肥 寿文1, 北
泰行1 （1立命館大薬）

27PB-pm066S Aldol reactions using aryl trifluoromethyl ketones as
electrophiles catalyzed by 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-
7-ene (DBU) under solvent free mild conditions
○張 冬欣1, 田中 富士枝1 （1沖縄科学技術大学院大）
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27PB-pm067 4-ブロモ-4,4-ジフルオロクロトン酸誘導体を用いた
ジフルオロシクロプロパン誘導体の合成
○中村 裕子1, 岡田 みどり1, 矢内 光2, 田口 武夫3 （1東
京女子医大医, 2東京薬大薬, 3相模中研）

27PB-pm068 Synthesis of furanose derivatives via amine-catalyzed
aldol reactions of 1,2-diketones
○エヌコンダ ジテンダー1, 勝山 勇1, 張 冬欣1, Sherida
JOHNSON1, 田中 富士枝1 （1沖縄科学技術大学院大）

27PB-pm069 三級 C(sp3)-H 結合の活性化を経る光学活性シクロプ
ロパン環上へのアルキル鎖導入反応の開発
○竹中 慧1, 星谷 尚亨1, 周東 智2, 上西 潤一1 （1京都薬
大, 2北大院薬）

27PB-pm070 一電子酸化剤を用いたジカルボニル化合物のラジカ
ルカップリング反応
○田村 紗弓1, 宗野 真和1, 山下 由依1, 西尾 弥生1, 平
井 真由1, 通 元夫1 （1徳島文理大薬）

27PB-pm071 NaI によるアシル化剤活性化機構を利用した反応
開発
○田中 啓太郎1, 田中 誠一1, 山口 泰史1 （1長崎国際大
薬）

27PB-pm072 C-H 官能基化の実践的合成への応用を指向した配向
基の探索
塚野 千尋1, ○織田 拓也1, 南條 毅1, 竹本 佳司1 （1京大
院薬）

27PB-pm073 超原子価ヨウ素を用いる生成物選択的フェノール酸
化的カップリング
森本 功治1, 坂本 一真1, ○大鹿 貴生1, 土肥 寿文1, 北
泰行1 （1立命館大薬）

27PB-pm074S 新規酸素架橋型超原子価ヨウ素反応剤を用いた高効
率的酸化反応の開発
土肥 寿文1, ○小関 大地1, 望月 瑛祐1, 仲江 朋史1, 北
泰行1 （1立命館大薬）

27PB-pm075 超原子価ヨウ素を用いるカルボニル化合物の α 位ク
ロスカップリング反応
土肥 寿文1, ○井上 美沙子1, 住田 康平1, 山岡 信貴1,
北 泰行1 （1立命館大薬）

27PB-pm076S o-プレニルフェノール類の酸化的環化反応の開発
研究
○千葉 拓矢1, 鳴海 哲夫2, 間瀬 暢之2, 渡辺 修治2 （1静
岡大工, 2静岡大院工）

27PB-pm077S リパーゼ触媒を用いた[5]ヘリセン類の速度論的光学
分割
○清水 貴士1, 山本 耕介1, メイ ビョウ1, 出水 庸介2, 栗
原 正明2, 末宗 洋1, 臼井 一晃1 （1九大院薬, 2国立衛研）

27PB-pm078 オルト位に脱離基を有するフェニルボロン酸誘導体
からのベンザイン発生
井川 貴詞1, ○山本 梨加1, 清水 和則1, 高木 晃1, 伊藤
豊浩2, 後藤 雅彦2, 赤井 周司1 （1阪大院薬, 2静岡県大
薬）

27PB-pm079 イリジウム触媒によるエナンチオ選択的 C-H ホウ素
化反応の開発
○美多 剛1, 池田 祐人1, 佐藤 美洋1 （1北大院薬）

27PB-pm080S バナジウム含有メソポーラスシリカの特性解明と動
的光学分割への応用
杉山 公二1, ○大木 康寛1, 川西 真司1, 赤井 周司1 （1阪
大院薬）

27PB-pm081S C-H アリール化を活用する位置選択的フルオランテ
ン類の合成
○樋口 麻悠1, 山口 深雪1, 眞鍋 敬1 （1静岡県大薬）

27PB-pm082S 芳香族ギ酸エステルを用いる環状カルボニル化合物
の効率的合成法の開発
○長瀬 浩揮1, 小西 英之1, 眞鍋 敬1 （1静岡県大薬）

27PB-pm083 β-シクロデキストリンによる 2,2-ジフェニル-1-ピク
リルヒドラジル(DPPH)ラジカルの水溶化
○中西 郁夫1, 今井 耕平2, 大久保 敬3, 福住 俊一3, 福
原 潔2, 小澤 俊彦4, 松本 謙一郎1 （1放医研重粒子医科
学セ, 2昭和大薬, 3阪大院工・JST-ALCA, 4昭和薬大）

27PB-pm084 アリルアルコールとアリルアミンを求電子剤とした
化学選択的直接置換反応の開発
○Lu LIN1, 澁谷 亮三1, 大嶋 孝志1 （1九大院薬）

27PB-pm085 [2.2]パラシクロファンを基本骨格とする面不斉ビス
オキサゾリン－銅触媒を用いたフェノール性 O-H 挿
入反応
○北垣 伸治1, 浅岡 希咲1, 武永 尚子1, 杉坂 健太2, 向
智里2 （1名城大薬, 2金沢大院医薬保）

構造と物性・分子認識・有機化学・その他

27PB-pm086S N-aryl-N’-cyanoformamidine の立体構造解析
○デリホマル アニワル1, 伊藤 茂1, 金井 美紗衣2, 棚谷
綾2, 影近 弘之1 （1東京医歯大生材研, 2お茶大院理）

27PB-pm087S カルバゾール N -ベンゾイル誘導体の cis /trans 比に
対する 3 位置換基の影響
○嘉山 奨1, 松山 由布子1, 谷 紀彦2, 高橋 由佳1, 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, 2帝京平成大薬）

27PB-pm088S 5H-Dibenz[b,f ]azepine の N-アシル化によるコンホ
メーションの制御
○金瀨 薫1, 國吉 眞以1, 髙橋 由佳1, 嘉山 奨1, 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）

27PB-pm089 ジニトロベンジルピリジン誘導体のフォトクロミ
ズム
○福吉 修一1, 小田 彰史1 （1金沢大院医薬保）

27PB-pm090S 鉄(II)イオン配位性ペプチドの設計と機能評価
○小林 由佳1, 大石 真也1, 大野 浩章1, 藤井 信孝1 （1京
大院薬）

27PB-pm091S D-トレイトール由来のアセタールを有する六員環状
ジ置換アミノ酸よりなるペプチドのコンフォメーショ
ン解析
○江藤 諒1, 大庭 誠1, 上田 篤志1, 栗原 正明2, 出水
庸介2, 末宗 洋3, 田中 正一1 （1長崎大院医歯薬, 2国立
衛研, 3九大院薬）

27PB-pm092 DNA polymerase による銀(I) 錯体型塩基対形成の塩
基選択性
○桐生 里紗1, 舩井 達也1, 中村 淳子1, 林 淳祐1, 和田
俊一1, 浦田 秀仁1 （1大阪薬大）

27PB-pm093 ESR を用いた N-tert-ブチルアミノキシルシチジンの
塩基対形成能評価
○笹垣 みどり1, 楊 波2, 尾門 大樹2, 臼井 一晃2, 末宗
洋2, 麻生 真理子2 （1九大薬, 2九大院薬）

27PB-pm094 銅および亜鉛キレート形成による ACE 阻害剤エナラ
プリラトの脂溶性増加
○藤岡 晴人1, 稗田 雄三1, 木下 恵美子2, 木下 英司2,
小池 透2 （1福山大薬, 2広島大院医歯薬）

27PB-pm095 ナブメトン代謝物の絶対配置決定
○亀井 智代1, 木村 優太1, 小柳 順一1, 高橋 たみ子1

（1城西国際大薬）

27PB-pm096 ハロゲン基を有する芳香族スルホンアミドが示す特
徴的な結晶構造
○吉川 晶子1, 蘆原 尚也1, 中司 翔子1, 福島 美岬1, 氷
川 英正1, 片桐 幸輔2, 桝 飛雄真3, 東屋 功1 （1東邦大薬,
2甲南大理工, 3千葉大共用機器セ）

27PB-pm097S テトラシアノシクロペンタジエニル塩による塩酸-ジ
クロロメタン二相系中での反応加速
板倉 真言1, 佐藤 穂奈美1, 尾藤 真梨子1, ○松岡 純平1,
坂井 健男1, 森 裕二1 （1名城大薬）

27PB-pm098 シス優先的マクマリーカップリングによる大環状化
合物の合成
○町野 有望1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 桝 飛雄真2, 東
屋 功1 （1東邦大薬, 2千葉大共用機器セ）

27PB-pm099 新たな蛍光物質の合成とその蛍光特性の測定
○小川 風太1, 表 雅章1, 樽井 敦1, 佐藤 和之1, 安藤 章1

（1摂南大薬）

27PB-pm100 高発光効率を有するアミノベンゾピラノキサンテン
系(ABPX)色素の合成と光物性の評価
○神野 伸一郎1,2, 村中 厚哉2, 大山 陽介3, 谷岡 卓1, 白
崎 良尚1, 内山 真伸2,4, 澤田 大介1, 榎本 秀一1,2 （1岡山
大院医歯薬, 2独立行政法人理化学研究所, 3広島大院
工, 4東大院薬）
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27PB-pm101 コレステンハイブリッド型 DAIN アナログの合成と
その蛍光プローブ活性
○池尻 昌宏1, 森 謙太1, 宮城 里奈1, 千原 佳子1, 宮下
和之1 （1大阪大谷大薬）

27PB-pm102 環状ホスト分子の開環によるゲスト分子放出速度
○福留 誠1, 西野 裕也1, 袁 徳其1 （1神戸学院大薬）

27PB-pm103S DNA と[5]ヘリセンリガンドのキラリティー平衡に
基づく相互不斉誘起系の構築
○川良 健祐1, 辻 厳一郎1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

27PB-pm104 デアザグアニン誘導体を持つ PNA モノマーの合成
○杉山 亨1, 桑田 啓子2, 今村 保忠3, 出水 庸介4, 栗原
正明4, 高野 真史5, 橘高 敦史5 （1東大院総合, 2名古屋
大ITbM, 3工学院大工, 4国立衛研, 5帝京大薬）

27PB-pm105 分岐型 DNA の合成とその包接能の解析
斎村 亜耶1, 門田 勇輝1, ○尾川 奨1, 高橋 宏暢1, 岡本
育子1, 葛西 祐介1, 山本 博文1, 今川 洋1 （1徳島文理大
薬）

27PB-pm106 新規架橋型核酸 3’-O,4’-C-エチレンオキシ-5-メチル
ウリジンの開発
○土肥 正和1, 大澤 昂志1, 小比賀 聡1, 張 功幸1 （1阪大
院薬）

27PB-pm107S 部位特異的 mRNA 化学修飾能をもつ機能性人工核
酸を用いた翻訳制御の検討
○實崎 大地1, 鬼塚 和光1, 西本 篤史1, 大城 郁也1, 谷
口 陽祐1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

27PB-pm108S CG 障害部位を選択的に認識する擬シチジン誘導体
の合成と 3 本鎖形成能の評価
○岡村 秀紀1, 谷口 陽祐1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

27PB-pm109 反応性向上を目指した新規 nitroG-Grasp 誘導体の合
成と捕捉反応評価
○渕 靖史1, 佐々木 茂貴1 （1九大院薬）

27PB-pm110 疎水性二核金属錯体と有機アニオンと銅イオンによ
る超分子の設計と合成およびホスファターゼ活性
○米田 翔1, 久松 洋介1, 宮澤 有哉1, 宮内 美樹1,
Zulkefeli MOHD2, 青木 伸1 （1東京理大薬, 2UiTM
Faculty of Pharmacy）

27PB-pm111 茶ガレート型カテキン類をもちいたプロプラノロー
ルの不斉識別
○横山 えみ1, 堤 広之1, 石津 隆1 （1福山大薬）

27PB-pm112 茶ガレート型カテキン類をもちいたジケトピぺラジ
ン類の不斉識別
○堤 広之1, 横山 葵1, 石津 隆1 （1福山大薬）

27PB-pm113S ノルボルナン誘導体光学活性ホスト分子を用いたエ
ナンチオ選択的な液膜移送
加来 裕人1, ○櫻間 大次朗1, 大津留 更1, 七條 友哉1,
清水 雅子1, 小村 沙耶馨1, 堀川 美津代1, 角田 鉄人1

（1徳島文理大薬）

27PB-pm114 触媒機能の時間分解を志向したマルチステート分子
の構築
○Raphael ORIEZ1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1 （1微化研）

27PB-pm115 カルバゾールとフェノチアジン誘導体の設計・合成
および抗ガン活性の評価
○チッフチ ハリルイブラヒム1, Aysenur ERDOGAN2,
Emre ARKAN3, 古賀 涼子1, 大塚 雅巳1, 藤田 美歌子4,
Mahmut KUS2, Mustafa CAN3 （1熊本大院薬, 2セル
チュク大, 3カチプジェレビ大, 4熊本大薬学部附属創
薬研究センター）

27PB-pm116S c-Met 阻害活性を示す[3.3](2,2’)(4,4’-Bithiazolophane)
類の合成
○別役 樹1, 岡崎 衣織1, 中村 歩1, 鶴澤 優里1, 瀧本
竜哉1, 佐々木 秀明1 （1神戸学院大薬）

27PB-pm117 異なる起源を持つグルコシダーゼの特異性定量化法
の開発
○大坪 忠宗1, 南 彰2, 安藤 究1, 田口 理紗2, 高橋 忠伸2,
鈴木 隆2, 寺岡 文照1, 池田 潔1 （1広島国際大薬, 2静岡
県大薬）

27PB-pm118 新規デングウイルス感染阻害剤の合成（V）
○寺岡 文照1, 安倍 智子2, 左 一八3, 鈴木 隆2, 常盤
広明4, 大坪 忠宗1, 池田 潔1 （1広島国際大薬, 2静岡県
大薬, 3会津短大食物栄養, 4立教大理）

27PB-pm119 炭素鎖長の異なるフルオラス・タグを用いたシアリ
ル化反応の研究（4）
○松本 莉穂1, 谷本 崇光1, 年光 優1, 川端 亜美1, 寺岡
文照1, 大坪 忠宗1, 池田 潔1 （1広島国際大薬）

27PB-pm120 光学活性界カチオン性面活性剤を用いた不斉アル
ドール反応
○児玉 頼光1, 田上 皓大1, 新田 仁1, 堀江 佳代1, 松口
豪1, 宮本 麗1 （1広島国際大薬）

27PB-pm121 低温重合開始剤 V-70 を活用する高分子担持型リ
パーゼ触媒の開発
○濱本 博三1, 伊藤 芽衣子1, 菅原 果穗衣1, 塩入 孝之1,
松儀 真人1 （1名城大農）

27PB-pm122 N-Nitrosomorpholine と活性酸素種から生じる変異原
の構造解明
○浅田 卓也1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1 （1東京理大薬）

脂肪酸および関連物質

27PB-pm123 歯周病に起因する口臭の予防・治療素材の探索研
究　－細辛について－
○安楽 拓哉1, 二村（増田） めぐみ1, 中西 叶恵1, 村田
和也1, 松田 秀秋1, 本田 麻美1, 本田 俊一2 （1近畿大薬,
2医療法人ほんだ歯科）

27PB-pm124S 真菌 BF-0158 株が生産する新規抗真菌剤に関する
研究
○加島 政博1, 内田 龍児1, 石島 広之1, 供田 洋1 （1北里
大院薬）

糖類

27PB-pm125S 子嚢菌 Hirsutella rhossiliensis 由来糖脂質の合成研究
○眞塩 理帆1, 金谷 貴行1, 羽田 紀康2, 渡邊 敏子1 （1国
際医福大薬, 2慶應大薬）

27PB-pm126 マボヤ Halocynthia roretzi 由来新規糖脂質の合成研
究 (3)
○金谷 貴行1, 羽田 紀康2, 渡邊 敏子1 （1国際医福大薬,
2慶應大薬）

27PB-pm127 エキノコックス Echinococcus multilocularis 由来糖脂
質の ビオチン誘導体の合成研究
○北村 彩夏1, 羽田 紀康1, 木内 文之1, 山野 公明2 （1慶
應大薬, 2北海道衛研）

27PB-pm128 魚介・海藻抽出混合物の経口投与による抗腫瘍効果
の検討
○石山 萌子1, 黒子 真希1, 渡邉 花菜1, 宮内 可菜子1,
澤口 能一1 （1日本薬大）

27PB-pm129 放射線増感剤 Sulfoquinovosyl acylglycerol (SQAG)お
よびその誘導体の新合成ルートと放射線増感作用機
構の解析
○澤本 泰宏1, 田中 智博1, 久保田 昭2, 前田 彩2, 梅澤
雅和3, 久松 洋介1, 玉井 郁巳2, 坂口 謙吾3, 青木 伸1,3

（1東京理大薬, 2金沢大院自然科学研究科 薬学系, 3東
京理大総合研究機構）

27PB-pm130 1,5-アンヒドログルシトールのマルチグラムスケー
ル合成とその応用研究
○内山 武人1, 大嶋 勇貴1, 芹澤 佑香1, 依藤 藍子1, 宮
入 伸一1 （1日本大薬）

配糖体

27PB-pm131S ニホンスイセン (Narcissus tazetta var. chinensis) 花部
の機能性成分 (2) －新規フェニルエタノイド配糖体
成分の化学構造および含有成分のメラニン産生抑制
活性－
森川 敏生1, ○倉本 博行1, 二宮 清文1, 亀井 惟頼1, 吉
川 雅之1, 村岡 修1 （1近畿大・薬総研）

27PB-pm132 Hepatoprotective activity of isolated compounds from
Lumnitzera racemosa
○Ahmed DARWISH1,3, Mamdouh SAMY1, 杉本 幸子1,
山野 喜1, 大塚 英昭1, Hosni ABDEL-SALAM3, 松浪
勝義1 （1広島大院医歯薬保, 2安田女大薬, 3ミニア大
農）
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27PB-pm133 フジボグサの成分研究（3）
○大川 雅史1, 赤星 諒1, 川崎 響子1, 岐津 沙耶香1, 中
野 大輔1, 金城 順英1, 野原 稔弘2 （1福岡大薬, 2崇城大
薬）

27PB-pm134 Coleus atropurpureus の成分研究
門田 明子1, ○谷口 抄子1, 崔 艶梅1, Joshua
RUNTUWENE2, 鄭 凱駿1, 乾 明夫2, 波多野 力1 （1岡山
大院医歯薬, 2鹿児島大院医歯）

27PB-pm135 ユリ科植物の化学成分 (83)　Lilium pumilum の化学
成分と細胞毒性について (2)
○松尾 侑希子1, 高久 玲奈1, 三巻 祥浩1 （1東京薬大
薬）

27PB-pm136 コンズランゴの化学成分について
○横須賀 章人1, 竜野 暁1, 鈴木 夏生1, 高山 裕樹1, 三
巻 祥浩1 （1東京薬大薬）

27PB-pm137 Eurycoma longifolia から得られた新規カッシノイド配
糖体の構造
○加藤 光伸1, 一栁 幸生1, 深谷 晴彦1, 竹谷 孝一1,
Chee-Yan CHOO2 （1東京薬大薬, 2Universiti Teknologi
MARA）

27PB-pm138 トマトサポニンの研究　ジュース中の Esculeoside B
について
○村上 光太郎1, 浦田 純1, 周 建融1, 池田 剛1, 藤原
章雄2, 小野 政輝3, 野原 稔弘1 （1崇城大薬, 2熊本大院
医, 3東海大農）

27PB-pm139 モンゴル産薬用植物 Caryopteris mongolica 地上部の
成分薬効解析
○村田 敏拓1, 及川 沙紀1, 上石 圭太1, Erdenechimeg
SELENGE1, 佐々木 健郎1, Javzan BATKHUU2, 吉﨑
文彦1 （1東北薬大, 2National University of Mongolia）

27PB-pm140S サボテン科植物 Stenocereus gummosus（当麻閣）由
来サポニン成分の探索と Aβ 凝集阻害活性
○石本 謙介1, 下山 卓也1, 井上 絵梨香1, 佐々木 寛朗2,
小笠原 裕樹1, 木下 薫1, 高橋 邦夫1, 小山 清隆1 （1明治
薬大, 2就実大薬）

27PB-pm141 Polaskia chichipe（雷神閣）のサポニン成分の探索と
メラニン産生抑制活性
○藤原 恒司1, 鎌内 等1, 木下 薫1, 高橋 邦夫1, 小山
清隆1 （1明治薬大）

27PB-pm142S Hes1 担持ビーズを用いた神経幹細胞分化促進能を有
する天然物の探索
荒井 緑1, ○田内 伽奈1, 石川 直樹1, 小谷野 喬2,
Thaworn KOWITHAYAKORN3, 石橋 正己1 （1千葉大
院薬, 2テムコ, 3コンケン大農）

27PB-pm143 スターアップル種子の成分研究
○代田 修1, 武市 傑1, 秋山 秀彦2, 天川 雅夫3 （1徳島文
理大香川薬, 2藤田保健衛生大医療科, 3純真学園大保
健医療）

芳香族化合物

27PB-pm144 オトギリソウ科 Cratoxylum cochinchinense より単離
した新規キサントン類の構造および含有成分のがん
細胞増殖抑制効果
○井藤 千裕1, 新實 藍1, 松井 卓哉2, Hugh TAN3, 糸魚
川 政孝4 （1名城大薬, 2愛知医大, 3シンガポール大, 4東
海学園大）

27PB-pm145 シコンエキス含有成分の繊維芽細胞増殖効果と三次
元培養ヒト表皮モデルを用いた経皮吸収性について
○鬼塚 みどり1, 酒井 美保1, 岩永 篤文1 （1新日本医
薬）

27PB-pm146 シコンエキス成分の安定性に関する研究
○酒井 美保1, 鬼塚 みどり1, 岩永 篤文1, 草野 源次郎2,
芝野 真喜雄3 （1新日本医薬, 2新日本製薬, 3大阪薬大）

27PB-pm147 Entada scandens からの TRAIL 耐性克服作用をもつ
天然物の探索
Firoj AHMED1,2, Samir Kumar SADHU3, ○石橋 正己1

（1千葉大院薬, 2ダッカ大薬, 3クルナ大薬）

27PB-pm148 細胞性粘菌由来レゾルシノール誘導体 monochasiol
類の構造解析と合成
○伊藤 育子1, 松尾 祐介1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1 （1東
北大院薬）

27PB-pm149 LC-MS による大黄の縮合タンニン類の分析
○数馬 恒平1, 葛 躍偉1, 紺野 勝弘1, 小松 かつ子1 （1富
山大和漢研）

27PB-pm150 植物由来抗腫瘍活性成分の臨床応用のための探索的
研究(7) ―マツカゼソウについて―
○中野 大輔1, 石塚 賢治2, 高口 綾依1, 山口 凌1, 土橋
良太1, 大川 雅史1, 田村 和夫2, 金城 順英1 （1福岡大薬,
2福岡大医）

27PB-pm151 ジャワショウガ BANGLE (Zingiber purpureum) に含
まれる神経栄養因子様物質の効率的抽出方法の開発
研究
○加賀 翔1, 原田 研一1, 久保 美和1, 福山 愛保1 （1徳島
文理大薬）

27PB-pm152 Odontioda Marie Noel ‘Velano’の根の成分探索
○松野 慎平1, 西川 颯1, Anna SOLYOMVARY2, 鈴木
龍一郎1, 白瀧 義明1 （1城西大薬, 2センメルヴェイス大
薬）

27PB-pm153 ジンコウ由来ホスホジエステラーゼ阻害物質の探索
○杉山 拓司1, 増井 涼2, 成川 佑次1, 木内 文之1 （1慶應
大薬, 2救心製薬東京研）

27PB-pm154 ゴミシ Schisandra chinensis Baill. 由来メラニン生成
抑制活性成分
○山内 理奈1, 小松 千紘1, 成川 佑次1, 木内 文之1 （1慶
應大薬）

27PB-pm155 海洋由来真菌 Aspergillus sp. NKM-007 株が生産する
新規 depsidone に関する研究
○中條 賢人1, 内田 龍児1, 小林 啓介1, 寺原 猛2, 今田
千秋2, 供田 洋1 （1北里大院薬, 2東京海洋大院）

27PB-pm156 Pandanus amaryllifolius の成分探索
○鈴木 龍一郎1, 岡田 圭人1, 高尾 理沙1, 近藤 はるか1,
白瀧 義明1 （1城西大薬）

27PB-pm157 バングラデシュ薬用植物 Terminalia citrina 中の
estrogen 様物質の探索
○小林 広樹1, MD ABDOUL MUHIT1,2, 梅原 薫1, 野口
博司1 （1静岡県大薬, 2ダッカ大薬）

27PB-pm158 タイ薬用植物 Artabotrys hexapetalus 由来の anti-
estrogen 様物質の探索
○戸塚 統子1, Orawan MONTHAKANTIRAT2, 梅原
薫1, 野口 博司1 （1静岡県大薬, 2コンケン大薬）

27PB-pm159 茶カテキン代謝物の ACE 阻害活性と血圧降下作用
高垣 晶子1, 小林 泰次1, ○南条 文雄1 （1三井農林食総
研）

27PB-pm160 生薬ダイオウ（Rhei Rhizoma）からの KDR 阻害活性
物質の探索
○鈴木 聖一朗1, 鈴木 俊宏1, 木下 薫1, 小山 清隆1 （1明
治薬大）

27PB-pm161 Garcinia mangostana の葉部と果皮のキサントン類の
DNA ポリメラーゼ阻害活性
竹仲 由希子1, ○神前 祥子1, 坂井 奈々1, 多田 彩華1,
Hoang Duy LE1, 棚橋 孝雄1, 小野寺 威文2,3, 坂本 裕
香3, 水品 善之3,4, 山浦 高夫5 （1神戸薬大, 2神戸学院
大・薬, 3神戸学院大・LSC, 4神戸学院大・栄養, 5日本新
薬）

27PB-pm162 TRAIL 耐性克服作用をもつ放線菌由来芳香族化
合物
○劉 雪菲丹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）

27PB-pm163 Cytotoxic 2-(2-Phenylethyl)chromone Derivatives from
Indonesian Agarwood
○李 峰1, Subehan SUBEHAN1, 手塚 康弘2, 門田 重
利1, 済木 育夫1 （1富山大和漢医薬学総合研究所, 2北
陸大薬）
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27PB-pm164S Mammea siamensis (Miq.) T. Anders.花部より単離した
Kayeassamin A のがん細胞増殖抑制とその作用機序
解析
○宮之脇 俊英1, Pinjutha THONGJANKAEW2, 宇都
拓洋1, Nguyen Huu TUNG1, 森永 紀1, 正山 征洋1 （1長
崎国際大薬, 2コンケン大薬）

27PB-pm165 Epigallocatechin gallate の acrolein 誘導体とアルコー
ル類との縮合反応
○四位 拓也1, 松尾 洋介1, 齋藤 義紀1, 田中 隆1 （1長崎
大院医歯薬）

27PB-pm166 タイ産植物 Uvaria dac 葉部由来新規 tetrahydrobenzyl
benzoate 誘導体の構造
○上田 純也1, Ahmed M. TAWILA1,2, Sirivan
ATHIKOMKULCHAI3, Dya Fita DIBWE1, Suresh
AWALE1 （1富山大先端ライフサイエンス拠点,
2Pharmaceutical & Medicinal Industries Research
Division, National Research Centre, 3Faculty of
Pharmacy, Srinakharinwirot University）

27PB-pm167 Anti-austeritic Constituents of Japanese Cypress
Chamaecyparis obtusa
○Dya Fita DIBWE1, 上田 純也1, Suresh AWALE1 （1富
山大先端ライフサイエンス拠点）

27PB-pm168 Hibiscus ficulneus からの Wnt シグナル阻害作用をも
つ天然物の探索
○庄野 巧1, 石川 直樹1, 當銘 一文1, 荒井 緑1, Samir
Kumar SADHU2, Firoj AHMED3, 石橋 正己1 （1千葉大
院薬, 2クルナ大薬, 3ダッカ大薬）

27PB-pm169 バングラデシュ薬用植物 Pothos scandens 中の
estrogen/anti-estrogen 様物質の検索
○Md. Abdul MUHIT1, 梅原 薫1, 野口 博司1 （1静岡県
大薬）

27PB-pm170 Haematomma sp.単離培養地衣菌の代謝物の構造と生
物活性
○竹仲 由希子1, 角田 文香1, 棚橋 孝雄1, 濱田 信夫4,
水品 善之2,3 （1神戸薬大, 2神戸学院大・栄養, 3神戸学
院大・LSC, 4大阪市環科研）

27PB-pm171S マイカイカのチロシナーゼ阻害活性成分の探索研究
○一郷 綾香1, 矢作 忠弘1, 榊原 巌1 （1国際医福大薬）

27PB-pm172S インドネシア産クスノキ科植物 Cryptocarya ferrea の
成分研究（第一報）
○高井 梨那1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸2, 邑田 仁3, Joko
Ridho WITONO4, Darnaedi DEDY4, 大山 雅義1 （1岐阜
薬大・生薬, 2岐阜薬大・薬資, 3東大院・理, 4ボゴール植
物園）

27PB-pm173S ツツジ科アメリカイワナンテンの成分研究（第 1 報）
○栗本 沙也加1, 佐合 ひかる1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸2,
邑田 裕子3, 大山 雅義1 （1岐阜薬大・生薬, 2岐阜薬大・
薬資, 3摂南大薬）

27PB-pm174S カヤツリグサ科植物の成分研究 (2)　メリケンガヤツ
リ (Cyperus eragrostis) の成分研究
○高橋 香菜1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸2, 邑田 裕子3, 田
中 光彦4, 大山 雅義1 （1岐阜薬大・生薬, 2岐阜薬大・薬
資, 3摂南大薬, 4近畿植物同好会）

27PB-pm175S タイ天然薬物 Mammea siamensis 花部の機能成分
（4） －新規プレニルクマリンの化学構造－
森川 敏生1, ○佐伯 竣介1, 松本 拓1, 末吉 真弓1, 二宮
清文1, Saowanee CHAIPECH2, 村岡 修1 （1近畿大・薬
総研, 2ラジャマンガラ工大）

27PB-pm176S メース (Myristica fragrans, 仮種皮) の機能性成分 (5)
－新規ジアリルノナノイド - ネオリグナン付加体成
分の化学構造－
森川 敏生1, ○八幡 郁子1, 二宮 清文1, 早川 堯夫1, 田
邉 元三2, 村岡 修1,2 （1近畿大・薬総研, 2近畿大・薬）

27PB-pm177 イカリソウ由来のプレニルフラボノイド類の AGEs
生成阻害活性の検討
○中嶋 圭介1, 宮下 裕幸1, 吉満 斉1, 藤原 章雄2, 永井
竜児3, 池田 剛1 （1崇城大薬, 2熊本大院医, 3東海大農）

27PB-pm178 Amentoflavone 型ビフラボノイドラセミ体の X 線結
晶構造
○金田 幸1, 佐々木 寛朗1, 高橋 邦夫2 （1就実大薬, 2明
治薬大）

27PB-pm179S アラカシ葉におけるエラジタンニン類の代謝機構の
解明
○若松 初実1, 松尾 洋介1, 齋藤 義紀1, 田中 隆1 （1長崎
大院医歯薬）

27PB-pm180S 紅豆蒄の機能性成分 (5) －含有フェニルプロパノイ
ド成分の肝細胞内中性脂肪代謝促進作用－
二宮 清文1, ○橋本 佳典1, 萬瀬 貴昭1, 西 亮介1, 酒井
千恵1, Saowanee CHAIPECH2, 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）

27PB-pm181 ケープアロエによる炎症性サイトカイン TNF-α の細
胞障害に対する保護作用
○赤木 淳二1,2, 二宮 清文1, 大山 更紗1, 松本 拓1, 尾関
快天1, 森川 敏生1 （1近畿大薬総研, 2小林製薬中研）

27PB-pm182 茶カテキン二量体プロエピテアフラガリン類の立体
構造および生成機構の再検討
○松尾 洋介1, 大渡 遼介2, 齋藤 義紀1, 田中 隆1 （1長崎
大院医歯薬, 2長崎大薬）

27PB-pm183S アスナロ由来の腫瘍細胞選択的増殖抑制物質の探索
○床次 純一郎1, 寺田 友通1, 岩岡 恵実子1, 辻川 和丈2,
青木 俊二1 （1兵庫医療大薬, 2阪大院薬）

ステロイド

27PB-pm184 担子菌類より得られた polyhydroxylated sterols の
NMR スペクトル及び立体配座解析（第 6 報）3 種の
既知ステロールの構造の再検討
○八百板 康範1, 町田 浩一1 （1東北薬大）

27PB-pm185 Thevetia neriifolia 種子のカルデノリド配糖体と腫瘍
細胞毒性（1）
○黒田 明平1, 石原 舞1, 米山 由里香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）

27PB-pm186 エリンギ子実体の新規 ergostane 型ステロイド
○田中 麗子1, 菊地 崇1, 前川 由季菜1, 堀井 祐衣1, 山
田 剛司1 （1大阪薬大）

27PB-pm187S Calotropis gigantea からのノッチシグナル伝達経路阻
害剤の探索
○米山 達朗1, 荒井 緑1, 小柳津 和音1, 岡本 隆一2,
Sadhu SAMIR K.3, Ahmed FIROJ4, 石橋 正己1 （1千葉
大院薬, 2東京医歯大, 3クルナ大, 4ダッカ大）

テルペン類

27PB-pm188 バングラデシュ産薬用植物に関する研究（6）－トウ
ダイグサ科植物 Sapium indicum 果実の成分研究－
○中谷 愛1, 田中 直伸2, Fakhruddin Ali AHAMED3, 柏
田 良樹2 （1徳島大薬, 2徳島大院薬, 3ジャハンギナガル
大生物科学）

27PB-pm189 抗 HIV 天然物に関する研究（27）　－アミノ酸を含
むリンカーによるベツリン誘導体と AZT の縮合体の
合成と抗 HIV 活性－
○和田 悠1, Chin-Ho CHEN2, Kuo-Hsiung LEE3, 田中
直伸1, 柏田 良樹1 （1徳島大院薬, 2デューク大医, 3ノー
スカロライナ大薬）

27PB-pm190S ソウジュツ抽出エキスの微生物変換
○鎌内 等1, 木下 薫1, 小山 清隆1 （1明治薬大）

27PB-pm191 Saussurea amara. (L.) DC.のマクロファージ活性化抑
制成分の探索研究 (3)
○矢作 忠弘1, 吉田 裕樹1, 米山 達朗2, 高松 智3, 榊原
巌1, 北中 進2 （1国際医福大薬, 2日本大薬, 3昭和大薬）

27PB-pm192 チョウジ蕾の成熟にともなう香りの変化及び抗酸化
活性の検討
○笠井 博子1, 白尾 美佳2 （1星薬大, 2実践女子短大）

27PB-pm193 Hyptis crenata Pohl ex Benth. から単離された bis-seco-
abietane diterpenoid
○尹 永淑1, 深谷 晴彦2, 中根 孝久3, 高野 昭人3, 高橋
滋1, 高橋 勇二1, 井上 英史1 （1東京薬大 生命, 2東京薬
大 薬, 3昭和薬大）
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27PB-pm194 運動神経細胞保護作用物質の探索研究
○松崎 桂一1, 川本 広明1, 牧野 三津子1, 古川 めぐみ1,
周 彪2, 広瀬 大1, 飯田 隆2, 北中 進1, 草間 國子1 （1日本
大薬, 2日本大文理）

27PB-pm195S タクシャ (Alisma Rhizome) からの血管内皮細胞増殖
阻害活性物質の探索
○田中 千恵1, 小島 映世1, 原口 茜音1, 山田 雅俊1, 深
井 みゆき1, 鈴木 俊宏1, 木下 薫1, 小山 清隆1 （1明治薬
大）

27PB-pm196 中国産シキミ科植物 Illicium lanceolatum から得られ
た新規セスキテルペンの構造と抗歯周病原菌活性
○西川 友理1, 久保 美和1, 原田 研一1, 小田 真隆2, 黄
建梅3, 福山 愛保1 （1徳島文理大薬, 2新潟大院, 3北京中
医薬大）

27PB-pm197 中国産キク科 Ligularia virgaurea の化学成分と多
様性
○星山 紀恵1, 伊賀 砂央里1, 谷口 瑞穂1, 齋藤 義紀2,
中島 勝幸1, 岡本 育子1, Xun GONG3, 黒田 智明4, 通
元夫1 （1徳島文理大薬, 2長崎大薬, 3昆明植物研, 4立教
大理）

27PB-pm198 重慶市産キク科 Eupatorium heterophyllum の化学的
種内多様性
○緒方 美咲1, 齋藤 義紀1, 中島 勝幸2, 通 元夫2, 河原
孝行3, 松尾 洋介1, 田中 隆1, Xun GONG4, 黒田 智明5

（1長崎大院医歯薬, 2徳島文理大薬, 3森林総研, 4昆明
植物研, 5立教大理）

27PB-pm199 沖縄産 Spongiidae 科海綿由来の新規メロテルペノイ
ド Nakijiquinone S および Nakijinol C の構造
○久保田 高明1, 鈴木 春菜1, 髙橋 梓2, 五ノ井 透2, 小
林 淳一1 （1北大院薬, 2千葉大真菌医学研セ）

27PB-pm200 Centipeda minima から単離した arnicolide D と
isobutyroylplenolin の細胞毒性について
○黄 雪丹1, 粟野 由梨佳1, 竹元 裕明1, 浅田 善久2, 渡
辺 高志3, 小林 義典1 （1北里大薬, 2東理大薬, 3牧野植
物園資源植物研究セ）

27PB-pm201 センリョウ科植物ヒトリシズカ(Chloranthus
japonicus)地上部の成分について
○金 尚永1, 田中 直伸2,3, 柏田 良樹3, 高石 喜久3, 小林
淳一2, 高上馬 希重1 （1北医療大薬, 2北大院薬, 3徳島大
薬）

27PB-pm202 放線菌 Phytohabitans suffuscus 3787_5 が生産する新
規 G2 チェックポイント阻害剤 habiterpenol に関する
研究
○内田 龍児1, 横田 紗弥香1, 松田 大介1, 松本 厚子2,
岩本 晋3, 小野寺 秀幸3, 高橋 洋子2, 供田 洋1 （1北里大
院薬, 2北里大生命研, 3協和発酵キリン）

27PB-pm203 Xanthium strumarium からの TRAIL 耐性克服作用を
もつセスキテルペンラクトン
○Utpal Kumar KARMAKAR1,2, 石川 直樹1, 當銘 一
文1, Samir Kumar SADHU2, Firoj AHMED3, 荒井 緑1,
石橋 正己1 （1千葉大院薬, 2クルナ大薬, 3ダッカ大薬）

27PB-pm204 中国四川省北西部における Ligularia lamarum の化学
成分と種内多様性
○日高 基貴1, 齋藤 義紀1, 中島 勝幸2, 岡本 育子2, 通
元夫2, 松尾 洋介1, 田中 隆1, Xun GONG4, 黒田 智明5

（1長崎大院医歯薬, 2徳島文理大薬, 3森林総研, 4昆明
植物研, 5立教大理）

27PB-pm205 Chemical constitutes with anti-allergic activity from Red
Peony Root
石 燕紅1, ○Shu ZHU1, 数馬 恒平1, 田村 隆幸2, 小松
かつ子1 （1富山大・和漢研, 2富山県薬用植物指導セ）

27PB-pm206 デイジーフラワー (Bellis perennis, 花部) の機能性成
分 (7) ―含有サポニン成分の胃がん細胞増殖抑制
活性―
○二宮 清文1, 甕 千明1,2, 北川 仁一朗1,2, 吉原 和弥1,
西田 枝里子1, 李 雪征3, 松田 久司3, 中村 誠宏3, 吉川
雅之3, 早川 堯夫1, 村岡 修1, 森川 敏生1 （1近畿大・薬総
研, 2小城製薬, 3京都薬大）

27PB-pm207 キキョウサポニンの溶血活性と化学構造との相関性
○福村 基徳1, 小池 佑果1, 口野 嘉幸2, 伊田 喜光1,2

（1昭和大薬, 2横浜薬大）

27PB-pm208 茶花 (Camellia sinensis,花蕾部) 由来アシル化サポニ
ンのヒト消化管由来癌細胞株に対する細胞増殖抑制
活性
二宮 清文1, ○甕 千明1,2, 北川 仁一朗1,2, 吉原 和弥1,
吉川 雅之1, 村岡 修1, 森川 敏生1 （1近畿大・薬総研, 2小
城製薬）

アルカロイド

27PB-pm209 抗リーシュマニア活性を有する薬用植物の探索（そ
の 27）－ペルー産植物 Mito Carica candicans Gray の
成分について－
○安元（森） 加奈未1, 渕野 裕之2, Flores DIANA3, 佐竹
元吉4, 代田 修1, 関田 節子5 （1徳島文理大香川薬, 2基
盤研薬植セ筑波, 3ペルー南科学大, 4お茶女大生環教
研, 5昭和薬大）

27PB-pm210S Tabernaemontana divaricata からの Wnt シグナルを阻
害する天然物の探索
○大石 健介1, 當銘 一文1, 荒井 緑1, Sadhu SAMIR K2,
Ahmed FIROJ3, 石橋 正己1 （1千葉大院薬, 2クルナ大
薬, 3ダッカ大薬）

27PB-pm211S Lycoris 属植物の生物活性に関する研究（第 2 報）
○澤田 果歩1, 福田 枝里子1, 馬場 正樹1, 船山 信次2,
岡田 嘉仁1 （1明治薬大, 2日本薬大）

27PB-pm212 小美石斛の成分研究
○石内 勘一郎1, 森田 智子1, 高橋 依子1, Jue WANG2,
北中 進1 （1日本大薬, 2Shenzhen医薬品検査所）

27PB-pm213 多様性拡大抽出物を利用したインドールアルカロイ
ド様化合物ライブラリーの創出
○一戸 佳祐1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1 （1東北大院薬）

27PB-pm214 海洋由来真菌 Penicillium meleagrinum var.
viridiflavum からの抗真菌活性物質
○岡部 未来1, 杉田 隆1, 木下 薫1, 小山 清隆1 （1明治薬
大）

27PB-pm215 Berberine 資化性菌の berberrubine 分解能に関する
研究
○吉田 陽菜花1, 石川 和樹1, 武田 尚1, 若菜 大悟1, 佐
藤 文彦2, 細江 智夫1 （1星薬大, 2京大院農）

27PB-pm216S 放線菌からの Hes1 ビーズを用いた神経幹細胞分化
を促進する天然物の探索
荒井 緑1, ○田中 光葉1, 石川 直樹1, 石橋 正己1 （1千葉
大院薬）

27PB-pm217 冬虫夏草 Ophiocordyceps heteropoda より得られた抗
原虫活性を示す新規環状ペプチドの構造
中村 由佳里1, ○梅山 明美1, 岡田 みのり1, 井口 美紀1,
岡本 育子1, 今川 洋1, 伴 さやか2, 熊田 俊夫3, 穗苅 玲4,
石山 亜紀4,5, 岩月 正人4,5, 乙黒 一彦4,5, 大村 智6, 橋本
敏弘1 （1徳島文理大薬, 2NBRC, 3武田技研サービス,
4北里大学北里生命科学研究所熱帯病評価センター,
5大学大学院感染制御科学府, 6北里大生命研）

27PB-pm218 長鎖保護基の性質を利用したオオセミタケ由来環状
ペプチドの液相合成と構造解析
○井下 美咲1, 金城 茜1, 杉本 友美1, 葛西 祐介1, 山本
博文1, 梅山 明美1, 橋本 敏弘1, 今川 洋1 （1徳島文理大
薬）

27PB-pm219 Berberine 資化性菌によるオウレン由来アルカロイド
の分解挙動について
○石川 和樹1, 武田 尚1, 若菜 大悟1, 佐藤 文彦2, 細江
智夫1 （1星薬大, 2京大院農）

27PB-pm220 単独性ハナバチ・ナンバンクマバチ Xylocopa letipes
毒成分の網羅的解析
○紺野 勝弘1, 数馬 恒平1, 二瓶 賢一2 （1富山大和漢研,
2宇都宮大農）

27PB-pm221 タイ薬用植物 Asparagus racemosus 中アルカロイドの
estrogen/anti-estrogen, hyaluronidase 阻害作用
○泉川 雅裕1, 菅谷 香帆1, 大石 早人1, Boonsong
WUNGSINTAWEEKUL2, 梅原 薫1, 野口 博司1 （1静岡
県大薬, 2ワライラック大）
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27PB-pm222 berberine 資化性菌の berberine 分解酵素の誘導性と
基質特異性
○山崎 美葵1, 石川 和樹1, 武田 尚1, 若菜 大悟1, 佐藤
文彦2, 細江 智夫1 （1星薬大, 2京大院農）

27PB-pm223 タイ産 Acanthodendrilla 属海綿の成分探索と合成化
学的研究
○横屋 正志1, Natchanun SIRIMANGKALAKITTI2,
Khanit SUWANBORIRUX2, 齋藤 直樹1 （1明治薬大,
2チュラ大・薬）

27PB-pm224 Evodiamine 両鏡像体の合成とその TRPV1 活性化能
の比較
○宗田 杏樹1, 柏崎 麻理恵1, 弘田 尊裕1, 中森 俊輔1,
白畑 辰弥1, 香川（田中） 聡子2, 神野 透人2, 小林 義典1

（1北里大薬, 2国立衛研・生活衛生）

27PB-pm225 ヒガンバナアルカロイド生合成仮想中間体の一斉分
析系の開発
○小野寺 蓮1, 浅野 孝1, 小暮 紀行2, 高山 廣光2, 藤井
勲1 （1岩手医大薬, 2千葉大院薬）

27PB-pm226 沖縄産 Agelas 属海綿から単離した新規ブロモピロー
ルアルカロイドの構造
○草間 大志1, 田中 直伸1,2, 柏田 良樹2, 小林 淳一1

（1北大院薬, 2徳島大院薬）

27PB-pm227S モンゴル民族伝統薬物に関する研究（5）―ハマビシ
科植物 Peganum nigellastrum の成分研究―
○上園 望緒1, 田中 直伸2, 川添 和義3, 村上 光太郎4,
Dorival ENKHJARGAL5, Damdinjav DAVAADAGVA5,
柏田 良樹2 （1徳島大薬, 2徳島大院薬, 3徳島大病院薬,
4崇城大薬, 5モンゴル健康科学大薬）

27PB-pm228 Gloriosa rothchildiana 由来コルヒチノイドの RAR ア
ゴニスト作用
○中島 健一1, 水上 元2, 藤川 和美2, 松野 倫代2, 田邉
宏樹1, 井上 誠1 （1愛知学院大薬, 2高知牧野植物園）

27PB-pm229S ハス (Nelumbo nucifera, 花部) の機能性成分 (3) －含
有アルカロイド成分の抗炎症作用－
二宮 清文1, ○奥川 修平1,2, 北川 仁一朗1,2, 松尾 菜
都子1, 吉川 雅之1, 村岡 修1, 森川 敏生1 （1近畿大・薬総
研, 2小城製薬）

27PB-pm230S バンレイシ科植物, Hornschuchia obliqua 由来 4,5-
didehydroguadiscine の合成およびそのメラニン形成
抑制活性評価
田邉 元三1, ○白戸 美希1, 菅野 雄太1, 森川 敏夫2, 二
宮 清文2, 筒井 望1, 村岡 修1 （1近畿大薬, 2近畿大薬総
研）

27PB-pm231S コウボク由来の Prostate Cancer Antigen-1 (PCA-1) 酵
素阻害物質の探索
○田鍋 絵理1, 藤垣 俊介1, 岩岡 恵実子1, 田中 明人1,
辻川 和丈2, 青木 俊二1 （1兵庫医療大薬, 2阪大院薬）

その他②

27PB-pm232S 混合物解析の天然素材への応用（第 17 報）―ヤマノ
イモ科植物葉の AR 阻害活性予測モデルの構築―
○中野 元生1, 市川 裕司1, 池谷 修太朗1, 福田 枝里子1,
馬場 正樹1, 植沢 芳広1, 岡田 嘉仁1 （1明治薬大）

27PB-pm233 混合物解析の天然素材への応用（第 18 報）―EI-MS
を用いたカンゾウの解析例 II―
○福田 枝里子1, 市川 裕司1, 中野 元生1, 馬場 正樹1,
植沢 芳広1, 甲斐 久博2, 松野 康二2, 岡田 嘉仁1 （1明治
薬大, 2九州保福大薬）

27PB-pm234S 混合物解析の天然素材への応用（第 19 報）―EI-MS
を用いたトリカブト･ニリンソウ等の解析例―
○市川 裕司1, 中野 元生1, 福田 枝里子1, 馬場 正樹1,
植沢 芳広1, 奥山 徹1, 甲斐 久博2, 松野 康二2, 笠原
義正3, 岡田 嘉仁1 （1明治薬大, 2九州保福大薬, 3山形県
衛生研）

27PB-pm235S ラン科デンファレ (Dendrobium pharaenopsis) 花部の
含有成分
尾田 好美1,2, ○小川 裕樹1, 中嶋 聡一1,2, 中村 誠宏1,
河端 未来1, 秋山 真範1, 木村 智仁1, 前川 友希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）

27PB-pm236S 糖化アルブミンの神経細胞分化抑制作用とインド関
連植物ヘンナ (Lawsonia inermis) 花部成分の影響
中嶋 聡一1,2, ○矢野 真実子1, 尾田 好美1,2, 中田 晶子1,
今井 佳代1, 中村 誠宏1, 松田 久司1 （1京都薬大, 2エヌ・
ティー・エイチ 研）

27PB-pm237S インドおよびアーユル・ヴェーダ関連植物の機能解
明-2：ナチュラルヘナ (Cassia auriculata) 種子成分の
メラニン生成抑制作用メカニズム
中嶋 聡一1,2, ○王 巍程1, 中村 誠宏1, Yi ZHANG1, 宮
下 優1, 尾田 好美1,2, 太田 智絵1, 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）

27PB-pm238S インドおよびアーユル・ヴェーダ関連植物の機能解
明-3：Bombax ceiba 花部のコリンエステラーゼ阻害
成分
中嶋 聡一1,2, ○門口 尚子1, 尾田 好美1,2, 海川 和1, 小
川 裕樹1, 前川 友希1, 中村 誠宏1, 伊藤 謙1, 松田 久司1

（1京都薬大, 2エヌ・ティー・エイチ 研）

27PB-pm239 海洋糸状菌 Trichoderma sp. TPU1237 株が生産する
新規 PTP1B 阻害物質に関する研究
○山﨑 寛之1, 齊藤 亮1, 高橋 央宜1, 桐越 亮太1, 虎岩
憲吾1, 岩﨑 康平1, 中山 渉1, 泉川 裕太1, 浪越 通夫1

（1東北薬大）

27PB-pm240 西表島産海綿より見出した新規 agelasine 類の構造と
抗結核活性
Delfly B. ABDJUL1, 山﨑 寛之1, 高橋 央宜1, 桐越 亮
太1, ○鵜飼 和代1, 浪越 通夫1 （1東北薬大）

27PB-pm241 インドネシア産薬用植物 Rhinacanthin nasutus の化学
成分の単離と生物活性
Maarisit WILMAR1,2, 山﨑 寛之1, Abdjul DELFLY B.1,
○浪越 通夫1 （1東北薬大, 2Sam Ratulangi University）

27PB-pm242 キナ Cinchona ledgeriana 種子由来エンドファイト真
菌の構成
○前原 昭次1, Agusta ANDRIA2, 北村 千浪1, 大橋
一慶1, 澁谷 博孝1 （1福山大薬, 2インドネシア国立生物
学研究所）

27PB-pm243 サンシュユ（山茱萸）の基原再考
○木下 武司1 （1帝京大薬）

27PB-pm244 カイメン由来真菌の産生する新規代謝物の絶対構造
(2)
○山田 剛司1, 河島 舞子1, 杉浦 右真1, 菊地 崇1, 田中
麗子1 （1大阪薬大）

27PB-pm245 ペルー産 Camu Camu (Myrciaria dubia) 種子及び果皮
の HCV タンパク分解酵素阻害効果
○垣内 信子1, 金嶋 泰2, 妙田 貴生2, 末永 紹運1, 米満
隼人1, 脇田 駿平1, 渥美 聡孝1, 大塚 功1, 西澤 信2 （1九
州保福大薬, 2東京農大生物産業）

27PB-pm246 和漢薬エキス及び生薬成分の抗トリパノソーマ活性
○中村 憲夫1, 際本 真子1, 村上 仁美1, 戸田 琴弓1, 藤
木 万穂1, 小西 天二1 （1同志社女大薬）

27PB-pm247S 漢方薬が Aspergillus nidulans の二次代謝産物に与え
る影響
○井上 信宏1, 若菜 大悟1, 武田 尚1, 矢口 貴志2, 細江
智夫1 （1星薬大, 2千葉大真菌医セ）

27PB-pm248 八味地黄丸エキス製剤及び湯剤の同等性に関する研
究（Ⅰ）
○堀井 周文1, 小此木 明1, 高橋 隆二1, 鎌倉 浩之2, 袴
塚 高志2, 合田 幸広2 （1クラシエ製薬 漢方研究所, 2国
立医薬品食品衛生研究所）

27PB-pm249 冬虫夏草および数種の冬虫夏草菌の培養物より得ら
れた二次代謝産物の構造
○井口 美紀1, 梅山 明美1, 岡田 みのり1, 中村 由佳里1,
高橋 功一1, Aleksandra GRUDNIEWSKA1, 林 明香1,
加藤 雅之1, 清水 美名1, 我那覇 ももこ1, 大槻 優太1,
岡本 育子1, 今川 洋1, 伴 さやか2, 橋本 敏弘1 （1徳島文
理大薬, 2NBRC）

27PB-pm250 黄色ブドウ球菌が生産する黄色色素の生成阻害活性
物質
○福田 隆志1,2, 佐々木 恵里2, 内田 龍児1,2, 供田 洋1,2

（1北里大院薬, 2北里大薬）
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27PB-pm251 合成化合物ライブラリからの骨形成因子シグナル阻
害剤に関する研究
○諏訪 いぶき1, 内田 龍児1, Cui HAI-LEI2,
Chouthaiwale PANDURANG V.2, 田中 富士枝2, 片桐
岳信3, 供田 洋1 （1北里大院薬, 2沖縄科学技術大院大,
3埼玉医大ゲノム研）

27PB-pm252 海綿由来環状デプシペプチド arenastatin A の結合タ
ンパク質解析
荒井 雅吉1, 河内 崇志1, ○馬田 哲也1, 高市 伸宏1, 古
徳 直之1, 小林 資正1 （1阪大院薬）

27PB-pm253 細胞周期に着目した抗がん剤の探索研究
○髙橋 美咲1, 古川 茶勲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）

27PB-pm254 鶏血藤中の N-methyl-N-nitrosourea に対する抗変異
原性成分の探索
○谷川 綾香1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1 （1東京理大薬）

27PB-pm255 Connarus エキスの機能性成分の探索研究
○栗本 慎一郎1, 佐々木 有1,2, 北村 佳久3, 中村 隆典1

（1姫路獨協大薬, 2八戸高専物質, 3行医研）

27PB-pm256 低タンパク状態におけるまるごと濃縮かきエキスの
皮膚に及ぼす影響
○友澤 寛1, 森川 琢海1, 北村 整一1, 鍔田 仁人1, 山口
和也1, 髙垣 欣也1 （1東洋新薬）

27PB-pm257 Streptomyces sp. RAI364 株が生産する二次代謝産物
の研究
○秋元 美波1, 石川 亜香里1, 伊澤 真澄1, 早川 洋一1

（1東京理大薬）

27PB-pm258 インドネシア産ショウガ科食用植物 BANGLE の老
化促進モデルマウスに対する神経新生作用
○今井 顕子1, 仲井 めぐみ1,2, 石田 七生1,2, 平田 歩1,2,
八木 祐助1,2, 飯塚 美知郎1,2, 白石 久1,2, 常風 興平1, 横
田 淳子1, 原田 研一3, 久保 美和3, 福山 愛保3, 宮村
充彦1,2 （1高知大病院薬, 2高知大院医, 3徳島文理大薬）

27PB-pm259 沖縄産海綿由来の新規細胞増殖阻害活性物質の探
索　第 2 報
李 禎1, Adeyemi GABRIEL1, 田中 千晶1, ○宮本 智文1

（1九大院薬）

27PB-pm260 ベニバナインゲン種子エキスの皮膚老化に対する改
善作用
松田 紗苗1, ○久間 將義1, 奥村 久雄2, 奥山 敦啓2, 木
暮 彰2, 川崎 みどり2, 増井 勝信1, 瀧見 良平1 （1東洋
ビューティ, 2フヨウサキナ）

医薬品設計・合成医薬品

27PB-pm261 カンナビノイド受容体調整薬の設計と合成
○三澤 隆史1, 出水 庸介1, 船田 正彦2, 栗原 正明1 （1国
立医薬品食品衛生研究所, 2国立精神・神経医療研究
センター）

27PB-pm262 タモキシフェン骨格を有する分解誘導剤のアルキル
鎖長および末端構造の 適化
○正田 卓司1, 加藤 雅士1,2, 藤里 卓磨1,2, 原田 麟太郎1,
奥平 桂一郎1, 井上 英史2, 内藤 幹彦1, 栗原 正明1,3

（1国立衛研, 2東薬大院・生命科学, 3東工大院・生命理
工）

27PB-pm263S オキサジアゾール環を有する非核酸系 HIV-1 逆転写
酵素阻害剤アルケニルジアリールメタン類の合成と
活性評価
○星 絢子1, 鍋倉 聡志1, 林 浩輔1, 大島 康平1, 萩原
綾菜1, 玄 美燕1, 髙山 淳1, 坂本 武史1 （1城西大薬）

27PB-pm264 抗菌活性を期待したメバロン酸およびフルオロメバ
ロン酸のプロドラッグ型誘導体の合成と血漿安定性
○渡邉 瑞貴1,2, Soosung KANG2, JC JACOBS2, 上杉
志成1,3, Richard B SILVERMAN2 （1京大化研, 2ノース
ウェスタン大, 3京大iCeMS）

27PB-pm265S Aβ1-42 の C 末端モチーフを有するカフェ酸およびジ
ヒドロカフェ酸誘導体の合成と Aβ 凝集阻害活性の
解析
○荒井 卓也1,2, 大野 彰子3, 栗原 正明3, 宮田 直樹1, 中
川 秀彦1, 福原 潔2 （1名市大院薬, 2昭和大薬, 3国立衛
研）

27PB-pm266 新規トリアルコキシ置換-1,3,5-トリアジン誘導体の
合成と抗ウイルス活性
○壬生 伸子1, 大田 典正1, 横溝 和美2, 實吉 志織2, 田
中 葵2, 周 建融2, 杠 あい1, 古賀 愛理1, 安藝 初美1, 宮
田 健2, 須本 國弘1 （1福岡大薬, 2崇城大薬）

27PB-pm267 新規抗ウイルス活性化合物を標的としたアリールオ
キシ置換-1,3,5-トリアジン誘導体の探索合成
壬生 伸子1, ○藤井 寛之1, 横溝 和美2, 實吉 志織2, 田
中 葵2, 周 建融2, 安藝 初美1, 宮田 健2, 須本 國弘1 （1福
岡大薬, 2崇城大薬）

27PB-pm268 血小板凝集阻害剤を指向した非ペプチド性 RGD ミ
ミックに関する研究
○村山 明日美1, 疋田 英樹1, 加藤 愛理1, 樋口 和宏1,
川﨑 知己1 （1明治薬大）

27PB-pm269S 非対称ジフェニルメタンを基本骨格とするエストロ
ゲン受容体アンタゴニストの設計と合成
○田中 克哉1,2, 依岡 桃子2, 三澤 隆史2, 諫田 泰成2, 関
野 祐子2, 出水 庸介2, 栗原 正明1,2 （1東京工業大院生
命理工, 2国立衛研）

27PB-pm270 フェニルボロン酸を有する PARP 阻害型中性子捕捉
剤の開発
○藤 洸臣1, 多田 竜1, 中田 栄司2, 増田 開2, 森井 孝2,
宇都 義浩3 （1徳島大院先端技術科学教育部, 2京大エ
ネ研, 3徳島大院ソシオテクノサイエンス研究）

27PB-pm271 ペプチドミメティク化合物によるミクログリアター
ゲティング
○國安 明彦1, 村本 沙祐里1, 森山 恵里奈1, 牧瀬 正樹1

（1崇城大薬）

27PB-pm272 LOX1 を創薬標的としたプロアントシアニジン誘導
体の開発
○水野 美麗1, 小森 公陽1, 根本 徳子1, 中西 郁夫2, 松
林 智子1, 小田中 友紀1, 松本 謙一郎2, 福原 潔1 （1昭和
大薬, 2放医研）

27PB-pm273 DGAT-1 阻害に基づく糖尿病治療薬の合成研究
○森 若菜1, 平野 遼太郎1, 郡司 幸恵1, 小林 健一1, 古
源 寛1, 若杉 昌輝2, 広野 修一2, 白波瀬 弘明3 （1明治薬
大, 2北里大薬, 3京都薬品）

27PB-pm274 アミロイド β ペプチドの 21 位－30 位の配列に着目
した凝集阻害ペプチドの探索研究
○川島 浩之1, 大坂 佳史1, 前田 育子2, 相馬 洋平3, 赤
路 健一2, 浅野 晶子1, 土井 光暢1 （1大阪薬大, 2京都薬
大, 3東大院薬）

27PB-pm275 FTY720 をリードとしたトコフェロール誘導体の合
成と CAM 法による血管新生阻害活性の評価
○伊藤 亮輔1, 國安 翔太1, 田中 涼1, 宇都 義浩2 （1徳島
大院先端技術科学教育部, 2徳島大院STS研）

27PB-pm276 臨床的に有用な非ステロイド性抗炎症薬の創製
○古野 尚子1, 木瀬 なつみ1, 木下 栞1, 水島 徹2, 山川
直樹1,2 （1就実大薬, 2慶應大薬）

27PB-pm277 3,5-ジメチルベンジル基を有するウラシル誘導体お
よび尿素誘導体の合成とそれらの抗 HIV-1 活性評価
○榊原 紀和1, 馬場 昌範2, 岡本 実佳2, 外山 政明2, 出
水 庸介3, 三澤 隆史3, 栗原 正明3, 入江 晃司1, 加藤
善久1, 丸山 徳見1 （1徳島文理大香川薬, 2鹿児島大医,
3国立医薬品食品衛生研）

構造活性相関

27PB-pm278 機械学習による毒性試験データを用いた化学物質誘
発性肝肥大の予測
○田村 空彌1, 安部 賀央里1, 柴田 郁弥1, 石原 佳奈1,
頭金 正博1 （1名市大院薬）

27PB-pm279 細胞増殖抑制作用を有する 2,3,6-三置換インドール
誘導体合成とその活性評価
○新地 裕樹1, 松井 綾香1, 西山 卓志1, 町支 臣成1, 波
多江 典之2, 日比野 俐1 （1福山大薬, 2北医療大薬）

27PB-pm280 フェノール性カルバゾール類の抗酸化活性評価と構
造相関について
○稗田 雄三1, 安楽 誠2, 町支 臣成1, 波多江 典之3, 冨
田 久夫1, 藤岡 晴人1, 堀 修4, 日比野 俐1 （1福山大薬,
2崇城大薬, 3北医療大薬, 4金沢大院医学系）
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27PB-pm281S タラウミジンの誘導体合成と神経栄養因子様活性
（2）
○座波 克圭1, 原田 研一1, 久保 美和1, 福山 愛保1 （1徳
島文理大薬）

27PB-pm282S イミノ糖を基盤とした副作用の少ない食後過血糖改
善薬の開発研究
○木南 今日子1, 加藤 敦1, 広上 由季1, 友原 啓介1, 中
込 泉2, 広野 修一2, 足立 伊佐雄1 （1富山大病院薬, 2北
里大薬）

27PB-pm283S イミノ糖を基盤とした次世代型グルコシルトランス
フェラーゼ阻害薬の開発基礎研究
○神守 彰子1, 加藤 敦1, 岩城 蓮1, 友原 啓介1, 足立 伊
佐雄1 （1富山大病院薬）

27PB-pm284 【演題取り下げ】

27PB-pm285S チオフェン環を持つアセトゲニン誘導体の蛍光プ
ローブ化とその細胞内動態
○松本 卓也1, 小島 直人1, 須賀 友規2, 田中 徹明2, 赤
塚 明宣3, 旦 慎吾3, 矢守 隆夫3, 岩﨑 宏樹1, 山下 正行1

（1京都薬大, 2阪大院薬, 3がん研・がん化療セ）

27PB-pm286 Aβ 凝集阻害活性に及ぼすロスマリン酸の構造的
要因
○田口 莉帆1, 高橋 倫人1, 小針 良仁1, 関 千草1, 中野
博人1, 徳樂 清孝1, 上井 幸司1 （1室蘭工大）

27PB-pm287 フラベン誘導体の合成および α-グルコシダーゼ阻害
能における構造活性相関
○池添 成彦1, 浅原 大貴1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1 （1城
西大薬）

27PB-pm288 C1 位に 4-アリールブチル基が置換したイミノフラ
ノース誘導体の不斉合成とその酵素阻害活性評価
○名取 良浩1, 佐久間 俊嘉1, 木南 今日子2, 加藤 敦2,
足立 伊佐雄2, 吉村 祐一1 （1東北薬大, 2富山大院薬）

27PB-pm289S デュアルコア型アセトゲニン誘導体の合成研究
○森本 幸太1, 小島 直人1, 堀内 正子2, 岩﨑 宏樹1, 山
下 正行1 （1京都薬大, 2阪大院薬）

27PB-pm290 新規抗腫瘍活性ベンゾチオフェンフラボノイドの合
成と構造活性相関研究
○谷口 由花子1, 齋藤 洋平1, 後藤 益生2, 後藤（中川）
享子1,2 （1金沢大医薬保, 2ノースカロライナ大）

27PB-pm291 イサチン誘導体による CYP19 阻害作用の測定
○山口 由基1, 西園 直純1, 吉村 昭毅1, 和田 啓爾1, 小
田 和明1 （1北医療大薬）

27PB-pm292 寄生虫選択性を指向した atpenin A5 誘導体の設計、
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）

27PB-pm293 新規アゾトロポロン誘導体の細胞増殖抑制活性
○太田 公規1, 皆瀨 麻子1, 遠藤 泰之1 （1東北薬大）

27PB-pm294 抗がん活性を有する isoquinoline 骨格含有ペプチド誘
導体の構造活性相関
琴田 祐子1, 横尾 由紀1, ○安保 明博1 （1東北薬大）

27PB-pm295 20 位ヒドロキシビタミン D 誘導体の合成
○藤島 利江1, 山菅 真基1, 大西 翔太1, 末長 努1, 川幡
正俊2, 山口 健太郎2 （1徳島文理大香川薬・医薬化学,
2徳島文理大香川薬・解析化学）

27PB-pm296 カルボラン含有プロゲステロン受容体リガンドのリ
パーゼによる光学分割
○森 修一1, 高垣 亮平1, 藤井 晋也1, 松村 実生2, 棚谷
綾2, 影近 弘之1 （1医科歯科大生材研, 2お茶大院理）

27PB-pm297 3-Benzylidenechromone 誘導体の合成およびその生物
活性における構造活性相関
○山下 毬藻1, 矢作 秀明1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1 （1城
西大薬）

27PB-pm298 摂食抑制作用を期待した生体アミン修飾脂肪酸の合
成と評価
○正木 匠1, 高尾 浩一1, 野口 香織1, 橋本 陽介1, 杉田
義昭1 （1城西大薬）

27PB-pm299 抗 MRSA 活性を有する Indoloquinoline 類縁体の合
成研究
○趙 敏1, 鎌田 智慎1, 竹内 綾2, 西岡 弘美1, 黒田 照夫1,
竹内 靖雄1 （1岡山大院医歯薬, 2岡山大薬）

27PB-pm300 新規ピペリン誘導体の合成及び生物活性における構
造活性相関
○宮城 昂幹1, 村井 淳一1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1 （1城
西大薬）

27PB-pm301 アゾリル基を有するベンゾピラノンおよびベンゾフ
ラノン誘導体の合成とその生物活性における構造活
性相関
○斎藤 孝之1, 築田 大佑1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1 （1城
西大薬）

27PB-pm302S 新規 HIV 侵入阻害剤を指向したトリテルペン誘導体
の構造活性相関研究
○荻原 香澄1, 吉村 和久2, 原田 恵嘉2, 玉村 啓和3, 間
瀬 暢之4, 渡辺 修治4, 鳴海 哲夫4 （1静岡大工, 2感染研
エイズ研セ, 3東京医歯大生材研, 4静岡大院工）

27PB-pm303 抗炎症フラボノイドの合成と構造活性相関
○蒋 文君1, 飯島 洋1, 北中 進1 （1日本大薬）

27PB-pm304 脂肪酸を有するソマトスタチン類似体の合成
矢崎 友香子1, 日高 興士1,2, 小野寺 威文1,3, 坂本 裕香3,
水品 善之2,3, ○津田 裕子1,2 （1神戸学院大・薬, 2神戸学
院大・LSC, 3神戸学院大・栄）

27PB-pm305 シャーガス病治療薬の開発を志向したキノン誘導体
の合成と活性評価
○須藤 豊1, 嶋田 淳子2, 鬼塚 陽子2, 山際 教之1, 岩崎
源司1 （1高崎健康福祉大薬, 2群大院保健）

27PB-pm306 核内受容体選択的な Coactivator Binding Inhibitor の
創製研究
○福田 寛充1, 槇島 誠2, 石川 稔1, 藤井 晋也1, 橋本
祐一1 （1東大分生研, 2日本大医）

27PB-pm307 Discovery of 2-pyridineformamide thiosemicarbazones
as potent antiausterity agents
Bhushan SHAKYA2, Paras Nath YADAV2, 上田 純也1,
○Suresh AWALE1 （1富山大先端ライフサイエンス拠
点, 2Central Department of Chemistry, Tribhuvan
University）

27PB-pm308S ニューロンへの分化を誘導する新規ビタミン K 誘導
体の合成と簡便な活性評価法の検討
○坂根 里枝1, 石澤 通康2, 木村 キミト1, 大西 創1, 廣
田 佳久3, 中川 公恵3, 岡野 登志夫3, 槇島 誠3, 須原
義智1 （1芝浦工大システム理工, 2日大医生化, 3神戸薬
大衛生）
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PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

物理化学①

27PA-am001 フェントン反応によるヒドロキシラジカル発生系に
おける鉄イオンの影響
阿部 真也1, 福間 隆元1, 田口 貴将1, 高城 徳子1, 土田
和徳1, 窪田 洋子1, ○安西 和紀1 （1日本薬大）

27PA-am002 ミクロカプセルで構成された交互累積膜の調製と
性質
○渡辺 亮太1, 吉田 健太郎1, 吉田 孝次1, 若月 裕也1,
小野 哲也1, 柏木 良友1 （1奥羽大薬）

27PA-am003 人工酸素運搬体への応用をめざす環拡張ポルフィリ
ノイド
○根矢 三郎1, 鈴木 優章1, 星野 忠次1 （1千葉大院薬）

27PA-am004 (2,6-dimethoxyphenyl)porphyrin 亜鉛錯体とピリジン
の錯形成平衡定数
○奥秋 美香1, 岸本 成史1, 戸原 明2 （1帝京大薬, 2のぞ
み薬局）

27PA-am005 親水性基を有するヘキサ、デカフェニルポルフィリ
ンの合成と水溶液中での性質
○今野 裕史1, 武田 淳1 （1帝京大薬）

27PA-am006 ポリフェノール類の酸化的 ROS 生成に関する構造活
性と電気化学特性
○朝倉 初美1, 白井 美皓1, 田内 絢優美1, 高橋 菜々子1,
林 優里1, 宇野 文二2, 奥村 典子1 （1金城学院大薬, 2岐
阜薬大）

27PA-am007 交互累積膜修飾電極上でのアリザリンレッド S の糖
応答性
○皆木 大知1, 高橋 成周1, 安斉 順一1 （1東北大院薬）

27PA-am008 フェロセン修飾フェニルボロン酸の糖共存下におけ
る電気化学応答
○白石 裕真1, 高橋 成周1, 安斉 順一1 （1東北大院薬）

27PA-am009 医薬品の粉体の帯電特性評価についての検討
○石井 裕二1, 藤沼 健太1, 吉橋 泰生1, 菅野 清彦1, 寺
田 勝英1 （1東邦大薬）

生物物理①

27PA-am010 Structural insight into thrombin inhibition mechanism of
Schiff base copper(II) chelates harboring D-tryptophan
○岡田 知晃1, 奥田 衣理1, 坂下 晃哉1, 畠山 巧1, 波多
江 典之1, 豊田 栄子1 （1北医療大薬）

27PA-am011 アルツハイマー病関連 β アミロイド線維の凝集にみ
られる異方性および等方性
○小林 茂樹1, 茅野 雅弘1, 関根 稜弥1, 浜島 肇1, 知久
馬 敏幸1 （1昭和薬大）

27PA-am012S リガンド結合部位探索プログラム HBOP および
HBSITE を用いたエストロゲン受容体 α と β の構造
的差異の評価
○藤井 賢一朗1, 福吉 修一2, 山乙 教之3, 広野 修一3,
小田 彰史2,4 （1金沢大医薬保, 2金沢大院医薬保, 3北里
大薬, 4阪大蛋白研）

27PA-am013 NMR 解析を指向した酵母発現系による安定同位体
標識ヒト膜タンパク質試料の調製
○鈴木 里佳1, 坂倉 正義1, 伏見 威俊1, 小池 賢一郎1,
高橋 栄夫1 （1横浜市立大生命医科学研究科）

27PA-am014 ドッキング計算を用いた薬剤性過敏症候群を引き起
こすレクチゾールと HLA の結合様式解析
○日下部 吉男1, 渡辺 秀晃2, 莚田 泰誠3, 合田 浩明1

（1昭和大薬, 2昭和大医, 3理研）

27PA-am015 シトクロム P450 における酸素活性化機構
○畑 晶之1, 友永 祥代1 （1松山大薬）

27PA-am016 プロテオロドプシンの Glu108 への変異導入が光学的
性質に及ぼす影響について
○田母神 淳1, 菊川 峰志2, 大久保 希美1, 出村 誠2, 奈
良 敏文1, 加茂 直樹2 （1松山大薬, 2北大院生命）

27PA-am017S Trp 変異導入による ABC 多剤排出トランスポーター
と基質の相互作用解析
○大塚 哲央1, 山口 知宏1, 中津 亨1,2, 加藤 博章1,2 （1京
大院薬, 2理研/SPring-8）

27PA-am018 X 線自由電子レーザーを用いたタンパク質 X 線結晶
構造解析
潘 東青1, ○中津 亨1,3, 山口 知宏1, 小段 篤史2, 小川
和浩1, 松嶌 一樹1, 山下 恵太郎3, 城地 保昌4, 登野
健介4, 矢橋 牧名3, 鈴木 守3,5, 南後 恵理子3, 岩田 想3,6,
加藤 博章1,3 （1京大院薬, 2京大iCEeMS, 3理研RSC,
4JASRI, 5阪大蛋白研, 6京大院医）

27PA-am019S 一本鎖抗体（scFv）を用いた機能性融合分子の調製
と抗原結合活性の評価
○福田 夏希1, 二階堂 里那2, 池口 友佳2, 山下 駿1, 山
本 珠実2, 小橋川 敬博3, 森岡 弘志3 （1熊本大院薬, 2熊
本大薬, 3熊本大院・生命科学）

27PA-am020 薬物放出制御を指向した両親媒性 konjac film の調製
と物性評価
○川原 光喜1, 稲永 勝昭1, 池田 浩人1, 湯川 美穂1, 安
藝 初美1 （1福岡大薬）

27PA-am021S シクロデキストリンおよび高分子鎖への糖センサー
二重修飾分子ネックレスの調製とその糖応答性
○関 智宏1, 並木 美仁1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1, 関
俊暢1 （1城西大薬）

27PA-am022S 糖センサー修飾ポリエチレングリコールを用いて調
製した分子ネックレスの糖応答性のメカニズムの
調査
○並木 美仁1, 関 智宏1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1, 関
俊暢1 （1城西大薬）

27PA-am023S バイオレイヤー干渉法を用いた人工 HDL 粒子と抗
apoA-I 抗体との相互作用評価
○木村 仁1, 武知 佑樹2, 小林 典裕3, 齋藤 博幸1,2 （1徳
島大薬, 2徳島大院HBS研, 3神戸薬大）

27PA-am024 アルギニン変異 apoA-I フラグメントのアミロイド線
維形成性
○三河 志穂1, 水口 智晴2, 辻 耕平2, 馬場 照彦3, 重永
章1,2, 大高 章1,2, 斎藤 博幸1,2 （1徳島大薬, 2徳島大院
HBS, 3産総研）

27PA-am025 PAC3/PAC4 の一本鎖化とシャペロン機能発現メカニ
ズムの解析
○栗本 英治1, 伊藤 茜1, 宮田 静香1, 和泉 真樹子1, 角
田 潤1 （1名城大薬）

27PA-am026 インスリンアナログを用いた中性条件下におけるイ
ンスリン線維形成経路の検討
○吉原 博夢1, 天田 拓麻1, 朝倉 俊成1, 浅田 真一1, 北
川 幸己1 （1新潟薬大薬）

27PA-am027 p38α とドッキングペプチドの相互作用を例とした 交
換系における禁制コヒーレンス遷移 （FCT）解析
○水越 弓子1,2, 竹内 恒1, 阿留多伎 美沙1,2, 徳永 裕
二1,2, 嶋田 一夫3 （1産総研・創薬分子プロファイリング
研セ, 2バイオ産業情報化コンソーシアム・次世代天然
物, 3東大・院薬）

27PA-am028 ボロン酸誘導体による電気化学糖センサーの構築
○鈴木 巌1, 真柄 信夫1, 中里 泰崇1 （1高碕健康福祉大
薬）

27PA-am029S アリピプラゾールとエピガロカテキンガレートの相
互作用メカニズム解明
○高橋 翔太1, 山中 雅智1, 池田 浩人1, 湯川 美穂1, 川
原 光喜1, 稲永 勝昭1, 藤沢 雅夫2, 湯川 栄二3, 安藝
初美1 （1福岡大薬, 2近畿大生物理工, 3第一薬大）
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27PA-am030 ピレン修飾シクロデキストリンを利用したハロゲン
原子のかかわる相互作用の探索
○吉澤 麻美1, 鈴木 巌1 （1高崎健康福祉大薬）

27PA-am031 フェニルボロン酸修飾シクロデキストリン－スチリ
ルピリジニウム超分子系によるガラクトピラノシド
の蛍光応答
○飯島 沙紀1, 大嶋 尚子1, 鈴木 巌1 （1高崎健康福祉大
薬）

27PA-am032 ピレン－ピリジニウム複合体における CH–π 相互作
用と π–π 相互作用
○半田 裕1, 鈴木 巌1 （1高崎健康福祉大薬）

27PA-am033 フルルビプロフェンとリドカインからなる非晶質分
子複合体の相互作用
○古石 誉之1, 上口 憲陽2, 佐藤 秀紀2, 遠藤 朋宏1, 長
瀬 弘昌1, 伴野 和夫3, 上田 晴久4 （1星薬大, 2日産アー
ク, 3日本大薬, 4日本薬大）

27PA-am034 NMR による終末糖化産物受容体 (RAGE) の分子間
相互作用解析
○川村 達哉1, 山田 裕一1, 上野 真希1, 吉田 卓也1, 小
林 祐次2, 大久保 忠恭1 （1阪大院薬, 2阪大院工）

27PA-am035 タンパク質活性部位に相補的なアミノ酸対の情報科
学的予測法の開発
○相川 明久1, 近藤 洋介1, 權 娟大2, 宮崎 智2 （1東京理
大院薬, 2東京理大薬）

27PA-am036 NMR を用いた AMPA 型グルタミン酸受容体リガン
ド結合ドメインの構造解析
○山田 有紗1, 坂倉 正義1, 伊東 優拡1, 高橋 栄夫1 （1横
浜市立大）

27PA-am037 臨床分離株 Vibrio vulnificus M2799 株由来シデロ
フォア結合タンパク質 VatD の X 線結晶構造解析
宮野 菜央1, 五十嵐 智子1, 河野 広朗1, ○友尾 幸司1,
尹 康子1, 箕浦 克彦1, 宮本 勝城1, 土屋 孝弘1, 辻坊 裕1

（1大阪薬大）

分光分析・生物学的分析法・その他

27PA-am038 気節－非相分離振幅変調多重化フロー分析法の開発
と応用
○田中 秀治1, 大楠 剛司1, 戌亥 孝次1, 吉田 悠1, 内本
勝也1, 竹内 政樹1 （1徳島大薬）

27PA-am039S ボロン酸残基を有するクロコニン誘導体による蛍光
糖化学センサーの構造解析
○下村 有輝1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1, 関 俊暢1 （1城
西大薬）

27PA-am040 ブラジキニンと金属イオンとの反応性について
○柏木 翔和1, 村山 博人1, 木村 真衣1, 森本 茂文1, 浅
野 麻実子1, 山口 敬子1, 松村 人志1, 藤田 芳一1 （1大阪
薬大）

27PA-am041 キサンテン系色素を用いる La(Ⅲ)定量法の開発につ
いて
○中村 浩貴1, 今村 航1, 星野 満1, 浅野 麻実子1, 山口
敬子1, 松村 人志1, 藤田 芳一1 （1大阪薬大）

27PA-am042 o-カルボキシフェニルフルオロンと鉄（III）による
ヒ酸イオン測定の試み
○冨田 秀明1, 東川 昇平1, 田邊 結衣1, 星野 満1, 浅野
麻実子1, 山口 敬子1, 松村 人志1, 藤田 芳一1 （1大阪薬
大）

27PA-am043 ICHQ3D 対応を指向した蛍光 X 線分析法による金属
スクリーニングメソッドの開発
○松元 亮太1, 鈴木 信幸1, 大原 求1 （1第一三共）

27PA-am044 特定の酵素により機能が制御されるカチオン蛍光セ
ンサーの開発
○白石 拓也1, 平野 智也1, 齊藤 俊樹1, 影近 弘之1 （1医
科歯科大生材研）

27PA-am045 様々な pH 領域を検出する蛍光センサー群の開発
野地 優希1, ○平野 智也1, 齋藤 俊樹1, 白石 拓也1, 影
近 弘之1 （1医科歯科大生材研）

27PA-am046 テラヘルツ分光及び近赤外分光マッピングを用いた
水和医薬品の擬似結晶形転移及び脱水に及ぼすセル
ロース誘導体の影響に関する研究
○坂本 知昭1, 佐々木 哲朗2, 香取 典子1, 合田 幸広1

（1国立衛研, 2静岡大）

27PA-am047 蛍光寿命変化を利用した葉酸受容体可視化蛍光プ
ローブの開発
○沼澤 宏治1,4, 花岡 健二郎1, 長野 哲雄2, 浦野 泰
照1,3,4,5 （1東大院薬, 2東大創セ, 3東大院医, 4JST
CREST, 5JST 研究加速課題）

27PA-am048 マルチキナーゼ阻害剤ソラフェニブの酵素免疫測
定法
○齋田 哲也1, 進 正志1 （1崇城大 生物生命学部応用生
命科学科）

27PA-am049 グルコースのリン酸化体を用いたエンドトキシン測
定の改良法の開発
○藤田 優1, 田中 祥之1 （1沢井製薬生物研）

27PA-am050S アミロイドーシスの病態解明を目指した抗 ApoA-I
モノクローナル抗体の作製
○堀江 有紀1, 土屋 沙織1, 大山 浩之1, 小林 典裕1, 斎
藤 博幸2 （1神戸薬大, 2徳島大院HBS）

27PA-am051S 大麻成分に対するモノクローナル抗体の調製とキャ
ラクタリゼーション
○伊藤 綾1, 安尾 まゆみ1, 竜田 都加1, 森田 いずみ1, 大
山 浩之1, 小林 典裕1 （1神戸薬大）

27PA-am052 抗コチニン scFv の親和性成熟における部位特異的点
変異の効果
○森田 いずみ1, 西村 沙貴1, 蓑田 早耶香1, 木口 裕貴1,
大山 浩之1, 小林 典裕1 （1神戸薬大）

27PA-am053 抗エストラジオール scFv 試験管内親和性成熟機構の
解析
○大山 浩之1, 江浪 友理1, 木口 裕貴1, 森田 いずみ1,
小林 典裕1 （1神戸薬大）

27PA-am054 異性化修復酵素 PIMT によるアスパラギン酸残基の
異性化機構の解析
○定金 豊1, 千田 紗弓1, 出口 拓1 （1鈴鹿医療大薬）

27PA-am055 NZF-F ペプチドと Lys63 型ポリユビキチン鎖との結
合に対する亜鉛の役割
○今江 亮介1, 小嶋 絢2, 合田 仁3, 井上 純一郎3, 谷口
将済1, 小西 元美1, 秋澤 俊史1 （1摂南大薬, 2立命館大
薬, 3医科研）

27PA-am056 NZF-F ペプチドの Lys63 型ポリユビキチン鎖に対す
る結合特異性の確認
○山村 広斗1, 小嶋 絢2, 玉城 裕也1, 豊田 英尚2, 合田
仁3, 井上 純一郎3, 谷口 将済1, 小西 元美1, 秋澤 俊史1

（1摂南大薬, 2立命館大薬, 3医科研）

27PA-am057 CHO 細胞を用いた抗体産生代謝メカニズムに相関す
る培養環境因子の影響を化学量論的に解析
○秦 信子1, 鳥澤 亜矢1, 蓮沼 誠久2, 荒木 通啓2, 近藤
昭彦3 （1アイジー・エム神戸研, 2神戸大・自科・研究環,
3神戸大・工・応化）

27PA-am058 3,4-DHPAA 蛍光反応の新規プロリダーゼ活性測定法
への応用
○椛島 力1, 曽宮 実和子1, 柴田 孝之1, 甲斐 雅亮1 （1長
崎大院医歯薬）

27PA-am059 血中オキシトシン測定を目的とした高感度酵素イム
ノアッセイ法の確立
○唐沢 浩二1, 原谷 汐美1, 佐野 佳弘1, 荒川 秀俊1 （1昭
和大薬）

HPLC・その他

27PA-am060S 配位子交換作用を付加した両性イオン型高分子結合
分離剤によるカビ毒の抽出
○日置 清香1, 谷畑 壮磨1, 上茶谷 若1, 井上 嘉則1, 山
本 敦1 （1中部大応生）

27PA-am061 新規シリル化試薬を用いた C18 固定相の耐久性評価
○長江 徳和1, 塚本 友康1 （1クロマニックテクノロ
ジーズ）
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27PA-am062 多孔質層の厚さが異なるコアシェル粒子のタンパク
分離比較
○塚本 友康1, 長江 徳和1 （1クロマニックテクノロ
ジーズ）

27PA-am063 ニワトリ α1-酸性糖タンパク質を固定化した充填剤に
よる光学分割：シリカ粒子とコアシェルシリカ粒子
の比較
○松永 久美1, 明石 智子1, 萩中 淳1 （1武庫川女大薬）

27PA-am064 クェルセチンに対する分子インプリントポリマーの
調製と応用
○升本 志津香1, 中村 有加里1, 土井 美奈穂1, 松永
久美1, 萩中 淳1 （1武庫川女大薬）

27PA-am065 ワルファリンに対する分子インプリントポリマーの
調製と評価
○中村 有加里1, 松永 久美1, 萩中 淳1 （1武庫川女大
薬）

27PA-am066 コアシェル型 HILIC-Amide カラムによる水溶性ビタ
ミン類の分析
永田 智沙1, 篠原 舞1, 森田 志保美1, 河野 早苗1, 武田
朋子1, ○西 博行1 （1安田女大薬）

27PA-am067 HPLC 用中空シリカチタニアナノコンポジット粒子
型充填剤の調製と評価
○飯島 遼平1, 佐野 明1 （1東京理大薬）

27PA-am068 hPrP 由来フラグメントペプチド hPrP150-159 に対す
る結合部位の検索
○廣瀬 玲子1, 中井 貴也1, 小嶋 絢2, 豊田 英尚2, 谷口
将済1, 小西 元美1, 秋澤 俊史1 （1摂南大薬, 2立命館大
薬）

27PA-am069 Lys63 型ポリユビキチン鎖に特異的なアフィニティ
カラムの調製
○玉城 裕也1, 小嶋 絢2, 山村 広斗1, 永井 裕子2, 豊田
英尚2, 合田 仁3, 井上 純一郎3, 谷口 将済1, 小西 元美1,
秋澤 俊史1 （1摂南大薬, 2立命館大薬, 3医科研）

27PA-am070S アプタマーアフィニティー精製に基づく抗がん剤ド
キソルビシンの血中薬物濃度分析法の開発
○後藤 かの子1, 中野 達基1, 江田 康拓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）

27PA-am071 腸内細菌に関連する尿中芳香族代謝物の HPLC 定量
法に関する研究
○明樂 一己1, 岡田 波乃1, 濱木 文也1, 見留 英路1, 丹
藤 雄介2, 中村 光男3 （1松山大薬, 2弘前大医, 3弘前市
医師会健診センター）

27PA-am072 二相溶媒系中での金属イオンとの錯体形成を利用す
る高速向流クロマトグラフィーによる血中薬物濃度
の迅速定量法の検討
○柳田 顕郎1, 高水 翔太1, 東海林 敦1, 渋澤 庸一1 （1東
京薬大薬）

27PA-am073 高性能先端分析法による薬物-血漿タンパク結合分析
のラップトップ PC を用いた分析シミュレーション
○稲垣 万里菜1, 大高 泰靖1, 杉本 幹治1, 澁川 明正1

（1千葉科学大薬）

27PA-am074 医薬品分析法開発における、HPLC データ解析・閲
覧ソフト（レポートビューワー 5）の有効性と活
用法
○小西 一豪1 （1クロムソード社）

27PA-am075 サブ 2umUHPLC 分離を用いた分取; 課題とソリュー
ション
○堀江 真之介1, 藪 昌世1, Aubin ANDREW2, Jablonski
JO-ANN2, Harrop WENDY2 （1日本ウォーターズ,
2Waters Corporation）

27PA-am076 β-アミロイド由来フラグメントペプチドの銅イオン
による二次構造の変化と酵素耐性の獲得
○松浦 和輝1, 谷口 将済1, 小西 元美1, 秋澤 俊史1 （1摂
南大薬）

27PA-am077 皮膚症状に用いられる生薬エキスのキサンチンオキ
シダーゼ活性阻害作用
○菊池 まどか1, 秋葉 聖1, 山岡 法子1, 福内 友子1, 安
田 誠1, 馬渡 健一1, 中込 和哉1, 金子 希代子1 （1帝京大
薬）

27PA-am078 Caco-2 細胞を用いたプリン体吸収の評価と消化管ト
ランスポーターの発現量変化について
○岡崎 良1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 安田 誠1, 馬渡
健一1, 中込 和哉1, 金子 希代子1 （1帝京大薬）

27PA-am079 様々な作用をもつ茶カテキン類の緑茶飲料中および
茶葉中の含有量の比較
○中川 沙織1, 不破 史子1, 大和 進1 （1新潟薬大薬）

27PA-am080 3-Chlorocarbonyl-6,7-dimethoxy-1-methyl-2(1H)-
quinoxalinone をプレカラム蛍光誘導体化試薬として
利用した HPLC－蛍光検出による水道水中フェノー
ル及びクロロフェノール類の同時定量法の開発
○東 康彦1 （1北陸大薬）

27PA-am081 ポリアミンの各種蛍光誘導体の逆相 HPLC における
分離挙動
○池尻 靖之1, 山口 拓真1, 石川 莉菜1, 沼尻 幸彦1, 新
津 勝1, 古地 壯光1 （1城西大薬）

27PA-am082 ポリアミンのベンゾイル誘導体の NMR 分析
○上田 大貴1, 江川 祐哉1, 沼尻 幸彦1, 新津 勝1, 古地
壯光1 （1城西大薬）

27PA-am083 電気化学検出 HPLC による多価不飽和脂肪酸のヒト
血中動態分析
○小谷 明1, 渡邉 瑞貴1, 山本 法央1, 楠 文代1, 袴田
秀樹1 （1東京薬大薬）

27PA-am084 イムノアフィニティーゲルを用いた固相分散抽出法
および固相蛍光誘導体化 HPLC によるチーズ中アフ
ラトキシン M1 の残留分析
細川 真依1, 信本 早耶1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1, ○斉
藤 貢一1 （1星薬大）

27PA-am085 NBD-F 誘導体化によるセラミド構成成分であるス
フィンゴイド塩基の高感度分析法の検討
○宮本 政宗1, 高橋 佑美1, 田中 優成1, 池田 満雄1 （1日
本薬大）

27PA-am086 蛍光プレラベル HPLC 分析法による尿中ヒスタミン
の選択的定量
○井上 裕文1, 阿多 翔哉1, 三浦 剛1, 伊達 有子1, 小嶋
英二朗1, 鶴田 泰人1 （1福山大薬）

27PA-am087 1,3-ベンゾジオキソール骨格を有する新規キラル分
析試薬の創製
○名取 直輝1, 須貝 威1, 庄司 満1, 花屋 賢悟1 （1慶應大
薬）

27PA-am088 銅添加移動相を用いる有機酸類の一斉分析
○健名 智子1, 小玉 修嗣2, 山本 敦3, 井上 嘉則3, 早川
和一4 （1富山衛研, 2東海大理, 3中部大応生, 4金沢大
薬）

27PA-am089 カラムスイッチングシステムを用いた HPLC による
唾液中カテコールアミン代謝物の同時分析法 ―2―
○平田 紀美子1, 勝又 聖夫1, 稲垣 弘文1, 川田 智之1

（1日本医大）

27PA-am090 タンシノン類の発蛍光誘導体化 HPLC 定量法の開発
○山之内 晶子1, 岸川 直哉2, 大山 要2, 黒田 直敬2 （1長
崎大薬, 2長崎大院医歯薬）

27PA-am091 唾液中アセトン簡易測定法の開発と糖尿病診断への
応用
○宇野 馨1, 前田 利男1, 野毛 一郎2, 北川 裕2, 轟木 堅
一郎1, 井之上 浩一1, 閔 俊哲1, 豊岡 利正1 （1静岡県大
薬, 2沼津市立病院）

27PA-am092 縮合剤 DMT-MM を分離向上剤として用いるアミノ
酸の新規 HPLC 光学分離技術の開発
○中村 美鈴1, 佐藤 雄飛1, 後藤 かの子1, 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）

27PA-am093 HPLC ポストカラム光照射反応と固相抽出処理を用
いた血清中 3－ニトロチロシンの蛍光定量
○長谷川 かほり1, 矢部 毬奈1, 渥美 元将1, 馬渡 健一1,
安田 誠1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 金子 希代子1, 中込
和哉1 （1帝京大薬）
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27PA-am094S 蛍光検出 HPLC によるコチニン由来蛍光体の HILIC
カラムによる分離検討
○永村 尚吾1, 奥隅 里奈1, 川代 奈美1, 太田 達宏1,2, 安
田 誠1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 馬渡 健一1, 金子 希
代子1, 中込 和哉1 （1帝京大薬, 2ビー・エム・エル）

27PA-am095 TNF-α のフラグメントぺプチド由来 ADAM28 特異
的消光性蛍光基質の開発
○田中 美佐恵1, 谷口 将済1, 小西 元美1, 小嶋 絢3, 望
月 早月2, 岡田 保典2, 秋澤 俊史1 （1摂南大薬, 2慶応大
医, 3立命館大薬）

27PA-am096 衛星運動型高速向流クロマトグラフ装置による容量
の異なるコイル状カラムの分離効率の比較
○四宮 一総1, 木村 映未瑠1, 高井 美登里1, 張替 直輝1,
吉田 和範2, 戸倉 幸治2, 柳平 和寛2, 伊東 洋一郎3 （1日
本大薬, 2日本大理工, 3米国NIH）

27PA-am097 リン吸着ポリマー医薬 TRK-390 のリン酸結合能測定
法（IC 法）の開発
○馬場 萌子1, 白木 元明1, 皆神 賢2 （1東レ医薬研究所,
2東レ医薬技術部）

放射線教育

27PA-am098 塩化カリウムを用いた新規密度定量法及び放射線
教育
○堤 冬馬1, 高平 裕維1, 松本 紗和1, 河野 孝央2, 藤野
秀樹1 （1兵庫医療大薬, 2核融合研）

標識薬物の合成・評価

27PA-am099 シスプラチンの非侵襲的体内動態解析を志向した放
射性シスプラチン合成法の基礎検討
○香本 祥汰1, 宗兼 将之1, 福地 知則2, 羽場 宏光3, 東
川 桂1, 上田 真史1, 本村 信治2, 榎本 秀一1,2 （1岡山大
院医歯薬, 2理研CLST, 3理研仁科加速器研セ）

27PA-am100 多目的自動合成装置を用いたクリック反応による
18F-標識ペプチドの合成：5-[18F]fluoro-1-pentyne の合
成検討
大曲 茂生1, 小松 由紀子1, ○西嶋 剣一1,2, 志水 陽一1,
馮 飛2, 玉木 長良2, 久下 裕司1,2 （1北大CIS, 2北大院
医）

27PA-am101S NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1)　標的放
射性薬剤　―安定性の向上を目指した電子供与基の
導入
○杉本 理紗1, 萩森 政頼1, 吉川 麻衣1, 向 高弘1 （1神戸
薬大）

27PA-am102 虚血性脳血管障害イメージング剤：Benzyl
[18F]Fluoroacetate 合成法の開発
○加川 信也1,2, 水間 広3, 矢倉 栄幸4, 西井 龍一5, 東
達也1, 山内 浩1, 立石 裕行3, 高橋 和弘3, 尾上 浩隆3, 川
井 恵一2 （1滋賀成病セ研, 2金沢大院医薬保, 3理研ラ
技セ, 4住重加サ, 5宮崎大放）

27PA-am103 放射性フッ素 18 標識 7alpha-alkyl-estradiol 誘導体の
構造活性相関
○豊原 潤1, 岡本 真由美1,2, 芝山 啓允2, 中 喬介2, 北川
雄也2, 石渡 喜一1, 清水 功雄2 （1都健康長寿研, 2早大
理工）

27PA-am104 標識脂肪酸を用いた PV（心臓脂肪酸代謝機能改善
予測薬）の薬効評価
○渡辺 彩華1, 高橋 俊博1, 王 智佳1, 林 綾乃1, 渡辺
賢一2, 張馬 梅蕾2, 吉田 秀義1, 飯尾 菜美子1, 稲川
耕平1, 宮本 歩美1, 川嶋 友彰1, Rejina AFRIN2,
Vengadeshprabhu KARUPPAGOUNDER2,
Somasundaram ARUMUGAM2, Vigneshwaran
PITCHAIMANI2, Sreedhar REMYA2, 野本 真由美2, 鈴
木 浩史2, 中村 隆志2, 田沢 周作3 （1新潟大・医・保健,
2新潟薬大, 3理化学研究所 分子イメージング科学研
究センター）

27PA-am105 心機能診断放射性薬剤（[I-125]MIBG）を用いた心機
能改善薬の薬効評価
○王 智佳1, 高橋 俊博1, 渡辺 彩華1, 林 綾乃1, 渡辺
賢一2, 張馬 梅蕾2, 吉田 秀義1, 飯尾 菜美子1, 稲川
耕平1, 宮本 歩美1, 川嶋 友彰1, Rejina AFRIN2,
Vengadeshprabhu KARUPPAGOUNDER2,
Somasundaram ARUMUGAM2, Vigneshwaran
PITCHAIMANI2, Sreedhar REMYA2, 野本 真由美2, 鈴
木 浩史2, 宮下 しずか2, 田沢 周作3 （1新潟大・医・保健,
2新潟薬大, 3理化学研究所 分子イメージング科学研
究センター）

放射性医薬品

27PA-am106 動脈硬化病変への免疫グロブリン G 集積機序の探
索：動脈硬化診断用薬剤開発への応用に関する基礎
的検討
○志水 陽一1,2, 半澤 宏子1,3, 趙 芫2, 福良 沙霧2, 西嶋
剣一1,2, 坂本 健3, 趙 松吉2, 玉木 長良2, 久下 裕司1,2

（1北大CIS, 2北大院医, 3日立製作所中央研）

27PA-am107 タウオパチーの早期診断を目指した GSK-3β 標的核
医学分子イメージングプローブの開発
○北田 彩音1, 小野 正博1, 松村 憲志1, 宮崎 杏奈1, 渡
邊 裕之1, 木村 寛之1, 佐治 英郎1 （1京大院薬）

27PA-am108 新規 vesamicol 類縁体 PIDV の σ-2 受容体イメージン
グ剤としての可能性
○小阪 孝史1,2, 緩詰 沙耶1,2, 三輪 大輔1,2, 北村 陽二1,2,
Mohammad A. AZIM1, 小川 数馬2, 川井 恵一2, 柴
和弘1,2 （1金沢大学際セ, 2金沢大院医薬保）

27PA-am109 光学活性体(−)-[11C]OMDV の VAChT イメージング
剤としての評価
小阪 孝史1,2, ○茂野 泰貴1,2, 三輪 大輔1,2, 北村 陽二1,2,
Mohammad A. AZIM1, 小川 数馬2, 川井 恵一2, 柴
和弘1,2 （1金沢大学際セ, 2金沢大院医薬保）

27PA-am110S ベンジル基のパラ位にカルボキシ基を有する新規 C-
functionalized NOTA の開発
○横山 幹1, 趙 天会1, 上原 知也1, 荒野 泰1 （1千葉大院
薬）

27PA-am111 PET 薬剤のろ過滅菌用ベント付フィルターのバブル
ポイント試験を行うための専用ホルダーの作製と
評価
○林 和孝1, 堂原 一将1,2, 菓子野 元郎1 （1大分大医先
端分子イメージングセ, 2住重加速器サ）

27PA-am112S 99mTc トリカルボニル前駆体を用いる picolylamine N-
acetic acid 結合抗体フラグメントの標識反応
○和田 祥汰1, 金沢 直樹1, 鈴木 千恵1,2, 上原 知也1, 花
岡 宏史1, 荒野 泰1 （1千葉大院薬, 2放医研）

27PA-am113S p-COOH-Benzyl-DO3A の合成とペプチドの 111In 標識
薬剤としての評価
○小野 貴裕1, 金井 彩香1, 鈴木 博元1, 上原 知也1, 荒
野 泰1 （1千葉大院薬）

27PA-am114 N 末アミノ酸を置換した 111In-DOTA 標識 octreotide
誘導体の合成とその体内動態
○金井 彩香1, 鈴木 博元1, 花岡 宏史1, 上原 知也1, 荒
野 泰1 （1千葉大院薬）

27PA-am115 新規 HER2 イメージングプローブを用いた乳癌治療
薬剤の効果予測の可能性
○平田 雅彦1, 吉本 光喜2, 小川 美香子3, 間賀田 泰寛3,
大桃 善朗1 （1大阪薬大, 2国がんセ, 3浜医大分イメセ）

放射線化学・生物学

27PA-am116 低線量放射線を用いた疾患治療に関する調査研究
○志村 紀子1, 小島 周二2 （1奥羽大薬, 2東京理大院薬）

27PA-am117 クロレラの放射性核種体外排泄促進効果の検討
○小川 数馬1, 福田 忠久1, 韓 在甲2, 黄檗 達人1, 小谷
明1 （1金沢大院医薬保, 2大象中央研究所）
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27PA-am118 低線量率 137Cs-γ 線照射の神経軸索伸長過程への
影響
○守谷 来望1, 水谷 達哉1, 稲富 千夏2, 小野 祐紀恵2,
渡邉 泰雄2, 出雲 信夫2, 鈴木 崇彦3, 加藤 真介1 （1横浜
薬大・放射線科学, 2横浜薬大・総合健康メディカルセ
ンター, 3帝京大医療技術・診療放射線学科）

27PA-am119 放射線照射によるシアル酸（Neu5Ac）の脱炭酸反応
生成物 ADOA の生成促進
藤井 智彦1, 飯島 亮介2, 油井 聡2, 藤井 紀子3, ○岸本
成史1,2 （1帝京大中央RI教育・研究施設, 2帝京大薬, 3京
大原子炉実験所）

27PA-am120 1 型および 2 型糖尿病モデルマウスにおける脳およ
び心筋の 14C-乳酸取込みに関する検討
○細井 理恵1, 柳本 和彦1, 峠田 晃伸1, 福地 一樹1 （1阪
大院医保健）

環境放射能

27PA-am121S AlphaGUARD を用いた低レベルラドン濃度測定の
検討
○田中 綾1, 南 のどか1, 安岡 由美1, 飯本 武志2, 大森
康孝3, 向 高弘1 （1神戸薬大, 2東大環境安全本部, 3福島
県医大）

27PA-am122 米の 14C 濃度から推測する大気 CO2 の
14C 濃度の経

年変動
○安池 賀英子1, 板津 裕昌1, 島田 洋介1, 山田 芳宗1

（1北陸大薬）

27PA-am123 東京電力福島第一原子力発電所事故後の食品中の放
射性物質の濃度実態
○飯島 育代1, 三宅 定明2, 太田 智子3, 児玉 浩子4, 山
口 一郎6, 松本 晶6, 欅田 尚樹6, 杉山 英男5, 寺田 宙6

（1神奈川衛研, 2埼玉衛研, 3日本分析セ, 4帝京大医, 5松
本大院健, 6保健医療科学院）

3月 27日（金）午後
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

計算化学

27PA-pm001 加齢に関連する Asp 残基の異性化におよぼす隣接
Asp 残基の影響
○真鍋 法義1, 桐越 亮太1, 高橋 央宜1 （1東北薬大）

27PA-pm002 Asx-turn におけるスクシンイミド形成の可能性：計
算化学的検討
○桐越 亮太1, 真鍋 法義1, 高橋 央宜1 （1東北薬大）

27PA-pm003 アリシン(allicin)のポテンシャルエネルギー面による
遷移状態の探索
○田中 薫1, 田村 陽介2 （1杏林大保健, 2杏林大院保健）

27PA-pm004 酢酸中におけるフタラニル酸の反応の量子化学計算
○高橋 央宜1, 桐越 亮太1, 真鍋 法義1 （1東北薬大）

27PA-pm005 ノニバミド(Nonivamide)の水素供与に関与する分子
軌道と結合解離エネルギーの検討
○田村 陽介1, 田中 薫2, 川澄 岩雄2 （1杏林大院保健,
2杏林大保健）

27PA-pm006 新規糖尿病治療薬としての選択的 SHIP2 阻害剤の in
silico 創薬研究
○小澤 新一郎1, 合田 浩明2, 広野 修一1 （1北里大薬,
2昭和大薬）

27PA-pm007 リガンド結合部位の部分類似性解析
○山乙 教之1, 広野 修一1 （1北里大薬）

27PA-pm008 多変量解析の手法を用いた関節リウマチ・全身性エ
リテマトーデス患者の病態解析
○九川 文彦1, 森家 望1, 佐藤 真衣子1, 姜 瑛愛1, 佐野
統2, 岩崎 剛1 （1兵庫医療大薬, 2兵庫医大病院リウマ
チ・膠原病科）

27PA-pm009 三次元構造に基づく天然化合物のケミカルスペース
解析
○前田 美紀1 （1生物研）

27PA-pm010 SPECT 脳血流画像に基づく機械学習を用いた疾患判
別予測モデルの構築
○阪本 健也1, 幡生 あすか1,2, 高木 達也1,3, 岡本 晃典1,
川下 理日人1,3 （1阪大院薬, 2阪大病院未来医療セン
ター, 3阪大微研）

27PA-pm011 EGFR 細胞外ドメイン 2 量体のドメイン間運動　
―Elastic Network Model を用いた基準振動解析―
○野島 浩幸1, 角田 智美1, 佐藤 葉月1, 井口 智恵1, 井
上 岳1, 松原 肇1 （1北里大薬）

27PA-pm012 小さいタンパク質の立体構造および二次構造を分子
動力学法で予測できるか？
○小田 彰史1,2, 福吉 修一1 （1金沢大院医薬保, 2阪大蛋
白研）

27PA-pm013 PPAR の活性調節に対するリン酸化の影響
○梅嵜 雅人1, 沢井 裕佑1, 佐久間 勉2 （1富山大和漢研,
2富山大院医薬）

27PA-pm014 FMO 法と PLS 回帰によるホットスポットアミノ酸
残基の同定
○吉田 智喜1, 広野 修一1 （1北里大薬）

27PA-pm015 α-glucosidase 阻害剤 α-1-C-Butyl-LAB のイソマル
ターゼに対する結合様式解析
○中込 泉1, 小関 準1, 加藤 敦2, 山乙 教之1, 足立 伊
左雄2, 広野 修一1 （1北里大薬, 2富山大病院薬）

27PA-pm016 DPP-4 阻害化合物の三次元構造活性相関とそれに基
づいた in silico スクリーニング
○内田 太郎1, 北村 隆浩1, 山本 知美1, 若杉 昌輝1, 広
野 修一1 （1北里大薬）

27PA-pm017 HOMCOS: 複合体立体構造の検索・モデリングサー
バ
○川端 猛1, 中村 春木1, 金城 玲1 （1阪大蛋白研）

27PA-pm018 フレキシブルドッキングシミュレーションによる
MAO-B 阻害活性の予測
○秦 季之1, 木村 元2, 岩本 博行2 （1福山大薬, 2福山大
生命工）

生物物理②

27PA-pm019 細胞接着を介した神経による膵島 α 細胞の機能調節
機構の研究
○古野 忠秀1, 篠原 惇宏1, 横川 慧1,2, 伊納 義和1, 鈴木
亮2, 平嶋 尚英2, 中西 守1 （1愛知学院大薬, 2名市大院
薬）

27PA-pm020 アルギニン刺激に伴う膵島 α 細胞内顆粒動態の追究
○横川 慧1,2, 小栗 良介2, 伊納 義和2, 鈴木 亮1, 古野
忠秀2, 平嶋 尚英1 （1名市大院薬, 2愛知学院大薬）

27PA-pm021 新規 4D imaging による自由行動マウスの全身の時計
遺伝子発現制御機構の解析
○浜田 俊幸1, Kenneth SUTHERLAND1, 石川 正純1,
宮本 直樹1, 本間 さと1, 白土 博樹2, 本間 研一1 （1北大
院医, 2北大医）

27PA-pm022 生細胞におけるアミロイド前駆体タンパク質の会合
状態解析
○上山 和輝1, 矢野 義明1, 松崎 勝巳1 （1京大院薬）

27PA-pm023 高選択的かつ高感度ながんイメージングを目的とし
たアビジン－蛍光プローブ複合体の開発
○山本 恭子1, 神谷 真子1,4, 浦野 泰照1,2,3 （1東大院医,
2東大院薬, 3JST 研究加速課題， CREST, 4JST さきが
け）

27PA-pm024S がんのインビボ光音響イメージングを目的とした
Triplet-singlet quencher 結合色素プローブの開発
○尾江 悟1, 天滿 敬1,2, 渡邊 裕之1, 小野 正博1, 佐治
英郎1 （1京大院薬, 2国循セ研画診）

27PA-pm025 ナフタルイミドを利用したカドミウムイオン蛍光プ
ローブの開発とその蛍光応答メカニズムの解明
○塚本 効司1, 島袋 翔多1, 前田 初男1 （1兵庫医療大
薬）
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27PA-pm026 gGlu-HMRG のマウス静脈内投与時の体内動態及び
in vivo がんイメージング
○中田 晃弘1, 神谷 真子2,3, 花岡 健二郎1, 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）

27PA-pm027 共有結合型コイルドコイルラベル法の確立とグリコ
フォリン A の会合状態の解明
古川 奈美1, ○矢野 義明1, 小野 智史1, 松崎 勝巳1 （1京
大院薬）

27PA-pm028 腫瘍内 HER2（Epidermal Growth Factor Receptor 2）
を標的とする MR 造影剤の開発
○丁 寧1, 佐野 紘平1,2, 出口 諄1, 大橋 愛美1, 金田 侑
子1, 小野 正博1, 佐治 英郎1 （1京大院薬, 2京大病院）

27PA-pm029 高選択的水銀イオン蛍光プローブの開発
○篠原 悠夏1, 塚本 効司1, 前田 初男1 （1兵庫医療大）

27PA-pm030 DNP-MRI によるユビキノン類の分子イメージングへ
向けた検討
○江藤 比奈子1, 兵藤 文紀1, 中路 睦子1, 内海 英雄1

（1九大レドックスナビ拠点）

27PA-pm031 【演題取り下げ】

27PA-pm032 光音響腫瘍イメージングのためのインドシアニング
リーン結合ポリエチレングリコールの開発
○金崎 健吾1,2, 佐野 紘平1,3, 牧野 顕1,4, 高橋 淳2, 山内
文生2, 本間 務2, 渡邊 裕之1, 天滿 敬1,5, 小野 正博1, 佐
治 英郎1 （1京大院薬, 2キヤノン, 3京大病院, 4福井大高
エネ研, 5国循セ研画診）

27PA-pm033 Calpain 活性の検出を目指した新規蛍光プローブの
開発
○永代 友理1, 堂浦 智裕1, 神谷 真子1,3, 浦野 泰照1,2,4,5

（1東大院医, 2東大院薬, 3JST さきがけ, 4JST CREST,
5JST 研究加速課題）

27PA-pm034 【演題取り下げ】

27PA-pm035 部分フッ素化アルコール(F6H9OH)と生体膜成分との
二成分混和挙動
○南園 宗映1, 中原 広道1, 柴田 攻1 （1長崎国際大薬）

27PA-pm036 D-アミノ酸ペプチドを含有した人工調製肺サーファ
クタントの物性評価
○岩崎 健介1, 中村 幸弘2, 雪竹 浩3, 中原 広道1, 李
守永4, 柴田 攻1, 李 相男1 （1長崎国際大薬, 2室町ケミ
カル, 3福大病院総合周産期母子医療センター, 4九大
病院小児科）

27PA-pm037S リン脂質フリップフロップ誘起ペプチドの開発
○林 千尋1, 池田 恵介1, 中野 実1 （1富山大院薬）

27PA-pm038 安定かつサイズ調整可能なナノディスクを形成する
ペプチドの開発
○近藤 弘章1, 池田 恵介1, 中野 実1 （1富山大院薬）

27PA-pm039 クロリン系光増感剤による細菌の光不活性化
○加藤 久登1, 中西 由佳2, 駒越 圭子2, 井上 剛2, 齋藤
啓太1, 増田 和文1, 片岡 洋行1, 勝 孝3 （1就実大薬, 2岡
山大薬, 3安田女大薬）

27PA-pm040 正電荷リポソームの物性がマスト細胞の活性化に及
ぼす影響
○伊納 義和1, 田所 哲2, 平嶋 尚英3, 古野 忠秀1, 中西
守1 （1愛知学院大薬, 2帝京大薬, 3名市大院薬）

27PA-pm041 皮膚バリア機能評価のための角層細胞間脂質の配列
構造を模倣した人工脂質膜の作製
○米永 沙世1, 中沢 寛光1, 内田 崇志2, 加藤 知1 （1関西
学院大院理工, 2花王 スキンケア研）

27PA-pm042 化学物質のヒト皮膚透過予測における Strat-MTM の
有用性
○金井 沙由美1, Wesam R. KADHUM1, Wierzba
KONSTANTY1, 藤堂 浩明1, 杉林 堅次1 （1城西大薬）

27PA-pm043 マスト細胞の脱顆粒における syntaxin3 のリン酸化の
役割
○田所 哲1,2, 柴田 哲大2, 天野 稔朗1, 伊納 義和3, 中西
守3, 平嶋 尚英2, 楯 直子1 （1帝京大薬, 2名市大院薬,
3愛知学院大薬）

物理化学②

27PA-pm044 使い捨てマイクロ流路チップを使ったエマルジョン
（Water-in-Oil）ソーティング技術の開発
○赤木 仁1, 飯塚 怜2, 藤村 祐1 （1オンチップ・バイオテ
クノロジーズ, 2東大院薬）

27PA-pm045S ストップトフロー法を用いたルイス酸存在下におけ
るフラボノイド類のラジカル消去活性評価
○和氣 司1,2, 大久保 敬2,3, 福住 俊一3, 小澤 俊彦2,4, 松
本 謙一郎2, 鎌田 正1,2, 中西 郁夫2 （1千葉大院医薬, 2放
医研重粒子医科学セ, 3阪大院工・JST-ALCA, 4昭和薬
大）

27PA-pm046S N-Phenyl rhodamine 類の消光機構の解析と HaloTag
検出蛍光プローブへの応用
○岩木 慎平1,2, 花岡 健二郎1, 吉田 健吾3, 内山 真伸1,3,
浦野 泰照1,2,4,5 （1東大院薬, 2JST CREST, 3理研, 4東大
院医, 5JST 研究加速課題）

27PA-pm047 メカノケミカル反応により合成したマクロモノマー
を用いる両親媒性ブロック共重合体の合成とその高
分子ミセルへの応用（1）
○木村 清夏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）

27PA-pm048 重水素化メタノール中における酸化チタン上でのア
セトフェノン誘導体の光触媒的還元反応
○甲谷 繁1, 松瀬 真菜美1, 吉岡 英斗1, 宮部 豪人1 （1兵
庫医療大薬）

27PA-pm049 シグマート錠熱生成物に対する LC 技術を用いた効
率的な構造解析
○杉田 和也1, 百瀬 陽介1, 大藤 克也1, 川原吹 望1, 中
山 忠宣1, 辻 浩一郎1 （1中外製薬）

27PA-pm050 コアモルファスニフェジピン-アセトアミノフェンの
結晶化速度と分子運動性の関連
○阿曽 幸男1, 宮崎 玉樹1, 合田 幸広1 （1国立衛研）

27PA-pm051S カテコール含有医薬品由来の未知分解産物の構造
解析
○米元 愛恵1, 安田 誠1, 渡邉 龍明1, 重谷 英寿1,2, 福内
友子1, 山岡 法子1, 馬渡 健一1, 金子 希代子1, 中込
和哉1 （1帝京大薬, 2望星薬局）

27PA-pm052 配合変化に伴う L-DOPA 分解産物の解析（第 2 報）
○安田 誠1, 星野 絢香1, 浅見 友美子1, 重谷 英寿1,2, 福
内 友子1, 山岡 法子1, 馬渡 健一1, 金子 希代子1, 中込
和哉1 （1帝京大薬, 2望星薬局）

27PA-pm053S 非ステロイド性抗炎症薬と局所麻酔薬による共融混
合物形成とその熱力学的性質の解析
○片岡 洸1, 榊 義範1, 建内 遼1, 島田 洋輔1,2,3,4, 後藤
了1,2,3,4 （1東京理大薬, 2東京理大薬DDS研セ, 3東京理
大総研戦略的物理製剤学研セ, 4東京理大総研界面科
学部門）

27PA-pm054S 油/水界面におけるコンゴーレッドの自己組織化の経
時変化
○和田 崇1, 飯島 羽1, 遅沢 周亮1, 大黒 桃子1, 島田
洋輔1,2,3,4, 後藤 了1,2,3,4 （1東京理大薬, 2東京理大DDS研
セ, 3東京理大総研戦略的物理製剤学研セ, 4東京理大
総研界面科学部門）

27PA-pm055 インドメタシンとリドカインの混合による融解エン
トロピー変化と分子シミュレーション
○島田 洋輔1,2,3,4, 片岡 洸1, 建内 遼1, 寺田 弘1,2,3,5, 牧野
公子1,2,3,4, 後藤 了1,2,3,4 （1東京理大薬, 2東京理大薬DDS
研セ, 3東京理大総研戦略的物理製剤学研セ, 4東京理
大総研界面科学部門, 5新潟薬大）
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27PA-pm056S 2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン包接に
よる 1, 4-ジヒドロピリジン類カルシウム拮抗薬の溶
出曲線の改善
○李 英鵬1, 島田 洋輔1,2,3,4, 横山 祐作5, 寺田 弘1,2,3,6, 牧
野 公子1,2,3,4, 後藤 了1,2,3,4 （1東京理大薬, 2東京理大薬
DDS研セ, 3東京理大総研戦略的物理製剤学研セ, 4東
京理大総研界面科学部門, 5東邦大薬, 6新潟薬大）

27PA-pm057 水相におけるコンゴーレッドの会合体形成と pH・イ
オン強度
○後藤 了1,2,3,4, 飯島 羽1, 和田 崇1, 大黒 桃子1, 岡山 有
稀子4, 中田 真悠佳4, 島田 洋輔1,2,3 （1東京理大薬, 2東
京理大総研戦略的物理製剤学研セ, 3東京理大総研界
面科学部門, 4国際医福大薬）

27PA-pm058 パルス NMR 方式粒子界面特性評価装置を用いた原
薬のぬれ性評価
○山嵜 敦子1, 八木 卓1, 有村 雅敏1 （1沢井製薬）

27PA-pm059S 医薬品共結晶構造と溶解速度シミュレーションにつ
いて
○坂口 維1, 里山 栞1, 中村 美穂1, 樋口 実穂1, 南 英輝1,
三輪 嘉尚1 （1広島国際大薬）

27PA-pm060S 二置換ベンゼンの構造物性相関と水溶性向上策の
提案
○市川 裕樹1, 平松 道晶1, 三田 裕介1, 松本 洋太郎2,
村中 厚哉4, 内山 真伸3,4, 橋本 祐一1, 石川 稔1 （1東大
分生研, 2帝京大薬, 3東大院薬, 4理研）

27PA-pm061S Pranlukast 溶媒和物および共結晶の製剤特性検討
○古田 秀明1, 森 慎太郎2, 吉橋 泰生1, 菅野 清彦1, 植
草 秀裕2, 米持 悦生3, 寺田 勝英1 （1東邦大院薬, 2東工
大院理工, 3星薬大）

27PA-pm062 結晶構造解析による Tinidazole cocrystal の形成要因
の検討
○金子 佳広1, 豊島 良祐2, 佐近 彩2, 吉橋 泰生1, 菅野
清彦1, 米持 悦生3, 植草 秀裕2, 寺田 勝英1 （1東邦大薬,
2東工大院理工, 3星薬大）

27PA-pm063 インバースガスクロマトグラフ法による表面物性に
関する研究－被覆率の変化が医薬品の表面自由エネ
ルギーに及ぼす影響について－
○中村 真麻1, 吉橋 泰夫1, 菅野 清彦1, 米持 悦生2, 寺
田 勝英1 （1東邦大薬, 2星薬大）

27PA-pm064S 悪性腫瘍の治療を目的としたホウ素中性子捕捉療法
用リポソーム製剤の開発
○岸 将大1, 西村 美穂2, 野村 謙介2, 竹内 一成1,2,3,4, 内
呂 拓実1,2,3,4, 牧野 公子1,2,3,4 （1東京理大院薬, 2東京理
大薬, 3東京理大DDS研, 4東京理大戦略的物理製剤
研）

27PA-pm065 口腔内崩壊フィルム製剤の耐屈折試験による特性
評価
○池田 希美1, 芳形 歩1, 河本 美咲1, 竹内 淑子1, 小野
寺 理沙子1, 田原 耕平1, 竹内 洋文1 （1岐阜薬大）

27PA-pm066S 注射剤混合により誘発される光化学的反応の機構解
明 ―ファモチジン注射剤の臨床学的光安定化手法の
提案―
○内田 淳1,2, 尾上 誠良2, 大竹 啓斗2, 鈴木 友季子2, 世
戸 孝樹2, 寺松 剛1, 寺島 朝子1, 小口 敏夫1 （1山梨大病
院薬, 2静岡県大薬）

27PA-pm067 co-amorphous ニフェジピン-ニコチン酸アミドの物理
化学的特性
○宮崎 玉樹1, 阿曽 幸男1, 合田 幸広1 （1国立衛研）

27PA-pm068 レボフロキサシンとシュウ酸の複合体の結晶構造
○長瀬 弘昌1, 古石 誉之1, 遠藤 朋宏1, 上田 晴久2, 寺
岡 麗子3, 湯谷 玲子3, 都出 千里3, 北河 修治3 （1星薬大,
2日本薬大, 3神戸薬大）

27PA-pm069 ビーズ粉砕により調製したリボフラビン非水系ナノ
懸濁液の物性評価
○佐藤 貴幸1,2, 櫻井 孝信1, 田中 健介1, 松木 孝太1, 東
顕二郎2, 山本 恵司2, 森部 久仁一2 （1大正製薬, 2千葉
大院薬）

27PA-pm070 高圧乳化技術を用いたアミノ酸系両性界面活性剤に
よるヘアコンディショニング剤の開発
○柳井 理沙1, 藤井 美佳1,2, 福田 敏夫2, 和田 侑子1, 下
川 健一1, 石井 文由1 （1明治薬大, 2ミロット）

質量分析

27PA-pm071 LC-MS/MS によるアミノ酸メタボロミクス　―低酸
素・栄養飢餓状態で培養した大腸がん細胞株 DLD1
について―
○冨田 陵子1, 西田 翔1, 巴山 忠1, 轟木 堅一郎2, 吉田
秀幸1, 丸岡 博1, 中島 学1, 能田 均1, 山口 政俊1, 藤岡
稔大1 （1福岡大薬, 2静岡県大薬）

27PA-pm072 ESI 活性重水素標識試薬を用いるラット脳内神経活
性ステロイド分析法の開発
○相葉 尚人1, 田中 智哉1, 小川 祥二郎1, 東 達也1 （1東
京理大薬）

27PA-pm073 誘導体化－LC/ESI-MS/MS による唾液中 EPA/AA 濃
度比の測定
小川 祥二郎1, ○都丸 晃輝1, 松本 奈宜砂1, 渡辺 趣衣1,
東 達也1 （1東京理大薬）

27PA-pm074 カルボン酸用新規 ESI 増強重水素標識試薬の合成と
LC における同位体効果の評価
○小川 祥二郎1, 高藤 季里子1, 堀江 裕紀子2, 池川
繁男3, 東 達也1 （1東京理大薬, 2コーケン, 3玄米酵素）

27PA-pm075S ゲノム未知ヘリコバクター・ピロリの大規模プロテ
オーム解析
○三宅 里美1, Miao-Hsia LIN1, Amr EL-GUOSHY1, 若
林 真樹1, 杉山 直幸1, 石濱 泰1 （1京大院薬）

27PA-pm076S モチーフターゲットリン酸化プロテオミクスによる
分子標的薬の評価
○小形 公亮1, 矢崎 達也1, 林 侑生1, 若林 真樹1, 杉山
直幸1, 石濱 泰1 （1京大院薬）

27PA-pm077S 定量的リン酸化プロテオミクスを用いたプロテイン
キナーゼのリン酸化修飾と活性に関する研究
○敷田 奈都紀1, 佐藤 綾香1, 若林 真樹1, 杉山 直幸1,
石濱 泰1 （1京大院薬）

27PA-pm078 カルボン酸の高感度分析を目指した荷電構造を有す
る LC/ESI-MS/MS 用誘導体化試薬の開発
○桑原 朋大1, 高山 卓大1, 轟木 堅一郎1, 井之上 浩一1,
閔 俊哲1, 豊岡 利正1 （1静岡県大薬）

27PA-pm079 超臨界流体クロマトグラフィー質量検出法（SFC-
MS）による合成カンナビノイド類の分析と実試料へ
の応用
○豊岡 利正1, 花尻 瑠理2, 轟木 堅一郎1, 井之上 浩一1,
閔 俊哲1, 池田 日高3 （1静岡県大薬, 2国立衛研, 3日本
ウォーターズ）

27PA-pm080 胆汁酸のピコリルエステル化による高感度 LC-MS
分析
○加藤 創1, 三塚 進1, 加藤 杏奈1, 阿邊 満夕子1, 池田
麻希1, 山下 幸和1 （1東北薬大）

27PA-pm081 コレステロールの前駆体および水酸化代謝物の LC-
ESI-MS/MS 分析
○小松 祥子1, 千葉 淳1, 都澤 優1, 宮本 和明1, 山下
幸和1 （1東北薬大）

27PA-pm082 LC-MS/MS 法による胆汁酸生合成中間体の分析
○村井 毅1, 小田 佳奈1, 黒澤 隆祐1, 黒澤 隆夫1 （1北医
療大薬）

27PA-pm083 ICH M7 ガイドラインに沿った医薬品原薬中の変異
原性不純物(MI)の管理例－パージファクターの活
用－
○田村 幸介1, 村上 正行2, 鈴木 信幸1, 福津 直人1, 大
原 求1 （1第一三共分析評価研, 2第一三共プロセス技
術研）

27PA-pm084 リン脂質蓄積による薬物の毒性低下効果の評価と
HPLC-MS/MS の適用
○濵口 良平1, 木村 円香1, 谷本 敏子1, 黒田 幸弘1 （1武
庫川女大薬）
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27PA-pm085 液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC-MS/MS)を
用いた 5-Fluorouracil 尿中代謝物 2-Fluoro-alanine
(FBAL)の測定法の確立
○森田 智子1, 佐野 慶行1, 髙橋 邦雄1, 市田 泰彦1, 齊
藤 真一郎1 （1国立がん研究センター東病院薬）

27PA-pm086 マウス脳の各部位における脂肪酸と acyl-CoA 体の
LC-ESI-MS/MS による分析
○糟谷 史代1, 山下 琢矢1, 宮本 和奈1, 中本 賀寿夫1,
徳山 省吾1 （1神戸学院大薬）

27PA-pm087 LC/ESI-MS/MS による尿中抱合型テトラヒドロコル
チコステロイドのプロファイル分析
○三田村 邦子1, 上田 麻美子1, 山本 哲志1, 多賀 淳1,
池川 繁男2 （1近畿大薬, 2玄米酵素）

27PA-pm088 LC/QTOF-MS による生体試料中の危険ドラッグの
分析
○合田 明永1, 脇川 憲吾1, 岡崎 英彦1, 白木 亮輔1, 原
口 慎吾1, 早﨑 博士1, 久冨 健敏1 （1福岡県警科捜研）

27PA-pm089 LC/TOF-MS による脱法ハーブ中合成カンナビノイド
の一斉分析および保持時間の線形予測解析
○藤澤 美希1, 小鍛治 好恵1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1,
杉江 健一2, 阿久津 守2, 柳川 洋一3, 斉藤 貢一1 （1星薬
大, 2関東麻取・鑑識課, 3順天堂大・静岡病院）

27PA-pm090 ペプチド・蛋白質中の異性化したアスパラギン酸残
基の新しい分析方法
○藤井 智彦1, 岸本 成史1,2, 藤井 紀子3 （1帝京大中央
RI教育・研究施設, 2帝京大薬, 3京大原子炉）

27PA-pm091 LC/MS/MS によるメタルフリーカラムの性能評価
○坂牧 寛1,2, 中野 裕太1, 内田 丈晴1, リーワ リム2, 竹
内 豊英2 （1化学物質評価研究機構, 2岐阜大工）

27PA-pm092 新規蛍光-MS 標識による迅速 N 結合糖鎖調製
○佐々木 俊哉1, Matthew LAUBER2, Darryl
BROUSMICHE2, Zhengmao HUA2, Stephan KOZA2,
Ellen GUTHRIE3, Paula MAGNELLI3, Christopher
TARON3, Kenneth FOUNTAIN2 （1日本ウォーターズ,
2ウォーターズコーポレーション, 3ニューイングラン
ドバイオラボ）

27PA-pm093 シラカバ抽出物に含有する CYP1B1 阻害活性物質の
分析
○三原 義広1, 西崎 颯斗1, 南 洋1, 伊藤 慎二1 （1北海道
薬大）

27PA-pm094 ポリマー系マルチモードカラムを用いた各種高極性
物質の LC/MS 測定
○貴家 潤治1, 近藤 英幸1, 酒井 聡子1, 蒲池 元昭1 （1昭
和電工）

27PA-pm095 LC-MS による爪に含まれる皮膚成分の探索
○野原 幸男1 （1いわき明星大薬）

27PA-pm096 生体試料中リン脂質除去用スピンカラムの開発
○太田 茂徳1, 由井 夕湖1, 大平 真義1, 重黒木 明1, 中
西 和樹2 （1ジーエルサイエンス, 2京大院理）

27PA-pm097S 分子インプリントポリマーを固相分散抽出法に応用
した食肉中クレンブテロールの LC-MS/MS による残
留分析
○飯島 夏希1, 坂本 泰洋1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1, 斉
藤 貢一1 （1星薬大）

27PA-pm098 人工脂質膜を用いたオピオイド系鎮痛薬の生体膜透
過性評価
○沼田 恵理1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1, 斉藤 貢一1 （1星
薬大）

27PA-pm099 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を用い
たマウス脳内における神経伝達物質の網羅的分析
○岩崎 雄介1, 澤田 高寛1, 滑川 恭平1, 伊藤 里恵1, 斉
藤 貢一1 （1星薬大）

27PA-pm100 逆相系液体クロマトグラフィーによるシネフリンの
キラル分析のための誘導体化の検討
○西原 麻実1, 塩澤 進午1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1, 斉
藤 貢一1 （1星薬大）

27PA-pm101S マウス尿および血しょう中の尿酸及びプリン・ピリ
ミジン塩基測定方法
○大岩 俊輝1, 石谷 悠1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 安田
誠1, 馬渡 健一1, 中込 和哉1, 金子 希代子1 （1帝京大薬）

27PA-pm102S 高プリン体食負荷によるマウス尿中の尿酸及びプリ
ン・ピリミジン塩基排泄量への影響
○石谷 悠1, 大岩 俊輝1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 安田
誠1, 馬渡 健一1, 中込 和哉1, 金子 希代子1 （1帝京大薬）

27PA-pm103S 安定同位体希釈インチューブ SPME／LC-MS/MS に
よるニコチン及びコチニンの全自動オンライン分析
○犬飼 勇仁1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm104S 安定同位体希釈インチューブ SPME／LC-MS/MS 法
による尿中酸化ストレスマルチマーカーの自動分析
○齊藤 晃大1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm105 ファイバー SPME／GC-MS 法による口臭原因ジメチ
ルスルフィドの高感度分析法の開発
○近藤 七美1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm106S インチューブ SPME／LC-MS 法によるスルフォラ
ファン解析
○渡辺 祐子1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm107S 安定同位体希釈インチューブ SPME／LC-MS/MS に
よるメラトニンの全自動オンライン分析
○上村 彰子1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm108S コーヒー含有高機能成分のインチューブ SPME 法を
利用した高感度分析法の開発
○今城 慶子1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1 （1就実大薬）

27PA-pm109 ヘッドスペース―固相マイクロ抽出―GC/MS を用い
た脱法ハーブ中合成カンナビノイドの迅速分析
○浅田 優美1, 岩崎 雄介1, 伊藤 里恵1, 杉江 謙一3, 阿
久津 守3, 柳川 洋一2, 斉藤 貢一1 （1星薬大, 2順天堂・静
岡病院, 3関東麻取・鑑定科）

27PA-pm110 GC/MS データベース法における 1000 化合物以上の
検出限界および定量下限の同時推定法
○中島 晋也1, 林 譲2 （1西川計測, 2帝京平成大薬）

27PA-pm111 動電過給導入－シースレス ESI-MS によるヌクレオ
チド検出法の開発
○江坂 幸宏1,2, 岡本 哲郎1, 宇野 文二1,2, 村上 博哉3,
鳥村 政基4, 廣川 健5, 石濱 泰6 （1岐阜薬大, 2岐大院連
合創薬, 3愛知工大, 4産総研環境計測, 5広大院工, 6京
大院薬）

機器分析・その他

27PA-pm112 光学活性を有する標識化試薬とフェニルボロン酸を
用いる単糖の MEKC によるキラル分離
○山本 佐知雄1, 田又 洋子1, 瀬島 佳保里1, 木下 充弘1,
鈴木 茂生1 （1近畿大薬）

27PA-pm113S 化学修飾化シリカナノ粒子を用いるキャピラリー電
気泳動法の開発
○竹田 悠人1, 林 優花1, 高本 智世1, 山本 佐知雄1, 木
下 充弘1, 鈴木 茂生1 （1近畿大薬）

27PA-pm114 新規フェルラ酸誘導体をマトリックスに用いるタン
パク質及びペプチドの MALDI-TOF-MS 解析
○加藤 洋介1, 福田 護1, 玄 美燕1, 高山 淳1, 岡﨑 真理1,
坂本 武史1, 広澤 成美2, 坂本 安2 （1城西大薬, 2埼玉医
大）

27PA-pm115 固体 NMR を用いたレチノイン酸結晶多形の解析
―その 2―
○都出 千里1, 初田 真穂1, 村上 栞1, 二木 綾香1, 竹内
敦子1 （1神戸薬大）

27PA-pm116S 19F-NMR を用いた温度応答性脂質ナノエマルション
の脂質流動性の評価
○池田 美由紀1, 足尾 大樹1, 成 健秀1, 田中 有紗1, 中
川 茉奈実1, 武上 茂彦1, 小西 敦子1, 北出 達也1 （1京都
薬大）

27PA-pm117 リアルタイム PCR の生体成分測定装置としての有用
性についての検証
時田 佳治1, 高橋 美貴1, 瀧川 雄太1, 千島 里佳1, ○輿
石 一郎1 （1群大院保健）

27PA-pm118 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いる抗高血圧薬
と HSA の結合分析
○内藤 大介1, 石田 唯1, 大高 泰靖1, 杉本 幹治1, 澁川
明正1 （1千葉科学大薬）
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27PA-pm119S ポリジアセチレンリポソーム型発光デバイスを用い
たテオフィリンの定量分析へのカフェインの影響
○山本 涼子1, 武上 茂彦1, 小西 敦子1, 北出 達也1 （1京
都薬大）

27PA-pm120 シリカモノリス素材を用いた体臭成分測定法の開発
○齋藤 啓太1, 加藤 久登1, 増田 和文1, 片岡 洋行1 （1就
実大薬）

27PA-pm121 カラム電極電解システムを用いるコレステロールの
酸化反応における副生成物の同定
菅原 啓資1, 淺見 達彦1, 古石 裕治1, 山本 法央1, 小谷
明1, 三浦 剛1, ○袴田 秀樹1 （1東京薬大薬）

27PA-pm122 Al(Ⅲ)選択的蛍光リガンド CPCH の蛍光特性とその
応用
一場 秀章1, ○米山 将樹1, 竹内 千智1, 坂本 達哉1, 小
野里 磨優1, 飯塚 英昭1, 福島 健1 （1東邦大薬）

27PA-pm123 TEMP(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone)を用いた一重
項酸素の測定
○髙城 徳子1, 三宅 大樹1, 土田 和徳1, 窪田 洋子1, 安
西 和紀1 （1日本薬大）

27PA-pm124S カフェイン‐シュウ酸 2:1 共結晶のメカノケミカル
合成における機械的エネルギーと温度の影響
○伊藤 丹1, 大塚 裕太1, 竹内 政樹1, 田中 秀治1 （1徳島
大薬）

27PA-pm125 ロイコ型トリフェニルメタン色素を用いた二本鎖核
酸の目視検出法に関する検討
○宮本 重彦1, 佐野 創太郎1, 田中 穂積1 （1カネカ）

27PA-pm126 コフキサルノコシカケ中のマトリックスメタロプロ
テアーゼ阻害活性物質の検索
○幡川 祐資1, 阪口 眞汀1, 谷口 将済1, 小西 元美1, 秋
澤 俊史1 （1摂南大薬）

27PA-pm127 コフキサルノコシカケ熱水抽出物中の抗腫瘍活性に
ついて
○阪口 眞汀1, 幡川 祐資1, 谷口 将済1, 小西 元美1, 秋
澤 俊史1 （1摂南大薬）

27PA-pm128 時計分子を標的とした Real-time immuno-PCR 構築
○冨田 辰之介1, 轟木 堅一郎2, 大石 勝隆1,3,4 （1産総研,
2静岡県大薬, 3東大院 新領域, 4東京理大 理工）

27PA-pm129 培養上清中グリコサミノグリカンの解析によるヒト
iPS 細胞の品質管理
○北野 志保1, 小嶋 絢1, 永井 裕子1, 豊田 亜希子1, 豊
田 英尚1 （1立命館大薬）

27PA-pm130 プロテオグリカンの解析によるヒト iPS 細胞の状態
分析
○永井 裕子1, 小嶋 絢1, 布袋 理沙1, 北野 志保1, 豊田
亜希子1, 豊田 英尚1 （1立命館大薬）

27PA-pm131 パーキンソン病患者血中 L-Dopa 濃度の汗試料測定
による非侵襲モニタリング
○角田 誠1, 平山 正昭2, 津田 孝雄3, 大野 欽司2 （1東大
院薬, 2名大医, 3ピコデバイス）

27PA-pm132 パーキンソン病疾患の皮膚ガス成分の特徴と GC／
MS フラグメントからの重度の推定
○津田 孝雄1, 平山 正昭2, 角田 誠3, 大野 欽司2 （1ピコ
デバイス, 2名大医, 3東大院薬）
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3月 28日（土）午前
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

糖質・脂質

28PB-am001 乾燥フカヒレに含まれるデルマタン硫酸の構造解析
○東 恭平1, 武内 芳貴1, 向野 杏1, 富取 秀行1, 宮 正樹3,
戸井田 敏彦1 （1千葉大院薬, 2千葉科学大薬, 3千葉県
立中央博物館）

28PB-am002 ミズダコ由来コンドロイチン硫酸における GlcA3S
の検出
○岡本 悠佑1, 東 恭平1, 向野 杏1, 戸井田 敏彦1 （1千葉
大院薬）

28PB-am003 サケ鼻軟骨由来のコンドロイチン硫酸プロテオグリ
カンの構造解析
○横井 友哉1, 松崎 南美1, 桝谷 晃明2, 坪井 誠2, 菅原
一幸3, 山田 修平1 （1名城大薬, 2一丸ファルコス, 3北大
院生命）

28PB-am004 部位特異的光架橋基導入ヒトガレクチン-1 を用いた
ガレクチンリガンド探索の試み
○篠山 範幸1, 小林 優1, 田村 真由美1, 武内 智春1, 荒
田 洋一郎1 （1城西大薬）

28PB-am005 単糖による RAW264 細胞の破骨細胞様細胞への分化
抑制機構
○長坂 萌由子1, 清水 美由紀1, 武内 智春1, 田村 真
由美1, 荒田 洋一郎1 （1城西大薬）

28PB-am006 マウス前駆軟骨細胞株 ATDC5 細胞の軟骨細胞への
分化に対するガレクチン-1 の影響
○玉井 美穂1, 小林 夏紀1, 小山内 葵1, 吉田 健悟1, 武
内 智春1, 田村 真由美1, 荒田 洋一郎1 （1城西大薬）

28PB-am007S 梅エキス抽出物をリードとした新規マルチターゲッ
ト抗インフルエンザ薬の合理的設計開発
○石坪 江梨花1, 細沢 拓未1, 五十嵐 学2, Karl N.
KIRSHNER3, Nongluk SRIWILAIJAROEN4,5, 横江
弘雅7, 津吹 政可7, 鈴木 康夫5, 常盤 広明1,6 （1立教大
理, 2北大人獣共通感染症リサーチセンター,
3Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 4Faculty of Medicine,
Thammasat University, 5中部大生命健康科学, 6立教大
未来分子研究セ, 7星薬大）

28PB-am008 ガレクチン-2 の S-ニトロソ化による生化学的性質の
変化の解析
○小澤 梨香1, 田村 真由美1, 齊藤 雅徳1, 山本 香理1,
武内 智春1, 大竹 一男1, 舘野 浩章2, 平林 淳2, 小林 順1,
荒田 洋一郎1 （1城西大薬, 2産総研）

28PB-am009 ガレクチン-9 による p38 の活性化を介したマウスマ
クロファージ RAW264 細胞の増殖促進
○大塚 梢杏衣1, 平井 駿汰1, 荒井 隆治1, 藤井 久子1,
武内 智春1, 田村 真由美1, 荒田 洋一郎1 （1城西大薬）

28PB-am010 糖鎖のリン酸化及び硫酸化にフォーカスしたグライ
コミクス技術の開発
○山田 佳太1, 栢原 春奈2, 木下 充弘2, 鈴木 茂生2, 坂
崎 文俊1, 閔 庚善1 （1大阪大谷大薬, 2近畿大薬）

28PB-am011 新規改変酵素の免疫交差性及び iPS 細胞由来心筋細
胞への取り込み―ファブリー病治療への応用
○月村 考宏1, 小川 泰弘1, 大石 一彦1, 重永 雅志1, 鶴
巻 舞子1, 兎川 忠靖1, 櫻庭 均1 （1明治薬大）

28PB-am012 ガレクチン-4 のマウスマクロファージ細胞株
RAW264 細胞の破骨細胞様細胞への分化における
役割
○有賀 友基1, 矢内 大輝1, 佐川 敬和1, 田坂 亮1, 長谷
川 礼佳1, 武内 智春1, 田村 真由美1, 荒田 洋一郎1 （1城
西大薬）

28PB-am013 n-3 系脂肪酸摂取によるアラキドン酸の減少がマウ
ス虚血性脳障害の発生に及ぼす影響
○道志 勝1, 渡辺 志朗2 （1帝京大薬, 2富山大和漢研）

28PB-am014 リゾホスファチジン酸のラットへの経口摂取は大腸
ガンの発症を増強する
○堤 敏彦1, 石原 明2, 田中 保3, 徳村 彰4 （1九州保福大
薬, 2県延岡病院病理, 3徳島大院, 4安田女大薬）

28PB-am015 マクロファージにおける CES2A1 の泡沫化抑制機序
の解析
○竹澤 明香里1, 渡辺 健太2, 藤吉 正哉1, 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）

28PB-am016 酸化 LDL 生成時におけるリン脂質プロファイルの経
時変化と Lp-PLA2 の役割
笹部 直子1, 毛谷村 由佳1,2, ○小浜 孝士1, 井上 望1, 増
子 幸志1, 五十嵐 優1, 相内 敏弘1, 加藤 里奈1, 山口
智広1, 桑田 浩1, 原 俊太郎1, 吉川 智博2, 板部 洋之1

（1昭和大薬, 2大塚製薬）

28PB-am017 ヒト血漿中から分離した酸化 LDL の apoB 変性とリ
ン脂質分子種の解析
○笹部 直子1, 小浜 孝士1, 矢澤 快1, 大坪 茉利子1, 羽
田 幸代1, 井上 望1, 相内 敏弘1, 木庭 新治2, 加藤 里奈1,
山口 智広1, 板部 洋之1 （1昭和大薬・生物化学部門, 2昭
和大医・循環器内科学部門）

28PB-am018 ラクトシルセラミドによる細胞質型ホスホリパーゼ
A2α 活性化機構の解明
○中村 浩之1, 森山 友太1, 牧山 智彦1, 山下 尚大1, 山
崎 璃沙1, 渡邉 一祥1, 村山 俊彦1 （1千葉大院薬 薬効薬
理学）

28PB-am019 細胞内ホスホリパーゼ A2 によるケモカインの発現
機構の解析
○平川 裕士1, 桑田 浩1, 原 俊太郎1 （1昭和大薬）

28PB-am020 アクロレイン化 LDL 負荷マクロファージにおけるコ
レステロール及び apoB 代謝の解析
○栗原 瑞季1, 渡辺 健太2, 藤吉 正哉1, 有吉 範高2, 五
十嵐 一衛1,3, 石井 伊都子1,2 （1千葉大院薬, 2千葉大病
院薬, 3アミンファーマ研）

28PB-am021 高脂肪食摂取が骨密度に与える影響
○山下 剛範1, 具 然和2 （1鈴鹿医療科学大, 2純真学園
大）

28PB-am022 ヒオデオキシコール酸の脂質低下作用
○藤田 恭輔1, 渡辺 志朗1 （1富山大和漢研）

28PB-am023 スフィンゴミエリン合成酵素 2 は HIV-1 の膜融合を
促進する
林 康広1, 佐々木 洋子1, 松本 直樹1, 杉浦 隆之1, ○山
下 純1 （1帝京大薬）

28PB-am024 抗ガン剤ドキソルビシンを用いた脂質酸化感知モデ
ルマウスによる心毒性の解析
○幸村 知子1, 一ノ瀬 栞1, 中村 仁美1, 福山 達也1, 清
水 敦子1, 池田 麻美1, 桑田 浩2, 原 俊太郎2, 今井 浩孝1

（1北里大薬, 2昭和大薬）

28PB-am025 スフィンゴミエリン合成酵素 2(SMS2)は PHGPx 欠損
により誘導される新規細胞死を抑制する
○熊谷 剛1, 大矢 梨里香1, 木下 裕香子1, 原田 晋作1,
大川 信子1, 今井 浩孝1 （1北里大薬）

28PB-am026 PHGPx 欠損細胞死抑制化合物トログリタゾンの構造
活性相関の解析
○今井 浩孝1, 島本 雄哉1, 松岡 正城1 （1北里大薬）

28PB-am027 蛍光標識スフィンゴシン 1 リン酸（S1P）を用いた
赤血球 S1P 輸送体の活性測定
○小林 直木1, 山口 明人2, 西 毅2,3 （1帝京平成大薬, 2阪
大産研, 3阪大院薬）

28PB-am028 G タンパク質共役型受容体 GPR55 リガンドのリンパ
芽球様細胞の増殖に及ぼす影響
○中島 圭佑1, 谷川 尚1, 岡 沙織1, 山下 純1, 渡邊 真
知子1, 杉浦 隆之1 （1帝京大薬）
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28PB-am029 ヒト B リンパ芽球系細胞株 IM-9 の抗体分泌に及ぼ
すリゾホスファチジルイノシトールの影響
○谷川 尚1, 岡 沙織1, 中島 圭佑1, 山下 純1, 杉浦 隆之1

（1帝京大薬）

28PB-am030 ヒト腸上皮細胞による IL-8 分泌に対する LPA の二
面的作用
○西原 舞1, 日高 麻由美1, 徳村 彰1 （1安田女大薬・衛
生薬学）

28PB-am031 プロスタグランジン F2α による筋分化制御機構の
解析
○佐野 春佳1, 角出 啓輔1, 天野 富美夫1, 藤森 功1 （1大
阪薬大）

28PB-am032S 膜結合型プロスタグランジン E 合成酵素の皮膚発が
んへの関与の解析
○会田 衣利1, 佐々木 由香1, 蛭田 凌平1, 原 俊太郎1

（1昭和大薬・衛生薬学）

28PB-am033 3T3-L1 脂肪細胞の脂肪蓄積におけるミトコンドリア
機能
○本多 礼於1, 村岡 早苗1, 桜井 光一1 （1北海道薬大）

28PB-am034 ラット小腸の stearoyl-CoA desaturase に対するクロ
フィブリン酸の効果
○山崎 研1, 川畑 公平1, 川嶋 洋一1, 工藤 なをみ1 （1城
西大薬）

28PB-am035 細胞内 I 型 PAF-アセチルヒドロラーゼはジルチアゼ
ムの脱アセチル化活性を示す
○原田 史子1, 中村 康宏1, 五島 拓哉1, 小山 成子1, 大
石 愛莉1, 奥村 温奈1, 高橋 秀依1, 夏苅 英昭1, 谷川
和也1, 唐澤 健1 （1帝京大薬）

28PB-am036 ケトン体代謝酵素のリソソーム酵素 (legumain) によ
る分解
○長谷川 晋也1, 福井 哲也2, 山﨑 正博1 （1星薬大, 2立
命館大薬）

28PB-am037 ラット肝脂質代謝に対するペルフルオロオクタンス
ルホン酸の影響
大塚 力也1, 猪俣 美帆1, 川畑 公平1, 山崎 研1, 川嶋
洋一1, ○工藤 なをみ1 （1城西大薬）

28PB-am038 ラット肝脂肪酸代謝酵素のクロフィブリン酸による
誘導は摂取脂肪酸により修飾される
○山田 まい1, 川畑 公平1, 山崎 研1, 川嶋 洋一1, 工藤
なをみ1 （1城西大薬）

28PB-am039 ラット肝の脂肪酸分解に対するペルフルオロオクタ
ン酸の影響
○川畑 公平1, 川嶋 洋一1, 工藤 なをみ1 （1城西大薬）

アミノ酸・タンパク質・核酸

28PB-am040S 抗 D-グルタミン酸モノクローナル抗体の作製とその
特徴付け
○常浦 祐未1, 松浦 ゆりの1, 米永 弥生1, 坂元 政一1,
麻生 真理子1, 黒瀬 等1, 田中 宏幸1, 森元 聡1 （1九大院
薬）

28PB-am041 ユーグレナにおけるチアミン・チアゾール部の生合
成経路
○牛ノ濱 昂輝1, 越知石 祐1, 林 麻利亜2, 山田 和子2,
田鶴谷 恵子1 （1第一薬大, 2武庫川女大薬）

28PB-am042 ラットにおける急性期蛋白の血清濃度半減期
○栗林 尚志1, 清田 哲郎1, 百溪 英一2, 山﨑 俊介3, 山
本 静雄1 （1麻布大, 2東都医療大, 3鎌倉女大）

28PB-am043 ヒトアポ A-I 結合タンパク質 AIBP の大腸菌発現系
の構築と細胞内局在
○杉原 涼1, 長尾 耕治郎2, 奥平 桂一郎1,3, 斎藤 博幸1,3

（1徳島大薬, 2京大院工, 3徳島大院HBS）
28PB-am044S TNFR2 の in vivo 機能解明に適うマウス TNFR2 指向

性アゴニストの創製
○安藤 大介1,2, 鎌田 春彦1,3, 井上 雅己1, 長野 一也1,
向 洋平1, 堤 康央1,2,3, 角田 慎一1,2,3 （1医薬基盤研, 2阪
大院薬, 3阪大MEIセ）

28PB-am045 末梢血中におけるセロトニントランスポーターのユ
ビキチン化による代謝調節と気質・性格との関連
○毛利 彰宏1,4, 横山 美里1, 木村 真理1, 椿井 朋1, 肥田
裕丈1, 木村 宏之2, 徳倉 達也2, 吉見 陽2, 河野 直子2, 國
本 正子2, 尾崎 紀夫2, 鍋島 俊隆3,4, 野田 幸裕1,4 （1名城
大薬病態解析学I, 2名古屋大院医精神医学, 3名城大薬
地域医療薬局学, 4特定非営利活動法人医薬品適正使
用推進機構）

28PB-am046 高分解能 LC-MS/MS を用いる RNA 結合蛋白質
hnRNPA1 の同定
○寳田 徹1, 内池 光希1, 吉野 健一2, 竹内 敦子1 （1神戸
薬大, 2神戸大）

28PB-am047 細胞膜タンパク質 CRIM1 の細胞内ドメイン結合因
子の探索と機能解析
○小笠原 信敬1,2, 杉山 晶規3, 菊池 彩菜3, 田沼 孝仁3,
秋浜 沙織3, 寺澤 徹3, 千葉 まなみ3, 島 礼奈3, 北田
正美3, 柏崎 郁美3, 石田 舞3, 工藤 有未3, 川崎 靖3, 米澤
正3, 宮城 洋平4, 高橋 悟5, 名取 泰博3 （1岩手医大薬院・
衛生化学, 2岩手県立中部病院薬, 3岩手医大薬・衛生
化学, 4神奈川がんセ・臨床研・がん分子病態, 5武庫川
女大薬・免疫生物）

28PB-am048 ツシママムシ毒由来の血管透過性亢進因子のヘパリ
ン結合について
○中村 仁美1, 村上 達夫2, 大栗 誉敏1, 今村 隆寿3, 鳥
羽 通久4, 千々岩 崇仁2, 大野 素徳2, 上田 直子1 （1崇城
大薬, 2崇城大生物生命, 3熊本大医, 4蛇研）

28PB-am049 ラット膵臓 β 細胞株 INS-1 に存在するアクアポリン
8 の局在と機能
○山下 奈穂1, 平塚 実紗1, 伊香賀 玲奈1, 田中 光2, 田
中 直子1 （1大妻女大食物, 2東邦大薬）

28PB-am050 ミトコンドリア局在型 Aquaporin-8 の AMPK を介し
た調節
○伊香賀 玲奈1,2, 小川 温子1, 田中 直子2 （1お茶大・
院・人間文化創成科学, 2大妻大・食物）

28PB-am051 ラット膵臓 β 細胞株 INS-1 に存在するアクアポリン
8 がグルコース刺激後の細胞内 Ca2+濃度変化に与え
る影響
○柴田 みゆき1, 長山 恵理子1, 田中 直子1 （1大妻女大
食物）

28PB-am052 プロテオミクスの条件最適化(1)：酵素消化の最適化
○桑原 未来1, 春日 紀恵2, 眞野 成康2,3 （1東北大薬, 2東
北大病院薬, 3東北大院薬）

28PB-am053 オミックス手法を用いるポドウィルスファージ
vB_EcoP_SU10 の系統発生解析
Mohammadali KHAN MIRZAEI1, Harald ERIKSSON1,
○春日 紀恵2,3,4, Elisabeth HAGGARD-LJUNGQUIST1,
Anders S NILSSON1 （1ストックホルム大, 2SciLife Lab,
3カロリンスカ研究所, 4東北大病院薬）

28PB-am054 修飾型オリゴ核酸による自然免疫活性化の評価法に
関する研究
○萩原 衆子1, 山本 誠司1,2, 吉田 徳幸3,4, 佐々木 澄美3,
飯村 信5, 小泉 誠5, 内藤 幹彦3, 佐藤 陽治3,4, 植村 英
俊1, 井上 貴雄3,4 （1扶桑薬品工業, 2富山大院薬, 3国立
衛研, 4阪大院薬, 5第一三共）

28PB-am055 アンチセンス医薬品のオフターゲット効果の安全性
評価に関する研究
○吉田 徳幸1,2, 内藤 雄樹3, 佐々木 澄美1, 内田 恵理
子1, 小比賀 聡2, 内藤 幹彦1, 佐藤 陽治1,2, 井上 貴雄1,2

（1国立衛研, 2阪大院薬, 3ライフサイエンス統合データ
ベースセ）

28PB-am056 核酸医薬品の細胞内取り込み機構に関する解析
○佐々木 澄美1, 吉田 徳幸1,2, 内田 恵理子1, 内藤 幹
彦1, 佐藤 陽治1,2, 井上 貴雄1,2 （1国立医薬品食品衛生
研, 2阪大院薬）

28PB-am057 紫外線の RNA への影響：ウリジン光水和物の研究
和田 一幸1, ○根岸 和雄1 （1日本薬大）
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28PB-am058 高機能 FGF と硫酸化多糖を用いた iPS 細胞の無血清
培養
倉持（小見） 明子1, 鈴木 理1,2, 田野 裕美3, ○浅田 眞
弘1, 織田 裕子1, 上原 ゆり子1,5, 佐藤 和聡3, 今村 亨1,4,
伊藤 丈洋3 （1産総研・バイオメディカル, 2産総研・幹細
胞工学, 3細胞科学研究所, 4東京工大・応用生物, 5牛越
生理学研究所）

28PB-am059 α モルモットデフェンシン改変ペプチドのシステイ
ン残基の役割
富岡 聖弥1, 児山 麻佑1, ○蓬田 伸1, 藤村 務2, 菅野
秀一1, 冨澤 亜也子1, 石川 正明1 （1東北薬大薬物治療
学, 2順天堂大・院・医・研究基盤センター）

28PB-am060 蛍光共鳴エネルギー転移を用いた UGT1A1 遺伝子多
型解析法の開発
○土田 史郎1, 氷見 矩彬1, 浜上 尚也1, 青木 隆1 （1北医
療大薬）

28PB-am061 血清中イサチン濃度によるパーキンソン病と脳血管
性パーキンソン症候群の鑑別
○浜上 尚也1, 緒方 昭彦2, 古舘 美甫1, 茅野 杏那1, 土
田 史郎1, 飯塚 健治1, 平藤 雅彦1, 青木 隆1 （1北医療大
薬, 2北海道脳神経外科記念病院 神経内科）

28PB-am062 米由来ペプチドの抗酸化作用と細胞傷害抑制効果
○坪井 誠二1, 守谷 智恵1, 川上 賀代子1, 井上 良計2,
藤田 明子2, 川上 晃司2, 畑中 唯史3 （1就実大薬, 2サタ
ケ, 3岡山生物研）

28PB-am063 米ぬか由来ペプチドの抗酸化作用機序の解析
○守谷 智恵1, 川上 賀代子1, 井上 良計2, 藤田 明子2,
川上 晃司2, 畑中 唯史3, 坪井 誠二1 （1就実大薬, 2サタ
ケ, 3岡山生物研）

28PB-am064 角化細胞における POMC の産生分泌とメラニン産生
細胞の関与
○山本 博之1,2, 依田 亜理沙2, 井口 和明2, 田中 清隆3,
アルナシリ イダマルゴダ3, 海野 けい子2, 武田 厚司2

（1日本薬大, 2静岡県大薬, 3一丸ファルコス）

28PB-am065 塩化コバルト誘導低酸素刺激における肺小細胞がん
のガラニン発現とガラニンに対する応答性の変化
○橋本 有佳1, 山本 博之2, 岡田 莉奈1, 井口 和明1, 星
野 稔1, 武田 厚司1 （1静岡県大薬, 2日本薬大）

28PB-am066 ヒドロキシクエン酸誘導体 HCAP®の開発およびその
生理機能
○新林 良太1, 井口 里紗1, 佐伯 夕子1 （1昭和電工）

28PB-am067 甲状腺ホルモンにおける脂肪滴蓄積促進の調節機構
の解明
○松村 美紀1, 岸保 友里奈1, 天野 富美夫1, 藤森 功1

（1大阪薬大）

28PB-am068 ヘビ毒液中に含まれる α2-アドレナリン受容体結合
物質
○本屋敷 敏雄1, Anthony T. TU2 （1福山大薬, 2コロラ
ド州立大生化）

28PB-am069 新規フラボン誘導体のマトリックスメタロプロテ
アーゼ阻害活性に関する構造活性相関
○宮田 佳樹1, 忍足 鉄太1, 奥山 祐司1, 嶋田 新1, 高橋
秀依1, 夏苅 英昭1, 小佐野 博史1 （1帝京大薬）

28PB-am070 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 のレプチン抵抗性に対
する影響
○松崎 周1, 細井 徹2, 宮原 強2, 清水 薫2, 長谷川 由貴1,
小澤 光一郎2 （1広島大薬, 2広島大院医歯薬）

28PB-am071 不飽和ヒアルロン酸二糖の化粧品素材への応用
○中村 行雄1, 谷澤 由依子2, 羽田 容介2, 森瀬 貴子1,
阿川 由希夫1, 澤木 茂豊2, 栗山 健一1 （1小林製薬 スキ
ンケア開発G, 2テクノーブル）

28PB-am072 バイカレインによる脂肪細胞における脂肪蓄積抑制
機構の解析
○中尾 友香梨1, 吉原 秀人1, 天野 富美夫1, 藤森 功1

（1大阪薬大）

28PB-am073 ヒト唾液由来エキソソームの消化酵素に対する安定
性の検討
○小川 裕子1, 秋元 義弘2, 粂田 奈宝子1, 谷口 由真1,
米川 綾1, 小倉 葵1, 矢ノ下 良平1 （1帝京平成大薬, 2杏
林大医）

28PB-am074 Pseudoxanthomonas mexicana WO24 由来ジペプチジ
ルアミノペプチダーゼの構造解析
○阪本 泰光1, 鈴木 義之3, 飯塚 一平1, 館岡 千佳1, 六
本木 沙織1, 藤本 真友1, 伊中 浩治6, 田中 広明5, 太田
和敬4, 岡田 宏文3, 野中 孝昌1, 森川 康3, 中村 和郎2, 小
笠原 渉3, 田中 信忠2 （1岩手医大薬, 2昭和大薬, 3長岡
技大生物, 4宇宙開発機構, 5コンフォーカルサイエン
ス, 6丸和栄養）

28PB-am075 新規キノリジジン化合物によるトポイソメラーゼⅠ
阻害作用の検討
○細野 哲司1, 中谷 修1, 大場 正志1, 山崎 和応1, 大川
原 正2, 大塚 邦子1, 鈴木 啓太郎1 （1横浜薬大, 2熊本保
健科学大）

28PB-am076 蛇毒由来メタロプロテイナーゼ（SVMPs）の培養細
胞に対する作用
○小森 由美子1, 奥村 紀貴1, 西川 裕美1, 水谷 彩伽1,
二改 俊章1 （1名城大薬）

28PB-am077 システイン残基改変体を用いたヤマブシタケ由来
RNase He1 の安定性の検討
○小林 弘子1, 元吉 尚美1, 板垣 正1, 鈴木 守2, 井口
法男1 （1日本大薬, 2阪大蛋白研）

28PB-am078 ハナビラタケ（Sparassis crispa）由来 RNase の探索
○元吉 尚美1, 小林 弘子1, 板垣 正1, 井口 法男1 （1日本
大薬）

28PB-am079 タンパク質架橋化酵素のメダカにおける類似遺伝子
群の解析
○古川 エリ1, 菊田 紋華1, 小河 亮太1, 高田 佑紀1, 橋
本 寿史2, 辰川 英樹1, 人見 清隆1 （1名大院創薬, 2名大
生物機能開発利用研セ）

28PB-am080 インスリンシグナル増強作用を示す新規化合物
CPDA の SHIP2 阻害能評価
○梅田 知伸1, 山田 彩華1, 田中 信忠1, 小澤 新一郎2,
広野 修一2, 笹岡 利安3, 豊岡 尚樹4, 合田 浩明1 （1昭和
大薬, 2北里大薬, 3富山大院医薬, 4富山大院理工）

28PB-am081 ホルボールエステルによるアルド-ケト還元酵素
AKR1B10 遺伝子の発現抑制は ERK/c-Jun 経路を介
する
○西中 徹1, 三浦 健1,2, 清水 かほり1, 寺田 知行1 （1大
阪大谷大薬, 2武庫川女大薬）

28PB-am082 ラット精嚢の成熟とリボヌクレアーゼの関係
田村 明日佳1, 曽川 一幸1, ○三田 明弘1 （1麻布大生
命・環境）

28PB-am083 好熱性古細菌 Sulfolobus tokodaii 由来 DNA メチル基
転移酵素の結晶化
○大平 愼1, 鈴木 薫1, 飯塚 康人1,2, 高橋 洋介1, 菊池
槙子1, 角田 大1 （1いわき明星大薬, 2福島労災病院薬）

28PB-am084 マウスにおけるⅠ型 PAF-AH によるアスピリン分解
○中村 康宏1, 原田 史子1, 谷川 和也1, 齋藤 百枝美1,
丸山 桂司1, 唐澤 健1 （1帝京大薬）

28PB-am085 アルツハイマー病患者脳における ApoE 分解酵素の
検索
○末永 みどり1, 古田 晶子2, 松永 洋一1 （1徳島文理大
薬, 2順天堂大医）

酸化還元・物質輸送

28PB-am086 ヒト赤血球中還元型および酸化型 Peroxiredoxin 2 の
同時分析法の開発
○瀧川 まりあ1, 船木 裕介1, 小池 伸1, 鈴木 俊宏1, 小
笠原 裕樹1 （1明治薬大・分析化学）

28PB-am087 Xanthohumol による ROS 生成に対する AhR の関与
○中浜 隆之1, 菅野 裕一朗1, 桑原 健太1, 時澤 慶一1,
大木 紗也香1, 本島 由華1, 井上 義雄1 （1東邦大薬）
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28PB-am088 Cysteine は過酸化脂質により惹起されるざ瘡の増悪
を抑制する
○森 亮太1, 岡野 由利1, 水谷 多恵子1, 正木 仁1 （1東京
工大）

28PB-am089 SH-SY5Y 細胞と C6 細胞でのインスリンおよび IGF-
I のグルタチオン生合成系への効果
○高橋 周平1, 倉内 祐樹2,3, 久恒 昭哲2,3, 関 貴弘1, 香
月 博志1 （1熊本大院薬, 2熊本大院先導機構, 3熊本大
リーディング大学院HIGOプログラム）

28PB-am090 3T3-L1 脂肪細胞の分化に伴う抗酸化能の変化におけ
る GSH とカタラーゼの関与
○新田 侑生1, 村岡 早苗1, 桜井 光一1 （1北海道薬大）

28PB-am091 DSS 誘発大腸炎マウスにおける CD14-TLR4-NF-kB
シグナル活性化への NO の関与
トン シン1, ○安川 圭司1,2, 山田 健一1,3 （1九大院薬,
2九大レドナビ研, 3JSTさきがけ）

28PB-am092 分泌顆粒に局在する Ca チャネル Orai-2 によるマス
ト細胞の機能制御
○望月 雄司1, 池谷 実穂1, 山之上 潔1, 小西 尋文1, 田
所 哲2, 田中 正彦1, 鈴木 亮1, 平嶋 尚英1 （1名市大院薬,
2帝京大薬）

28PB-am093 ヒト間葉系幹細胞(hMSC)の脂肪細胞分化におけるオ
ランザピンの作用
○二村 哲未1, 山口 智広1, 相内 敏弘1, 笹部 直子1, 小
浜 孝士1, 加藤 里奈1, 板部 洋之1 （1昭和大薬）

28PB-am094 コレステロールトランスポーター Abcg5/Abcg8 の肝
毛細胆管膜局在化機構の解析
○山崎 泰広1, 周藤 有紗1, 村田 柚季1, 山口 賢彦1, 五
十里 彰2, 菅谷 純子1 （1静岡県大・薬・生体情報分子解
析学, 2岐阜薬大・生化学）

28PB-am095 Niemann-Pick 病 Type C の病態モデル、Npc1 欠損細
胞における 6-O-α-maltosyl-β cyclodextrin の取込みと
エンドサイトーシス経路の解析
○岡田 安代1,2, 上田 恵梨香2, 古本 奈津子2, 西川 淳
一1,2, 徳丸 博子3, 近藤 悠希3, 石塚 洋一3, 入江 徹美3,
東 大志3, 本山 敬一3, 有馬 英俊3, 松尾 宗明4, 檜垣
克美5, 大野 耕策6, 市川 厚1,2 （1武庫川女大バイオサイ
エンス研究所, 2武庫川女大薬, 3熊本大院薬, 4佐賀大
医 小児科, 5鳥取大 生命機能研究所, 6鳥取大医 脳神
経小児科）

28PB-am096 Chediak-Higashi 症候群原因タンパク質 LYST のマス
ト細胞における機能解析
○猪飼 千晴1, 田所 哲1, 平嶋 尚英1 （1名市大院薬）

28PB-am097S 亜鉛トランスポータ Zrt/lrt-like protein 8 (ZIP8) の亜
鉛輸送特性の解明
○小池 晃広1, 曹 若晶1, 小川 未佳代1, 三宅 沙央莉1,
西田 健太朗1, 長澤 一樹1 （1京都薬大 衛生化学）

28PB-am098 コレステロールトランスポーター NPC1L1 の変異体
を用いた機能解析
○楢原 広恵1, 松本 直也1, 上敷領 淳1, 杉原 成美1 （1福
山大薬）

28PB-am099 ezrin は胆管細胞における膜輸送体の局在制御を担う
○波多野 亮1, 秋山 香織1, 田村 淳2, 細木 誠之3, 丸中
良典3, Michael CAPLAN5, 上野 義之4, 浅野 真司1 （1立
命大薬, 2阪大院医, 3京府医大, 4山形大医, 5イェール大
医）

28PB-am100 バーキットリンパ腫 Ramos 細胞における Gb3 近傍分
子の探索および局在解析
○安達 裕子1, 菅原 栄紀1, 任 彰壎1, 髙栁 円1, 立田
岳生1, 細野 雅祐1 （1東北薬大）

28PB-am101 デカリニウムはミトコンドリアに透過性遷移を誘起
する
○島 佐和子1,2, 山本 武範1,2, 榎本 麻里子1,2, 山下 菊
治3, 寺田 弘4, 篠原 康雄1,2, 滝口 祥令2 （1徳島大疾患プ
ロテオゲノム研セ, 2徳島大院薬, 3徳島大歯, 4新潟薬
大）

28PB-am102 マラリア原虫クロロキン耐性トランスポーター
(pfCRT)の速度論的解析
○樹下 成信1, 表 弘志2, 森山 芳則2 （1岡山大・自然生
命セ, 2岡山大・医歯薬・生体膜生化）

28PB-am103 ペルオキシソーム膜 ABC タンパク質 ABCD1 の基質
輸送メカニズムの解明
○川口 甲介1, Agustina RINA1, 木村 このみ1, 渡辺
志朗2, 山田 純司3, 守田 雅志1, 今中 常雄1 （1富山大院
薬, 2富山大和漢, 3東京薬大薬）

複製・遺伝子発現制御

28PB-am104S Cdt1 の新生鎖伸長抑制作用に関与する機能領域の
検討
○中崎 祐太1, 牛田 磨理2, 津山 崇2, 関 政幸2,3, 榎本
武美2,4, 多田 周右1,2,5 （1帝京平成大院薬, 2東北大院薬,
3東北薬大薬, 4武蔵野大薬, 5東邦大薬）

28PB-am105 線虫の生殖細胞形成に関与する RNA 干渉タンパク
質の調製と機能解析
○浴 俊彦1, 洲崎 和真1, 渡部 周二1, 杉野 美里1, 広瀬
侑1,2 （1豊橋技科大 環境・生命工学系, 2豊橋技科大 エ
レクトロニクス先端融合研）

28PB-am106 WRNIP1 の C 末領域が Polη 破壊株の UV 感受性の
制御に関与する
○吉村 明1, 榊原 達也1, 多田 周右2, 関 政幸3, 榎本
武美1 （1武蔵野大薬, 2東邦大薬, 3東北薬大）

28PB-am107 デュアルリガンドによる核内受容体 CAR・PXR の
クロストーク
○菅野 裕一朗1, 井上 義雄1 （1東邦大薬）

28PB-am108 新規 CAR 結合タンパク質による CAR 機能調節機構
○呉 由貴1, 白石 光1, 徳元 千香子1, 菅野 裕一朗1, 井
上 義雄1 （1東邦大薬）

28PB-am109 Steroid receptor coactivator による選択的 CAR 標的遺
伝子発現調節機構
○徳元 千香子1, 稲葉 美季1, 呉 由貴1, 白石 光1, 菅野
裕一朗1, 井上 義雄1 （1東邦大薬）

28PB-am110 HER2 過剰発現による AhR を介した乳がん幹細胞調
節機構
○山下 直哉1, 趙 帥1, 菅野 裕一朗1, 井上 義雄1 （1東邦
大薬）

28PB-am111 乳腺細胞における AhRR による EGFR のシグナル調
節機構
○松並 佑香1, 上原 萌1, 菅野 裕一朗1, 井上 義雄1 （1東
邦大薬）

28PB-am112 HER2 過剰発現下における AhR シグナルに対する
ERα の影響
○大貫 利乃1, 吉種 尚之1, 菅野 裕一朗1, 井上 義雄1

（1東邦大薬）

28PB-am113 乳がん細胞における選択的アンドロゲン受容体調節
薬 YK11 による遺伝子発現調節機構
○横田 里香1, 山田 幸奈1, 菅野 裕一朗1, 日下部 太一1,
加藤 恵介1, 井上 義雄1 （1東邦大薬）

28PB-am114 YK11 による Follistatin 誘導機構の解明
○谷津 智史1, 菅野 裕一朗1, 日下部 太一1, 加藤 恵介1,
長濱 辰文1, 井上 義雄1 （1東邦大薬）

28PB-am115 KATOⅢ細胞の CD44 の正常化を目指した ENA オリ
ゴ核酸によるバリアントエクソンのスキッピング
誘導
○松田 誠司1,2, 黒目 徹1, 松尾 雅文2 （1神戸天然物化
学, 2神戸学院大）

28PB-am116 マウス視覚伝達チャネル TRPM1 の発現制御解析
○小原 文太1, 安田 優耶1, 稲葉 るり2, 阪岡 倫行2, 小
池 千恵子1,2 （1立命館大院生命, 2立命館大薬）

28PB-am117S 急性骨髄性白血病原因遺伝子 AF9 による Hsp70 の
転写活性化
○岡本 育志郎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）

28PB-am118 STAT1 遺伝子の転写制御機序の解析
○湯浅 勝敏1, 土方 貴雄1 （1武蔵野大薬）

28PB-am119 核内受容体 RORα による CLDND1 の発現調節機構
の解析
○志摩 亜季保1, 水谷 友莉香1, 松岡 浩史1, 道原 明宏1

（1福山大薬）
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28PB-am120 基本転写因子 TFIIEα winged helix 領域の機能解析
○田中 亜紀1, 小林 聡子1, 大熊 芳明1 （1富山大院薬）

28PB-am121 TNF-α による BMP アンタゴニストの発現
○水落 茂樹1, 多田 隼起1, 丸岡 沙織1, 泉 雄介1, 金木
弘之1, 井手 速雄1, 山本 千夏1 （1東邦大薬）

28PB-am122 大腸菌由来の無細胞蛋白質合成系におけるリボソー
ムレスキュー因子発現の影響
○新垣 知輝1, 二村 典行1 （1城西国際大薬）

28PB-am123 マウス網膜での quaking 発現解析
○小林 研介1, 小池 千恵子1,2 （1立命館大生命科学研
究科, 2立命大薬）

28PB-am124 TPST によるチロシン硫酸化に最適な基質ペプチド
配列の探索
○頓所 さやか1, 海沼 将1, 加賀崎 佳央里1, 関川 由美1,
北川 幸己1, 浅田 真一1 （1新潟薬大薬）

28PB-am125 TDM 残血を利用した血漿中ポリユビキチン鎖の
ELISA 法による検出系の確立
○山中 崇裕1, 渡部 匡史1, 賀川 裕貴1, 柳本 洋美2, 寺
松 剛2, 寺島 朝子2, 小口 敏夫2, 藤室 雅弘1 （1細胞生物
京都薬大, 2山梨大病院薬）

28PB-am126 終止コドンのリードスルー変異によるユビキチン-プ
ロテアソーム系を介した蛋白質の不安定化
○柴田 識人1, 大岡 伸通1, 櫻庭 喜行2, 権藤 洋一2, 内
藤 幹彦1 （1国衛研, 2理研）

28PB-am127 タンパク質架橋化反応を捉える新規 FRET プローブ
の開発
大庭 将太1, ○劉 紅紅1, 辰川 英樹1, 人見 清隆1 （1名大
院創薬）

28PB-am128 Loop-mediated isothermal amplification 法による多検
体検出
○長嶺 憲太郎1, 葛原 陽子2, 納富 継宣2, 瀧野 純一1,
堀 隆光1, 神田 秀俊2 （1広島国際大薬, 2栄研化学）

28PB-am129 Lactobacillus plantarum D2905 株のゲノム解析
○辻 春香1, 佐藤 朝光1, 平松 征洋2, 前田 稔3, 入江
圭一1, 見明 史雄1, 鹿志毛 信広1 （1福岡大薬, 2感染研,
3九州メディカル）

28PB-am130 ローヤルゼリー成分によるエピジェネティクス制御
機構が EC-SOD 発現に与える影響
○小笠原 理恵1, 牧野 純也1, 神谷 哲朗1, 原 宏和1, 足
立 哲夫1 （1岐阜薬大・臨床薬剤学）

28PB-am131 がん増悪因子 YB-1 の核輸送タンパク質の探索
○大橋 祥世1, 田中 融1, 小林 俊亮1 （1日本大薬）

内分泌・代謝系

28PB-am132S 卵巣摘出マウスモデルにおけるインスリン機能の
変化
○飯出 美奈1, 三反崎 聖1, 伊藤 政明1, 井田 成起1, 須
藤 美和子2, 加藤 菜穂2, 平岩 幸一2, 阿部 すみ子1 （1高
崎健康福祉大薬, 2福島医大医）

28PB-am133 雄性ブタの血中テストステロン量を支配する精巣テ
ストステロン産生関連遺伝子の探究
○小島 美咲1, 出川 雅邦2 （1農業生物資源研, 2静岡県
大薬）

28PB-am134 高脂肪食誘導肥満マウス骨格筋での脂質代謝に対す
る genistein の作用について
○多河 典子1, 大森 愛由美1, 川崎 祐子1, 川端 歩実1,
藤波 綾1, 小林 吉晴1, 加藤 郁夫1 （1神戸薬大）

28PB-am135 ラットの着床周辺期子宮におけるカルレチキュリン
の発現と脱落膜化における役割
○吉江 幹浩1, 草間 和哉1, 田村 和広1, 寶田 力1, 山崎
梨沙香1, 桑原 直子1, 立川 英一1 （1東京薬大薬）

28PB-am136 ヒト子宮内膜間質細胞における EPAC シグナルによ
る C/EBPβ を介したプロラクチンの発現上昇
○田村 和広1, 吉江 幹浩1, 草間 和哉2, 今川 和彦2, 桑
原 直子1, 立川 英一1 （1東京薬大薬, 2東大院農）

28PB-am137 ヒト HSD11B1L の脳内および組織特異的発現とその
他の HSD11B アイソザイム発現との比較
○大野 修司1, 奥山 陽可1, 川島 博人1, 工藤 早苗1, 山
内 理恵1, 久保 元1, 浅井 和範1 （1星薬大）

28PB-am138 グルココルチコイドによる運動神経疾患ニューロラ
チリズムモデルラット障害発症の促進
○草間-江口 國子1, 川口 貴美乃1, 鈴木 彩乃1, 山田
真一1, 田 紗永子1 （1日本大薬）

炎症・免疫系

28PB-am139S SART ストレス誘発肺胞マクロファージ貪食能低下
に対する β2 受容体刺激薬サルブタモールの改善効果
とそのシグナル伝達経路について
○植芝 慧子1, 大友 栞1, 杉原 小雪1, 山村 愛美1, 船上
仁範1, 和田 哲幸1, 市田 成志1 （1近畿大薬）

28PB-am140S Glucose-6-phosphate isomerase peptide (GPI325-339) 誘
導性関節炎に対する fingolimod（FTY720）と病因抗
原併用療法の有用性とそのメカニズム
○松島 由季1, 大谷 文哉1, 宮脇 舞1, 吉田 侑矢1, 三上
統久2, 高辻 未来2, 坂野 理絵1, 辻 琢己1, 藤多 哲朗3, 辻
川 和丈2, 河野 武幸1 （1摂南大薬, 2阪大院薬, 3京大名
誉）

28PB-am141S α7 ニコチン性アセチルコリン受容体作動薬
A-582941 を用いた T 細胞系 CCRF-CEM の細胞内
Ca2+濃度上昇機構と生理的役割の探索
○野戸 久美子1, 隅谷 美佳1, 淘江 由佳子1, 間下 雅士1,
川島 紘一郎2, 藤井 健志1 （1同志社女大薬, 2北里大薬）

28PB-am142S ω-3 脂肪酸による抗炎症作用の検討
○長能 明日美1, 小谷 仁司1, 渡辺 恵史1 （1武蔵野大
薬）

28PB-am143S ミクログリア細胞株 BV-2 における LPS 誘導性
CXCL2 発現に対するレチノイド化合物 Am80 の抑制
作用
○高岡 侑一郎1, 倉内 祐樹2,3, 久恒 昭哲2,3, 関 貴弘1,
香月 博志1 （1熊本大院薬, 2熊本大院先導機構, 3熊本
大リーディング大学院HIGOプログラム）

28PB-am144 ミクログリアの活性状態に依存した血液脳関門のバ
リア機能への影響
○最上（重本） 由香里1, 干川 和枝1, 関野 祐子1, 佐藤
薫1 （1国衛研・薬理）

28PB-am145 Concanavalin A 誘発性 sickness behavior に対する肝
臓水解物の改善効果
○中川西 修1, 山田 耕太郎2, 佐藤 慎1, 宮 昂平1, 小潟
佳輝1, 根本 亙1, 櫻井 英知2, 丹野 孝一1 （1東北薬大薬
理, 2ゼリア新薬工業）

28PB-am146 1 型糖尿病モデルマウスの神経障害性疼痛に対する
脊髄アンジオテンシン系の関与
○根本 亙1, 小潟 佳輝1, 中川西 修1, 八百板 富紀枝1,
只野 武2, 丹野 孝一1 （1東北薬大, 2金沢大）

28PB-am147 隔離飼育マウスを用いたアレルギー性鼻炎モデルに
おける症状進行の遅延について
佐伯 綾希子1, 鈴木 真奈美1, 曽我部 咲1, 白神 俊幸1,
杉本 幸雄2, ○林 泰資1 （1ノートルダム清心女大・食品
栄養, 2岡山大院医歯薬）

28PB-am148 口腔アレルギー症候群における新たな in vitro 試験法
の検討
○秋山 晴代1, 河又 小夏2, 政岡 智佳1, 中村 亮介3, 福
冨 友馬4, 甲斐 茂美1, 松藤 寛2, 宮澤 眞紀1 （1神奈川衛
研, 2日大生物資源, 3国立衛研, 4相模原病院）

28PB-am149 関節リウマチ滑膜細胞の細胞外 pH の酸性化による
COX-2 発現誘導機構の解析
○扶川 晴香1, 宮武 未来1, 春木 結衣1, 田中 信行2, 岡
島 史和3, 田元 浩一4, 野地 裕美1 （1徳島文理大香川薬,
2元町整形外科病院, 3群馬大生調研, 4青森大薬）

28PB-am150 T 細胞系 CCRF-CEM における α7 ニコチン性アセチ
ルコリン受容体作動薬 4BP-TQS の細胞内機能に及
ぼす影響
○隅谷 美佳1, 野戸 久美子1, 淘江 由佳子1, 間下 雅士1,
間賀田 泰寛2, 川島 紘一郎3, 藤井 健志1 （1同志社女大
薬, 2浜松医大医, 3北里大薬）
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28PB-am151 クロドロン酸内包リポソームがマウス生体内に与え
る影響
○峯松 秀希1, 天野 千絵1, 平松 由衣1, 服部 正泰1, 北
川 寛之1, 大谷 敬亨1, 安達 昌城1 （1片山化学工業）

28PB-am152 α7 ニコチン性アセチルコリン受容体作動薬が T 細胞
分化へ及ぼす影響
○高橋 麻衣子1, 田中 菜穂子1, 梅田 瞳1, 間下 雅士1,
川島 紘一郎2, 藤井 健志1 （1同志社女大薬, 2北里大薬）

28PB-am153 ヒト T 細胞系細胞株 CCRF-CEM における細胞内
Ca2+濃度上昇に関与するムスカリン受容体サブタイ
プの解析
○淘江 由佳子1, 野戸 久美子1, 隅谷 美佳1, 間下 雅士1,
川島 紘一郎2, 藤井 健志1 （1同志社女大薬, 2北里大薬）

28PB-am154 アレルギー性皮膚疾患モデルマウスにおけるチシャ
トウの抑制効果
河野 左知1, 澤井 陽1, 寺崎 実希1, 趙 秋娥2, 田代 周子3,
我如古 菜月3, 伊東 秀之3, ○杉本 幸雄1 （1岡山大薬,
2大森ヘルスケア, 3岡山県大保健福祉）

28PB-am155 IJ-337 の T 細胞に対する増殖抑制作用
○金取 里美1, 間下 雅士1, フォン フー ワー2, 川島 紘
一郎3, 藤井 健志1 （1同志社女大薬, 2京都薬大, 3北里大
薬）

循環器系

28PB-am156S 心筋梗塞後不全心での SMP30 含量の変化
○長田 志保1, 丸ノ内 徹郎1, 田野中 浩一1 （1東京薬大
薬）

28PB-am157S ラット心臓での HSPB7 の役割
○矢野 絵美1, 丸ノ内 徹郎1, 田野中 浩一1 （1東京薬大
薬）

28PB-am158S リゾホスファチジルコリンに対する防已およびその
主要成分の細胞膜保護作用
○作元 仁志1, 石橋 楽至1, 前田 翔太1, 星 千裕1, 横田
夢見子1, 榊原 巌1, 原 明義1 （1国際医福大薬）

28PB-am159S ラット摘出灌流心臓における防已の冠血管拡張作用
○横田 夢見子1, 星 千裕1, 前田 翔太1, 石橋 楽至1, 作
元 仁志1, 榊原 巌1, 原 明義1 （1国際医福大薬）

28PB-am160S 自然発症高血圧ラット (SHR) 摘出動脈における心房
性ナトリウム利尿ペプチド、アセチルコリン、ニト
ロプルシドナトリウム誘発弛緩反応の動脈部位差の
検討
○松原 花歩1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 山田 浩介1, 安藤
眞1, 井口 舞香1, 木本 靖子1, 野一色 柚葉1, 比嘉 輝1, 足
立 都将1, 尾田 未来1, 高木 淳也1, 田口 久美子1, 小林
恒雄1 （1星薬大・医薬研・機能形態学）

28PB-am161S Phenylephrine 誘発性収縮における α1D 受容体は温度
感受性に相関性がある
○石田 裕丈1, 齊藤 真也1, 石川 智久1 （1静岡県大薬・
薬理）

28PB-am162S バレニクリンによる α7nAChR を介する動脈硬化巣
形成の増悪作用
○金岡 祐輝1, 古賀 允久1, 大石 かおる1, 杉山 慶太1,
江島 優佳1, 久永 真未1, 山内 淳史1, 片岡 泰文1 （1福岡
大薬 薬学疾患管理学）

28PB-am163 ラット梗塞心への cardiosphere 由来細胞移植の効果
とその作用機序
○丸ノ内 徹郎1, 高木 教夫1, 田野中 浩一1 （1東京薬大
薬）

28PB-am164 メタボリックシンドロームモデル SHRSP.Z-Leprfa/
IzmDmcr ラットの動脈におけるプロテアーゼ活性化
型受容体-2 内因性アゴニスト Trypsin に対する血管
弛緩反応性
○丸山 加菜1, 籠田 智美1, John J. MCGUIRE2, 岩田
紗季1, 和久田 浩一1, 吉川 紀子3, 中村 一基3, 篠塚
和正1 （1武庫川女大薬・薬理2, 2メモリアル大, 3武庫川
女大薬・薬理1）

28PB-am165 糖尿病時における血管弛緩反応減弱と血中マイクロ
パーティクルの影響
○田口 久美子1, 松本 貴之1, 小林 恒雄1 （1星薬大・医
薬研・機能形態学）

28PB-am166 糖尿病性血管機能障害におけるモリンの影響
○登内 絵梨香1, 田口 久美子1, 高橋 実夏1, 飛田 麻里1,
松本 貴之1, 小林 恒雄1 （1星薬大・医薬研・機能形態
学）

28PB-am167 メタボリックシンドロームにおける血管周囲脂肪組
織が血管弛緩反応に与える影響
岩田 紗季1, ○籠田 智美1, 丸山 加菜1, 和久田 浩一1,
吉川 紀子2, 中村 一基2, 篠塚 和正1 （1武庫川女大薬・
薬理2, 2武庫川女大薬・薬理1）

28PB-am168 エルカトニンのラット網膜循環に及ぼす影響
○森 麻美1, 須澤 弘典1, 坂本 謙司1, 中原 努1, 石井
邦雄1 （1北里大薬）

28PB-am169 モノクロタリン肺高血圧ラット肺動脈における炎症
性サイトカインの発現に対するオルメサルタンの抑
制効果
○斉藤 麻希1, 田邉 由幸1, 中山 貢一1 （1岩手医大薬）

28PB-am170 2 型糖尿病モデルラットの摘出大動脈からのヒドロ
キシルラジカル発生作用と NO 遊離作用に対するエ
ンドセリンの影響
○高村 雅夫1, 野澤（石井） 玲子1, 加賀谷 肇1 （1明治薬
大）

28PB-am171 糖尿病患者の CABG 周術期リスクにおけるアンギオ
テンシン II の寄与
○蒲生 修治1, 鳥取部 直子1, 横田 敦子2, 桑原 正知3,
中村 栄作4, 比佐 博彰5, 山本 隆一1 （1九州保福大薬 薬
理1, 2宮崎県立延岡病院 心外, 3くわばらクリニック,
4宮崎市郡医師会病院 心外, 5九州保福大薬 薬理2）

28PB-am172 概日時計による血管内皮細胞機能の制御機構の解明
○小林 拓美1, 及川 茉佑子1, 竹生田 淳1, 茂木 明日香1,
鈴木 登紀子1, 守屋 孝洋1 （1東北大院薬）

28PB-am173 心筋細胞ならびに線維芽細胞を用いた低酸素/再酸素
化障害における Tubastatin A の影響
○青柳 利紀1, 宮城 翠1, 手塚 優1, 三部 篤1 （1岩手医大
薬 薬剤治療学講座）

28PB-am174 2 型糖尿病ラット腸間膜動脈由来平滑筋細胞のフェ
ノタイプ変化とカベオリン-1 発現との関連
○松本 貴之1, Maria Alicia CARRILLO-SEPULVEDA2

（1星薬大・医薬研・機能形態学, 2ジョージアリージェ
ンツ大・生理学）

呼吸器系

28PB-am175 Sirtuin1、histone deacetylase2 及び glucocorticoid
receptor mRNA 発現に対するタバコ煙の抑制作用
○西本 裕樹1,2, 木村 元気1, 上田 敬太郎1, 草間 貞1, 木
澤 靖夫1 （1日本大薬, 2シミックPMS）

28PB-am176 タバコ主流煙及び polyinosinic-polycytidylic acid 誘発
ステロイド治療抵抗性気道炎症に対する PI3K 阻害
薬の効果
○羽田 竜馬1, 加藤 萌1, 飯田 有貴1, 木村 元気1, 上田
敬太郎1, 西本 裕樹1,2, 益子 崇1, 草間 貞1, 木澤 靖夫1

（1日本大薬, 2シミックPMS）

消化器系

28PB-am177S 卵巣摘出マウスにおける薬剤性肝障害増悪に対する
iNOS 阻害薬の効果
○井田 成起1, 三反崎 聖1, 古田島 菜摘1, 松田 沙貴子1,
飯出 美奈1, 須藤 美和子2, 加藤 菜穂2, 平岩 幸一2, 阿
部 すみ子1 （1高崎健康福祉大薬, 2福島医大医）

28PB-am178S メチオニン低減・コリン欠乏高脂肪食誘発 NASH モ
デルマウスにおけるマウス種差間の影響
○藤本 恵里花1, 中本 賀寿夫1, 森本 泰子2, 小畑 友
紀雄1, 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）
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28PB-am179S 5-フルオロウラシルおよびイリノテカンにより誘起
される腸炎の病態の比較
○川村 碧1, 杉浦 聡1, 河原 彩子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）

28PB-am180S Transient Receptor Potential Melastatin 2 チャネルの発
現と ラット大腸炎モデルにおける内臓痛覚過敏への
関与
○那須 円香1, 宇佐美 龍逸1, 松本 健次郎1,2, 天ヶ瀬 紀
久子1, 田嶋 公人2, 堀江 俊治2, 加藤 伸一1 （1京都薬大・
病態薬系・薬物治療, 2城西国際大薬・薬理）

28PB-am181S ビスホスホネート系薬剤により誘起される胃粘膜傷
害性における生体内微量金属とのキレート形成との
関連
○金 沙由理1, 宮脇 愛1, 小田垣 真衣1, 松本 健次郎1,
天ヶ瀬 紀久子1, 安井 裕之2, 加藤 伸一1 （1京都薬大・
病態薬系・薬物治療, 2京都薬大・分析薬系・代謝分析）

28PB-am182 麻酔下ラットにおけるワサビ辛味成分アリルイソチ
オシアネートによる胃粘膜炎症の惹起 ―TRPA1 チャ
ネルの関与―
○渡邉 裕斗1, 田嶋 公人1, 高野 翔太1, 堀江 俊治1 （1城
西国際大薬）

28PB-am183 マウス摘出下部消化管標本におけるワサビ辛味成分
アリルイソチオシアネートの TRPA1 チャネルを介す
る平滑筋収縮作用 ―セロトニン 5-HT3 および 5-HT4
受容体の関与―
○浦羽 哲平1, 田嶋 公人1, 関 裕太1, 石川 恵莉子1, 松
本 健次郎2, 堀江 俊治1 （1城西国際大薬, 2京都薬大）

28PB-am184 70%部分肝切除ラットにおける L-アスコルビン酸及
びその誘導体による肝再生促進作用に関する検討
○茂木 肇1, 木村 光利1, 荻原 政彦1 （1城西大薬）

28PB-am185 Evans Blue 処置による摘出腸管標本への影響；giant
contractions の発生
○菅野 敏生1, 陳 爍 楠1, 藤野 裕道1, 村山 俊彦1 （1千葉
大院薬）

28PB-am186 ラット骨格筋の興奮収縮連関に及ぼすトリヘキシ
フェニジルの影響
○鈴木 重人1, 小野 景義1, 上園 崇1, 木内 茂樹1, 赤石
紘祐1, 阿部 ひとみ1, 飯島 絵莉子1, 川添 衣里子1, 秋澤
佑貴乃1, 畑山 練1, 小川 浩代1, 山本 弓乃1, 栗原 順一1

（1帝京大薬）

28PB-am187S iPS 細胞を用いた高効率な骨格筋細胞への分化誘導
法の確立
○亀山 翼1, 船戸 道徳2, 大内 一輝1, 嶋澤 雅光1, 金子
英雄2, 原 英彰1 （1岐阜薬大 薬効解析学, 2国立病院機
構長良医療センター臨床研究部）

28PB-am188 骨格筋におけるタウリンの mTOR への影響
○本津 美樹1, 篠原 弓佳1, 諏訪 由利香1, 十川 依子1,
伊藤 崇志1 （1兵庫医療大薬）

28PB-am189 タウリン欠乏マウスの骨格筋老化促進に関わる分子
のトランスクリプトーム解析
○山本 直1, 仲島 慎太郎1, 伊藤 崇志1 （1兵庫医療大
薬）

28PB-am190 腎虚血再灌流障害において低酸素誘導因子が制御す
る因子の探索
○木平 孝高1, 岸渕 麗奈1, 山口 邦久2, 石澤 有紀1, 池
田 康将1, 石澤 啓介3, 冨田 修平4, 土屋 浩一郎5, 玉置
俊晃1 （1徳島大院・HBS研・薬理学, 2徳島大院・HBS
研・泌尿器科学, 3徳島大院・HBS研・臨床薬剤学, 4鳥
取大・医・分子薬理学, 5徳島大院・HBS研・医薬品機能
生化学）

骨・関節

28PB-am191S シナロピクリンによる変形性関節症（OA）の原因分
子 HIF2A の抑制と軟骨代謝改善メカニズム
○桝谷 晃明1,2, 伊藤 賢一1, 丹羽 雅之2 （1一丸ファルコ
ス, 2岐阜大院 連合創薬医療情報）

28PB-am192S 高グルコース条件下で培養した神経内分泌様分化ヒ
ト前立腺癌 LNCaP 細胞における Cav3.2 T 型カルシ
ウムチャネルの糖鎖修飾による機能増強と分泌機能
亢進
○浅野 絵莉茄1, 深海 和樹1, 関口 富美子1, 泰川 未来1,
笠松 隆二1, 吉田 繁2, 川畑 篤史1 （1近畿大薬・病態薬
理, 2近畿大理工・生命科学）

28PB-am193S 腎性低尿酸血症と運動後急性腎不全の疾患モデル動
物としての Urat1-Uox-ダブルノックアウトマウス
○鶴見 ゆう1, 富岡 直子2, 関根 祐子1, 細山田 真2 （1千
葉大薬・実務薬学, 2帝京大薬・人体機能形態）

28PB-am194S ヒト尿細管細胞への終末糖化産物暴露によるトラン
スグルタミナーゼ 2 の発現変化
○寺尾 勇紀1, 水野 智博1,2, 高橋 和男2, 秋山 真一3, 丸
山 彰一3, 辰川 英樹4, 人見 清隆4, 湯澤 由紀夫2, 永松
正1 （1名城大薬, 2藤保大医, 3名大医, 4名大院創薬）

28PB-am195 アドレナリン α2c 受容体阻害薬（JP-1302）の虚血再
灌流による急性腎障害に対する影響
○下川 隆臣1, 筒居 秀伸1, 三浦 健2, 高間 雅志1, 山形
雅代1, 雪村 時人1 （1大阪大谷大薬, 2武庫川女大薬）

28PB-am196 腫瘍由来因子は骨芽細胞様 MC3T3-E1 における
Sema3a の発現を低下させる
○山田 大祐1, 川原 浩一1, 前田 武彦1 （1新潟薬大薬）

28PB-am197 骨芽細胞様細胞 MC3T3-E1 細胞の石灰化に対する
MU-314 の効果
○稲富 千夏1, 小野 祐紀恵1, 松島 未帆1, 秀嶋 麻衣1,
桑原 弘行1, 福山 亮2, 大石 義孝3, 藤田 貢2, 出雲 信夫1,
渡邉 泰雄1 （1横浜薬大, 2広島国際大薬, 3同志社女大
薬）

28PB-am198 ロコモティブシンドロームに対するオオイタドリエ
キスとカルシウムの効果
○田頭 英樹1, 長澤 早紀1, 田中 夏子1, 鍔田 仁人1, 根
岸 範子2, 富永 利江2, 石橋 千和3 （1東洋新薬, 2ポーラ,
3医療法人千鳥会石橋整形外科）

28PB-am199 骨代謝への還元型コエンザイム Q10 の作用
○神田 循吉1, 出雲 信夫2, 小林 芳子3, 島倉 剛俊4, 山
本 智章4, 朝倉 俊成5, 松本 洋介1,6, 安島 力6, 小野寺
憲治7, 若林 広行1 （1新潟薬大薬臨床薬物治療, 2横浜
薬大総合健康メディカルセ, 3横浜薬大放射線科学,
4新潟骨の科学研, 5新潟薬大薬臨床薬学, 6くすりのマ
ルト, 7ベーテル病院臨床薬理）

28PB-am200 破骨細胞分化における CD147 の役割
○西奥 剛1, 寺澤 真理子2, 馬場 美咲2, 山田 勝士1, 片
岡 泰文2 （1長崎国際大薬, 2福岡大薬）

28PB-am201 アレンドロン酸のラット切歯に対する作用
○谷 覺1, 田中 享1 （1城西大薬）

28PB-am202 カルノシン酸およびカルノソールの破骨細胞分化抑
制作用
○米澤 貴之1, 夏目 矩行1, 禹 済泰2, 鄭 雄一1 （1東大院
工, 2中部大応用生物）

28PB-am203 ラクトフェリンは、骨芽細胞の分化を調節すること
により骨量の減少を回復する
○辻 真貴1, 出雲 信夫1, 中西 拳太郎1, 松田 啓輔1, 石
橋 雪子1, 加賀屋 伸治2, 星野 達雄2, 渡邉 泰雄1 （1横浜
薬大, 2NRLファーマ）

28PB-am204 NSAIDs 誘発腎障害に及ぼす高尿酸血症の影響
○中島 章雄1,2, 渡辺 拓也1, 山内 淳史1, 片岡 泰文1, 二
神 幸次郎1,2 （1福岡大薬, 2福岡大病院薬）

皮膚・感覚器官

28PB-am205S 長期外用ステロイド誘発掻痒に対する PGD2 受容体
DP1 アゴニストの有用性
○船越 彩花1, 山浦 克典1, 大石 信雄1, 小沼 盛司1, 武
井 美紗子1, 神戸 直智2, 佐藤 洋美1, 樋坂 章博1 （1千葉
大院薬・高齢者薬剤学, 2千葉大医・皮膚科学）
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28PB-am206 接触皮膚炎モデルマウス皮膚肥厚における掻破の
関与
○佐藤 健1, 政所 和孝2, 甲斐 友規1, 千葉 義彦3, 成田
年2, 酒井 寛泰1 （1星薬大・疾患病態解析, 2星薬大・薬
理, 3星薬大・生物）

28PB-am207 HR-AD 投与マウスの経表皮水分損失量、角層水分量
に対する乳酸菌生産物質経口投与の影響
○玉根 強志1,2, 増谷 法臣1, 小野寺 洋子2, 徳留 嘉寛1

（1城西大薬, 2光英科学）

28PB-am208 奈良県産カリンの抗老化作用及びその活性成分に関
する検討
○石井 悠1, 重山 佳太1, 抜井 啓二2, 植山 高光2, 坂口
育代1 （1クラブコスメチックス, 2奈良県薬事研究セン
ター）

28PB-am209 メラノソーム輸送制御による新規美白素材の開発
○田中 清隆1, 河合 有香1, 小島 弘之1, アルナシリ イ
ダマルゴダ1 （1一丸ファルコス）

28PB-am210 皮膚の光老化に対するリンゴポリフェノールの作用
○武智 貴之1, 杉原 守1, 土江 久美子1, 小山 摂司1, 正
木 仁2 （1ちふれ化粧品, 2東京工大）

28PB-am211 培養表皮モデルを用いた乾燥モデルの作成
○清水 健司1, 森 亮太2, 村野井 亮太2, 横田 真理子1,
井筒 ゆき子1, 吉田 大介1, 京谷 大毅3, 正木 仁2 （1ニッ
コールグループコスモステクニカルセンター, 2東京
工大応用生物学部, 3ニッコールグループニコダーム
リサーチ）

28PB-am212 梅花酵母エキスの Advanced glycation end products
（AGEs）形成抑制および肌質改善作用
○萩野 輝1, 池田 英史1, 房 薇2, 西浦 英樹1 （1日本コル
マー, 2石見銀山生活文化研究所）

28PB-am213 ピリミジン化合物 MS-820 による実験創傷時の遺伝
子発現調節
懸川 友人1, 粟屋 昭2, ○大室 弘美3 （1城西国際大薬,
2皮膚科学疫学研, 3武蔵野大薬・薬学研）

28PB-am214 コンナルスエキスの皮膚への有用性検証
中井 隆人1, 山村 春男2, 三觜 佳代子2, ○西浦 英樹1

（1日本コルマー, 2シャルレ）

28PB-am215 マウスにおける各種ストレスによる聴覚障害
○藤田 かおり1, 藤本 頼門1, 山口 太郎1, 米山 雅紀1,
荻田 喜代一1 （1摂南大薬・薬理）

28PB-am216 Zinc-deferoxamine はラット NMDA 誘発網膜神経傷
害を抑制する
○坂本 謙司1, 鈴木 太子1, 牛久保 裕子1, 森 麻美1, 中
原 努1, 石井 邦雄1 （1北里大薬）

化学療法剤

28PB-am217S 急性前骨髄球性白血病細胞株 NB4 に対する三酸化
二ヒ素の作用における Nrf2/Keap1 系活性化の影響
○西本 翔一1, 小池 伸1, 鈴木 俊宏1, 袁 博2, 高木 教夫2,
小笠原 裕樹1 （1明治薬大・分析化学, 2東京薬大薬・応
用生化）

28PB-am218 アドリアマイシン (ADM)-Fe3+とブレオマイシン
(Bleo)-Fe3+は COX や LOX と類似の性質を示す
○三浦 俊明1 （1北海道薬大）

28PB-am219 シスプラチン誘発筋萎縮時におけるユビキチン-プロ
テアソーム系関連遺伝子の発現上昇
○甲斐 友規1, 石川 裕子2, 小口 綾2, 佐藤 健1, 成田 年2,
酒井 寛泰1 （1星薬大・疾患病態解析, 2星薬大・薬理学）

28PB-am220 非小細胞肺がん治療薬 gefitinib とオウゴン含有フラ
ボノイドとの併用による細胞増殖抑制作用増感効果
平田 佳之1, ○辰 美佳1, 芝野 真喜雄1, 平田 雅彦1, 大
桃 善朗1, 長岡 康夫2, 上里 新一2, 谷口 雅彦1 （1大阪薬
大, 2関西大化学生命工）

28PB-am221 5-FU 誘発下痢発症時の結腸における網羅的遺伝子
発現変動とクルクミンの効果
○小口 綾1, 甲斐 友規2, 佐藤 健2, 松本 健次郎3, 相良
篤信1, 加藤 伸一3, 成田 年1, 酒井 寛泰2 （1星薬大・薬理
学, 2星薬大・疾患病態解析, 3京薬大・薬物治療学分
野）

28PB-am222 全トランスレチノイン酸で処理した急性骨髄性白血
病細胞における遺伝子発現の変化
○日塔 武彰1, 高橋 瑞季1, 本多 克也1, 海瀬 有沙1, 三
枝 美都貴1, 松田 朋子1, 横澤 風太1, 澤木 康平1 （1横浜
薬大）

漢方薬

28PB-am223S 漢方処方の科学的解析（第 11 報）マウス接触性皮膚
炎モデルにおいて十全大補湯が誘導・活性化する制
御性 T 細胞について
○稲垣 雄一1, 渡辺 智美1, 岡本 麻莉1, 日坂 真輔1, 能
勢 充彦1 （1名城大薬）

28PB-am224S 医療用漢方製剤 147 処方の終末糖化産物生成阻害活
性について
○小野田 稔久1,2, 上野 佳奈子1, 李 巍1, 真坂 亙2, 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）

28PB-am225 Anti-inflammatory action of heat-processed Scutellariae
Radix on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in
mice
○Sung Ho SHIN1, Yu Ok SHIN1, Joo Young LEE1, Min
Yeong KIM1, Ah Reum LEE1, Chan Hum PARK1,
Takako YOKOZAWA1,2,3, Seong-Soo ROH1 （1College of
Korean Medicine, Daegu Haany University, 2Molecular
Inflammation Research Center for Aging Intervention,
College of Pharmacy, Pusan National University,
3Graduate School of Science and Engineering for
Research, University of Toyama）

28PB-am226 Heat-processed Corni Fructus enhances anti-
inflammatory effect via NF-kB signaling on cisplatin-
induced acute kidney injury in mice
○Min Yeong KIM1, Joo Young LEE1, Sung Ho SHIN1,
Yu Ok SHIN1, Chan Hum PARK1, Takako
YOKOZAWA1,2,3, Seong-Soo ROH1 （1College of Korean
Medicine, Daegu Haany University, 2Molecular
Inflammation Research Center for Aging Intervention,
College of Pharmacy, Pusan National University,
3Graduate School of Science and Engineering for
Research, University of Toyama）

28PB-am227 乙字湯の効果と証の関係性
○檜垣 真理1, 市原 智晃2, 阿部 真也2, 吉町 昌子2, 後
藤 輝明2 （1ツルハ鎌取店, 2ツルハ調剤運営本部）

28PB-am228 防風通聖散を構成する 6 生薬混合エキスの高脂肪食
摂取マウスに対する抗肥満作用
○古林 伸二郎1, 池澤 賢1, 浦風 暁雅1, 古川 真理1, 前
野 洋徳1, 嶋尾 真理子1, 高橋 達雄1, 國松 幸人2, 荒井
哲也2 （1北陸大薬, 2小林製薬中研）

28PB-am229 六君子湯及び四君子湯の消化管免疫応答に及ぼす影
響　その 2
○松井 優子1, 中林 永理香1, 橋本 真衣1, 山本 華穂1,
吉田 聡見1, 我妻 志保1, 高野 文英1 （1日本薬大）

28PB-am230 丹参から単離した成分 Magnesium lithospermate B の
脂質関連因子の改善を介した抗老化作用
○朴 鑽欽1, 盧 盛洙1, 岡本 拓也2, 田中 隆3, 鄭 海泳4,
横澤 隆子1,4,5 （1大邱韓医大韓医, 2イスクラ産業, 3長崎
大院医歯薬, 4国立釜山大分子炎症老化制御研究セン
ター, 5富山大院理工）

28PB-am231 肺炎球菌に対する辛夷清肺湯およびその構成生薬の
抗菌活性
○小西 徹1, 南 正明2, 牧野 利明1 （1名市大院薬, 2名市
大院医）

28PB-am232 サルコペニアに対する牛車腎気丸の緩和作用とその
有効成分の探索
○石田 智滉1, 萩原 圭祐2, 岸田 友紀2, 牧野 利明1 （1名
市大院薬, 2阪大院医）

28PB-am233 卵巣切除骨粗鬆症モデルマウスにおける藤三七エタ
ノール抽出物の骨量増加作用
○高橋 達雄1, 野村 政明1, Kaishun BI2, Se Young
CHOUNG3, 古林 伸二郎1 （1北陸大薬, 2瀋陽薬大, 3慶
熙大）
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28PB-am234 NC/Nga TndCrlj マウスにおけるアトピー様皮膚に対
するヨモギ花穂香気成分の薬効薬理解析（報告 2）
○日置 智津子1, 佐藤 忠之2, 岡田 義則2, 小野坂 敏見3

（1東海大医, 2東海大医生命科学統合支援セ, 3神戸学
院大栄養）

28PB-am235 防已黄耆湯エキスを含む OCM-5 製剤の慢性炎症疾
患に対する作用
○武永 美津子1, 新美 純1, 都倉 享恵1, 濱口 明美1, 太
田 有紀2, 井上 肇3,4 （1聖マリアンナ医大難治研セ, 2聖
マリアンナ医大薬理, 3聖マリアンナ医大形成外, 4聖
マリアンナ医大幹細胞再生医）

28PB-am236 マウスの掻痒モデルを用いた六味丸エキスの鎮痒
作用
○野島 浩史1, 齋藤 悠紀1, 宍戸 海1, 阿部 賢志1 （1奥羽
大薬）

微生物学

28PB-am237 金属イオンが病原性真菌 Candida albicans のバイオ
フィルムに及ぼす影響
○倉門 早苗1, 杉田 隆1 （1明治薬大）

28PB-am238 角栓中の微生物叢の網羅的解析と光照射の影響
○谷畑 望美1, 張 音美1, 杉田 隆1 （1明治薬大）

28PB-am239 ケラチノサイトに対する皮膚常在微生物 Malassezia
と Staphylococcus epidermidis の作用
○齊藤 知慧1, 張 音美1, 杉田 隆1 （1明治薬大）

28PB-am240 正常妊婦の膣内細菌叢の網羅的解析
○杉田 隆1, 張 音美1, 倉門 早苗1 （1明治薬大）

28PB-am241 Trichosporon asahii のコロニー形態変化と表現型の
解析
○市川 智恵1, 大鐘 ゆづは1, 吉山 菜緒1, 池田 玲子1

（1明治薬大・感染制御）

28PB-am242 ラミニンと結合する Trichosporon asahii 細胞表層分
子の探索
○五十嵐 昂貴1, 市川 智恵1, 池田 玲子1 （1明治薬大・
感染制御）

28PB-am243 Trichosporon asahii 臨床分離株におけるヘパリナーゼ
の解析
○山内 聖紀1, 藤井 聡一朗1, 市川 智恵1, 池田 玲子1

（1明治薬大・感染制御）

28PB-am244 MRSA 遺伝子型解析（POT 法）による院内感染伝播
経路の予測
○渡邉 はるか1, 田中 寛之1, 高橋 学1, 栗山 陽子1, 一
戸 真由美1, 前田 好章1, 黒澤 光俊1 （1北海道がんセン
ター 感染対策チーム）

28PB-am245S マクロファージ内増殖性を欠損したレジオネラ強細
胞毒性株のマウス感染系を利用した病原性評価
○丸川 敬大1, 三宅 正紀1, 國安 健太1, 杉山 亜由美1,
山本 みな実1, 吉田 一平1, 松村 龍志1, 川島 博人1,2,
Yousef ABU KWAIK3, 今井 康之1 （1静岡県大薬, 2星薬
大, 3ルイビル大医）

28PB-am246S Aeromonas による腸管組織侵襲機構の解析
○今津 貴子1, 小林 秀丈1, 高橋 栄造2, 岡本 敬の介2,
山中 浩泰1 （1広島国際大 薬 分子微生物科学, 2岡山大
院 医歯薬学総合 薬学系）

28PB-am247 ウエルシュ菌 β 毒素の毒性発現と P2X7 レセプター
の関係
清家 総史1, 小林 敬子1, 竹原 正也1, ○永浜 政博1 （1徳
島文理大薬）

28PB-am248S 臨床分離 Haemophilus influenzae の薬剤感受性と細
胞侵入能
○柳澤 友希1, 輪島 丈明1, 瀬山 翔史1, 中南 秀将1, 野
口 雅久1 （1東京薬大・薬・病原微生物）

28PB-am249S 7 価肺炎球菌結合型ワクチンの市販後における肺炎
球菌の莢膜型の変化と薬剤感受性
○長谷部 太相1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野口 雅久1

（1東京薬大・薬・病原微生物）

28PB-am250S 健常者およびニキビ患者由来皮膚細菌の薬剤感受性
の比較
○石垣 友理1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1 （1東京薬大・薬・
病原微生物）

28PB-am251S 基質拡張型 β ラクタマーゼ（ESBL）産生菌の動向と
遺伝学的特徴
○西山 依里1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野口 雅久1 （1東
京薬大・薬・病原微生物）

28PB-am252S SCCmec type IV をもつメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）の院内における流行
○長谷川 茉莉子1, 伊藤 歩1, 中南 秀将1, 野口 雅久1

（1東京薬大・薬・病原微生物）

28PB-am253S 市中感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の大規模
疫学調査
○赤司 恵美1, 中南 秀将1, 野口 雅久1 （1東京薬大・薬・
病原微生物）

28PB-am254S コアグラーゼ陰性ブドウ球菌属のトリクロサン抵抗
性メカニズム
○小林 宥吾1, 更家 信1, 山岸 純一2, 川井 眞好1 （1姫路
獨協大薬, 2日本薬大）

28PB-am255 Acinetobacter baumannii のレボフロキサシン耐性獲得
機構
○山岸 純一1, 住本 千明1, 西野 邦彦2, 賀来 満夫3 （1日
本薬大, 2阪大産研, 3東北大院医）

28PB-am256S 緑膿菌の多剤排出ポンプ欠損株におけるバイオフィ
ルム形成
○平井 大士1, 山田 陽一1, 土屋 友房1 （1立命館大薬）

28PB-am257S 薬剤耐性緑膿菌の自然減少と消滅
○森下 博史1, 桑元 愛衣1, 石角 彩1, 谷口 愛1, 山田
陽一1, 土屋 友房1 （1立命館大薬）

28PB-am258S 外因性 β-glucan による Aspergillus fumigatus 抗真菌
薬感受性変化とメカニズムの検討
○豊嶋 隆志1, 石橋 健一1, 山中 大輔1, 安達 禎之1, 大
野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am259 カルシニューリン阻害薬が示す抗真菌作用
○小高 隆寛1, 倉門 早苗1, 杉田 隆1 （1明治薬大）

28PB-am260 抗ウイルス薬リバビリンが示す抗真菌作用
○鈴木 俊寛1, 倉門 早苗1, 張 音美1, 杉田 隆1 （1明治薬
大）

28PB-am261 病原真菌 Candida albicans から分離した呼吸欠損変
異株 KA1 の性質（1）～薬剤感受性
○喜名 あかね1, 岡田 胡美1, 木村 道夫1, 下川 修1 （1日
本薬大）

28PB-am262 病原真菌 Candida albicans から分離した呼吸欠損変
異株 KA1 の性質（2）～細胞学的考察
○木村 道夫1, 喜名 あかね1, 鈴木 孝明1, 下川 修1 （1日
本薬大）

28PB-am263 キナーゼ阻害薬の抗マラリア原虫活性
○穗苅 玲1, 石山 亜紀1,2, 岩月 正人1,2, 澤 匡明3, 大村
智4, 乙黒 一彦1 （1北里大生命研熱帯病評価セ, 2北里
大院感染制御, 3カルナバイオサイエンス創薬研, 4北
里大生命研）

28PB-am264S フラボノイド由来のルテオリンとケンフェロールの
ヒト単純ヘルペスウイルスに対する抗ウイルス活性
○津留 岳彦1, 渡部 匡史1, 賀川 裕貴1, 藤室 雅弘1 （1京
都薬大・細胞生物学）

28PB-am265 Tricin の CXCL11 介在性抗ヒトサイトメガロウイル
ス作用
○山田 理恵1, 定成 秀貴1, 土田 裕三2, 村山 次哉1 （1北
陸大, 2鳳凰堂）

28PB-am266 インフルエンザウイルスに対するラクトパーオキシ
ダーゼシステム（次亜チオシアン酸イオン）の抗ウ
イルス作用
○杉田 千泰1, 西薗 香里1, 市河 有由希1, 谷村 拓哉1,
森田 浩司1, 新 光一郎2, 若林 裕之2, 吉田 裕樹1, 渡辺
渡1, 黒川 昌彦1 （1九州保福大薬, 2森永乳業食基研）
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28PB-am267 梅肉エキスのインフルエンザウイルス細胞変性効果
に及ぼす影響
○内手 昇1, 東 康彦1, 佐藤 弘人2, 稲葉 二朗2, 伊奈
郊二2, 宮崎 利夫2, 松本 紘斉3 （1北陸大薬, 2東薬大薬,
3梅研究会）

28PB-am268 硫酸化糖脂質スルファチドのインフルエンザウイル
ス産生促進機構に関与するアポトーシスの解析
○高橋 忠伸1, 高口 仁宏1, 川上 達矢1, 鈴木 隆1 （1静岡
県大薬・生化学）

28PB-am269 インフルエンザウイルス RNA ポリメラーゼと核内
輸送タンパク質 Importin α 複合体のタンパク質発現
○石塚 光行1, 高井 寛範1, 竹田 裕文1, 中野 亜美1, 加
藤 有介2, 津下 英明3, 葛原 隆1 （1徳島文理大薬, 2徳島
文理大健康研, 3京都産業大）

28PB-am270 カスパーゼ阻害剤 Z-VAD-FMK のパラインフルエン
ザウイルス 2 型増殖への作用
○植松 淳1, 酒井 香江2, 鈴木 沙織2, 吉見 由美子2, 山
本 秀孝3, 河野 光雄4, 鶴留 雅人4, 駒田 洋1 （1鈴鹿医療
大院医療科学, 2鈴鹿医療大医療栄養, 3鈴鹿医療大薬,
4三重大院医微生物）

28PB-am271 フラボノイドのパラインフルエンザウイルス 2 型増
殖への作用
○酒井 香江1, 植松 潤2, 山本 秀孝3, 河野 光雄4, 鶴留
雅人4, 駒田 洋2 （1鈴鹿医療大医療栄養, 2鈴鹿医療大
院保健衛生, 3鈴鹿医療大薬, 4三重大院医微生物）

28PB-am272 アジュバント刺激によるランゲルハンス細胞様樹状
細胞の Th1/Th2 細胞分化誘導について
○松井 勝彦1, 森 晃子1, 池田 玲子1 （1明治薬大）

28PB-am273 クルマエビ腸管由来乳酸菌によるマウス腸管におけ
る抗菌ペプチド発現誘導作用
○丸山 真理子1, 平松 征洋2, 佐藤 朝光1, 梶原 由紀1,
入江 圭一1, 上田 紗織1, 前田 稔3, 中島 幸彦1, 鹿志毛
信広1, 見明 史雄1 （1福岡大薬, 2国立感染研, 3九州メ
ディカル）

28PB-am274 単純ヘルペスウイルス感染マウスで細胞性免疫系を
賦活化するサプリメントの腸内細菌叢に及ぼす影響
○中村 槙吾1, 清水 南1, 下津 圭雅1, 杉田 千泰1, 松崎
竜也2, 竹田 志郎2, 吉田 裕樹1, 堤 重敏3, 渡辺 渡1, 安川
憲4, 黒川 昌彦1 （1九州保福大院薬, 2南日本酪農, 3アマ
ゾンフード, 4日本大薬）

28PB-am275 Helicobacter heilmannii 感染惹起胃 MALT リンパ腫に
対する CD86 シグナル阻害物質の効果
○川瀬 範子1, 高橋 哲史1, 上原 安紀奈1, 鈴木 幸男1,
Anders OEVERBY1, 高橋 信一2, 松井 英則3, 中村
正彦1 （1北里大薬, 2杏林大医, 3北里大北里生命研）

28PB-am276 C 型レクチン（Dectin-1 及び-3）の機能解析及び受容
体間相互作用の検討
○佐々木 志織1, 安達 禎之1, 石橋 健一1, 山中 大輔1,
大野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am277 β-グルカン認識タンパクを用いた β-グルカン検出シ
ステムの検討
○竹原 由香1, 安達 禎之1, 鉄井 絢子1, 石橋 健一1, 山
中 大輔1, 大野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am278 Chimeric antigen receptor(CAR)発現による β グルカン
検出レポーター細胞の作製
○浅井 夕美1, 安達 禎之1, 石橋 健一1, 山中 大輔1, 大
野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am279 可溶性 β-グルカンのマウス消化管内における高感度
検出法の確立
○山田 美幸1, 山中 大輔1, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 大
野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am280 薬用茸アガリクスによるヒト血中抗 β-グルカン抗体
価の上昇とカンジダ菌貪食における抗体の影響
○山中 大輔1, 元井 益郎2, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 大
野 尚仁1 （1東京薬大薬, 2東栄新薬）

28PB-am281 Candida albicans 由来多糖抗原の溶解性の違いが血
管炎症誘発活性に与える影響
○上石 瑛1, 三浦 典子1, 山中 大輔1, 石橋 健一1, 安達
禎之1, 大野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am282 血管炎モデルマウス作製のための Candida albicans
由来多糖の効率的調整法の確立ならびに生物学的
解析
○上村 愛子1, 山中 大輔1, 三浦 典子1, 柳井 千穂1, 石
橋 健一1, 安達 禎之1, 大野 尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-am283 Campylobacter lari の msrA 遺伝子数およびその遺伝
子周辺領域の比較
○松原 京子1, 村山 次哉1 （1北陸大薬）

28PB-am284 病原性真菌 Candida glabrata における細胞壁グルカン
キチンバランスは小胞体ストレス緩和経路が一部制
御する
○田中 大1, 知花 博治2, 伊藤 文恵1, 佐々木 雅人1, 柴
田 信之1 （1東北薬大, 2千葉大院薬）

28PB-am285 Aeromonas hydrophila におけるヘム、ヘモグロビン受
容体の同定と解析
○舟橋 達也1, 田邊 知孝1, 牧 純1, 宮本 勝城2, 辻坊 裕2,
山本 重雄1 （1松山大薬, 2大阪薬大）

28PB-am286 ウェルシュ菌特異的溶菌酵素 Psm の機能解析
○関谷 洋志1, 仙波 瞳1, 合田 英里1, 玉井 栄治1, 牧 純1

（1松山大薬）

28PB-am287 病原性真菌 Candida glabrata のステロール取り込みに
関連する因子の同定
伊藤 茉里奈1, 犬飼 達也1,2,3, 名木 稔3, 近藤 健太1, 田
辺 公一3, ○中山 浩伸1 （1鈴鹿医療大薬, 2東大院医,
3国立感染研）

28PB-am288 モンゴル土壌より分離した放線菌の産生する quorum
sensing 阻害物質について
○福本 敦2, Damba DARIIMAA1, 村上 京那2, 安齊 洋
次郎2, Javzan BATKHUU1, 加藤 文男2 （1モンゴル国立
大, 2東邦大薬）

28PB-am289 Ziram は亜鉛および酸化作用依存的にマクロファー
ジにおける pro-caspase-1 と NLRP3 蛋白を分解する
○室井 正志1, 棚元 憲一1 （1武蔵野大薬）

3月 28日（土）午後
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

細胞応答・情報伝達

28PB-pm001 メトホルミン曝露に伴う増殖抑制に対するリンホト
キシン-α 発現関与の可能性
○中田 好美1, 倉本 展行1 （1摂南大薬）

28PB-pm002 マウス海馬歯状回における神経細胞死誘導後の
GABAB 受容体発現レベルの持続的な増加
○細木 美沙1, 大西 勇気1, 倉本 展行1 （1摂南大薬）

28PB-pm003 リコンビナント PP2B 触媒サブユニットによる
Mn2+依存性の in vitro 脱リン酸化
○東 紘史1, 倉本 展行1 （1摂南大薬）

28PB-pm004S ヘルペスウイルスのリン酸化酵素による Wnt シグナ
ル経路の活性化
○増田 明彦1, 帆足 萌1, 渡部 匡史1, 賀川 裕貴1, 藤室
雅弘1 （1京都薬大）

28PB-pm005 昆虫ミトコンドリアの ADP/ATP carrier の酵母におけ
る機能的発現
○原田 一樹1,2, 猪谷 祐貴1,2, 菅原 亮平3, 塩月 孝博3,
三芳 秀人4, 橋本 満5, 真島 英司6, 寺田 弘7, 山本 武
範1,2, 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, 3生物研・昆虫成長制御研究ユニット,
4京大院農, 5松山大薬, 6プロテノバ, 7新潟薬大）

28PB-pm006 神経細胞特異的に発現する 4 型脱共役タンパク質の
ミトコンドリア酸化的リン酸化に対する影響の検討
○橋本 満1, 菅 祐我1, 秋山 奈穂1, 山本 武範2, 篠原
康雄2, 水間 俊1 （1松山大薬, 2徳島大疾患プロテオゲノ
ム研セ）

28PB-pm007 多発性嚢胞腎に進行する AQP11 欠損マウスの腎組
織におけるオートファジーおよびアポトーシス亢進
○田中 靖子1, 渡 真弓1, 石橋 賢一1 （1明治薬大）
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28PB-pm008 プロトン輸送 ATPase を標的とする抗歯周病菌薬の
探索
○高橋 歩実1, 関谷 瑞樹1, 小田原 大樹1, 下山 佑2, 木
村 重信2, 中西（松井） 真弓1 （1岩手医大薬, 2岩手医大
歯）

28PB-pm009 ATP 合成酵素の回転触媒機構における α-β 相互作用
の役割
○関谷 瑞樹1, 中山 華緒里1, 中西（松井） 真弓1 （1岩手
医大薬）

28PB-pm010 乳腺上皮細胞株における Cyclin D1 と INSM1 の相互
作用機構の解析
○長谷川 拓也1, 梅津 静華1, 竹野 孝慶1,2, 佐藤 浩二1,
酒巻 利行1 （1新潟薬大薬, 2信楽園病院薬）

28PB-pm011 PC-12 細胞における神経突起伸長シグナルへの転写
因子 NF-Y サブユニットの関与
○松岡 耕二1, 佐々木 啓子1, Kuang Yu CHEN2 （1千葉
科学大薬, 2ラトガーズ大・化学生物化学）

28PB-pm012 Oncostatin M によるネフロネクチン発現制御機構の
解明
○黒澤 珠希1,2, 山田 篤1, 高見 正道3, 鈴木 大1, 守村
直子4, 板部 洋之2, 上條 竜太郎1 （1昭和大歯・口腔生化
学講座, 2昭和大薬・生体分子薬学講座・生物化学部
門, 3昭和大歯・歯科薬理学講座, 4立命館大・総合科学
技術研究機構・脳科学研）

28PB-pm013 エピガロカテキン-3-ガレートを用いたインスリン抵
抗性改善効果の検討
○福島 美帆子1, 田中 宏和1, 山元 誉子1, 古賀 貴之1,
廣村 信1, 戸田 晶久1 （1第一薬大）

28PB-pm014S ヒトがんウイルスは小胞体ストレス応答を抑制する
○重見 善平1, 賀川 裕貴1,2, 古川 喜規2, 松廣 淳平2, 渡
部 匡史1,2, 藤室 雅弘1,2 （1京都薬大院, 2京都薬大）

28PB-pm015 ヒト乳がん由来 MCF-7 細胞におけるエストロゲン代
謝に対するコーヒー豆抽出液の影響
○武田 峰佳1, 露崎 英子1, 上田 史仁1, 多胡 めぐみ1,
田村 悦臣1 （1慶應大薬）

28PB-pm016 がんウイルスによる GSK3β を介した Snail の不安定
化の抑制
○松本 遼太郎1, 渡部 匡史1, 賀川 裕貴1, 藤室 雅弘1

（1京都薬大）

28PB-pm017 ヒト臍帯静脈内皮細胞における RasGRP2 の影響
○佐藤 拓真1, 瀧野 純一1, 長嶺 憲太郎1, 堀 隆光1 （1広
島国際大薬）

28PB-pm018 ベトナム産植物成分 Pristimerin のヒト非小細胞肺が
んに対するアポトーシス誘導作用
○竹内 健治1, 草富 翔太1, 伊藤 文昭2 （1摂南大薬, 2サ
ンスターヘルスサイエンス研）

28PB-pm019 真皮線維芽細胞の機能に及ぼす Toxic AGEs の作用
○西川 功征1, 水谷 多恵子1, 岡野 由利1, 竹内 正義2,
正木 仁1 （1東京工大院バイオニクス専攻, 2金沢医大）

28PB-pm020S 創薬探索のための画像情報を用いた Phenotype-based
Screening 法の開発
○岡田 法大1, 佐々木 寛人2, 蟹江 慧1, 清田 泰次郎3,
加藤 竜司1 （1名大院創薬, 2名大院工, 3ニコン）

28PB-pm021 新規アクロレイン毒性軽減 Neuro2a（Neuro2a-ATD2）
細胞の毒性軽減機序
○中村 瑞穂1, 植村 武史1, 坂本 明彦2, 照井 祐介2, 富
取 秀行2, 柏木 敬子2, 五十嵐 一衛1,3 （1アミンファーマ
研, 2千葉科学大薬, 3千葉大院薬）

28PB-pm022 核膜孔因子 Nup88 と Vimentin の相互作用解析
○牧瀬 正樹1, 國安 明彦1 （1崇城大薬）

28PB-pm023 microRNA が低分子量 G タンパク質 Rhes と
Huntingtin の細胞毒性に与える影響について
○多田羅 佑佳1, 河端 真実1, 中林 利克1, 水野 英哉1

（1武庫川女大薬）

28PB-pm024 癌細胞の増殖に対するヒトレギュカルチン遺伝子の
選択的スプライシングバリアントの抑制効果
○丹下 紗希1, 杉村 祐貴子1, 西村 光未1, 深谷 知世1,
疋田 清美1, 金田 典雄1, 村田 富保1 （1名城大薬 生体機
能分析学）

28PB-pm025S アセトアミノフェン誘発性肝障害モデルにおける D-
ドーパクロムトートメラーゼの関与
○中村 健志1,2, 日吉 峰麗2, 長子 晴美2, 原 伸正2, 玉木
宏樹1, 西村 信弘1, 土屋 美加子2, 直良 浩司1 （1島大病
院薬, 2島根大医生化）

28PB-pm026 A549 細胞における過剰発現転写因子 Nrf2 を抑制す
る桂皮エキス
○大沼 友和1, 坂本 和也1, 棚橋 瑠美1, 横尾 仁美1, 西
山 貴仁1, 小倉 健一郎1, 平塚 明1 （1東京薬大薬）

28PB-pm027 細胞移動における Long-IRBIT の機能解析
○伊藤 諒1, 濵田 浩一1, 白石 葵1, 御子柴 克彦2, 水谷
顕洋1 （1昭和薬大, 2理研 脳研）

28PB-pm028 栄養状態が小腸上皮細胞および周辺細胞の炎症状態
に与える影響
○小池 さおり1, 鈴木 眞衣1, 長谷川 千織1, 伊香賀
玲奈1, 田中 直子1 （1大妻女大食物）

28PB-pm029 ミトコンドリア脱共役と HTRA2 活性化の関連
○東 恭一郎1, 中村 有花1, 伴 萌1, 本島 清人1 （1明治薬
大）

28PB-pm030 新規三次元培養基材を用いた浮遊培養法における血
管平滑筋細胞の性質の変化
○名取 知美1, 内田 雅士2, 金木 達朗3, 北原 真樹3, 藤
吉 正哉1, 有吉 範高2, 石井 伊都子1,2 （1千葉大院薬, 2千
葉大病院薬, 3日産化学工業）

アポトーシス・ストレス

28PB-pm031 Compound C、AICAR および Metformin は HTLV-1 感
染細胞株の細胞死を誘導する
○相川 晃慶1, 小迫 知弘1, 横松 恵里佳1, 吉満 誠2, 有
馬 直道2, 刀根 菜七子1, 本田 伸一郎1, 添田 秦司1 （1福
岡大薬, 2鹿児島大医）

28PB-pm032 Bcl-2 ファミリー阻害剤はヒト前立腺癌細胞のドセタ
キセル感受性を増強する
○玉木 宏樹1,2, 原嶋 奈々江2, 西村 信弘1, 椎名 浩昭3,
原田 守2, 直良 浩司1 （1島根大病院薬, 2島根大医免疫,
3島根大医泌尿）

28PB-pm033 プラズマ照射培地により惹起される細胞死における
細胞内遊離亜鉛の関与
○谷口 美紘1, 原 宏和1, 神谷 哲朗1, 足立 哲夫1 （1岐阜
薬大 臨床薬剤学）

28PB-pm034 グルタミン酸によるグリア細胞死誘導における酸化
損傷タンパク質の役割解明
○古川 絢子1, 近藤 美帆1, 梨本 明日香1, 樋口 善博1

（1鈴鹿医療大薬）

28PB-pm035 ネクローシスとアポトーシスを制御する MicroRNA
の探索研究
○佐藤 聡1,2, 大見 拓也3, 山本 朗央3, 金 惠淑3, 益谷 美
都子2,4, 田沼 靖一1,5, 綿矢 有佑3 （1東京理大薬・生化
学, 2国がん研セ・研・ゲノム安定性, 3岡山大院医歯薬,
4国がん研セ・研・創薬臨床, 5東京理大ゲノム創薬研究
セ）

28PB-pm036S 肝細胞における IFN-γ 誘導性アポトーシスの機序
解析
○木村 拓也1, 小谷 仁司1, 渡辺 恵史1 （1武蔵野大薬）

28PB-pm037 新規 β-メトキシアクリレート類縁体による標的タン
パク質の細胞内集積部位の解析
○熊崎 勇貴1, 内呂 拓実2, 長原 礼宗1 （1東京電大理工,
2東京理大薬）

28PB-pm038 アポトーシス細胞貪食における Tim-3 の関与
○長原 礼宗1, 高田 有佳1, 仲山 康治1 （1東京電大理
工）

28PB-pm039 Cordycepts rosestromata 二次代謝産物のヒト白血病
細胞に対するアポトーシス誘導活性
○小川 由起子1, 森永 紀1, 倉岡 卓也1, 益田 玲1, 中尾
妃佐1, 原口 翔子1, 平地 由佳1, 川上 晋1, 矢萩 信夫2, 矢
萩 禮美子2, 小林 秀光1 （1長崎国際大薬, 2自然薬食微
生物研）
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28PB-pm040 【演題取り下げ】

28PB-pm041 新規小胞輸送阻害薬による志賀毒素の細胞死誘導活
性の抑制
○服部 隆行1, 高橋 美帆2, 椎名 勇3, 大橋 愛美4, 旦
慎吾4, 西川 喜代孝2, 内藤 幹彦1 （1国立衛研・遺伝子医
薬, 2同志社大・生命医科・分子生命科学, 3東京理大・
理・応用化, 4がん研・がん化学療法セ・分子薬理）

28PB-pm042 脳循環改善薬ファスジル塩酸塩のアポトーシス抑制
剤としての可能性
○田辺 敦弘1,3, 伊藤 隼人1, 白石 光也2,3, 佐々木 泰治3

（1芝浦工大・生命科学, 2鹿児島大・農, 3北里大・薬）

28PB-pm043 C7orf24 阻害によるがん細胞増殖抑制機構の検討
○山田 梨絵1, 岸本 はるか1, 飯居 宏美1, 花田 英紀2,
影山 進2, 吉貴 達寛1,2 （1京都薬大, 2滋賀医大 泌尿器
科）

28PB-pm044 パーオキシレドキシン 2 の発現が低下した脱分化型
平滑筋細胞による初期動脈硬化の進展促進
○加藤 里奈1, 林 暢孝1, 鈴木 裕之1, 三井 敦1, 松井
浩志1, 宮越 由佳1, 天日 雅行1, 相内 敏弘1, 笹部 直子1,
小浜 孝士1, 山口 智広1, 板部 洋之1 （1昭和大薬）

28PB-pm045 プラズマ照射培地による A549 細胞傷害への鉄イオ
ンの関与
○野々村 早帆1, 平山 祐2, 神谷 哲朗1, 原 宏和1, 永澤
秀子2, 足立 哲夫1 （1岐阜薬大 臨床薬剤学, 2岐阜薬大
薬化学）

28PB-pm046 ATP シグナリングに着目した UVA 誘導性酸化スト
レス発現機構の解明
○河野 鮎美1, 早川 昭光1, 小島 周二2, 月本 光俊2, 坂
本 光1 （1北里大薬, 2東京理大薬）

28PB-pm047 UVA 誘導性ケラチノサイト分化異常への ATP シグ
ナリングの関与
○田中 晴菜1, 河野 鮎美1, 小島 周二2, 月本 光俊2, 坂
本 光1 （1北里大薬, 2東京理大薬）

28PB-pm048 UVA 誘導性 ROS 産生への TRPV1 チャネルの関与
○木村 奈々美1, 河野 鮎美1, 宮田 昌英1, 坂本 光1 （1北
里大薬）

28PB-pm049 自然免疫情報伝達系を介した酸素ストレス誘発性
NF-κB 活性化機構の解明
○早川 磨紀男1, 古郡 智史1, 治郎丸 沙希1, 松井 智美1,
飯田 夏美1 （1東京薬大薬）

28PB-pm050S 抗がん剤感受性への熱ショックタンパク質 Hsp105
の関与 ～抗がん剤抵抗性を示す Hsp105 はアドリア
マイシン処理により核に局在する～
○山根 鉄平1, 齊藤 洋平1, 島田 雅史1, 加藤 圭穂1, 久
家 貴寿1, 山岸 伸行1, 中山 祐治1 （1京都薬大）

28PB-pm051 生理的条件における DJ-1 のミトコンドリア局在分子
機構の解析
○紺田 大介1, 米田 宏2, 有賀 寛芳2 （1北大院生命, 2北
大院薬）

細胞分裂・接着・その他

28PB-pm052 メラノソームの貪食が表皮細胞の分化と増殖に及ぼ
す作用
○當山 亜利沙1, 永田 武2, 正木 仁1 （1東京工大院バイ
オニクス専攻, 2アイ・ティー・オー）

28PB-pm053S v-Src 発現による chromosome bridge 形成機構
○池内 正剛1, 本田 拓也2, 福本 泰典2, 久家 貴寿1, 齊
藤 洋平1, 山岸 伸行1, 山口 直人2, 中山 祐治1 （1京都薬
大, 2千葉大院薬）

28PB-pm054 Aurora kinase 阻害薬耐性細胞の解析
○本釜 圭太1, 野口 耕司1, 片山 和浩1, 杉本 芳一1 （1慶
應大薬）

28PB-pm055 NSAIDs 及び HDAC 阻害剤による GATA-6 発現抑制
の検討
○青木 倫1, 牛島 弘雅1, 前田 正知1 （1岩手医大薬・分
子生物薬学）

28PB-pm056 インテグリン α6β1 結合ペプチド A2G10 の構造活性
相関研究
○片桐 文彦1, 山中 涼1, 陶山 竜作1, 中島 直美1, 山田
雄二1, 保住 建太郎1, 吉川 大和1, 野水 基義1 （1東京薬
大薬）

28PB-pm057 クローディン-2 指向性ペプチドによる肺腺癌細胞の
細胞死誘導
○五十里 彰1, 多賀 小枝子1, 下馬場 俊1, 佐藤 友成2,
渡邊 諒2, 遠藤 智史1, 松永 俊之1, 山口 賢彦2, 山崎
泰広2, 菅谷 純子2 （1岐阜薬大, 2静岡県大薬）

28PB-pm058 インターロイキン 8 産生系への微小管重合阻害化合
物の効果
○小田 泰子1 （1慶應大薬）

28PB-pm059 好中球カテプシン G による乳がん細胞凝集反応を阻
害する化合物のスクリーニング
○鎌田（森本） 理代1, 油井 聡1 （1帝京大薬・生体防御）

28PB-pm060 テトラサイクリン誘導発現系を用いたダウン症原因
遺伝子 MNB/DYRK1A の細胞内機能の解析
○船越 英資1, 寺嶋 雅人2, 的場 藍2, 工藤 純3, 清水
信義4, 伊藤 文昭2 （1摂南大理工, 2摂南大薬, 3慶応大
医, 4慶応大GSPセ）

28PB-pm061 網膜における I-BAR ドメインタンパク質の機能解析
○松岡 礼実1, 谷原 明子1, 秋葉 唯1, 山岡 昭士2, 塙
京子3, 末次 志郎3, 小池 千恵子1 （1立命館大薬, 2立命
館大院創造理工, 3奈良先端大）

28PB-pm062 アナフィラキシーショック誘発ラットにおける肝うっ
血に対するクロモグリク酸ナトリウム投与の効果
○林 将羽1, 井上 直哉1, 瓜 智都1, 岩田 風馬1, 加納 誠
一朗1 （1北海道薬大）

28PB-pm063 抗体導入試薬の性質の違いが細胞内への抗体の導入
に及ぼす影響
○桑原 かな1,2, 原田 一樹1,2, 山越 亮平1,2, 山本 武範1,2,
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）

28PB-pm064S 細胞画像情報解析による幹細胞制御因子スクリーニ
ング法の開発
○藤谷 将也1, 河合 駿1, 高橋 厚妃1, 岡田 法大1, 佐々
木 寛人2, 蟹江 慧1, 清田 泰次郎3, 本多 裕之2, 加藤
竜司1 （1名大院創薬, 2名大院工, 3ニコン）

28PB-pm065 細胞画像解析法を用いたがん細胞の 1 細胞解析装置
の開発
○渋田 真結1, 佐々木 寛人2, 田村 磨聖3, 蟹江 慧1, 松
井 裕史4, 杉浦 慎冶3, 金森 敏幸3, 柳沢 真澄5, 加藤
竜司1 （1名大院創薬, 2名大院工, 3産総研幹細胞工学研
セ, 4筑波大医, 5エンジニアリングシステム）

28PB-pm066 ヤーバサンタに含まれるステルビンは tert-butyl
hydroperoxide（t-BOOH）による色素細胞の細胞死を
抑制する
○田口 暢彦1,2, 上村 規行2, 加藤 昌志2,3 （1ホーユー,
2中部大生命健康, 3名大医）

28PB-pm067 ヒト尺骨骨膜由来の骨芽細胞の分化・増殖時に発現
しているアルカリ性ホスファターゼアイソザイムの
判定に関する研究
○河端 真実1, 高 文麗2, 水野 英哉1, 戸苅 彰史3, 平野
和行4, 中林 利克1 （1武庫川女大薬, 2瀋陽薬大, 3愛知学
院大歯, 4岐阜薬大）

28PB-pm068 CRIM1 細胞内領域結合タンパク質の探索
榎園 洋幸1, ○新屋 智寛1, 佐藤 圭創1, 杉山 晶規2, 高
橋 悟3 （1九州保福大薬, 2岩手医大薬, 3武庫川女大薬）

脳・神経系

28PB-pm069 ミクログリアのマスター転写因子 PU.1 標的遺伝子
群の網羅的解析
○佐藤 準一1, 朝比奈 直弘1, 北野 翔大1, 紀 嘉浩1 （1明
治薬大バイオインフォマティクス）
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28PB-pm070 カプリゾン誘発多発性硬化症モデルマウスに対する
ノビレチンの効果
○中島 光業1, 古田 光平1, 杉野 真実1, 清水 理誠1, 渡
部 貴司1, 青木 ルイ1, 奥山 聡1, 古川 美子1 （1松山大
薬）

28PB-pm071 MK-801 投与による統合失調症モデルラットを用い
た脳内 cholecystokinin-8 生合成酵素の変動について
(2)
○高橋 郷1,2, 大沼 範顕1, 鈴木 憲子1, 小林 茂樹1, 知久
馬 敏幸1 （1昭和薬大, 2国立病院機構東京医療セン
ター）

28PB-pm072S 記憶情報としての神経細胞の抑制
○原 宏士朗1, 野村 洋1, 池谷 裕二1 （1東大院薬・薬品
作用）

28PB-pm073 多電極アレーを用いたラットおよびサル網膜神経節
細胞の受容野解析
○小坂田 文隆1,2,3, Edward M. CALLAWAY3, E.J.
CHICHILNISKY3 （1名大院創薬 細胞薬効解析学,
2JST さきがけ, 3ソーク研究所 システムズニューロバ
イオロジー）

28PB-pm074 脳室上衣細胞における尿酸トランスポーターの発現
解析
○富岡 直子1, 道志 勝1, 渡部 多真紀1, 土屋 雅勇1, 細
山田 真1 （1帝京大薬）

28PB-pm075 薬物誘発糖尿病ラット網膜における神経細胞の組織
学的解析
○嶋田 新1, 森川 瑞紀1, 宮田 博史1, 宮田 佳樹1, 小佐
野 博史1 （1帝京大薬）

28PB-pm076 筋萎縮性側索硬化症責任遺伝子 C9orf72 結合タンパ
ク質 SMCR8
○山本 洋司1, 北野 翔大1, 滝谷 美香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）

28PB-pm077 オレキシンによるシリアンハムスターの冬眠覚醒制
御機構
○渡邊 正知1, 渡部 悠太1, 五十嵐 翔太1, 尾上 紗弓1,
村上 澄珠1, 門田 麻由子1, 田村 豊1 （1福山大薬・薬理）

28PB-pm078S 酸化ストレス負荷されたアストロサイトにおける
P2X7 受容体の機能低下は細胞内遊離型亜鉛の増大
に起因する
○向井 あゆみ1, 古田 能裕1, 西田 健太朗1, 長澤 一樹1

（1京都薬大 衛生化学）

28PB-pm079 ダウン症モデルマウス脳における銅濃度の増加
○竹腰 良輔1, 金井 志帆1, 左合 治彦2, 山川 和弘3, 秋
葉 聡1, 石原 慶一1 （1京都薬大, 2国立成育医療セ, 3理
研）

28PB-pm080S ダウン症モデルマウス脳での抑制性神経の増加
○谷口 麻実1, 天野 賢治2, 金井 志帆1, 左合 治彦3, 山
川 和弘2, 秋葉 聡1, 石原 慶一1 （1京都薬大, 2理研, 3国
立成育医療セ）

28PB-pm081 発達段階の脳白質において活性化ミクログリアに発
現する PLD4 の機能解析
○千葉 輝正1, 大谷 嘉典1, 山口 宜秀1, 田中 謙二2, 﨑
村 建司3, 林 明子1, 馬場 広子1 （1東薬大薬, 2慶應大医,
3新潟大脳研）

28PB-pm082 神経成長因子前駆体の糖鎖欠失による受容体 p75 と
の親和性の変化
○日野 真美1, 宇都宮 史子1, 山﨑 マドカ1, 千代田 翼1,
白方 絢子1, 中西 雅之1, 野元 裕1 （1松山大薬）

28PB-pm083 胚性腫瘍細胞 P19 の神経分化における Sox6 と
Wnt-1 の役割
○濱田 美知子1, 井上 優1, 山本 麻代1, 三宅 正治1 （1神
戸学院大薬）

28PB-pm084 アルツハイマー病におけるシトルリン化タンパク質
蓄積機構の解析
○増冨 裕文1,2, 下門 顕太郎2, 石神 昭人1 （1都長寿研・
分子老化制御, 2東京医歯大・院医歯総・血流制御内
科）

28PB-pm085S Parkinson 病患者 iPS 細胞由来神経細胞におけるエピ
ゲノム変化
○岩井 拓弥1, 葛巻 直子1,5, 須田 雪明1, 岩澤 千鶴1, 松
尾 美里1, 成田 道子1, 池上 大悟1, 末松 誠3, 服部 信孝4,
岡野 栄之2,5, 成田 年1,2 （1星薬大・薬理, 2先端生命科学
研究センター (L-StaR), 3慶應大・医・医化学, 4順天堂
大・医・脳神経内科, 5慶應大・医・生理）

28PB-pm086 生後初期の頬ひげからの感覚入力遮断が情動制御シ
ステムの発達に及ぼす影響
○宗宮 仁美1, 福光 秀文1, 五代 亜由美1, 荒磯 ひろみ1,
金城 史織1, 古川 昭栄1 （1岐阜薬大）

28PB-pm087 成体マウス海馬ニューロンの新生・分化における
BRINP1 の役割
○小林 三和子1, 松岡 一郎1 （1松山大薬）

28PB-pm088 FGF2 で処理したヒト歯髄細胞の移植による脊髄損
傷モデルラットの運動機能回復効果
○福光 秀文1, 長島 光助1, 宗宮 仁美1, 後 大輔1, 三輪
高大1, 柴田 敏之2, 國貞 隆弘2, 手塚 建一2, 古川 昭栄1

（1岐阜薬大, 2岐阜大院医）

免疫・生体防御

28PB-pm089 低酸素環境が制御性 T 細胞の活性化に与える影響
○三上 統久1, 坂口 志文1 （1阪大IFReC）

28PB-pm090 ヒト腸上皮細胞に対する活性型ビタミン D3 の抗炎
症作用
○日高 麻由美1, 堀 友美1, 西原 舞1, 福澤 健治1, 徳村
彰1 （1安田女大薬・衛生薬学）

28PB-pm091 癌幹細胞様細胞を含む腫瘍に対するシイタケ菌糸体
抽出物摂取による効果検討
○和知 俊1, 石川 悟1, 松井 保公1, 山口 博史1 （1小林製
薬 中研）

28PB-pm092 E-cadherin は腸管指向性制御性 T 細胞の誘導能を有
する抗炎症性樹状細胞の分化を促進する
○中妻 彩1, 亀井 進太郎1, 松山 盛和1, 岩澤 春奈1, 玉
井 里奈1, 竹内 一1, 大岡 嘉治1, 岩田 誠1 （1徳島文理大
香川薬）

28PB-pm093 デキストラン硫酸ナトリウムがマクロファージの免
疫応答に及ぼす影響の評価
○河野 裕允1, 三好 沙織1, 藤田 卓也1 （1立命館大薬）

28PB-pm094 ブタプラセンタエキスの腸管免疫応答に及ぼす影響
○手計 雅彦1, 大郷 由貴1, 中村 実香3, 川島 順市2, 高
野 文英3 （1スノーデン薬品研, 2スノーデン商品開発本
部, 3日本薬大）

28PB-pm095 抗原再刺激後のマスト細胞の動態
○金子 正裕1 （1横浜薬大）

28PB-pm096 マウスマスト細胞における容量依存性 Ca2+流入によ
る脱顆粒応答の AMP 活性化キナーゼを介する抑制
○三喜 明子1, 建部 泰尚2, 古田 和幸2, 田中 智之2 （1岡
山大・薬・免疫生物, 2岡山大院医歯薬・免疫生物）

28PB-pm097 クマザサエキスによる細胞間相互作用を介したサイ
トカイン産生抑制について
○佐藤 亘1, 石橋 健一1, 山中 大輔1, 安達 禎之1, 大野
尚仁1 （1東京薬大薬）

28PB-pm098 主要組織適合抗原クラス II のリサイクリングを制御
する Rab タンパク質の解析
○古田 和幸1, 黒田 真弘1, 田中 智之1 （1岡山大院医歯
薬・免疫生物）

28PB-pm099S 和漢薬ライブラリーを利用したケモカイン受容体
CCR3 及び CCR4 のアンタゴニスト成分の探索
○西馬 怜1, 松尾 一彦1, 小泉 桂一2, 義江 修3, 中山
隆志1 （1近畿大薬, 2富山大和漢薬研, 3近畿大医）

28PB-pm100S 新規ヒト TLR4 モノクローナル抑制抗体のエピトー
プ解析
○鵜飼 一歩1, 塚本 宏樹1, 山形 由貴1, 鈴木 直人1, 富
岡 佳久1 （1東北大院薬）

28PB-pm101S 改変好塩基球を用いた腫瘍特異的 DDS への展開
○大嶽 修一1, 宮地 克真1, 児玉 卓也1, 田所 哲2, 鈴木
亮1, 田中 正彦1, 平嶋 尚英1 （1名市大院薬, 2帝京大薬）
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28PB-pm102 線溶抑制を起こさずに炎症を抑制する変異型
proCPR 作製の試み
○河村 剛至1,2, 太田 里永子2, 今井 優樹2, 大澤 真以1,
今井 由美1, 塩見 友祐1, 賀来 美和子1, 佐古 兼一1, 羽
二生 久夫3, 松田 佳和1 （1日薬大・薬・臨床薬学教育セ
ンター, 2名市大・医・免疫, 3信州大・バイオメデイカル
研・バイオ生体医工）

28PB-pm103 β-glucan 誘導ヒアルロン酸産生促進によるマウスの
創傷治癒促進効果
○須永 圭典1, 相馬 結花1, 長原 礼宗1 （1東京電大理
工）

28PB-pm104 β-グルカン作用によるヒト表皮角化細胞株 HaCaT 細
胞を介したヒアルロン酸分泌上昇
○相馬 結花1, 須永 圭典1, 長原 礼宗1 （1東京電大理
工）

28PB-pm105 インターロイキン-4 が骨髄由来免疫抑制細胞の分化
および免疫抑制能に与える影響
○范 子非1, 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）

28PB-pm106 破骨細胞分化に影響を与える非炎症性物質 SHIL001
及び SHIL002
○豊村 隆男1, 和氣 秀徳2, 勅使川原 匡2, 劉 克約2, 高
橋 英夫3, 西堀 正洋2, 森 秀治1 （1就実大・薬, 2岡山大・
院・医歯薬総研, 3近畿大・医）

28PB-pm107 ケラチノサイトの IL-17 応答調節における JAK ファ
ミリーチロシンキナーゼの役割
多和 佳佑1, ○室本 竜太1, 松田 正1 （1北大院薬）

28PB-pm108S 血小板由来可溶性因子はマクロファージの LPS に対
する応答を抑制する
○安藤 祐介1, 奥 輝明1, 辻 勉1 （1星薬大 微生物学教
室）

28PB-pm109S ラクトフェリンの潰瘍性大腸炎に対する抑制作用：
デキストラン硫酸ナトリウム誘発性大腸炎モデルマ
ウスを用いた検討
○糸井 彩1, 彌永 明1, 安藤 堅1, 早川 磨紀男1 （1東京薬
大薬）

28PB-pm110 母乳成分ラクトフェリンは TLR4 非依存的な機構に
より動脈硬化の発症・進展を制御する
今村 愛弓1, 藤田 尚幸1, 山下 綾香1, ○安藤 堅1, 早川
磨紀男1 （1東京薬大薬）

28PB-pm111 マスト細胞における顆粒内炎症性メディエータと分
泌機能蛋白質の局在解析
○千田 知美1, 平嶋 尚英1, 鈴木 亮1 （1名市大院薬）

28PB-pm112 霊芝抽出液による PAR2-R 刺激ケラチノサイトの
IL-8 産生阻害
○石橋 芳雄1, 古川 めぐみ2, 北中 進2, 浅原 祐治3 （1明
治薬大, 2日本大薬, 3日産化学）

28PB-pm113 ラット臓器におけるグランザイム 3 の発現
○平田 幸代1, 稲垣 弘文1, 清水 孝子1, 川田 智之1 （1日
本医大）

28PB-pm114 肥満細胞内のシグナル伝達の解明
○岩田 円夏1, 日髙 宗明1, 岩崎 和広2, 小田 祐一郎1,
黒川 昌彦1, 堤 重敏3, 鈴木 彰人1 （1九州保福大薬, 2西
田病院薬, 3アマゾンフード）

28PB-pm115S CD14 の LPS 結合能と TLR4 内在化の機能連関
○武内 偲乃1, 塚本 宏樹1, 鵜飼 一歩1, 山形 由貴1, 久
保田 佳苗1, 小坂井 沙緒1, 富岡 佳久1 （1東北大院薬）

老化・発生・生理・その他

28PB-pm116 タンパク質・脂質リッチ飼料がラットの高齢期体重
減少と寿命に与える影響
○大寺 恵子1, 髙橋 良哉1 （1東邦大薬）

28PB-pm117 緑茶カテキン成分による脳の老化抑制作用の機構
解明
○パービン モニラ1, 中川 愛美2, 今井 伸二郎3, 中村
順行1, 海野 けい子2 （1静岡県大院, 2静岡県大薬, 3東京
工大応用生物）

28PB-pm118S メタロチオネイン遺伝子欠損は、マウスの寿命を短
縮する
○水野 雄登1, 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）

28PB-pm119 日本人超百寿者血漿のグライコプロテオミクス
○三浦 ゆり1, 板倉 陽子1, 太田 悠葵2, 高倉 大輔2, 橋
井 則貴2, 新井 康通3, 津元 裕樹1, 豊田 雅士1, 川崎
ナナ2, 広瀬 信義3, 遠藤 玉夫1 （1都健康長寿医セ研,
2国立衛研, 3慶応大・百寿総合研セ）

28PB-pm120 線虫の寿命における D-アスパラギン酸オキシダーゼ
の機能解析
○齋藤 康昭1, 奥津 茉莉1, 中野 俊哉1, 宮本 哲也1, 関
根 正恵1, 片根 真澄1, 坂本 太郎1, 今井 浩孝1, 新井
洋由2, 本間 浩1 （1北里大薬, 2東大院薬）

28PB-pm121 腸の若さの指標としての HEBE 顆粒の可能性～線虫
の老化と健康寿命に着目して～
○丹治 貴博1, 錦織 健児1, 白石 博久1, 大橋 綾子1 （1岩
手医大薬）

28PB-pm122 【演題取り下げ】

28PB-pm123 腸管グリア細胞におけるカルシニューリン欠損がも
たらす小腸異常
藤田 真弥1, 八木 孝樹1, 大倉 宇海1, 田中 順一1, 平嶋
尚英1, ○田中 正彦1 （1名市大院薬）

28PB-pm124S bcl2 ファミリー分子 BNIP3 は、オートファジーを介
して上皮の分化および形態維持を行う。
○久保 嘉一1, 森山 麻里子1, 宇田 純輝1, 早川 堯夫1,
森山 博由1 （1近畿大薬 薬総研）

28PB-pm125 環状オリゴ糖による精子の活性化機構の解明
○竹尾 透1, 中尾 聡宏1, 酒匂 一仁1, 堀越 裕佳1, 中潟
直己1 （1熊本大 生命資源センタ）

28PB-pm126S 遅発性筋痛モデルラットの下腿筋膜における 4 つの
痛み関連遺伝子の発現増加
○脇田 知佳1, 吉田 明希子1, 千原 弥希1, 北森 一哉2,
田口 徹3, 小崎 康子1 （1金城学院大薬, 2金城学院大生
活環境, 3名古屋大環境医研）

28PB-pm127S 遅発性筋痛モデルラットの長指伸筋における Ankrd1
の発現増加
○石塚 智美1, 竹内 里佳1, 小須田 幸江1, 北森 一哉2,
田口 徹3, 小崎 康子3 （1金城学院大薬, 2金城学院大生
活環境, 3名古屋大環境医研）

28PB-pm128 ブラジキニン短時間投与後の脱感作にブラジキニン
B2 受容体の細胞内移行が関与する
○小崎 康子1, 小須田 幸江1, 千原 弥希1, 大山 由帆1

（1金城学院大薬）

28PB-pm129 シアリダーゼ Neu1 の炎症性サイトカイン分泌に関
わる機能の解析
○名取 雄人1, 那須井 美和子1, 根岸 文子1 （1帝京大
薬）

28PB-pm130 時計遺伝子 Bmal1 は脂肪細胞における脂質分解の制
御を介して全身のエネルギー代謝を調節する
○関根 孝弘1, 和田 平1, 榛葉 繁紀1 （1日本大薬）

28PB-pm131S 各種還元剤を使用して抽出したヒト毛髪タンパク質
溶液からのケラチンフィルムの作製―シャンプー類
評価への適用
○猪股 良平1, 伊藤 弓子1, 比嘉 善一1, 藤井 敏弘1 （1信
州大繊維）

28PB-pm132 ケラチン結合タンパク質を欠いたヒト毛髪ケラチン
フィルムの作製とその性質
○藤井 敏弘1, 林 香1, 猪股 良平1, 伊藤 弓子1 （1信州大
繊維）

28PB-pm133 メラニン色素合成阻害が皮膚免疫系に与える影響の
解析
○河西 亜希子1, 篠田 章1, 太田 一正1, 瀬尾 直美1 （1東
京医大）

– 171 –



生
物
系
薬
学

28PB-pm134 膜透過ペプチドを用いた導入タンパク質の相互作用
検出法
○奥田 明子1, 角北 美幸1, 足立 壮1, 延安 英子1, 廣瀬
久昭2, 二木 史朗2, 竹橋 正則1, 田中 静吾1 （1大阪大谷
大薬, 2京大化研）

28PB-pm135 骨分化誘導におけるリン酸トランスポーターの遺伝
子発現の検討
○熊 千弘1, 伊達 裕美子1, 古賀 貴之1, 廣村 信1, 戸田
晶久1 （1第一薬大）

28PB-pm136 メディカルハーブによる CYP3A4 への影響と抗腫瘍
性機能の探索
○菊地 秀与1, 須永 克佳1, 中里見 真紀1, 古屋 牧子1,
井口 毅裕1, 津田 整1 （1城西大薬・医療栄養）

薬効・安全性評価

28PB-pm137 三次元培養環境下での新しい薬剤評価系の構築
安部 菜月1, 大谷 彩子1, 金木 達郎1, ○西野 泰斗1 （1日
産化学工業）

28PB-pm138 ナルコレプシー治療薬の IDT と HLA-DQB1*06:02 へ
の結合性の相関
○平山 令明1, 宮寺 浩子2 （1東海大糖鎖研, 2国立国際
医療研究セ）

28PB-pm139 肺動脈性肺高血圧症モデルラットに対する新規
Soluble Epoxide Hydrolase（sEH） 阻害薬の効果
○國田 香菜1, 中寺 康仁1, 浅岡 由次1, 芹澤 崇1, 下薗
理恵子1, 八木 麻衣1, 吉澤 良隆1, 東 恵理子1, 加藤
祐子1, 徳丸 和之1, 林 新之助1, 新田 亜衣子1, 山田
将輝1 （1東レ医薬研）

28PB-pm140 リピドミクス解析による手足症候群関連代謝物候補
の in vitro 探索
○斎藤 嘉朗1,3, 松澤 由美子1, 嶽本 和久1, 石川 将己1,
齊藤 公亮1, 細井 寛子2, 近藤 俊輔2, 上野 秀樹2, 奥坂
拓志2, 前川 京子1 （1国立衛研・医薬安全, 2国立がん
セ・中央病院, 3東北大院薬）

28PB-pm141 精神性発汗に対する制汗デオドラント剤の適用
○犬飼 桂子1, 吉田 あゆみ1, 伴 和佳1, 井上 和郎1,
Reza KEYHANI2, Jens SCHULZ2, Thomas SCHMIDT-
ROSE2 （1ニベア花王, 2バイヤスドルフ）

28PB-pm142 ヒト血管内皮細胞を用いた細胞傷害性試験及びウサ
ギにおける血管刺激性試験によるニカルジピン塩酸
塩注射液投与による血管障害の危険因子の解析
○越智 幹記1, 田中 祥之1, 豊田 弘1 （1沢井製薬 生物研
究部）

28PB-pm143 ドーピングに用いられる薬物の行動薬理学的運動
評価
○巽 貴明1, 雪本 衣里1, 橋本 麻子1, 三田村 しのぶ1,
小森 浩二1 （1摂南大薬）

28PB-pm144 運動能力を評価するための行動薬理学的手法
○雪本 衣里1, 巽 貴明1, 橋本 麻子1, 三田村 しのぶ1,
小森 浩二1 （1摂南大薬）

28PB-pm145 β-グルカン包接による安全な Deet 製剤の開発
○中尾 令子1, 宮本 和英1,2, 鈴木 利雄3, 石井 宏和4, 坂
井 和夫5, 福田 勝5, 谷口 泰造1,2 （1姫路獨協大薬, 2ファ
ルマクリエ神戸, 3大阪市大院工, 4甲南大・FIRST, 5冨
士色素）

28PB-pm146 接触性皮膚炎マウスモデルに対するクマザサ原形質
液経口投与の効果
○臼田 春樹1, 藤井 広久1,2, 堀田 芳弘1, 野々垣 常正1

（1金城学院大薬, 2サンクロン）

28PB-pm147 入浴剤浴による覚醒レベルおよび快適性に及ぼす
影響
○渡邊 智1, 石澤 太市1, 綱川 光男1, 谷野 伸吾1, 松浦
倫子2, 安達 直美2, 有富 良二2 （1バスクリン, 2エス ア
ンド エー アソシエーツ）

28PB-pm148 マウスにおけるアセトアミノフェン肝障害の発現に
関与するリアルタイム PCR を用いた血中感受性因子
の探索
○菅野 秀一1, 蓬田 伸1, 冨澤 亜也子1, 石川 正明1 （1東
北薬大）

28PB-pm149 ヒト iPS 細胞由来心筋細胞の収縮特性および遺伝子
発現に対するソフトゲル培養の影響
○黒川 洵子1, 藤塚 美紀1, 中井 雄治2, 林 英里奈1, 安
東 朋子1, 児玉 昌美1, 古川 哲史1 （1東京医歯大難治研,
2弘前大食料科学研）

28PB-pm150 興奮毒性評価が可能なヒト iPS 細胞由来神経細胞の
探索
○佐藤 薫1, 高橋 華奈子1, 重本最上 由香里1, 金村
米博2, 正札 智子2, 福角 勇人2, 岡田 洋平3, 岡野 栄之4,
白尾 智明5, 関野 祐子1 （1国立衛研, 2大阪医療セ, 3愛
知医大, 4慶應大医, 5群馬大医）

28PB-pm151S Morphine の副作用に対する aprepitant の有用性
○大西 永里子1, 芝崎 真裕1, 横田 智美1, 高橋 友里1,
宇田 将人1, 安藤 光史1, 佐々木 美理1, 森 友久1, 鈴木
勉1 （1星薬大）

28PB-pm152S 中枢性 morphine 誘発大腸輸送能低下作用に関わる
脳部位の検討
○佐々木 美理1, 芝崎 真裕1, 王 恵理佳1, 大西 永里子1,
横田 智美1, 森 友久1, 鈴木 勉1 （1星薬大）

28PB-pm153S 抗ヒスタミン薬であるオキサトミドの P2X7 受容体
を介する ATP 誘発膜電流に及ぼす阻害作用
○吉田 一貴1, 伊藤 政明1, 松岡 功1 （1高崎健康福祉
大・薬・薬効解析学）

その他

28PB-pm154S マウスにおけるアセトアミノフェン誘発肝障害に対
するオルチプラズの防御効果
○三神 健司1, 野村 美里1, 花岡 彩奈1, 椎木 綾乃1, 桝
渕 泰宏1 （1千葉科学大薬）

28PB-pm155 AGS-GHRL8 細胞の活性型グレリン産生に及ぼすウ
ルソール酸およびコロソリン酸の影響
○中島 健輔1, 大磯 茂1, 宇都 拓洋1, 森永 紀1, 正山
征洋1, 中村 和男2, 仮屋薗 博子1 （1長崎国際大院薬,
2日本薬大）

28PB-pm156 粉防巳成分 Tetrandrine によるマウス皮膚発癌プロ
モーション抑制作用
○野村 政明1, 佐藤 栄子1, 河野 雄太1, 高橋 達雄1,
Kaishun BI2, Se Young CHOUNG3 （1北陸大薬, 2瀋陽薬
大, 3慶熙大薬）

28PB-pm157 培養ラット胎児へのセイントジョンズワートの影響
○横山 篤1, 秋田 正治1 （1神奈川生命科研）

28PB-pm158 腓腹神経結紮により誘発される痛覚過敏モデルマウ
スに対するコリン作動薬の鎮痛作用
○加藤 のどか1, 宗像 紘子1, 阿部 賢志1, 宇都宮 郁2,
田口 恭治2, 野島 浩史1 （1奥羽大薬, 2昭和薬大）

28PB-pm159 カテコールアミン，モノ核酸と有機ゲルマニウム化
合物 Ge-132 の相互作用研究
○中村 宜司1, 島田 康弘1,3, 武田 知也1, 佐藤 克行1, 秋
葉 光雄2, 深谷 晴彦2 （1浅井ゲルマニウム研, 2東京薬
大薬, 3岩手連大農）

28PB-pm160 ショウキョウ(Zingiber officinale)の嚥下機能亢進効果
に関する免疫組織化学的評価
○平田 歩1,2, 石田 七生1,2, 船戸 裕樹1, 阿部 譲朗1, 仲
井 めぐみ1,2, 八木 祐助1,2, 飯塚 美知郎1, 白石 久1,2, 常
風 興平1, 横田 淳子1, 弘瀬 かほり3, 兵頭 政光3, 宮村
充彦1,2 （1高知大病院薬, 2高知大院医, 3高知大医耳鼻
咽喉科）

28PB-pm161 PlGF-2 による糖尿病性神経障害の改善効果における
VEGFR-1 の役割
○藤田 吉明1, 佐野 英里子1, 高橋 朋子1, 村上 龍文2,
中村 明弘1 （1昭和大薬, 2川崎医大神経内科）

薬理ゲノミクス

28PB-pm162S ヒト ABC 輸送体 ABCC4 の機能にたいする非同義一
塩基多型の影響
○塚本 めぐみ1, 佐竹 一紘1, 三宅 美月2, 石川 智久3,
中川 大2 （1中部大応生, 2中部大応生, 3NPO法人 地方
再興・個別化医療支援）
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28PB-pm163 日本人症例におけるスタチン関連筋障害の発症に特
徴的な遺伝子多型
○佐井 君江1, 今任 拓也1, 松澤 由美子1, 杉山 永見子1,
前川 京子1, 赤尾 浩慶2, 梶波 康二2, 日本PGXデータサ
イエンスコンソーシアム3, 斎藤 嘉朗1 （1国立衛研, 2金
沢医大, 3JPDSC）

28PB-pm164 東及び東南アジア諸民族における薬物代謝酵素遺伝
子多型の民族差
○杉山 永見子1, 佐井 君江1, 今任 拓也1, 斎藤 嘉朗1

（1国立衛研）

28PB-pm165 次世代シーケンサーを用いた広領域多型解析に向け
た解析試料の品質要件
○児玉 進1,2, 平塚 真弘1, 中村 亮介1,2, 平澤 典保1, 斎
藤 嘉朗1,2 （1東北大院薬, 2国立衛研）

28PB-pm166 DNA メチル化プロファイルがパロキセチンの薬効発
現に及ぼす影響
○竹内 直博1,2, 南畝 晋平1, 加藤 正樹3, 分野 正貴3, 嶽
北 佳輝3, 奥川 学3, 木下 利彦3, 九川 文彦1 （1兵庫医療
大薬, 2共和薬品工業, 3関西医大精神神経科）

受容体・チャネル・トランスポーター

28PB-pm167 過酸化水素によるヌクレオシド輸送体のカルシウム
イオンの調節
○田中 康一1,2,3, 北中 順惠2, 北中 純一2, 塚原 飛央3,
佐藤 友昭3, 竹村 基彦2, 馬場 明道1, 西山 信好1 （1兵庫
医療大薬, 2兵庫医大, 3鹿児島大院医歯）

28PB-pm168 Tyrphostin AG 化合物による活性酸素感受性 Ca2+透
過性チャネル TRPM2 の活性化抑制
○平松 巴瑠香1, 戸田 雄大1, 米澤 龍2, 根来 孝治3, 石
井 正和2, 清水 俊一1 （1横浜薬大 薬理, 2昭和大・薬・生
理・病態, 3昭和大・薬・遺伝解析）

28PB-pm169 抗不整脈薬フレカイニドの神経障害性疼痛に関与す
る Na チャネル（Nav1.7、Nav1.8）に対する作用
熊田 悦子1, ○角南 明彦1 （1国際医福大薬）

28PB-pm170 ヒト EP4 プロスタノイド受容体細胞内ループ 3 の T
cell factor 転写活性への影響
○清良 尚史1, 藤野 裕道1, 倉田 直希1, John W.
REGAN2, 村山 俊彦1 （1千葉大院薬, 2アリゾナ大薬）

28PB-pm171 電位依存性 Kv1.3 チャネルに対するホスファチジル
イノシトール 4,5 二リン酸の特異的作用の機構解析
○山田 啓史1, 梅田 俊太郎1, 村本 孝博1, 鈴木 良明1,
山村 寿男1, 今泉 祐治1 （1名市大院薬）

28PB-pm172 脳血管内皮細胞における低酸素誘発性過分極に対す
る Kir2.1 の寄与
○山村 英斗1, 山村 寿男1, 鈴木 良明1, 浅井 清文2, 今
泉 佑治1 （1名市大院薬, 2名市大院医）

28PB-pm173 ゴシュユ含有成分 evodiamine の尿酸排出トランス
ポーター ABCG2 への作用
○北林 大侑1, 牧野 利明1, 高沢 克子2, 高田 龍平2, 鈴
木 洋史2, 松尾 洋孝3, 四ノ宮 成祥3, 斎藤 嘉朗1 （1名市
大院薬, 2東大病院薬, 3防衛医大）

28PB-pm174 容積感受性アニオンチャネルは酪酸によるアポトー
シス誘導に寄与する
○清水 貴浩1, 大竹 宏尚1, 藤井 拓人1, 田渕 圭章2, 酒
井 秀紀1 （1富山大院薬, 2富山大・生命科学研セ）

28PB-pm175 強心配糖体による癌細胞特異的増殖抑制メカニズム
における LRRC8A の機能
○藤井 拓人1, 山本 翔太1, 清水 貴浩1, 竹島 浩2, 酒井
秀紀1 （1富山大院薬, 2京大院薬）

28PB-pm176 悪性脳腫瘍の光線力学診断をめざした ABCG2 阻害
剤のデザイン
○井上 裕貴1, 池上 洋二1, 佐野 和美1, 梶本 宜永2, 黒
岩 敏彦2, 石川 智久3 （1明治薬大, 2大阪医大, 3NPO地
方再興・個別化医療支援）

28PB-pm177 マウス筋芽細胞由来 C2C12 細胞の分化過程における
フェノフィブラート の細胞毒性
○久保 大三郎1, 関 まどか1, 中作 光1, 竹谷 侑記1, 三
浦 大作1, 清宮 健一1 （1兵庫医療大薬）

28PB-pm178 ヒトクレアチントランスポーター変異症例における
クレアチン輸送機能の解明
○太田 悠介1, 立川 正憲1, 落合 祐介1, 和田 敬仁2, 大
槻 純男3, 寺崎 哲也1 （1東北大院薬, 2京大院医, 3熊本
大院生命科学）

28PB-pm179 LPS 誘発炎症ラットの Voltage-Dependent Sodium
Channel 発現の評価
○根岸 彰生1, 山田 千晴1, 大原 厚祐1,2, 大野 泰規3, 久
津間 信明4, 大島 新司1, 小林 大介1 （1城西大薬, 2城西
国際大薬, 3ヴェルペンファルマ, 4あさひ調剤）

28PB-pm180 アストロサイトにおける S1P 誘発応答への TRPC6
チャネルの関与
○白川 久志1, 勝本 るみ1, 中川 貴之1,2, 金子 周司1

（1京大院薬・生体機能解析, 2京大病院・薬）

28PB-pm181 MDR1 発現 LLC-PK1 細胞におけるフェノフィブラー
ト誘発細胞毒性の解析
○関 まどか1, 是枝 明日香1, 三浦 大作1, 清宮 健一1

（1兵庫医療大薬）

28PB-pm182S 乳癌細胞におけるヒストン脱アセチル化酵素阻害に
よる Ca2+活性化 K+チャネル KCa3.1 転写及び活性
調節
○金塚 早希1, 中園 裕利華1, 松葉 紗代1, 波多野 紀行2,
鬼頭 宏彰1, 丹羽 里実1, 藤井 正徳1, 鈴木 孝禎3, 村木
克彦2, 大矢 進1 （1京都薬大, 2愛知学院大薬, 3京都府医
大）

28PB-pm183S 3 型リアノジン受容体と Ca2+活性化 Cl−チャネル
TMEM16A の共発現 HEK293 細胞における Ca2+ク
ロックの電気信号への変換
○佐伯 尚紀1, 村山 尚2, 鈴木 良明1, 山村 寿男1, 櫻井
隆2, 今泉 祐治1 （1名市大院薬, 2順天堂大医）

28PB-pm184S ヒト ABCG4 はヒト ABCG2 とは異なるタイプの薬
物輸送体である
○三宅 美月1, 塚本 めぐみ2, 佐竹 一紘2, 中田 晋3, 石
川 智久4, 中川 大1 （1中部大応用生物, 2中部大院応用
生物, 3愛知県がんセンター, 4NPO 地方再興・個別化
医療支援）

28PB-pm185S ヒト ABCB1 の基質認識機構に重要なアミノ酸残基
の推定
○佐竹 一紘1, 塚本 めぐみ1, 三宅 美月2, 豊田 優4, 石
川 智久3, 中川 大1,2 （1中部大 応用生物学研究科, 2中
部大 応用生物学部, 3特定非営利活動法人 地方再興・
個別化医療支援, 4東大病院薬）

28PB-pm186S ヒト・ヒスタミン H1 受容体の薬物親和性制御機構：
抗ヒスタミン薬の結合親和性における Lys191 残基の
抑制的役割
○殿村 真弓1, 小林 千尋1, 福井 裕行2, 菱沼 滋1, 庄司
優1 （1明治薬大・薬効, 2徳島大院・HBS研究部・分子難
治性疾患）

28PB-pm187S ヒト・ヒスタミン H1 受容体の薬物親和性制御機構：
Na+によるアロステリック制御に対する H+の拮抗的
役割
○山本 僚祐1, 高塚 蔵馬1, 福井 裕行2, 菱沼 滋1, 庄司
優1 （1明治薬大・薬効, 2徳島大院・HBS研究部・分子難
治性疾患）

28PB-pm188S ヒト・ヒスタミン H1 受容体の薬物親和性制御機構：
Na+によるアロステリック制御機構における Asp73
残基の役割
○山上 沙樹1, 小坂 貴代江1, 福井 裕行2, 菱沼 滋1, 庄
司 優1 （1明治薬大・薬効, 2徳島大院・HBS研究部・分子
難治性疾患）

細胞内情報伝達

28PB-pm189 TGF-β1 による肺線維化への免疫抑制剤の影響
○山崎 璃沙1, 松澤 康雄2, 川島 辰男2, 柳原 まどか1,
中村 浩之1, 藤野 裕道1, 村山 俊彦1 （1千葉大院薬・薬
効薬理, 2東邦大医セ・佐倉病院）

28PB-pm190 血管平滑筋細胞におけるサイトカインによる
ADAM17 発現に対するシロスタゾールの影響
○森本 真由美1, 高栗 郷1, 佐藤 久美1 （1北海道薬大）
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28PB-pm191 リゾホスファチジン酸誘導性細胞遊走における
GPR87 の関与
○齋藤 僚1, 中嶋 俊介1, 古田 大祐1, 落合 翔一2, 松岡
直輝1, 藤田 典久1 （1立命館大薬, 2立命館大院理工）

28PB-pm192 GABAB 受容体作動薬前処置に伴う NMDA 誘発性ミ
トコンドリア膜電位変動の抑制
○芦田 よしの1, 倉本 展行1 （1摂南大薬）

28PB-pm193 フルルビプロフェンの標的タンパク質同定と小胞体
ストレス軽減機構の解明
○森 光平1, 細井 徹2, 山口 理恵2, 小澤 光一郎2 （1広島
大薬, 2広島大院医歯薬）

薬物代謝

28PB-pm194S イソニアジドによる CYP2E1 の mechanism-based
inhibition
○宮内 恭兵1, 松好 春奈1, 桝渕 泰宏1 （1千葉科学大
薬）

28PB-pm195S マウスにおける四塩化炭素誘発肝障害の性差発現に
おける酵素的要因
○永井 良平1, 林 裕樹1, 桝渕 泰宏1 （1千葉科学大薬）

28PB-pm196S ドッキングおよび分子動力学シミュレーションによ
る野生型・変異型 CYP1A2 と 7-エトキシレゾルフィ
ンとの複合体構造の予測
○渡邉 友里江1, 福吉 修一1, 伊藤 雅2, 平塚 真弘2, 山
乙 教之3, 広野 修一3, 小田 彰史1,4 （1金沢大院医薬保,
2東北大院薬, 3北里大薬, 4阪大蛋白研）

28PB-pm197S C-4 位メチル基が関与する nevirapine の代謝活性化
機構の解析
○巴川 暢子1, 高橋 恭子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）

28PB-pm198S ケトコナゾールによる肝毒性発現に対するヒト
AADAC の関与
○飯田 あずみ1, 深見 達基1, 中島 美紀1 （1金沢大院医
薬保）

28PB-pm199S 3’-UTR 上の SNP によるヒト AKR1D1 の発現変動の
原因となる microRNA の解明
○岩上 智香1, 深見 達基1, 中島 美紀1 （1金沢大院医薬
保）

28PB-pm200S Cytochrome P450 (CYP、P450) 3A4 及び CYP3A5 を
含むヒト代謝型 P450 に対する各種抗真菌薬の相互
作用
○今川 友里恵1, 村山 典恵2, 山崎 浩史2, 丹羽 俊朗1

（1就実大薬, 2昭和薬大）

28PB-pm201S 日本人トリメチルアミン尿症の大規模詳細調査
○千葉 布季子1, 清水 万紀子1, 徳山 瑛美1, 牧野 美紀1,
山崎 浩史1 （1昭和薬大）

28PB-pm202S ラット肝細胞スフェロイド培養における医薬品代謝
物を考慮した薬剤誘発性リン脂質症評価
○髙木 優志1, 佐能 正剛1, 山頭 征岳1, 太田 茂1 （1広島
大院医歯薬）

28PB-pm203 危険ドラッグ含有合成カンナビノイドによる薬物代
謝酵素シトクロム P450 阻害作用
○芦野 隆1, 伯川 加菜絵1, 桜井 彩華1, 伊藤 有香1, 沼
澤 聡1 （1昭和大薬）

28PB-pm204 ヒト肝細胞移植キメラマウスにおける薬物動態の個
体差
○品川 晃彦1, 佐能 正剛1,2, 藤本 真美1, 土居 茜1, 山崎
ちひろ3, 石田 雄二3, 加国 雅和3, 立野 知世3, 太田 茂1,2

（1広島大薬, 2広島大院医歯薬, 3フェニックスバイオ）

28PB-pm205 UDP-glucuronosyltransferase 分子種と C-末端アミノ
酸残基欠失変異体の共発現
○西山 貴仁1, 加倉井 直輝1, 大沼 友和1, 小倉 健一郎1,
平塚 明1 （1東京薬大薬）

28PB-pm206 高脂肪食で飼育したマウス腸管薬物代謝酵素/トラン
スポーターの発現変動について
野口 雄司1, 服部 芳規1, 山口 賢彦1, 山崎 泰広1, 五十
里 彰2, ○菅谷 純子1 （1静岡県大薬, 2岐阜薬大）

28PB-pm207 カニクイザル生理学的薬物動態モデルを活用したチ
トクロム P450 カクテル基質のヒト血中濃度推移
予測
○志田 聡美1, 村山 典恵1, 宇野 康広2, 山崎 浩史1 （1昭
和薬大, 2新日本科学）

28PB-pm208 プロポフォールの肝ミクロゾームによるグルクロン
酸抱合反応の種差
○埴岡 伸光1, 向井 麻莉奈2, 村田 実希郎1, 重山 昌人1,
岡田 賢二1, 礒部 隆史1 （1横浜薬大, 2岡山大薬）

28PB-pm209 Cytochrome P450 (CYP、P450) 3A4 及び CYP3A5 を
含む各種ヒト P450 によるステロイド代謝
○丹羽 俊朗1, 村山 典恵2, 今川 友里恵1, 山崎 浩史2

（1就実大薬, 2昭和薬大）

28PB-pm210 培養肝細胞における PXR1 と PXR2 による薬物代謝
酵素の発現制御と細胞増殖の関係性
○落合 和1, 三木 崚介1, 福田 麻里1, 加藤 春香1, 飯村
龍輝1, 中條 佑哉1, 五十嵐 信智1, 杉山 清1 （1星薬大・薬
動学教室）

28PB-pm211 UDP-Glucuronosyltransferase 2B3 への N 型糖鎖付加
配列導入が機能に及ぼす影響
○山口 奈穂1, 中村 達郎1, 宮内 優1, 武田 知起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）

28PB-pm212 マウス肝のモルヒネ UDP-グルクロン酸転移酵素：
Ugt2b36 の役割
○栗田 歩実1, 宮内 優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）

28PB-pm213 タモキシフェン耐性 MCF-7 細胞における細胞増殖調
節因子の発現変動
○小倉 健一郎1, 木下 隼1, 大沼 友和1, 西山 貴仁1, 平
塚 明1 （1東京薬大薬）

28PB-pm214 ラット肝および小腸における UGT 分子種の mRNA
発現量の絶対定量評価
古川 陽一1, 深見 達基1, ○中島 美紀1 （1金沢大院医薬
保）

28PB-pm215 マウス Cyp1a2 遺伝子フェノバルビタール型誘導剤
応答領域の解析
○佐久間 勉1, 河崎 優希1, 古野 幸美1, 後藤 雄真1, 茂
木 優治1, 根本 信雄1, 櫻井 宏明1 （1富山大院薬）

28PB-pm216 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2 による
Morphine 及び Epimorphine の立体選択的代謝反応の
機構解明
○増田 和文1, 加藤 久登1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1, 熊
本 卓哉2, 舟橋 達也3, 田邊 知孝3, 喜多 秀樹4, 石田 隆4,
山野 茂4, 松本 考弘5, 上島 将幹5, 成松 鎭雄5 （1就実大
薬, 2武蔵野大薬, 3松山大薬, 4福岡大薬, 5岡山大院医
歯薬）

28PB-pm217 ラット 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2 及び
type 6 による Morphine 及び Epimorphine の立体選択
的代謝反応の速度論的解析
○成松 鎭雄1, 松本 考弘1, 上島 将幹1, 増田 和文2, 加
藤 久登2, 齋藤 啓太2, 片岡 洋行2, 熊本 卓哉3, 舟橋
達也4, 田邊 知孝4, 喜多 秀樹5, 石田 隆5, 山野 茂5 （1岡
山大院医歯薬, 2就実大薬, 3武蔵野大薬, 4松山大薬,
5福岡大薬）

28PB-pm218 小胞体ストレス誘導剤およびサイトカインによる
CYP1A1 の発現制御
○今井 和弘1, 山田 莉香子1, 伊藤 友香1, 井上 靖道1,
林 秀敏1 （1名市大院薬）

中枢神経系（機能）

28PB-pm219 LPS 誘発炎症モデルマウスを用いた精神機能変化に
関する研究
○山下 佳晃1, 本郷 志帆1, 大槻 奏実1, 北村 佳久1,2, 千
堂 年昭2 （1岡山大薬, 2岡山大病院薬）
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28PB-pm220 LPS 誘発性記憶障害モデルにおける minocycline の
効果とミクログリアの関連
山元 誉子1, ○髙野 俊輔1, 新山 奎作1, 田鶴谷（村山）
惠子1, 岡野 善郎1, 廣村 信1, 森山 峰博1, 入倉 充1 （1第
一薬大）

28PB-pm221 不安惹起性神経ペプチドはストレス誘導性ノルアド
レナリン及び cAMP 遊離を模倣するか？
吉武 志真子1, ○井尻 聡一郎2, Jan KEHR1, 吉武 尚1,3

（1カロリンスカ研, 2国際医福大薬, 3鹿大院医歯）

28PB-pm222 神経障害性疼痛に寄与する脊髄後角アストロサイト-
connexin43 発現低下
○森岡 徳光1, 張 芳芳1, 中島 一恵1, 仲田 義啓1 （1広島
大院医歯薬・薬効解析）

28PB-pm223 ジアジフェノライドのヒト iPS 細胞由来神経細胞に
対する神経突起伸展の促進効果
○庄司 正樹1, 西岡 恵1, 原田 研一2, 久保 美和2, 福山
愛保2, 葛原 隆1 （1徳島文理大・薬・生化学, 2徳島文理
大・薬・薬品物理化学）

28PB-pm224 α7 ニコチン性アセチルコリン受容体作動薬の作業記
憶増強作用におけるマイクロ RNA-134 の関与
○窪田 剛志1, 中島 維大1, 桐野 豊1 （1徳島文理大香川
薬）

28PB-pm225 アストロサイトは炎症刺激によって各種遊離脂肪酸
を放出する
○中本 賀寿夫1, 相澤 風花1, 西中 崇1, 徳山 尚吾1 （1神
戸学院大薬・臨床薬学）

28PB-pm226 メタンフェタミン退薬時の認知機能障害発現機構に
おける CB1 受容体の関与
○山田 啓史1, 福森 良1, 山口 拓1, 山本 経之1 （1長崎国
際大薬）

28PB-pm227 発達臨界期の性ホルモン擾乱が引き起こす成熟後皮
質辺縁系モノアミン神経の異常
○鹿内 浩樹1, 井上 純孝1, 山崎 あや1, 根深 真央1, 平
田 智子1, 平出 幸子1, 富樫 廣子1, 島村 佳一1 （1北医療
大薬）

28PB-pm228 高精細三次元定量的全脳解析システムの構築と脳内
変化の検出
○笠井 淳司1,2, 勢力 薫1, 丹生 光咲1, 橋本 岳3, 橋本
均1,4,5 （1阪大院薬・神経薬理, 2阪大未来戦略, 3静岡大
工・電気電子工学, 4阪大院・連合小児・子どものここ
ろセンター, 5阪大院薬・附創薬センターiPS脳神経毒
性プロジェクト）

28PB-pm229 慢性的な社会的敗北ストレスによる内側前頭前皮質
における PACAP 発現低下とエピジェネティクス関
連因子の発現変化
○川瀬 啓生1, 笠井 淳司1,2, 小川 純明1, 狭間 啓佑1, 早
田 敦子3, 新谷 紀人1, 馬場 明道4, 橋本 均1,3,5 （1阪大院
薬・神経薬理, 2阪大・未来戦略, 3阪大院・連合小児・子
どものこころセ, 4兵庫医療大・薬, 5阪大院薬・附創薬
センターiPS脳神経毒性プロジェクト）

28PB-pm230S PGE2 は運動ニューロン様株化細胞 NSC-34 の神経
突起伸長を促進する
○南郷 拓嗣1, 小菅 康弘1, 宮岸 寛子1,2, 石毛 久美子1,
伊藤 芳久1 （1日本大薬, 2国際医福大薬）

28PB-pm231S 観察学習による記憶の増強
○手代木 知恵1, 野村 洋1, 池谷 裕二1 （1東大院薬・薬
品作用）

28PB-pm232S 隔離飼育による 5α-reductase type I の減少における
DNA メチル化の関与
○西田 将治1, 平城 陽介1, 松本 欣三2, 荒木 良太1, 矢
部 武士1 （1摂南大薬 複合薬物解析, 2富山大 和漢研
複合薬物薬理）

28PB-pm233S 幼少期ストレスによる成熟後の神経障害性疼痛によ
る情動機能障害における脳内 BDNF の関与
○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）

28PB-pm234S 隔離飼育による異常行動と背側縫線核 GABAB1a の
エピジェネティックな発現制御の関連性
○酒井 樹生1, 平城 陽介1, 西田 将治1, 太田 圭祐1, 細
木 美沙2, 倉本 展行2, 松本 欣三3, 荒木 良太1, 矢部
武士1 （1摂南大薬 複合薬学解析, 2摂南大薬 毒性, 3富
山大 和漢研 複合薬物薬理）

中枢神経系（神経変性）

28PB-pm235S マウス後根神経節細胞において硫化水素ドナー Na2S
は T 型 Ca2+チャネルを介して神経突起伸長を促進す
る：細胞の大きさによる効果の違いについて
○天羽 一騎1, 大野 菫1, 関口 富美子1, 川畑 篤史1 （1近
畿大薬）

28PB-pm236S タンパク質の非酵素的翻訳後修飾の解析
○澤野 亜矢1, 日坂 真輔1, 近藤 芳皓1, 鶴見 沙樹1, 吉
村 知優里1, 大澤 俊彦2, 能勢 充彦1 （1名城大薬, 2愛知
学院大心身科学）

28PB-pm237S AMP-activated protein kinase が脳虚血性神経障害発
現に及ぼす影響
○平良 美沙登1, 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）

28PB-pm238S 全脳虚血誘導性痛覚過敏に対する各種神経障害性疼
痛治療薬の影響
○景山 絵理香1, 松浦 渉1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1 （1神
戸学院大薬・臨床薬学）

28PB-pm239S 脳内出血時の脳内におけるロイコトリエン B4 産生
に関わる酵素類の発現解析
○肱岡 雅宣1, 倉内 祐樹2,3, 久恒 昭哲2,3, 関 貴弘1, 香
月 博志1 （1熊本大院薬, 2熊本大院先導機構, 3熊本大
リーディング大学院HIGOプログラム）

28PB-pm240 アトルバスタチンのマクロオートファジー促進作用
による神経細胞保護の可能性について
○吉井 美智子1, 茶谷 望1, 入口 萌々香1, 小澤 光一郎1

（1広島大院医歯薬）

28PB-pm241 脳虚血性耐糖能異常および神経障害の発現に対する
迷走神経を介した orexin-A の抑制作用
○原田 慎一1, 徳山 尚吾1 （1神戸学院大薬・臨床薬学）

28PB-pm242 ALS モデルマウスにおけるセロトニン 1A アゴニス
トによる神経保護効果の検討
○中野 剛志1, 鳥越 菜央1, 村上 真樹2, 宮崎 育子2, 浅
沼 幹人3, 北村 佳久1, 千堂 年昭1 （1岡山大院医歯薬 臨
床薬剤学, 2岡山大院医歯薬 神経情報学, 3岡山大院医
歯薬 脳神経機構学）

28PB-pm243 ミダゾラムによる Aβ 重合体形成の抑制検討
○山本 直樹1,2, 有馬 一3, 鈴木 健二2, 祖父江 和也3

（1北陸大・薬, 2立命館大・薬, 3名市大・医・麻酔）

28PB-pm244 ロテノン慢性投与マウスにおけるヒト骨髄由来幹細
胞移植によるドパミン神経の自律的再生
○北村 佳久1, 河西 翔平1, 高田 和幸1, 芦原 英司1 （1京
都薬大）

28PB-pm245 成体海馬歯状回の神経新生に対する Acanthopanax
gracilistylus および Bacopa monnieri の促進効果
○芝 達雄1, 浜田 凌介1, Pham HANG THI NGUYET2,
米山 雅紀1, 荻田 喜代一1 （1摂南大薬・薬理, 2ベトナム
国立薬用天然物研）

28PB-pm246 マウス海馬におけるアミロイド β オリゴマーによる
インスリン様成長因子 1 受容体を介した p75NTR タ
ンパク質発現制御機構の解明
○伊藤 慎悟1,2, Michel MENARD2, Trevor ATKINSON2,
Chantal GAUDET2, Leslie BROWN2, James WHITFIELD2,
Balu CHAKRAVARTHY2 （1熊本大院生命科学, 2NRC-
IBS）

28PB-pm247 NMDA 誘発網膜神経細胞死に対する apelin の Akt
および ERK の活性化を介した保護作用
○住野 彰英1, 石丸 侑希1, 梶岡 大暉1, 柴垣 郁弥1, 森
田 匠1, 山室 晶子1, 吉岡 靖啓1, 前田 定秋1 （1摂南大
薬・薬物治療）
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28PB-pm248 NOX5 による活性酸素種産生に対する alpha-
synuclein の影響
○山室 晶子1, 白井 智子1, 山下 あずさ1, 石丸 侑希1,
吉岡 靖啓1, 前田 定秋1 （1摂南大薬）

28PB-pm249 ドパミンによる脳内サイトカイン産生の抑制
○杉野 佑太1, 吉岡 靖啓1, 山田 穣1, 山下 和純1, 田村
茉奈美1, 山室 晶子1, 石丸 侑希1, 前田 定秋1 （1摂南大
薬）

28PB-pm250 15q 重複モデルマウスにおける脳内ドーパミン神経
系の変化
黒宮 里紗1,2, ○菅谷 望1,2, 北村 陽二1,2, 三輪 大輔1,2, 小
阪 孝史1,2, 小川 数馬1,2, 内匠 透3, 柴 和弘1,2 （1金沢大
学際セ, 2金沢大院医薬保, 3理研BSI）

28PB-pm251 脳内小胞体ストレスによるアルブミン発現とその機
能の解明
○中島 美衣子1, 細井 徹2, 本田 晶子1, 小澤 光一郎2

（1広島大薬, 2広島大院医歯薬）

中枢神経系（疾患・治療）

28PB-pm252S レゾルビン E2 の抗うつ作用に関する検討
○霜田 健斗1, 出山 諭司1,2, 井手 聡一郎1, 福田 隼1, 周
東 智1, 南 雅文1 （1北大院薬, 2イェール大医）

28PB-pm253S 慢性脳低灌流ラットの嚥下反射機能障害に対する
eugenol の効果
○浅野 昂志1, 松﨑 広和1, 小井土 愛里1, 松井 駿1, 玄
美燕1, 日比野 康英1, 岡﨑 真理1 （1城西大薬）

28PB-pm254S 脳虚血ストレス誘導性耐糖能異常および神経障害発
現に対するチョロギの影響
○元日田 まりな1, 辻田 司1, 原田 慎一1, 森 隆治2, 徳
山 尚吾1 （1神戸学院大薬・臨床薬学, 2薬草と健康づく
りの会）

28PB-pm255S 長期隔離飼育マウスのエンカウンター誘発多動反応
の ADHD 治療薬による抑制
○長谷部 茂1, 西山 早紀1, 岡 智史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）

28PB-pm256S 慢性ストレス負荷うつ病態モデルマウスに対するヘ
プタメトキシフラボンの改善効果
○澤本 篤志1, 奥山 聡1, 山本 加奈1, 山田 貴史3, 横越
英彦3, 天倉 吉章2, 好村 守生2, 中島 光業1, 古川 美子1

（1松山大薬・薬理, 2松山大薬・生薬, 3中部大・応用生
物）

28PB-pm257S Apelin は TNF-α の発現抑制を介して NMDA 誘発網
膜神経節細胞死に対して保護作用を示す。
○梶岡 大暉1, 石丸 侑希1, 住野 彰英1, 森田 匠1, 岩田
侑子1, 山本 祐基1, 山室 晶子1, 吉岡 靖啓1, 前田 定秋1

（1摂南大薬）

28PB-pm258S HMGB1 は oxaliplatin 誘起神経障害性疼痛の発現お
よび維持に関与する
○福田 亮太郎1, 山西 広樹1, 坪田 真帆1, 関口 富美子1,
西田 武司1,2, 石倉 宏恭2, 西堀 正洋3, 川畑 篤史1 （1近
畿大・薬・病態薬理, 2福岡大・医・救命救急, 3岡山大
院・医・薬理）

28PB-pm259S 扁桃体オリゴデンドロサイトの減少は不安様行動を
誘発する
○尾上 広祐1, 野村 洋1, 石塚 恭理1, 五十嵐 ひかる1,
松木 則夫1, 池谷 裕二1 （1東大院薬）

28PB-pm260S 環境強化による PACAP 遺伝子欠損マウスの異常行
動改善作用における輪回し運動の役割
○前田 優子1, 山口 浩史1, 中川 光1, 福山 留以1, 高野
恵利加1, 橋本 均1,2, 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）

28PB-pm261 Fluvoxamine は、Estradiol 依存性の運動量低下を回復
させる
○石橋 雪子1,2, 眞部 孝幸3, 松崎 秀夫4, 森川 智美3, 森
和也1, 中条 茂男1, 渡邉 泰雄5, 出雲 信夫5 （1横浜薬大・
生化, 2阪大院・連合小児発達学, 3藤田保健衛生大・総
医研・遺伝子発現, 4福井大・ 子どものこころの発達研
究センター, 5横浜薬大・総合健康メディカルセン
ター）

28PB-pm262 MU-314 は PC12 細胞の伸長突起作用を増強する
○小野 祐紀恵1, 稲富 千夏1, 辻 真貴1, 田中 里奈1, 滝
本 季沙1, 桑原 弘行1, 出雲 信夫1, 渡邉 泰雄1 （1横浜薬
大）

28PB-pm263 社会敗北マウスの不安行動に対するフルボキサミン
の効果
○中西 拳太郎1, 新本 聖司1, 辻 真貴1, 矢野 サンシ
ロー・ダニエル1, 白戸 悠香子1, 桑原 弘行1, 渡邉 泰雄1,
出雲 信夫1 （1横浜薬大）

28PB-pm264 ラットの学習行動に及ぼすコリン塩化物の影響
○田口 維那1, 井上 俊夫1, 中澤 健太1, 畠山 翔1, 丸山
修1, 原田 貴絵1, 齋籐 有香1, 山川 真未1, 吉野 のぞみ1,
佐古 兼一1, 山元 誉子2, 江水 保3, 佐藤 和三郎3, 松田
佳和1 （1日本薬大, 2第一薬大, 3シュガーレディ化粧
品）

28PB-pm265 脳虚血モデルマウスにおける河内晩柑果皮乾燥粉末
の脳保護作用
○奥山 聡1, 山本 加奈1, 森 浩智1, 天倉 吉章2, 好村
守生2, 中島 光業1, 古川 美子1 （1松山大薬・薬理, 2松山
大薬・生薬）

28PB-pm266 神経様細胞 PC12 のステロイド剤による NGF 誘発性
神経突起伸展抑制機構に関する研究
寺田 一樹1, ○廣瀬 瑞穂1, 松嶋 ゆかり1, 荒川 快生1,
千葉 康司1 （1横浜薬大 臨床薬理学研究室）

28PB-pm267 神経様細胞 PC12 を用いた NGF による神経突起伸展
作用に対する抑肝散の増強効果
寺田 一樹1, ○松嶋 ゆかり1, 廣瀬 瑞穂1, 田所 芽生子1,
千葉 康司1 （1横浜薬大 臨床薬理学研究室）

28PB-pm268S スコポラミン誘発マウス記憶障害モデルにおけるト
ウゲシバ抽出物の作用
○大庭 卓也1, 吉野 雄太1, 石坂 光絵1, 阿部 尚仁2, 鶴
間 一寛1, 嶋澤 雅光1, 横山 宗明3, 田平 武4,5, 水野 瑞
夫6, 大山 雅義2, 原 英彰1 （1岐阜薬大 薬効解析学, 2岐
阜薬大 生薬学, 3レキオファーマ, 4順天堂大院 認知症
診断・予防・治療学, 5岐阜河村病院もの忘れ外来, 6自
然学総研）

28PB-pm269 神経栄養因子シグナルの活性化に基づく神経疾患治
療薬の開発
○古川 昭栄1, 宗宮 仁美1, 福光 秀文1 （1岐阜薬大分子
生物学）

28PB-pm270 ミクログリア抑制効果に基づく HDAC 阻害薬の抗う
つ効果の検討
○山脇 洋輔1,2, 吉岡 伯華1, 西田 美沙子1, 村井 彩佳1,
吉野 貴成1, 赤木 宏行1 （1広島国際大薬, 2広島大院医
歯薬）

28PB-pm271 コリン塩化物がマウスの学習記憶に及ぼす影響
山元 誉子1, ○新山 奎作1, 髙野 俊輔1, 森山 峰博1, 入
倉 充1, 江水 保2, 佐藤 和三郎2, 井上 俊夫3, 松田 佳和3

（1第一薬大, 2シュガーレディ化粧品, 3日本薬大）

28PB-pm272 アルツハイマー病モデルマウスにおけるレチノイン
酸受容体アゴニスト Am80 とレチノイド X 受容体ア
ゴニスト HX630 の協調的な治療効果
○川原 浩一1,2, 末延 道太2, 大塚 英起2, 國安 明彦2, 杉
本 幸彦2, 前田 武彦1, 中込 まどか3, 深澤 弘志3, 首藤
紘一3, 中山 仁2 （1新潟薬大薬, 2熊本大院薬, 3乙卯研）

28PB-pm273 新生児低酸素性虚血性脳症モデルラットにおける終
末糖化産物前駆体メチルグリオキサールの動態
○高瀬 友美1, 入江 圭一1, 坂元 佑哉3, 宮澤 秋子1, 谷
山 儀一1, 城島 絵里1, 山下 郁太1, 中野 貴文2, 佐藤
朝光1, 佐野 和憲1, 岩崎 克典1, 三島 健一1 （1福岡大薬,
2福岡大病院薬, 3福岡大筑紫病院薬）
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28PB-pm274 薬物誘発性炎症モデルマウス脳における河内晩柑果
皮乾燥粉末の抗炎症作用
○古川 美子1, 奥山 聡1, 森 浩智1, 山本 加奈1, 天倉
吉章1, 好村 守生1, 中島 光業1 （1松山大薬）

28PB-pm275 ストレス負荷によって惹起されるうつ様行動におけ
るセロトニントランスポーターのリン酸化制御の
関与
○山本 文哉1, 肥田 裕丈2, 森 健太郎1, 毛利 彰宏1, 石
原 歩実1, 尾崎 紀夫3, 野田 幸裕1,2 （1名城大薬, 2名城大
院薬, 3名大院医）

28PB-pm276 シクロホスファミド誘起膀胱炎マウスにおけるポラ
プレジンクの予防・治療効果
○村上 雅裕1,2, 昼馬 佐紀1, 坪田 真帆1, 関口 富美子1,
松山 賢治3, 木村 健4, 森山 雅弘2, 川畑 篤史1 （1近畿大
薬・病態薬理, 2兵庫医療大薬・臨床薬剤, 3近畿大薬・
臨床薬学, 4兵庫医大病・薬）

28PB-pm277 GABAA 受容体は σ1 受容体、5-HT1A 受容体相互作
用による大脳皮質ドパミン遊離を調節する
○渡部 雄二1, 平松 直樹1, 森 和也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）

28PB-pm278 アポ E 含有リポプロテインによる神経保護とその妨
害因子の働き
○林 秀樹1, 伊藤 玲奈1, 上野 栞1, 袁 博1, 高木 教夫1

（1東京薬大薬・応用生化）

28PB-pm279 KKAy マウスの低酸素脳虚血障害における霊芝菌糸
体培養培地抽出物のネクロトーシス抑制効果
○玄 美燕1, 岡﨑 真理1, 岩田 直洋1, 浅野 哲2, 神内
伸也1, 松﨑 広和1, 坂本 武史1, 宮野 義之3, 飯塚 博3, 日
比野 康英1 （1城西大薬, 2国際医福大薬, 3野田食菌工
業）

28PB-pm280 MPTP 誘発パーキンソン病様症状に対する 1,2,3,4-
tetrahydroisoquinoline 誘導体の作用―官能基に関す
る検討―
○宗像 紘子1, 加藤 のどか1, 阿部 賢志1, 神戸 敏江2,
齋藤 俊昭3, 堀口 よし江2, 野島 浩史1, 田口 恭治2 （1奥
羽大薬, 2昭和薬大, 3日本薬大）

28PB-pm281 NMDA 及び ASIC を分子標的としたビグアニド誘導
体の神経細胞保護効果
○益子 崇1, 小川 真美江1, 加藤 愛里1, 堀江 亞紅1, 三
宅 宗晴1, 鈴木 豊史1, 草間-江口 國子1, 木澤 靖夫1, 草
間 貞1 （1日本大薬）

28PB-pm282 カイニン酸誘発てんかんモデルマウスにおける EP3
受容体の役割
○松尾 由理1, 平野 幸恵1, 石川 弘人1, 内藤 康仁1, 渡
辺 俊1, 岩井 孝志1, 成宮 周2, 田辺 光男1 （1北里大薬,
2京大院医）

28PB-pm283 ラットの反復拘束ストレス負荷による睡眠障害に対
するフェルラ酸の効果
○松﨑 広和1, 山本 知佳1, 玉井 伶奈1, 日比野 康英1,
岡﨑 真理1 （1城西大薬）

28PB-pm284 パロキセチン効果発現の個人差とセロトニントラン
スポーター遺伝子のメチル化との関連
○井内 麻美1, 南畝 晋平1, 加藤 正樹2, 生南 翔子1, 分
野 正貴2, 嶽北 佳輝2, 奥川 学2, 木下 利彦2 （1兵庫医療
大薬, 2関西医大精神神経科）

28PB-pm285 夜間拘束ストレスの抗不安様作用
○田中 辰典1, 太田 友樹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）

28PB-pm286 Mifepristone の慢性投与時刻が抗うつ様作用発現強
度に及ぼす影響
○長崎 智奈美1, 石神 さと子1, 上田 麗未1, 清水 典史1,
山元 誉子1, 出雲 信夫2, 原 千高1, 森山 峰博1 （1第一薬
大・薬物治療学, 2横浜薬大・臨床薬理学）

28PB-pm287 糖尿病態ラットの虚血性脳障害に対するアスコルビ
ン酸の保護作用
○岩田 直洋1, 岡﨑 真理1, 玄 美燕1, 神内 伸也1, 松﨑
広和1, 日比野 康英1 （1城西大薬）

28PB-pm288 マウスにおけるテトラヒドロビオプテリン (BH4) に
よる抗うつ様作用の検討
○戸田 雄大1, 清水 俊一1, 長谷川 宏幸2,3, 大橋 晶子3,
多河 典子4, 加藤 郁夫4, 堀田 芳弘5, 山田 潤1, 杉本
由美6 （1横浜薬大・薬理, 2日本大・医・機能形態学, 3日
本大・歯・解剖Ⅰ, 4神戸薬大・病態生化学, 5金城学院
大・薬, 6安田女大・薬・薬理）

28PB-pm289 All-trans レチノイン酸の短期的投与がアルツハイ
マー病モデルマウスの認知・行動に及ぼす効果
○栗原 直和1, 桐野 豊1, 窪田 剛志1, 岸本 泰司1 （1徳島
文理大香川薬）

28PB-pm290 AD モデルマウスの認知機能に対する慢性脳低灌流
の影響
○澤西 真由美1, 岸本 泰司1, 豊田 康則2, 田宮 隆2, 河
井 信行2, 桐野 豊1 （1徳島文理大香川薬, 2香川大医脳
神経外科）
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3月 28日（土）午前
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

衛生化学・公衆衛生学①

28PA-am001 シイタケ水抽出成分とシステインの反応
○小野 捺章1, 鈴木 利典1 （1就実大薬）

28PA-am002 ホウレンソウ水抽出成分とシステインの反応
○小野 陽子1, 鈴木 利典1 （1就実大薬）

28PA-am003 食用遺伝子組換え動物の 近の開発状況についての
調査
○中島 治1, 近藤 一成1, 上（西巻） 知子1 （1国立衛
研）

28PA-am004 健康食品の安全性に関する研究（第 17 報）　アロエ
健康食品のバルバロイン含有量とマウスにおける血
糖値への影響
○中井 みのり1, 中村 絵里子1, 川添 禎浩1 （1京都女大
食物栄養）

28PA-am005 分子量の異なる食物せんい溶液の継続投与による胃
粘膜肥厚作用の違いについて
○髙林 ふみ代1, 桒原 正汰1, 望月 珠理菜1 （1静岡県大
看）

28PA-am006 発酵野菜・多穀麹配合食品による腸管免疫、肝機能、
脂質代謝向上作用
○今井 乾介1, 藤川 隆彦2, 長尾 淳二1 （1小林製薬, 2鈴
鹿医療科学大）

28PA-am007 海産カロテノイドであるペリディニンの前立腺がん
細胞増殖抑制作用
○里見 佳子1, 林 剛史1, 毛受 琢登1, 森本 和紀1, 米津
昌太1, 塚本 翔平1, 東出 彩1 （1鈴鹿医療大薬）

28PA-am008 健康食品情報提供における 6 年制薬学教育の貢献
○坂崎 文俊1, 藤原 浩美1, 田仲 智恵1, 山田 佳太1, 閔
庚善1 （1大阪大谷大薬）

28PA-am009 高融点油脂の SHRSP 寿命短縮に対する影響につ
いて
○立松 憲次郎1, 宮澤 大介2, 大原 直樹2, 奥山 治美2

（1岐阜薬大, 2金城学院大薬）

28PA-am010 イソラムネチンは RANKL による TGF-β1 の mRNA
発現抑制を介して破骨細胞分化を阻害する
○桐生 道明1, 熊谷 祐樹1, 山本 千夏1 （1東邦大薬）

28PA-am011 Hep G2 細胞内における外来性コエンザイム Q
（CoQ）の還元と、CoQ10 還元酵素の精製
○髙橋 隆幸1, 川口 莉奈1, 梶本 翔子1, 清水 里依1, 鷲
見 祥代1, 小林 直貴1, 峯 幸稔1, 松本 篤1, 北條 重文1,
岡本 正志1 （1神戸学院大薬）

28PA-am012S Coenzyme Q10 の皮膚細胞へのアンチエイジング作用
○峯 幸稔1, 松本 篤1, 北條 重文1, 奥野 正顕1, 高橋
隆幸1, 峯村 剛2, 八幡 信広2, 岡本 正志1 （1神戸学院大
薬, 2日清ファルマ健康科学研）

28PA-am013 魚肉中のコエンザイム Q 同族体分布とその特徴
○北條 重文1, 松本 篤1, 平石 稜人1, 峯 幸稔1, 奥野
正顕1, 高橋 隆幸1, 遠藤 広光2, 岡本 正志1 （1神戸学院
大薬, 2高知大理）

28PA-am014 セレノメチオニンによるマクロファージの炎症性メ
ディエーター発現抑制作用
○荒川 友博1, 田中 昭洋1, 石田 奈津実1, 荻野 泰史1,
奥野 智史1, 上野 仁1 （1摂南大薬）

28PA-am015 蛍光誘導体化を利用したカテキン類の HPLC 分析法
の開発
○岸 智裕1, 糸山 早紀1, 三池 佳裕1, 出口 雄也1, 長岡
恵1, 長岡 寛明1 （1長崎国際大薬）

28PA-am016 ビタミン D 受容体遺伝子欠損マウスの性機能および
性ホルモン産生酵素の発現解析
○鎌尾 まや1, 太田 麻衣子1, 五十嵐 遥香1, 田中 千種1,
西 晶子1, 西村 加奈美1, 林 愛華1, 岡野 登志夫1 （1神戸
薬大）

28PA-am017 異所性石灰化モデルにおけるビタミン K 依存性タン
パク質 Matrix Gla Protein（MGP）の発現解析
○津川 尚子1, 苫田 紘佳1, 中村 拳1, 山本 真由美1, 安
田 真央1, 岡野 登志夫1 （1神戸薬大 衛生化学）

28PA-am018 ビタミン K2 合成酵素 Ubiad1 遺伝子欠損マウスは胎
生致死となる
○中川 公恵1, 澤田 夏美1, 廣田 佳久1,2, 内野 由理1, 須
原 義智3, 岡野 登志夫1 （1神戸薬大, 2鈴鹿医療大薬,
3芝浦工大）

28PA-am019 UBIAD1 発現細胞内で合成された menaquinone-4 は
cell-cell contact で隣接細胞へ移行する
○木本 貴士1, 中川 公恵1, 内野 由理1, 岡野 登志夫1

（1神戸薬大）

28PA-am020 PARP-1 はビタミン K 変換酵素 UBIAD1 遺伝子の転
写を促進する
○廣田 佳久1,2, 中川 公恵2, 渡辺 雅人2, 須原 義智3, 岡
野 登志夫2 （1鈴鹿医療大薬・衛生薬学, 2神戸薬大・衛
生化学, 3芝浦工大・システム理工）

28PA-am021 アサリに含まれるセレン含有物質の分離分析
○岩高 美帆1, 吉田 さくら1, 原武 衛2, 淵上 剛志1, 中
山 守雄1 （1長崎大院医歯薬, 2崇城大薬）

28PA-am022 ヘッドスペースガスクロマトグラフィーを用いた食
品中のイソプロパノール分析法（2）
○大槻 崇1, 小田 琢磨1, 石附 京子1, 佐藤 恭子1, 穐山
浩1 （1国立衛研）

28PA-am023 エラスターゼ誘発性 COPD マウスに及ぼす亜硝酸塩
の影響
○大竹 一男1, 内田 博之1, 小林 順1 （1城西大薬）

28PA-am024 コチニール色素中夾雑色素の経時的構造変化に関す
る速度論的検討
○張替 直輝1, 深町 梓1, 八木 諒子1, 伊藤 裕才2, 杉本
直樹3, 穐山 浩3, 四宮 一総1 （1日本大薬, 2共立女大,
3国立衛研）

28PA-am025 食品抽出液内での亜硝酸の安定性向上
○小林 淳1,2, 小林 茉由奈1, 池田 啓一3, 杉山 英男4

（1日獣大獣医, 2国立科学院生活環境, 3北陸大薬, 4松
本大人間健康）

28PA-am026 ナノ白金粒子と医薬品成分・化学物質の相互作用に
関する検討
○大坊 萌美1, 磯田 勝広1, 油科 香里1, 長谷川 知也1,
吉岡 靖雄2, 堤 康央2, 石田 功1 （1帝京平成大薬, 2阪大
院薬）

28PA-am027 ナノクレイ粒子の安全性に関する検討
○大塚 杏菜1, 磯田 勝広1, 永田 隆太朗1, 油科 香里1,
長谷川 知也1, 石田 功1 （1帝京平成大薬）

28PA-am028 LC-MS/MS による畜産食品中の β‐ラクタム系抗生
物質の分析法
○神田 真軌1, 橋本 常生1, 林 洋1, 松島 陽子1, 中島
崇行1, 吉川 聡一1, 鶴岡 由実1, 永野 智恵子1, 奥富 幸1,
笹本 剛生1, 高野 伊知郎1 （1東京都健康安全研セ）

28PA-am029 LC-MS/MS による畜産食品中天然型ステロイドホル
モン濃度の実態調査
○中島 崇行1, 鶴岡 由実1, 神田 真軌1, 橋本 常生1, 林
洋1, 松島 陽子1, 吉川 聡一1, 永野 智恵子1, 奥富 幸1, 高
野 伊知郎1 （1東京都健康安全研セ）

28PA-am030 毒性試験公開データを用いた肝細胞肥大の毒性学的
特徴の解析
増田 雅美1, ○吉成 浩一1,2 （1静県大薬, 2東北大院薬）
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28PA-am031 カビ毒保持官能基修飾固相カラムを前処理に用いた
LC-FL による食品中アフラトキシンの分析
○後藤 操1, 林 幸子1, 服部 涼子1, 稲田 忠明1 （1兵庫健
科研）

28PA-am032 2,3-dihydro-2,2,5,6-tetramethylpyrazine による亜鉛輸
送タンパク質 ZnT-1 の誘導
○石田 卓巳1, 武知 進士1 （1崇城大薬）

28PA-am033 アルミニウム製器具・容器包装に由来するアルミニ
ウム摂取量の推定
○河村 葉子1, 馬場 二夫2, 渡辺 悠二3, 六鹿 元雄1, 穐
山 浩1 （1国立衛研, 2前大阪市環科研, 3前東京都健安
研セ）

28PA-am034S Macrolide による緑膿菌クオラムセンシング機構抑制
機序の検討
○市丸 嘉1, 横山 千登世2, 横田 康男1, 齋藤 弘明2, 内
山 武人2, 宮入 伸一1,2 （1日本大院薬, 2日本大薬）

28PA-am035S 緑茶うがいによるインフルエンザ予防効果の検証に
向けた臨床試験の比較検討
○諸星 晴香1, 井出 和希1, 伊東 未来1, 豊泉 樹一郎1,
野尻 桂1, 松本 圭司1, 松下 久美2, 鮫島 庸一3, 川﨑
洋平4, 山田 浩1 （1静岡県大薬, 2菊川市立総合病院薬,
3市立御前崎総合病院内科, 4東京理大理）

28PA-am036 フルクトース摂取が母乳成分および乳腺組織に与え
る影響
○深谷 睦1, 照屋 美子1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 秋山
靖子1, 日比野 康英1 （1城西大薬）

28PA-am037S 母ラットのフルクトース摂取が仔ラットの肝臓にお
ける脂質代謝へ与える影響
○照屋 美子1, 深谷 睦1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 秋山
靖子1, 日比野 康英1 （1城西大薬）

28PA-am038S 加温熟成した植物性食品における α-グルコシダーゼ
および ACE 阻害活性
○三上 優依1, 古根 隆広2, 寺尾 啓二2, 吉川 豊1 （1神戸
女大, 2シクロケムバイオ）

28PA-am039S メタボリックシンドロームによる肝臓での DNA メ
チル化変化
○齋藤 有莉1, 川崎 靖1, 小泉 友輝1, 三浦 陽香里1, 千
葉 侑希1, 柴崎 晶彦2, 米澤 正1, 杉山 晶規1, 前沢 千早2,
名取 泰博1 （1岩手医大薬, 2岩手医大・医歯薬総研）

28PA-am040S 尿細管上皮細胞での脂質蓄積に対する ApoM の役割
○熊谷 美穂1, 村上 明日香1, 川崎 靖1, 川崎 未央子1,
石原 麻衣1, 米澤 正1, 杉山 晶規1, 名取 泰博1 （1岩手医
大薬）

28PA-am041 メタボリックシンドロームによる腎糸球体血管内皮
細胞での DNA メチル化変化
○川崎 靖1, 小泉 友輝1, 三浦 陽香里1, 千葉 侑希1, 齋
藤 有莉1, 柴崎 晶彦2, 米澤 正1, 杉山 晶規1, 前沢 千早2,
名取 泰博1 （1岩手医大薬, 2岩手医大・医歯薬総研）

28PA-am042 健康支援クラウドサービスを用いた生活習慣病予備
群者の体脂肪減少効果の検討
○望月 美也子1, 長谷川 昇2, 垣花 渉2, 中田 隆博2 （1京
都文教短大, 2石川県立看護大看護）

28PA-am043 高脂肪高ショ糖給餌ラットにおけるカカオの抗肥満
効果
○佐藤 眞治1, 櫻井 美仁1, 能見 祐理1, 丸田 優人2, 笹
川 克己2 （1新潟薬大応生, 2ブルボン健科研）

28PA-am044 レプチンシグナル異常が骨格筋のケトン体利用経路
に与える影響
○山崎 正博1, 長谷川 晋也1, 成島 遼太1, 吉田 沙樹1,
福井 哲也2 （1星薬大, 2立命館大薬）

28PA-am045 ヒトアストロサイトーマ U251 細胞に対するアミロ
イド β の影響
○奥野 智史1, 赤井 洋介1, 奥平 直毅1, 谷上 知絵理1,
小林 拓史1, 荻野 泰史1, 荒川 友博1, 上野 仁1 （1摂南大
薬）

28PA-am046 霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）による 2 型糖尿
病モデルマウスの肝臓での脂質代謝に与える影響
○神内 伸也1, 新藤 由梨1, 岩田 直洋1, 松崎 広和2, 岡
﨑 真理2, 宮野 義之3, 飯塚 博3, 日比野 康英1 （1城西大
薬・医療栄養, 2城西大薬・薬, 3野田食菌工業）

28PA-am047 高血圧自然発症ラットにおける霊芝菌糸体培養培地
抽出物（MAK）の降圧作用
深谷 睦1, ○庄司 早織1, 岩田 直洋1, 神内 伸也1, 臼井
達洋1, 宮野 義之2, 飯塚 博2, 浅野 哲3, 岡崎 真理1, 秋山
靖子1, 日比野 康英1 （1城西大薬, 2野田食菌工業, 3国際
医療福祉大薬）

28PA-am048 生活習慣病に関連する刺激で誘導される血管内皮障
害と老化誘導および DHA の予防効果
○鈴木 爽花1, 秋田 佳小里1, 橋本 千尋1, 青木 静香1,
山形 一雄1 （1日本大生物資源科学部）

28PA-am049 肥満初期の脂肪組織へのマクロファージ浸潤に対す
るナリンゲニンの影響
○吉田 裕樹1, 渡部 英明1, 石田 晶子1, 渡辺 渡2, 鳴海
恵子3, 渥美 聡孝4, 杉田 千泰1, 黒川 昌彦1 （1九州保福
大薬・生化学, 2九州保福大薬・微生物学, 3九州保福大
薬・臨床薬学第一, 4九州保福大薬・生薬学）

28PA-am050 システマティックレビューによるイソフラボン摂取
と乳がん発症リスクとの関連性の検討
○清水 美貴子1, 森重 ちひろ1, 清水 駿1, 橋口 正行1,
田村 悦臣1 （1慶應大薬）

28PA-am051 マグネシウム欠乏がもたらす心疾患モデルマウスの
確立とその心機能評価法の検討
○黒岡 勇斗1, 東川 桂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）

28PA-am052 カルシウム欠乏卵巣摘出ラットを用いた高ミネラル
水の骨形成促進効果に関する基礎研究
○緒方 文彦1, 長井 紀章1, 伊藤 吉將1, 川﨑 直人1 （1近
畿大薬）

28PA-am053 日本人男性労働者における脱共役タンパク質 1 およ
び β2，β3 アドレナリン受容体遺伝子多型と Body
Mass Index との関連に関する疫学研究
○今任 拓也1,2 （1福岡大医, 2国立医薬品食品衛生研）

28PA-am054 亜鉛ヒノキチオール錯体（[Zn(hkt)2]）の長期間摂取
は膵ラ氏島へ作用しインスリン抵抗性改善作用を示
す
○内藤 行喜1, 吉川 豊1,2, 新谷 路子3, 鴨志田 伸吾3, 梶
原 苗美2, 安井 裕之1 （1京都薬大, 2神戸女大, 3神戸大
院保健）

28PA-am055 Quercetin による大腸癌細胞増殖抑制の作用機序につ
いて
○孝田 哲也1, 阪田 真希1, 佐久間 覚1, 藤本 陽子1 （1大
阪薬大）

28PA-am056 ラットにおける 2GHz 帯電磁界の全身ばく露が精巣
に与える影響の検討
○中川 佳奈1, 服部 研之1, 大谷 真1, 前田 満智子1, 牛
山 明2, 欅田 尚樹2, 王 建青3, 石井 一行1 （1明治薬大,
2保健医療科学院, 3名工大）

28PA-am057 Catechin および Taxifolin はスーパーオキシドならび
にペルオキシラジカルを選択的に抑制する
○佐久間 覚1, 福山 菜実1, 高安 亜里沙1, 孝田 哲也1,
藤本 陽子1 （1大阪薬大）

28PA-am058 銀杏中毒原因物質 4′-O-Methylpyridoxine のマウスに
おける代謝（Ⅰ）－肝における in vitro 代謝反応
○石川 美香1, 佐々木 駿輔1, 森田 淳介1, 成田 千香子1,
吉村 昭毅1, 小林 大祐1, 和田 啓爾1 （1北医療大薬）

28PA-am059S 銀杏中毒原因物質 4′-O-Methylpyridoxine のマウスに
おける代謝（Ⅱ）－尿中代謝物の分析
○佐々木 駿輔1, 石川 美香1, 吉村 昭毅1, 小林 大祐1,
和田 啓爾1 （1北医療大薬）

28PA-am060 無煙たばこから人工唾液へ移行したニコチン及びた
ばこ特異的ニトロソアミンの分析
○小林 明莉1,2, 稲葉 洋平2, 戸次 加奈江2, 内山 茂久2,
太田 敏博1, 欅田 尚樹2 （1東京薬大生命, 2国立保健医
療科学院）

28PA-am061 電子タバコから発生するカルボニル化合物の分析-1
○内山 茂久1, 妹尾 結衣2, 伊豆 里奈2, 戸次 加奈江1,
稲葉 洋平1, 中込 秀樹1, 欅田 尚樹1 （1国立保健医療科
学院, 2千葉大院工）
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28PA-am062S 電子タバコから発生するカルボニル化合物の分析-2
○妹尾 結衣2, 内山 茂久1, 伊豆 里奈2, 太田 和司1, 戸
次 加奈江1, 稲葉 洋平1, 中込 秀樹2, 欅田 尚樹1 （1国立
保健医療科学院, 2千葉大）

28PA-am063S 抗生物質曝露後の腸内細菌叢の変動が宿主免疫応答
へ与える影響
○髙橋 秀樹1, 吉岡 靖雄1,2, 平井 敏郎1, 森 宣瑛1,2, 山
口 真奈美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）

28PA-am064 ナノ銀粒子による DNA メチル化への影響
○真木 彩花1, 東阪 和馬1,2, 西川 雄樹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）

28PA-am065 ナノ安全科学に資する、ナノ金粒子の胎盤関門透過
性に与える影響評価
○清水 雄貴1, 吉岡 靖雄1,2, 森下 裕貴1, 瀧村 優也1, 難
波 佑貴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）

28PA-am066 シイタケ菌糸体培養培地抽出物（LEM）の抗アレル
ギー効果
○小早川 幸子1, 飯塚 大1, 飯塚 博1 （1野田食菌工業）

28PA-am067 接触性過敏反応におけるリンパ節中サイトカイン発
現に及ぼす酸化オリブ油の影響
○荻野 泰史1, 伊藤 淳津子1, 小池 咲里1, 山田 真吾1,
荒川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1 （1摂南大薬）

28PA-am068 アセトアルデヒド由来核酸アダクトの HL-60 細胞か
らの検出
○平井 一行1, 藤澤 豊1, 伊藤 朱里1, 土谷 崇裕1, 服田
智文1, 村上 博哉2, 酒向 孫市3, 出屋敷 喜宏1 （1鈴鹿医
療大薬, 2愛工大工, 3大原薬品工業）

28PA-am069 マウス肝 aldehyde oxidase 発現への脳下垂体の影響
○秋本 有花1, 岡嵜 明穂1, 増岡 さゆり1, 濱岡 裕美1,
清水 良1, 佐能 正剛2, 太田 茂2, 北村 繁幸3, 杉原 数美1

（1広島国際大薬, 2広島大院医歯薬, 3日本薬大）

28PA-am070 オス型成長ホルモン曝露がマウス肝癌細胞(Hepa 1-6)
の aldehyde oxidase 発現に与える影響
○藤田 裕太郎1, 長島 和也1, 堀川 謙太1, 清水 良1, 北
村 繁幸2, 太田 茂3, 杉原 数美1 （1広島国際大薬, 2日本
薬大, 3広島大院医歯薬）

28PA-am071 女子大学生におけるエタノールパッチテストの反応
性と ALDH2 および ADH1B 遺伝子多型との関連
○林田 真梨子1, 鎌田 由佳1, 大田 智子1, 児島 沙由梨1,
増見 恭子1, 村田 成範1, 木下 健司1 （1武庫川女大薬）

28PA-am072 フッ素系またはシリコーン系化合物を含む家庭用ス
プレー製品の噴霧粒子径等の実態調査
○河上 強志1, 伊佐間 和郎1, 五十嵐 良明1 （1国立衛
研）

28PA-am073 大学生の睡眠の質に及ぼすアロマセラピーの影響
○田中 彩葵1, 増淵 絵莉1, 河合 洋1, 石橋 拓也1, 光本
篤史1 （1城西国際大薬）

28PA-am074 大学生柔道選手の健康管理について
○池田 啓一1, 伊藤 匠2, 菅波 盛雄2, 廣瀬 伸良2, 久保
田 尚子3, 佐賀 典生4, 小林 淳5, 山倉 文幸6, 細見 修2

（1北陸大薬, 2順大スポ健, 3東健専門栄養, 4帝京大ス
ポ医セ, 5日獣大獣医, 6順大医療看護）

28PA-am075 痩せたい女子大生によるダイエット食品の実態調
査について～あなたの選ぶダイエット食品は大丈
夫？～
○小島 尚1, 浅間 優佳1, 野坂 恵理1 （1帝京科大 生命科
学）

環境科学

28PA-am076 香粧品香料のヒトおよびラット PXR、CAR、PPARα、
AhR に対するアゴニスト活性
○渡部 容子1,2, 小島 弘幸3, 浦丸 直人1, 杉原 数美4, 吉
成 浩一5,6, 太田 茂2, 北村 繁幸1 （1日本薬大, 2広島大院
医歯薬, 3北海道衛研, 4広島国際大薬, 5静岡県大薬,
6東北大院薬）

28PA-am077 抗菌剤パラベン類のヒトおよびラット PXR、CAR、
PPARα 活性
○藤野 智恵里1, 渡部 容子1, 浦丸 直人1, 小島 弘幸2,
吉成 浩一3,4, 北村 繁幸1 （1日本薬大, 2北海道衛研, 3静
岡県大薬, 4東北大院薬）

28PA-am078 核内受容体 PXR および CAR 転写活性作用を示す
甲状腺ホルモン構造類似環境化学物質のスクリーニ
ング
○清水 良1, 渡部 容子2, 浦丸 直人2, 小島 弘幸3, 武内
伸治3, 黒木 広明4, 太田 茂5, 北村 繁幸2, 杉原 数美1

（1広島国際大薬, 2日本薬大, 3北海道衛研, 4第一薬大,
5広島大院医歯薬）

28PA-am079 ビスフェノール A が胎児脳下垂体および生殖腺に及
ぼす影響とその機構
○武田 知起1, 仮屋薗 侑大1, 服部 友紀子1, 石井 祐次1,
山田 英之1 （1九大院薬）

28PA-am080 ヒスタミン簡易測定キット：スマートフォンを色差
計として動作させるアプリケーションの開発
○小栗 重行1, 永田 麻奈1 （1愛知学泉大・家政）

28PA-am081 毛髪中の金属濃度の測定による健康維持・疾病予防
への適用
○川﨑 直人1, 緒方 文彦1, 石井 照樹1, 今井 大輔1, 岩
田 淳2 （1近畿大薬, 2日本ナチュラルエイジング研）

28PA-am082S メタロチオネイン欠損細胞における MTF-1 制御遺伝
子の発現検討
○平野 文子1, 八幡 紋子1, 鈴木 薫2, 小泉 信滋2, 小椋
康光1 （1昭和薬大・衛生化学, 2安衛研）

28PA-am083 メチル水銀による転写因子 SRF を介したケモカイン
CCL4 発現誘導機構
○高橋 勉1, 金 ミンソク1, 黄 基旭1, 永沼 章1 （1東北大
院薬）

28PA-am084 自由行動下マウスにおける、有機ヒ素ジフェニルア
ルシン酸(DPAA)単回経口投与後の脳組織液中
DPAA の毒物動態学的特徴
○梅津 豊司1, 中宮 邦近1, 細谷 朋子1, 柴田 康行1 （1国
立環境研 環境計測セ）

28PA-am085S Darinaparsin を投与したマウスにおけるヒ素の体内分
布と排泄
○加藤 綾華1, 小林 弥生1,2, 宇田川 理2, 平野 靖史郎1,2

（1千葉大院薬, 2国立環境研究所）

28PA-am086 カドミウムによる悪性形質転換：細胞浸潤亢進メカ
ニズムの解析
○竹田 修三1, 安田 菜月1, 西谷 典子1, Michael P
WAALKES2, 瀧口 益史1 （1広島国際大薬, 2NIEHS）

28PA-am087S ラットにおけるセレノシアン酸による水銀毒性軽減
作用
○北里 歩夢1, 内田 茉里1, 阿南 弥寿美1, 小椋 康光1

（1昭和薬大）

28PA-am088 腎臓近位尿細管 S1, S2, S3 領域由来細胞を用いたシ
スプラチン毒性の検討
○藤代 瞳1, 杉本 光1, 姫野 誠一郎1 （1徳島文理大薬）

28PA-am089S 銀ナノ粒子経口曝露による高脂肪食摂取マウス肝臓
への影響
○福田 紗希1, 田畑 真佐子1, 萩原 伸2, 吉川 洋一郎2,
二木 力夫3, 武田 健3, 梅澤 雅和3 （1東京理大薬, 2東京
理大院薬, 3東京理大・総研・環境次世代健康セ）

28PA-am090 1-ブロモプロパン神経毒性のマウスモデルの確立
宗 才1,2, 黄 晋彦2, Garner EDWIN3, 張 霊逸1, 張 堯1,2,
市原 佐保子4, ○市原 学1 （1東京理大, 2名古屋大, 3米
国ラブレイス呼吸器研究所, 4三重大）

28PA-am091 GluR2 発現減少を指標とした神経毒性物質の探索
○梅田 香苗1, 古武 弥一郎1, 杉山 千尋1, 石田 慶士1,
奥田 勝博1,2, 太田 茂1 （1広島大院医歯薬, 2旭川医大
医）

28PA-am092 環境汚染化学物質トリブチルスズによるゲノムワイ
ドな低メチル化
○田中 早紀1, 古武 弥一郎1, 佐能 正剛1, 奥田 勝博1,2,
諫田 泰成3, 太田 茂1 （1広島大院医歯薬, 2旭川医大医,
3国立衛研薬理部）
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28PA-am093 横浜温泉を利用した公衆浴場施設における源泉深度
とその水質、並びに浄水処理された浴槽水水質との
関連
○吉川 循江1, 堀切 佳代1 （1横浜市衛生研）

28PA-am094 山中温泉水をはじめとする石川県内の地下水中の溶
存酸素および溶存水素濃度について
神保 洋平1, 三村 唯1, 上野谷 直樹1, 宇佐見 則行1,
○木村 敏行1 （1北陸大薬）

28PA-am095 ラン藻の制御に関する研究（XXXIX）Microcystis が
放出する β-cyclocitral の酸化生成物の定量
○冨田 浩嗣1, 明壁 博彦2, Beata BOBER2, 長谷川
真照2, 原田 健一2,3 （1愛知衛研, 2名城大, 3名城大院 総
合学術）

28PA-am096 ラン藻の制御に関する研究（XXXVIII）Microcystis
aeruginosa による揮発性有機化合物の産生に対する
ストレスの影響
Beata BOBER1,2, 篠田 秀樹2, 浅井 円花2, 辻 清美3, 冨
田 浩嗣4, 明壁 博彦2, ○鈴木 英次2, 原田 健一1,2 （1名
城大院総合学術, 2名城大薬, 3神奈川衛研, 4愛知衛研）

28PA-am097 ラン藻の制御に関する研究（XXXVII）ラン藻類の
産生する揮発性有機化合物の生合成に関する分子生
物学的アプローチ
Beata BOBER1,2, 浅井 円花2, 金田 典雄2, 疋田 清美2,
西澤 明人2, 篠田 秀樹2, 辻 清美3, 冨田 浩嗣4, 長谷川
真照2, ○明壁 博彦2, 原田 健一1,2 （1名城大院総合学
術, 2名城大薬, 3神奈川衛研, 4愛知衛研）

28PA-am098 医薬品の塩素処理による分解と変異原性発現
○前田 哲孝1, 泉 哲平1, 三好 晃史1, 清水 良1, 小林
秀丈1, 北村 繁幸2, 太田 茂3, 杉原 数美1 （1広島国際大
薬, 2日本薬大, 3広島大院医歯薬）

28PA-am099 ポリエチレンテレフタラートを用いたニッケル―コ
バルト共沈水酸化物の造粒およびそのリン酸イオン
吸着能との関連性
○川上 勇飛1, 今井 大輔1, 大谷 昌司2, 戸田 徳2, 緒方
文彦1, 川﨑 直人1 （1近畿大薬, 2関西触媒化学）

28PA-am100 多成分系における数種のニッケル水酸化物を用いた
リン酸吸着能に関する基礎研究
○植田 絵里美1, 今井 大輔1, 緒方 文彦1, 川﨑 直人1

（1近畿大薬）

28PA-am101 PM2.5 の水溶性成分が免疫細胞に及ぼす影響
○片岡 裕美1, 田鶴谷(村山） 惠子2, 山下 沢1, 西川
淳一1 （1武庫川女大薬, 2第一薬大）

28PA-am102 PM2.5 の水溶性成分がマスト細胞株に及ぼす影響
○中村 智美1, 片岡 裕美1, 田鶴谷(村山) 惠子2, 山下
沢1, 西川 淳一1 （1武庫川女大薬, 2第一薬大）

28PA-am103 中国瀋陽おいて収集した PM2.5 によって誘導される
肺の炎症とその誘因
○市瀬 孝道1, Miao HE2, 吉田 安宏3, 戸次 加奈江4, 吉
田 成一1 （1大分県立看護科学大看護学部, 2中国医大
公共衛生院, 3産業医大医, 4国立保健医療科学院生活
環境研究部）

28PA-am104 中国の PM2.5 を曝露したマクロファージにおける酸
化ストレスおよび炎症反応の誘導
○戸次 加奈江1, 伊藤 智彦2, 吉田 安宏3, Cuiying HE3,
Miao HE4, 平野 靖史郎2, 欅田 尚樹1, 市瀬 孝道5 （1国
立保健医療科学院, 2国立環境研, 3産業医大, 4中国医
大, 5大分県立看護大）

28PA-am105 大気微小粒子(PM2.5)及び粗大粒子中のタンパク質
及びリポポリサッカライドの解析
○クゥリバリ スレイマン1, 南 嘉輝1, 山田 真裕1, 小野
遼1, 阿部 真帆1, 久保 裕希1, 北村 重治1, 古川 奈美1, 長
谷井 友尋1, 山岸 伸行1, 出口 雄也2, 渡部 仁成3, 若林
敬二1,4, 渡辺 徹志1 （1京都薬大, 2長崎国際大, 3鳥取大,
4静岡県大）

28PA-am106 シリカナノ粒子暴露肝クッファー細胞での ATP シグ
ナリングを介した IL-β 産生
○小島 周二1, 根岸 祐介1, 月本 光俊1, 竹之内 敬人2,
木谷 裕2, 武田 健1 （1東京理大院薬, 2農業生物資源研）

28PA-am107S シリカナノ粒子曝露樹状細胞での ATP シグナリング
を介した炎症性サイトカインの産生
○中西 加奈1, 月本 光俊1, 田沼 靖一1, 小島 周二1 （1東
京理大院薬）

28PA-am108S N-3 系多価不飽和脂肪酸欠乏食を摂取したマウスに
対するディーゼル排ガス曝露の影響
○中村 仁幸1, Ashraf A. EL-GHONEIMY2,4, 新海 雄
介2, Hazem M. E. SHAHEEN2,3, 小野田 淳人1, 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）

28PA-am109 二次生成有機エアロゾルによるマクロファージへの
影響
○伊藤 智彦1, 戸次 加奈江1, 藤谷 雄二1, 平野 靖史郎1

（1国立環境研）

28PA-am110 たばこ煙中多環芳香族炭化水素キノン類，及び対応
するジオール体（ヒドロキノン類）の分析
○鳥羽 陽1, 宇於崎 和香2, 本間 千春1, 北 将大1, 唐 寧1,
早川 和一1 （1金沢大院医薬保, 2金沢大薬）

28PA-am111 居住住宅における室内空気中の可塑剤及び有機リン
系難燃剤の分別定量（第 2 報）
○武内 伸治1, 神 和夫1, 佐藤 正幸1, 小林 智1, 小島
弘幸1, 斎藤 育江2, 上村 仁3, 香川（田中） 聡子4, 神野
透人4 （1北海道衛研, 2都健安研セ, 3神奈川衛研, 4国立
衛研）

28PA-am112 準揮発性有機化合物の室内及び屋外空気中濃度と存
在形態に関する研究
○香川（田中） 聡子1, 田原 麻衣子1, 真弓 加織1, 川原
陽子1, 上村 仁2, 斎藤 育江3, 武内 伸治4, 五十嵐 良明1,
神野 透人1 （1国立衛研, 2神奈川衛研, 3東京健安研セ,
4北海道衛研）

28PA-am113 室内空気に由来する可塑剤および難燃剤の初期曝露
評価
○田原 麻衣子1, 香川（田中） 聡子1, 川原 陽子1, 五十
嵐 良明1, 神野 透人1 （1国立衛研）

28PA-am114 事業所および住宅における室内空気中化学汚染物質
の実態調査
○竹熊 美貴子1, 三宅 定明1, 髙野 真理子1 （1埼玉衛
研）

28PA-am115 都市圏及び非都市圏における大気粉塵-表層土壌間
の変異原性及び有機成分の関係
○繁多 敬久1, 三宅 佑美1, 金高 こころ1, 関 奈緒子1,
野村 春菜1, 長谷井 友尋1, 池盛 文数2, 鳥羽 陽3, 大呂
忠司4, 渡辺 徹志1 （1京都薬大, 2名古屋市環科セ, 3金沢
大院薬, 4鳥取県衛環研）

28PA-am116 中国及び日本の大都市における春季及び冬季の大気
汚染状況の比較
○小野 遼1, クゥリバリ スレイマン1, 貴志 茜衣1, 坂本
みずほ1, 松井 元希1, 南 嘉輝1, 山田 真裕1, 阿部 真帆1,
長谷井 友尋1, 趙 利霞2, 早川 和一3, 鳥羽 陽3, 唐 寧3,
池盛 文数4, 船坂 邦弘5, 浅川 大地5, 若林 敬二1,6, 渡辺
徹志1 （1京都薬大, 2中国科学院生態環境研究セン
ター, 3金沢大院薬, 4名古屋市環科セ, 5大阪市環科研,
6静岡県大）

28PA-am117 近 18 年間にわたって採取した国内都市域の大気
粉塵中多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭
化水素の変化
○早川 和一1,2, 唐 寧1, 鳥羽 陽1 （1金沢大院医薬保, 2金
沢大環日本海域環境研究センター）

28PA-am118 2004 年から 2014 年までに日本のバックグラウンド
地域である輪島の大気中多環芳香族炭化水素の大気
内挙動
○唐 寧1, 鳥羽 陽1, 早川 和一1 （1金沢大院医薬保）
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28PA-am119 環境試験法・空気試験法　放射性物質（新規）
星 純也1, 杉田 和俊2, 泉川 碩雄3, 梅沢 夏実4, 蜂須賀
暁子5, 岸本 武士6, 山田 崇裕7, 香川（田中） 聡子5, 小川
俊次郎8, 渡辺 徹志8, ○遠藤 治2 （1東京都環科研, 2麻
布大, 3元東京都環科研, 4埼玉県環境科学国際セ, 5国
衛研, 6日本分析セ, 7日本アイソトープ協会, 8京都薬
大）

28PA-am120 数種の吸着剤を用いた変敗油脂の再生に関する基礎
的検討
○佐々木 輝1, 緒方 文彦1, 谷脇 孝典2, 川﨑 直人1 （1近
畿大薬, 2富田製薬）

28PA-am121S 黄砂飛来にともなう真菌群集構造および真菌量の
変動
山口 進康1, ○林 俊明1, 朴 鐘旭1, 一條 知昭1, 那須
正夫1 （1阪大院薬）

28PA-am122S 黄砂飛来にともなう生活環境中のバイオエアロゾル
の細菌群集への影響
○朴 鐘旭1, 山口 信康1, 一條 知昭1, 那須 正夫1 （1阪大
院薬）

28PA-am123S 生活環境中の土壌における非結核性抗酸菌の現存量
一條 知昭1, ○鍵村 直樹1, 菅田 真理2, 山口 進康1, 那
須 正夫1 （1阪大院薬, 2阪大薬）

28PA-am124 塩素剤によるバイオフィルムマトリックスの除去
作用
○立川 真理子1, 池田 恵理1, 加藤 孝一1, 山中 健三1

（1日本大薬）

28PA-am125 淡水由来微生物 B-9 株の機能解明に関する研究 (4)
～新たなプロテアーゼの発見～
原田 健一1,2, 平岡 佳子1, 金 海燕2, Andrea R. J.
ANAS1, ○辻 清美3 （1名城大, 2名城大院総合学術, 3神
奈川衛研）

28PA-am126 細胞外核酸が誘導する突然変異の分子機構
○見坂 武彦1, 松浦 聖1, 戎 佑季1, 熊谷 美紗子1, 谷 佳
津治1 （1大阪大谷大薬）

28PA-am127 都内土壌における非放射性セシウムの鉛直方向土壌
中移行調査
○小杉 有希1, 鈴木 俊也1, 保坂 三継1, 中江 大1 （1東京
都健安研セ）

28PA-am128 グルタミナーゼ阻害剤 DON によるグルタミナーゼ
タンパクの低下とオートファジー経路の関与
○小畑 祐也1, 北 加代子1, 鈴木 俊英1, 越智 崇文1 （1帝
京大薬）

3月 28日（土）午後
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

衛生化学・公衆衛生学②

28PA-pm001 3 価無機ヒ素［iAs(III)］による遺伝子発現に関与す
る転写因子とヒストン H3 修飾の関連性
○渡邉 裕史1, 鈴木 俊英1, 北 加代子1, 越智 崇文1 （1帝
京大薬）

28PA-pm002 ヒト肝細胞株 HepaRG を用いたジメチルヒ素化合物
の細胞毒性評価
○下田 康代1, 黒澤 英俊1,2, 加藤 孝一1, 立川 眞理子1,
畑 明寿3, 圓藤 陽子4, 圓藤 吟史5, 山中 健三1 （1日本大
薬, 2警視庁科捜研, 3千葉科学大危機管理, 4関西労災
病院, 5大阪市大院）

28PA-pm003 大脳皮質初代培養系におけるメチル水銀の毒性発現
に及ぼす細胞密度の影響
○足立 達美1, 多田 浩紀1, 倉橋 聖哉1, 柳澤 泰任1 （1千
葉科学大薬）

28PA-pm004 カドミウムの消化管吸収および体内蓄積に対する臓
器損傷の影響
○吉田 道治1, 時子山 勝悟1, 赤穂 愛美1, 山田 佳太1,
坂崎 文俊1 （1大阪大谷大薬）

28PA-pm005 細菌由来の水銀トランスポーター MerC, MerE, MerF,
MerT の機能解析
○曽根 有香1, 中村 亮介1, 高根沢 康一1, 清野 正子1

（1北里大薬）

28PA-pm006 疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースの球形
ナノマテリアル分散剤としての有用性
○小泉 直也1, 藤井 まき子1, 渡辺 善照1 （1昭和薬大）

28PA-pm007 埼玉県における危険ドラッグの検査結果について（平
成 23 年度～26 年度）
○髙橋 邦彦1, 宮澤 法政1, 鎌苅 有華1, 濱田 佳子1, 髙
野 真理子1 （1埼玉衛研）

28PA-pm008 オレアノール酸およびその配糖体による抗メチル水
銀作用に関する研究
○中村 亮介1, 曽根 有香1, 高根沢 康一1, 白畑 辰弥1,
小林 義典1, 清野 正子1 （1北里大薬）

28PA-pm009 メチル水銀ばく露による小胞体ストレスとオート
ファジー誘導
○高根沢 康一1, 中村 亮介1, 曽根 有香1, 内田 龍児1,
供田 洋1, 清野 正子1 （1北里大薬）

28PA-pm010 亜リン酸エステル系酸化防止剤の細胞毒性及び皮膚
感作性
○伊佐間 和郎1, 河上 強志1, 小濱 とも子1, 五十嵐
良明1 （1国立衛研）

28PA-pm011 質量分析法を用いたタバコ煙中の有害物質 α,β-不飽
和カルボニル化合物に暴露された細胞のグルタチオ
ンによる解毒機構の解明
○堀山 志朱代1, 本田 千恵1, 市川 厚1, 畑井 麻友子1,
吉川 紀子1, 中村 一基1, 國友 勝1, 伊達 沙智子2, 升島
努2, 高山 光男3 （1武庫川女大薬, 2理化学研究所 生命
システム研究センター, 3横市大院）

28PA-pm012S パーフルオロオクタン酸（PFOA)のマウス CAR 活性
化作用の解析
○髙橋 美玲1, 阿部 太紀1,2, 吉成 浩一1,2 （1静岡県大薬,
2東北大院薬）

28PA-pm013 糖化反応中間体 dihydropyrazine による細胞増殖抑制
○武知 進士1, 石田 卓巳1 （1崇城大薬）

28PA-pm014 ブロモクロロプロパン類を投与したラットにおける
精子の形態異常評価
○大谷 勝己1, 山崎 蒼2, ヴィージェ モーセン1 （1安衛
研, 2昭和大医）

28PA-pm015 FDP-lysine によるプラスミノーゲンアクチベーター
インヒビター 1 の発現誘導
○大河原 晋1, 下別府 陽平1, 小山 裕也1, 和田 光弘1

（1九州保福大薬）

28PA-pm016 食品中の α‐ソラニン及び α‐チャコニンの簡便・
迅速な分析
○尾関 史晃1, 青山 文生1, 後藤 智美1, 上野 英二1, 猪
飼 誉友1 （1愛知衛研）

28PA-pm017 ヒト CYP19 による主要フィトカンナビノイドの代謝
○渡邉 和人1, 井上 貴代1, 村井 真紀1, 宇佐見 則行1,
山本 郁男2 （1北陸大薬, 2元九州保福大薬）

28PA-pm018 海洋生物由来の Tetrabromo-1,4-dimethoxybenzene
(TDB)の動物肝ミクロゾームによる代謝
○太田 千穂1, 西村 恵理1,2, 原口 浩一2, 遠藤 哲也3, 加
藤 善久4, 山本 健太1, 古賀 信幸1 （1中村学園大, 2第一
薬大, 3北医療大薬, 4徳島文理大香川薬）

28PA-pm019 香気成分フェニルプロペノイド系化合物の化学構造
依存的な遺伝毒性及び細胞増殖活性
○石井 雄二1, 高須 伸二1, 横尾 諭1, 土屋 琢磨1, 木島
綾希1, 能美 健彦1, 小川 久美子1, 梅村 隆志1 （1国立衛
研）

28PA-pm020 抗酸化物質カルノシン酸による酸化的 DNA 損傷
○水谷 秀樹1, 神波 菖乃1, 平工 雄介2, 川西 正祐3 （1金
城学院大薬, 2三重大院医, 3鈴鹿医療大薬）

28PA-pm021 葉物野菜の抗変異原性
○秋場 望1, 今井 淳嗣1, 関本 征史1, 遠藤 治1 （1麻布
大）
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28PA-pm022S セレノジチオール生成を介するセレンの細胞内移行
とがん細胞選択的障害性との関連
○戸邊 隆夫1, 林 将之1, 松田 詩乃1, 岡本 誉士典1, 植
田 康次1, 小嶋 仲夫1 （1名城大薬）

28PA-pm023 Ⅰ型及びⅡ型糖尿病ラット並びに正常ラット尿中に
おける新規遺伝毒性物質 ABAQ の分析
○北野 祐香1, 隆杉 桃子1, 田村 友香1, 廣本 麻里1, 蟹
江 静1, 川久保 慶一1, クゥリバリ スレイマン1, 長谷井
友尋1, 戸塚 ゆ加里2, 若林 敬二1,3, 渡辺 徹志1 （1京都薬
大, 2国立がん研セ, 3静岡県大院）

28PA-pm024 食品中の新規ヘテロサイクリックアミン ABAQ の
分析
○長谷井 友尋1, 北野 祐香1, 廣本 麻里1, 川久保 慶一1,
河内 麻由美1, 渡辺 徹志1 （1京都薬大）

28PA-pm025 難溶性化合物の光安全性評価を可能とする改良型
ROS assay の開発
○世戸 孝樹1, 加藤 尚視1, 尾上 誠良1 （1静岡県大薬）

28PA-pm026 タラポルフィンナトリウムを用いた光線力学療法に
おける適切なレーザー照射条件の検討
○三木 雄一1, 佐藤 あや1, 秋元 治朗2, 藤原 泰之1 （1東
京薬大薬, 2東京医大医）

28PA-pm027 麻薬 α-PVP 誘導体等の測定結果及びその生体影響
試験
○鈴木 仁1, 小縣 昭夫1, 不破 達1, 藤谷 知子1, 牛山
慶子1, 中嶋 順一1, 田中 豊人1, 小野 恭司1, 久保 喜一1,
吉田 正雄1, 市川 瑶子1, 高橋 美佐子1, 植村 望美1, 清
水 聖子1, 長嶋 眞知子1, 清水 雅子1, 猪又 明子1, 守安
貴子1, 中江 大1 （1都健安研セ）

28PA-pm028 大麻の SSR マーカーによる系統識別
○緒方 潤1, 阿久津 守2, 河野 徳昭3, 吉松 嘉代3, 川原
信夫3, 花尻（木倉） 瑠理1, 袴塚 高志1 （1国立衛研, 2関
東麻取, 3医薬基盤研・薬植セ）

28PA-pm029 危険ドラッグに含まれる合成カンナビノイド 5-Fluoro
AMB の X 線結晶解析
○深谷 晴彦1, 安田 一郎1, 一栁 幸生1, 蓮田 知代1, 与
座 健治2 （1東京薬大薬, 2ブルカー）

28PA-pm030 2014 年度危険ドラッグ製品流通実態調査により検出
された新規流通成分の同定
○内山 奈穂子1, 河村 麻衣子1, 花尻（木倉） 瑠理1, 合
田 幸広1, 袴塚 高志1 （1国立衛研）

28PA-pm031 愛知県における危険ドラッグ製品の検査状況につ
いて
○安藤 麗香1, 大野 春香1, 棚橋 高志1, 上野 英二1, 猪
飼 誉友1, 皆川 洋子1 （1愛知衛研）

28PA-pm032 qNMR と HPLC を利用した天然苦味料ジャマイカッ
シア抽出物中のクアシン及びネオクアシンの新規定
量法の開発
○西崎 雄三1, 多田 敦子1, 伊藤 裕才2, 大槻 崇1, 杉本
直樹1, 穐山 浩1 （1国立医薬品食品衛生研, 2共立女大
家政）

28PA-pm033 UHPLC を用いた家庭用プラスチック製品中のフタ
ル酸エステル類の分析法の検討
○佐藤 芳樹1, 菅谷 なえ子1, 中川 友夫2 （1横浜市衛生
研究所, 2NPO法人 環境測定品質管理センター）

28PA-pm034 洗浄製品及び界面活性剤中の 1,4－ジオキサンの
分析
○五十嵐 良明1, 小濱 とも子1, 田原 麻衣子1 （1国立衛
研）

28PA-pm035 LC/MS/MS による健康食品中の医薬品類成分の一斉
分析
○小島 健一1, 小室 道彦1, 佐藤 真由美1, 石井 崇司1,
萩原 彩子1, 大曽根 圭子1 （1茨城衛研）

28PA-pm036 いわゆる健康食品中のヨヒンビン異性体の一斉分析
法に関する検討
○高橋 美津子1, 桜井 克巳1, 菅谷 なえ子1, 刈込 高子1

（1横浜市衛研）

28PA-pm037 健康食品の安全性に関する研究（第 18 報）ニンジン
健康食品中のジンセノサイド含有量について
来見 彩花1, 後藤 麻由1, 小林 令奈1, 吉村 侑里子1, 高
松 さくら1, ○川添 禎浩1 （1京都女大食物栄養）

28PA-pm038 繊維製品中の有機スズ化合物のリン化合物用光学
フィルターを併用する炎光光度検出-ガスクロマトグ
ラフィーによるスペシエーション技法について
○濱崎 哲郎1 （1名古屋市衛研）

28PA-pm039 表層土壌中の強変異・がん原性物質 3,9-
dinitrofluoranthene 及び 1,3-、1,6-及び 1,8-
dinitropyrene 異性体の分析と大気粉塵中の粒径分布
○和田 光弘1, 阪口 真臣1, 米田 眞希1, 白石 祥一1, 中
田 有美1, 長谷井 友尋1, 池盛 文数2, 渡辺 徹志1 （1京都
薬大, 2名古屋市環科セ）

28PA-pm040 HPLC による果実類中に残留する防カビ剤 7 種の分
析法
○堀江 正一1, 岩堀 美樹1, 工藤 まりな1, 高野 夏美1,
田中 千絵1 （1大妻女大）

28PA-pm041 qNMR 法によるカイカ中ルチンの定量
○小林 賢治1, 橋本 佳奈1, 栗栖 駿1, 金子 哲夫1 （1広島
国際大薬）

28PA-pm042 薄層クロマトグラフィーを用いた市販食品中のクチ
ナシ青色素の分析
○松山 さゆり1, 岡 尚男1,2, 古屋 浩太3, 森本 隆司3

（1金城学院大薬, 2金城学院大院, 3三栄源FFI）
28PA-pm043 DNP-MRI によるフラビン類の分子イメージング

中路 睦子1, ○兵藤 文紀1, 伊藤 慎治1, 内海 英雄1 （1九
大レドックスナビ拠点）

28PA-pm044 LC/Q-TOF による違法薬物の代謝物探索
○森田 敦1, 後藤 祥之2, 中山 秀幸3, 中園 陽子3, 八ヶ
代 一郎3, 大槻 光彦1, 春田 祐輔1, 内川 貴志1 （1佐賀県
警科捜研, 2熊本県警科捜研, 3佐賀県衛薬セ）

28PA-pm045 GC-IR を用いた違法薬物の異性体識別（第 2 報）
○内川 貴志1, 山岡 幸伸2, 春田 祐輔1, 大槻 光彦1, 森
田 敦1, 中園 陽子3, 中山 秀幸3, 八ケ代 一郎3 （1佐賀県
警科捜研, 2パンタレイテクノロジー, 3佐賀県衛薬セ）

28PA-pm046 LC/TOF-MS を用いた違法薬物の代謝物の迅速スク
リーニング法
○大槻 光彦1, 森田 敦1, 春田 祐輔1, 内川 貴志1 （1佐賀
県警察科学捜査研究所）

28PA-pm047 合成カンナビノイドに対するアプタマー作製の試み
○光本（貝崎） 明日香1, 石下 理紗子1, 旗岡 恭子1, 服
部 夏実1, 沼澤 聡1 （1昭和大薬）

28PA-pm048 自動車事故例で検出された合成カンナビノイドと急
性中毒症状
○金子 周司1 （1京大院薬）

28PA-pm049 覚せい剤構造類似体の神経毒性評価
○山下 琢矢1, 宮本 和奈1, 辻川 健治2, 岩田 祐子2, 井
上 博之2, 糟谷 史代1 （1神戸学院大薬, 2科警研）

28PA-pm050 逆流型大気圧化学イオン化質量分析による危険ド
ラッグの迅速スクリーニング
○井上 博之1, 橋本 宏明2, 中園 裕紀子1, 辻川 健治1,
岩田 祐子1, 宮本 和奈3, 糟谷 史代3 （1科警研, 2日立ハ
イテクソリューションズ, 3神戸学院大薬）

28PA-pm051 薬毒物試験法　Ⅱ-4　向精神薬試験法　抗精神病薬
○殿岡 恵子1, 藤井 慎一郎1, 栁川 咲姫1, 森谷 真琴1,
國末 容子2, 寺田 賢3, 篠塚 達雄1 （1横浜薬大, 2材料科
学技術振興財団, 3東邦大医）

28PA-pm052 新規乱用薬物メトキシフェンシクリジン（MeO-
PCP）類の異性体識別及び尿中代謝物の探索
○鎌田 寛恵1, 掛橋 秀直1, 中野 史保子1, 松田 駿太朗1,
志摩 典明1, 鎌田 徹1, 西岡 裕1, 片木 宗弘1, 三木 昭宏1,
土橋 均2, 佐藤 貴子2 （1大阪府警科捜研, 2大阪医大）

28PA-pm053 覚せい剤体内摂取による毛髪への取り込みと外部汚
染による毛髪浸透との推定判別
○岡本 将志1, 藤井 広志1 （1九州厚生局麻薬取締部鑑
定課）

28PA-pm054 違法薬物の代謝物検索に関する研究（第 2 報）
○後藤 祥之1, 小笠原 亮2, 甲斐 賢二1, 越水 隆雄1, 荒
木 俊則1 （1熊本県警科捜研, 2アジレントテクノロ
ジー）

– 183 –



環
境
・
衛
生
系
薬
学

28PA-pm055 簡易試験による大麻と危険ドラッグの識別における
問題点
○小松崎 悟士1, 津村 ゆかり1, 髙木 敏之1 （1近畿厚生
局麻薬取締部）

28PA-pm056 尿中危険ドラッグの抽出方法の検討
○城 克己1, 津村 ゆかり1, 髙木 敏之1 （1近畿厚生局麻
薬取締部）

28PA-pm057 薬毒物試験法　Ⅱ-13　化学兵器用剤試験法　神経
ガス-コリンエステラーゼアダクトの検出法
○瀬戸 康雄1, 金森 美江子1, 柘 浩一郎1, 大沢 勇久1,
大森 毅1, 駒野 明香1, 名児耶 友樹1, 角田 紀子1 （1科学
警察研究所）

28PA-pm058 分光光度計による携帯型薬物検知資機材の現場への
応用
○宮元 礼生奈1, 佐々木 慎一1, 加藤木 正志1, 菅原
香織1, 伊澤 秀二郎1, 西浦 由紘1, 辻川 健治2, 岩田
祐子2, 井上 博之2 （1警視庁科捜研, 2科警研）

28PA-pm059 多変量解析を用いた大麻異同識別法の検討
○山室 匡史1, 桑山 健次1, 辻川 健治1, 金森 達之1, 岩
田 祐子1, 井上 博之1 （1科警研）

28PA-pm060 尿及び血液の代替資料からの薬物検査の有用性評価
－唾液及び皮膚分泌物からの摂取薬物の検出－
○桑山 健次1, 山室 匡史1, 辻川 健治1, 金森 達之1, 岩
田 祐子1, 井上 博之1 （1科警研）

28PA-pm061 カチノン類の塩酸塩の安定性
○辻川 健治1, 山室 匡史1, 桑山 健次1, 金森 達之1, 岩
田 祐子1, 井上 博之1 （1科警研）

28PA-pm062 衛生試験法・注解－食品汚染物試験法－　マイクロ
ウェーブ分解法
○永山 敏廣1, 吉村 健一2, 小木曽 基樹2, 岡 尚男3, 高
取 聡4, 寺田 久屋5, 根本 了6, 松木 宏晃7, 村上 りつ子8,
望月 直樹9 （1明治薬大, 2日本食品分析セ, 3金城学院
大薬, 4大阪公衛研, 5元名古屋市衛研, 6国衛研, 7サン
トリービジネスエキスパート, 8茨城キリスト教大生
活科学, 9アサヒグループホールディングス）

28PA-pm063 環境試験法　水質試験法　ハロオキソ酸
○川元 達彦1, 鈴木 俊也2, 高木 総吉3, 小林 浩4, 岸田
直裕5, 森田 久男6, 西村 哲治7, 永瀬 久光8, 中室 克彦9

（1兵庫健科研, 2都健安研セ, 3大阪府衛研, 4山梨衛環
研, 5国保健医療院, 6埼玉企業局, 7帝京平成大薬, 8岐
阜薬大, 9摂南大理工）

社会薬学

28PA-pm064 若年層の皮膚炎に及ぼすアレルギー素因と環境因子
に関する研究
○黒崎 麻由1, 芥川 陽美1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1 （1国際
医福大薬）

28PA-pm065 肌トラブルに対する紫外線およびアレルギー素因の
影響
○櫻井 美貴子1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1 （1国際医福大）

28PA-pm066 麻薬および危険ドラッグ成分が培養細胞の
translatome におよぼす影響
○懸川 友人1, 大室 弘美2, 安川 憲3 （1城西国際大薬,
2武蔵野大薬, 3日本大薬）

28PA-pm067 化粧品による肌トラブルとその要因に関する研究
○芥川 陽美1, 黒崎 麻由1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1 （1国際
医福大薬）

28PA-pm068 日本で再評価されなかったアニラセタムのいわゆる
“スマートドラッグ”としての個人輸入における問
題点
○大塚 邦子1,2, 内田 直樹2, 小林 真一2, 安原 一2, 奈良
政寿1, 細野 哲司1, 鈴木 啓太郎1 （1横浜薬大, 2昭和大
医）

28PA-pm069 医薬品ネット販売における配送過程での品質管理上
の問題点
○林 秀樹1, 合田 和史1,2, 惠谷 誠司3, 加藤 優1, 上村
里菜1, 北 夕太郎1, 岩本 理央1, 近藤 剛弘1,2, 杉山 正1

（1岐阜薬大, 2ファイン総合薬局, 3鹿児島県薬）

28PA-pm070 米国における dietary supplement としての中薬製品－
流通品のラベル表示の評価－
○唐 文涛1, 池田 秀子2, 新井 一郎3, 津谷 喜一郎1 （1東
大院薬, 2日本健康食品規格協会, 3日本薬大）

28PA-pm071 薬局におけるデッドストック医薬品の有効活用に関
する研究
○中村 武夫1, 伊藤 栄次1, 蒲谷 亘2, 増田 信也3, 佐藤
優子3, 江口 えり3 （1近畿大薬, 2蒲谷薬局, 3リバイバル
ドラッグ）

28PA-pm072 医療従事者間の医薬品機構に関する認知度について
○吉田 佳督1, 吉田 康子2 （1名大院医, 2名市大院薬）

28PA-pm073 複合型医薬品企業における問合せ内容の傾向と OTC
学術室の役割
○萩原 圭美1, 小関 雅裕1, 斎藤 章代1, 大嶋 淑恵1, 中
林 久佳1 （1富士薬品）

28PA-pm074 ヒューマンファクター工学と臨床心理学の融合によ
る医療事故防止の新たなチーム医療モデルの提案
○鈴木 政雄1, 塩入 葵1 （1帝京平成大薬）

28PA-pm075 日本における薬剤師の役割と将来展望
○山﨑 勝弘1, 幢崎 裕太1, 山根 さやか1, 松崎 淳1, 藤
田 直斗1, 山本 修平1, 伊藤 朱里1, 鯉渕 伸吾1, 吉田
貴洋1, 山崎 貴人1 （1いわき明星大薬）

28PA-pm076 医薬品に関わるネットでの行動の経時的分析
○岸本 桂子1, 福島 紀子1 （1慶應大薬）

28PA-pm077 薬剤師向け道徳的感受性質問紙の検証
○尾関 佳代子1, 前嶋 克幸1 （1杏林堂薬局）

28PA-pm078 薬用化粧品の店頭販売における説明事項に関する実
態調査
○菅原 早紀1, 小宮 礼子1, 高須 千沙帆1, 畑中 亜規1,
古澤 康秀1 （1明治薬大）

28PA-pm079 日常業務における薬剤師のフィジカルアセスメント
の活用状況調査
○波多江 崇1, 白川 晶一2, 内海 三保2, 長谷川 由佳1,
竹下 治範1, 田内 義彦1, 濵口 常男1 （1神戸薬大, 2神戸
学院大薬）

28PA-pm080 医療用医薬品服用患者を対象としたサプリメント使
用に関する意識調査
○中村 英里1, 福田 汐里1, 齋藤 百枝美1, 渡部 多真紀1,
恩田 幸憲2, 大澤 圭徳2, 豊田 絵理2, 渡辺 茂和1, 土屋
雅勇1 （1帝京大薬, 2アインファーマシーズ）

28PA-pm081 高校生を対象とした薬学生による喫煙防止教室の効
果についての検討
○大関 優人1, 狩野 裕之1, 篠原 淳1, 土井 信幸1, 高橋
恵美利1, 岡田 裕子1 （1高崎健康福祉大薬）

28PA-pm082 高校生を対象とした効果的な喫煙防止教室実施のた
めの生活環境調査
○篠原 淳1, 大関 優人1, 狩野 裕之1, 土井 信幸1, 高橋
恵美利1, 岡田 裕子1 （1高崎健康福祉大薬）

28PA-pm083 高校生を対象とした薬学生による効果的な喫煙防止
教室の構築
○狩野 裕之1, 大関 優人1, 篠原 淳1, 高橋 恵美利1, 土
井 信幸1, 岡田 裕子1 （1高崎健康福祉大薬）

28PA-pm084 大学生の喫煙に関する意識調査　－喫煙行動に対す
る影響因子と防止教育の方向性をさぐる
○中村 真之1, 松村 政宏1, 山口 孝子1, 森本 泰子1, 山
﨑 裕康1 （1神戸学院大薬）

28PA-pm085 大学生の喫煙に関する意識調査 －受動喫煙による健
康被害防止に向けて
○松村 政宏1, 中村 真之1, 山口 孝子1, 森本 泰子1, 山
﨑 裕康1 （1神戸学院大薬）

28PA-pm086 裁判事例から考える薬剤師の役割－1　適正な医療
を受けるためのアドバイスと薬剤師
○鎌形 祐介1, 牛方 加菜1, 早苗 栞里1, 田中 咲希1, 平
賀 秀明1, 秋本 義雄1 （1東邦学薬）

28PA-pm087 裁判事例から考える薬剤師の役割－2　既往歴と使
用薬剤の副作用を考慮に入れた情報収集
○早苗 栞里1, 牛方 加菜1, 鎌形 祐介1, 田中 咲希1, 平
賀 秀明1, 秋本 義雄1 （1東邦大薬）
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28PA-pm088 裁判事例から考える薬剤師の役割－3　アレルギーを
持つ患者からの情報収集と使用薬剤の選択
○田中 咲希1, 牛方 加菜1, 鎌形 祐介1, 早苗 栞里1, 平
賀 秀明1, 秋本 義雄1 （1東邦大薬）

28PA-pm089 裁判事例から考える薬剤師の役割－4　治療中の疾
病とは異なる症状を訴える患者からの情報収集
○牛方 加菜1, 鎌形 祐介1, 早苗 栞里1, 田中 咲希1, 平
賀 秀明1, 秋本 義雄1 （1東邦大薬）

28PA-pm090 裁判事例から考える薬剤師の役割－5　薬局での患
者及び家族への薬学指導
○大橋 綾子1, 平賀 秀明2, 秋本 義雄2 （1健栄 みずき薬
局成田店, 2東邦大薬）

28PA-pm091 裁判事例から考える薬剤師の役割－6　意識消失等
を伴う疾病患者と家族への薬学的指導
○秋本 義雄1, 大橋 綾子2, 平賀 秀明1 （1東邦大薬, 2健
栄 みずき薬局成田店）

レギュラトリーサイエンス

28PA-pm092S 米国におけるアルツハイマー病治療薬開発促進施策
の効果判定に関する研究
○和氣 宗1, 大西 卓1, 塚本 桂1 （1岐阜薬大）

28PA-pm093S 小児医薬品開発における動向調査研究（三極比較）
○大西 卓1, 和氣 宗1, 塚本 桂1 （1岐阜薬大）

28PA-pm094 2013 年度に承認された抗体医薬品の妊婦への投与の
比較
○田中 伸枝1, 西村（鈴木） 多美子1 （1就実大院医療
薬）

28PA-pm095 PVC 製血液バッグに適用可能な新規可塑剤 NJC-NP
の毒性評価
○配島 由二1, 福井 千恵1, 野村 祐介1, 藤澤 彩乃2, 山
﨑 佳世3, 熊田 秀文4, 井上 薫1, 森川 朋美1, 高橋 美和1,
河上 強志1, 伊佐間 和郎1, 柚場 俊康5, 宮崎 謙一6, 鄭
雄一2, 小川 久美子1, 新見 伸吾1, 吉田 緑1 （1国立衛研,
2東大工, 3民生科学協会, 4神奈川歯大, 5川澄化学, 6新
日本理化）

28PA-pm096 医薬品汚染真菌のモデルとしての真菌性髄膜炎原因
菌 Exserohilum rostratum の DNA 解析
○窪崎 敦隆1, 山﨑 朗子1, 宮原 美知子1, 菊池 裕1, 工
藤 由起子1, 寺嶋 淳1, 渡辺 麻衣子1 （1国立衛研）

28PA-pm097 小児用法・用量承認取得のための臨床データパッケー
ジについて
○新田 晃子1, 一丸 勝彦1, 平田 雅一1, 山岸 義晃2, 石
川 資子1, 崎山 美知代1, 菅井 波名1, 山崎 恵理子1, 坂
口 宏志1, 清水 玲子1, 松田 二三子1, 関水 匡大1, 久米
晃啓1, 岡田 真由美1, 田中 茉莉子1, 梶原 絵吏1, 佐藤
淳子1, 鹿野 真弓1, 山田 雅信1 （1医薬品医療機器総合
機構, 2厚生労働省）

28PA-pm098 臨床現場からの医療機器開発と薬学の関わり
○門田 聡基1, 中川 敦寛2, 石黒 稔2, 伊藤 香織2, 堀切
陽介1, 木村 美穂1, 冨永 悌二2, 池田 浩治1 （1東北大病
院臨床研究推進センター 開発推進部門, 2東北大病院
臨床研究推進センター バイオデザイン部門）

28PA-pm099 東北大学病院臨床研究推進センター開発推進部門の
活動と実用化研究の変化
○伊師 賢樹1, 山崎 直也1, 草場 美津江2, 池田 浩治1

（1東北大病院臨床研究推進センター開発推進部門,
2東北大病院臨床研究推進センタープロトコール作成
支援部門）

28PA-pm100 本邦におけるバイオ後続品の開発動向
矢口 大地1, ○松井 直子1,2, 村山 一茂1, 豊島 聰1 （1武
蔵野大薬, 2第一三共）

28PA-pm101 特定疾患・希少疾病における医薬品開発に関する
検討
○中山 裕之1, 荒川 基記1, 大場 延浩1, 福岡 憲泰1, 日
髙 慎二1 （1日本大薬）

28PA-pm102S 安全性速報から見た医薬品のリスク管理に関する
研究
○中本 朱香1, 三宅 真二2, 黒川 達夫1 （1慶應大薬, 2慶
應大医クリニカルリサーチセ）

28PA-pm103 レギュラトリーサイエンス研究―スイッチ OTC 薬に
係る意識調査（第 3 報）―
○山田 哲史1, 香月 正明2, 湯川 栄二2, 小野 俊介3, 児
玉 庸夫1 （1城西国際大薬, 2第一薬大, 3東大院薬）

28PA-pm104S 臨床研究に関する新聞報道内容の評価研究
○石川 光雄1, 中本 朱香1, 三宅 真二2, 黒川 達夫1 （1慶
應大薬, 2慶應大クリニカルリサーチセ）

28PA-pm105 ミッシングデータの取扱に見る FDA 部門間比較
○山本 美保1, 塚本 桂1 （1岐阜薬大）

28PA-pm106 インターネットを介して個人輸入された生活習慣病
治療薬の実態調査
長瀬 瞳1, 前田 江里奈1, 吉田 直子1, 坪井 宏仁1, ○木
村 和子1 （1金沢大医薬保 国際保健薬学研究室）

28PA-pm107S 東南アジアにおける薬学教育と医療水準の進展に向
けて
○小此木 闘也1, 池田 優香1, 池田 裕1, 磯崎 泰也1, 伊
藤 誠人1, 岡田 法大1, 斎藤 伶奈1, 所 智洋1, 野澤 真由1,
福田 瑞穂1, 日髙 玲於1, 喜来 望2 （1日本薬学生連盟,
2北里大薬）

28PA-pm108 カンボジアに流通する Gentamicin 注射剤の品質実態
調査
花田 美里1, 遠藤 ジェイミー1, ○吉田 直子1, 坪井
宏仁1, 木村 和子1 （1金沢大医薬保 国際保健薬学研究
室）
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吸収

26PA-am001S 潰瘍性大腸炎ラットにおけるタクロリムスの経口吸
収増加とその要因
○柳田 航平1, 池村 健治2, 川嵜 達也1, 岩本 卓也2, 鍋
倉 智裕1, 奥田 真弘2 （1愛知学院大薬, 2三重大病院薬）

26PA-am002 難水溶性機能成分の微細化による吸収性向上に関す
る研究
○中村 達雄1, 林 寛紘2, 酒井 智文1, 由井 慶1, 小野寺
理沙子2, 田原 耕平2, 竹内 洋文2 （1ファンケル, 2岐阜薬
大）

26PA-am003 カチオン性両親媒性薬物（CAD）の人工脂質膜への
分配特性と膜透過性
○金井 美佳1, 川森 めぐみ1, 越智 裕美子1, 吉田 まゆ
子1, 喜里山 暁子1, 伊賀 勝美1 （1同志社女大薬）

26PA-am004 小腸 H+/三級アミン対向輸送系の活性における基質
の脂溶性および極性表面積の重要性
○深尾 美紀1, 石田 和也1, 松葉 映美1, 渡邉 柚梨1, 堀
江 明日佳1, 橋本 征也1 （1富山大院薬）

26PA-am005 P 糖蛋白質の基質となる薬物の消化管吸収性に及ぼ
す各種ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ
ルの影響
○記虎 昇史1, 田中 圭一郎1, 田所 修平1, 草森 浩輔1,
勝見 英正1, 坂根 稔康1, 山本 昌1 （1京都薬大）

26PA-am006 ヒト小腸代謝における CYP2J2 の影響―rh-CYP 発現
系からの Fg 予測―
○夏谷 格1, 川口 裕子1, 澤田 尚之1, 矢吹 昌司1 （1大日
本住友製薬）

26PA-am007S 角層細胞間脂質の構造変化を利用した製剤成分の吸
収促進機構の解明
○赤木 千夏1, 小幡 誉子1, 大貫 義則1, 髙山 幸三1 （1星
薬大）

26PA-am008S 皮膚適用後のタクロリムスの全身吸収への血管収縮
剤の影響
○前川 俊久1, 増田 裕行1, 間 祐太朗1, 三木 涼太郎1,
大島 新司1, 江川 祐哉1, 関 俊暢1 （1城西大薬）

26PA-am009 薬物の毛嚢局所適用後の毛嚢内動態の評価
○安田 勇太朗1, Fadli ASMANI2, Wesam R.
KADHUM1, 藤堂 浩明1, Eddy YUSUF2, 杉林 堅次1

（1城西大・薬, 2マネジメント科学大）

26PA-am010 【演題取り下げ】

26PA-am011 大気圧低温プラズマジェットを用いた薬物の新規経
皮吸収改善法の確立
○草森 浩輔1, 廣田 直輝1, 林田 健太郎2, 清水 一男2,
勝見 英正1, 坂根 稔康1, 山本 昌1 （1京都薬大, 2静岡大）

26PA-am012 経皮吸収製剤としてのレシチンオルガノゲルの有
用性
○今井 美湖1, 橋崎 要1, 田口 博之1, 齋藤 好廣1, 本橋
重康1 （1日本大薬）

26PA-am013 経皮吸収型製剤（TTS）からの薬物の経皮吸収特性
に関するコンパートメントモデルを用いたシミュレー
ション
○東 美咲樹1, 藤本 早貴1, 喜里山 暁子1, 伊賀 勝美1

（1同志社女大薬）

26PA-am014S 粘膜投与型ワクチンの抗原キャリアとしてのオリゴ
アルギニン固定化高分子の化学構造の最適化
○江河 智美1, 宮田 康平1,2, 森本 奈保喜1,2, 村上 倫史1,
毛利 浩太1, 落合 恭平2, 日渡 謙一郎2, 椿 和文2, 飛田
悦男2, 宇都 倫史3, 馬場 昌範4, 佐久間 信至1 （1摂南大
薬, 2ADEKAライフサイエンス材料研, 3宮崎大医, 4鹿
児島大院医歯）

26PA-am015 新規粘膜吸収促進剤としてのポリカチオン複合体の
調製
○神矢 佑輔1, 八巻 努1, 内田 昌希1, 森本 雍憲1, 夏目
秀視1 （1城西大薬）

26PA-am016 ヒト成長ホルモンの経鼻吸収に及ぼすキトサン誘導
体の影響
○神尾 良1, 川島 亮1, 内田 昌希1, 八巻 努1, 夏目 秀視1

（1城西大薬）

26PA-am017 水溶性高分子薬物の経鼻吸収に対する poly-L-
ornithine の濃度及び分子量の影響
○金丸 達哉1, 武田 里沙1, 八巻 努1, 内田 昌希1, 夏目
秀視1 （1城西大薬）

26PA-am018 経鼻ルートを介した各種モデル薬物の頸部リンパ節
移行性の比較（3）
○遠藤 友里1, 井上 大輔1, 草森 浩輔2, 勝美 英正2, 坂
根 稔康2, 山本 昌2, 古林 呂之1 （1就実大薬, 2京都薬大）

26PA-am019 経鼻投与後の鼻粘膜吸収評価系の構築に向けた in
vivo 鼻粘膜透過性と in vitro 細胞層透過性との相関
性評価
○藤井 佑樹1, 井上 大輔1, 草森 浩輔2, 勝見 英正2, 坂
根 稔康2, 山本 昌2, 古林 呂之1 （1就実大薬, 2京都薬大）

26PA-am020 ラマン分光法を用いた粉末製剤噴霧後の粘膜表面に
おける分散状態の評価
○幸野 恵1, 井上 大輔1, 森山 圭1, 草森 浩輔2, 勝美
英正2, 坂根 稔康2, 山本 昌2, 古林 呂之1 （1就実大薬,
2京都薬大）

26PA-am021 肺からの薬物吸収に関する研究（14）　―ポリアミノ
酸の吸収促進効果についてのラット摘出肺還流法に
よる検討―
○寺岡 優一1, 片山 博和1, 占部 優一1, 西尾 洋紀1, 橋
本 貴弘1, 高野 幹久2 （1福山大薬, 2広島大院医歯薬）

26PA-am022 エチレフリン塩酸塩の口腔粘膜適用時における吸収
性の検討
○大西 啓1, 増田 枝里子1, 西尾 沙織1, 笹津 備尚1, 池
内 由里1, 坂田 修1 （1星薬大）

分布・代謝・排泄

26PA-am023 免疫組織化学によるアログリプチンの組織内分布
○進 正志1, 齋田 哲也1 （1崇城大生物生命）

26PA-am024 ボトムアップ脳モデルによるナノ粒子の血液脳関門
透過性、及び毒性の定量的評価
○藤岡 宏樹1, 花田 三四郎2, 井上 由理子3, 白石 貢一1,
叶谷 文秀2, 馬目 佳信1 （1東京慈恵医大, 2国立国際医
療研セ, 3東邦大医）

26PA-am025 薬物の乳汁移行性を予測するマウスを用いた手法の
有用性
○萩原 香帆1, 大井 康正1, 小森 浩二1 （1摂南大薬）

26PA-am026S ヒト肝ミクロソームの CYP3A 活性に及ぼすタダラ
フィルとその代謝物の影響
○中村 早稀1, 高広 理佳子1, 関本 真1, 渡辺 直1, 廣野
恵一2, 市田 蕗子2, 田口 雅登1 （1富山大院薬, 2富山大
医）

26PA-am027S ベラパミルによる CYP3A 阻害と metabolic
intermediate complex 形成との関連
○佐藤 良枝1, 大野 彰子1, 桝渕 泰宏1 （1千葉科学大
薬）
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26PA-am028 インドメタシン誘発小腸粘膜障害モデルにおける肝
臓での CYP3A の発現変動機序の検討
○河内 正二1, 堀部 紗世2, 井上 潤2,3, 石川 愛子2, 西原
加奈子2, 森本 愛梨2, 中村 任4, 濱口 常男1, 棚橋 俊
仁2,3, 水野 成人2 （1神戸薬大 薬学臨床教育センター,
2神戸薬大 医療薬学研究室, 3神戸大院医 消化器内科
学, 4姫路獨協大薬 薬剤学研究室）

26PA-am029 HepaRG 細胞を用いた mRNA レベルにおける CYP
誘導能評価系の構築
○小笠原 彬1, 鳥本 奈緒1, 青原 文香1, 保理江 智1, 大
橋 力也1, 岸本 利光1, 高宮 万里1 （1田辺三菱製薬）

26PA-am030 ボセンタンの新規代謝物の構造及び代謝に関与する
ヒト CYP 分子種の同定
○金子 奈緒美1, 松永 憲和1, 杉岡 真紀子1, 布谷 憲一1,
今若 治夫1, 玉井 郁巳2 （1小野薬品工業, 2金沢大院薬）

26PA-am031 急性腎不全ラットにおける肝臓の薬物代謝酵素の発
現調節機構の変調
○藤本 和貴1, 土居 雅美1, 梶川 典子1, 原 啓介1, 合葉
哲也1 （1岡山大院医歯薬）

26PA-am032 ボリコナゾールの体内動態変動に関する研究－ラッ
ト週齢間での比較－
○石﨑 純子1, 河辺 志帆1, 菅 幸生1, 崔 吉道2 （1金沢大
院医薬保, 2金沢大病院薬）

26PA-am033 抗精神病薬オランザピ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, 成田 桃子1, 村山 典恵1, 森田 翔子1, 中
村 浩也1, 清水 万紀子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）

26PA-am034 カルバマゼピンおよびフェニトインがラット脳 UDP-
グルクロン酸転移酵素 1a6 と 1a7 の発現に及ぼす
影響
○朝居 祐貴1, 加藤 美紀1, 榊原 有季子1, 灘井 雅行1

（1名城大薬）

26PA-am035 ニコチンによる脳内 UDP‐グルクロン酸転移酵素
（UGT）発現量の調節
○坂本 聖弥1, 藤原 亮一1, 伊藤 智夫1 （1北里大薬）

26PA-am036 脳におけるヒト UDP-グルクロン酸転移酵素 (UGT)
の発現と機能解析 ～ヒト化 UGT1 マウスを用いて～
○久津野 友貴1, 平島 梨夏1, 坂本 聖弥1, 藤原 亮一1,
伊藤 智夫1 （1北里大薬）

26PA-am037 ジペプチジルペプチダーゼ－4（DPP-4）によるビル
ダグリプチンの代謝
○朝倉 充俊1, 藤原 亮一1, 藤井 秀明1, 厚田 幸一郎1,
伊藤 智夫1 （1北里大薬）

26PA-am038 FP-biotin を用いたセリンエステラーゼ細胞発現系の
定量方法の開発
○今井 輝子1, アハメド アミーラ1, 大浦 華代子1 （1熊
本大院薬）

26PA-am039 ヒト肝ミクロソームにおけるトリアゾラムの水酸化
活性に及ぼす緩衝液の種類と濃度の影響
○草野 友見1, 尾崎 裕哉1, 合田 ひとみ1, 河合 柚佳里1,
東川 汀1, 工藤 敏之1, 伊藤 清美1 （1武蔵野大薬）

26PA-am040 凍結ヒト肝細胞および肝組織画分を用いた抗炎症薬
nabumetone の in vitro 代謝
○松本 かおり1, 尾又 玲伊1, 清水 泰斗1, 堀 聖一1, 長
谷川 哲也1, 秋元 雅之1 （1城西国際大薬）

26PA-am041 ヒト iPS 細胞から成熟した肝細胞への分化誘導法の
最適化
○権田 革達1, 近藤 祐樹2, 栗木 駿輔1, 岩尾 岳洋1,2, 中
村 克徳1,2, 松永 民秀1,2 （1名市大薬, 2名市大院薬）

26PA-am042 関節液および滑膜細胞における加水分解酵素の発現
プロファイルと変形性膝関節症進行と関連
○大浦 華代子1, 中川 祐良1, 岩本 大祐1, 水田 博志2,
今井 輝子1 （1熊本大薬, 2熊本大院生命科学研究部）

26PA-am043 薬物の腎スライスへの取り込みに対するカチオン性
尿毒症物質の影響
○市村 祐一1, 赤尾 拓実1, 綿貫 奨1, 小田 雅子1, 齊藤
浩司1 （1北医療大薬）

ADME・PK/PD
26PA-am044 糖尿病治療薬 glimepiride の体内動態及びその効果　

ラット系統差による比較
○石畝 萌1, 新城 友麻1, 喜里山 暁子1, 伊賀 勝美1 （1同
志社女大薬）

26PA-am045 ラットを用いたアルツハイマー病治療薬 Donepezil
の体内動態と効果
○赤場 くるみ1, 寺下 佑香1, 十河 佳奈1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1 （1同志社女大薬）

26PA-am046 高血圧自然発症ラット（SHR）における nifedipine 単
独投与及び captopril 併用投与時の体内動態及び効果
○神野 真美1, 土橋 慶子1 （1同志社女大薬）

26PA-am047 抗がん剤 Cisplatin 誘発性急性腎障害の予測を目的と
した母集団薬物動態/毒力学モデルの構築
○田中 夏海1, 行時 眞人1, 岡田 章1, 佐々木 皐祥1, 福
島 恵造1, 小坂 直史2, 寺内 竜3, 杉岡 信幸1 （1神戸学院
大薬, 2京都府医大病院薬, 3京都府医大病院）

26PA-am048 脂肪乳剤投与時における血中 triglyceride 濃度推移の
母集団 pharmacokinetic modeling and simulation
○岡田 章1, 平野 美優1, 谷岡 真帆1, 福島 恵造1, 小山
光2, 杉岡 信幸1 （1神戸学院大薬, 2京都府医大病院薬）

26PA-am049 インスリンをパルス状に静脈内投与すると血糖低下
効果が増大するのはなぜか？ －速度論的解析による
要因解明－
○宮崎 誠1, 寒川 訓明1, 岩永 一範1, 掛見 正郎1, 永井
純也1 （1大阪薬大）

26PA-am050 生物学的同等性試験においてバイオアベイラビリ
ティが薬物動態の個体内変動に及ぼす影響
○重野 祐輝1, 竹内 直博1,2, 岡村 善裕1 （1共和薬品工
業, 2兵庫医療大薬）

26PA-am051 腎機能および β ラクタム抗菌薬の 1 日投与回数が治
療期間に与える影響
○續 政哉1, 古賀 寛久2 （1熊本セントラル病院薬, 2熊
本セントラル病院診療部）

26PA-am052 ノボビオシンとの静脈内併用投与によるイリノテカ
ンの消化管毒性軽減の可能性
○阿部 卓哉1, 藤堂 浩明1, Konstanty WIERZBA1, 杉林
堅次1 （1城西大薬）

26PA-am053 in vitro-in vitro 補外により in vivo 動態試験のサンプ
リングコストを低減できるか？
○山下 富義1, 酒井 千賀1, 橋田 充1,2 （1京大院薬, 2京大
iCeMS）

製剤の設計・製造（固形）

26PA-am054 水溶液からのバルビタールの結晶化に及ぼす各種シ
クロデキストリンの影響
田渕 良1, 庵原 大輔1, 安楽 誠1, 上釜 兼人2, ○平山
文俊1 （1崇城大薬, 2崇城大DDS研）

26PA-am055 デンプン系添加の口腔内崩壊錠用賦形剤としての適
性評価
○永坂 紀樹1, 近藤 啓太1, 梅崎 真生2, 宇野 敏夫2, 丹
羽 敏幸1 （1名城大薬, 2日本コンスターチ）

26PA-am056S 加湿乾燥処理による固形化粉ミルクの物理化学的特
性への影響
○佐々 明里1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1 （1名城大薬）

26PA-am057 降圧薬含有フィルム製剤の調製
○柴田 千尋1, 小藤 恭子1, 村田 慶史1 （1北陸大薬）

26PA-am058 口腔内崩壊錠におけるショ糖ステアリン酸エステル
の滑沢剤としての有用性
○中村 承平1, 石井 望1, 中島 直幸1, 坂本 宜俊1, 湯淺
宏1 （1松山大薬）

26PA-am059 EGO 技術を用いた追加実験点の効率的探索：アセト
アミノフェン錠での検討
○清水 哲平1, 今西 祐2, 西口 純也2, 綛田 長生2, 西村
順二2, 大貫 義則1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大,
2アズビル）
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26PA-am060 X 線回折・DSC と昇温 NIR によるアトルバスタチン
カルシウム 3/2 水和物結晶・非晶質の水和状態の
解析
○小林 真紀子1, 服部 祐介1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬）

26PA-am061S 有限要素法による割線錠の分割強度シミュレーショ
ン
○岡田 信人1, 乙黒 沙織1, 三浦 孝広2, 大貫 義則1, 小
幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大, 2サイバネット）

26PA-am062S 新規処理杵の表面特性がスティッキング現象に及ぼ
す影響
○上原 直人1, 湯汲 省吾2, 島田 泰拓3, 國次 真輔4, 大
貫 義則1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大, 2モリマシ
ナリー, 3ナノシーズ, 4岡山県工業技術センター）

26PA-am063 機械的球形化技術に及ぼす薬物粒子の幾何学的特性
の影響
○木戸 啓輔1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1 （1名城大薬）

26PA-am064 球形晶析法に高剪断ナノテクノロジー処理装置マイ
クロフルイダイザー®を取り入れた難水溶性薬物のナ
ノ結晶化検討
○山本 浩充1, 岩下 昂平1, 小川 法子1, 高橋 知里1 （1愛
知学院大薬）

26PA-am065S レバミピド・チョコレットの開発
○村尾 卓哉1, 内田 信也1, 前田 知香1, 袴田 晃央2, 乾
直輝2, 小田切 圭一2, 渡邊 裕司2, 並木 徳之1 （1静岡県
大薬, 2浜松医大）

26PA-am066 患者に優しい製剤の開発―口内炎治癒を目的とした
口腔内付着フィルム製剤の調製と評価―
○廣田 和貴1, 河野 弥生1, 石井 直子1,2, 花輪 剛久1

（1東京理大薬, 2柏市立柏病院薬）

26PA-am067 患者に優しい製剤の開発―湿式ビーズ粉砕による難
溶性薬物の微粒子化―
○清水 雄一郎1, 河野 弥生1, 花輪 剛久1 （1東京理大
薬）

26PA-am068S CAE シミュレーションによるスティッキング現象の
解析
○乙黒 沙織1, 上原 直人1, 岡田 信人1, 梅村 昌史2, 大
貫 義則1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大, 2大日本住
友製薬）

26PA-am069 ローラーコンパクターを用いた乾式造粒におけるサ
ブミクロン粒子の応用とその評価
○鎌田 貴行1,2, 和田 耕一2, 福森 義信3, 市川 秀喜1

（1神戸学院大院薬, 2日本ベーリンガーインゲルハイ
ム, 3神戸学院大薬）

26PA-am070 チューブ状及びロッド状構造を形成する ASC-DP ナ
ノ粒子の物性評価
○東 顕二郎1, 重久 友紀1, 山本 恵司1, 森部 久仁一1

（1千葉大院薬）

26PA-am071 AFM 測定による Probucol ナノ粒子の経時的な凝集
現象の解明
○森部 久仁一1, 江上 貴一1, 東 顕二郎1, 山本 恵司1

（1千葉大院薬）

26PA-am072 アイスビーズを用いた湿式ナノ粉砕における粉砕効
果の増大へ向けた検討
○山田 美奈1, 船橋 功1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1 （1名城
大薬）

26PA-am073S 3 流体ノズル式噴霧乾燥法による効率的なマイクロ
カプセル化条件の検討
○荒井 友香1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1 （1名城大薬）

26PA-am074S 感圧発色カプセルを用いた錠剤表面の密度分布の
計測
○角張 智美1, 森井 愛理1, 乙黒 沙織1, 大貫 義則1, 小
幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大）

26PA-am075 アリシン生成量を高めた腸溶性コーティング『にん
にく錠』の開発
○江田 諭司1, 中川 公太1, 小野 衣里日1, 申 曼珍1, 本
城 政稔1, 寺本 祐之1 （1ファンケル総合研）

26PA-am076 On-line NIR による錠剤コーティングプロセスのリア
ルタイムモニタリングと製剤特性の予測
○菅田 光涼1, 鎌田 人志2, 永田 真2, 長門 琢也2, 服部
祐介1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬, 2パウレック）

26PA-am077 水溶性コーティング層中に原薬を配合したダイエッ
ト用錠剤の製剤設計
○中川 公太1, 大野 智弘1 （1ファンケル）

26PA-am078 近赤外分光法を使用した顆粒剤の球形化過程の解析
○細越 貴裕1, 服部 祐介1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬）

26PA-am079S 滴下凍結乾燥法によるシクロスポリン含有ドライナ
ノサスペンション顆粒剤の設計
○中島 千尋1, 小林 正人2, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1 （1名
城大薬, 2マルホ）

26PA-am080S 超臨界二酸化炭素を用いた粉末吸入製剤の設計とそ
の吸入特性の評価
○坂本 陽平1, 仲村 英也1, 綿野 哲1 （1阪府大院工）

26PA-am081S 新規な小型スプレードライヤの開発と噴霧乾燥機構
の解析
○渡辺 つかさ1, 仲村 英也1, 綿野 哲1 （1阪府大院工）

製剤の設計・製造（注射剤・液剤・半固形）

26PA-am082 シクロデキストリンポリ擬ロタキサンハイドロゲル
を用いた高濃度抗体製剤の調製と評価
○本山 敬一1, 大下 奈緒子1, 田島 杏奈1, 東 大志1, 小
山 佐和子2, 飯渕 るり子2, 三枝 周平2, 繁田 賢治2, 木
本 知明2, 有馬 英俊1,3 （1熊本大院薬, 2テルモ, 3熊本大
リーディング大学院HIGOプログラム）

26PA-am083 吸収促進剤を含有する表面修飾リポソームのペプチ
ド経口投与製剤としての評価
○亀谷 将之1, 田中 昭太1, 小野寺 理沙子1, 田原 耕平1,
竹内 洋文1 （1岐阜薬大）

26PA-am084 アルギン酸ナトリウム及びジェランガムの添加によ
るメチルセルロース液剤の粘性ならびに付着性の
変化
○下山 哲哉1, 松原 沙耶1, 伊藤 邦彦1, 小林 道也1 （1北
医療大薬）

26PA-am085 MRI を利用した製剤物性評価：エマルション製剤の
製剤安定性における増粘剤の影響
○黄田 千尋1, 大貫 義則1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星
薬大）

26PA-am086 キシログルカン／ジェランガム混合ゲルの物性なら
びに薬物放出挙動に及ぼすソルビトールの影響
○伊藤 邦彦1, 石川 智貴1, 川下 拓馬1, 山根 侑子1, 下
山 哲哉1, 小林 道也1 （1北医療大薬）

26PA-am087 ハイスループット処方設計技術の開発（2）：自己微
乳化製剤
○酒井 憲一1, 内山 博雅1, 久田 望1, 高野 隆介1 （1中外
製薬）

26PA-am088 ハイスループット処方設計技術の開発（1）：自己微
乳化製剤
○内山 博雅1, 酒井 憲一1 （1中外製薬）

26PA-am089 ステロイド軟膏剤の先発品、後発品のレオロジー特
性及びクリーム剤との混合性の違い ―界面活性剤の
影響―
○小谷 隆一1, 内田 梓1, 湯谷 玲子1, 寺岡 麗子1, 北河
修治1 （1神戸薬大）

26PA-am090 ステロイド軟膏剤のレオロジー特性に及ぼす添加物
の影響
○内田 梓1, 小谷 隆一1, 山下 優太1, 湯谷 玲子1, 寺岡
麗子1, 北河 修治1 （1神戸薬大）

医薬品製剤の試験・性状・安定性

26PA-am091 MRI を利用したステロイド軟膏と保湿クリームの混
合製剤の製剤安定性評価
○鮒谷 千明1, 大貫 義則1, 山本 佳久2, 深水 啓朗3, 小
出 達夫4, 余川 隆5, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大,
2帝京平成大薬, 3明治薬大, 4国衛研, 5バイオビュー）

26PA-am092 エマルション製剤の製剤安定性に対する薬物塩の
影響
○長谷川 直毅1, 大貫 義則1, 堀田 敬紘2, 中室 奈緒美2,
小幡 誉子1, 髙山 幸三1 （1星薬大, 2池田模範堂）

– 188 –



医
療
系
薬
学

26PA-am093 平衡相対湿度がアムロジピン口腔内崩壊錠の製剤特
性に及ぼす影響
○岡田 和也1, 東城 守夫2, 湯谷 玲子1, 寺岡 麗子1, 北
河 修治1 （1神戸薬大, 2イーストコア）

26PA-am094 レボフロキサシン-サッカリン Cocrystal の光安定性
○馬渕 はな1, 長瀬 弘昌2, 都出 千里1, 湯谷 玲子1, 寺
岡 麗子1, 北河 修治1 （1神戸薬大, 2星薬大）

26PA-am095 非晶質固体分散体の物理安定性予測法の確立
○畢 贏1,2, 川上 亘作2, 吉橋 泰生1, 菅野 清彦1, 寺田
勝英1 （1東邦大薬, 2物質材料研究所）

26PA-am096 蒸発光散乱検出器を装着した HPLC による水溶液中
のシクロデキストリン類の安定性評価：pH と温度の
影響
○松山 盛士1, 栗田 拓朗1, 徳村 忠一1 （1徳島文理大香
川薬）

26PA-am097 Cyclosporine A dry-emulsion 製剤の製剤安定性及び
経口吸収性評価
○佐藤 秀行1,2, 小川 久美子2, 湖城 吉紀2, 鈴木 寛貴2,
水元 隆博3, 尾上 誠良2 （1大阪薬大, 2静岡県大薬,
3ILS）

26PA-am098 レーザー拡散透過像による錠剤の空隙構造の解析
○服部 祐介1, 富士 英昭1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬）

26PA-am099 フィルム製剤の溶出試験方法の確立
○高橋 果菜美1, 服部 祐介1, 大塚 誠1 （1武蔵野大薬）

26PA-am100 室温保存におけるインドメタシンカプセルの溶出率
の変化に関する研究
○栗林 和美1, 関場 美香1, 関本 拓也1, 山本 佳久1, 鳥
谷 寧2,3, 高畠 亨2, 水野 恵司1 （1帝京平成大薬, 2日本大
薬, 3ウエルシア薬局）

26PA-am101 坐剤の放出試験に関する研究
○川田 翼1, 小暮 紗苗1, 屋部 史奈子1, 堀 聖一1, 秋元
雅之1, 森 健二1 （1城西国際大薬）

26PA-am102S X 線照射が両面アルミ PTP 包装された錠剤および 各
種医薬品の品質・製剤物性に与える影響
○宮原 佐知1, 若林 里奈1, 田上 辰秋1, 宮崎 格2, 村田
勲一2, 大久保 比呂司2, 尾関 哲也1 （1名市大院薬, 2ア
ンリツ産機システム）

26PA-am103 超低波数領域を用いたラマン分光法によるステアリ
ン酸マグネシウムの擬似結晶多形の判別に関する
研究
○小出 達夫1, 深水 啓朗2, 久田 浩史3, 香取 典子1, 合
田 幸広1 （1国立衛研, 2明治薬大, 3テックアナリシス）

26PA-am104 粒子計測技術によるバイオ医薬品中の Sub-visible
Particle (SVP)の新規評価事例
○笹倉 大督1 （1マルバーン（スペクトリス））

26PA-am105 シクロデキストリンによるベンズブロマロンの包接
能評価
○天野 季菜美1, 高橋 知子1, 伊賀 柚紀子1, 前田 秀子1,
中山 尋量1 （1神戸薬大）

26PA-am106 外用剤の皮膚付着性に関する界面化学的アプローチ
○橋崎 要1, 須長 航平1, 塲集田 麻衣1, 今井 美湖1, 田
口 博之1, 齋藤 好廣1 （1日本大薬）

26PA-am107 分析走査電子顕微鏡を用いた亜鉛華軟膏の主薬分布
に関する検討
中島 大輔1, 信田 重成2, 住谷 賢治1, ○村田 亮1 （1いわ
き明星大薬, 2いわき明星大産学連携研究センター）

26PA-am108 インターネット経由で国内に流通する医薬品の迅速
評価－リピトールおよびジェネリック製剤を例とし
て－
○久田 浩史1, 深水 啓朗1, 小出 達夫2, 山本 佳久3, 鈴
木 豊史4, 伴野 和夫4 （1明治薬大, 2国立衛研, 3帝京平
成大薬, 4日本大薬）

3月 26日（木）午後
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

トランスポーター（ABC）
26PA-pm001S ABCA1 のリン酸化を介した細胞膜発現量制御機構

の解析
○勝部 彬1, 林 久允1, 楠原 洋之1 （1東大院薬）

26PA-pm002S レゴラフェニブの体内動態への排泄トランスポー
ターの寄与
○澁谷 俊紀1, 増尾 友佑1, 藤田 健一2, 中道 範隆1,
佐々木 康綱2, 加藤 将夫1 （1金沢大院医薬保, 2昭和大
腫瘍分子生物学研）

26PA-pm003 レゴラフェニブは OATP1B1 および MRP2 により輸
送される
○柴山 良彦1, 君家 裕紀1, 小倉 次郎1, 鳴海 克哉1, 小
林 正紀1, 井関 健1 （1北大院薬）

26PA-pm004 Mdr1a, Bcrp,および Mrp2 遺伝子欠損ラットを用いた
薬物動態評価
○上小澤 縁1, 武半 尚美1, 亀澤 美穂1, 渡邉 友子1, 畑
幹子2, 宮本 英樹2, 鍛冶 秀文1, 久米 俊行1 （1田辺三菱
製薬, 2ネモト・サイエンス）

26PA-pm005 miR-27a, 374a による P-gp の発現制御機構の解明
○水永 茉梨1, 廣田 豪1, 安井 俊貴1, 山口 晃平1, 家入
一郎1 （1九大院薬）

26PA-pm006 クルクミンが消化管 BCRP 発現へ与える影響評価
○徳本 知子1, 廣田 豪1, 五反田 圭介1, 深江 真登1, 木
村 美由紀2, 入江 伸2, 家入 一郎1 （1九大院薬, 2医療法
人相生会 臨床薬理クリニック）

26PA-pm007 メサラジンおよび N-アセチル-メサラジンの Caco-2
細胞単層膜の透過と蓄積に及ぼすノビレチンの影響
○吉岡 香央里1, 倉田 沙織1, 岡本 敬司1, 上敷領 淳1,
杉原 成美1 （1福山大薬）

26PA-pm008 マイクロチャンバーを用いたトランスポーターの輸
送活性計測システムの構築
○津金 麻実子1,2, 上島 悦子2, 鈴木 宏明1 （1中央大理
工, 2阪大院薬）

トランスポーター（SLC）
26PA-pm009S 血液脳脊髄液関門 histamine 排出輸送における

PMAT の関与
○臼井 拓也1, 久保 義行1, 赤沼 伸乙1, 細谷 健一1 （1富
山大院薬）

26PA-pm010 血液網膜関門を介した 1-methyl-4-phenyl-pyridinium
(MPP+) 排出輸送における PMAT (SLC29A4) の関与
○久保 義行1, 山本 正和1, 赤沼 伸乙1, 細谷 健一1 （1富
山大院薬）

26PA-pm011 血液網膜関門を介した L-ornithine 輸送における
CAT1 の関与
○小畑 晶子1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷 健一1 （1富
山大院薬）

26PA-pm012S RFVT3 に対する myricetin の効果
○山城 貴弘1, 太田 欣哉1, 井上 勝央2, 林 弥生3, 湯浅
博昭1 （1名市大院薬, 2東京薬大薬, 3金城学院大薬）

26PA-pm013 ヒト胎盤細胞 BeWo における有機アニオン輸送に及
ぼす抗ウイルス薬の影響
○鍋倉 智裕1, 神谷 由季1, 川嵜 達也1, 上井 優一1 （1愛
知学院大薬）

26PA-pm014 マウス脳内での糖輸送系の遺伝子発現に対するフル
オキセチンおよびペルゴリドの影響
○長井 克仁1, 井上 拓馬1, 小西 廣己1 （1大阪大谷大
薬）

26PA-pm015 PCFT を介した輸送における飲料成分による影響に
ついて
○奈良輪 知也1, 遠藤 ゆかり1, 小玉 智香1, 伊藤 智夫1

（1北里大薬）
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26PA-pm016S 腎尿細管モデル HK-2 細胞におけるインドキシル硫
酸の動態に及ぼす尿酸の影響
○神原 健吾1, 辻本 雅之1, 吉田 拓弥1,2, 小川 佳織1, 鳥
居 奈央1, 新屋 友理1, 伊達 敦子1, 羽井佐 郁惠1, 峯垣
哲也1, 西口 工司1 （1京都薬大・臨床薬学, 2仁真会 白鷺
病院・薬）

26PA-pm017 2-水酸化デオキシアデノシンの濃縮型核酸輸送担体
を介した取り込み輸送
○下野 和実1, 丸山 晴美1, 小原 利恵1, 石島 卓真1, 北
島 貴大1, 田母神 淳2, 奈良 敏文2, 紙谷 浩之3, 宮内
正二1 （1東邦大薬, 2松山大薬, 3広島大院医歯薬保）

26PA-pm018 Na+/モノカルボン酸共輸送担体(SMCT)におけるブ
ロードな基質認識機構の解明
猪田 大誠1, 鴇田 翔平1, 増田 雅行1, 杉尾 和昭1, 清水
真紀1, 奈良 敏文2, 下野 和実1, ○宮内 正二1 （1東邦大
薬, 2松山大薬）

26PA-pm019 OATP2B1 による estrone-3-sulfate の輸送におよぼす
紅茶抽出物の影響
○高野 修平1, 林 千裕1, 伊藤 智夫1 （1北里大薬）

トランスポーター（その他）

26PA-pm020 網膜毛細血管内皮細胞 lysosomal trapping がカチオン
性薬物輸送に与える影響
瀬古 成美1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, ○細谷 健一1 （1富
山大院薬）

26PA-pm021 内側血液網膜関門 nicotine 輸送への H+/有機カチオ
ン対向輸送体の関与
○手賀 悠真1, 讓原 千広1, 久保 義行1, 赤沼 伸乙1, 細
谷 健一1 （1富山大院薬）

26PA-pm022 網膜色素上皮細胞におけるプロスタグランジンの合
成酵素と排出機能の変動解析
○高田 一樹1, 櫻井 達彦1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細
谷 健一1 （1富山大院薬）

26PA-pm023 内側血液網膜関門を介した clonidine 輸送機構解析
○土山 愛1, 清水 芳美1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷
健一1 （1富山大院薬）

26PA-pm024 内側血液網膜関門を介した spermine 輸送解析
○冨瀬 彩加1, 久保 義行1, 赤沼 伸乙1, 細谷 健一1 （1富
山大院薬）

26PA-pm025 新規抗てんかん薬の LC/MS/MS 定量法の確立とヒト
胎盤絨毛癌由来 BeWo 細胞における取り込み機構の
解析
○古堅 彩子1, 西村 あや子1, 高村 茂生1, 小林 正紀2,
山田 武宏1, 笠師 久美子1, 井関 健1,2 （1北大病院薬, 2北
大院薬）

26PA-pm026 Caco-2 細胞における 6-mercaptopurine 輸送の解析
○水野 加奈子1, 田島 健太郎1, 太田 欣哉1, 湯浅 博昭1

（1名市大院薬）

26PA-pm027S 質量分析を用いたヒト網膜色素上皮細胞株(ARPE19)
における輸送担体タンパク質絶対発現量の解明
○佐藤 和貴1, 立川 正憲1,2, 細谷 健一3, 寺崎 哲也1,2

（1東北大薬, 2東北大院薬, 3富山大院薬）

薬物間相互作用

26PA-pm028S CYP3A4 遺伝的 variants に対する各種競合阻害剤の
阻害特性の比較
○綾 華奈子1, 小林 由季1, 秋好 健志1, 今岡 鮎子1, 日比
野 英幸1, 荒木 拓也2, 宮崎 光江2, F.P GUENGERICH3,
中村 克徳4, 中村 智徳1, 山本 康次郎2, 大谷 壽一1 （1慶
應大薬, 2群馬大医, 3Vanderbilt University, 4名市大院
薬）

26PA-pm029 各種 CYP3A4 変異型分子種に対するベラパミルおよ
びその代謝物の MBI 特性
○秋好 健志1, 大橋 拓人1, 今岡 鮎子1, 日比野 英幸1,
荒木 拓也2, 宮崎 光江2, F.P GUENGERICH3, 中村
克徳4, 中村 智徳1, 山本 康次郎2, 大谷 壽一1 （1慶應大
薬, 2群馬大医, 3Vanderbilt University, 4名市大院薬）

26PA-pm030S ジルチアゼムによる CYP3A 阻害における代謝物の
役割とその種差
○濱田 敏幸1, 佐藤 みなみ1, 桝渕 泰宏1 （1千葉科学大
薬）

26PA-pm031 CYP2C8 を介したアラキドン酸代謝に対するテルミ
サルタンの阻害形式
○加藤 由佳1, 向 祐志1, 戸田 貴大1, Erik ELIASSON2,
Anders RANE2, 猪爪 信夫1 （1北海道薬大, 2カロリンス
カ研）

26PA-pm032 ヒト肝細胞におけるシトクロム P450 の mRNA 発現
に及ぼすチニダゾールの影響
○木林 英彦1, 遠藤 由実子1, 谷津 雅美1, 工藤 敏之1,
伊藤 清美1 （1武蔵野大薬）

26PA-pm033 ウシ血清アルブミンへのワルファリンの結合に及ぼ
すメトロニダゾールの影響
○伊藤 栞1, 合田 ひとみ1, 横須賀 友希1, 橋本 美香1,
工藤 敏之1, 伊藤 清美1 （1武蔵野大薬）

26PA-pm034 グレープフルーツジュースによる薬物相互作用の経
時的変化の予測法
○松本 紗和1, 堤 冬馬1, 高平 裕維1, 藤野 秀樹1 （1兵庫
医療大薬）

26PA-pm035 脂肪乳剤投与による局所麻酔薬 bupivacaine の組織
移行変動
○谷岡 真帆1, 平野 美優1, 岡田 章1, 福島 恵造1, 小山
光2, 杉岡 信幸1 （1神戸学院大薬, 2京都府医大病院薬）

26PA-pm036 ロサルタンカリウムの Caco-2 細胞への取り込みに対
するキトサンの影響
○岩崎 綾乃1, 廣嶋 優香1, 阿部 真理子1, 安井 愛理1,
今井 公江1 （1摂南大薬）

26PA-pm037 ヒト大腸がん細胞 HCT116 細胞における[3H]-デオキ
シシチジンの細胞内取り込みおよびリン酸化に及ぼ
す抗がん剤とヌクレオシドの影響
○山岡 真由美1, 中川 千尋1, 上田 久美子1, 細川 美香1,
岩川 精吾1 （1神戸薬大）

薬剤学（その他）

26PA-pm038 シスプラチンを内封したシアリルルイス‐X 表面修
飾リポソームの抗腫瘍効果に関する検討
○藤谷 宣仁1, 大西 貴法1, 岸本 修一1, 鈴木 亮佑1, 福
島 昭二1, 天野 千絵2 （1神戸学院大薬, 2片山化学工業）

26PA-pm039 BCG-CWS エマルション製剤の抗腫瘍活性の評価：
BCG-CWS 含量と Montanide 含量による影響
○藤原 瞳1, 神田 真美1, 和田 萌1, 市川 絵梨佳1, 岸本
修一1, 鈴木 亮佑1, 福島 昭二1, 柳 義和2 （1神戸学院大
薬, 2MBR）

26PA-pm040 高グルコース培養条件下での肝癌細胞株の抗癌剤感
受性の変化
○尾山 愛1, 櫻井 ひとみ1, 義久 弥子1, 岸本 修一1, 鈴
木 亮佑1, 福島 昭二1 （1神戸学院大薬）

26PA-pm041 銀杏状霊芝が経口抗がん薬による腸管免疫低下に与
える影響
○高橋 夏子1, 村中 円香1, 小林 正紀2, 宮崎 稔4, 杉浦
則男5, 井関 健2,3 （1北海道薬大, 2北大院薬, 3北大病院,
4北海道霊芝, 5メディカルシステムネットワーク）

26PA-pm042 核内受容体 PXR アンタゴニストによる白金錯体の細
胞増殖抑制効果に与える影響
○東 香歩1, 益井 綾1, 坊 恵里佳1, 冨田 愛1, 山根 祐規1,
岸本 修一1, 鈴木 亮佑1, 福島 昭二1 （1神戸学院大薬）

26PA-pm043 C 型肝炎とポルフィリン症の関連性についての検討
○中埜 貴文1, 濱田 和真1, 森屋 恭爾2, 小池 和彦2, 堀
江 利治1 （1帝京平成大薬, 2東大院医）

26PA-pm044 生活習慣病モデル動物を用いたミトコンドリア薬物
感受性の解析
○濱田 和真1, 中埜 貴文1, 堀江 利治1 （1帝京平成大
薬）

26PA-pm045 アルコール性飲料での医薬品服用による薬物の血中
濃度
○福田 昌孝1, 山田 翔太1, 小森 浩二1 （1摂南大薬）
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26PA-pm046 コラーゲン、ヒアルロン酸の口腔粘膜吸収性と経皮
吸収性の比較
○田中 葉子1, 炬口 真理子1,4, 高木 滋樹2, 山本 良磨3,
谷口 泰造1,4 （1姫路獨協大薬, 2オーラルファッション,
3アメイズプライス, 4ファルマクリエ）

26PA-pm047 三次元培養組織モデルを用いたオーラルケア製品の
安全性および有用性評価
○吉田 大介1, 清水 健司1, 藤代 美有紀1, 氏家 信之1,
京谷 大毅2 （1ニッコールグループコスモステクニカ
ルセンター, 2ニッコールグループニコダームリサー
チ）

コントロールド・リリース

26PA-pm048 ドラッグデリバリーシステムにおけるエレクトロス
ピニング法の応用
○吉田 佳薫1, 谷 唯菜1, 森 友里加1, 前田 香澄1, 河合
美瑛1, 西村 亜佐子1, 成橋 和正1, 芝田 信人1 （1同志社
女大薬）

26PA-pm049 水溶性多糖類マトリックス錠と有核錠の薬物放出性
の比較
○冨田 久夫1, 立石 翼1, 大島 渉1, 佐藤 達弥1, 高田
千明1 （1福山大薬）

26PA-pm050S 腸溶性基材を用いた難水溶性薬物の固形微粒子製剤
化とそのラット経口投与後の薬物吸収挙動の評価
○福田 竜太1, 大谷 知奈美1, 安藤 徹1, 市川 秀喜1, 福
森 義信1 （1神戸学院大薬・ライフサイエンス産学連携
研究セ）

26PA-pm051 ゲスト分子を封入したメソポーラスシリカ前駆体の
分子状態評価
○千葉 亮1,2, 黒岩 洋祐1, 東 顕二郎1, 山本 恵司1, 森部
久仁一1 （1千葉大院薬, 2エスエス製薬）

26PA-pm052 自己修復を利用した OVA 含有 PLGA マイクロス
フェア製剤の初期バースト抑制効果
○櫨川 舞1, 原口 珠実1, 吉田 都1, 内田 享弘1 （1武庫川
女大薬）

26PA-pm053S モデルタンパク質薬を含有した糖応答性微粒子の
調製
○武井 千弥1, 小島 裕1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1, 関
俊暢1 （1城西大薬）

26PA-pm054 PEG 化薬物担体のシクロデキストリンポリ擬ロタキ
サン形成による薬物制御放出システムの構築
○林田 佳代子1, 河野 大地1, 東 大志1, 本山 敬一1, 有
馬 英俊1,2 （1熊本大院薬, 2熊本大リーディング大学院
HIGOプログラム）

26PA-pm055 シクロデキストリンによるタクロリムスの皮膚内動
態制御の試み
○内田 亘1, 間 祐太朗1, 前川 俊久1, 三木 涼太郎1, 江
川 祐哉1, 関 俊暢1 （1城西大薬）

26PA-pm056 経皮投与可能な抗体内包可視光分解性ナノ粒子の
開発
○天本 宇紀1, 三田 智文1, 加藤 大1 （1東大院薬）

26PA-pm057 水溶性高分子封入リポソームの吸入製剤としての特
性評価に関する研究
○宇仁田 真秀1, 伊藤 洋祐1, 小野寺 理沙子1, 田原
耕平1, 竹内 洋文1 （1岐阜薬大）

ターゲティング

26PA-pm058 ピロリン酸マグネシウム粒子を用いたワクチンシス
テムの開発
高木 翔一1, ○高橋 有己1, 杉村 佳那子1, 西川 元也1,
高倉 喜信1 （1京大院薬）

26PA-pm059 腫瘍特異的抗がん剤ナノキャリアとしての葉酸化
β-シクロデキストリンの有用性評価
○谷吉 雅俊1, 比木 茂寛2, 佐藤 美佳2, 服部 憲治郎2,
本山 敬一1, 東 大志1, 有馬 英俊1,3 （1熊本大院薬, 2ナノ
デックス, 3熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム）

26PA-pm060 Bexarotene 葉酸抱合型キトサンナノクリスタルの製
剤，特徴及びプラズマ薬物動態学と組織内分布
○陳 立江1, 張 文君1, 栄 景宏1, 王 芳1, 李 芸1, 崔 慶
国1, 趙 京華1, 賈 徳超1, 楊 佳1 （1遼寧大薬）

26PA-pm061 脳を標的とした RVG ペプチド修飾タンパク質ナノ
キャリアの開発と機能評価
○濱野 展人1,2, 村田 正治1,2,3, 河野 喬仁2,3, 楢原 佐
由子2,3, 朴 晶淑1,2, 大内田 研宙1,2, 橋爪 誠1,2,3 （1九大先
端医療セ, 2九大院医, 3九大先端レドックス研）

26PA-pm062S アポ E 由来ペプチドを基盤とする脂質ナノディスク
の腫瘍細胞への集積性評価
○長谷川 真理子1, 田中 将史1, 向 高弘1 （1神戸薬大）

26PA-pm063 非天然アミノ酸を介して部位特異的に結合させた
mKO2-PEG 脂質による細胞膜表面修飾
○杉田 かおり1, 樋口 ゆり子1,2, 山下 富義1, 橋田 充1,3

（1京大院薬, 2京大LIMS, 3京大iCeMS）
26PA-pm064 リポソーム構成脂質の細胞内動態における細胞種の

影響
○加藤 くみ子1, 桜井 真理1, 合田 幸広1 （1国立衛研）

26PA-pm065S Claudin-4 発現細胞を標的とした Claudin binder 修飾
リポソームの開発
○宗像 理紗1, 小俣 大樹1, 鈴木 亮1,2, 近藤 昌夫3, 小田
雄介1, Johan UNGA1, 丸山 一雄1 （1帝京大薬, 2バージ
ニア大, 3阪大院薬）

26PA-pm066S 悪性腫瘍に対する抗がん剤封入新規リポソームの
評価
○伊東 隆宏1, 佐藤 美里1, 白川 真1,2 （1国際医福大薬,
2筑波大医）

26PA-pm067 レチノイン酸封入リポソームによる脂肪蓄積阻害作
用の検討
○川野 久美1, 井相田 雄祐1, 藤間 陽美1, 深澤 藍1, 服
部 喜之1, 米持 悦生1 （1星薬大・医薬研）

26PA-pm068 腫瘍血管指向性ペプチド修飾リポソームの血管内皮
細胞への結合能評価
○小俣 大樹1, 鈴木 亮1,2, 小田 雄介1, Johan UNGA1, 宇
留賀 仁史1, 杉井 むつみ1, Alexander KLIBANOV2, 丸
山 一雄1 （1帝京大薬, 2バージニア大）

26PA-pm069S 修飾分子の炭素鎖長が表面修飾金ナノ粒子の細胞膜
内への侵入に及ぼす影響
○倉辻 優美1, 仲村 英也2, 清水 健太2, 綿野 哲2 （1阪府
大工, 2阪府大院工）

がん治療 DDS
26PA-pm070S がん擬似血管機能解析ツール開発における新規 in

vitro 再構築モデルの検討
○石井 晶子1, 平田 圭一1, 野村 鉄也1, 滝本 大輔1, 宇
都口 直樹1 （1帝京大薬）

26PA-pm071S がん細胞が組織する擬似血管構造を標的とした特異
抗体の創出に関する基礎的検討
○阿部 正人1, 野村 鉄也1, 島 忠光1, 徳力 徳子1, 平田
圭一1, 長野 一也2,3, 堤 康央2,3,4, 角田 慎一2,3,4, 宇都口
直樹1 （1帝京大薬, 2基盤研, 3阪大院薬, 4阪大MEIセ）

26PA-pm072S 凍結乾燥マンノース 6 リン酸修飾バブルリポソーム
の開発
○安部 カヲル1, 小田 雄介1, 鈴木 亮1,2, 小俣 大樹1,
Johan UNGA1, 宇留賀 仁史1, 杉井 むつみ1, 川上 茂3,
樋口 ゆり子4, 橋田 充4, 丸山 一雄1 （1帝京大薬, 2バー
ジニア大, 3長崎大院医歯薬, 4京大院薬）

26PA-pm073S バブルリポソームの超音波造影剤としての可能性
評価
○宇留賀 仁史1, 小田 雄介1, 鈴木 亮1,2, 小俣 大樹1,
Johan UNGA1, 直井 智幸1, 杉井 むつみ1, 根岸 洋一3,
丸山 一雄1 （1帝京大薬, 2バージニア大, 3東京薬大薬）

26PA-pm074S 効率的な遺伝子導入を目指した RGD 修飾バブルリ
ポソームの開発
○杉井 むつみ1, 鈴木 亮1,2, 小田 雄介1, Johan UNGA1,
小俣 大樹1, 宇留賀 仁史1, 直井 智幸1, 根岸 洋一3, 丸
山 一雄1 （1帝京大薬, 2バージニア大, 3東京薬大薬）
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26PA-pm075 がんのホウ素中性子捕捉療法のためのナノサスペン
ション型 p-borono-L-phenylalanine の調製と投与方法
が及ぼす体内動態への影響
○安藤 徹1, 藤本 卓也2, 福森 義信1, 市川 秀喜1 （1神戸
学院大薬・ライフサイエンス産学連携研究セ, 2兵庫県
立がんセンター・整形外科）

26PA-pm076 葉酸修飾メチル-β-シクロデキストリンによるがん細
胞選択的オートファジーの誘導機構に関する検討
○田中 奈歩1,2, 本山 敬一1, 東 大志1, 有馬 英俊1,2 （1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院HIGOプログラ
ム）

26PA-pm077 放射光顕微分光法によるリポソーム製剤の細胞内導
入率の評価
○米持 悦生1, 川野 久美1, 服部 喜之1 （1星薬大 医薬
研）

26PA-pm078 腫瘍関連マクロファージ選択的薬物送達を目的とし
た超音波応答性マンノース修飾バブルリポソームの
開発
○渕上 由貴1, 古海 沙喜1, 山岡 真理子1, 橋田 充2, 川
上 茂1 （1長崎大院医歯薬, 2京大院薬）

26PA-pm079 抗原を内包した pH 応答性デキストラン誘導体修飾
リポソームと TGF-β 阻害剤包埋リポソームの併用に
よる担がんマウスの免疫治療効果
○上杉 慎也1, 弓場 英司1, 原田 敦史1, 河野 健司1 （1阪
府大院工）

26PA-pm080 フッ化リン脂質を利用したバブルリポソームの開発
○小田 雄介1, 高橋 秀依1, 鈴木 亮1, 小俣 大樹1, Johan
UNGA1, 宇留賀 仁史1, 杉井 むつみ1, 川上 茂2, 樋口 ゆ
り子3, 橋田 充3, 丸山 一雄1 （1帝京大薬, 2長崎大院医
歯薬, 3京大院薬）

26PA-pm081 活性酸素消去能に優れたプラチナナノ粒子による転
移性肝癌の抑制
○堺 香輔1, 勝見 英正1, 草森 浩輔1, 西川 元也2, 坂根
稔康1, 山本 昌1 （1京都薬大, 2京大院薬）

遺伝子 DDS
26PA-pm082 外部環境が及ぼすアデノウイルス由来細胞膜透過ペ

プチドの細胞膜結合能への影響
○平井 孝昌1, 小泉 直也1, 北村 健太1, 平間 奈苗1, 藤
井 まき子1, 水口 裕之2,3,4, 渡辺 善照1 （1昭和薬大, 2阪
大院薬, 3医薬基盤研, 4阪大MEIセ）

26PA-pm083 疎水修飾 siRNA の腸管における安定性の in vitro
評価
○小林 慎也1, 渡辺 知恵1,3, 仁科 一隆2,3, 横田 隆徳2,3,
村上 正裕1,3 （1大阪大谷大・薬・薬剤, 2東京医歯大医・
脳神経病態学, 3独立行政法人科学技術振興機構,
CREST）

26PA-pm084 負電荷ポリマーと siRNA リポプレックスの連続投与
による肝転移がんに対する遺伝子発現抑制効果と抗
腫瘍効果
○服部 喜之1, 新井 翔平1, 川野 久美1, 米持 悦生1 （1星
薬大・医薬研）

26PA-pm085S 劇症肝炎治療を企図したフコース修飾デンドリマー
(G2)/α-シクロデキストリン結合体/NF-κB デコイ複合
体の有用性評価
○赤尾 千穂1, 光安 亮輔1, 本山 敬一1, 東 大志1, 有馬
英俊1,2 （1熊本大院薬, 2熊本大リーディング大学院
HIGOプログラム）

26PA-pm086S 抗原提示細胞選択的な DNA ワクチンキャリアとし
ての新規マンノース修飾デンドリマー (G3)/α-シクロ
デキストリン結合体の有用性評価
○平田 宗一郎1,2, 田中 貴弘1, 本山 敬一1, 東 大志1, 有
馬 英俊1,2 （1熊本大院薬, 2熊本大リーディング大学院
HIGO プログラム）

新規剤形

26PA-pm087 経皮免疫製剤の貼付に伴う皮膚内抗原提示細胞の
挙動
○廣部 祥子1, 須佐井 亮1, 岡田 直貴1, 中川 晋作1 （1阪
大院薬）

26PA-pm088S マイクロニードルを用いた経皮ワクチンにおける皮
膚内抗原提示細胞の免疫学的機能に関する基礎的
検討
○竹内 ほのか1, 須佐井 亮1, 廣部 祥子1, 岡田 直貴1,
中川 晋作1 （1阪大院薬）

26PA-pm089S ドンペリドン経皮吸収型製剤の開発を目的とした基
礎的検討
○山下 ひかり1, 池田 拓未1, 松井 良幹1, 柏倉 康治1,
内田 信也1, 渡邉 裕司2, 並木 徳之1 （1静岡県大薬, 2浜
松医大）

26PA-pm090S イブプロフェンナノ結晶を用いた外用皮膚剤の設計
とその評価
○真野 裕1, 谷本 紫苑1, 中屋 仁美1, 長井 紀章1, 伊藤
吉將1 （1近畿大薬）

26PA-pm091 粉末吸入用アルブミン粒子の吸入特性におよぼす脂
肪酸添加の影響
○山崎 啓之1,2, 平山 茜1, 安楽 誠1, 田口 和明1, 小田切
優樹1,2, 瀬尾 量1,2 （1崇城大薬, 2崇城大DDS研）

26PA-pm092 カチオン化高分子を用いた all-trans retinoic acid 内包
ナノ粒子の調製と評価
○金尾 義治1, 守屋 美帆1, 山本 繁史1, 鳥越 進策1, 杉
本 諒介1, 山崎 まどか1, 小橋 長任1, 藤江 良典1, 山口
泰典2, 平山 文俊3 （1福山大薬, 2福山大生命工, 3崇城大
薬）

26PA-pm093 エチルセルロース多孔性マイクロスフィアの調製法:
細孔形成機構に関する検討
○渡辺 知恵1, 堀田 幸佑1, 車戸 祐1, 村上 正裕1 （1大阪
大谷大薬・薬剤学）

製剤学（その他）

26PA-pm094S 機能性ペプチド修飾ナノミセルによるモデル抗原皮
下免疫後の免疫活性の向上
○有馬 尚紀1, 金沢 貴憲1, 竹田 晃宙1, 畠山 成寛1, 高
島 由季1, 瀬田 康生1 （1東京薬大薬）

26PA-pm095 逆相 HPLC－荷電化粒子検出器を使ったリポソーム
構成脂質成分および脂質分解産物の定量法の検討
○柴田 寛子1, 吉田 寛幸1, 伊豆津 健一1, 合田 幸広1

（1国立衛研）

26PA-pm096 タンパク性医薬品の多孔性マイクロ粒子への導入と
その安定性に関する研究
松尾 望1, 金井 愛佳1, 村上 祐香1, ○平野 裕之1 （1神戸
学院大薬）

26PA-pm097 スルホブチル-β-シクロデキストリンによるキトサン
ナノファイバーゲルの調製
○安楽 誠1, 平賀 歩1, 庵原 大輔1, 伊福 伸介3, James D.
PIPKIN4, 小田切 優樹1,2, 平山 文俊1,2 （1崇城大薬, 2崇
城大DDS研, 3鳥取大工, 4Ligand Pharmaceuticals Inc.）

26PA-pm098 敗血症性多臓器不全に対する予防製剤への天然多糖
類の利用に関する検討
○礒部 隆史1, 岡田 賢二1, 村田 実希郎1, 津田 泰之1,
埴岡 伸光1, 小藤 恭子2, 重山 昌人1, 村田 慶史2 （1横浜
薬大, 2北陸大薬）

26PA-pm099 DVS を用いた医薬製剤粉末の水和物形成･消失の
評価
○東城 守夫1, 田村 悠太郎1, Majid NADERI2 （1イース
トコア, 2サーフェス･メジャメント･システムズ）

26PA-pm100 ショウキョウ(Zingiber officinale)末を利用した経皮吸
収型嚥下機能改善製剤の開発とその評価
○阿部 譲朗1, 平田 歩1,2, 船戸 裕樹1, 石田 七生1,2, 八
木 祐助1,2, 仲井 めぐみ1,2, 飯塚 美知郎1, 白石 久1,2, 常
風 興平1, 横田 淳子1, 宮村 充彦1,2 （1高知大病院薬, 2高
知大院医）
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26PA-pm101 転移性肺がんモデルマウスにおける肺投与型薬物の
肺組織分布特性
○兼平 幸宗1, 戸上 紘平1, 多田 均1, 丁野 純男1 （1北海
道薬大）

26PA-pm102 iGC-SEA（インバースガスクロマトグラフィー）に
よる医薬製剤粉末の異なる処理方法による物性への
影響
○田村 悠太郎1, 東城 守夫1, Anett KONDOR2 （1イー
ストコア, 2サーフェス･メジャメント･システムズ）

26PA-pm103 レーザー光を用いた粒子径分布測定法の検討
○芦澤 一英1,2, 大塚 誠3, 板井 茂4 （1エーザイFC, 2武蔵
野大薬SSCI研究所, 3武蔵野大薬, 4静岡県大薬）

26PA-pm104 水懸濁を利用した実践的で簡便な塩･結晶化スク
リーニング －塩基性化合物への適用－
○小林 克弘1, 新木 哲也1, 大原 求1 （1第一三共 分析評
価研）

26PA-pm105S ウルソデオキシコール酸を用いたパルス NMR によ
る結晶化度測定法の確立
○江原 美里1, 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）

3月 26日（木）午前
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

新薬・剤形の開発

26PB-am001 アルギン酸ナトリウムを用いたゲルカプセルの溶出
性と薬物動態に関する評価
○江浦 將暉1, 佐野 良輔1, 高山 裕1, 首藤 誠1, 小森
浩二1, 三田村 しのぶ1 （1摂南大薬）

26PB-am002 アルギン酸を用いたゲル化錠剤の調製～溶出速度の
改善～
○伊東 育己1, 伊東 明彦2, 畝崎 榮1 （1東京薬大薬, 2明
治薬大）

26PB-am003 服用性の向上を目指した吸水膨潤型コーティング顆
粒の調製
○石山 博一1, 吉野 創子1, 伊東 明彦1 （1明治薬大）

26PB-am004 服用性の向上を目的とした吸水膨潤ゲル化顆粒の
検討
○原口 瑶子1, 永田 智穂1, 伊東 明彦1 （1明治薬大）

26PB-am005 DPP-4 阻害薬ビルダグリプチンの経皮投与に関する
検討
○小泉 史1, 山崎 寛幸1, 新井 惠子1, 伊東 明彦1 （1明治
薬大）

26PB-am006S 口腔内カンジダ治療を目的としたフィルム製剤の
開発
○村岡 美彩1, 中野 修身2, 釜口 良誠2, 小藤 恭子1, 村
田 慶史1 （1北陸大薬, 2森下仁丹）

26PB-am007 ロペラミド含有口内炎治療用フィルムにおける薬物
含有率の物性への影響
○笹津 備尚1, 小出 達夫2, 河野 弥生3, 廣瀬 香織4, 池
内 由里1, 花輪 剛久3, 大西 啓1 （1星薬大, 2国立医薬品
食品衛生研, 3東京理大薬, 4東京医大八王子医療セン
ター）

26PB-am008 ナノマテリアルの ADMET 情報の集積を目指した細
胞外排出機序における基礎的検討
○石本 里緒1, 吉岡 靖雄1,2, 青山 道彦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）

26PB-am009 独自に構築した非免疫ヒト型ファージ抗体ライブラ
リの品質評価
○三里 一貴1, 角田 慎一1,2,3, 長野 一也1,2, 向 洋平1,2, 鎌
田 春彦1,2,3, 東阪 和馬2, 吉岡 靖雄2, 堤 康央1,2,3 （1医薬
基盤研, 2阪大院薬, 3阪大MEIセ）

26PB-am010 ナノ最適デザインを目指した、非晶質ナノシリカに
よる急性毒性のメカニズム解析
○半田 貴之1, 吉岡 靖雄1,2, 平井 敏郎1, 西嶌 伸郎1, 和
泉 夏実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）

26PB-am011 骨再生ペプチドの網羅的改変による親和性向上とそ
の特性評価
○永野 貴士1,2, 向 洋平2, 菅森 泰隆3, 加藤 玄樹3, 青木
和広3, 長野 一也2, 鎌田 春彦2,4, 角田 慎一2,4, 東阪
和馬1, 吉岡 靖雄1, 堤 康央1,2,4 （1阪大院薬, 2医薬基盤
研, 3東京医歯大, 4阪大MEIセ）

26PB-am012 ラット一本鎖 Fv フラグメントライブラリーを用い
る関節リウマチ治療薬創製の試み
○加藤 芳徳1, 樽川 歩実1, 星野 里奈1, 小野 優紀恵1,
廣澤 伊織1, 田島 正教1, 松本 准1, 山田 治美1 （1国際医
福大薬）

製剤試験

26PB-am013 アセトアミノフェン坐剤の主薬放出性
○今井 公江1, 中島 祥1, 西田 祥史1, 岩﨑 綾乃1 （1摂南
大薬）

26PB-am014 加熱融解後再固化したアセトアミノフェン含有モデ
ル坐剤の主薬分布に関する研究
○山本 佳久1, 矢田 千雅1, 赤荻 愛理1, 深水 啓朗2, 小
出 達夫3, 鈴木 豊史4, 伴野 和夫4 （1帝京平成大薬, 2明
治薬大, 3国衛研, 4日本大薬）

26PB-am015 油中水型クリーム剤混合後の経時的な展延性変化に
関する検討
○加賀谷 隆彦1, 吉山 友二2 （1荻窪病院薬, 2北里大薬
保険薬局学）

26PB-am016 テルミサルタン錠と一包化した際のアスピリン腸溶
錠の安定性に関する薬学的評価
○岩山 訓典1, 久保 靖憲1, 小野 尚志1, 山本 譲1, 大滝
康一1,2, 山田 峻史1, 安達 知輝1, 粟屋 敏雄1, 福土 将
秀1, 田崎 嘉一1 （1旭川医大病院薬, 2北海道薬大）

26PB-am017 眼科手術用灌流液に添加するアドレナリンの安定性
試験
○柴田 ゆうか1, 三次 真理1, 木村 康浩1, 木平 健治1

（1広島大病院薬）

26PB-am018 溶解性の異なる薬剤の簡易懸濁法施行時における溶
出挙動（第 2 報）
○櫻田 渉1, 菅野 亮太1, 芦崎 拓也1, 下山 哲哉1, 伊藤
邦彦1, 唯野 貢司1, 小林 道也1 （1北医療大薬）

26PB-am019 溶出試験と皮膚透過試験を用いたツロブテロール
テープ製剤の放出性比較
○江見 早紀1, 永田 佳子1, 金澤 秀子1 （1慶應大薬）

26PB-am020 全自動散剤分包機により分割分包されたイーケプラ
ドライシロップ 50％の有効成分含量の変動
○石田 志朗1, 浜田 茂明2, 森本 真仁2, 山川 和宣1, 鈴
江 朋子3, 岡野 善郎4 （1徳島文理大薬, 2徳島赤十字ひ
のみね総合療育センター薬, 3徳島赤十字病院薬, 4第
一薬科大）

26PB-am021 医薬品服用時の飲料が与える溶出の影響
○山田 翔太1, 福田 昌孝1, 小森 浩二1 （1摂南大薬）

薬剤疫学

26PB-am022 ワルファリン投与量・血液凝固能に及ぼす抗がん剤
とアプレピタント併用の影響
○山本 千尋1, 鈴木 栄2, 大塚 潔2, 堀口 久光2, 吉田
久博1 （1明治薬大, 2自治医大さいたま医療セ）

26PB-am023 HMG-CoA 還元酵素阻害薬によるステント留置後の
再狭窄予防効果について
○廣瀬 静香1, 野上 裕介2, 大塚 潔2, 堀口 久光2, 吉田
久博1 （1明治薬大, 2自治医大さいたま医療セ）
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26PB-am024 ナショナルレセプトデータを用いた医薬品使用の課
題解析（1）－転倒に関係する骨折発症－
○佐野 祐子1, 飯原 なおみ1, 岡田 岳人1, 吉田 知司2,
坂東 義教2, 西尾 貴之3,4, 大原 昌樹5, 桐野 豊1 （1徳島
文理大香川薬, 2徳島文理大保健福祉, 3徳島文理大院
薬, 4さぬき市民病院薬, 5綾川町国民健康保険陶病院）

26PB-am025 ナショナルレセプトデータを用いた医薬品使用の課
題解析（2）－ふらつきを及ぼす薬の数と転倒に関係
する骨折発症－
○中野 太樹1, 鈴木 達也1, 飯原 なおみ1, 岡田 岳人1,
吉田 知司2, 坂東 義教2, 西尾 貴之3,4, 大原 昌樹5, 桐野
豊1 （1徳島文理大香川薬, 2徳島文理大保健福祉, 3徳島
文理大院薬, 4さぬき市民病院薬, 5綾川町国民健康保
険陶病院）

26PB-am026 レセプトデータを用いた東北大学病院の本態性高血
圧患者における降圧薬の処方動向調査
○黒澤 桂子1, 佐藤 倫広1, 飯田 優太郎1, 小原 拓1,2, 松
浦 正樹1, 井上 隆輔3, 高橋 信行4, 佐藤 博4, 村井 ユリ
子1,5, 眞野 成康1 （1東北大病院薬, 2東北大東北メディ
カル・メガバンク機構予防医学・疫学, 3東北大病院メ
ディカルITセ, 4東北大院薬臨床薬学, 5東北大院薬医
療薬学教育研究セ）

26PB-am027 危険因子/防御因子データベース「RPFactor」を用い
た健康食品の機能性評価
○藪内 弘昭1 （1耐久医療研）

26PB-am028S 自発報告データベース JADER を用いた薬物性肝障
害を引き起こす相互作用の探索
○京坂 侑土1, 松嶋 由紀子1, 漆原 尚巳1 （1慶應院薬）

26PB-am029 JADER を用いた妊娠に関連する有害事象リスクの検
討（第 2 報）
○酒井 隆全1, 大津 史子1, 関谷 泰明2, 森 千与1, 坂田
洋3, 後藤 伸之1 （1名城大薬, 2岐阜大院, 3春日井市民病
院薬）

26PB-am030 DPC データを用いた多施設注射抗菌薬使用量算出ア
プリケーションの臨床評価
○水草 博希1, 大津 史子1, 梅村 拓巳2, 坂田 洋3, 塚本
仁4, 中村 敏明4, 政田 幹夫4, 後藤 伸之1 （1名城大薬,
2公立陶生病院薬, 3春日井市民病院薬, 4福井大病院
薬）

26PB-am031 10 年前との比較からみた当院における経口糖尿病薬
服用患者の HbA1c 値の変化
○新沼 芳文1, 芳賀 貴史1, 田牧 直也1, 本郷 文教1 （1手
稲渓仁会病院薬）

26PB-am032 当院における経口抗凝固薬と脳卒中発症率の評価～
医師と薬剤師のチーム医療～
○渡辺 ひとみ1, 阪口 直樹1, 和田 泰明1, 吉岡 史郎1,
野中 裕康2, 加藤 雅康2, 竹中 勝信2 （1高山赤十字病院
薬, 2高山赤十字病院脳外科）

26PB-am033 インフルエンザ感染者報告数による感染モデル構築
の試み－峰性および順位相関－
齋藤 充生1,2, 杉山 諒1, ○林 譲1,2, 矢島 毅彦2 （1帝京平
成大, 2ヘルスヴィジランス研究会）

26PB-am034 栃木県内の薬局データを用いたインフルエンザ感染
伝播パターンの解析
○齋藤 充生1,2, 杉山 諒1, 近藤 澄子3, 田中 直哉3, 林
譲1,2, 矢島 毅彦2 （1帝京平成大, 2ヘルスヴィジランス
研究会, 3ピノキオ薬局）

26PB-am035 南関東におけるインフルエンザ感染パターンと「A
型/B 型」の流行との関係　～薬局データを用いた検
討～
○福岡 勝志1, 西田 志穂1, 齋藤 充生2, 林 譲2, 矢島
毅彦3 （1日本調剤, 2帝京平成大, 3ヘルスヴィジランス
研）

26PB-am036 重症心身障害児・者における抗てんかん薬の使用
実態
○森本 真仁1,2, 橋本 俊顕2, 浜田 茂明2, 吉岡 三郎1, 京
谷 庄二郎1 （1徳島文理大薬, 2徳島赤十字ひのみね総
合療育センター）

調剤・処方監査・オーダリング

26PB-am037 本邦初、自動混合調製装置 i.v.STATION 導入に向け
た取り組み　1．国内製品への適合性評価
○石塚 寛和1, 花澤 恵美1, 前川 友宏1, 西川 和年1, 永
井 淳子1, 佐々木 忠徳1 （1亀田総合病院薬）

26PB-am038 本邦初、自動混合調製装置 i.v.STATION 導入に向け
た取り組み　2．調製時間比較の評価
○花澤 恵美1, 石塚 寛和1, 前川 友宏1, 西川 和年1, 永
井 淳子1, 佐々木 忠徳1 （1亀田総合病院薬）

26PB-am039 抗がん剤調製支援システム導入によるミキシング業
務について
○木村 純子1, 竹下 光弘1, 山口 健太1, 江坂 尚枝1, 福
地 祐司1,2, 早乙女 浩之1 （1常磐病院薬, 2いわき明星
薬）

26PB-am040 注射薬調剤支援システムの構築
○都村 いつこ1, 中山 順子1, 沖上 朋美1, 出口 有佳理1,
池西 和貴2, 宮川 真澄1 （1香川県立中央病院薬, 2養正
会薬局）

26PB-am041 【演題取り下げ】

26PB-am042 全自動錠剤ハーフカッターカセットの導入効果に関
する検討
○澤田 有記美1, 山下 和彦1, 桒原 晶子2, 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, 2武庫川女大薬）

26PB-am043 外来患者に対する調剤薬交付時の相互確認の導入
○井濱 愛奈1, 小林 昌宏1, 田村 和敬1, 坂倉 智子1, 小
川 幸雄1, 厚田 幸一郎1 （1北里大病院）

26PB-am044 ダントロレンナトリウムと去痰薬の配合変化に関す
る検討
○矢島 愛理1, 小松 敏彰2, 尾鳥 勝也1, 厚田 幸一郎1,2

（1北里大薬, 2北里大病院薬）

院内製剤

26PB-am045 院内製剤における品質管理手法の確立と評価
○高田 裕介1, 柴 綾香2, 岡本 千恵1, 見留 英路2, 明樂
一己2, 田中 守1, 田中 亮裕1, 荒木 博陽1 （1愛媛大病院
薬, 2松山大薬）

26PB-am046 7％リドカインとリドカイン、プロカイン混合クリー
ム（院内製剤）の麻酔効果の検討
○山岡 尚世1, 渡部 多真紀2, 齋藤 百枝美2, 丸山 桂司2,
安田 誠2, 山辺 智代3, 内田 佳孝1, 望月 正人1, 丸山
一雄2, 鈴木 亮2, 土屋 雅勇2, 中込 和哉2, 山岡 桂子2, 平
林 慎一1 （1帝京大医形成, 2帝京大薬, 3帝京大中央機
器）

26PB-am047S 慢性裂肛に対する λ-カラギーナンを用いた徐放性ジ
ルチアゼム（DTZ）クリームの開発 ―徐放性 DTZ
クリームの効果に関するラットを用いた検討―
○柴原 由季1, 下村 斉1, 青山 隆夫1 （1東京理大薬）

26PB-am048 院内製剤レバミピド内用液剤の安定性と味覚試験
○今岡 楓太1, 矢島 領2, 輪湖 哲也2, 黒田 裕子1, 松元
一明1, 木津 純子1 （1慶應大薬, 2日本医大病院薬）

26PB-am049 非晶質タクロリムス固体分散体製剤（プログラフ
Cap）の 0.1mg 院内製剤作製に関する検討
○齊藤 順平1, 石原 里美1, 今泉 仁美1, 寺門 浩之1, 石
川 洋一1 （1国立成育医療研究センター病院薬）

26PB-am050 術前点眼液の混合製剤による業務効率化とコスト削
減効果
○久保 靖憲1, 小野 尚志1, 神山 直也1, 吉田 光一1, 小
枝 正吉1, 原 千恵子1, 小川 聡1, 粟屋 敏雄1, 田崎 嘉一1

（1旭川医大病院薬）

26PB-am051 乳幼児の苺状血管腫に対する院内製剤チモロールゲ
ルの製剤学的検討
○高塚 博一1, 山崎 伸吾1, 鈴木 達也1, 竹田 真理子1,
岸本 路子1, 力久 直昭2,3, 鈴木 貴明1, 有吉 範高1, 石井
伊都子1 （1千葉大病院薬, 2千葉大病院形成外科, 3千葉
労災病院形成外科）
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26PB-am052S アリピプラゾール含有グミ製剤の開発に関する研究
（第 2 報）
○小澤 美紀1, 内田 信也1, 前田 知香1, 中嶋 小百合1,
平岡 祥吾2, 並木 徳之1 （1静岡県大薬, 2大塚製薬）

26PB-am053 MRI を用いたメントール・ジフェンヒドラミン含有
クリームの製剤安定性評価
○町田 昌明1, 大貫 義則2, 遠藤 佳奈1, 清家 千江子3,
小幡 誉子2, 櫻井 正太郎1, 高山 幸三2 （1星薬大 実務教
育研究部門, 2星薬大 薬剤学教室, 3小田原循環器病院
薬）

26PB-am054S 病院薬剤師を対象にした社会が必要とする薬剤の
探索
○堀江 美香子1, 大津 史子1, 佐々木 忠徳3, 濱 宏仁4,
原田 幸子5, 松浦 克彦6, 山川 雅之7, 渡部 一宏8, 渡辺
享平2, 政田 幹夫2, 後藤 伸之1 （1名城大薬, 2福井大病
院薬, 3亀田病院薬, 4神戸医療セ西病院薬, 5北大病院
薬, 6愛知医大病院薬, 7甲賀病院薬, 8昭和薬大医療薬
学教育研セ）

26PB-am055 愛知医科大学病院における院内製剤適正使用に向け
た取り組み
○舟橋 智美1, 木下 功1, 川澄 紀代1, 松浦 克彦1 （1愛知
医大病院薬）

輸液・経腸栄養管理

26PB-am056 測定済み臨床検査データの有効利用による後ろ向き
統計解析ツールの作成と 5%キシリトール注射液の
有用性評価
○堀内 孝博1, 澤部 幸男1 （1北上済生会病院薬）

26PB-am057 脂肪乳剤の適正使用を目的とした薬物動態学的解析
の適用
○平野 美優1, 岡田 章1, 谷岡 真帆1, 福島 恵造1, 小山
光2, 杉岡 信幸1 （1神戸学院大薬, 2京都府医大病院薬）

26PB-am058 造血幹細胞移植患者に対する栄養管理への介入とそ
の評価
○生田 智子1, 丹田 雅明1, 青木 紫織1, 曽我 昭宏1, 山
岡 慶子1, 田淵 聡子2, 高橋 路子2, 川本 晋一郎3, 薬師
神 公和3, 西岡 達也1, 槇本 博雄1, 久米 学1, 平野 剛1,
宇佐美 眞2, 平井 みどり1 （1神戸大病院薬, 2神戸大病
院栄養, 3神戸大腫瘍・血液内科）

26PB-am059 経腸栄養剤により長期間栄養管理を受けた患者と糖
尿病患者の頭髪中の微量元素について
○木村 治1, 早坂 敬明2, 小笠原 英樹2, 堀田 洋平3, 塚
越 建介4, 藤野 陵二5, 遠藤 哲也1 （1北医療大薬, 2札幌
東徳洲会病院, 3北成病院, 4聖ヶ丘病院, 5日鋼記念病
院）

26PB-am060 服薬補助ゼリーは酸化マグネシウムによる経管
チューブの閉塞を改善する
○小川 ともこ1,2, 小嶋 純3,4, 米子 真記4, 宮坂 勝之3

（1サンドラッグ, 2横浜薬大, 3聖路加国際病院周術期
センター, 4一般社団法人医療健康資源開発研究所）

26PB-am061S 注射薬の持続静脈内投与時の光安定性に対するライ
ンの遮光性の影響に関する研究　―新規遮光ライン
の開発―
○中込 野乃花1, 下村 斉1, 青山 隆夫1 （1東京理大薬）

26PB-am062 輸液 DI センターに寄せられた栄養輸液の配合変化
関連情報の分析
○星 泉1, 津田 朋枝1, 堀越 由里1, 竹林 佑花1, 佐々木
美由紀1, 吉岡 小都子1, 福田 まゆみ1, 河野 裕則1, 岩原
良晴1 （1大塚製薬工場 信頼性保証本部 輸液DIセン
ター）

薬品管理

26PB-am063 宮崎大学医学部附属病院における医薬品 SPD の導
入と構築
○関屋 裕史1, 奥村 学1, 岩切 智美1, 大野 梨絵1, 山口
博行1, 平原 康寿1, 有森 和彦1 （1宮崎大病院薬）

26PB-am064 八尾市立病院手術部での薬剤師による麻薬管理業務
について
○山崎 肇1, 長谷 圭悟1, 中谷 成美1, 森本 千穂1, 佐藤
浩二1, 青木 ひとみ2, 神田 ゆか2, 山中 トモエ2, 千種
保子2, 斉藤 せつ子2 （1八尾市立病院薬, 2八尾市立病
院看）

26PB-am065 2 部署 1 システムによる血液製剤の一括管理の実
践　既存輸血管理システムの薬剤部門での応用
○篠﨑 浩司1, 稲野 祥宗1, 宮崎 宏史1, 阿部 百恵1, 長
谷川 敦1, 石坂 優真2, 長谷 健二2, 眞々田 賢司2, 仲佐
啓詳1,3 （1東千葉メディカルセンター薬, 2東千葉メ
ディカルセンター検, 3千葉大院医学研究院総合医科
学講座）

26PB-am066 メイラード反応系の色差測定と展望 2
○鳥谷 寧1,3, 栗林 和美2, 高畠 亨3 （1ウエルシア薬局,
2帝京平成大薬, 3日本大薬）

26PB-am067 保険薬局のおける、災害用の医療用医薬品の備蓄と
その管理について
○小野 幸夫1, 武藤 夏雄1, 小倉 麻衣子1, 大内 彩1, 池
野 栄佑1, 加瀬 陽子1, 鐘江 君枝1, 坂井 鏡子1, 北川
太郎2, 有阪 捷子3, 石井 和子4, 篠原 昭典5 （1臨海薬局,
2みさき薬局, 3ありさか薬局, 4石井漢方薬局, 5しのは
ら薬局）

TDM・投与設計

26PB-am068 CYP3A5 の遺伝子多型がタクロリムスの体内動態に
与える影響
○曽田 翠1, 柴山 篤1, 藤谷 桃子1, 道内 玲奈1, 金森
建太1, 吉國 早織1, 大野 雄太2, 鈴木 昭夫2, 堀江 憲吾3,
土屋 朋大3, 出口 隆3, 伊藤 善規2, 北市 清幸1 （1岐阜薬
大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大医泌尿器科）

26PB-am069 MDR1 exon21 の遺伝子多型がタクロリムスの体内動
態に与える影響
○藤谷 桃子1, 柴山 篤1, 道内 玲奈1, 曽田 翠1, 金森
建太1, 吉國 早織1, 大野 雄太2, 鈴木 昭夫2, 堀江 憲吾3,
土屋 朋大3, 出口 隆3, 伊藤 善規2, 北市 清幸1 （1岐阜薬
大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大医泌尿器科）

26PB-am070 MDR1 exon26 の遺伝子多型がタクロリムスの体内動
態に与える影響
○道内 玲奈1, 柴山 篤1, 曽田 翠1, 藤谷 桃子1, 金森
建太1, 吉國 早織1, 大野 雄太2, 鈴木 昭夫2, 堀江 憲吾3,
土屋 朋大3, 出口 隆3, 伊藤 善規2, 北市 幸之1 （1岐阜薬
大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大医泌尿器科）

26PB-am071S LC-MS による血漿中抗結核薬の多剤同時定量法の
開発
○宮下 真実1, 西村 麻由1, 鈴木 純子2, 松井 弘稔2, 蛇
澤 晶2, 吉田 久博1 （1明治薬大, 2国立東京病院）

26PB-am072S LC-MS による結核患者の薬物血中濃度多剤同時
測定
○西村 麻由1, 宮下 真実1, 鈴木 純子2, 松井 弘稔2, 蛇
澤 晶2, 吉田 久博1 （1明治薬大, 2国立東京病院）

26PB-am073 LC-MS/MS を用いた血漿中アジスロマイシン測定法
の確立
○髙橋 ひかり1, 曽田 翠1, 中村 早紀子1, 大野 雄太2,
山本 美保1, 塚本 桂1, 出口 隆3, 伊藤 善規2, 北市 清幸1

（1岐阜薬大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大病院泌尿器科）

26PB-am074 2-コンパートメントモデルを用いたアルベカシンの
Cpeak 到達時間の探索
○阿部 武由1, 渡邊 政博2, 吉野 成泰5, 福岡 憲泰5, 竹
内 敏己4, 土屋 浩一郎3 （1りつりん病院薬, 2香川大病
院薬, 3徳島大薬, 4徳島大工, 5日本大薬）

26PB-am075 HPLC による血漿中カスポファンギン測定法の確立
○安江 未佳1, 藤村 ミナミ1, 曽田 翠1, 髙橋 ひかり1, 中
村 早紀子1, 山本 美保1, 林 寛子2, 柴田 悠平3, 鈴木
昭夫2, 塚本 桂1, 原 武志3, 鶴見 寿3, 伊藤 善規2, 北市
清幸1,2 （1岐阜薬大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大医）
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26PB-am076 NBD-F 誘導体化法を用いた HPLC によるコリスチン
血中濃度測定法の検討
○大内 彗1, 佐藤 知香1, 黒田 裕子1, 松元 一明1, 今井
一洋2, 木津 純子1 （1慶應大薬, 2武蔵野大薬）

26PB-am077 医師主導で行ったバンコマイシン初回投与設計の
評価
○増田 展利1,4, 春木 祐人2, 杉山 哲大2, 広本 篤3, 毎熊
隆誉4, 手嶋 大輔4, 近藤 祥代2 （1津山中央記念病院薬,
2津山中央病院薬, 3就実大薬, 4就実大院薬）

26PB-am078 HPLC を用いたダプトマイシン血漿中総濃度・組織
中濃度および蛋白非結合型濃度測定方法に関する
検討
○鈴木 絢子1, 松元 一明1, 黒田 裕子1, 木津 純子1 （1慶
應大薬）

26PB-am079 抗 MRSA 薬ダプトマイシンの安全性評価と薬物動態
への影響因子の解析
○安藤 基純1, 小曳 恵里子3, 中浴 伸二3, 柏木 裕子3,
北田 徳昭2,3, 森本 茂文3, 亀井 博紀4, 園 諭美4, 西岡
弘晶4, 福田 剛史5,6, 橋田 亨2,3 （1神戸学院大薬, 2神戸
学院大院薬, 3神戸市立医療セ中央市民病院薬, 4神戸
市立医療セ中央市民病院総合診療科, 5シンシナティ
大医, 6シンシナティ子供病院医療セ）

26PB-am080 有害事象解析を志向したドネペジルおよび代謝物の
血中濃度同時測定法の開発
○榊原 綾海1, 山本 吉章2, 賀川 義之1 （1静岡県大薬,
2静岡てんかん・神経医療センター）

26PB-am081 ジゴキシン母集団薬物動態モデルの適用性評価に関
する検証
○吉野 のぞみ1, 柘植 昴太1, 橋本 直人1, 佐古 兼一1,
松木 祥彦2, 大貫 敏明2, 矢島 美樹2, 河村 剛至1, 松田
佳和1 （1日本薬大, 2船橋総合病院）

26PB-am082 DBS（Dried Blood Spot）法を用いた、LC／MS／MS
によるミコフェノール酸モフェチルの血中濃度モニ
タリングに関する検討
○小梶 哲雄1, 須賀 香屋子1, 山田 武宏2, 井関 健2

（1エービー・サイエックス, 2北大病院薬）

26PB-am083 基剤の異なる 6 種のラタノプロスト点眼製剤のヒト
前房水移行経過と移行濃度の特徴
○関根 祐子1, 島田 万里江2, 佐竹 尚子1, 大久保 正人1,
本庄 恵3, 原 正4, 相原 一5 （1千葉大院薬, 2千葉大薬,
3東京都健康長寿医療セ, 4原眼科医院, 5四谷しらと眼
科・東京医歯大）

26PB-am084 反復投与における薬物血中濃度を予測計算できるア
ンドロイドアプリ
○小林 宏司1, 秋元 美咲1, 松田 涼子1, 保森 麻実1, 諏
訪 雅士1, 青山 隆彦1, 松本 宜明1 （1日本大薬）

調剤薬局・在宅医療・地域医療

26PB-am085 わが国における地域薬局分布と高齢化率との相関に
関する GIS 解析
○倉田 香織1, 土橋 朗1 （1東京薬大薬）

26PB-am086 大腸がんカペシタビン含有レジメンにおける病院・
保険薬局双方向の薬薬連携
○川瀬 洋次1, 桜田 宏明1, 大島 有美子1, 浅野 寿規1,
山村 益己1 （1一宮市立市民病院薬）

26PB-am087 長期処方患者に対する薬局薬剤師の積極的な関与　
～患者登録 10 例を 1 年間追跡した経験からの報
告～
○小澤 夕佳1, 中谷 智美1, 後藤 大輔2, 杉崎 勝義2, 西
田 志穂2, 福岡 勝志2, 緒方 宏泰3, 赤沢 学4 （1日本調剤
辰野薬局, 2日本調剤, 3日本アプライド・セラピュー
ティクス学会, 4明治薬大）

26PB-am088 お薬手帳の利用実態とニーズ
○井原 綾子1, 豊泉 友美1, 福岡 勝志1 （1日本調剤）

26PB-am089 株式会社サンメディックにおける新人薬剤師教育
OJT 研修への取組み
○寺山 香織1, 小山 武輝1, 佐々木 麻里1, 稲葉 香1, 奥
田 志保1, 加瀬 あすみ1, 木谷 直美1, 久保寺 有里1, 園
田 香澄1, 髙津 翔太1, 中村 智子1, 林 礼野1, 藤掛 紗織1,
舟山 晃典1, 保坂 卓哉1, 宮田 博史1, 渡辺 恵美子1 （1サ
ンメディックなの花薬局）

26PB-am090 婦人科領域における薬局の利用状況と薬剤師の役割
○美保 百合子1, 橋本 義人2, 阿部 真也2, 吉町 昌子2,
後藤 輝明2 （1ツルハドラッグ帯広西8条店, 2ツルハ調
剤運営本部）

26PB-am091 保険薬局における排尿障害治療アセスメントツール
の利用
○橋本 昌子1,2, 橋本 佳奈子1, 安田 圭子2, 山口 弘美2,
銭田 真里2, 藤田 由2, 奥村 美津代2, 徳久 宏子3, 荒井
國三1 （1金沢大院医薬保, 2てまり薬局, 3とくひさ薬
局）

26PB-am092 患者アンケートに基づく点眼薬の不適正使用に関す
るリスク要因の解明
○伊藤 唯1, 青木 秀敏2, 宇田川 三男3, 武田 直子3, 植
沢 芳広1 （1明治薬大, 2ファーコス・くすのき台薬局,
3ファーコス）

26PB-am093 保険薬局における血糖測定実施に関する課題と検討
○藤田 茂起1, 飯塚 敏美1, 堀口 雅巳1 （1望星薬局）

26PB-am094 自己採血検査への関心と検査値への理解についての
調査
○髙井 謙1, 小野 史聖1, 樽井 純一1, 阿部 真也1, 吉町
昌子1, 後藤 輝明1 （1ツルハ）

26PB-am095S アドヒアランスに影響を及ぼす 1 日投与回数の検討
○風間 彩1, 天川 みな子2, 庄野 あい子1, 佐藤 秀昭3, 赤
沢 学1 （1明治薬大, 2まい薬局, 3イムス三芳総合病院
薬）

26PB-am096 活性酸素消去活性を持つ健康食品の服用者アンケー
トによる生理活性作用・副作用の推定
○松岡 隆1, 田畑 彰1, 田畑 美津子1, 小茂田 昌代2

（1オールコーポレーション, 2東京理大薬）

26PB-am097 保険薬局における慢性疾患患者の処方変更について
○小林 庸祐1, 金親 正知1, 庄野 あい子2, 富岡 佳久3,
佐藤 秀昭4, 今井 博久5 （1ウジエ調剤薬局, 2明治薬大,
3東北大院薬, 4イムス三芳総合病院薬, 5国立保健医療
科学院）

26PB-am098 保険薬局薬剤師における無菌調製手技のスキル向上
を目指して
○正岡 康幸1, 村川 公央1, 猪田 宏美1, 青柳 恵1, 遠坂
和宏1, 加地 弘明1, 余田 陽佳1, 朝田 丘1, 成広 紀子1, 三
田 修一1, 萱 佳晃1, 岩野 寛樹1, 三宅 悟2, 役重 昌広2,
堀部 徹2, 赤澤 昌樹2 （1岡山県薬剤師会 在宅介護特別
委員会, 2岡山県薬剤師会）

26PB-am099 検査値処方せんの現状と今後の期待
○中居 利恵1, 福岡 勝志1 （1日本調剤）

26PB-am100 「患者が自分で健康を管理するためのアプリケーショ
ン」の比較調査
○田代 朋子1, 本田 卓也1, 折井 孝男2 （1ティ辞書企画,
2NTT東日本関東病院薬）

26PB-am101 地域の健康フェスティバルおける薬剤師による
COPD スクリーニングと啓発活動
○西尾 廣昭1, 土谷 大樹1, 小嶋 英二朗1, 田中 哲郎1,
数野 博2, 孫 尚孝3, 尾上 洋3, 谷田 恭宏3, 森広 亜紀4,
山田 真弘3, 岡田 昌浩6, 横田 武治7, 徳毛 孝至8, 横田
いつ子9, 荒川 隆之10, 大森 亮太11, 上敷領 淳1, 杉原
成美1 （1福山大薬, 2ちょう外科医院, 3ファーマシィ,
4三原薬剤師会センター薬局, 5薬局パナコス, 6尾道市
立市民病院薬, 7みつぎ総合病院薬, 8中国中央病院薬,
9兼吉調剤薬局, 10五日市記念病院薬, 11共栄ファーマ
シー）
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26PB-am102 自律神経バランス分析による薬局来局者の健康管理
とセルフメディケーションの推進
○打田 友里1, 黒澤 章2, 齋藤 有香1, 田口 維那1, 中澤
健太1, 畠山 翔1, 原田 貴絵1, 丸山 修1, 山川 真未1, 吉野
のぞみ1, 河村 剛至1, 佐古 兼一1, 中島 孝則1, 松田
佳和1 （1日本薬大, 2黒沢薬局）

26PB-am103 多職種連携における TRITRUS　SYSTEM の有用性
の検討
○幡 洋輔1, 榊原 剛1, 中川 尭亨1, 徳永 絢香1, 吉岡
貴代1 （1ライム調剤薬局）

26PB-am104 HPN 導入患者への病院薬剤師の関わり（第 2 報）
－HPN 導入に関する実態調査－
○熱海 幸恵1, 原 尚美1, 尾崎 昌大1, 添田 真司1, 渡邊
昌之1 （1東海大八王子病院薬）

26PB-am105 薬剤師による PD 業務への関わり（第 1 報）
○酒井 理予1, 堀 明子1, 尾崎 昌大1, 添田 真司1, 渡邊
昌之1 （1東海大八王子病院薬）

26PB-am106 来局患者の残薬に対するリスク因子の解析と高リス
ク患者の識別
○木村 勇士1, 田中 友佳子2, 星 祐樹2, 植沢 芳広1 （1明
治薬大, 2日生薬局河田町店）

26PB-am107 DVD 教材「初めての在宅」を用いた研修の有用性の
評価　第二報
○福島 紀子1, 川合 由起1, 岸本 桂子1 （1慶應大薬）

26PB-am108 保険薬局における精神疾患患者に対する服薬指導の
実際
○山本 幸代1, 串田 一樹2 （1フレンズ調剤薬局, 2昭和
薬大）

26PB-am109 薬局におけるインシデント発生と性格及び心理状態
の関連
○川崎 勝義1, 丸山 藍子1, 宮川 伸子1, 加村 潤2, 杉崎
勝義2 （1星薬大, 2日本調剤）

26PB-am110 地域の医師と薬剤師の文書合意に基づく薬物治療管
理 : 第 2 報～CDTM/J　笠間モデルの実践～
○原 和夫1,5, 亀井 美和子2, 土橋 朗3, 篠原 久仁子1,4,
倉田 なおみ1, 堀口 雅巳5, 渡邉 文之2, 倉田 香織3, 阿
部 櫻子7, 武井 敬司6, 島田 匡彦7, 飯嶋 秀郎8, 島川 清9,
天貝 賢二6, 笠間市医師会10, 笠間市保健衛生部健康
増進課11 （1昭和大薬, 2日本大薬, 3東京薬大薬, 4フロー
ラ薬局, 5望星薬局, 6茨城県立中央病院, 7茨城県保健
福祉部薬務課, 8友部セントラルクリニック, 9笠間薬
剤師会, 10笠間市医師会, 11笠間市保健衛生部健康増
進課）

26PB-am111 在宅医療における薬物治療の共同管理について―訪
問看護師と薬剤師の業務分担と連携
○森元 将郎1, 平澤 伸一郎1, 森元 陽子2, 菅原 由美3,
廣原 正宜1, 串田 一樹1 （1昭和薬大, 2みんなの訪問看
護リハビリステーション, 3全国ボランティアナース
の会キャンナス）

26PB-am112S 在宅医療における注射薬の供給体制～薬局の責務に
ついて～
○都島 千秋1, 前田 桂吾2, 白石 丈也3, 廣原 正宜1, 串
田 一樹1 （1昭和薬大, 2フロンティア薬局, 3けや木薬
局）

26PB-am113 地域と育む未来医療人「なごやかモデル」平成 26 年
度活動報告
○中村 克徳1,2, 川出 義浩1, 松永 民秀1,2, 木村 和哲1,2,3,
早野 順一郎3, 明石 惠子4, 鈴木 匡1,2 （1名市大薬, 2名市
大院薬, 3名市大医, 4名市大看護）

26PB-am114 小児在宅医療の実態と薬学的管理の課題
○荒井 千春1, 荒井 悦子1, 阪本 まゆ子1, 荒井 きより1,
阪本 崇彰2, 松岡 孝3, 仲間 司4, 宮城 雅也5, 串田 一樹6

（1あにも調剤薬局, 2沖縄県立南部医療センター・こど
も医療センター薬局, 3沖縄県立南部医療センター・こ
ども医療センター小児科, 4沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療センター小児外科, 5沖縄県立宮古病
院小児科, 6昭和薬大）

26PB-am115 在宅医療に対する薬剤師の意識と生涯教育のニーズ
○鴇田 敦1, 有山 智博1, 石井 敏浩1 （1東邦大薬）

26PB-am116 地域の高齢者とふれあえる多職種協働参加型セミ
ナー受講者の意識変化
○増淵 絵莉1, 福地 陽介1, 井上 映子2, 根本 敬子2, 髙
栁 千賀子2, 小嶋 文良1, 川上 総士3, 光本 篤史1, 篠原
靖志3, 平井 愛山4 （1城西国際大薬, 2城西国際大看護,
3さんむ医療センター, 4千葉県循環器病センター）

26PB-am117 薬局薬剤師による在宅支援の処方提案と提案結果の
考察
○井上 渉1, 菊池 千草1, 水野 正子2, 鈴木 匡1 （1名市大
院薬, 2チューリップ薬局）

26PB-am118 薬局薬剤師による在宅患者の薬剤管理に関する調査
○安田 栄志1, 中野 将二1, 武井 佐和子1, 別生 伸太郎1,
濱田 眞向1, 影山 美穂1, 戸張 裕子1, 倉本 敬二1, 三溝
和男1, 井上 みち子1 （1東京薬大薬）

26PB-am119 東日本大震災被災地仮設住宅に住む高齢者の服薬
調査
小賀坂 彰浩1, 永田 隆之1, ○村田 和子1 （1いわき明星
大薬）

26PB-am120 在宅医療における薬剤師の課題
○宅間 大祐1, 掛水 哲平1, 井上 真理1, 松岡 亜由美1,
光富 大祐1, 東野 純一1, 図師 清二1, 濱田 篤秀1, 平松
久嗣1, 京谷 庄二郎2 （1エール薬局, 2徳島文理大薬）

26PB-am121 地域糖尿病デバイス・インストラクター制度
○深井 康臣1, 松井 浩子2, 佐藤 亜位3, 西井 裕4, 山内
恵史5 （1長野赤十字病院 薬, 2長野赤十字病院 看護部,
3長野赤十字病院 糖尿病内分泌内科, 4長野市民病院
内分泌・代謝内科, 5相澤病院 糖尿病センター）

26PB-am122 在宅医療での医薬品廃棄に関する調査
○杉原 数美1, 田山 剛崇1, 前田 志津子1, 西村 和之2,
太田 茂3 （1広島国際大薬, 2県立広島大環境科学, 3広
島大院医歯薬）

26PB-am123 当院緩和ケア科外来及びホスピス緩和ケア病院にお
ける医療用麻薬の処方動向調査
○椎崎 正秀1, 真井 健吾2, 前間 邦生1, 原田 秀徳1,2

（1公立八女総合病院薬, 2みどりの杜病院薬）

治験

26PB-am124 タブレット端末（iPad）を用いた治験審査員会審査
資料の配布と閲覧に関する報告
○小野 敦央1, 足立 伊佐雄1 （1富山大病院薬）

26PB-am125 東北 3 県から開始した東北地区の医療機器開発連携
の取り組み
○堀切 陽介1, 佐々木 建二2, 山﨑 直也1, 小澤 桂1, 早
川 信2, 稲野 彰洋3, 池田 浩治1 （1東北大病院臨床研推
進セ, 2岩手医大, 3福島医大）

26PB-am126 臨床試験結果の情報提供に関する意識調査
○須賀 まなみ1, 有田 悦子1,2, 田辺 記子1, 池谷 博美1,
大和田 真朱1, 小倉 未来1, 氏原 淳2 （1北里大薬 薬学教
育研究センター医療心理学部門, 2北里大 北里研究所
病院バイオメディカルリサーチセンター）

リスクマネージメント

26PB-am127 抗がん剤混合調製ロボットの後発医薬品への適合性
評価と視覚的な汚染度評価
○槇本 博雄1, 丹田 雅明1, 水田 直美1, 田中 健太1, 丸
上 奈穂1, 家田 啓史2, 西岡 達也1, 久米 学1, 平野 剛1,
平井 みどり1 （1神戸大病院薬, 2ユヤマ）

26PB-am128 抗がん剤投与エラー回避のためのレジメン登録の
工夫
○増田 義雄1, 今道 富美子2, 岡田 裕1 （1先端医療セ薬,
2先端医療セ看）

26PB-am129 周産母子成育医療センターにおける薬剤師増員の
効果
○小川 久美子1, 中村 優1, 花島 玲子1, 国分 秀也1, 近
藤 留美子1, 厚田 幸一郎1 （1北里大病院薬）
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26PB-am130 プレアボイドの観点から考える保険薬剤師に求めら
れる資質
○林 愛子1, 藤枝 正輝1, 野中 琢哉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）

26PB-am131 病院情報システムデータの二次利用による医薬品安
全性分析について
○山口 崇臣1, 関本 裕美2, 石塚 正行3, 山﨑 邦夫4, 田
中 三晶1, 香川 邦彦4 （1国立病院機構姫路医療セン
ター, 2国立病院機構神戸医療センター, 3国立病院機
構南和歌山医療センター, 4国立病院機構大阪南医療
センター）

26PB-am132 調剤過誤分析から明らかになった過誤傾向
○森 正典1,2, 金田 孝子1,2, 秋山 洋二1,2, 田村 浩1,2, 中島
裕子1,2 （1イオンリテール, 2H&BC商品企画本部）

ジェネリック

26PB-am133 市販製剤における低分子化合物の薬物動態パラメー
タ解析
○熊木 雅人1, 林 恵理子1, 上野 和行1 （1新潟薬大薬）

26PB-am134S ジゴキシン投薬量の実態調査
○堀 和歌子1, 青木 美聡1, 松本 万里奈1, 小林 真理子2,
上野 和行1 （1新潟薬大薬, 2立川綜合病院薬）

26PB-am135 ロキソプロフェンナトリウム錠の品質ならびにイン
タビューフォームの比較検討
○久保 儀忠1, 岩井 和樹1, 澤野 蒼汰1, 下口谷 貴1, 平
田 真里奈1, 藤原 一清1, 八木 直美1 （1北医療大薬）

26PB-am136 先発医薬品と後発医薬品の比較：ロキソプロフェン
ナトリウム水和物細粒の飛散粉じん量調査
○前田 志津子1, 土井 えりか1, 杉原 数美1, 田山 剛崇1,
塚本 豊久1 （1広島国際大薬）

26PB-am137 ケトプロフェン含有テープ剤の膏体部における主薬
の分子状態に関する研究
○深水 啓朗1, 瀧波 磨理江2, 大橋 由紀2, 久田 浩史1,
小出 達夫3, 山本 佳久4, 鈴木 豊史2, 伴野 和夫2 （1明治
薬大, 2日本大薬, 3国立衛研, 4帝京平成大薬）

26PB-am138 国立病院機構における後発医薬品の使用状況調査
○山脇 一浩1, 冨澤 達2, 三角 紳博1, 西野 隆1 （1九州医
セン薬, 2別府医セン薬）

26PB-am139 後発医薬品使用促進への対応―後発医薬品導入状況
と問題点―
○坂和 園子1, 堀 明子1, 尾崎 昌大1, 添田 真司1, 渡邊
昌之1 （1東海大八王子病院薬）

26PB-am140 福岡大学病院における一般名処方の現状と問題点に
ついて
○濱走 優人1, 池内 忠宏1, 大塚 誠1, 今給黎 修1,2, 鷲山
厚司1, 二神 幸次郎1,2 （1福岡大病院薬, 2福岡大薬）

26PB-am141 アンケート調査によって浮き彫りにされた後発医薬
品の抱える諸問題
○稲永 勝昭1,3, 池田 浩人1, 湯川 美穂1, 湯川 栄二2, 安
藝 初美1 （1福岡大薬, 2第一薬大, 3ふれあい薬局）

26PB-am142 つくし調剤薬局芥見店における後発医薬品使用促進
状況と先発医薬品を希望される薬剤の調査
○森 厚司1, 浅見 麻莉子1, 岡本 ちせ1, 太田 淳子1, 松
本 直美1, 丹羽 良子1, 吉田 和美1, 山本 有人1, 山田
隆博2, 内田 眞一郎3 （1つくし調剤薬局芥見店, 2ミック
名古屋北支店, 3ミック愛岐ブロック）

26PB-am143 ジェネリック医薬品選択のために必要な情報と
は？　～テキストマイニングによる文献情報調査～
○鳥飼 明生1, 三浦 薫2, 榎本 初音3, 立木 秀尚3, 中園
満1, 浜口 直1, 恩田 光子1 （1大阪薬大, 2東和薬品製剤
技術本部, 3東和薬品研究開発本部）

その他①

26PB-am144 スイッチ OTC および医療用医薬品の消費者費用比
較研究－テルビナフィン塩酸塩クリーム－
○山﨑 紀子1, 小泉 茉莉江1, 和田 侑子1, 石井 文由1

（1明治薬大）

26PB-am145 スロージョギングによる生活習慣病の予防・改善
効果
○中川 夏実1, 阿美 翔子1, 円入 智子1,2, 小泉 茉莉江1,
和田 佳子1, 和田 侑子1, 高田 智生1,2, 下川 健一1, 石井
文由1 （1明治薬大, 2ウエルシア薬局）

26PB-am146 医薬品の先発品と後発品における比較研究Ⅸ―ヒア
ルロン酸ナトリウム含有点眼剤―
○後閑 裕介1, 和田 侑子1, 野澤 充2, 後藤 美穂2, 下川
健一1, 石井 文由1 （1明治薬大, 2トライアドジャパン）

26PB-am147 アスコルビン酸の安定性に及ぼすゲル化剤および特
殊電解還元水の影響
○横田 淳1, 岡島 眞裕2, 和田 侑子1, 下川 健一1, 石井
文由1 （1明治薬大, 2エー・アイ・システムプロダクト）

26PB-am148 健康寿命の延伸を目的としたピラティストレーニン
グの身体的健康増進および筋力強化効果
○和田 佳子1, 中川 夏実1, 和田 侑子1,2, 円入 智子1,2,
高田 智生1,2, 下川 健一1, 石井 文由1 （1明治薬大, 2ウエ
ルシア薬局）

26PB-am149 「骨の健康」維持に対する薬剤師による生活指導Ⅱ
―研究から実践へ―
○円入 智子1,2, 和田 侑子1,2, 川島 勇人2, 小泉 茉莉江1,
和田 佳子1, 後閑 裕介1, 小林 真理1, 中島 正登1, 下川
健一1, 石井 文由1 （1明治薬大, 2ウエルシア薬局）

26PB-am150 医薬品の先発品と後発品における比較研究Ⅹ―フェ
ルビナク含有貼付剤―
○和田 侑子1, 高岡 幸恵1, 野澤 充2, 後藤 美穂2, 下川
健一1, 石井 文由1 （1明治薬大, 2トライアドジャパン）

26PB-am151 薬剤師主導の HbA1c および血中脂質測定と生活習
慣病予防支援
○小泉 茉莉江1,2, 高橋 一成2, 和田 侑子1,3, 円入 智
子1,3, 川島 勇人3, 中川 夏実1, 阿美 翔子1, 横田 淳1, 和
田 佳子1, 石井 文由1 （1明薬大, 2コ―ジーファーマ
シー, 3ウエルシア薬局）

26PB-am152 カルボシステイン DS50％「トーワ」と飲食物との
配合における服用感の検討
○田中 紫茉子1, 小澤 美紀1, 小川 晴香1, 外山 真衣1,
合原 嘉寿1, 内田 信也1, 並木 徳之1 （1静岡県大薬）

26PB-am153S アジスロマイシン細粒小児用 10％「トーワ」と飲食
物との配合における服用感の検討
○外山 真衣1, 田中 紫茉子1, 小澤 美紀1, 小川 晴加1,
合原 嘉寿1, 内田 信也1, 並木 徳之1 （1静岡県大薬）

26PB-am154 災害時医薬品供給のためのストック確保に関する
検討
○北小路 学1, 加藤 寛1, 石渡 俊二1, 櫻田 ゆかり2, 鎌
塚 正人2, 栗栖 勝2, 安藤 和佳子3, 井上 知美1, 松山
賢治1, 小竹 武1 （1近畿大薬, 2新宮市薬剤師会, 3兵庫県
災害医療センター）

26PB-am155 薬剤助手の業務範囲の検討
○佐藤 秀昭1, 竹田 淳司2, 山内 泰一3, 富岡 佳久4, 今
井 博久5 （1イムス三芳総合病院薬, 2イムス三芳総合
病院事務部, 3板橋中央総合病院, 4東北大院薬, 5国立
保健医療科学院）

26PB-am156 術後せん妄発症予防に対する薬剤師参画「せん妄対
策チーム」の効果的な介入に向けたリスク因子の探
索～飲酒に関する患者背景・因子からのアプロー
チ～
○田村 麻衣1, 村川 公央2,3, 河本 紫帆1, 本郷 志帆1, 小
山 敏広1, 土山 璃沙3, 馬場 華奈己3, 小田 幸治3, 伊藤
真理3, 足羽 孝子3, 井上 真一郎3, 四宮 一昭1, 北村
佳久1,2, 千堂 年昭1,2 （1岡山大薬, 2岡山大病院薬, 3岡山
大病院 せん妄対策チーム）

26PB-am157 「吸入指導確認シート」を利用した薬薬連携の構築と
課題
○越智 理香1, 宮﨑 由衣1, 飛鷹 範明1, 田中 守1, 田中
亮裕1, 荒木 博陽1 （1愛媛大病院薬）

26PB-am158 入院患者を対象とした健康食品服用実態調査
○永井 良1, 村川 公央2, 猪田 宏美2, 北村 佳久1,2, 千堂
年昭1,2 （1岡山大院 医歯薬 臨床薬剤学, 2岡山大病院
薬）
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26PB-am159 救急医療における薬剤師業務に関する日本と諸外国
との比較 ―よりよい救急薬剤師の確立を目指して―
○座間味 義人1, 今井 徹2, 小山 敏広1, 武本 あかね3,
北村 佳久3, 千堂 年昭3 （1岡山大院医歯薬, 2日本大板
橋病院薬, 3岡山大病院薬）

26PB-am160 一般用医薬品普及に伴う適正使用の現状と確保　
～地域住民への意識調査から得るもの～
○齋藤 翔太1, 長谷川 佳孝1, 郡川 道子1, 月岡 良太1,
森澤 あずさ1 （1アインファーマシーズ）

26PB-am161 【演題取り下げ】

26PB-am162 病棟薬剤業務の質的向上を志向した支援システムの
運用とその評価
○上田 倫子1, 今井 顕子1, 石田 七生1, 片岡 晃一1, 腰
山 しおり1, 長﨑 志津1, 岡﨑 雅史1, 尾木 恭子1, 森田
靖代1, 横田 淳子1, 宮村 充彦1 （1高知大病院薬）

26PB-am163 プレガバリンの中枢系有害作用の発現に関する理論
的解析
○木村 耕二1, 中村 久美1, 横山 晴子1, 高柳 理早1, 山
田 安彦1 （1東京薬大薬）

26PB-am164 がん患者のインフルエンザワクチン接種率と患者背
景に関するアンケート結果
浅川 隆重1, 伊藤 三重1, 織田 佳人1, 今井 智重子1, 大
森 孝子1, 宮崎 文子1, 松原 直美1, 山岡 宏一郎1, ○今
井 崇景1 （1済生会西条病院）

26PB-am165 東徳島医療センターにおける抗がん剤被ばく防止へ
の取り組み
○都築 大輔1, 中川 典江1, 水野 馨子1, 増田 都子1, 小
林 理枝子1, 阿部 正博1, 木内 司1 （1独立行政法人 国立
病院機構 東徳島医療センター）

26PB-am166 複数の基本的検査項目セットによる甲状腺機能異常
症の診断支援 ～東北公済病院内科外来 2012 年受診
者を対象とした検討
○青木 空眞1, 山岸 俊夫2, 佐藤 悠人1, 西坂 苑1, 佐藤
憲一1, 星 憲司1, 川上 準子1, 中川 吉則3, 森 弘毅4, 吉田
克己2 （1東北薬大, 2東北公済病院, 3仙台甲状腺クリ
ニック, 4JR仙台病院）

26PB-am167 プライマリ・ケア領域で適応可能な認知症スクリー
ニングアンケートの開発
五十嵐 中1,2, 榊原 幹夫3, 高瀬 義昌4,5, ○山根 尚恵1,
熊谷 賴佳5,6, 南雲 晃彦5,7, 荻原 牧夫5,8, 織茂 毅5,9, 青木
伸夫5,10, 工藤 千秋5,11 （1医療経済評価総合研究所, 2東
大院薬, 3スギホールディングス, 4たかせクリニック,
5大田区三医師会認知症研究会, 6京浜病院, 7ナグモ医
院, 8おぎわら医院, 9村上医院, 10青木医院, 11くどうち
あき脳神経外科クリニック）

26PB-am168 複数の基本的検査項目セットによる甲状腺機能異常
症の診断支援 ～新たな施設における検査値の時系列
変動を用いた検討と新しいスクリーニング項目の検
討～
○西坂 苑1, 山田 幸恵1, 青木 空眞1, 星 憲司1, 川上
準子1, 佐藤 憲一1, 佐藤 研2, 齋藤 芳彦3, 中川 吉則4, 森
弘毅5, 飛田 渉6, 吉田 克己6 （1東北薬大, 2東北労災病
院, 3東北大病院検査, 4仙台甲状腺クリニック, 5JR仙
台病院, 6東北公済病院）

26PB-am169 がん化学療法時に併発する口内炎発症と栄養状態の
関連
○深町 伸子1, 寒河江 照美2, 田崎 政則2, 佐藤 孝行2,
鈴木 順子1 （1北里大薬, 2坪井病院薬）

26PB-am170S 簡易経皮吸収測定法を用いた 7 種類のインドメタシ
ン外用剤の検討
○加藤 大貴1, 古賀 茜1, 村上 勲1, 渡部 多真紀1, 齋藤
百枝美1, 渡辺 茂和1, 土屋 雅勇1 （1帝京大薬）

26PB-am171 フルルビプロフェンの抗血小板作用に関する in vitro
および in vivo 研究
○横山 晴子1, 鈴木 理子1, 鈴木 優司2, 添田 真司3, 尾
崎 昌大3, 高柳 理早1, 峯尾 和美4, 川田 勉4, 冨田 雄
一郎5, 高倉 一郎5, 池田 紀之4, 渡邊 昌之3, 王 康雅5, 北
川 泰久6, 山田 安彦1 （1東京薬大薬, 2東海大大磯病院
薬, 3東海大八王子病院薬, 4東海大八王子病院・検査
科, 5東海大八王子病院・小児科, 6東海大八王子病院・
神経内科）

26PB-am172 短期間での高親和性抗体取得に向けた最適な免疫方
法の探索
○森 宣瑛1, 鎌田 春彦1,2,3, 長野 一也1,2, 向 洋平1,2, 角田
慎一1,2,3, 東阪 和馬2, 吉岡 靖雄2, 堤 康央1,2,3 （1医薬基
盤研, 2阪大院薬, 3阪大MEIセ）

26PB-am173 季節変化に伴うテープ剤の剥離力の変動とその影響
因子に関する研究
○茅野 良太1, 新井 淳生1, 内田 昌希1, 八巻 努1, 森本
雍憲1,2, 夏目 秀視1,2 （1城西大薬, 2TTS技術研）

26PB-am174 緑茶飲料および特定保健用食品中のカテキン含有量
の比較検討
○平塚 由泰1, 齋藤 百枝美1, 那須井 美和子1, 根岸
文子1, 丸山 桂司1 （1帝京大薬）

26PB-am175 バナナ－アセトアミノフェン相互作用メカニズムの
解明：バナナチロシナーゼにより触媒されるアセト
アミノフェン酸化反応
○羽根 砂世里1, 星野 悠1, 山本 佳奈1, 植沢 芳広1, 加
賀谷 肇1 （1明治薬大）

26PB-am176 口腔内乾燥症スクリーニングを目的とした揮発性硫
黄化合物の測定
○小林 瞳1, 林 真奈美1, 平野 茉里絵1, 結城 杏子1, 小
藤 恭子1, 村田 慶史1 （1北陸大薬）

26PB-am177 抗精神病薬の脂質生成に関与する転写因子への影響
○豊原 朋子1, 安井 菜穂美1, 高松 美里1, 桒原 晶子1,
根岸 裕子1, 池田 克己1, 片岡 和三郎1 （1武庫川女大
薬）

26PB-am178 効果的な薬物投与設計のための簡便な尿中診断法の
開発
○瀬戸口 奈央1, 髙村 徳人1, 緒方 賢次1, 德永 仁1, 川
井 恵一2 （1九州保福大薬, 2金沢大院保健）

26PB-am179 不眠症治療薬ラメルテオンの理論的解析に基づく臨
床薬効評価
○高柳 理早1, 宮林 冴佳1, 木村 耕二1, 横山 晴子1, 山
田 安彦1 （1東京薬大薬）

26PB-am180 重合開始剤が炎症性サイトカイン放出に与える影響
○三浦 太郎1, 河崎 陽一2, 江角 悟2, 北村 佳久1,2, 千堂
年昭2 （1岡山大薬, 2岡山大病院薬）

26PB-am181 構造情報に基づく抗菌薬の脳脊髄液移行性予測モデ
ルの構築
○樋口 裕哉1, 植沢 芳広1, 岡田 賢二2, 加賀谷 肇1 （1明
治薬大, 2横浜薬大）

26PB-am182 ガラス及びプラスチック製品へのテリパラチド酢酸
塩の吸着に対する適用時間及び共洗い回数の影響
○大森 慈大1, 丸山 晶子1, 内田 昌希1, 八巻 努1, 夏目
秀視1 （1城西大薬）

臨床生化学

26PB-am183 血小板機能検査に用いる ADP 試薬の評価（3）
清水 美衣1, 服部 真奈1, 松尾 昂法1, 若菜 雅世1, 山本
正博2, ○原田 健一1,3 （1名城大薬, 2横浜市立脳血管医
療センター, 3名城大院総合学術）

26PB-am184 HMGB1 結合因子の同定と病態生理的解析
○森 秀治1, 和氣 秀徳2, 劉 克約2, 勅使川原 匡2, 高橋
英夫3, 西堀 正洋2, 豊村 隆男1 （1就実大薬, 2岡山大院
医歯薬, 3近畿大医）

26PB-am185 架橋誘導活性の異なるモノクローナル IgE の抗原認
識様式の違いについて
岡本（内田） 好海1, ○中村 亮介1, 相馬 愛実1,2, 石井
明子1, 最上 知子1, 川崎 ナナ1, 川上 浩2, 手島 玲子1, 斎
藤 嘉朗1 （1国立衛研, 2共立女大）
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26PB-am186S 高濃度グルコース暴露にラット膵 β 細胞株 INS-1E
細胞障害メカニズムに関する検討
○秋山 咲絵1, 加地 弘明1, 藤江 郁1, 松山 祐1, 山足
拡美1, 守谷 智恵1, 坪井 誠二1, 小野 浩重1 （1就実大薬）

26PB-am187 早期関節リウマチ診断における新規疾患活動性評価
MBDA スコアの有用性の検討
○皆上 翔太郎1, 新穂 彩1, 浅山 りん1, 城田 愛理1, 宮
川 千珠1, 伊藤 萌子1, 樋浦 一哉2, 竹田 剛3, 渡辺 泰裕1,
江川（岩城） 祥子1 （1北海道薬大, 2網走厚生病院薬,
3北海道中央労災病院せき損センター）

26PB-am188 柑橘類フラボノイドと糖尿病治療薬ピオグリタゾン
の食品―医薬品相互作用の解析
○津波古 梨花1, 吉田 裕樹1, 渥美 聡孝2, 鳴海 恵子3,
渡辺 渡4, 杉田 千泰1, 黒川 昌彦1 （1九州保福大薬・生
化学, 2九州保福大薬・生薬学, 3九州保福大薬・臨床薬
学第一, 4九州保福大薬・微生物学）

26PB-am189 統合失調症患者血漿中アミノ酸濃度の解析
○関根 正恵1, 尾関 祐二2, 藤井 久彌子2, 秋山 一文2,
下田 和孝2, 片根 真澄1, 齋藤 康昭1, 宮本 哲也1, 本間
浩1 （1北里大薬, 2獨協医大）

26PB-am190 サンドイッチ ELISA 法による尿中エキソゾームの水
チャネル AQP2 の測定と尿浸透圧との相関
滝沢 凌健1, 新井 健太1, 小沢 遼平1, 武藤 史彬1, 須藤
直人1, 佐々木 成1, 田中 靖子1, ○石橋 賢一1 （1明治薬
大・病態生理学）

26PB-am191 Alkaline phosphatase 活性を検出する新規赤色蛍光プ
ローブの開発
峯野 知子1, 眞下 翔1, 原田 恩2, ○村上 孝2 （1高崎健康
福祉大薬 分子薬化学, 2高崎健康福祉大薬 腫瘍生物
学）

26PB-am192S 高血糖状態が及ぼすヒト臍帯静脈血管内皮細胞
（HUVEC）への影響の解析
○髙田 裕子1, 大塚 知美1, 木戸 浩一郎2, 笹森 幸文2,
綾部 琢哉2, 厚味 厳一1 （1帝京大薬, 2帝京大医）

26PB-am193 明日葉カルコンが示す血小板凝集の抑制作用
○藤田 真緒1, 中山 亜希子1, 薄葉 ゆかり1, 藤井 文音1,
大西 克典3, 谷口 雅彦2, 馬場 きみ江2, 大藏 直樹1, 厚
味 厳一1 （1帝京大薬, 2大阪薬大, 3日本生物科学研）

26PB-am194 M 蛋白糖鎖および骨髄腫細胞表面糖鎖による多発性
骨髄腫の病態解析
○飯島 史朗1, 荒木 勇磨1, 増川 陽大1, 相馬 愛美1, 小
山 渓友1, 中山 亜紀1 （1文京学院大保）

病態モデル

26PB-am195 非近交系マウスにおけるストレス感受性の個体差を
規定する生物学的要因
○荒木 俊貴1, 村田 雄介1, 桑原 知子1, 末松 加奈子1,
遠城寺 宗近1 （1福岡大薬臨床薬物）

26PB-am196 家族コロニーによる集団飼育は心理社会的ストレス
による悪影響を緩和する
○林 美奈子1, 村田 雄介1, 柴田 裕衣1, 河井 裕美1, 眞
島 佳子1, 遠城寺 宗近1 （1福岡大薬臨床薬物）

26PB-am197 高脂肪食誘発性肥満に対する脆弱性とストレス感受
性の相関
○伊藤 優菜1, 村田 雄介1, 壽栁 絵里1, 蓑田 美子1, 宮
崎 美穂1, 遠城寺 宗近1 （1福岡大薬臨床薬物）

26PB-am198 断眠処置中における高脂肪食摂取は肥満形成につな
がる
○金山 紗希1, 村田 雄介1, 荒木 俊貴1, 吉光 咲弥1, 遠
城寺 宗近1 （1福岡大薬臨床薬物）

26PB-am199 断眠処置後に見られる一過性の睡眠時間増加がもた
らす好影響
○吉光 咲弥1, 村田 雄介1, 荒木 俊貴1, 金山 紗希1, 白
岩 真実1, 花薗 佑美1, 遠城寺 宗近1 （1福岡大薬臨床薬
物）

26PB-am200 Shati 欠損マウスの注意欠如/多動症（AD/HD）様不
注意
○可知 菜都美1, 田中 絢子1, 尾崎 芙実1, 鳥海 和也1,
間宮 隆吉1, 新田 淳美2, 鍋島 俊隆1, 平松 正行1 （1名城
大薬, 2富山大院薬）

26PB-am201 胎生期ニコチン暴露によるマウスの行動障害～
ADHD モデルとしての検討～
○角田 侑紀1, 青山 雄紀1, 木村 奈未1, 木原 大輔1, 羽
田 麻希1, 間宮 隆吉1, 鍋島 俊隆1, 平松 正行1 （1名城大
薬）

26PB-am202 胎生期ニコチン暴露が成熟期の学習・記憶機能に及
ぼす影響
○羽田 麻希1, 間宮 隆吉1, 角田 侑紀1, 榊原 奈美1, 宋
由香1, 吉田 あや1, 青山 雄紀1, 鍋島 俊隆1, 平松 正行1

（1名城大薬）

26PB-am203 前脳特異的コレシストキニン受容体タイプ 2 過剰発
現マウスの行動解析
○太田 浩平1, 間宮 隆吉1, 長屋 有紀1, 鍋島 俊隆1, 唐
亜平2, 平松 正行1 （1名城大薬, 2ルイジアナ州立大）

26PB-am204 横紋筋融解症モデルにおけるミオグロビン由来尿細
管障害と Megalin の関係
○菊永 絢也1, 吉崎 未久里1, 阿部 友美1, 井上 正久1,
瀬津 弘順1 （1徳島文理大薬）

26PB-am205 自然発症てんかんモデルマウス（EL マウス）の行動
特性
○大烏 麻美1, 阿蘓 寛明1, 渡辺 雅彦1, 末丸 克矢1 （1就
実大薬）

26PB-am206 痙攣動物モデルを用いたアセトアミノフェンの抗痙
攣作用の評価
○大澤 典彦1, 阿蘓 寛明1, 渡辺 雅彦1, 末丸 克矢1 （1就
実大薬）

26PB-am207 デキストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発マウス大
腸炎に対する varenicline の改善効果
○末丸 克矢1, 大山 裕紀子1, 阿蘓 寛明1, 渡辺 雅彦1

（1就実大薬）

26PB-am208 DSS 誘発性潰瘍性大腸炎におけるマトリックスメタ
ロプロテアーゼ阻害因子 TIMPs の挙動
○中村 智美1, 百武 美香1, 入江 圭一1, 江川 さおり2,
佐藤 朝光1, 中島 幸彦1, 山下 郁太1, 三島 健一1, 鹿志
毛 信広1, 見明 史雄1 （1福岡大薬, 2虹ヶ丘病院）

26PB-am209 融合プロテオミクスによる神経線維腫Ⅰ型(NF1)病態
モデル細胞内で活性化する新規 Dynein IC2-GR-
COX-1 シグナルの同定
○平山 未央1,2, 小林 大樹2, 荒木 令江2 （1熊本大院生
命科学・微生物薬学, 2熊本大院生命科学・腫瘍医学）

26PB-am210S 1 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
○木村 美保子1, 高野 美菜1, 小塩 浩子1, 川瀬 寛子1,
高橋 唯1, 藤田 純佳1, 宮崎 誠1, 島本 史夫1 （1大阪薬
大）

26PB-am211 Indoleamine 2, 3-dioxygenase （IDO）過剰発現による
肝障害モデルの検討
○山本 さつき1, 小谷 仁司1, 渡辺 恵史1 （1武蔵野大）

26PB-am212S ゲニステインによる四塩化炭素誘発肝障害の抑制：
内因性エストロゲンとの比較
○野村 美里1, 林 優馬1, 桝渕 泰宏1 （1千葉科学大薬）

その他②

26PB-am213 不妊治療バイオマーカーとしての Toxic AGEs
（TAGE）の有用性
○竹内 正義1, 逆井 亜紀子1, 神野 正雄2 （1金沢医大総
医研, 2ウィメンズクリニック神野）

26PB-am214 飲食物中 AGEs 及び糖毒性の真実
○瀧野 純一1, 永井 真也1, 山根 惇1, 古野 理美2, 白井
ひかり2, 河上 美穂子2, 村松 充2, 小林 由佳2, 竹内
正義3 （1広島国際大薬, 2北陸大薬, 3金沢医大総医研）

26PB-am215 糖化のターゲット蛋白質である hnRNPM の解析
○山根 惇1, 永井 真也1, 瀧野 純一1, 長嶺 憲太郎1, 竹
内 正義2, 堀 隆光1 （1広島国際大薬, 2金沢医大総医研）
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26PB-am216 HPLC-蛍光アッセイ法による中枢作用薬の D-アミノ
酸オキシターゼ阻害作用の評価
○岩崎 恵1, 小野里 磨優1, 永嶋 千紘1, 柏熊 快之1, 飯
塚 英昭1, 一場 秀章1, 福島 健1 （1東邦大薬）

26PB-am217 リスペリドンおよび D-セリン併用投与による D-セリ
ンおよび神経伝達物質の変動解析
○永嶋 千紘1, 宍倉 美穂1, 石丸 勝之1, 秤屋 瞳1, 小野
里 磨優1, 飯塚 英昭1, 一場 秀章1, 福島 健1 （1東邦大
薬）

26PB-am218 HILIC 型カラムを用いた LC-MS による(R)-DBD-
PyNCS-トリプトファンおよびキヌレニン誘導体の定
量：固相抽出法の検討
飯塚 英昭1, ○桒原 亮介1, 宮城 彩1, 来栖 壮1, 佐藤 知
奈美1, 伊丹 舜一1, 小野里 磨優1, 福島 健1 （1東邦大薬）

26PB-am219 GC-MS を用いたヒト血清中脂肪酸の定量
○小野里 磨優1, 錦織 南美1, 飯塚 英昭1, 一場 秀章1,
定本 清美2, 福島 健1 （1東邦大薬, 2横浜薬大）

26PB-am220 マウスモデルを用いた分子状水素による抗炎症効果
の検討
井上 潤1,2, ○棚橋 俊仁1,2, 堀部 紗世1, 河内 正二4, 井
上 正康3, 水野 成人1 （1神戸薬大医療薬学, 2神戸大院
消化器内科学, 3健康科学研究所, 4神戸薬大薬学臨床
教育センター）

26PB-am221S 糖尿病モデルマウスにおけるポリフェノール類の酸
化抑制作用の比較
○井上 光月1, 池内 由里1, 笹津 備尚1, 大西 啓1 （1星薬
大）

26PB-am222 HMB-ASH-Fe(III)錯体の細胞増殖抑制効果について
○清水 彩子1, 谷口 江理奈1, 加藤 聖優1, 花岡 麻利子1,
東 祐太郎1, 阿部 拓也1, 山田 博1, 小野里 磨優1, 一場
秀章1, 福島 健1 （1東邦大薬）

26PB-am223 胃幽門腺粘液細胞における粘液分泌に対するインド
メタシンの相反する効果
○田中 早織1, 武村 菜未1, 幸田 祐佳1, 松村 人志1, 島
本 史夫1 （1大阪薬大）

26PB-am224 がん専門薬剤師の資格取得前後の業務および意識の
比較
○関根 旭人1, 遠藤 一司2, 門田 佳子1 （1明治薬大, 2日
病薬）

3月 26日（木）午後
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

医薬品情報

26PB-pm001S Child-Pugh 分類と肝固有クリアランスの関係に関す
る調査研究
○芦川 春菜1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1 （1明
治薬大・薬物治療学）

26PB-pm002S 拡張期心不全患者に対するアルドステロン拮抗薬の
適正使用へ向けた系統的文献調査
○多田 早紀1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1 （1明
治薬大・薬物治療学）

26PB-pm003 JADER を用いたデータマイニングによるプロラクチ
ン関連有害事象と抗精神病薬の投与量（クロルプロ
マジン換算値）との関連性の評価
○濱田 武1, 畑 武生1, 鈴木 薫1, 西原 雅美1, 勝間田
敬弘1 （1大阪医大病院薬）

26PB-pm004 JADER を用いた中枢神経系用薬が関連した自動車
運転時に注意を要する有害事象発現状況の解析
○畑 武生1, 濱田 武1, 鈴木 薫1, 西原 雅美1, 勝間田
敬弘1 （1大阪医大病院薬）

26PB-pm005 薬物性腎障害の原因薬物の物理化学的性質：多変量
回帰分析による検討
○矢野 玲子1, 青山 樹里1, 服部 美咲1, 青柳 裕1, 大津
史子2, 後藤 伸之2 （1金城学院大薬, 2名城大薬）

26PB-pm006 副作用データベースを利用した妊婦における医薬品
による副作用の特徴および危険因子に関する研究
（第 2 報）
○森 千与1, 大津 史子1, 矢野 玲子2, 酒井 隆全1, 後藤
伸之1 （1名城大薬, 2金城学院大薬）

26PB-pm007 味覚センサを用いたゾピクロンおよびエスゾピクロ
ンの苦味評価
○吉田 都1, 宇田 篤史2, 原口 珠実1, 櫨川 舞1, 内田
享弘1, 山本 和宏2, 平野 剛2,3, 平井 みどり2,3 （1武庫川
女大薬, 2神戸大病院薬, 3神戸大院医）

26PB-pm008 味覚センサを用いたガストログラフインの味評価と
飲料混合時の味変化の予測
○原口 珠実1, 吉田 都1, 内田 享弘1 （1武庫川女大薬）

26PB-pm009 抗精神病薬使用と錐体外路症状の関連性の解析　
－ナショナルデータベースを用いて－
○細見 光一1 （1近畿大薬）

26PB-pm010S 有害事象自発報告データベースを用いた糖尿病薬の
有害事象の解析
○浦田 佳奈子1, 細見 光一1, 藤本 麻依1, 高田 充隆1

（1近畿大薬）

26PB-pm011S 有害事象自発報告データベースを用いた β 受容体関
連薬剤による血中カリウム値への影響の解析
○梅本 晃良1, 細見 光一1, 藤本 麻依1, 髙田 充隆1 （1近
畿大薬）

26PB-pm012 医薬品リスク管理計画に対する製薬企業の医薬情報
担当者における認識度調査
○高山 慎司1, 津田 泰正1, 伊藤 朋子1, 川名 賢一郎1,
後藤 一美1 （1聖路加国際病院薬）

26PB-pm013 利用しやすい患者向け医薬品ガイド改訂版の検討と
試作
○荻野 守弥1, 川根 梨奈1, 木内 希1, 田代 大将1, 長谷
川 春菜1, 高橋 悠一1, 北條 春輝1, 佐藤 嗣道1 （1東京理
大薬）

26PB-pm014 インフォマティクスを用いた副作用情報のビジュア
ル化と解析、臨床応用～抗精神病薬と抗うつ薬 79 剤
における網羅的解析
○川上 準子1, 熊谷 優1, 林 誠一郎2, 星 憲司1, 佐藤
憲一1 （1東北薬大, 2日本薬剤師会）

26PB-pm015 一般用医薬品の情報提供に関する薬剤師・登録販売
者へのアンケート調査
○八木 朋美1, 熊谷 未来1, 勝山 壮1, 岸川 幸生1, 中村
仁1 （1東北薬大）

26PB-pm016 腫瘍用薬における消化器系症状発現の検討
○宮北 幸哉1, 成田 延幸1, 福田 周平1, 宮崎 美子2, 飯
塚 徹1 （1横浜薬大, 2東戸塚記念病院薬）

26PB-pm017 T-LEX 法を用いたテープ剤の肝障害リスクに関する
製剤同等性予測試験
○中嶋 幹郎1, 榎本 初音1,2, 西村 奈緒恵2, 立木 秀尚2,
島田 卓3, 長塚 伸一郎4, 中嶋 弥穂子5 （1長崎大院医歯
薬, 2東和薬品研究開発本部, 3フェニックスバイオ, 4積
水メディカル薬物動態研究所, 5崇城大薬）

26PB-pm018 降圧薬の処方実態調査からみた睡眠薬との併用状況
○若林 進1, 篠原 高雄1, 林 潤一2, 山本 実2 （1杏林大病
院・薬, 2杏林大医・総合医療学）

26PB-pm019 医薬品副作用データベースに基づくインフリキシマ
ブの副作用に及ぼす患者背景の影響の解析
○鷲巣 晋作1, 植沢 芳広1, 永井 純子1, 加賀谷 肇1 （1明
治薬大）

26PB-pm020 多剤処方における副作用発現頻度評価ツールの作成
と臨床応用～保険薬局における処方解析
平松 祐哉1, 矢口 葵1, 宍戸 玲太1, 栁澤 宏明1, 大竹 麻
衣子1, 佐藤 和佳子1, 浜田 康次2, 富口 匡史3, 川上
準子1, 星 憲司1, ○佐藤 憲一1 （1東北薬大 医薬情報科
学教室, 2日本医大千葉北総病院, 3アポック毛呂岩井
薬局）

26PB-pm021 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた腎関連
有害事象報告に関する解析
○大村 厚1, 本橋 秀之1, 北野 あすか1, 高山 明1, 乾
賢一1, 矢野 義孝1 （1京都薬大）
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26PB-pm022 JADER を用いたデータマイニングによる骨折リスク
分析
○權 娟大1, 根岸 健一1, 野村 香織2, 上村 直樹1,4, 宮崎
智1, 下平 秀夫3,4 （1東京理大薬, 2東京慈恵会医大, 3帝
京大薬, 4富士見台調剤薬局）

26PB-pm023 妊婦への情報提供の検討―ARB,ACE 阻害薬の妊婦
禁忌を例に―
○阿部 和佳子1, 五十嵐 崇子1, 安増 孝太1, 猪熊 泰子1,
高松 昭司1 （1医薬品医療機器総合機構 安全第二部）

26PB-pm024 添付文書 XML を用いる医薬情報データベースの再
構築 II －JAPIC 型 XML データの相互作用・副作用
データベースへの適用－
○小杉 義幸1, 武枝 貞輔2, 荒木 麻衣1, 土橋 朗1 （1東京
薬大薬, 2MIP）

26PB-pm025 医薬品評価の問題点～統計学的有意差と臨床的有用
性～
○林 洋子1, 堀内 淳子2, 中田 和宏3, 金井 紀仁4, 山岡
和幸5, 佐村 優6, 緒方 宏泰7 （1関東労災病院薬, 2腎移
植フォローセンター余丁町クリニック薬, 3越谷市立
病院薬, 4新座病院薬, 5前橋北病院薬, 6横浜総合病院
薬, 7明治薬大（名誉教授））

26PB-pm026 FAERS による抗凝固薬の有害事象解析
○阿部 純子1,2, 梅津 亮冴1, 加藤 大和1, 上田 夏実1, 中
山 蓉子1, 紀ノ定 保臣3, 中村 光浩1 （1岐阜薬大 実践薬
学大講座 医薬品情報学研究室, 2メディカルデータ
ベース, 3岐阜大院 連合創薬医療情報研究科）

26PB-pm027 一般用医薬品の適正使用に関する研究：イブプロ
フェン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、アンブ
ロキソール塩酸塩配合製剤
○宮地 佑佳1, 清水 洋花1, 水野 千珠1, 仲山 千佳1, 加
藤 文子2, 大嶋 耐之1 （1金城学院大薬, 2愛知学院大薬）

26PB-pm028 医薬品情報室で管理する事項の見読性の検討
○安藤 幸彦1, 伊藤 由佳子1, 佐々木 幸博1, 新井田
敦浩1, 小川 洋司1 （1釧路労災病院薬）

26PB-pm029 「医薬品リスク管理計画」及び「副反応報告状況」を
踏まえた「ワクチン接種を受ける人へのガイド」の
活用について
○清水 侑香1, 五十嵐 崇子1, 高松 昭司1 （1独立行政法
人医薬品医療機器総合機構 安全第二部）

26PB-pm030 患者向医薬品ガイドのユーザーテストによる有用性
の検討
山本 美智子1, 菊池 亮太1, ○小久保 綾乃1, 佐藤 茜1,
杉森 裕樹2 （1昭和薬大, 2大東文化大院）

26PB-pm031 インタビューフォーム検討会における指摘内容の
検討
○片桐 優太1, 後藤 伸之1, 大津 史子1, 林 昌洋2 （1名城
大薬, 2虎の門病院薬）

26PB-pm032 【演題取り下げ】

26PB-pm033 生活習慣病薬（後発品）における PTP シートの表示
及びピッチコントロールの現状について
○佐竹 祥太郎1, 中山 祐美1, 楠瀬 日刀美1, 澤口 朋未1,
土屋 浩一郎2, 庄野 文章1 （1徳島文理大薬, 2徳島大薬）

26PB-pm034 抗うつ薬の保険薬局における最近の使用動向調査
○佐藤 史也1, 斎藤 博1, 中島 孝則1, 川井 龍美1, 松田
佳和1, 竹内 大悟2 （1日本薬大, 2薬樹）

26PB-pm035 海外でのベンゾジアゼピン系抗不安薬/催眠薬の使わ
れ方と有害事象に関する最近のトピック
○青木 良子1, 前田 初代1, 丸野 有利子1, 太田 有子1,
天沼 喜美子1, 春日 文子1 （1国立衛研）

26PB-pm036 甘草または甘草末を含有する一般用医薬品の適正使
用に関する研究
○中嶋 弥穂子1, 又吉 里佳2, 中嶋 幹郎3, 久保田 義規1,
芝田 紀恵1, 松川 朋生1 （1崇城大薬, 2長崎大薬, 3長崎
大院医歯薬）

26PB-pm037S 後発医薬品の生物学的同等性試験における標準製剤
の薬物動態パラメータの比較
○畑 友美1, 林 美里1, 今川 友里恵1, 丹羽 俊朗1 （1就実
大薬）

26PB-pm038S 一般用医薬品添付文書の理解度向上に有効なピクト
グラムの開発
○倉田 佳奈1, 高橋 由佳1, 岩崎 后穂2, 朴 京子3, 小山
慎一3, 日比野 治雄3, 山下 純1 （1千葉大院薬, 2岩手医
大薬, 3千葉大院工）

薬剤管理指導（病棟服薬指導）

26PB-pm039 認知症合併 2 型糖尿病患者におけるインスリンデグ
ルデク週 3 回投与の有用性
○安部 絵里1, 中島 啓二1, 宇佐美 英績1, 森 博美1, 柴
田 大河2, 傍島 裕司2 （1大垣市民病院薬, 2大垣市民病
院糖尿病・腎臓内科）

26PB-pm040 持参薬の適正使用と業務負担軽減に関する取り組み
○渡邉 真一1, 桑原 由衣1, 武市 佳己1, 岡本 千恵1, 田
中 守1, 田中 亮裕1, 荒木 博陽1 （1愛媛大病院薬）

26PB-pm041 B 型肝炎再活性化防止対策と病棟薬剤業務における
薬剤師のかかわり
○中島 彰子1, 酒井 裕子1, 野崎 純子1, 永野 拓也2, 高
口 浩一2, 宮川 真澄1 （1香川県立中央病院薬, 2香川県
立中央病院肝臓内科）

26PB-pm042 病棟専任薬剤師による注射薬投与ルート管理の実態
調査
○佐藤 加代子1, 橋詰 淳哉1, 伊藤 直子1, 馬場 安里1,
安藝 敬生1, 嶺 豊春1, 佐々木 均1, 樋口 則英1 （1長崎大
病院薬）

26PB-pm043 他職種回診によるがん化学療法の副作用マネジメン
トの取り組みと評価
○秋山 耕治1, 山澤 理恵子1, 東 秀史2 （1製鉄記念八幡
病院薬, 2製鉄記念八幡病院がん診療センター）

26PB-pm044 STOPP を用いた薬剤師によるポリファーマシーに対
する介入
○小倉 史愛1, 木村 丈司1, 宇田 篤史1, 大本 暢子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）

26PB-pm045 NICU における薬剤師の業務展開とその評価
○大庭 真美1, 木下 里紗1, 雪本 江里子1, 小松 絵美1,
小平 いく子1, 籠本 基成1, 竹川 麻衣3, 坂本 晴子3, 岡
本 美穂2, 松山 栄子2, 葭井 操雄3, 小林 政彦1 （1大阪赤
十字病院 薬, 2大阪赤十字病院 看護部, 3大阪赤十字
病院 新生児未熟児科）

26PB-pm046 耳鼻科病棟における病棟薬剤業務の取り組みと評価
―処方介入による有害事象の改善が入院期間へ及ぼ
す影響―
○小林 亮1, 鈴木 昭夫1, 飯原 大稔1, 岡安 伸二1, 伊藤
善規1 （1岐阜大病院薬）

26PB-pm047 医師、看護師、薬剤師を対象とした簡易懸濁法に関
する実態調査
○青木 学一1,2, 加藤 雅大2, 坂本 将規2, 磯元 晃2, 吉田
涼平2, 野本 亜紀子2, 長島 秀行2, 小林 由佳2, 塩見 め
ぐみ1,2, 渋谷 清1,2, 久保田 理恵1,2, 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）

26PB-pm048 膵癌患者における FOLFIRINOX 療法の副作用発現
状況調査に基づいた服薬指導シートの作成とその
評価
○南 晴奈1, 福田 未音1, 平野 めぐみ1, 田島 壮一郎1,
内田 まやこ1, 渡邊 裕之1, 池末 裕明1, 江頭 伸昭1, 増
田 智先1 （1九大病院薬）

26PB-pm049 地方自治体病院における持参薬の実態調査
○田中 敏1, 佐藤 益男1 （1みやぎ県南中核病院薬）

26PB-pm050 薬剤師の病棟常駐に対する医師および看護師の評価
○坂 美里1, 近藤 章弘1, 増尾 優1, 内藤 陽子1, 廣川
岳志1, 田辺 美恵1, 羽村 康一1, 平綿 洋子1, 矢野 忠1, 市
川 訓1, 宮坂 宗男1 （1東海大病院薬）

26PB-pm051 多発性硬化症患者への Fingolimod 導入に関する使用
実態調査
○片野田 朋美1, 平原 智雄2,3, 植田 明彦2, 宮本 晋治1,
城野 博史1, 安東 由喜雄2, 齋藤 秀之1 （1熊本大病院薬,
2熊本大院医薬, 3熊本日赤）
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26PB-pm052 八尾市立病院における病棟薬剤業務の取り組みと業
務内容の検証について
○米田 勇太1, 和田 佳世子1, 南野 麻衣1, 田中 待希1,
植田 真理1, 岡田 衣里子1, 岸本 幸次1, 佐藤 浩二1, 藤
本 史朗1, 森本 千穂1, 中谷 成美1, 長谷 圭悟1, 千種
保子2, 森明 富美子2, 斉藤 せつ子2, 山崎 肇1 （1八尾市
立病院薬, 2八尾市立病院看）

薬剤管理指導（外来服薬指導）

26PB-pm053S 内服抗がん剤による副作用発現状況の調査と服薬指
導ツールを用いた外来患者モニタリング
○瀬川 聖奈1, 田中 庸一1,2, 戸根 奈津子1, 青木 学一1,2,
塩見 めぐみ1,2, 渋谷 清1,2, 安藤 航1,2, 久保田 理恵1,2, 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）

26PB-pm054 薬剤性 QT 延長症候群における薬剤師の役割
○堀 正信1, 和智 正幸1, 阿部 真也1, 吉町 昌子1, 後藤
輝明1 （1ツルハ）

26PB-pm055 薬剤師外来における抗血栓薬休薬指導の改善―循環
器内科医との連携―
○藤吉 正哉1, 戸村 幸貴1, 伊藤 菜美1, 黒田 栄美1, 三
浦 遼子1, 森 智之1, 野澤 美香1, 高橋 伸夫1, 生山 野々
子1, 石川 温子1, 岩田 杏子1, 中村 裕義1,2 （1国際医福大
三田病院薬, 2国際医福大薬）

26PB-pm056 総合内科外来における薬剤師外来の実施と評価
○栗村 朋子1, 西岡 達也1, 久米 学1, 槇本 博雄1, 平野
剛1, 橋本 正良2, 平井 みどり1 （1神戸大病院薬, 2神戸
大病院総合内科）

26PB-pm057 内服用ルゴール液の服薬支援―市販飲料を用いた服
薬方法の検討
○秋山 直子1, 一木 孝治1, 安藝 友香1, 井手 健太1, 大
谷 真帆1, 松岡 由利子1, 岸本 たかね1, 渡邊 佳織1, 杉
原 輝洋1, 日高 博司1, 浅原 稔生1 （1産業医大病院薬）

26PB-pm058 新病院移転に向けた持参薬確認の運用変更と術前中
止薬のリスト化
○穂積 壮一1, 関川 祐貴子1, 大友 郁子1, 山家 聡美1,
石田 綾子1, 遠藤 達也1, 菅野 高弘1, 小笠原 正則1 （1仙
台市立病院薬）

26PB-pm059S 漢方エキス製剤の服用法による成分変化に関する研
究（第 5 報）
○横山 静華1, 大木 茜1, 福田 枝里子1, 馬場 正樹1, 赤
瀬 朋秀2, 岡田 嘉仁1 （1明治薬大, 2日本経済大院）

26PB-pm060 外来患者に対する薬学的知見に基づく服薬指導の推
進・充実に向けた取り組み
○近藤 龍史1,2, 田村 実紀2, 高間 由美子2, 青木 学一1,2,
塩見 めぐみ1,2, 久保田 理恵1,2, 渋谷 清1,2, 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病院薬）

医薬品適正使用（薬物間相互作用を含む）

26PB-pm061 抗菌薬適正使用推進の現状
○伊藤 由佳子1, 安藤 幸彦1, 石橋 芳昭2, 佐々木 幸博1,
小川 洋司1 （1釧路労災病院薬, 2釧路労災病院検査）

26PB-pm062 抗菌薬適正使用に向けての薬剤師の介入
○難波 良平1, 渡辺 智康1, 山崎 恵1, 高取 孝一1, 安藤
哲信1, 加藤 忠彦2, 西塚 亨3, 島田 憲一4 （1吉備高原ル
ミエール病院薬, 2吉備高原ルミエール病院内科, 3福
山記念病院薬, 4就実大薬）

26PB-pm063 歯科における抗菌薬の使用傾向（5）－私立歯科大学
附属病院における使用実態調査－
○長嶋 友美1,2, 東海林 徹1, 中村 郁子1,2,3, 遠藤 泰3, 白
石 省吾3, 竹野 敏彦3, 小松﨑 康文3, 山﨑 浩3, 鬼頭
健二3, 田中 秀弥3, 山根 理恵子3, 村井 久美3, 池田 幸3,
斎藤 義夫3, 遠山 邦子3, 花岡 平司3, 鵜飼 孝子3, 山添
喜久雄3, 外尾 典子3, 上中 清隆3 （1奥羽大病院薬, 2奥
羽大薬, 3全国私立歯科大学附属病院薬剤部長会）

26PB-pm064 精神科病棟におけるカフェイン含有飲料に関する調
査研究
○齋藤 百枝美1, 馬場 寛子2, 出川 えりか3, 林 やすみ4,
木村 伊都紀5, 松田 康子6, 村野 哲雄7, 永田 あかね8,
丸山 桂司1 （1帝京大薬, 2常盤病院薬, 3埼玉精神神経
センター薬, 4武蔵野中央病院薬, 5東邦大病院薬, 6大
泉病院薬, 7井之頭病院薬, 8村上病院薬）

26PB-pm065 下肢整形外科手術後におけるエノキサパリンナトリ
ウムの有効性および安全性に関与する因子の解析
○薗田 晃弘1,2, 中尾 承司1, 岩下 佳敬1, 石田 和久1, 近
藤 悠希2, 石塚 洋一2, 入江 徹美2,3 （1出水郡医師会広
域医療セ薬, 2熊本大院薬, 3熊本大薬附属育薬フロン
ティアセ）

26PB-pm066S 結核患者におけるリファンピシンと糖尿病治療薬と
の薬物相互作用に関する後ろ向き調査研究
○荒井 花奈1, 下村 斉1, 今中 景子2, 福田 元4, 馬島 徹3,
増山 英則3, 佐藤 嗣道1, 青山 隆夫1 （1東京理大薬, 2国
際医福大臨床医学研セ化研病院薬剤室, 3国際医福大
臨床医学研セ化研病院呼吸器内科, 4白鳥会白鳥診療
所内科）

26PB-pm067 アジュバント誘発関節炎ラットにおけるインドメタ
シン惹起小腸粘膜傷害とインターロイキン 18 の関与
○伊藤 吉將1, 長井 紀章1, 多田 奈都美1, 林 眞帆1 （1近
畿大薬）

26PB-pm068 ステロイド骨粗鬆症に対する予防投与の現状調査
○樋口 則英1, 橋詰 淳哉1, 佐藤 加代子1, 岸川 礼子1,
川鍋 早紀1, 嶺 豊春1, 佐々木 均1 （1長崎大病院薬）

26PB-pm069S 新しい NSAIDs 服用方法の提案－マグネシウム併用
によるインドメタシン惹起消化管傷害の軽減効果－
○田辺 航1, 林 眞帆1, 山岡 大起1, 長井 紀章1, 伊藤
吉將1 （1近畿大薬）

26PB-pm070 安静時唾液量の低下は吸入剤による嗄声の発生を増
加させる
○平 大樹1, 腰山 節子2, 駒瀬 裕子3, 池田 義人1, 星野
伸夫1, 森田 真也1, 寺田 智祐1 （1滋賀医大病院薬, 2近
畿調剤かどの三条薬局, 3聖マリアンナ医大病院横浜
市西部病院呼吸器内科）

26PB-pm071S プレアボイド業務推進のための定期検査を要するハ
イリスク薬の使用実態調査
○立花 宏介1, 塩見 めぐみ1,2, 安藤 航1,2, 青木 学一1,2,
田中 庸一1,2, 渋谷 清1,2, 久保田 理恵1,2, 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）

26PB-pm072 薬剤師によるルート間注射配合変化に対する協働薬
物治療計画の取り組み
○細川 健一1, 中島 文男1, 伊藤 弘美1, 竹田 優作1, 三
浦 愛美1, 桜田 宏明1, 山村 益己1 （1一宮市立市民病院
薬）

26PB-pm073 医薬品副作用被害救済制度からみたラモトリギンの
適正使用　第 2 報
○黒田 裕子1, 松元 一明1, 木津 純子1 （1慶應大薬）

26PB-pm074 救急・集中治療領域における漢方処方の使用状況（第
4 報）
○野田 治代1, 名倉 弘哲1,2, 平山 敬浩1,2, 氏家 良人1,2,
千堂 年昭3, 波多野 力1 （1岡山大院医歯薬, 2岡山大病
院高度救命救急センター, 3岡山大病院薬）

26PB-pm075 注射薬血管外漏出に対する薬剤師の活動とその評価
○松谷 洋1, 上田 華昌子1, 河上 卓弥1, 石本 敬三1 （1セ
ントヒル病院薬）

26PB-pm076 健康食品と医薬品の相互作用(7)：ザクロエキスがニ
フェジピンの体内動態に及ぼす影響
○大西 亨子1, 長友 暁史1, 西田 典永1, 松浦 洋一1, 西
村 亜佐子2, 芝田 信人2 （1森下仁丹, 2同志社女大薬）

26PB-pm077 リバーロキサバン投与における出血性有害事象の危
険因子の解析
○有山 智博1, 池田 陽香1, 東丸 貴信2, 石井 敏浩1 （1東
邦大薬 臨床薬学研修センター, 2東邦大医 臨床生理
機能学）
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26PB-pm078S Oxaliplatin 投与ラットの機械的アロディニア／痛覚
過敏は脊髄後根神経節における白金蓄積に依存する
○室木 究1, 竹内 和也1, 細田 綾美1, 西田 健太朗1, 長
澤 一樹1 （1京都薬大）

26PB-pm079 金属カチオン含有薬剤と薬効低下を起こす薬剤の相
互作用予防に関する取り組み
○淡路 健作1, 田杭 直哉1, 菅谷 量俊1, 椎野 元裕1, 村
田 和也1 （1日医大多摩永山病院薬）

26PB-pm080 腎機能低下患者におけるリネゾリド投与に伴う血小
板減少の頻度とその経過
○永野 浩之1, 野田 幸一1, 小岩 まの1, 伊藤 護之1, 眞
壁 秀樹1, 北澤 貴樹1 （1埼玉医大病院薬）

26PB-pm081 サプリメントと医薬品の相互作用　－患者・医療従
事者の視点から－
○山嵜 智代1, 東道 のぞみ1, 中村 英里2, 恩田 幸憲1,
西澤 満里子1, 長谷川 佳孝1, 月岡 良太1, 森澤 あずさ1,
齋藤 百枝美2 （1アインファーマシーズ, 2帝京大薬）

26PB-pm082 LC/MS/MS を用いた高感度かつ簡便なロスバスタチ
ン血中濃度測定法の確立
○甲斐 夢花1, 冨坂 由衣1, 加地 弘明1, 小野 浩重1, 近
森 正昭2, 筒井 由佳2, 柴田 隆司1 （1就実大薬, 2近森病
院）

26PB-pm083 小児への使用を考えた一般用医薬品の適正使用ツー
ルに関する研究
○川上 美好1, 長瀬 瞳子1, 下澤 りえ1, 吉山 友二1 （1北
里大薬）

26PB-pm084 パクリタキセル及びアプレピタント併用患者におけ
るデキサメタゾンの有害事象の発現状況
○伊藤 槙智子1, 阪井 祐介1, 水野 智博2, 梶山 広明3,
山田 清文1 （1名古屋大病院薬, 2名城大薬, 3名古屋大
病院産婦人科学講座）

26PB-pm085 クロザピン治療における副作用調査
○原 和輝1, 頼光 美紀1, 山本 恭平1, 田部 妃祐美1 （1島
根県立こころの医療センター薬）

26PB-pm086 抗精神病薬の処方実態と適切な薬物治療を行うため
の薬剤師の役割についての検討
○太田 知宏1, 土井 信幸1, 高橋 恵美利1, 岡田 裕子1

（1高崎健康福祉大薬）

26PB-pm087 大規模データベースを用いた睡眠薬の多剤処方と副
作用発現に関する解析
○石橋 拓也1, 八角 優紀1, 河合 洋1, 光本 篤史1 （1城西
国際大薬）

26PB-pm088 薬剤性 QT 延長症候群予防に向けた精神科担当薬剤
師の取り組み
○吉田 真理1, 渡辺 享平1, 多田 千尋1, 高橋 翠1, 今野
彩1, 五十嵐 敏明1, 古俵 孝明1, 中村 敏明1, 政田 幹夫1

（1福井大病院薬）

26PB-pm089 薬物の消化管吸収に及ぼす服薬補助ゼリーの影響に
ついて
○足立 奈緒子1, 岩永 一範1, 木村 桂子1, 岡野 早希1,
宮崎 誠1, 永井 純也1 （1大阪薬大）

26PB-pm090 P-糖蛋白阻害薬とダビガトラン併用患者における血
液凝固能と腎機能の関係
○横田 裕之1, 土岐 浩介1,2, 青沼 和隆2, 本間 真人1,2

（1筑波大病院薬, 2筑波大医学医療系）

26PB-pm091 当院におけるアドレナリン自己注射薬の使用状況
○星 吉行1, 仲鉢 英夫1 （1湘南鎌倉総合病院薬）

26PB-pm092 一般用漢方製剤の安全性確保に関する研究（4）：「安
全に使うための一般用漢方処方の鑑別シート」の
作成
○政田 さやか1, 牧野 利明2, 伊藤 美千穂3, 能勢 充彦4,
鄭 美和5, 三上 正利6, 柴原 直利7, 花輪 壽彦8, 一般用
漢方製剤委員会9, 袴塚 高志1, 合田 幸広1 （1国立衛研,
2名市大院薬, 3京大院薬, 4名城大薬, 5北里大生命研,
6ミカミ薬局, 7富山大和漢研, 8北里大東医研, 9日漢
協）

26PB-pm093 一般用漢方製剤の適正使用を支援する iPad 用アプリ
の開発
○浅野 孝1, 岡﨑 光洋2, 橋口 正行3, 藤井 勲1, 望月
眞弓3 （1岩手医大薬, 2北大院保, 3慶應大薬）

薬物治療（基礎）

26PB-pm094S ヒト頬粘膜細胞を用いたエベロリムス長期曝露と未
曝露細胞の薬剤反応性の相違
○渡邉 愛未1,2, 山本 和宏1, 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・薬物動態学分
野）

26PB-pm095S ソラフェニブによる皮膚障害に対する PGE1 を用い
た治療への応用
○土倉 麻弥1,2, 山本 和宏2, 中川 勉2,3, 尾藤 利憲4, 錦
織 千佳子4, 濱口 常男1, 平野 剛2,3, 平井 みどり2,3 （1神
戸薬大・薬学臨床教育センター, 2神戸大病院薬, 3神戸
大院医・薬物動態学分野, 4神戸大医・皮膚科学分野）

26PB-pm096S ソラフェニブの皮膚障害に及ぼす物理的刺激の影響
○宮庄 章嘉1,2, 山本 和宏1, 尾藤 利憲3, 錦織 千佳子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・薬物動態学分野, 3神戸大医・皮膚科学
分野）

26PB-pm097 エルロチニブによる痤瘡様皮疹モデルの確立と分子
機構の解明
○久土 智也1,4, 山本 和宏1, 中川 勉1,2, 尾藤 利憲3, 錦
織 千佳子3, 濱口 常男4, 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・薬物動態学分野, 3神戸大
医・皮膚科学分野, 4神戸薬大・薬学臨床教育セン
ター）

26PB-pm098 DSS 誘発大腸炎に対する PBA (sodium
phenylbutyrate) 代謝産物の発症抑制効果
○小野 和彦1, 秀島 優子1, 中島 学1 （1福岡大薬）

26PB-pm099 ピーマンの葉抽出液の抗炎症効果の検討
○秀島 優子1, 小野 和彦1, 西中川 拓也1, 安河内 友世1,
中島 学1 （1福岡大薬）

26PB-pm100 ヒト白血病細胞株 Jurkat の遺伝子発現におよぼす
コーヒーの影響
○佐藤 尚子1, 武藤 里志1 （1東邦大薬）

26PB-pm101 薬物代謝過程とサイトカイン測定法を含む薬物アレ
ルギー検査法の検討
○大西 遥子1, 松本 有加1, 武藤 里志1 （1東邦大薬）

26PB-pm102S てんかん原性初期に発現する脳浮腫に対する五苓散
の効果
○大江 優美1, 石原 康宏2, 小森 理絵1, 伊藤 康一1 （1徳
島文理大香川薬, 2広島大院総合科学）

26PB-pm103S 希少糖（D-Psicose）の肥満に対する効果
○川真田 実来1, 水野 翔童1, 大島 航1, 石原 康宏2, 伊
藤 康一1 （1徳島文理大香川薬, 2広島大院総合科学）

26PB-pm104 DSS 惹起性大腸炎モデルにおける E-cadherin 及び N-
cadherin 消失過程の検討
○津田 佳奈1, 福沢 真由1, 髙橋 玲1, 村上 元庸1 （1同志
社女大薬, 2京都薬大）

26PB-pm105 Helicobacter pylori 感染 Mongolian gerbil 胃粘膜にお
ける α smooth muscle actin 発現パターンの変化
○笹部 由香1, 福沢 真由1, 大嶺 実誉1, 髙橋 玲1, 天ヶ
瀬 紀久子2, 竹内 孝治2, 村上 元庸1 （1同志社女大薬,
2京都薬大）

26PB-pm106 HIF-1α 誘導刺激による DPYD 遺伝子発現上昇に対
する Sorafenib の効果
○桧貝 孝慈1, 加藤 由紀1, 松本 洸希1, 松尾 和廣2, 多
田 周右1, 永井 英成3 （1東邦大薬・病態生化, 2東邦大
薬・臨床薬学, 3東邦大医・消化器内科）

26PB-pm107S 5-FU による肝線維化増悪因子 TGFβ1 の発現制御と
Sorafenib の効果
○松井 睦1, 和田 美希1,2, 桧貝 孝慈1, 松尾 和廣3, 柳内
和幸2, 多田 周右1, 永井 英成4 （1東邦大薬・病態生化,
2東邦大理・分子医学, 3東邦大薬・臨床薬学, 4東邦大
医・消化器内科）

26PB-pm108 ユビキチン・プロテアソームシステムを利用した
TACC3 分解誘導剤の開発と抗がん活性評価
○大岡 伸通1, 永井 克典2, 服部 隆行1, 奥平 桂一郎1,
柴田 識人1, 長 展生2, 内藤 幹彦1 （1国立衛研, 2武田薬
品）
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26PB-pm109 3T3-L1 細胞（前駆脂肪細胞）を用いたクロザピンに
よるレプチン分泌抑制機序
○椿井 朋1,2, 後藤 綾1, 肥田 裕丈1, 毛利 彰宏1, 中尾
誠2, 濱田 洋司3, 野田 幸裕1 （1名城大院薬, 2金城学院
大薬, 3名大院医）

26PB-pm110 ウコン成分であるクルクミンのラット胸腺細胞レベ
ルにおける安全性プロフィール
○岡野 善郎1, 廣村 信1, 山元 誉子1, 石田 志朗2, 小山
保夫3 （1第一薬大, 2徳島文理大, 3徳島大）

26PB-pm111 フェニトインの投薬中止基準の確立を目指した薬剤
性肝障害モデルを用いた検討
○池村 舞1, 橋田 亨2 （1神戸学院大薬, 2神戸市立医療
センター中央市民病院薬）

26PB-pm112 肥満モデルにおける漢方薬の比較研究
○高 峰英1,2, 横山 悟2, 藤本 誠1, 常山 幸一3, 済木 育
夫2, 嶋田 豊1, 早川 芳弘2 （1富山大院医・和漢診療学,
2富山大・和漢研・病態生化学, 3富山大院医・病理診断
学）

26PB-pm113S モルモット肺静脈心筋異常自動能に対する I 群抗不
整脈薬の作用評価
○入江 雅彦1, 濵口 正悟1, 行方 衣由紀1, 田中 光1 （1東
邦大薬・薬物）

26PB-pm114 高脂肪食肥満マウスにおける eicosapentaenoic acid 投
与による肝機能修復効果に関する検討
○廣谷 芳彦1, 尾崎 望1, 辻 祥弘1, 浦嶋 庸子1, 名徳
倫明1 （1大阪大谷大薬）

26PB-pm115S Crush syndrome ラットにおける急性期症状に対する
Astragaloside IV の効果
○阿部 祐士1, 村田 勇1, 大竹 一男1, 小林 順1, 井上 裕1,
金本 郁男1 （1城西大薬）

26PB-pm116S Bortezomib 投与マウスにおける味覚感受性の変化
○宮本 花凜1, 大石 晃弘1, 番匠 咲帆1, 今井 瑞香1, 中
西 椋子1, 西田 健太朗1, 長澤 一樹1 （1京都薬大 衛生化
学）

26PB-pm117 育毛剤（マイナチュレ）の頭皮炎症抑制作用による
自己発毛力の促進効果
○松田 佳和1, 吉川 侑里子1, 冨永 隆生2, 渡邉 和晃2,
河 東龍3, 打田 友里1, 齋籐 夕香1, 田口 維那1, 中澤
健太1, 畠山 翔1, 原田 貴絵1, 丸山 修1, 山川 真未1, 吉野
のぞみ1, 河村 剛至1, 佐古 兼一1, 中島 孝則1 （1日本薬
大, 2ラフィーネインターナショナル, 3レッドビジョ
ン）

26PB-pm118 うつ病モデル動物の脳内モノアミン濃度に及ぼす漢
方製剤投与の影響
○大原 厚祐1,2, 市川 麻美2, 樋口 滋2, 根岸 彰生2, 大島
新司2, 大嶋 繁2, 久津間 信明3, 竹中 伸五2, 秋元 雅之1,
本間 精一4, 小林 大介2 （1城西国際大薬, 2城西大薬,
3あさひ調剤, 4温故堂漢方あけぼの薬局）

26PB-pm119 H1 受容体拮抗薬のマウスの運動・行動に及ぼす影響
○天神 久実1, 小原 成晃1, 黒田 裕子1, 松元 一明1, 堀
誠治2, 木津 純子1 （1慶應大薬, 2慈恵医大）

26PB-pm120 Allopurinol 代謝に及ぼす aldehyde oxidase 活性の影
響～ラット in vivo における検討～
○田山 剛崇1, 杉原 数美1, 三宅 勝志1, 北村 繁幸2, 太
田 茂3 （1広島国際大薬, 2日本薬大, 3広島大院医歯薬）

26PB-pm121 ヒト肝がん細胞とホルボールエステル分化白血病細
胞との共培養系で観察されたトログリタゾン依存的
な IL-8 の発現亢進
菊池 琢登1, 幅野 渉1, 寺島 潤1, 蒲生 俊恵1, ○小澤
正吾1 （1岩手医大薬）

26PB-pm122 プロテアソーム阻害剤 MG132 は単純ヘルぺスウイ
ルス感染によって活性化する NFκB シグナルを阻害
することでウイルス増殖を抑制する
○石丸 華子1, 渡部 匡史1, 賀川 裕貴1, 藤室 雅弘1 （1京
都薬大）

26PB-pm123S 末期腎不全患者血清による抗癌剤感受性の低下なら
びにそのメカニズム解明
○小澤 将一1, 辻本 雅之1, 内山 仁2, 伊藤 なつこ1, 森
下 智恵1, 入江 怜祐1, 坂下 透子1, 山本 瑞紀1, 古久保
拓3, 和泉 智3, 山川 智之4, 立木 秀尚2, 峯垣 哲也1, 西口
工司1 （1京都薬大・臨床薬学, 2東和薬品, 3仁真会 白鷺
病院 薬剤科, 4仁真会 白鷺病院 診療部）

26PB-pm124 エラスターゼ誘導性肺気腫モデルマウスにおけるレ
チノイン酸の炎症抑制効果
○小澤 裕平1,2, 松原 理恵1,2, 竹内 一成1,2, 堀口 道子1,2,
山下 親正1,2, 牧野 公子1,2, 首藤 紘一4, 寺田 弘2,3 （1東
京理大薬, 2DDS研セ, 3新潟薬大薬, 4乙卯研）

26PB-pm125 INS-1E 細胞株を用いた糖毒性に対する GLP-1 受容
体作動薬の β 細胞保護効果の検討
○藤江 郁1, 加地 弘明1, 秋山 咲絵1, 松山 祐1, 山足
拡美1, 須崎 悦子1, 小野 浩重1 （1就実大薬）

26PB-pm126 アキシチニブで長期曝露したヒト腎臓癌由来 Caki-2
の細胞特性
○中山 優子1, 山本 和宏2, 峯垣 哲也3, 木下 淳1, 髙良
恒史1 （1姫路獨協大薬, 2神戸大病院薬, 3京都薬大）

26PB-pm127 様々な月齢のマウスを用いたバンコマイシンによる
薬剤性腎障害の発症機序に関する生化学的、病理学
的解析
○瀧川 正紀1, 増冨 裕文2, 島﨑 良知1, 濱野 慶朋3, 石
井 敏浩4, 森 淑子1, 石神 昭人2 （1都健康長寿病院・薬
剤, 2都健康長寿研・分子老化制御, 3都健康長寿病院・
腎臓内科, 4東邦大・薬・臨床薬学研修セ）

26PB-pm128 ヒト近位尿細管細胞の生存に対する抗 MRSA 薬の
影響
○中村 安孝1, 髙橋 克之1, 西川 武司1, 永山 勝也1 （1大
阪市大病院薬）

薬物治療（臨床）

26PB-pm129 薬剤師の介入で早期に改善したハロペリドールによ
る悪性症候群の 1 症例
○亀田 圭輔1, 渡来 和宏1, 高橋 憲二1, 濃沼 政美2, 生
島 五郎1 （1国保松戸市立病院薬, 2帝京平成大薬）

26PB-pm130 当院における脂質異常症に対するエゼチミブの治療
効果の検討
○松原 浩司1, 平野 鮎美1, 伊佐治 麻里子1, 直江 可
奈子1, 四藤 理佳1, 前田 直大1, 橋本 哲郎1, 入山 美知1,
下澤 みづえ1, 道谷 省1, 作田 典夫1 （1市立小樽病院
薬）

26PB-pm131 DPP-4 阻害薬の脂質改善効果の検討
○松澤 愛子1, 土屋 純一2, 須田 篤博2, 渋谷 文則2, 廣
井 順子2, 伊東 明彦1 （1明治薬大, 2東京都保健医療公
社多摩北部医療センター薬）

26PB-pm132 薬学的管理におけるシタグリプチンとビルダグリプ
チンの併用薬の比較解析
○下浦 達明1, 渡邉 幸子1, 礒脇 雄一1, 遠藤 晋吾2, 井
上 知美2, 石渡 俊二2, 小竹 武2 （1キリン堂, 2近畿大薬）

26PB-pm133S 膵 β 細胞機能に対する Dipeptidyl Peptidase-4 阻害薬
の影響に関するメタ解析（第 2 報）
○片山 絵理香1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1

（1明治薬大）

26PB-pm134 当院の DPP-4 阻害薬単独投与患者における効果と安
全性の検討
○加福 夏織1, 石原 瑛太郎1, 篠永 浩1, 加地 努1, 向井
栄治1 （1三豊総合病院薬）

26PB-pm135 当院での糖尿病治療における DPP-4 阻害薬の有効性
と安全性の評価
○川野 壮一1,4, 新谷 保実2, 鈴江 朋子1, 岡田 直人3, 佐
藤 陽一4, 山内 あい子4 （1徳島赤十字病院薬, 2徳島赤
十字病院代謝・内分泌科, 3徳島大病院薬, 4徳島大院
薬）
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26PB-pm136S 高血圧合併 2 型糖尿病に対するリナグリプチンの腎
保護効果―KK-Ay マウスを用いた検討―
○薦田 侑里香1, 米須 香那1, 田渕 寿美1, 磯部 忠良1,
深田 龍哉1, 宮本 茉奈美1, 辻 琢己1, 坂野 理絵1, 吉田
侑矢1, 河野 武幸1 （1摂南大薬）

26PB-pm137 2 型糖尿病患者におけるリラグルチドとリキシセナ
チドの比較検討
○塩見 めぐみ1,2, 田中 庸一1,2, 坂本 将規2, 磯元 晃2, 高
田 哲秀3, 久保田 理恵1,2, 小宮山 貴子1,2 （1北里大薬・
臨床薬学, 2北里大メディカルセンター薬, 3北里大メ
ディカルセンター内分泌・代謝内科）

26PB-pm138 新規パーキンソン病治療薬ロチゴチン貼付剤の使用
継続困難因子の検討～福岡大学病院における使用実
態調査より～
○安高 勇気1,2, 今給黎 修1,2, 土倉 史香2, 鷲山 厚司2,
二神 幸次郎1,2 （1福岡大薬, 2福岡大病院薬）

26PB-pm139 抗うつ薬の維持量に関連する因子の探索
○井上 和幸1, 長岡 翔1, 梅村 晃子1, 袴田 康弘2, 鈴木
晶子2, 木村 緑3, 平井 啓太1, 辻 大樹1, 伊藤 邦彦1 （1静
岡県大薬, 2静岡県立総合病院・総合診療科, 3静岡県
立総合病院・薬）

26PB-pm140 腎機能障害患者における Rivaroxaban の推奨減量基
準の妥当性
○石田 耕太1, 渡部 一宏2, 寺師 優以2, 植松 和子1, 遠
藤 巌1, 鈴木 憲史1,3, 鈴木 一郎4, 田口 恭治2 （1日本赤
十字社医療センター 薬, 2昭和薬大 医療薬学教育研
究センター, 3日本赤十字社医療センター 血液内科,
4日本赤十字社医療センター 脳神経外科）

26PB-pm141 末期心不全患者の呼吸困難に対するモルヒネ使用の
評価
○新谷 拓也1, 原 伸輔1, 山本 智也1,2, 門脇 裕子1, 竹上
学1, 前田 一石3, 三輪 芳弘1 （1阪大病院薬, 2阪大院医
保健学専攻, 3阪大病院オンコロジーセンター）

26PB-pm142 ジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎患者におけるダクラ
タスビルとアスナプレビルの使用状況調査
○江口 清子1, 長郷 あかね1,2, 古賀 亜矢子1, 波多野
純義1, 鷲山 厚司1, 今給黎 修1,2, 二神 幸次郎1,2 （1福岡
大病院薬, 2福岡大薬）

26PB-pm143S シメプレビルを含む 3 剤併用患者における赤血球中
リバビリンリン酸化体濃度と貧血との関連
○松村 春香1, 田中 庸一1,2, 横森 弘昭3, 安藤 航1,2, 満
木 由布菜2, 金澤 温子2, 久保田 理恵1,2, 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）

26PB-pm144S ベイズ流ネットワークメタアナリシスを利用した慢
性 B 型肝炎治療薬の効果比較
○宅本 悠希1, 赤沢 学1 （1明治薬大）

26PB-pm145 抗菌薬の各科使用率と耐性率の検討
○豊口 禎子1, 佐藤 智也1, 畠山 史朗1, 細谷 順1, 白石
正1, 阿部 修一2 （1山形大病院薬, 2山形大感染制御部）

26PB-pm146 敗血症に対するリネゾリドの安全性　―救命救急セ
ンターにおける使用実績調査―
○品川 聡子1, 中野 貴文1, 仲村 佳彦2, 今給黎 修1, 鷲
山 厚司1, 二神 幸次郎1 （1福岡大病院薬, 2福岡大病院
救命セ）

26PB-pm147 小児における抗菌薬投与時の下痢発現要因
一橋 美冴1, ○土生 康司1, 小松 絵美2, 木下 里紗2, 大
庭 真美2, 林 淳雄2, 松村 友和2, 籠本 基成2, 小林 政彦2,
杉山 正敏1 （1神戸薬大, 2大阪赤十字病院薬）

26PB-pm148 岡山大学病院高度救命救急センターにおける敗血症
患者への de-escalation の有益性評価
○萱野 純史1, 永尾 香菜子1, 平山 敬浩2, 座間味 義人2,
鵜川 豊世武2, 氏家 良人2, 名倉 弘哲2 （1岡山大薬, 2岡
山大院医歯薬）

26PB-pm149 注射用全身麻酔剤の血管外漏出における細胞傷害メ
カニズム
○簗瀬 詩織1, 菊地 隆真1, 小島 佳奈1, 武田 利明2, 高
石 雅樹1, 浅野 哲1 （1国際医福大薬, 2岩手県大看護）

26PB-pm150 腎機能低下患者に対するエプレレノンの使用状況
調査
○阪田 有理1, 古賀 亜矢子1, 波多野 純善1, 鷲山 厚司1,
今給黎 修1,2, 二神 幸次郎1,2 （1福岡大病院薬, 2福岡大
薬）

26PB-pm151 非アルコール性脂肪性肝炎患者における薬物治療と
血清中サイトカイン濃度に関する検討
○安藤 航1,2, 横森 弘昭3, 岡﨑 勲4,5, 稲垣 豊6, 小宮山
貴子1,2 （1北里大薬, 2北里大メディカルセ薬, 3北里大
メディカルセ総合診療科, 4国際医福大病院内科, 5順
和会山王病院内科, 6東海大医学部再生医療科学）

26PB-pm152 薬剤性偽アルドステロン症に対してエプレレノンが
奏功した 1 症例
○今給黎 修1,2, 阪田 有理2, 古賀 亜矢子2, 安高 勇気1,2,
鷲山 厚司2, 二神 幸次郎1,2 （1福岡大薬, 2福岡大病院
薬）

26PB-pm153 タダラフィル投与後の副作用発現状況について
○島袋 優花1,2, 水野 智博1, 杉浦 有香1,2, 村岡 千種2,
脇田 利明3, 岡本 浩一1, 永松 正1, 間瀬 定政2 （1名城大
薬, 2ませ薬局, 3わきたクリニック）

26PB-pm154 自己免疫疾患治療薬による妊娠転帰への影響に関す
る調査
○三井 由加子1, 鈴木 宏和1, 松島 華奈1, 小澤 明香1,
嶋中 千明1, 松本 茜1, 加藤 沙織1, 小熊 梢1, 長山 直実1,
長谷川 まゆみ1, 矢野 俊介1, 鍵山 智樹1, 岸野 亨1 （1埼
玉医大総合医療センター薬）

26PB-pm155 トロンボモジュリン投与における出血発現の危険因
子解析　―敗血症性 DIC 患者に対する統計解析―
○三宅 真史1, 向井 一也1, 平山 敬浩2, 座間味 義人2,
鵜川 豊世武2, 氏家 良人2, 名倉 弘哲2 （1岡山大薬, 2岡
山大院医歯薬）

26PB-pm156 救急・集中治療における敗血症性ショック患者に対
する鎮静薬使用の検証
○塩瀬 麻衣1, 江角 純1, 平山 敬浩2, 座間味 義人2, 鵜
川 豊世武2, 氏家 良人2, 名倉 弘哲2 （1岡山大薬, 2岡山
大院医歯薬）

26PB-pm157 メタボリックシンドロームを想定した患者における
高血圧治療薬の使用実態と治療実績に関する研究
○荒川 基記1, 杉原 絢1, 安野 伸浩2, 田中 政彦2, 呉
兆礼3, 朝比奈 完3, 内田 直樹4, 山崎 力5, 日高 慎二1

（1日本大薬, 2関越病院, 3中野サンブライトクリニッ
ク, 4昭和大医, 5東大病院）

26PB-pm158 高齢者における腎機能評価に影響を与える因子の検
討～実測 Ccr と推定 Ccr の比較～
○大谷 知子1,5, 賀勢 泰子1, 山本 浩子2, 國友 一史3, 川
添 和義4, 佐藤 陽一5, 山内 あい子5 （1鳴門山上病院薬,
2鳴門山上病院栄養科, 3鳴門山上病院診療部, 4徳島大
病院薬, 5徳島大院薬）

26PB-pm159 抗結核薬治療における肝機能低下因子としてのヒド
ラジンの定量
○佐野 和美1, 飯島 志織1, 井上 裕貴1, 池上 洋二1, 吉
田 久博1, 森野 英里子2 （1明治薬大, 2国立国際医療研
究セ）

薬物治療（がん）

26PB-pm160 ラット唾液中アミラーゼ活性を指標とした抗がん剤
誘発催吐作用の評価
○柳原 千賀1, 吉澤 一巳1, 魚森 俊喬2, 齊藤 光江2, 小
茂田 昌代1,2 （1東京理大薬, 2順天堂大医 乳腺内分泌
外科）

26PB-pm161 ベンダムスチンの単独療法とリツキシマブ併用療法
との比較検討
○守屋 昭宏1, 宇佐美 英績1, 竹中 翔也1, 吉村 知哲1,
森 博美1 （1大垣市民病院薬）

– 206 –



医
療
系
薬
学

26PB-pm162 mTOR 阻害薬による肺線維症の長期曝露モデルを用
いた基礎的検討とゲノム薬理学的解析
○山本 和宏1, 老川 諒1,2, 中川 勉1,2, 西岡 達也1, 槇本
博雄1, 久米 学1, 三宅 秀明3, 藤澤 正人3, 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
学分野, 3神戸大医・腎泌尿器科学分野）

26PB-pm163 腎細胞癌における分子標的薬の治療効果と STAT3
遺伝子多型との関連性
○河本 紫帆1, 山本 和宏2, 平田 佐智2, 三宅 秀明3, 藤
澤 正人3, 田村 麻衣1, 小山 敏広1, 四宮 一昭1,2, 中川
勉2, 平野 剛2, 平井 みどり2 （1岡山大薬, 2神戸大病院
薬, 3神戸大院医・腎泌尿器科学分野）

26PB-pm164S ヒト大腸がん細胞株の浸潤能に及ぼす DNA メチル
化阻害薬の影響
○松村 朱理1, 松原 栄美1, 田中 章太1, 細川 美香1, 上
田 久美子1, 岩川 精吾1 （1神戸薬大）

26PB-pm165S オキサリプラチン耐性ヒト大腸がん細胞の転移能及
びエキソソーム中 microRNA 発現レベルに及ぼすデ
シタビンの影響
○田中 章太1, 細川 美香1, 上田 久美子1, 岩川 精吾1

（1神戸薬大）

26PB-pm166 日本人閉経後乳がん患者におけるアロマターゼ阻害
薬の PK と PD に関する研究
○古谷 翔太1, 石井 康子1, 鈴木 祐介1, 木村 正幸3, 加
藤 有希2, 野毛 一郎2, 林 秀樹4, 伊藤 邦彦1, 賀川 義之1

（1静岡県大薬, 2沼津市立病院薬, 3沼津市立病院外科,
4岐阜薬大）

26PB-pm167 日本人閉経後乳がん患者のアロマターゼ阻害薬によ
る副作用と エストロゲン濃度に関する研究
○鈴木 祐介1, 石井 康子1, 古谷 翔太1, 加藤 有希2, 野
毛 一郎2, 木村 正幸3, 賀川 義之1 （1静岡県大薬, 2沼津
市立病院薬, 3沼津市立病院外科）

26PB-pm168 制吐剤としてのオランザピンがシスプラチン投与
ラットの膵臓 β 細胞へ与える影響
○町田 麻依子1, 宮村 有貴2, 町田 拓自2, 小山 絹子1,
飯塚 健治2, 平藤 雅彦2 （1北海道薬大, 2北医療大薬）

26PB-pm169 抗がん剤治療による嘔気の発生と患者の栄養状態の
関連
○菊岡 亮1, 村川 公央2, 中野 剛志1, 北村 佳久1,2, 千堂
年昭1 （1岡山大院医歯薬 臨床薬剤学, 2岡山大病院薬）

26PB-pm170 がん患者における化学療法とせん妄の関連性につい
ての研究　～術後せん妄との背景因子の比較～
○町田 亜由美1, 大槻 奏実1, 鍛治園 誠2, 村川 公央2,
渡邊 沙織1, 本郷 志帆1, 北村 佳久1,2, 千堂 年昭2 （1岡
山大薬, 2岡山大病院薬）

26PB-pm171 がん患者における化学療法とせん妄の関連性につい
ての研究 ～せん妄の危険因子・予測因子の調査～
○大槻 奏実1, 町田 亜由美1, 鍛治園 誠2, 村川 公央2,
渡邊 沙織1, 本郷 志帆1, 北村 佳久1,2, 千堂 年昭2 （1岡
山大薬, 2岡山大病院薬）

26PB-pm172S ヒト大腸がん細胞株 HCT116 細胞におけるデシタビ
ンの耐性獲得 (1) : deoxycytidine kinase に対する
siRNA 処置とデシタビン耐性
○石坂 綾乃1, 岩下 さくら1, 細川 美香1, 上田 久美子1,
岩川 精吾1 （1神戸薬大）

26PB-pm173S ヒト大腸がん細胞株 HCT116 細胞におけるデシタビ
ンの耐性獲得 (2) ： deoxycytidine kinase と miRNA の
関与
○岩下 さくら1, 石坂 綾乃1, 細川 美香1, 上田 久美子1,
岩川 精吾1 （1神戸薬大）

26PB-pm174 トコトリエノール誘導体による DKK1 を標的とした
抗悪性中皮腫効果
○佐藤 綾美1, 太田 昌子1, 矢野 友啓1 （1東洋大院生命
科学）

26PB-pm175 デノスマブ投与患者における低カルシウム血症発症
の危険因子に関する薬剤疫学的検討
○荒木 良介1, 塚田 泰隆1, 持田 理菜1, 山岡 結1, 計良
貴之1, 田中 恒明1 （1大和市立病院薬）

26PB-pm176 島根県立中央病院におけるオキシコドン注射剤への
オピオイドスイッチングの現状
○頼光 翔1, 島林 逸人1, 山崎 奈緒美1, 陶山 裕平1, 平
野 榮作1, 横手 克樹1, 竹下 和男1 （1島根県立中央病院
薬）

26PB-pm177 がん疼痛患者における知覚・痛覚定量分析装置 Pain
Vision 有用性の検討
○寺山 和利1, 加藤 菊郎1, 仁科 晴弘2, 渡部 多真紀3,
土屋 雅勇3 （1江東病院薬, 2江東病院外, 3帝京大薬）

26PB-pm178 ドキソルビシンの副作用に対するプロタミンの効果
○野崎 友香1, 杉山 育美1, 佐塚 泰之1 （1岩手医大薬）

26PB-pm179S 低酸素環境が 5-FU 耐性ヒト乳癌細胞株に及ぼす
影響
○辻 栞1, 峯垣 哲也1, 山本 知志1, 渡邉 愛梨1, 戀木
沙耶1, 道家 雄太郎1, 山根 千尋1, 鈴木 藍1, 森 美里1, 辻
本 雅之1, 西口 工司1 （1京都薬大）

26PB-pm180S GSK3 阻害剤の in vivo 抗腫瘍効果と GLUT3 発現
抑制
○大久保 美希1, 藤盛 真衣1, 榎本 俊介1, 佐京 智子1,
奈良場 博昭1, 北川 隆之1 （1岩手医大薬）

26PB-pm181 Pertuzumab 投与による心毒性のリスク因子の検討
○杉浦 知佳1, 有持 潤子1, 原 伸輔1, 山本 智也1,2, 内藤
雅人1, 門脇 裕子1, 竹上 学1, 金 昇晋3, 三輪 芳弘1 （1阪
大病院 薬, 2阪大院医 保健学専攻, 3阪大院医 乳腺･内
分泌外科）

26PB-pm182 静脈内投与製剤の血管外漏出時における処置の妥当
性の検証
○小島 佳奈1, 菊地 隆真1, 簗瀬 詩織1, 小杉山 迪子1,
武田 利明2, 高石 雅樹1, 浅野 哲1 （1国際医福大薬, 2岩
手県大看護）

26PB-pm183 タキサン系抗がん剤における皮膚傷害に対する添加
剤の影響
○小杉山 迪子1, 菊地 隆真1, 武田 利明2, 高石 雅樹1,
浅野 哲1 （1国際医福大薬, 2岩手県大看護）

26PB-pm184 Paclitaxel の注射用製剤 Abraxane 点滴静注用および
Taxol 注射液をラット腹腔内に投与した後のリンパ
液中 Paclitaxel 濃度推移の差異に関する検討
○大西 克浩1, 加藤 美紀1, 榊原 有季子1, 築山 郁人2,
斎藤 寛子1, 松浦 克彦2, 灘井 雅行1 （1名城大薬, 2愛知
医大病院薬）

26PB-pm185S フッ化ピリミジン系抗がん剤の副作用発現を予測す
る DPYS 遺伝子多型
○赤井 文香1, 山下 洋2, 森 隆弘3, 細野 寛貴1, 菱沼
英史1, 前川 正充4, 眞野 成康4, 平澤 典保1, 平塚 真弘1

（1東北大院薬, 2岩手県立中部病院外科, 3東北大院医,
4東北大病院薬）

26PB-pm186 FOLFOX 療法における好中球減少時の投与量調整方
法の比較と検証
○佐藤 将嗣1, 伊藤 早紀2, 平田 淳1, 小松﨑 真由1 （1辻
仲病院薬, 2星薬大）

26PB-pm187 小児 methotrexate 大量療法における methotrexate 血
中濃度動態と口腔粘膜障害の関連についての研究
○小野 奈緒1, 江川 孝2, 建部 泰尚3, 槇田 崇志3, 北村
佳久1,3, 千堂 年昭3 （1岡山大薬, 2就実大薬, 3岡山大病
院薬）

26PB-pm188 がん温熱化学療法の基礎的研究 3-多剤併用時の効果
予測
○萩原 卓也1, 宮下 諒1, 吉田 久博1 （1明治薬大）

26PB-pm189 神経膠腫放射線療法時のバルプロ酸ナトリウム併用
による生存率改善および脱毛抑制効果
○桑原 由衣1, 渡邉 真一1, 田中 守1, 田中 亮裕1, 大上
史郎2, 荒木 博陽1 （1愛媛大病院薬, 2愛媛大院脳外科）

26PB-pm190 エピガロカテキン没食子酸は食道がん細胞 KYSE140
および KYSE180 のシスプラチン感受性を低下さ
せる
○大磯 茂1,2, 緒方 梨生2, 松本 美悠2, 池田 和也2, 仮屋
薗 博子1,2 （1長崎国際大院薬, 2長崎国際大薬）
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26PB-pm191S 亜セレン酸ナトリウムの原発性体腔性リンパ腫に対
する抗腫瘍活性
○真鍋 和樹1, 重見 善平2, 賀川 裕貴1,2, 渡部 匡史1,2,
藤室 雅弘1,2 （1細胞生物 京都薬大, 2細胞生物 京都薬
大院）

26PB-pm192 微小管機能阻害薬による細胞内 ATP レベルの変動に
着目した細胞傷害メカニズムの検討
○菊地 隆真1, 佐川 匠1, 武田 利明2, 高石 雅樹1, 浅野
哲1 （1国際医福大薬, 2岩手県大看護）

26PB-pm193 抗悪性腫瘍剤投与患者におけるアプレピタントとワ
ルファリンの併用による血液凝固能の経時的変化
○高木 淳平1, 大野 能之1, 山田 麻衣子1, 山口 諒1, 樋
坂 章博2, 鈴木 洋史1 （1東大病院薬, 2千葉大院薬）

26PB-pm194 シスプラチンによる腎障害に低血圧が与える影響に
ついて
○村瀬 真穂1, 水野 智博1, 島袋 優花1, 林 高弘2, 高橋
和男2, 林 宏樹2, 湯澤 由紀夫2, 山田 成樹2, 永松 正1

（1名城大薬, 2藤保大医）

26PB-pm195 オピオイドナイーブ患者に対するフェンタニル貼付
剤によるオピオイド導入に関する薬剤師の意識調査
○佐藤 弘1, 武井 佐和子1, 影山 美穂1, 別生 伸太郎1,
濱田 眞向1, 戸張 裕子1, 倉本 敬二1, 井上 みち子1, 三
溝 和男1 （1東京薬大薬）

26PB-pm196 Na+イオノフォアである monensin は、ウイルス感染
性リンパ腫の Akt 依存的リン酸化を阻害することで
アポトーシスを誘導する
○原 尚子1, 重見 善平2, 梅山 遥1, 馬場 悠輔1, 賀川
裕貴1,2, 渡部 匡史1,2, 藤室 雅弘1,2 （1細胞生物 京都薬
大, 2細胞生物 京都薬大院）

26PB-pm197 GC 療法による血小板減少に対する加味帰脾湯の抑
制効果についての検討
○千葉 貴志1, 色摩 友佳1, 鈴木 英則1 （1JCHO仙台病
院）

26PB-pm198 進行再発膵癌に対する FOLFIRINOX 療法の使用
成績
○佐藤 裕明1, 鈴木 涼子1, 阿部 純也1, 岩尾 年康2, 多
田 大和2, 廣瀬 勝也2, 京坂 朋来2 （1会津中央病院 薬,
2会津中央病院 消化器科）

26PB-pm199 ドキソルビシン・クルクミン封入リポソームによる
抗腫瘍効果の検討
○跡部 一孝1, 栗田 拓朗1, 榊原 紀和1, 牧野 悠治2, 加
藤 善久1 （1徳島文理大香川薬, 2武蔵野大薬）

薬物治療（個別化）

26PB-pm200 芳香療法におけるカウンセリング併用効果
○国府 里紗子1, 成瀬 千明1, 井澤 美苗1, 伊藤 博之1,
西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中島 恵美1 （1慶應大薬）

26PB-pm201 カフェインによるプラセボ効果とセロトニントラン
スポーター遺伝子多型との関連性
○成瀬 千明1, 国府 里紗子1, 井澤 美苗1, 田代 亮太1,
伊藤 博之1, 西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中島 恵美1 （1慶應
大薬）

26PB-pm202S 日本人を対象としたがん化学療法に伴う悪心・嘔吐
に関連する遺伝子多型の解析
○後藤 綾1, 櫻井 悠2, 室崎 千尋2, 毛利 彰宏2, 宮崎
雅之3, 山田 清文3, 丹羽 利充4, 長谷川 好規4, 石川
和宏3, 野田 幸裕1,2 （1名城大院薬, 2名城大薬, 3名大病
院薬, 4名大院医）

26PB-pm203 ヒト末消血単核細胞に対するインスリンの免疫抑制
作用に及ぼす影響について
○陳 水齢1, 杉山 健太郎1, 稲村 真理子1, 恩田 健二1,
田中 祥子1, 平野 俊彦1 （1東京薬大薬）

26PB-pm204 小児における肺高血圧症治療薬に及ぼす遺伝学的お
よび薬物動態学的因子の検討
○鈴木 将之1, 山田 悠人1, 平井 啓太1, 林 秀樹1,2, 小野
安生3, 伊藤 邦彦1 （1静岡県大薬, 2岐阜薬大, 3静岡県立
こども病院循環器科）

26PB-pm205 日本人におけるカルバマゼピン誘因性薬疹発症の危
険因子 HLA-A*31:01のサロゲートマーカー多型を対
象としたタイピング系の構築
○前川 京子1,3, 水澤 精穂2, 北本 綾2, 北本 卓也2, 中村
亮介1,3, 杉山 永見子1,3, 上田 真由美3, 外園 千恵3, 池田
浩子3, 矢上 晶子3, 松倉 節子3, 木下 茂3, 村松 正明3, 古
谷 博和3, 高橋 幸利3, 松永 佳世子3, 相原 道子3, 関根
章博2,4, 日本PGXデータサイエンスコンソーシアム5,
斎藤 嘉朗1,3 （1国立衛研, 2京大医, 3SJS/TEN遺伝子多
型研究班, 4千葉大予防医学セ, 5JPDSC）

26PB-pm206 パロキセチンによる過眠発現の個人差と BDNF、
NTRK2 遺伝子多型の相関
○内川 瞳1, 村田 雄介1, 上野 恵理子1, 遠城寺 宗近1

（1福岡大薬臨床薬物）

26PB-pm207 パロキセチン臨床効果の個人差におけるセロトニン
トランスポーター LPR 多型の影響
○生南 翔子1, 南畝 晋平1, 加藤 正樹2, 髙村 葵1, 分野
正貴2, 嶽北 佳輝2, 奥川 学2, 木下 利彦2 （1兵庫医療大
薬, 2関西医大精神神経科）

26PB-pm208 アザチオプリン代謝酵素遺伝子多型の関節リウマチ
治療効果に対する影響
○坂本 麻味1, 青森 達1, 金子 祐子2, 石岡 江梨子2, 鈴
木 小夜1, 小林 典子1, 中島 綾1, 竹内 勤2, 中村 智徳1

（1慶應大薬, 2慶應大病院医）

26PB-pm209 ERCC1 と POLR3A：大腸癌細胞におけるオキサリプ
ラチン感受性予測バイオマーカー物質としての可
能性
○北爪 賀子1, 鈴木 小夜1, 小林 典子1, 中島 綾1, 青森
達1, 中村 智徳1 （1慶應大薬）

26PB-pm210 日本人の婦人科癌患者におけるイリノテカン低用量
レジメンによるグレード 4 の好中球減少の発現と
UGT1A1遺伝子変異との関連
○守屋 寛之1, 齊藤 嘉津彦1,2, Nuala HELSBY3, 杉野
繁一4, 山蔭 道明4, 澤口 武尊5, 高崎 雅彦5, 加藤 秀則6,
黒澤 菜穂子1 （1北海道薬大, 2札幌北楡病院薬, 3オー
クランド大, 4札幌医大麻酔科学講座, 5北海道がんセ
薬, 6北海道がんセンター婦人科）

26PB-pm211 和漢薬と西洋薬の併用の適正性に関する疫学的研究
○葛西 良佳1, 青森 達1, 坡下 真大2, 鈴木 小夜1, 小林
典子1, 中島 綾1, 荒木 拓也3, 山本 康次郎3, 中村 智徳1

（1慶應大薬 医療薬学センター, 2群馬大院医 医学教育
センター, 3群馬大院医 臨床薬理学分野）

疾病と遺伝子

26PB-pm212 筋ジストロフィー患者の尿中プロスタグランジン代
謝物の定量
○藤井 菜摘1, 竹内 敦子1, 裏出 良博2, 松尾 雅文3 （1神
戸薬大, 2筑波大, 3神戸学院大）

26PB-pm213S スタウロスポリンのジストロフィン遺伝子の変異型
エクソン 31 スキッピングの促進
○尾田 綾香1, 竹内 敦子1, 西田 篤史2, 松尾 雅文2 （1神
戸薬大, 2神戸学院大）

26PB-pm214 小児急性骨髄性白血病(AML)における脱メチル化薬
の有効性
○竹井 絵莉菜1, 嶋田 明3, 神崎 浩孝2, 渡部 友紀3, 武
田 達明1, 八木 健太1, 槙田 祟志2, 正岡 康幸2, 北村
佳久2, 千堂 年昭2 （1岡山大薬, 2岡山大病院薬, 3岡山大
病院医小児）

26PB-pm215 Numb による SNP 依存的な前立腺幹細胞抗原 PSCA
転写調節機構の解析
○松下 涼輔1, 高橋 哲史1, 松永 佳誉子1, 鈴木 秀和2,
今井 貴雄3, 芝田 晋介3, 佐伯 宣久4, 田渕 圭章5, 岡野
栄之3, 中村 正彦1 （1北里大薬, 2慶應大医・消化器内科,
3慶應大医・生理学, 4国立がん研セ, 5富山大・先端研）

26PB-pm216 関節リウマチ(RA)患者と健康人における TNF-α 遺伝
子多型の検討
○袴田 潤1, 伊藤 大祐1, 橋口 正行1, 都留 智巳2, 入江
伸3, 清水 美喜子1, 望月 眞弓1 （1慶應大薬, 2PS クリ
ニック, 3医療法人 相生会 臨床薬理センター）
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26PB-pm217S NAD+生合成経路を標的とする新規制がん剤開発の
ための基礎的研究
○柴崎 由梨1, 荻野 暢子1, 佐藤 聡1, 田沼 靖一1,2 （1東
京理大薬・生化学, 2東京理大ゲノム創薬研セ）

26PB-pm218S Temozolomide (TMZ)と有効な併用を可能にする
TMZ 耐性神経膠芽腫に対する 6O-methylguanine-
DNA methyltransferase (MGMT)阻害剤の創製
○新藤 実香1, 佐藤 聡1, 山本 洋平2, 荒井 隆雄2, 赤崎
安晴2, 市村 幸一3, 田沼 靖一1,4 （1東京理大薬・生化学,
2東京慈恵医大脳神経外科, 3国がん研セ・研・脳腫瘍連
携, 4東京理大ゲノム創薬研セ）

26PB-pm219S 食道癌細胞株における Poly (ADP-ribose) polymerase
阻害剤の抗癌剤感受性増強作用
○宮本 恵輔1, 峯垣 哲也1, 棚橋 真実1, 山本 彩佳1, 荒
木 悠1, 稲垣 恵未1, 林 絵里1, 松本 彩夏1, 森山 由美1,
和田 明莉1, 辻本 雅之1, 西口 工司1 （1京都薬大）

26PB-pm220S Poly (ADP-ribose) polymerase 阻害剤 Veliparib 耐性ヒ
ト乳癌細胞株の樹立とその特性
○山本 彩佳1, 峯垣 哲也1, 棚橋 真実1, 宮本 恵輔1, 荒
木 悠1, 稲垣 恵未1, 林 絵里1, 伊藤 恵1, 吉本 咲貴1, 中
山 優子2, 高良 恒史2, 辻本 雅之1, 西口 工司1 （1京都薬
大, 2姫路獨協大薬）

26PB-pm221 ヒト前骨髄球性白血病細胞 HL-60 の casticin 誘発細
胞毒性における p38 MAPK 活性化を介する histone
H3 リン酸化の関与
○袁 博1,2, 菊地 秀与2,3, 林 秀樹1, 豊田 裕夫2, 高木
教夫1 （1東京薬大・応用生化, 2東京薬大・臨床ゲノム,
3城西大薬・医療栄養）

26PB-pm222 ヒトグリオブラストーマ細胞 U-87 の gamabufotalin
誘発細胞毒性における Akt/MAPK 経路及び MMP-2、
9 発現抑制の関与
○賀 晶1,2, 袁 博1, 林 秀樹1, 辺 宝林2, 高木 教夫1 （1東
京薬大・応用生化, 2中国中医科学院・中薬研究所）

26PB-pm223 血清エキソソーム中 hepcidin mRNA variant の肝癌バ
イオマーカーとしての有用性
○佐々木 勝則1,3, 土岐 康通2, 大竹 孝明3, 田中 宏樹3,
生田 克哉2, 藤谷 幹浩2, 鳥本 悦宏4, 高後 裕2 （1旭川医
大消化管再生修復医学講座, 2旭川医大消化器血液腫
瘍制御内科学分野, 3旭川医大臨床消化器肝臓学診療
連携講座, 4旭川医大病院腫瘍センター）

26PB-pm224S 培養大腸癌細胞の癌幹細胞で普遍的に発現する遺伝
子の探索
○三木 正史1, 藤原 稔夫1, 岩下 香代子1, 吉田 雄三2,
久保 いづみ1, 青山 由利1 （1創価大・工・生命情報工学
科, 2武庫川女大・薬）

26PB-pm225S 大腸癌細胞における GSK3 阻害剤の GLUT3 発現抑
制と増殖阻害制御
○及川 亜美1, 佐京 智子1, 奈良場 博昭1, 北川 隆之1

（1岩手医大薬）

26PB-pm226 ヒト肺がん細胞株 A549 細胞のシスプラチン耐性化
により発現変動する遺伝子の探索
○小田 剛1, 森田 美咲1, 堀部 紗世2, 松田 明1 （1広島国
際大薬, 2神戸薬大）

26PB-pm227 有機溶剤成分に起因する胆管癌リスクの検討
○豊田 優1, 高田 龍平1, 鈴木 洋史1 （1東大病院薬）

26PB-pm228 腎臓癌細胞表面においてエノラーゼは発現している
○太田 栄亮1, 山本 泰弘1, 高馬 宏美1, 高橋 稔2, 山田
知佳2, 中村 任2, 矢上 達郎1 （1姫路獨協大薬 生理学研
究室, 2姫路獨協大薬 薬剤学研究室）

26PB-pm229 腎癌由来 786-O 細胞における hnRNPA2/B1 発現の低
酸素応答性
○丸地 章太1, 高橋 稔1, 山田 知佳1, 山本 泰弘1, 高馬
宏美1, 矢上 達郎1, 中村 任1 （1姫路獨協大薬）

26PB-pm230 抗 CSPG4 ヒト型リコンビナント Fab の単離と性状
解析
○伊藤 邦彦1, 江上 蓉子1, 成島 悠太1, 米田 成輝1, 吉
田 晃1, 大島 幹弘1, 林 秀樹1, 井上 和幸1, 辻 大樹1, 平
井 啓太1, 正木 康史2 （1静岡県大薬, 2金沢医大医）

26PB-pm231 ヒト乳がん細胞および患者由来乳がん組織の 3 次元
培養系が免疫系に及ぼす影響
○清海 杏奈1, 尾関 智子1, 李 娜1, 白戸 達介1, 藤 美
和子1, 田中 祥子1, 恩田 健二1, 杉山 健太郎1, 蒔田 益
次郎2, 平野 俊彦1 （1東京薬大薬, 2がん研有明病院）

26PB-pm232 エクソソーム膜タンパク質に依存したエクソソーム
取り込み機構の解明
○堀部 紗世1, 棚橋 俊仁1,2, 井上 潤1,2, 河内 正二3, 浅
野 優子1, 小西 杏奈1, 日野 友矢1, 村上 善基4, 水野
成人1 （1神戸薬大医療薬学, 2神戸大院医消化器内科,
3神戸薬大薬学臨床教育センター, 4大阪市大院医）

26PB-pm233 MCF-7 細胞での TPA 誘導性上皮間葉転換における
ROS とエピジェネティクスのクロストーク機構
○黒川 恵理1, 神谷 哲朗1, 後藤 亜紀1, 原 宏和1, 足立
哲夫1 （1岐阜薬大 臨床薬剤学）

26PB-pm234S 乳癌における HER2 標的治療薬に対する耐性化機構
○武田 達明1, 神崎 浩孝2, 豊岡 伸一3,4, 宋 淳一3,4, 山
本 寛斉3,4, 橋田 真輔3,4, 北村 佳久1,2, 三好 新一郎3, 千
堂 年昭1,2 （1岡山大院医歯薬 臨床薬剤学, 2岡山大病
院薬, 3岡山大病院呼吸器・乳腺内分泌外科, 4岡山大
院医歯薬 臨床遺伝子医療学）

26PB-pm235 Bisphospohnates 及び statins による多発性骨髄腫での
MIP-1α 分泌抑制効果
○椿 正寛1, 武田 朋也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）

26PB-pm236 FP001 を用いた新規三次元培養法による増殖因子特
異的な足場非依存性増殖/EMT 評価法の構築
○金木 達朗1, 大谷 彩子1, 安部 菜月1, 北原 真樹1, 猿
橋 康一郎2, 西野 泰斗1 （1日産化学工業生科研, 2日産
化学工業材料研）

26PB-pm237 エピジェネティック修飾を介した難治性がんに対す
る重粒子線感受性の増強
○斎藤 克代1,2, 舟山 知夫2, 小林 泰彦2, 村上 孝1 （1高
崎健康福祉大薬, 2原子力機構量子ビーム）

26PB-pm238S 泌尿器科癌 PDX モデルマウスを用いた癌悪性化メカ
ニズムの解析
○廣瀬 遼1, 神宮司 健太郎1, 江川 博1, 川上 竜司1, 塚
田 陽平1, 柏木 悠里1, 小林 巧明1, 北惠 郁緒里1, 上田
裕子1, 深田 宗一朗1, 中田 渡2, 藤田 和利2, 植村 元秀2,
野々村 祝夫2, 辻川 和丈1 （1阪大院薬, 2阪大院医）

26PB-pm239S 癌悪性化におけるスルファチドの役割
○関田 理沙1, 疋田 智也1, 鈴木 隆1 （1静岡県大薬）

26PB-pm240S シアル酸分子種置換によるがん悪性化機構の解明
○水野 春花1, 疋田 智也1, 鈴木 隆1 （1静岡県大薬）

26PB-pm241 5-Aza 2’-deoxycytidine 併用による irinotecan に対する
ヒト大腸がん細胞の感受性亢進と Bcl-2 発現抑制
伊藤 恵莉佳1, 博多 修子2, 幅野 渉2, ○寺島 潤1, 蒲生
俊恵1, 小澤 正吾2 （1岩手医大薬, 2岩手医大院薬）

26PB-pm242 ヒト大腸がん細胞に対する 5-fluorouracil と
Depsipeptide 併用における濃度依存的感受性変動に
ついての検討
○岡田 浩司1, 幅野 渉1, 寺島 潤1, 蒲生 俊恵1, 小澤
正吾1 （1岩手医大院薬）

26PB-pm243 既存医薬品を用いた新たなトリプルネガティブ乳が
ん治療効果とドラッグリポジショニングの可能性
○中瀬 朋夏1, 川原 さと実1, 稲垣 恵理1, 辻野 由香梨1,
松井 千紘1, 髙橋 幸一1 （1武庫川女大薬）

26PB-pm244 日本人喫煙者における膀胱がん発症リスクと
CYP2A6 遺伝子多型の関連
○細野 寛貴1, 公文代 將希1, 新井 冨生2, 椙村 春彦3,
折笠 一彦4, 平澤 典保1, 平塚 真弘1 （1東北大院薬, 2東
京都健康長寿医療セ, 3浜松医大医, 4気仙沼市立病
院）
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26PB-pm245 マウス大腸がん (Colon-26) 細胞を用いた経脾肝転移
モデルマウスに対するニコチン・タール除去タバコ
煙水抽出液 (CSE) の影響
○畑井 麻友子1, 吉川 紀子1, 佐々木 さやか1, 堀山 志
朱代1, 籠田 智美1, 篠塚 和正1, 中村 一基1 （1武庫川女
大薬）

26PB-pm246 【演題取り下げ】

薬理活性

26PB-pm247 吃逆に対する柿蔕湯の効果（柿蔕トリテルペノイド
の抗けいれん作用の検討）
○髙橋 萌1, 牧野 陽太郎1, 吉田 優衣1, 若槻 真梨子1,
野澤（石井） 玲子1, 福田 枝里子1, 馬場 正樹1, 岡田
嘉仁1, 加賀谷 肇1 （1明治薬大）

26PB-pm248 吃逆に対する柿蔕湯の効果（柿蔕酢酸エチルエキス
の抗けいれん作用の検討）
○牧野 陽太郎1, 髙橋 萌1, 吉田 優衣1, 若槻 真梨子1,
野澤（石井） 玲子1, 福田 枝里子1, 馬場 正樹1, 岡田
嘉仁1, 加賀谷 肇1 （1明治薬大）

26PB-pm249 銀翹解毒丸製剤の抗菌活性の検討
○山田 哲也1, 輪島 丈明2, 中瀬 恵亮2, 中南 秀将2, 野
口 雅久2 （1東京薬大・薬・中国医学, 2東京薬大・薬・病
原微生物学）

26PB-pm250 精神的ストレス負荷に対する精油の効果の研究
日塔 武彰1, ○瀬田 有似子1, 佐藤 玲子2, 山下 真理1,
奥野 義規1, 磯村 茂樹1, 高橋 和彦1, 深井 俊夫1, 武田
収功1 （1横浜薬大, 2湘南ホスピタル）

26PB-pm251 大動脈弁間質細胞の高リン酸誘発性異所性石灰化に
対する 1-methyl-2-undecyl-4(1H)-quinolone の抑制
作用
○瀬谷 和彦1, 于 在強1, 菊地 晴久2, 大徳 和之1, 福田
幾夫1, 村上 学1, 大島 吉輝2, 古川 賢一1 （1弘前大院医,
2東北大院薬）

26PB-pm252S 心筋細胞分化誘導物質 Br-DIF-1 のアルキル側鎖が心
筋細胞への分化に及ぼす効果
○松尾 実菜1, 矢野 賢明1, 小林 有希子1, 石田 陽栄1,
中山 優子1, 髙良 恒史1, 菊地 晴久2, 大島 吉輝2, 木下
淳1, 駒田 富佐夫1 （1姫路獨協大薬, 2東北大院薬）

26PB-pm253 アミロイド線維形成抑制剤としてのグルクロニルグ
ルコシル-β-シクロデキストリン/デンドリマー結合体
の有用性評価
○藤澤 和也1,2, 安野 貴幸1, 城野 博史3, 安東 由喜雄4,
本山 敬一1, 東 大志1, 有馬 英俊1,2 （1熊本大院薬, 2熊本
大リーディング大学院 HIGO プログラム, 3熊本大病
院, 4熊本大医・神経内科）
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3月 26日（木）午前
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

薬学史

26PA-am109 明治時代の大分県内病院薬剤師リスト
○五位野 政彦1 （1東京海道病院薬）

26PA-am110 日向薬（くすり）事始め（その 18）－日向における
種痘の歴史－再考（Ⅵ）、我が国牛痘種痘の嚆矢異
聞記
○宇佐見 則行1, 岸 信行2,3, 高村 徳人2,4, 山本 郁男5

（1北陸大薬, 2九州保福大薬QOL研究機構, 3宮崎・日
向・富高薬局, 4九州保福大薬, 5元・九州保福大薬）

26PA-am111 正倉院「雄黄」と鴆毒の関係―正倉院「雄黄」は鴆
の卵である
○船山 信次1 （1日本薬大）

3月 26日（木）午後
PA会場　神戸サンボーホール　2F　大展示場

その他

26PA-pm106 保険薬局の薬剤師における一般名処方施行後のジェ
ネリック医薬品を推奨する要因
○山下 善史1, 池田 学是1, 中田 由美子1, 森元 忠幸1,
波多江 崇2 （1ネグジット総研, 2神戸薬大）

26PA-pm107 コンタクトレンズの適正使用に関する調査
小森 由美子1, 櫻井 梨絵1, 鎌倉 里恵1, 多湖 美登里1,
石川 泰成2, 打矢 惠一1, ○二改 俊章1 （1名城大薬, 2健
康第一調剤薬局）

26PA-pm108 健診後の受診行動に関わる要因の検討―高血糖指摘
者を対象に―
○宮内 美佳1, 白石 奈緒美2, 町田 いづみ1 （1明治薬大,
2那須赤十字病院）

26PA-pm109 女子中高生の医療系理系進路選択を支援する取り組
み「未来の医療を支えるのはあなた II」における ICT
の活用
○岡田 みどり1, 中村 裕子1, 佐藤 梓1, 岡谷 理恵子1,
酒向 加菜子1, 福井 由理子1, 浦瀬 香子1, 木下 順二1,
松本 みどり1, 山口 俊夫1, 辻野 賢治1, 八木 淳二1, 加
藤 秀人1, 松岡 雅人1, 蒋池 勇太1, 高桑 雄一1, 越野
一郎1, 柴田 亮行1, 加藤 陽一郎1 （1東京女子医大医）

26PA-pm110 日本と中国の喫煙防止教育事情
○田中 三栄子1, 川嶋 恵子2, 小本 健博3, 設楽 拓哉3,
小松 健一1 （1北海道薬大, 2北海道科学大, 3ココカラ
ファイン）

26PA-pm111 ウガンダ北部医療支援事業における薬剤師の活動
報告
○雪本 江里子1, 原田 真理3, 井上 陽平4, 佐川 剛毅5,
堀 治3, 佐伯 康弘4, 遠藤 巌5, 小林 政彦1, 中出 雅治2

（1大阪赤十字病院薬, 2大阪赤十字病院国際救援部,
3武蔵野赤十字病院薬, 4成田赤十字病院薬, 5日本赤十
字社医療センター薬）

26PA-pm112 リフレクソロジーおよびお灸による冷え性への影響
○張 文平1, 高橋 昇吾1, 藤川 隆彦2 （1鈴鹿医療大鍼灸
学科, 2鈴鹿医療大薬）

26PA-pm113 『傷寒論』における修治の検討
○金 成俊1, 澤田 睦1, 伊藤 陽一1, 五十鈴川 和人1 （1横
浜薬大漢方治療学研究室）

26PA-pm114 漢方における薬用酒の意義
○五十鈴川 和人1, 中平 結花1, 伊藤 陽一1, 金 成俊1

（1横浜薬大）

3月 26日（木）午前
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

薬学教育①

26PB-am225 薬学部一年生が考える薬剤師のコミュニケーション
能力
○竹平 理恵子1, 佐田 宏子1, 山村 重雄1 （1城西国際大
薬）

26PB-am226 多人数の薬学生が模擬患者とのロールプレイを実施
する授業の試みとその評価
○福井 愛子1, 半谷 眞七子1, 亀井 浩行1 （1名城大薬）

26PB-am227 東海地区 SP 養成者ネットワークの取組：薬学分野
のシナリオを体験した模擬患者の意見から得られた
課題
○半谷 眞七子1, 福井 愛子1, 亀井 浩行1, 阿部 恵子2,
藤崎 和彦3 （1名城大薬, 2名古屋大医, 3岐阜大医）

26PB-am228 薬学教育における学習意欲とコミュニケーション能
力の醸成のための PBL 型実習の実施とその評価
○川井 龍美1, 飯塚 晃1, 新木 敏正1, 奈佐 吉久1, 船山
信次1, 中村 和男1, 伏谷 眞二1, 北村 繁幸1, 小林 賢1, 齋
藤 俊昭1, 喜多代 晋1, 新井 一郎1, 西川 由浩1, 稲瀬 實1

（1日本薬大）

26PB-am229 早期体験学習の学習方略の改善
○木下 雅子1, 有山 智博1, 石井 敏浩1, 柳川 忠二1 （1東
邦大薬）

26PB-am230 4 年制薬学生の“科学的に考える力”の醸成－グルー
プ討議によるアプローチ
○阿部 芳廣1, 鈴木 岳之1, 永井 総子1, 權田 良子1, 植
村 良太郎1, 井上 賀絵1, 石川 さと子1, 横田 惠理子1

（1慶應大薬）

26PB-am231 薬学研究活動へのモチベーション向上を目的とした
初年次教育の効果
○田口 忠緒1, 金田 典雄1, 岡本 浩一1, 能勢 充彦1, 丹
羽 正武2 （1名城大薬, 2名城大）

26PB-am232 初年次教育における多面的教育活動を通した医療人
育成の検証
○中島 孝則1, 野澤 直美1, 木村 道夫1, 安田 高明1, 齋
藤 博1, 松田 佳和1, 渡辺 博1 （1日本薬大）

26PB-am233 「早期体験学習」の薬学教育効果に関する検討（第 7
報）
○森 和也1, 石川 正樹1, 林 幹男1, 田口 真穂1, 柘植
敬子1, 八尋 直之1, 成田 延幸1, 澤木 康平1 （1横浜薬大）

26PB-am234 人命救助意識の向上を指向した早期体験学習の教育
効果
○八軒 浩子1, 伊藤 栄次1, 松野 純男1, 大内 秀一1, 中
村 武夫1 （1近畿大薬）

26PB-am235 テキストマイニングによる早期体験学習レポートの
年度変化の解析
○松野 純男1, 八軒 浩子1, 伊藤 栄次1, 中村 武夫1, 大
内 秀一1 （1近畿大薬）

26PB-am236 新入生に対する化学の基礎学力向上の取り組みと
結果
○佐藤 厚子1, 諸根 美恵子1, 八百板 康範1, 奥山 祐子1,
町田 浩一1 （1東北薬大）

26PB-am237 薬学部初年次教育（有機化学）における習熟度別授
業の効果
○西村 奏咲1, 西出 喜代治2, 來海 徹太郎3, 河井 伸之1,
北山 友也1, 三浦 健1, 安井 菜穂美1, 中林 利克1 （1武庫
川女大薬・薬学教育推進センター, 2武庫川女大薬・薬
化学Ⅰ, 3武庫川女大薬・薬化学Ⅱ）
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26PB-am238 160 名を対象とする遺伝子解析実習の問題点と解
決策
○前田 正知1, 藤本 康之1, 牛島 弘雅1, 荒木 信1 （1岩手
医大薬・分子生物薬学）

26PB-am239 各社錠剤を用いた製剤試験における学習効果の検討
○下川 健一1, 足立 茂1, 宮嶋 篤志1, 菅野 敦之1, 深水
啓朗1, 石井 文由1, 高橋 晴美1 （1明治薬大）

26PB-am240 神戸薬科大学におけるプレースメントテストと 1 年
次教科との関連性について
○小山 淳子1, 児玉 典子1 （1神戸薬大）

26PB-am241 Evidence-Based Medicine の基礎となる医薬品評価の
教育法の構築
○小川 ゆかり1, 小川 潤子1, 小清水 治太1, 小島 可
寿子1, 田島 純一1, 吉井 智子1, 渡邊 美智留1, 三原 潔1,
小野 秀樹1 （1武蔵野大薬・臨床薬学センター）

26PB-am242 社会薬学教育における薬学生の情報活用に向けた
取組
○山本 香織1, 阿部 真治1, 佐藤 智恵美1, 東 満美1 （1徳
島大薬）

26PB-am243 解剖生理学分野における強化教育法による成績への
影響
○北山 友也1, 森山 賢治2, 籠田 智美3, 河井 伸之1, 西
村 奏咲1, 三浦 健1, 安井 菜穂美1, 中林 利克1 （1武庫川
女大薬 薬学教育推進センター, 2武庫川女大薬 臨床
病態解析学講座, 3武庫川女大薬 薬理学Ⅱ）

26PB-am244 薬理学分野における強化教育に対する予備的評価
○三浦 健1, 篠塚 和正2, 河井 伸之1, 北山 友也1, 西村
奏咲1, 安井 菜穂美1, 中林 利克1 （1武庫川女大薬 薬学
教育推進センター, 2武庫川女大薬 薬理学II）

26PB-am245 生化学（代謝領域）における学力強化教育の運用と
評価
○安井 菜穂美1, 河井 伸之1, 北山 友也1, 西村 奏咲1,
三浦 健1, 中林 利克1 （1武庫川女大薬・薬学教育推進
センター）

26PB-am246 有機化学系科目における習熟度別講義の三年次生へ
の運用とその評価
○河井 伸之1, 西出 喜代治2, 北山 友也1, 西村 奏咲1,
三浦 健1, 安井 菜穂美1, 中林 利克1 （1武庫川女大薬 薬
学教育推進センター, 2武庫川女大薬 薬化学I）

26PB-am247 ポスター発表による有用な科学英語教授法
○樋口 裕城1, Foo Wah FOONG1 （1京都薬大）

26PB-am248 有用な薬学英語の学習法：薬学生による口頭発表
○Foo Wah FOONG1, 和島 利可子1, 松野 ひかり1, 長
谷川 慧人1, 小笠原 浩之1 （1京都薬大）

26PB-am249 能動学習の促進を図る実験実習教育実施方法の検討
○河野 享子1, 大谷 有佳1, 平山 恵津子1, 木村 徹1, 高
尾 郁子1, 小関 稔1, 竹島 繁雄1, 若槻 徹1, 北出 達也1

（1京都薬大）

26PB-am250 地域児童を対象とした理科教室“身近な夏の不思議
体験 2014 イン 山科”の実践
○髙尾 郁子1, 大谷 有佳1, 河野 享子1, 平山 恵津子1,
小関 稔1, 竹島 繁雄1, 木村 徹1, 若槻 徹1, 北出 達也1

（1京都薬大）

26PB-am251 基礎実習の際の学生管理簿の電子化による共有効果
について
○稲葉 二朗1, 佐藤 弘人1, 今田 啓介1, 高橋 浩司1, 本
多 秀雄1, 渋澤 庸一1 （1東京薬大薬）

26PB-am252 服薬指導ロールプレイ実習におけるルーブリック評
価導入の試み
竹平 理恵子1, ○佐田 宏子1, 神谷 貞浩1, 亀井 智代1,
松本 かおり1, 山村 重雄1, 小嶋 文良1 （1城西国際大
薬）

26PB-am253 ICT を活用し薬学領域の基盤学力の向上を目指した
自己学習支援プログラムの開発と教育実践
○飯田 耕太郎1, 田口 忠緒1, 永松 正1, 長谷川 洋一1,
早川 伸樹1, 平松 正行1, 井藤 千裕1, 伊東 亜紀雄1, 大
津 史子1, 加藤 美紀1, 杉浦 道治1, 武田 直仁1, 植田
康次1, 奥田 知将1, 吉田 謙二1, 灘井 雅行1, 岡本 浩一1

（1名城大薬）

26PB-am254 e-ラーニングを活用した大学発の医療人教育システ
ムの構築を目指して
○仁木 一順1,2, 岡本 禎晃2, 藪本 千鶴1, 上島 悦子1

（1阪大院薬医療薬学教育研究ユニット, 2市立芦屋病
院薬）

26PB-am255 Patient-based learning を志向した臨床薬学教育のため
の e-learning システムの開発
○鎌田 由宇1, 辻岡 真1, 小倉 朋子1, 山崎 広之1, 西端
芳彦1 （1北里大薬）

26PB-am256 TBL と PBL の方略を組み合わせた授業「プレゼン
テーション」の展開
○中越 元子1, 野原 幸男1, 林 正彦1, 川口 基一郎1, 山
崎 洋次1 （1いわき明星大薬）

26PB-am257 薬理系実習における TBL 教育の導入（第 2 報）
○武藤 純平1, 鳥取部 直子1, 比佐 博彰1 （1九州保福大
薬）

26PB-am258 医薬連携を活かしたチーム医療教育：多職連携教育
の実践
○野田 幸裕1,2, 半谷 眞七子2, 後藤 綾1, 肥田 裕丈1, 毛
利 彰宏2, 末松 三奈3, 安井 浩樹3, 阿部 恵子3, 亀井
浩行2 （1名城大院薬, 2名城大薬, 3名大院医）

26PB-am259 医療面接実習における段階的ステップアップを目指
した指導の試み
○久保田 理恵1,2, 渋谷 清1,2, 青木 学一1,2, 田中 庸一1,2,
塩見 めぐみ1,2, 安藤 航1,2, 佐伯 晴子3, 小宮山 貴子1,2

（1北里大薬・臨床薬学, 2北里大メディカルセンター
薬, 3東京SP研究会）

26PB-am260 皮膚症状における疾患の推測・トリアージのための
効果的な学習方法の検討
○竹本 伊織1, 亀井 大輔1, 栗原 竜也1, 木内 祐二1, 岩
井 信市1 （1昭和大薬）

26PB-am261 医療現場における問題解決能力の向上をめざした物
理系基礎教育の実践と学生から評価
○内海 美保1, 田中 瑛子1, 藤井 恵1, 由井 晴子1, 安藤
徹1, 平野 裕之1, 道田 隆1, 森 浩一1, 市川 秀喜1 （1神戸
学院大薬）

26PB-am262S 薬学部 5 年次学生に対する褥瘡教育の有用性につ
いて
○森 智世1, 水野 智博1, 溝神 文博2, 飯田 耕太郎1, 守
屋 友加1, 福井 愛子1, 伊東 亜紀雄1, 黒野 俊介1, 早川
伸樹1, 脇田 康志1, 山田 重行1, 長谷川 洋一1, 古田
勝経2, 永松 正1 （1名城大薬, 2国立長寿研）

26PB-am263S 高機能患者シミュレータの薬学教育への応用―抗が
ん剤で引き起こされたアナフィラキシーショック患
者への対応―
○服部 祐果1, 黒野 俊介1, 水野 智博1, 西尾 聖良1, 伊
東 亜紀雄1, 立松 三千子1, 金田 典雄1, 永松 正1 （1名城
大薬）

26PB-am264 フィジカルアセスメント実習を用いた症例検討演習
の教育効果
○坂野 理絵1, 辻 琢己1, 吉田 侑矢1, 山室 晶子1, 河野
武幸1 （1摂南大薬）

26PB-am265 患者シミュレーターを用いた 6 年次のアドバンスト・
フィジカルアセスメント教育（第 3 報）
○藤本 哲也1, 江川 祥子1, 加納 誠一朗1 （1北海道薬
大）

26PB-am266 福山大学薬学部におけるフィジカルアセスメント
実習
○伊達 有子1, 高山 健人1, 藤井 早由利1, 楢原 奈穂子1,
藤村 よしの1, 上敷領 淳1, 岡村 信幸1, 小嶋 英二朗1

（1福山大薬）

26PB-am267 高齢者に対する薬学的フィジカルアセスメント
○白川 晶一1, 小川 千佳1, 佐々木 純1, 清木 麻里1, 久
米 典明1, 山元 弘1 （1神戸学院大薬）

26PB-am268 当事者性をもたせた薬害教育の実践と評価
○奥井 順子1, 内海 美保1, 前田 光子1, 山原 弘1 （1神戸
学院大薬）
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26PB-am269 薬学部ヒューマニティ教育における「患者の語り」
の活用
○横田 恵理子1, 江原 吉博1, 保科 直美1, 阿部 芳廣1

（1慶應大薬）

26PB-am270 実務実習事前学習におけるヒューマニティ教育実施
の試み
○小林 典子1, 岸本 桂子1, 秋好 健志1, 市川 大樹1, 井
上 賀絵1, 石川 さと子1, 横田 恵理子1, 木津 純子1 （1慶
應大薬）

26PB-am271 学生主催の薬剤師との交流会が学生に与える影響
○濱端 綾太1, 天野 郁子1, 北河 修治1 （1神戸薬大）

26PB-am272 岩手県総合防災訓練と被災地薬剤師交流バスツアー
から学ぶ
○大橋 綾子1, 川口 未央1, 松浦 誠1, 錦織 健児1, 白石
博久1, 那谷 耕司1, 井上 和裕3, 中田 義仁2,3, 熊谷 明
知2, 前田 正知1 （1岩手医大薬, 2岩手県薬剤師会, 3中田
薬局）

26PB-am273 小学生の視点に合わせた「飲酒・喫煙・薬物乱用防
止教室」を実践するために
○中野 翔太1, 川村 香織1, 庄野 あい子1, 赤沢 学1 （1明
治薬大）

26PB-am274 学校薬剤師の活動を想定した環境衛生実習
○平野 和也1, 今井 純1, 坂井 隆浩1, 八田 愼一1 （1高崎
健康福祉大薬）

26PB-am275S 禁煙指導に関わる薬剤師となるための薬学教育
○西岡 明子1, 赤沢 学1 （1明治薬大）

26PB-am276S ドーピングに関する薬学生の意識調査と教育の必
要性
○市川 洸一1, 柴田 佳太1, 赤川 圭子1, 倉田 なおみ1

（1昭和大薬）

26PB-am277 離島医療の研修から学んだこと（第 2 報）
○堀井 孝太1, 宮田 香奈1, 樋口 ゆき子2, 片山 愛理2,
鈴木 順子2, 畑田 崇3, 仲鉢 英夫4, 串田 一樹1 （1昭和薬
大, 2北里大, 3名瀬徳洲会病院, 4湘南鎌倉総合病院）

26PB-am278 実務実習事前学習における医療安全教育としての自
主的過誤報告の取り組み―過誤に対する意識―
○伊東 亜紀雄1, 黒野 俊介1, 守屋 友加1, 野田 幸裕1,
斎藤 寛子1, 亀井 浩行1, 半谷 眞七子1, 毛利 彰宏1, 福
井 愛子1, 山田 重行1, 長谷川 洋一1 （1名城大薬）

26PB-am279 精神的健康度の薬学協調実習学習への影響
○下田 浩子1, 岡本 裕司2, 高橋 良輔1 （1京大院医, 2阪
大院医）

26PB-am280 北里大学薬学部における米国アイオワ大学薬学部と
の研究交流活動の展開　－保険薬局における実務志
向型研究のモデル構築に向けて－
○宮崎 智子1, 藤原 亮一1, 伊藤 智夫1, Jay D CURRIE2,
吉山 友二1 （1北里大薬, 2The University of Iowa
College of Pharmacy）

26PB-am281 松山大学における感染症の学部教育と卒業研究
○牧 純1, 関谷 洋志1, 玉井 栄治1, 田邊 知孝2, 舟橋
達也2 （1松山大薬生体環境系薬学感染症学, 2松山大
薬生体環境系薬学衛生化学）

26PB-am282S 承認時臨床試験成績に基づく医薬品添付文書情報の
評価（1）：レベチラセタム
○生田 翔子1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1 （1明
治薬大・薬物治療学）

26PB-am283S 承認時臨床試験成績に基づく医薬品添付文書情報の
評価（2）：トルバプタン
○下田 馨1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1 （1明治
薬大・薬物治療学）

26PB-am284S 承認時臨床試験成績に基づく医薬品添付文書情報の
評価（3）：アファチニブ
○工藤 みなみ1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1

（1明治薬大・薬物治療学）

26PB-am285S 承認時臨床試験成績に基づく医薬品添付文書情報の
評価（4）：ドルテグラビル
○井上 智絵1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1 （1明
治薬大・薬物治療学）

26PB-am286 2014 年度薬学共用試験 CBT の結果解析
○石川 さと子1,2, 奥 直人1,3, 中村 明弘1,4, 増野 匡彦1,2,
伊藤 喬1,4, 宮崎 智1,5, 伊藤 智夫1,6, 前田 定秋1,7, 山口
政俊1,8, 出口 芳春1,9, 石塚 忠男1,10, 三田 智文1,11, 飯島
史朗1,12, 松野 純男1,13, 山元 弘1,14 （1薬学共用試験セ,
2慶應大薬, 3静岡県大薬, 4昭和大薬, 5東京理大薬, 6北
里大薬, 7摂南大薬, 8福岡大薬, 9帝京大薬, 10熊本大薬,
11東大薬, 12文京学院大保, 13近畿大薬, 14神戸学院大
薬）

26PB-am287 2014 年度薬学共用試験 OSCE の結果解析
○木内 祐二1,2, 橋詰 勉1,3, 入江 徹美1,4, 野田 幸裕1,5, 岡
村 昇1,6, 木津 純子1,7, 中嶋 幹郎1,8, 松下 良1,9, 吉富
博則1,10, 宮崎 智1,11, 奥 直人1,12, 山元 弘1,13 （1薬学共用
試験セ, 2昭和大薬, 3京都薬大, 4熊本大薬, 5名城大薬,
6武庫川女大薬, 7慶應大薬, 8長崎大薬, 9金沢大薬, 10福
山大薬, 11東京理大薬, 12静岡県大薬, 13神戸学院大薬）

26PB-am288 学習取り組み状況と薬剤師国家試験合否との相関に
ついて ： 初年次で勝負は決まる？
○開 章宏1, 吉村 典久1, 髙木 愛未1, 細井 信造1, 後藤
直正1 （1京都薬大）

26PB-am289 統一模擬試験の分析結果からみる薬剤師国家試験合
格へのプロセス～国試と模試の相関性と学生の学力
推移把握～
○尾島 良太1, 関城 裕介1, 村上 理1, 牧野 至1, 原田
真理1, 石坂 裕之1, 林 美樹子1, 大内 邦弘1, 笹 靖昇1, 横
井 宏哉1, 後藤 健太1, 坂口 努1, 高田 直樹1, 木暮 喜
久子1 （1医学アカデミー薬学ゼミナール）

26PB-am290 薬剤師国家試験における勉強方法・勉強時間と成績
の相関性
○辻 学志1, 岡本 耕司1, 茂木 雄輔1, 佐々 龍範1, 松田
真佐一1, 山下 真功1, 後藤 健太1, 生越 史行1, 宮崎 元1,
篠 優香理1, 宮﨑 奈津子1, 高田 直樹1, 村上 理1, 木暮
喜久子1 （1医学アカデミー薬学ゼミナール）

26PB-am291 6 年制薬剤師国家試験に向けた学習指導のための出
題傾向分析　～次世代に求められる薬剤師像・医療
現場を意識した医薬品品目の出題と今後の展望～
○坂口 努1, 橫井 宏哉1, 岨手 昭人1, 小柳 美穂1, 大内
邦弘1, 今吉 奈穂1, 浦谷 智子1, 荒木 規行1, 阪東 由有1,
高田 直樹1, 村上 理1, 木暮 喜久子1 （1医学アカデミー
薬学ゼミナール）

26PB-am292 薬剤師国家試験の解答選択による合否分岐の研究
○児島 惠美子1, 鶴見 健2, 倉元 涼1 （1メディセレ, 2メ
ディセレ薬局）

26PB-am293 薬剤師の適職判定による就職支援システム構築研究
○鶴見 健2, 児島 惠美子1, 倉元 涼1 （1メディセレ, 2メ
ディセレ薬局）

26PB-am294 薬剤師国家試験出題薬物に関する薬剤師の意識調査
恒川 友哉1, 平田 圭一1, 野村 鉄也1, ○宇都口 直樹1

（1帝京大薬）

26PB-am295 北海道薬科大学薬学部生のサプリメントに対するリ
テラシー調査
○程木 貴英1, 小松 健一1, 櫻井 秀彦1, 西根 英一2, 松
澤 光治3, 若命 浩二1 （1北海道薬大, 2千葉商科大, 3マ
クロミル）

26PB-am296 横浜薬科大学における学生の禁煙意識調査
○柘植 敬子1, 田口 真穂1, 森 和也1, 奥田 千恵子1, 宇
佐美 英治1 （1横浜薬大）

26PB-am297 薬学部 1 年生の薬物乱用に対する意識の推移
○村上 勲1, 齋藤 百枝美1, 渡辺 茂和1, 土屋 雅勇1, 夏
苅 英昭1 （1帝京大薬）

26PB-am298 帝京大学医学部 5 年生に対する「喫煙」に関する意
識調査
○土屋 雅勇1, 渡部 多真紀1, 加藤 大貴1, 渡辺 茂和1,
齋藤 百枝美1, 細野 浩之1,2, 渡邊 真知子1,2, 山本 貴嗣3,
滝川 一3 （1帝京大薬, 2帝京大病院薬, 3帝京大内科）
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3月 26日（木）午後
PB会場　デザイン・クリエイティブセンター神戸　1F　

KIITOホール

薬学教育②

26PB-pm254 実務実習における中毒医療・危険ドラッグ関連への
取り組み
○深山 靖夫1, 足立 茂2, 木村 有揮1, 森 達也1, 近藤
直樹1, 千田 昌之1, 久保田 篤司1, 鈴木 義彦1 （1東京医
療センター薬, 2明治薬大 医療薬学教セ）

26PB-pm255 一般用医薬品販売に関する実務実習のあり方につい
て～実習生アンケートより～
○田沼 和紀1, 伊藤 大輔1, 沖田 敏1, 島村 智美1 （1カメ
ガヤ）

26PB-pm256 ドラッグストアの店頭を利用したセルフメディケー
ションに関する地域実習の成果
○澤田 康裕1,2,3, 横尾 洋3, 青木 孝裕3, 東風平 秀博3,
中嶋 明美3, 安部 恵3, 紅谷 歩3, 小松崎 康文3, 山村
重雄2, 本橋 勝1, 高田 智生1 （1ウエルシア薬局, 2城西国
際大, 3松戸市薬剤師会）

26PB-pm257 薬局実務実習における地域健康まつり参加体験の有
用性についての検討
○金澤 幸江1,2 （1ポプリ薬局, 2土浦薬剤師会）

26PB-pm258 実務実習生の習得度から見た外来化学療法実習プロ
グラムの有用性
○舘 知也1,2, 田中 和秀2, 後藤 千寿2, 大澤 友裕2, 堀
晃代2, 安田 昌宏2, 水井 貴詞2, 野口 義紘1, 寺町 ひ
とみ1 （1岐阜薬大, 2岐阜市民病院薬）

26PB-pm259 放射性医薬品調製に関する学生実習について
○五郎丸（新海） 美智子1, 清水 真紀1, 黒田 潤1, 西口
慶一1, 大林 雅彦1, 藤塚 一行2, 秋本 義雄1, 中浜 隆之1

（1東邦大薬, 2東京医大病院薬）

26PB-pm260 実習生に対するコーチングスキルを取り入れた糖尿
病療養指導ロールプレイング実習への取り組み
○小林 華南子1, 相良 英憲2, 佐田 賢二1, 仙波 昌三1

（1松山赤十字病院薬, 2松山大薬）

26PB-pm261 薬学実務実習における救急・災害医療教育の有用性
○安田 宗一郎1,2, 門脇 裕子1, 安田 公美子1, 前田 真
一郎1,2, 竹上 学1, 廣瀬 智也3, 嶋津 岳士3, 三輪 芳弘1

（1阪大病院薬, 2阪大院薬, 3阪大病院高度救命救急セ）

26PB-pm262 精神科病院における実務実習の質の向上を目的とし
た実習テキストの作成とその評価
○村野 哲雄1, 嶋村 寿2, 織田 裕子1, 前沢 優美1, 菊池
ゆかり1, 大脇 彩1, 瀧 文子1, 大谷 静香1, 熱海 紗百合1

（1井之頭病院, 2紫雲会横浜病院）

26PB-pm263 長期実務実習における病棟常駐実習の学習効果 ―薬
剤師としての資質に対する意識の変化―
○福嶋 知樹1, 丹沢 彩乃1, 内田 淳1, 松本 友香理1, 中
嶋 絵梨1, 寺松 剛1, 寺島 朝子1, 小口 敏夫1 （1山梨大病
院薬）

26PB-pm264 実践的能力をもつ薬剤師育成のための実習プログ
ラム
○小曳 恵里子1, 柴谷 直樹1, 奥貞 智1, 森本 茂文1, 橋
田 亨1,2 （1神戸市立医療センター中央市民病院薬, 2神
戸学院大院薬）

26PB-pm265 自発的な学びと解決する力を育む探究姿勢型レポー
トの導入 ～病院・薬局実務実習における検討～
○佐藤 智恵美1, 阿部 真治1, 山本 香織1, 東 満美1 （1徳
島大薬）

26PB-pm266 スマートフォンを活用したエッセンシャルドラック
修得システムの開発
○二瓶 裕之1, 中山 章1 （1北医療大薬）

26PB-pm267 実習生の理解を確認しながら行う病院実務実習の
試み
○渋谷 文則1, 江藤 壮志1, 須田 篤博1, 小久保 智裕1,
高橋 信1, 廣井 順子1 （1多摩北部医療センター薬剤科）

26PB-pm268 実務実習での基本的資質の到達度に関する薬学生の
自己評価
○黒野 俊介1, 守屋 友香1, 伊東 亜紀雄1, 山田 重行1,
長谷川 洋一1 （1名城大薬）

26PB-pm269 コーチングを取り入れた薬学実務実習生指導
○吉田 真貴子1, 佐藤 祐司1, 田坂 英久1, 鈴木 裕之1,
村井 ユリ子1,2, 眞野 成康1,2 （1東北大病院薬, 2東北大
院薬）

26PB-pm270 実務実習事前実習における学生の自信度の評価
○渡辺 茂和1, 村上 勲1, 渡部 多真紀1, 中村 英里1, 齋
藤 百枝美1, 土屋 雅勇1 （1帝京大薬）

26PB-pm271 実務実習事前実習の実施による学生の意識の変化
（第 2 報）
○若杉 昌輝1, 向井 潤一1, 牛久保 裕子1, 尾鳥 勝也1,
厚田 幸一郎1, 伊藤 智夫1 （1北里大薬 臨床薬学研究・
教育センター）

26PB-pm272 病院実務実習における学生の病院薬剤師業務に対す
る意識変化～希望就職先に関する調査を踏まえて～
○井口 智恵1,2, 伊藤 千裕1,2, 野島 浩幸1, 井上 岳1,2, 松
原 肇1,2 （1北里大薬, 2北里研病院薬）

26PB-pm273 薬局実務実習の状況調査
○菅野 敦之1, 山﨑 紀子1, 石井 文由1 （1明治薬大）

26PB-pm274S 各種ランダム割付手法が群間差に及ぼす影響
○池谷 怜1, 門田 佳子1, 赤沢 学1, 古澤 康秀1, 高田
宗典2, 益子 友恵2, 横堀 真2, 青木 敦2, 赤堀 眞2, 荒川
義弘2, 山崎 力2 （1明治薬大, 2東大病院臨床研究支援
センター）

26PB-pm275 判断基準別にみた麻疹・風疹抗体陽性者の割合の経
年推移．薬系大学・学部における課題．
○小野 真一1,3, 林 宏行2 （1日本大薬 臨床医学研究室,
2日本大薬 薬物治療学研究室, 3公立阿伎留医療セン
ター 神経内科）

26PB-pm276 アジア出身大学院学生を対象とした病院・製薬企業
インターンシップへの取り組みと成果
○龍 伸和1,2, 松原 利行1, 新山 雅夫1, 周 徳軍1, 徐 承
姫1, 酒口 弘光3, 高畑 英信4, 今中 常雄1, 細谷 健一1

（1富山大院薬, 2富山大病院薬, 3富山県立中央病院薬,
4市立砺波総合病院薬）

26PB-pm277 東北薬科大学における大学院生の臨床薬学研修につ
いて
○薄井 健介1,2, 鈴木 仁志2, 大河原 雄一1, 土屋 節夫1,2,
大野 勲1 （1東北薬大, 2東北薬大病院薬）

26PB-pm278 慶應義塾創立 150 年記念未来先導基金 慶應義塾大
学薬学部「国際医薬品開発と規制を先導する薬学人
材育成プログラム」
○漆原 尚巳1, 黒川 達夫1, 大江 知之1, 島根 純子1, 三
澤 日出巳1, 服部 豊1, 望月 眞弓1 （1慶應大薬）

26PB-pm279 地域薬剤師の課題探究・解決力育成を目的とした卒
後教育プログラム
○麓 伸太郎1, 岸川 直哉1, 中嶋 幹郎1, 塚元 和弘1, 川
上 茂1, 尾﨑 惠一1, 大脇 裕一1, 宮﨑 長一郎1, 田代
浩幸1, 天本 耕一郎1, 馬場 貞雄1, 町田 毅1, 西田 孝洋1

（1長崎大薬卒後教育セ）

26PB-pm280 注射薬無菌調製ならびに関連医療機器の取扱い手技
習得を支援する生涯学習教育の試み
○草野 歩1, 長谷川 哲也1, 西澤 健司1, 酒井 正博2, 加
藤 裕芳2, 井ノ口 岳洋3, 光永 義治4, 濱田 潤4, 石井
敏浩5 （1東邦大大森病院薬, 2東邦大大橋病院薬, 3日本
医大病院薬, 4千葉県済生会習志野病院薬, 5東邦大薬
臨床薬学研修センター）

26PB-pm281 宮城県病院薬剤師会フィジカルアセスメント研修の
成果と課題
○諸根 美恵子1,12, 伊藤 周平2,12, 太田 恵3,12, 岸川 幸
生1,12, 今野 耕英4,12, 鈴木 美穂3,12, 中井 啓5,12, 新沼
佑美6,12, 宮内 康夫7,12, 村井 ユリ子8,9,12, 中村 浩規10,12,
尾形 勉11,12, 眞野 成康8,9,12 （1東北薬大, 2仙台厚生病院
薬, 3東北労災病院薬, 4公立刈田病院薬, 5宮城県立こ
ども病院薬, 6広南病院薬, 7NTT東北病院薬, 8東北大
院薬, 9東北大病院薬, 10東北公済病院薬, 11仙台徳洲会
病院薬, 12宮城県病院薬剤師会）
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26PB-pm282 地域医療支援を目指した大学と薬剤師会、医師会の
連携-1・・在宅医療への参画を目指した薬剤師のた
めのフィジカルアセスメント研修・・
○世永 由里子1, 高山 信子1, 渡辺 達也1, 井手口 直子1,
清野 敏一1, 久保田 俊一郎1, 濃沼 政美1, 小川 達也2,
秋葉 良三2, 田村 一美2, 宇野 真二3, 渡辺 仁3, 溝口
雅康3, 桜井 英一3, 中村 均1, 安西 偕二郎1 （1帝京平成
大薬, 2中野区薬剤師会, 3中野区医師会）

26PB-pm283 地域医療支援を目指した大学と薬剤師会、医師会の
連携-2・・在宅医療への参画を目指した薬剤師のた
めの注射薬の無菌調製研修・・
○髙木 彰子1, 栗林 和美1, 山本 佳久1, 清野 敏一1, 濃
沼 政美1, 小串 興平1, 菅野 浩1, 小川 達也2, 秋葉 良三2,
田村 一美2, 宇野 真二3, 渡辺 仁3, 溝口 雅康3, 桜井
英一3, 中村 均1, 安西 偕二郎1 （1帝京平成大薬, 2中野
区薬剤師会, 3中野区医師会）

26PB-pm284 臨床判断研修会を受講した薬剤師のプライマリケア
に関する意識調査
○鈴木 千佳1, 亀井 大輔1, 木内 祐二1 （1昭和大薬）

26PB-pm285 薬剤師メディカルラリーを第 4 回まで開催した報告
とアンケート結果
○山口 勉1 （1ミドリの薬局）

26PB-pm286S ファーマシューティカル・コーチングと傾聴を取り
入れた薬剤師コミュニケーション技能の教育プログ
ラムの検討
○小林 神奈1, 高橋 由佳1, 朝比奈 真由美2, 杉山 宏之3,
大澤 光司4, 山下 純1 （1千葉大院薬, 2千葉大病院総合
医療教育研修セ, 3ミヤマ薬局, 4メディカルグリーン）

26PB-pm287 地域医療に貢献する臨床指導薬剤師の育成プログラ
ム＜ 3 年間の取り組みと有用性に関する報告＞
○山本 仁美1, 加藤 裕久1, 沼澤 聡1, 伊藤 克敏1, 赤川
圭子1, 亀井 大輔1, 半田 智子1, 大林 真幸1, 倉田 な
おみ1, 木内 祐二1, 山元 俊憲1 （1昭和大薬）

26PB-pm288 臨床指導薬剤師の育成プログラム（DI セミナー）に
おける医薬品情報スキルおよび学生指導に関する調
査 ―最終報告―
○半田 智子1, 加藤 裕久1, 山本 仁美1, 小島 隆嗣2 （1昭
和大薬, 2総合大雄会病院薬）

26PB-pm289S 卒前・卒後教育による創薬育薬医療スタッフの養成：
10 年間の変遷
○井出 和希1, 賀川 義之1, 石川 智久1, 山田 静雄1, 中
野 眞汎1, 南 智2, 望月 亜希子2, 生駒 洋子2, 豊岡 利正1,
野口 博司1, 山田 浩1,2 （1静岡県大院薬, 2静岡県立総合
病院）

26PB-pm290 新人薬剤師研修前後のアンケート調査による研修プ
ログラム改訂の効果
○阿部 真也1, 吉町 昌子1, 後藤 輝明1 （1ツルハ調剤運
営本部）

26PB-pm291 病棟薬剤業務のための知識・態度・技術の融合を目
指した研修プログラムの検討
○渡邊 努1, 上塚 朋子1, 前田 幹広1, 増原 慶壮1 （1聖マ
リアンナ医大病院薬）

26PB-pm292 薬剤師レジデントへ行ったオリエンテーションの
評価
○松本 明子1, 齋藤 智之1, 西郷 織江1, 岡田 美香1, 吉
野 裕梨佳1, 大村 奈央1, 大城 靖1, 荒川 隆太郎1, 丈達
泰史1 （1順天堂医院薬）

26PB-pm293 社内新人薬剤師研修会の取り組みと評価
○新井 亮1,2, 中山 今日子1,2, 金田 孝子1,2, 小嶌 隆寛1,2,
田村 浩1,2, 中島 裕子1,2 （1イオンリテール, 2H&BC商品
企画本部）

26PB-pm294 新人薬剤師育成記録からみえる 6 年制教育の分析
○藤崎 玲子1, 外川 陽子1, 飯塚 敏美1, 森 裕美子1, 前
田 正輝1, 堀口 雅巳1 （1望星薬局）

26PB-pm295 体験実験を通した医薬品の相互作用に関する啓蒙
活動
田代 卓哉1, ○原 瑞穂1, 本澤 忍1, 杉原 多公通1 （1新潟
薬大薬）

26PB-pm296S 薬学生による地域社会への情報発信　―明治薬科大
学附属薬局における「健康啓発活動の開催」―（2）
○寶川 千鶴1, 深野 顕人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）

26PB-pm297 地域医療をテーマとした薬学生対象フィールドワー
クの実施
○別生 伸太郎1, 松本 洋介2, 濱田 真向1, 倉本 敬二1,
安島 力2 （1東京薬大薬, 2くすりのマルト）

26PB-pm298 医薬品適正使用の啓発活動における高校生の意識
調査
○櫻田 大也1, 大野 智司2, 小林 江梨子1, 佐藤 信範1

（1千葉大院薬, 2千葉県立東葛飾高等学校）

26PB-pm299 中学校での薬の授業　～一般用医薬品を用いた実験
授業～
○熊澤 美裕紀1, 細川 真実2, 吉田 浩一郎1, 圓子 沙織1,
飯田 舞子1, 杉山 陽香1, 深沢 茉利子1, 山本 実可子1

（1明治薬大, 2薬樹）

26PB-pm300S 薬学生主体による薬剤師体験を通した薬育活動の児
童への有用性
○吉田 舞衣1, 馬宿 真実1, 一瀬 萌瑛1, 前川 奈美1, 高
嶋 弘樹1, 仲村 剛志1, 松本 裕1, 日高 玲於1, 小路 晃平1

（1日本薬学生連盟）

26PB-pm301S 日本薬学会第 4 回全国学生ワークショップ　報告と
考察 ＜第 1 日目＞
○河本 純平1, 真鍋 ひとみ2 （1摂南大薬, 2福岡大薬）

26PB-pm302S 日本薬学会第 4 回全国学生ワークショップ 報告と考
察 〈第 2 日目〉
○山田 梨愛1, 吉川 恵理2 （1松山大薬, 2静岡県大薬）

26PB-pm303 アンケート調査による薬学教育入学者選抜の検討と
資質評価の重要性
○小山 由美1, 草間-江口 國子1 （1日本大薬）

26PB-pm304 城西国際大学薬学部学生の学習動機と学習方略
○山村 重雄1, 澤田 康裕1,2, 竹平 理恵子1 （1城西国際
大薬, 2ウェルシア薬局）

26PB-pm305 金城学院大学薬学部における基礎薬学分野を中心と
した問題解決型学習でのポスター発表の導入
○小幡 由紀1, 奥村 典子1, 小崎 康子1, 千葉 拓1, 永津
明人1, 野田 康弘1, 渡邉 真一1, 大原 直樹1 （1金城学院
大薬）

26PB-pm306 薬学部海外研修におけるルーブリック評価の導入に
向けた検討
○阿蘓 寛明1, 森山 圭1, 末丸 克矢1, 塩田 澄子1, 須藤
鎮世1, 江川 孝1 （1就実大薬）

26PB-pm307 カリキュラム立案演習を通した教育能力と学習意欲
向上の試み
○曽根 知道1, 串畑 太郎1, 坂野 理絵1, 山本 祐実1, 安
原 智久1, 河野 武幸1 （1摂南大薬）

26PB-pm308 キャリア形成教育：「自己研鑽・参加型学習プログラ
ム」の実践とその評価
○栗尾 和佐子1, 小西 元美1, 中尾 晃幸1, 辻 琢己1, 奥
野 智久1, 邑田 裕子1, 稲冨 由香1, 山室 晶子1, 山本
祐美1, 西川 智恵1, 串畑 太郎1, 柳田 一夫1, 安原 智久1,
矢部 武士1, 河野 武幸1, 荻田 喜代一1, 曽根 知道1 （1摂
南大薬）

26PB-pm309 教育能力を養う支援活動における学生が得た気付き
とルーブリック評価の比較
○山本 祐実1, 栗尾 和佐子1, 西川 智絵1, 串畑 太郎1,
安原 智久1, 柳田 一夫1, 曽根 知道1 （1摂南大薬）

26PB-pm310 プロフェッショナリズム教育を確かなものにするグ
ループワークによる共有化の試み
○西川 智絵1, 串畑 太郎1, 須崎 宏子2, 平田 加奈1, 寺
島 魁1, 山本 祐実1, 栗尾 和佐子1, 安原 智久1, 曾根
知道1 （1摂南大薬, 2ミヤケ薬局）

26PB-pm311 早期体験学習の学修成果を決める薬局での臨床現場
に依存した見聞・体験
○串畑 太郎1, 小林 永美1, 山本 祐実1, 西川 智絵1, 栗
尾 和佐子1, 安原 智久1, 曽根 知道1 （1摂南大薬）
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26PB-pm312 ARCS 理論に基づく TBL－PBL ハイブリッド型統計
演習の成果
○安原 智久1, 串畑 太郎1, 米山 雅紀1, 曽根 知道1 （1摂
南大薬）

26PB-pm313 服薬指導・患者教育の実効性を薬剤師の自己評価と
患者の自己認識の比較から検討する試み
○西村 裕平1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 大上 直人2, 小
山 真奈江3, 福田 頼子4, 大津山 裕美子5, 曽根 知道1

（1摂南大薬, 2育星会カイセイ薬局, 3ファルコファーマ
シーズ, 4ファーコス, 5洛和会音羽記念病院）

26PB-pm314 学生の技能修得を支援する動画教材の作成と効果的
な使用方法の確立を目指した実証的研究
○脇田 繁1, 安原 智久1, 宮崎 珠美1, 門脇 弘季1, 小林
永美1, 澤 昇平1, 杉原 千佳1, 村上 大希1, 串畑 太郎1, 曾
根 知道1 （1摂南大薬）

26PB-pm315 チーム基盤型学習(TBL)において学生の意欲をかき
立てた要因についての研究
○小林 永美1, 安原 智久1, 小西 元美1, 串畑 太郎1, 曽
根 知道1 （1摂南大薬）

26PB-pm316 2 年生による実習支援プログラム（ピアサポート）
が 1 年生に与える効果
○村上 大希1, 曽根 和道1, 栗尾 和佐子1, 門脇 弘季1,
脇田 繁1, 杉原 千佳1, 串畑 太郎1, 安原 智久1 （1摂南大
薬）

26PB-pm317 基礎実験実習指導者教育としてのプレ実習ガイダン
スが教育意欲に与える影響
○門脇 弘季1, 曽根 知道1, 栗尾 和佐子1, 脇田 繁1, 杉
原 千佳1, 村上 大希1, 串畑 太郎1, 安原 智久1 （1摂南大
薬）

26PB-pm318 高知大学病院における新人薬剤師教育カリキュラム
の評価
○楠瀬 正彦1, 石田 七生1,2, 今井 顕子1, 上田 倫子1, 腰
山 しおり1, 片山 晃一1, 長﨑 志津1, 野村 政孝1, 森田
靖代1, 横田 淳子1, 宮村 充彦1,2 （1高知大病院薬, 2高知
大院医）

26PB-pm319 【演題取り下げ】

26PB-pm320 薬学生における薬剤師の職業イメージ－非医療従事
者との比較－
○伊原 千晶1, 三保 紀裕2 （1京都学園大人間文化学部,
2京都学園大経済学部）

26PB-pm321 薬剤師に期待される業務
○高氏 秀展1, 丸山 為美2, 荷合嶋 静香2, 後藤 圭一1

（1横浜南共済病院薬, 2横浜南共済病院看護部）

26PB-pm322 薬剤師-患者間のコミュニケーションに関する研究　
第 4 報　RIAS を用いたコミュニケーション分析：
シナリオの違いとコミュニケーションの関係
○仲山 千佳1,3, 木全 栞1, 加藤 文子2, 大嶋 耐之1, 新田
淳美3 （1金城学院大薬, 2愛知学院大薬, 3富山大院薬）

26PB-pm323 科研費助成による「6 年制薬学生のための「実用薬
学英語」教材の研究開発」最終報告
○堀内 正子1, 金子 利雄2, 竹内 典子3, 河野 円4, Eric
M. SKIER5 （1昭和薬大, 2日本大薬, 3明治薬大, 4明治
大, 5東京薬大薬）

26PB-pm324 薬学生の留学を支援する取り組み
○小林 文1, 板部 洋之1 （1昭和大薬）

26PB-pm325S 薬学生による生活習慣チェックシートを用いた服薬
指導の効果検証
○藤田 直希1, 井上 渉1, 菊池 千草1, 松永 民秀1, 鈴木
匡1 （1名市大院薬）

26PB-pm326 医療系学部生を対象とした Jefferson Scale of
Empathy Health Profession Students version (JSE-HPS)
日本語版の妥当性・信頼性の検討
○藤井 里可1, 小山 敏広2, 四宮 一昭2, 千堂 年昭3, 北
村 佳久3, 樋口 裕二4, 稲垣 正俊5, 片岡 仁美6, 林原
千夏4, 藤森 麻衣子7, 内富 庸介4 （1岡山大薬, 2岡山大
院医歯薬 臨床精神薬学講座, 3岡山大病院薬, 4岡山大
院医歯薬 生体制御科学専攻脳神経制御学講座, 5岡
山大病院 精神科神経科, 6岡山大院医歯薬 地域医療
人材育成講座, 7国立精神・神経医療研究センター 精
神保健研究所自殺予防総合対策センター）
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