28AB-am014

3 月 28 日（月） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
合成
28AB-am001

28AB-am002

28AB-am003

28AB-am004

フルオラス・タグを利用したシアル酸誘導体の合成
○池田 潔1, 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（1広島国際大薬）
新規 CMP-シアル酸誘導体の合成とシアル酸転移効
率の検討
○藤原 欄紫1, 小泉 亜未2, 尾形 慎2, 山中 隆史3, 大坪
忠宗1, 寺岡 文照1, 左 一八4, 池田 潔1（1広島国際大薬,
2
福島高専, 3競走馬総合研, 4会津大短）
新規デングウイルス感染阻害剤の合成（VI）
○川上 智恵子1, 春田 崇彰1, 寺岡 文照1, 大坪 忠宗1,
左 一八2, 池田 潔1（1広島国際大薬, 2会津大学短期大
学部食物栄養）
高感度な β グルコシダーゼイメージング剤の合成と
蛍光組織染色への応用
○大坪 忠宗1, 石井 亜実2, 南 彰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）

反応・反応機構
28AB-am005

2－アミノカルコンの転位反応を利用する one-pot イ
ンドール合成法の開発
○中村 光1, 田中 智士1, 高子 怜大1, 前川 智弘1, 三木
康義1（1近畿大薬）
28AB-am006 4-フルオロイソキサゾールの one-pot 合成および 4,4ジフルオロ-5-ヒドロキシイソキサゾリンの合成法の
開発
○佐藤 和之1, Graham SANDFORD2, 小西 由紀子1,
Marcus J. LANCASHIRE2, 樽井 敦1, 表 雅章1, 安藤 章1
（1摂南大薬, 2ダラム大）
28AB-am007 アルキンコバルト錯体を利用した新規含窒素中員環
合成
○高岸 帆奈美1, 水上 徳美1, 南雲 紳史2（1北海道薬大,
2
工学院大先進工）
28AB-am008S チタニウムヒドリドと亜鉛アート錯体を組み合わせ
た 2 級アミドの還元的アルキル化反応
我妻 弘基1, 佐藤 学1, ○板橋 優1, 岡野 健太郎1, 坂田
樹理1, 徳山 英利1（1東北大院薬）
28AB-am009S アルキニルアジリジンの 1,5-水素移動反応を鍵とす
る置換ピロリンの立体選択的合成
○水口 智貴1,2, 和田 文恵2, 中山 淳2, 難波 康祐2, 吉田
昌裕1（1徳島文理大薬, 2徳島大院薬）
28AB-am010 分子内アリル位 C-H アミノ化反応の立体選択性
○久世 恵梨子1, 八橋 有香里1, 松原 千夏1, 前川 紗
矢香1, 西川 泰弘1, 原 脩1（1名城大薬）
28AB-am011S 相間移動触媒を用いたマロン酸 α 位への不斉ベンゾ
イルオキシ化反応の開発
○佐藤 美帆1, 吉田 美由紀1, 金光 卓也1, 宮崎 倫子1,
永田 和弘1, 伊藤 喬1（1昭和大薬）
28AB-am012 新規な N-スルホニルピラゾール類、5-アミノ-1-ア
リールスルホニル-4-ピラゾリン-3-オン類の合成研究
○田川 義展1, 池田 飛鳥1（1福岡大薬）
28AB-am013 [2.2]パラシクロファン骨格を有する面不斉ホスフィ
ン‐フェノール触媒：[3+2]環化反応への適用
北垣 伸治1, ○川端 千晴1, 石川 明日菜1, 安達 早紀1,
兒玉 直子1, 中村 顕斗1, 武永 尚子1（1名城大薬）

3,5－ジベンジルオキシ－4－（2－メトキシニコチノ
イル）安息香酸エチルエステルの脱ベンジル反応の
研究
○広川 美視1, 川端 絢佳1, 曲田 拓司1, 前﨑 直容1（1大
阪大谷大薬）
28AB-am015S リサイクル型超原子価ヨウ素反応剤を用いたヘテロ
芳香族とアゾール類の環境調和型クロスカップリ
ング
森本 功治2, ○小川 亮輔1, 高橋 優介1, 土肥 寿文1, 北
泰行2（1立命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am016 キラルピリジルリン酸アミド触媒を用いる不斉ブロ
モラクトン化反応の開発
西川 泰弘1, ○濱本 裕太1, 佐藤 里佳1, 野本 万里名1,
原 脩1（1名城大薬）
28AB-am017 Darzens 縮合を用いた epoxy-γ-lactam 環の効率的合
成法の開発
○田中 耕作三世1, 小林 健一1, 古源 寛1（1明治薬大）
28AB-am018 ピリジンまたはキノリン誘導体と 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
○女川 起生1, 嶋 佑介1, 松尾 淳一1（1金沢大院医薬
保）
28AB-am019 Modified Pictet-Spengler 反応における N-Acyl 置換基
の効果
○北畠 道和1,2, 佐藤 怜利1, 水谷 聡1, 毛利 邦彦1, 堀口
よし江1（1昭和薬大, 2パーマケム・アジア）
28AB-am020S アレンの位置及び立体選択的ヒドロシアノ化とアル
カロイド合成への応用
○松本 光希1, 天児 由佳1, 荒井 秀1, 西田 篤司1（1千葉
大院薬）
28AB-am021 Reactivity and Regioselectivity of Ethyl
Benz[f]indole-2-carboxylate in Electrophilic Substitution
Reaction
○Nyo Mi SWE1, 湯澤 穣司1, 平野 喜香1, 金谷 貴行1,
渡辺 敏子1（1国際医福大薬）
28AB-am022 コバルト錯体を用いた連続環化反応の開発と中員環
サルタムの合成
○金田 京介1, 藤田 みすず1, 成瀬 李紗1, 浅水 駿充1
（1北海道薬大）
28AB-am023 金触媒を用いた共役ジインの連続環化反応による
1,7-縮環型インドールの構築
○吉田 勇介1, 直江 紗織1, 大石 真也1, 藤井 信孝1, 大
野 浩章1（1京大院薬）
28AB-am024 [3,3]-シグマトロピー転位を利用した 4 級炭素を有す
るジヒドロピロール類の合成
○武田 紀彦1, Tapas GHOSH1, 大田 裕介1, 上田 昌史1,
宮田 興子1（1神戸薬大）
28AB-am025S 環状酸無水物の不斉加メタノール分解を基盤とする
cis-テトラヒドロフタラジノン誘導体の合成
○仲村 明人1, 中尾 允泰1, 佐野 茂樹1（1徳島大院薬）
28AB-am026 スピロオキシインドール環合成におけるアミド窒素
上置換基の影響
○林 浩輔1, 佐藤 尚也1, 中島 麻有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）
28AB-am027 芳香族化合物の Friedel-Crafts 反応による中員環合成
○鈴木 佑里菜1, 菊地 愛1, 竹内 望帆1, 今井 幹典1, 南
雲 紳史2（1金城学院大薬, 2工学院大）
28AB-am028S SmI2 を用いたラジカルイプソ置換型反応の検討と天
然物合成への展開
○杉木 壮吉1, 岩﨑 宏樹1, 鈴木 健司1, 脇阪 友香1, 小
関 稔1, 小島 直人1, 山下 正行1（1京都薬大）
28AB-am029 SmI2 を用いた pyrrolophenanthridinone 骨格形成反応
の開発と誘導体合成
○中島 智世1, 岩﨑 宏樹1, 富永 真央1, 小関 稔1, 小島
直人1, 山下 正行1（1京都薬大）
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化学系薬学

化学系薬学（ポスター発表）

化学系薬学

28AB-am030S キラル受容体と酸の水素結合から成る超分子型複合
体を触媒とする不斉 Pictet-Spengler 反応
○山下 航平1, 半田 晋也1, 杉本 裕1（1東理大工）
28AB-am031 複素環融合型ジエンを用いた触媒的不斉 Diels-Alder
反応の開発と含窒素四環性骨格の合成
○中嶋 早紀1, 山田 航1, 森川 貴裕1, 原田 真至1,2, 西田
篤司1,2（1千葉大院薬, 2千葉大MCRC）
28AB-am032 パラジウム触媒下環化-カルボニル化反応による 3-フ
ランカルボン酸エステルの合成
○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）
28AB-am033S 新規含フッ素トリアゾリウム塩の創製と触媒的不斉
ラクトン化反応への応用
○Phuc Thien LE1, 喜屋武 龍二2, 佐藤 浩平2, 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）
28AB-am034 触媒量の鉄試薬を用いたビシクロラクタム合成
吉岡 英斗1, ○高橋 弘季1, 山崎 一朗1, 田中 涼介1, 甲
谷 繁1, 宮部 豪人1（1兵庫医療大薬）
28AB-am035 N-アルキニルフタルイミドの環開裂と環拡大反応に
よるベンズオキサゼピン骨格の構築
○南 英輝1, 末田 拓也1, 岡本 典子1, 柳田 玲子1（1広島
国際大薬）
28AB-am036S オルト置換アルキニルベンゼン誘導体の新規タンデ
ム型環化反応の開発
○金山 拓矢1, 田中 玲詩1, 南 英輝1, 末田 拓也1, 岡本
典子1, 柳田 玲子1（1広島国際大薬）
28AB-am037 ロジウム触媒を用いた 2-エチニルアニリン誘導体閉
環によるインドール-3-カルボキサミド類の合成
水上 玲穗1, 伊勢 悠見1, 來海 徹太郎1, ○稲本 浄文1
（1武庫川女大薬）
28AB-am038S 銅触媒を用いた分子内 C-H アミノ化による新規キサ
ンチン骨格構築法の開発
○清水 麻希1, 山内 彩樺1, 上田 紗希1, 岩本 真奈1, 西
内 亜理沙1, 來海 徹太郎1, 稲本 浄文1（1武庫川女大
薬）
28AB-am039 パラジウム触媒を用いた 4-ヒドロキシクマリンに対
する位置選択的官能基化反応の開発
○薬師寺 文華1, 内山 千尋1, 宮寺 友香里1, 原茂 正子1,
田口 晃弘1, 高山 健太郎1, 林 良雄1（1東京薬大薬）
28AB-am040 光学活性な 2α,2α-二置換インドールの新規合成法の
開発
○五江渕 祐太1, 春田 雄太郎1, 小林 健一1, 古源 寛1
（1明治薬大）
28AB-am041 二価パラジウム触媒を用いた（o-アルキニルフェニ
ル）
（メトキシメチル）スルフィドの不斉環化-二量
化反応の開発
○日下部 太一1, 彭 程1, 船渡川 実冬1, 根本 真衣1,
Daulat Dhage YOGESH1, 高橋 圭介1, 笹井 宏明2, 加藤
恵介1（1東邦大薬, 2阪大産研）
28AB-am042S 可視光と有機光触媒を用いるラジカル付加/環化反応
の開発
○河合 一樹1, 山口 友明1, 山口 英士1, 伊藤 彰近1（1岐
阜薬大）
28AB-am043S 二酸化硫黄等価体を用いるスルフィニル基の直接的
導入法の開発
○田中 寛康1, 小西 英之1, 眞鍋 敬1（1静岡県大薬）
28AB-am044 アリールアルキル置換プロパルギルエーテル類のヒ
ドロアリール化反応
○渡邊 瞭1, 津川 俊宏1, 福本 大輔1, 山野 由美子1, 和
田 昭盛1（1神戸薬大）
28AB-am045 アレニルエステルとメルカプトアルデヒドのタンデ
ム型チア-マイケル/アルドール反応
○戸口 宗尚1, 中尾 允泰1, 佐野 茂樹1（1徳島大院薬）
28AB-am046 ボロン酸エステルと各種酸化剤との反応
田代 卓哉1, ○桑原 玄樹1, 本澤 忍1, 杉原 多公通1（1新
潟薬大薬）

28AB-am047

28AB-am048S

28AB-am049S

28AB-am050S

28AB-am051

28AB-am052

28AB-am053S

28AB-am054

28AB-am055

28AB-am056S

28AB-am057

28AB-am058

28AB-am059

28AB-am060

28AB-am061

28AB-am062S

28AB-am063
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Construction of cis-fused hydrindane skeleton with a
lactone tether utilizing intramolecular Diels-Alder
reaction
○尹 樹強1, 高井 健司1, 湊 大志郎1, 杉本 健士1, 松谷
裕二1（1富山大院薬）
フラノエレモフィラン類合成に向けたフラニルアル
デヒドの立体選択的環化反応の開発
○岡本 彰太1, 藤川 隆光1, 高取 和彦1（1明治薬大）
アリールプロパルギルエーテルの不斉［2+2］環化
付加反応の開発
○森岡 享平1, 加藤 光貴2, 水口 智貴1,2, 中山 淳2, 難波
康祐2, 吉田 昌裕1（1徳島文理大薬, 2徳島大薬）
パラジウム触媒を用いたプロパルギルアルコールと
β-ジカルボニル化合物の環化反応
○江口 彩香1, 大野 祥子2, 水口 智貴1,2, 難波 康祐2, 吉
田 昌裕1（1徳島文理大薬, 2徳島大薬）
側鎖架橋ヘリカルペプチドの合成と不斉有機分子触
媒反応への応用
○上田 篤志1, 梅野 智大1, 土井 光暢2, 田中 正一1（1長
崎大院医歯薬, 2大阪薬大）
DPP-4 阻害薬シタグリプチンの合成を目的とした
α,β-不飽和カルボン酸の不斉アザマイケル付加反応
の開発
葉山 登1, ○西林 和也1, 小林 祐輔1, 竹本 佳司1（1京大
院薬）
キラルアミンの不斉 Michael 付加反応を基盤とした
不斉四級炭素の構築
○安田 成美1, 高野 稔来1, 水谷 英揮1, 久世 亜貴子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）
二元機能型トリペプチド有機分子触媒を用いた不斉
ディールズアルダー反応
○阿部 美保1, 若松 秀章1, 吉村 祐一1（1東北薬大）
クリック化学を指向したキサンテン誘導体とチオー
ル類の水中反応
吉岡 英斗1, ○湊 一航1, 後藤 祐弥1, 甲谷 繁1, 宮部
豪人1（1兵庫医療大学薬）
スカンジウムトリフラートを用いた効率的な D-フル
クトピラノシル化反応
○石川 順子1, 小泉 晶彦1, 山ノ井 孝1（1城西大薬）
マイクロフロー式配糖化を用いたオレアノール酸
C28 位糖鎖改変型サポニンの合成
○伊藤 慶一1, 白畑 辰弥1, 小西 成樹1, 吉田 有希1, 佐
藤 倫子1, 永井 隆之2, 清原 寛章2, 小林 義典1（1北里大
薬, 2北里生命科学研）
芳香族性チオール基による 8-メトキシグアニンの脱
メチル化反応
長船 愛未1, ○鈴木 雅代1,2, 川田 大周1, 森川 雅行1, 小
林 隆信1, 喜納 克仁1, 宮澤 宏1（1徳島文理大香川薬,
2
日本学術振興会特別研究員）
有機分子触媒を用いた有用天然物 Avermectin B2a の
位置選択的アシル化
○山田 健1,2, 鈴木 航2, 廣瀬 友靖1,2, 穂坂 美聡2, 古田
巧3, 上田 善弘3, 川端 猛夫3, 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, 3京大化研）
コバルト錯体を用いた不活性オレフィンの分子内ヒ
ドロアリール化反応
○阿野 卓哉1, 本間 皓1, 重久 浩樹1, 廣谷 功1（1武蔵野
大薬）
コバルト錯体を用いた不活性オレフィンの分子内ヒ
ドロアルコキシル化・ヒドロアシルオキシ化反応
○林 美希1, 大川 陽菜1, 重久 浩樹1, 廣谷 功1（1武蔵野
大薬）
水中で進行する Ru/C 触媒的 C-C 結合開裂反応
服部 倫弘1, ○大上 宏樹1, 市川 智大1, 澤間 喜成1, 門
口 泰也1, 佐治木 弘尚1（1岐阜薬大）
DHASI-Ni 錯体の触媒するブロモアレーンと第三級
アルキル Grignard 試薬のカップリング反応
○安藤 眞1, 馬渡 麻衣1, 松永 浩文1, 石塚 忠男1（1熊本
大院薬）

28AB-am064

28AB-am081S 二価パラジウムを用いた水中における触媒的 S-ベン
ジル化反応
○町野 有望1, 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）
28AB-am082 金(III)触媒を用いた水中でのメルカプト安息香酸の
S－ベンジル化反応
○氷川 英正1, 多田 彩夏1, 吉川 晶子1, 東屋 功1（1東邦
大薬）
28AB-am083S ポリマー担持型パラジウム触媒によるたマイクロ波
応用フロータイプ溝呂木－Heck 反応
○市川 智大1, 上田 舜1, 水野 将弘1, 澤間 善成1, 門口
泰也1, 佐治木 弘尚1（1岐阜薬大）
28AB-am084 塩基性樹脂が触媒する重水素化を伴うニトロアル
ドール反応
山田 強1, ○鍬田 麻里奈1, 門口 泰也1, 澤間 善成1, 佐
治木 弘尚1（1岐阜薬大）
28AB-am085S パラジウム炭素触媒的アセタール炭素－水素結合酸
化によるオルトエステル合成
澤間 善成1, ○安川 直樹1, 門口 泰也1, 佐治木 弘尚1
（1岐阜薬大）
28AB-am086 塩化鉄触媒的カルボン酸 2,4-DMPM エステルの自己
集積型脱保護法
澤間 善成1, ○本田 彬恵1, 増田 眞大1, 門口 泰也1, 佐
治木 弘尚1（1岐阜薬大）
28AB-am087 鉄触媒による多重連結芳香族群の位置選択的合成法
澤間 善成1, ○横山 裕紀1, 増田 眞大1, 門口 泰也1, 土
肥 寿文2, 北 泰行2, 佐治木 弘尚1（1岐阜薬大, 2立命館
大）
28AB-am088 THF 溶媒を用いた 2 層溶媒系加水分解反応における
リチウムカチオンの作用
○原田 侑美1, 山口 遥加1, 成田 慧未1, 林 一彦1（1金城
学院大薬）
28AB-am089 4π 電子環状反応による五員環合成と四置換炭素の
構築
○本間 榛花1, 竹田 拓矢1, 原田 真至1,2, 西田 篤司1,2
（1千葉大院薬, 2千葉大MCRC）
28AB-am090S Pd-DHTP 触媒を用いた塩化アレーンによる無置換イ
ンドールの C-3 位選択的 C-H アリール化
○佐宗 裕久1, 鈴木 康平1, 山口 深雪1, 眞鍋 敬1（1静岡
県大薬）
28AB-am091S 新規 π 共役系ヨードニウム塩の簡便合成法の開発
土肥 寿文1, ○小島 悠輔1, 水野 瀬里奈1, 北 泰行2（1立
命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am092 刺激応答性協同機能酸触媒としてのアゾベンゼンビ
スチオウレアの開発
○赤間 広夢1, 村田 大輔1, 今堀 龍志1（1東理大院総
化）
28AB-am093S キノンモノアセタールと環状 π 炭素求核種によるベ
ンゾフラン型縮環骨格の構築法
土肥 寿文1, ○高室 ひと穂1, 上田中 徹2, 北 泰行2（1立
命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am094S 超原子価ヨウ素反応剤を用いたフェノール類および
カテコール類と炭素求核剤との生成物選択的クロス
カップリング反応
森本 功治2, ○髙橋 優介1, 土肥 寿文1, 北 泰行2（1立命
館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am095S 高活性酸素架橋型超原子価ヨウ素触媒を用いたフェ
ノール類の水中酸化反応
土肥 寿文1, ○佐々 裕隆1, 上田 祥平1, 小関 大地1, 北
泰行2（1立命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am096S ジアリールヨードニウム塩の芳香環炭素における高
選択的カップリング反応
土肥 寿文1, ○中山 卓也1, 水野 瀬里奈1, 北 泰行2（1立
命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am097S 超原子価ヨウ素反応剤を用いるベンジル位 sp3C-H
結合メタルフリー官能基化反応
土肥 寿文1, ○岩崎 功祐1, 中山 卓也1, 森本 功治2, 北
泰行2（1立命館大薬, 2立命館大総研）
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ユビキタス金属の特性を活かした新たなクロスカッ
プリング反応の開発
○王 超1,2, 内山 真伸1,2（1東大院薬, 2理研）
28AB-am065 イナミドを基質とした Mizoroki-Heck 型反応
○若松 秀章1, 柳澤 里佳1, 木村 翔1, 大澤 直央1, 名取
良浩1, 吉村 祐一1（1東北薬大）
28AB-am066 自己集積型 Cr-サレン錯体の開発
○古賀 俊彦1, 今堀 龍志1,2（1東理大工, 2東理大院総合
化学）
28AB-am067 NHC-Pd 触媒を用いた芳香族ボレートカリウム塩の
ガーナーアルデヒドへの 1,2-付加
○井上 史稀1, 榎本 光伯1, 白井 隆一1（1同志社女大
薬）
28AB-am068 Synthesis of 3-Pyrrolidinecarboxylic Acids via
Enantioselective Organocatalytic Michael Addition of
Nitroalkanes to 4-Oxopent-2-Enoate Derivatives
○Feng YIN1, 田中 富士枝1（1沖縄科学技術大学院大
学）
28AB-am069S リン酸エステルを用いたアレノールからエンインの
合成法
浅井 彰太1, ○加藤 万帆1, 門口 泰也1, 佐治木 弘尚1,
澤間 善成1（1岐阜薬大）
28AB-am070 パクタマイシンの不斉合成を目的とした不斉アジリ
ジン化反応の開発
○吉村 諭1, 後藤 篤実1, 稲井 誠1, 浅川 倫宏1, 江木
正浩1, 菅 敏幸1（1静岡県大薬）
28AB-am071S 可視光増感型光触媒を用いたオレフィン類の直接的
メトキシカルボニル化反応の開発
○浅野 雄也1, 長澤 圭倫1, 山口 英士1, 伊藤 彰近1（1岐
阜薬大）
28AB-am072 Pd 触媒を用いた 1,5-アザスチボシンとエノン類の
Heck 型反応
○角沢 直紀1, 森永 隼1, 上田 真章1, 安池 修之2（1北陸
大薬, 2愛知学院大薬）
28AB-am073 トリエチルアミン三フッ化水素を用いた光学活性な
アジリジン誘導体の位置・立体選択的開環反応
○渡邊 慧乃1, 小原 智子1, 椎野 佳織1, 谷中 優子1,
佐々木 秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大・医薬研）
28AB-am074 ジフルオロエノール O-Boc エステルを用いた光学活
性なイミンに対するジアステレオ選択的付加反応の
検討
○平野 晃1, 種村 真央1, 池森 佳穂1, 服部 颯1, 佐々木
秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大）
28AB-am075 アミンの α 位へのジアステレオ選択的ホウ素化反応
の開発
○倉沢 真紀1, 山﨑 千愛1, 樋口 和宏1, 杉山 重夫1（1明
治薬大）
28AB-am076 アゾカルボン酸ジエチル合成時の各種アミン誘導体
の反応検討
○川久保 弘1, 大山 正義1, 梅原 伸匡1, 高野 兼輔1, 坂
本 洋平1, 齋藤 俊昭1（1日本薬大）
28AB-am077 チオニウム反応剤を用いたビアリール骨格構築法の
開発
○樋口 和宏1, 田子 卓宏1, 小久保 友祐1, 田湯 正法1,
川﨑 知己1, 杉山 重夫1（1明治薬大）
28AB-am078 マイクロ波照射による窒素原子上のジフェニルメチ
ル基の除去条件の検討
○岡部 貴之1, 山際 教之1, 須藤 豊1, 岩崎 源司1（1高崎
健康福祉大薬）
28AB-am079S NCS-Ph3P (2:1) 反応剤によるアルケンのジクロル化：
H2O の効果と反応機構
○名取 智基1, 北村 優太1, 水津 拓1, 赤井 周司1, 好光
健彦1（1阪大院薬）
28AB-am080 ルイス酸プロモートによる 2,3-ジアリール-2,3-ジヒ
ドロベンゾフラン誘導体の合成
○田村 雅史1, 近藤 正樹1, 肥田野 純一1, 黒田 陽子1
（1城西大薬）

28AB-am098

化学系薬学

o-キノジメタンの 8π 電子環状反応を利用した
Benzocyclooctadiene 合成法の開発
○國枝 一輝1, 田口 知世1, 加藤 信樹1, 梅澤 直樹1, 樋
口 恒彦1（1名市大院薬）
28AB-am099 共役ニトロアルケンを中間体としたタンデムニ段階
反応の構築
○齋藤 文香1, 西 彩香1, 峯野 知子1（1高崎健康福祉大
薬）
28AB-am100 ルイス酸触媒を用いたニトロアルケンの合成検討
○大関 結衣1, 北澤 知枝1, 峯野 知子1（1高崎健康福祉
大薬）
28AB-am101 クロラミン T とインジウムトリフラートによるアル
コール酸化の検討
○北澤 知枝1, 大関 結衣1, 中原 和秀1, 峯野 知子1（1高
崎健康福祉大薬）
28AB-am102 四塩化チタンを用いるイナミンとアルデヒドまたは
ケトンとの反応
○藪内 優斗1, 葛口 岳生1, 松尾 淳一1（1金沢大院医薬
保）
28AB-am103S 直接的触媒的不斉 Mannich 型反応による α-フルオ
ロ-β-アミノ酸誘導体の合成
○吉田 美咲1, 吉野 達彦2,3, 穴田 仁洋2, 松永 茂樹2,3
（1北大薬, 2北大院薬, 3ACT-C, JST）
28AB-am104 光増感により進行するラジカル環拡大反応の開発
○出口 真人1, 藤谷 明敏1, 山口 英士1, 伊藤 彰近1（1岐
阜薬大）
28AB-am105 7 員環含有 Wieland-Miescher ケトン誘導体における
新規骨格転位反応
○猪股 浩平1, 遠藤 泰之1（1東北薬大）
28AB-am106 環状有機ケイ素化合物の合成と有機合成反応への
応用
○腰塚 正佳1, 嶋田 修之1, 牧野 一石1（1北里大薬）
28AB-am107 アミンのギ酸塩を用いたアルキンの部分水素化反応
○西岡 弘美1, 鈴木 秀幸1, 佐藤 一求1, 竹内 靖雄1（1岡
山大院医歯薬）
28AB-am108 リパーゼ TL を用いたグリセロール誘導体の光学分
割反応
○大村 優実1, 大宮 寛子1, 池田 優衣1, 岡村 吏華1, 福
澤 早苗2, 矢野 玲子1, 一栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1
（1金城学院大薬, 2東京薬大薬）
28AB-am109S [5+2]付加環化反応による連続四級炭素をもつ 6-7 縮
環系二環性骨格の構築
中村 斐有1, ○川上 愛美1, 塚野 千尋1, 竹本 佳司1（1京
大院薬）
28AB-am110S 新規有機分子触媒を用いたアルキリデンマロン酸エ
ステルへの不斉共役付加反応の開発
河田 雅宏1, ○坂上 徹1, 中島 康介1, 平島 真一1, 古石
裕治1, 三浦 剛1（1東京薬大薬）
28AB-am111S アルキニルヨードニウム塩への求核種導入における
新規位置選択性制御
土肥 寿文1, ○水野 瀬里奈1, 小関 大地1, 北 泰行2（1立
命館大薬, 2立命館大総研）
28AB-am112S Sm(II)の誘起するシクロブチルケトンの 1,2-転位反応
の開発
○天道 健太1, 松永 和磨1, 渡邊 慎也1, 岸田 敦1, 長岡
博人1, 高取 和彦1（1明治薬大）
28AB-am113 水中で利用可能な固相有機ニトロキシルラジカル触
媒の開発
○濱本 博三1, 磯部 哉冴1, 松田 大和1, 塩入 孝之1, 松
儀 真人1（1名城大農）
28AB-am114 Pd(II)触媒によるメチレン sp3 炭素-水素結合活性化
を利用したシクロアルキルアミンの 3 位アリール化
とアルケニル化
○関 淳1, 髙橋 良昭1, 柴﨑 正勝1（1微化研）
28AB-am115 N-ヒドロキシアミン類を用いた Petasis 反応
○田子 雄海1, 小林 研一1, 樋口 和宏1, 杉山 重夫1（1明
治薬大）
28AB-am116 ペントースとフェニルボロン酸類との Petasis 反応
○河内 晃樹1, 小林 研一1, 新井 裕一1, 田中 翔太1, 樋
口 和宏1, 杉山 重夫1（1明治薬大）

28AB-am117

ジヒドロキシアセトンを用いた Petasis 反応の反応
経路
○杉山 重夫1, 趙 成勛1, 藤澤 司1, 小林 研一1, 野地
匡裕1（1明治薬大）
28AB-am118 ニッケル／塩化亜鉛触媒によるエノン、アルキン、
ビニルシクロプロパンのドミノカップリングの理論
化学的研究
○池田 慎一1, 坂崎 美香1, 白井 直洋1（1名市大院薬）
28AB-am119 1,2-ビスセレノアルカンを用いた位置および立体選
択的脱離反応とその計算化学的考察
多羅尾 あさみ1, ○仁木 亜弥1, 駒川 晋輔2, 萬代 咲1,
有光 健治1, 内本 ひとみ1, 川崎 郁勇1, 山口 健太郎2,
西出 喜代治1（1武庫川女大薬, 2徳島文理大香川薬）
28AB-am120 水溶性抗酸化物質による水溶化 DPPH ラジカル消去
速度に及ぼす pH の効果
○中西 郁夫1, 大久保 敬2,3,4, 福住 俊一2,3,4,5, 小澤 俊
彦6, 松本 謙一郎1（1放医研重粒子医科学セ, 2阪大院
工, 3JST-ALCA, SENTAN, 4梨花女子大, 5名城大理工,
6
昭和薬大）
28AB-am121S 顕わに溶媒分子を考慮した溶媒効果に基づく環状付
加反応の理論的研究
○山本 雄大1, 松尾 直也1, 高木 晃2, 井川 貴詞2, 赤井
周司2, 常盤 広明1,3（1立教大・理, 2阪大院薬, 3立教大・
未来分子研究セ）

構造と物性・分子認識・その他
28AB-am122

近赤外光を吸収する人工 ChR2 作製を指向したイン
ドリン含有発色団の開発
沖津 貴志1, ○水谷 卓史1, 山野 由美子1, 和田 昭盛1
（1神戸薬大）
28AB-am123 メゾアリール‐ベータアルキルハイブリッド型環拡
張ポルフィリンの合成とその物性
○米田 友貴1, 星野 忠次1, 根矢 三郎1（1千葉大院薬）
28AB-am124S 新規 4,4’:2’,4”-Terthiazole 誘導体の合成と DNA 切断
活性
後藤 遼太郎1, 矢野 安樹子1, 河合 亜里紗1, ○平野
佑輔1, 桑原 佐和子1, 瀧本 竜哉1, 佐々木 秀明1（1神戸
学院大薬）
28AB-am125 レベッカマイシン誘導体の合成と立体構造の解析
○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）
28AB-am126S 7-ヒドロキシキノリニウム型ケージド基の創製研究：
キノリンの N－アルキル化による高度化
○二位 明崇1, 山口 竣2, 佐藤 浩平2, 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）
28AB-am127 海洋性ポリケチド Trichodermatide A の構造改訂
○菊池 陽媛1, 鈴木 毅史1, 重久 浩樹1, 廣谷 功1（1武蔵
野大薬）
28AB-am128 二次構造制御に基づく抗菌ペプチドフォルダマーの
開発
○小澤 佑斗1, 出水 庸介1, 三澤 隆史1, 菊池 裕1, 栗原
正明1（1国立衛研）
28AB-am129 ヒトカルシトニン二量体モデルにおける凝集性及び
繊維形態の評価
○川島 浩之1, 片山 萌衣1, 吉田 凌太1, 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）
28AB-am130 側鎖にジメトキシ基を有する 5 員環状 α,α-ジ置換ア
ミノ酸含有ペプチドの合成と二次構造解析
○福元 江里子1, 上田 篤志1, 大庭 誠1, 田中 正一1（1長
崎大院医歯薬）
28AB-am131 ヒトプリオンタンパク質（hPrP）C-末端領域由来フ
ラグメントペプチドの構造変化と分子間相互作用の
検討
○坂口 裕子1, 小嶋 絢1, 豊田 英尚1, 谷口 将済2, 小西
元美2, 秋澤 俊史2（1立命館大薬, 2摂南大薬）
28AB-am132 再利用可能な化学反応剤の開発を指向した m-カルバ
ボラニル水銀塩の物質解析研究
○久米 あかね1, 山崎 直人1, 三間 靖子1, 川上 隆茂1,
葛西 祐介1, 山本 博文1, 今川 洋1（1徳島文理大薬）
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28AB-am133

28AB-am150

α-シクロデキストリン-2-O-ジスルホナートのモノエ
ポキシ化を経由するヘテロ修飾 α-シクロデキストリ
ンの合成
○福留 誠1, 吉川 一規2, 藤田 佳平衛2, 袁 徳其1（1神戸
学院大薬, 2長崎大院医歯薬）
28AB-am151 光アフィニティーラベル法による LeX 型糖鎖の機能
解明を志向した分子ツールの開発
○大塚 功1, 定金 豊2, 羽田 紀康3, 渥美 聡孝1, 垣内
信子1（1九州保福大薬, 2鈴鹿医療大薬, 3慶應大薬）
28AB-am152 デアザグアニン誘導体を持つ PNA 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1, 橘高 敦史1（1帝京大薬, 2名古屋大
ITbM, 3工学院大工, 4国立衛研）
28AB-am153 細胞中検出を目指した 8-oxoGTP 特異的認識分子の
開発
○渕 靖史1, 福田 高志1, 佐々木 茂貴1（1九大院薬）
28AB-am154 近赤外蛍光金属イオンプローブの金属イオンに対す
る蛍光応答
○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）
28AB-am155 茶ガレート型カテキン類を用いたプロリン残基を含
むジケトピペラジン類の不斉認識
○藤岡 侑祐1, 川本 晴香1, 冨士野 覚1, 横田 留奈1, 竹
本 壮志1, 堤 広之1, 石津 隆1（1福山大薬）
28AB-am156 茶ガレート型カテキン類を用いた種々のヘテロ環化
合物の水中からの分子捕捉
○冨士野 覚1, 川本 晴香1, 藤岡 侑祐1, 横田 留奈1, 堤
広之1, 石津 隆1（1福山大薬）
28AB-am157S N-アシルアゾール類の安定性と立体構造の解明
○高橋 由佳1, 嘉山 奨1, 若松 真太朗1, 田畑 英嗣1, 忍
足 鉄太1, 大和田 智彦2, 夏苅 英昭1, 高橋 秀依1（1帝京
大薬, 2東大院薬）
28AB-am158S 5H -Dibenz[b,f ]azepine の N-ベンゾイル化によるコン
ホメーションの制御
○金瀬 薫1, 嘉山 奨1, 喜田 次郎1, 國吉 眞以1, 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）
28AB-am159S 循環型マイクロフローシステムを利用した環状テト
ラペプチドの効率的合成法の開発
○齋藤 知1, 大石 真也1, 小林 由佳1, 三須 良介1, 大野
浩章1, 藤井 信孝1（1京大院薬）
28AB-am160 塩素原子欠乏型 pericosine E 類縁体の合成
水木 晃治1, ○杉本 雄哉1, 仲宗根 千佳1, 米山 弘樹1,
春沢 信哉1, 宇佐美 吉英1（1大阪薬大）
28AB-am161 RNA 修飾のためのグルコサミンダイマーの合成
○傍嶋 孝明1, 柴田 綾1, 溝口 真帆代1, 喜多村 徳昭1,
池田 将1,2, 北出 幸夫1,2（1岐阜大院工, 2岐阜大院連合
創薬）
28AB-am162 RNA 修飾のためのマルチバレントな N-アセチルグ
ルコサミンアナログの合成
○高橋 哲也1, 柴田 綾1, 喜多村 徳昭1, 池田 将1,2, 北出
幸夫1,2（1岐阜大院工, 2岐阜大院連合創薬）
28AB-am163S 新規遺伝子発現抑制デバイス iRed の開発と完全化
学合成に向けた検討
○高橋 知樹1, 田良島 典子1, 御牧 夕希子1, 南川 典昭1
（1徳島大薬）
28AB-am164 ドッキングスタディを用いた PAZ ドメイン高親和性
分子の探索と機能性評価
○近藤 和仁1, Mahmoud KANDEEL1, 喜多村 徳昭1, 北
出 幸夫1,2（1岐阜大院工, 2岐阜大院連合創薬）

ケミカルバイオロジー
28AB-am165

28AB-am166
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エストロゲン受容体分解誘導ペプチドの創製
○出水 庸介1, 大岡 伸通1, 三澤 隆史1, 内藤 幹彦1, 栗
原 正明1（1国立衛研）
細胞選択的膜透過性ペプチドのレトロインバーソ体
の合成と活性評価
○國安 明彦1, 今泉 友理1, 牧瀬 正樹1（1崇城大薬）

化学系薬学

有機化合物のためのヨウ素 127-NMR 同定法
○加川 夏子1,2, 鈴木 優章1,3, 小暮 紀行1, 當銘 一文1
（1千葉大院薬, 2千葉大環健FSC, 3島根大院総理）
28AB-am134S 高度に分極した push-pull アルケンの構造化学
矢内 光1, ○鈴木 琢己1, 土橋 保夫1, 阿久津 裕士1, 中
島 康介1, 三浦 剛1, 松本 隆司1（1東京薬大薬）
28AB-am135S 新規炭素-窒素軸不斉アミンの創製と構造特性
○森澤 龍一1, 大林 竜太1, 滝本 裕也1, 北川 理1（1芝浦
工大工）
28AB-am136 凝集誘起発光特性（AIE）を示す新規芳香族スルホ
ンアミドの合成および構造解析
○吉川 晶子1, 佐藤 菜月1, 原 愛美1, 前埜 伊沙恵1, 氷
川 英正1, 東屋 功1（1東邦大薬）
28AB-am137 フェニル-パーフルオロフェニル相互作用を利用した
ウレア、アミド化合物の構造解析
○飯田 愛菜1, 永田 理乃1, 山崎 龍1, 伊藤 愛1, 枡 飛
雄真2, 棚谷 綾3, 影近 弘之4, 岡本 巌1（1昭和薬大, 2千
葉大共用機器セ, 3お茶大院理, 4東京医歯大生材研）
28AB-am138 芳香族第三級アミドのシス型優先性を利用したブ
ロック分子の合成および構造解析
○齋藤 裕喜1, 佐竹 美紗1, 桝 飛雄真2, 吉川 晶子1, 氷
川 英正1, 東屋 功1（1東邦大薬, 2千葉大共用機器セ）
28AB-am139S ピリミジンを有する N-アルキルピリジン-2,6-ジカル
ボン酸アミドの不斉結晶化
○濱松 朱音1, 伊藤 愛1, 佐久間 優子1, 廣瀬 良嗣1, 山
﨑 龍1, 桝 飛雄真2, 東屋 功3, 岡本 巌1（1昭和薬大, 2千
葉大共用機器セ, 3東邦大薬）
28AB-am140 含フッ素蛍光性有機化合物の合成と利用
○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）
28AB-am141S O-アシル蛍光性セラミド誘導体の合成と細胞膜透
過性
○渡部 央1, 王 亜賓1, 長坂 伸夫1, 橋本 直宏1, 中村
浩之1, 村山 俊彦1, 西田 篤司1,2（1千葉大院薬, 2千葉大
MCRC）
28AB-am142 ドッキングシミュレーションを利用した新規 LPS 阻
害剤の活性発現機構解明研究
○坂本 京平1, 神農 麻里奈1, 山崎 直人1, 中野 真代1,
高橋 宏暢1, 土門 久哲2, 小田 真隆1,2, 寺尾 豊2, 葛西
祐介1, 山本 博文1, 今川 洋1（1徳島文理大薬, 2新潟大
医歯学）
28AB-am143S 二点配位型亜鉛ポルフィリン二量体を用いた光学活
性エポキシドの非破壊的絶対配置決定
○武田 詩織1, 林 賢1, 野地 匡裕1, 高波 利克1（1明治薬
大）
28AB-am144S ポルフィリン二量体をホスト分子として用いた光学
活性モノアミンの絶対配置決定
○石坂 優季1, 林 賢1, 野地 匡裕1, 高波 利克1（1明治薬
大）
28AB-am145S イリジウム触媒によるポルフィリン環 β 位へのシリ
ル基導入反応
○杉田 典昭1, 柴田 真司1, 林 賢1, 野地 匡裕1, 高取
和彦1, 高波 利克1（1明治薬大）
28AB-am146 ドキソルビシン輸送キャリア分子としての C-グルコ
シド結合型 β-シクロデキストリン誘導体の合成、構
造解析と評価
○山ノ井 孝1, 小田 慶喜2, 鬘谷 要3, 服部 憲治郎4（1城
西大薬, 2東海大研究推進部, 3和洋女大, 4ナノデックス）
28AB-am147S エチレンウレア-キャップド α-シクロデキストリンの
合成と分子認識能
○冨永 達朗1, 古賀 和隆2, 福留 誠1, 袁 德其1（1神戸学
院大薬, 2第一薬大）
28AB-am148S One-pot 反応による β-シクロデキストリン二級水酸
基側の位置特異的ヘテロ二官能化
○安永 瞬1, 福留 誠1, 古賀 和隆2, 袁 德其1（1神戸学院
大薬, 2第一薬大）
28AB-am149S 多修飾シクロデキストリンの開環によるゲスト分子
放出
○福田 昂輝1, 福留 誠1, 西野 裕也1, 中橋 一馬1, 袁
徳其1（1神戸学院大薬）

化学系薬学

28AB-am167S ワンステップ ORL-1 受容体結合実験確立のためのペ
プチド性 FRET プローブの開発
○杉野 千尋1, 河野 奨1, 安保 明博2, 白木 孝1, 中井
裕士1（1姫路獨協大薬, 2東北薬大）
28AB-am168S アジドフタルイミドを発蛍光性光反応基とする新規
アフィニティーラベル化法の開発
○千葉 幸介1, 橋本 祐一1, 山口 卓男1（1東大分生研）
28AB-am169 有機化学反応を利用したヒストンメチル化酵素活性
検出法の開発
○岡崎 優祐1, 平野 智也1, 森 修一1, 藤原 敬士1, 高口
明日香1, 影近 弘之1（1医科歯科大生材研）
28AB-am170S ヘテロ環を有する rocaglamide 誘導体の合成と活性
評価
荒井 緑1, ○田中 優貴1, 小藤 悠貴1, 石橋 正己1（1千葉
大院薬）
28AB-am171S GSTP1 選択的活性検出蛍光プローブの開発
○森 雅矢1, 藤川 雄太1, 澤根 芽依1, 佐藤 志保1, 井上
英史1（1東京薬大生命）
28AB-am172S 生細胞における酸性小胞の pH 測定が可能な蛍光寿
命イメージングプローブの開発
○國府田 絹子1, 神谷 真子1,3, 浦野 泰照1,2,4（1東大院
医, 2東大院薬, 3JSTさきがけ, 4AMED CREST）
28AB-am173 チオアミドとスルホニルアジドを用いる新規クリッ
ク型反応
○山本 恭子1, 千葉 順哉1, Aswad MUHAMMAD1, 高
橋 惇1, 畑中 保丸1, 友廣 岳則1（1富山大院薬）
28AB-am174 フェニルグリオキサールの反応性に基づいたシトル
リン検出蛍光プローブの開発
○山内 啓雅1, 川口 充康1, 家田 直弥1, 中川 秀彦1（1名
市大院薬）
28AB-am175 蛍光型ホウ素センサーによる生細胞中のホウ素薬剤
の可視化
○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BNCT研セ）
28AB-am176S 非対称 Si ローダミン蛍光色素群の開発とレシオ型
pH プローブへの応用
○鏡味 優1,4, 花岡 健二郎1, 長野 哲雄2, 浦野 泰照1,3,4
（1東大院薬, 2東大創薬機構, 3東大院医, 4AMED
CREST）
28AB-am177S 黄緑色光で制御可能な NO ドナーの合成、評価と血
管弛緩の光制御
○奥野 華1, 家田 直弥1, 堀田 祐志1, 川口 充康1, 木村
和哲1, 中川 秀彦1（1名市大院薬）
28AB-am178 HER2 の細胞内取り込み作用薬の探索を実現するハ
イスループットスクリーニング手法
○浅沼 大祐1, 伊佐 真幸1, 並木 繁行1, 熊谷 和夫2, 小
島 宏建2, 岡部 隆義2, 長野 哲雄2, 廣瀬 謙造1（1東大院
医, 2東大創薬機構）
28AB-am179 新規近赤外蛍光 BRET アクセプターの開発
○向峯 あかり1, 奥田 健介1, 平山 祐1, 永澤 秀子1（1岐
阜薬大）
28AB-am180 新規クマリン型光制御 HNO ドナーの設計・合成と
細胞応用
○谷 卓磨1, 川口 充康2, 家田 直弥2, 中川 秀彦2（1名市
大薬, 2名市大院薬）
28AB-am181S アクリドン骨格を基盤とした光解除型 H2S ドナーの
開発
○下屋 圭佑1, 川口 充康2, 家田 直弥2, 中川 秀彦2（1名
市大薬, 2名市大院薬）
28AB-am182 エステル開裂反応を利用した細胞内 GSTP1 活性の
可視化
○吉川 万な実1, 藤川 雄太1, 森 雅矢1, 上村 瑞1, 井上
英史1（1東京薬大生命）
28AB-am183S 化合物による COMT 賦活化機構の検討―平衡透析
による検討―
○髙橋 慶伍1, 鈴木 光一1, 渡邉 凌1, 板倉 利典1, 歌川
将之1, 栗城 知葉1, 佐藤 知幸1, 髙宮 知子1, 飯島 洋1
（1日本大薬）

28AB-am184S 化合物による COMT 賦活化機構の検討―理論的
検討―
○鈴木 光一1, 髙橋 慶伍1, 渡邉 凌1, 板倉 利典1, 歌川
将之1, 栗城 知葉1, 佐藤 知幸1, 丹羽 典朗1, 髙宮 知子1,
飯島 洋1（1日本大薬）

医薬品設計
28AB-am185

28AB-am186

28AB-am187

28AB-am188

28AB-am189

28AB-am190

28AB-am191

28AB-am192

28AB-am193

28AB-am194

28AB-am195

28AB-am196
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プロドラッグ型核酸医薬に有用な生分解性保護基の
開発
○小野 晶1, 近藤 一彦1, 日吉 祐貴1, 實吉 尚郎1（1神奈
川大工）
核内受容体リガンドを指向した 1,3,5-トリアジン誘
導体の設計と構造展開
○海東 和麻1, 谷内出 友美1, 中津 亜紀2, 森 修一2, 橋
本 祐一1, 影近 弘之2, 藤井 晋也1,2（1東大分生研, 2医科
歯科大生材研）
エストロゲン受容体分解活性を有するラロキシフェ
ン誘導体の開発
○正田 卓司1, 加藤 雅士1,2, 藤里 卓磨1,2, 三澤 隆史1,
出水 庸介1, 井上 英史2, 内藤 幹彦1, 栗原 正明1,3（1国
立衛研, 2東京薬大生命, 3東工大院生命理工）
2-クロル炭素環オキセタノシン A (COA-Cl) の新規
2-置換型類縁体の合成とその血管新生促進作用
○榊原 紀和1, 五十嵐 淳介2, 高田 麻紀2, 小西 良士2,
鈴江 奈月1, 加藤 善久1, 丸山 徳見1, 塚本 郁子2（1徳島
文理大香川薬, 2香川大医）
IPPAM 活性を有する光学活性テトラゾール誘導体合
成と絶対配置決定
○山本 倖暉1, 鈴木 聡文2, 今村 理世2, 岡部 隆義2, 長
野 哲雄2, 宮地 弘幸1（1岡山大院医歯薬, 2東大院薬・創
薬機構）
Aβ の C 末端モチーフを含有したトロロックス誘導
体による Aβ の細胞毒性および酸化ストレスの抑制
○荒井 卓也1,2, 大野 彰子3, 森 一憲2, 柿澤 多惠子3, 石
田 誠一3, 桑田 浩2, 小澤 俊彦4, 原 俊太郎2, 柴沼 質子2,
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, 4昭和薬大）
新規抗動脈硬化用剤としての D-47 の研究開発
○小川 和男1, 岡本 育子1, 赤木 正明1, 通 元夫1, 角田
鉄人1, 佐田 政隆2, 中屋 豊2（1徳島文理大学薬, 2徳島
大医歯薬）
神経突起伸展促進活性を有する新規ネオビブサニン
誘導体の設計と合成
○栁本 剛志1, 柳井 翠1, 小松 加奈1, 杉本 実希子1, 山
口 仁美1, 清水 奈津美1, 岸本 卓1, 高岸 照久1, 葛西
祐介1, 松井 敦聡1, 久保 美和1, 山本 博文1, 永浜 政博1,
赤木 正明1, 福山 愛保1, 今川 洋1（1徳島文理大薬）
腹圧性尿失禁治療薬（5-HT2C 受容体作動薬）の
探索
○松村 雄輝1, 菊地 司1, 鈴木 紳也1, 岡野 翼1, 清水 な
つみ1, 小林 良輔1, 晴山 菜菜1, 八木 麻衣1, 吉澤 良隆1,
佐藤 優介1, 林 亮司1（1東レ医薬研究所）
DGAT-1 阻害剤のデザイン、合成、及び活性評価
○松下 航平1, 平野 遼太郎1, 森 若菜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）
新規ツインドラッグ型ヒダントイン誘導体の創製と
抗菌活性
古舘 信1, 藤崎 文子1, ○鶴 伶香1, 江嶋 亜由美1, 権藤
寿明1, 後藤 早穂1, 伊藤 弥紀1, 中村 茉樹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）
新規ツインドラッグ型 C2-対称性ボロン酸誘導体の
合成と生物活性
古舘 信1, ○江嶋 亜由美1, 鶴 伶香1, 権藤 寿明1, 後藤
早穂1, 赤穂 健太1, 藤井 早耶1, 奥村 有理沙1, 戸塚 あ
ゆみ1, 横溝 和美2, 周 建融2, 稲生 寛2, 小野 裕太郎2, 鹿
志毛 信広1, 見明 史雄1, 須本 國弘1（1福岡大薬, 2崇城
大薬）

28AB-am197

合成医薬品
28AB-am207S エストラジオールを用いた α-GlcNAc 誘導体の合成
と、そのピロリ菌に対する増殖阻害活性作用
○蓮見 悠介1, 小泉 晶彦1, 中山 淳2, 山ノ井 孝1（1城西
大薬, 2信州大院医）
28AB-am208 5 位に置換基を持つ N-アシル-1-ベンゾアゼピン誘導
体の立体化学とバソプレシン受容体拮抗作用
○田畑 英嗣1, 米田 哲也1, 田坂 友彦2, 忍足 鉄太1, 高
橋 秀依1, 夏苅 英昭1（1帝京大薬, 2アフィニティサイ
エンス）

28AB-am209S Suberene 環部を修飾した Cyproheptadine 誘導体の合
成と Set7/9 に対する阻害活性評価
○平野 道丈1, 平野 智也1, 藤原 敬士1, 大平 香澄1, 伊
藤 昭博2, 吉田 稔2, 影近 弘之1（1医科歯科大生材研,
2
理研）
28AB-am210S HIV 逆転写酵素阻害剤アルケニルジアリールメタン
類におけるエステル等価体の系統的評価
○星 絢子1, 坂本 武史1, 髙山 淳1, 玄 美燕1, 岡﨑 真理1,
Tracy L. HARTMAN2, Robert W. BUCKHEIT JR.2,
Christophe PANNECOUQUE3, Mark CUSHMAN4（1城
西大薬, 2ImQuest BioSciences, 3Katholieke Universiteit
Leuven, 4Purdue University）
28AB-am211 新規アトルバスタチンプロドラッグの合成と評価
○坂本 圭1, 溝井 健太1, 高橋 正人1, 巾 正美1, 細川
正清1（1千葉科学大薬）

天然物・生体由来医薬品
28AB-am212

転写因子 HIF-1α をターゲットとする新規アシルドー
パミンの合成
○松本 洋太郎1,2, 溝越 怜1, 本谷 小佑里1, 伊藤 昭博3,
橘高 敦史1（1帝京大薬, 2東北大院薬, 3理研・環境資源
科学）
28AB-am213 25-ヒドロキシビタミン D3 ラクトン代謝産物と異性
体の合成研究
○樋口 恵理香1, 杉山 亨1, 高野 真史1, 上杉 志成2, 橘
高 敦史1（1帝京大薬, 2京大物質-細胞統合システム拠
点）
28AB-am214 2α-[2-(テトラゾール-2-イル)エチル]-1α,25(OH)2-ビタ
ミン D3 代謝物の同定
○高野 真史1, 安田 佳織2, 榊 利之2, 橘高 敦史1（1帝京
大薬, 2富山県大工）
28AB-am215 22-ヒドロキシ-2-メチリデン-19,23,24,25,26,27-ヘキサ
ノルビタミン D3 と異性体の合成
○川越 文裕1,2, 高野 真史1, 松本 洋太郎1,3, 杉山 亨1,
上杉 志成2,4, 橘高 敦史1,2（1帝京大薬, 2AMED-CREST,
AMED, 3東北大院薬, 4京大物質-細胞統合システム拠
点）
28AB-am216 薬用植物スクリーニングプロジェクトについて
○渕野 裕之1, 河上 仁美1, 川原 信夫1（1医薬健栄研薬
植セ）
28AB-am217 Studies on FVIIa-sTF inhibitors in toxic Microcystis
cyanobacteria using LC-MS technique
Andrea Roxanne Jocsing ANAS1, 中島 杏奈1, 成瀬 知
明紀1, 刀根 実音華1, 明壁 博彦1, ○鈴木 英次1, 原田
健一1（1名城大薬）
28AB-am218 新規レニエラマイシン海洋天然物のシスプラチン耐
性株に対する効果
○豊嶋 涼子1, 鈴木 俊宏1, 齋藤 直樹1（1明治薬大）
28AB-am219 ジヒドロクルクミンの合成
○田中 紀帆1, 榎本 光伯1, 山本 育由1, 白井 隆一1（1同
志社女大薬）
28AB-am220 低酸素環境選択的増殖阻害物質 dictyoceratin 類の構
造活性相関と in vivo 抗腫瘍活性
住井 裕司1, ○古徳 直之1, 福田 昭典1, 河内 崇志1, 荒
井 雅吉1, 小林 資正1（1阪大院薬）
28AB-am221S DNA トポイソメラーゼⅡ型阻害剤とヒストン脱アセ
チル化酵素阻害剤とのハイブリッド化合物の合成と
評価
山下 光明1, ○早川 眞矢1, 佐藤 唯1, 田原 照之1, 飯田
彰1（1近畿大農）

薬理活性物質（活性代謝物を含む）
28AB-am222
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ピロリジン型イミノ糖を基盤とした新規 GCase 高親
和性リガンドのデザインとファーマコロジカルシャ
ペロン効果について
○加藤 敦1, 山本 亜里紗1, 友原 啓介1, 足立 伊佐雄1,
渡邊 靖香2, 名取 良浩2, 吉村 祐一2, 中込 泉3, 広野
修一3（1富山大病院薬, 2東北薬大, 3北里大薬）

化学系薬学

トリス(2-アミノエチル)アミンを基盤とした新規トリ
ポーダル受容体型分子の合成と抗ウイルス活性
壬生 伸子1, ○村上 加奈1, 小野 友莉香1, 石丸 雅人1,
大坪 万梨恵1, 横溝 和美2, 周 建融2, 稲生 寛2, 小野 裕
太郎2, 須本 國弘1（1福岡大薬, 2崇城大薬）
28AB-am198 新規トリポーダル受容体型 1,3,5-トリアジン分子の
合成と抗ウイルス活性
壬生 伸子1, ○杠 あい1, 大坪 万梨恵1, 横溝 和美2, 周
建融2, 稲生 寛2, 小野 裕太郎2, 須本 國弘1（1福岡大薬,
2
崇城大薬）
28AB-am199S ビタミン D 受容体とリガンド複合体の水素結合ネッ
トワークに関する理論的解析
○熊谷 茜1, Rocio Garcia OTERO4, 松尾 直也1, 岡崎
誠司1,2, 渡會 友祐1, 槇島 誠3, 山田 幸子3, Antonio
MOURINO4, 常盤 広明1,2（1立教大・理, 2立教大・未来
分子研究セ, 3日大・医, 4サンティアゴ・デ・コンポステ
ラ大）
28AB-am200S RXR パーシャルアゴニストに関する理論的研究
○夏目 継介1, 松尾 直也1, 岡崎 誠司1,2, 中野 祥吾3, 伊
藤 創平3, 加来田 博貴4, 常盤 広明1,2（1立教大・理, 2立
教大・未来分子研究セ, 3静岡県大・食品栄養, 4岡山大
院医歯薬総合）
28AB-am201 第一原理計算および MD シミュレーションによる核
内受容体 PPARs と遊離脂肪酸との理論的結合解析
○丸藤 友彦1, 岡崎 誠司1,2, 武井 健太3, 中川 嘉3, 島野
仁3, 常盤 広明1,2（1立教大理, 2立教大未来分子研セ,
3
筑波大医）
28AB-am202 がん低酸素で活性化する DNA 結合性チラパザミン
誘導体の合成と機能評価
○片岡 悠輝1, 宇都 義浩2, 山田 久嗣2（1徳島大院先端
技術科学教育部, 2徳島大院STS研）
28AB-am203 アミノレブリン酸と超音波の併用による抗腫瘍効果
の評価と作用機序の探索
○鈴木 拓磨1, 宇都 義浩2, 國安 翔太1, 水木 佑輔1, 山
田 久嗣2, 大崎 智弘3, 中島 元夫4, 石塚 昌弘4, 田中 徹4,
中馬 篤5, 山中 信康5（1徳島大院先端技術科学教育部,
2
徳島大院STS研, 3鳥取大農獣医, 4SBIファーマ, 5伊藤
超音波）
28AB-am204 フェニルトリアゾール骨格を有するアルテピリン C
およびカフェー酸誘導体の分子設計・合成と抗腫瘍
活性
○髙橋 秀明1, 宇都 義浩2, 山田 久嗣2, 丸田 浩3（1徳島
大院先端技術科学教育部, 2徳島大院STS研, 3琉球大
PAK研究センター）
28AB-am205 ウシ初乳 MAF のマウス腹腔マクロファージに対す
るサイトカイン産生能及び分化能の評価
○浜田 健1, 宇都 義浩2, 山田 久嗣2, 佐々木 俊英1, 河
井 智仁1, 井亀 沙紀3, 桒田 依洋3, 久保 健太郎4, 口池
大輔1,4, 乾 利夫1,4（1徳島大院先端技術科学教育部,
2
徳島大院STS研, 3徳島大工, 4再生未来クリニック）
28AB-am206 低 LET 放射線の高線量率モードによるラジカル産生
と DNA 二本鎖切断の増強
○八重 和憲1, 宇都 義浩2, 原 穀弘1, 山田 久嗣2, 富永
正英3（1徳島大院先端技術科学教育部, 2徳島大院STS
研, 3徳島大院ヘルスバイオサイエンス研究部）

28AB-am223

化学系薬学

28AB-am224

28AB-am225

28AB-am226

28AB-am227

28AB-am228

28AB-am229

28AB-am230

28AB-am231

2,3-ジヒドロキナゾリン-4(1H)-オン骨格を有する
PKCθ 阻害薬の発見および最適化研究
○加藤 泰祐1, 高井 隆文1, 湯川 猛史1, 塚本 徹哉1, 渡
辺 悦郎1, 本谷 英之1, 有田 健雄1, 中川 秀行1, Michael
KLEIN1, Hua ZOU1, Bi-Ching SANG1, Gyorgy
SNELL1, 中田 善久1（1武田薬品工業）
新規核酸アナログ COA-Cl の神経保護栄養作用
○塚本 郁子1, 高田 麻紀1, 窪田 泰夫1, 徳田 雅明1, 榊
原 紀和2, 五十嵐 淳介1, 小西 良士1（1香川大医, 2徳島
文理大香川薬）
顕著な抗トリパノソーマ活性を示した冬虫夏草菌
Ophiocordyceps coccidiicola の変種が産生した二次代
謝産物について
○吉井 健人1, 我那覇 ももこ1, 大槻 優太1, 井口 美紀1,
岡本 育子1, 伴 さやか5, 穂刈 玲2, 石山 亜紀2,3, 岩月
正人2,3, 乙黒 一彦2, 大村 智4, 橋本 敏弘1, 野路 征昭1,
梅山 明美1（1徳島文理大薬, 2北里大北里生命科学研
究所熱帯病研センター, 3北里大院感染制御科学府,
4
北里大生命研, 5NBRC）
ライチ由来低分子ポリフェノール (Ologonol) 中の抗
腫瘍活性成分の探索
○千田 一輝1, 三原 義広1, 若命 浩二1, 高梨 香織1, 伊
藤 慎二1（1北海道薬大）
プロフェン系アシルグルクロニドの研究（1）ヒト血
清アルブミンとの相互作用
○馬場 暁子1, 長谷川 剛志1, 吉岡 忠夫1（1北海道薬
大）
プロフェン系アシルグルクロニドの研究（2）α 位ア
ルキル基の影響
馬場 暁子1, ○吉岡 忠夫1（1北海道薬大）
土壌糸状菌由来 Isororidin E の抗がん作用に関する
研究
○西原 大介1, 江藤 忠洋1, 林 正彦1,2, 金 容必1,2（1いわ
き明星大薬, 2いわき明星大院理工）
糸状菌由来抗がん剤耐性克服物質 Spiciferone A の作
用機序の検討
○山名 咲穂1, 江藤 忠洋1, 林 正彦1,2, 金 容必1,2（1いわ
き明星大学薬, 2いわき明星大院理工）
土壌糸状菌由来のメラニン生合成阻害物質の探索
○小泉 桂1, 江藤 忠洋1, 林 正彦1,2, 金 容必1,2（1いわき
明星大薬, 2いわき明星大院理工）

構造活性相関
28AB-am232

新規 Glyoxalase I 阻害剤 TLSC702 についての構造活
性相関解析
○高澤 涼子1, 植野 友斗1, 菊地 恵梨子1, 嶋田 奈実1,
吉森 篤史3, 内呂 拓実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）
28AB-am233 イミダゾキノリン骨格を側鎖に有する新規アミノ酸
の TLR7 及び TLR8 に対する活性
○藤田 快男1, 平井 一行1, 田口 博明1（1鈴鹿医療大
薬）
28AB-am234S デュアルコア型アセトゲニン誘導体の合成とヒトが
ん細胞増殖抑制活性の評価
○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）
28AB-am235 脂肪酸アミド誘導体の生物活性における構造活性
相関
○竹内 志穂1, 坂井 悠貴1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城
西大薬）
28AB-am236 Flavonoid 誘導体の合成および生物活性における構造
活性相関
○池添 成彦1, 浅原 大貴1, 森 郁未1, 高尾 浩一1, 杉田
義昭1（1城西大薬）
28AB-am237 フェニルグリセリン誘導体の合成及びメラニン産生
抑制効果
○壺井 辰哉1, 勝山 雄志1, 中村 清香1, 平 徳久1, 吉岡
正人1（1成和化成）

28AB-am238

ピペリン酸誘導体によるモノアミン酸化酵素阻害に
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）
28AB-am239S COX-2 選択的 NSAIDs の膜傷害作用に対する構造活
性相関
○佐藤 絢香1, 関口 絵里奈1, 畑島 一範1, 勝 孝2, 山川
直樹1（1就実大薬, 2安田女大薬）
28AB-am240 3-Benzylidenechromanone 誘導体の合成および生物活
性における構造活性相関
○山下 毬藻1, 馬橋 遼1, 矢城 歩1, 高尾 浩一1, 杉田
義昭1（1城西大薬）
28AB-am241 Azolylchromone 誘導体の合成およびモノアミン酸化
酵素阻害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）
28AB-am242 フェノール性カルバゾール類の抗酸化活性に関する
研究
○稗田 雄三1, 波多江 典之2, 安楽 誠3, 松浦 信康4, 上
村 和秀5, 日比野 俐1, 町支 臣成1, 冨田 久夫1, 堀 修6,
藤岡 晴人1（1福山大薬, 2北医療大薬, 3崇城大薬, 4岡山
理大, 5中部大, 6金沢大院医学系）
28AB-am243 C57/BL6 マウスにおける Oleoylhistamine による摂食
抑制作用の評価
○正木 匠1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
28AB-am244 Phenylpropanoid 誘導体の合成および生物活性におけ
る構造活性相関
○十田 一宏1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
28AB-am245 新規構造要素を有するストア作動性カルシウム流入
阻害剤の創製
○押田 侑輝1, 森 修一1, 湯浅 磨里1, 影近 弘之1（1医科
歯科大生材研）
28AB-am246 膜障害性抗 MRSA 活性を有する大環状ビス（ビベン
ジル）類の活性発現必須構造解析
○藤井 佳那1, 森田 大地1, 斧田 賢嗣1, 澤田 紘実1, 黒
田 照夫1, 宮地 弘幸1（1岡山大院医歯薬）
28AB-am247 マトリン型アルカロイドの構造活性相関 Part 25 ;
Benzene 環を有する Piperidine 誘導体の合成と抗侵
害作用
○安斉 柚衣1, 寺本 寛明1, 中村 美穂1, 佐々木 秀1, 山
内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大・医薬研）
28AB-am248 新規 HIV-1 逆転写酵素 RNase H 活性阻害剤開発に
おける構造活性相関
○鈴木 港貴1, 米田 友貴1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1（1千
葉大院薬）
28AB-am249 ペンタフルオロスルファニル基を有する新規 RAR
リガンドの創製
○杖本 望1, 森 修一1, 河内 恵美子1, 影近 弘之1（1医科
歯科大生材研）
28AB-am250 TEDB-TB 窒素置換誘導体の合成と抗腫瘍活性評価
○小林 佑希子1, 斎藤 洋平1, 後藤 益生2, 後藤（中川）
享子1,2（1金沢大院医薬保, 2ノースカロライナ大）
28AB-am251 Parvifloron 類を含むアビエタン誘導体の抗腫瘍活性
評価と構造活性相関
○宮島 由衣1, 斎藤 洋平1, 竹谷 宗久1, 後藤 益生2, 後
藤（中川）享子1,2（1金沢大院医薬保, 2ノースカロライ
ナ大）
28AB-am252 感染症治療薬の開発を目的とした含フッ素
benzoxazole 類の合成
○渡邊 元喜1, 西條 亮介1, 関谷 洋志1, 玉井 栄治1, 栗
原 健一1, 牧 純1, 河瀬 雅美1（1松山大薬）
28AB-am253S ロスマリン酸誘導体の合成と Aβ 凝集阻害活性
○畑山 晃輝1, 田口 莉帆1, 高橋 倫人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）
28AB-am254 Equol 誘導体の合成および生物活性における構造活
性相関
○来間 翔大1, 鈴木 美佐1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城
西大薬）
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28AB-am271

S1 サブサイトを標的としたプラスミン阻害剤の探索
村本 凌太郎1, 日高 興士1,2, 合田 圭吾3, 手納 直規4, 和
中 敬子5, ○津田 裕子1,2（1神戸学院大薬, 2神戸学院大
LSC, 3関西分子設計研, 4広島国際大医療栄, 5血研）
28AB-am272 5 員環を維持したアスコルビン酸類縁体のラジカル
消去活性と酸化電位
○野村 昌吾1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1（1東京理大薬）
28AB-am273S 新規抗酸化性 benzochromanol 類の置換基導入による
ラジカル消去活性への影響
○岡山 祐大1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1（1東京理大薬）
28AB-am274 ハロメチル基を導入したアクリジン誘導体の DNA
クロスリンク・インターカレート活性におよぼす置
換位置の影響
○原田 和也1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1（1東京理大薬）
28AB-am275 塩基配列選択性を有するポリピロールアミドとビス
（α-ハロカルボニル）基を導入した鎖状クロスリンク
剤の合成および活性
○小暮 智紀1, 稲見 圭子1, 望月 正隆1（1東京理大薬）

医薬化学（その他）
28AB-am276

プロドラッグへの応用を志向した新規刺激応答性ア
ミノスルホン酸エステルリンカーの創製
○花屋 賢悟1, 吉岡 翔平1, 有安 真也2, 青木 伸2,3, 庄司
満1, 須貝 威1（1慶大薬, 2東京理大・がん医療研究セ,
3
東京理大薬）
28AB-am277S 短鎖脂肪酸受容体 FFA2，FFA3 リガンドの合成と受
容体機能の解明
○栗 彩華1, 岩本 憲人1, 桑原 厚和2, 唐木 晋一郎2, 秋
葉 保忠3, 加治 いずみ3, 眞鍋 敬1（1静岡県大薬, 2静岡
県大食, 3カリフォルニア大ロスアンジェルス校）
28AB-am278 オキサーデカリン型骨格を有する SARS 3CL プロテ
アーゼ阻害剤の立体選択的合成
○足尾 真美1, 越野 裕貴1, 吉澤 慎一郎1, 岸 一俊1, 照
屋 健太2, 小林 数也1, 服部 恭尚1, 赤路 健一1（1京都薬
大, 2東北大院医）
28AB-am279S Tob1-CNOT7 相互作用阻害剤開発を目指した 19FNMR スクリーニング
○副田 康平1, 長門石 暁2, 加藤 悦子3, 山本 雅4, 津本
浩平2（1東大工, 2東大院工, 3生物研, 4沖縄科技大院）
28AB-am280 BCR-ABL の蛋白質分解誘導剤開発を指向した BCRABL 結合化合物の探索
○柴田 識人1, 大岡 伸通1, 服部 隆行1, 橋井 則貴2, 斎
藤 臣雄3, 近藤 恭光3, 石井 明子2, 長田 裕之3, 内藤
幹彦1（1国立衛研・遺伝子医薬部, 2国立衛研・生物薬
品部, 3理研）
28AB-am281 RGD 配列を有した膜透過性ペプチド MAP(Aib)の
siRNA デリバリー能力
○和田 俊一1, 岩田 征士1, 林 淳祐1, 浦田 秀仁1（1大阪
薬大）

3 月 28 日（月） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
全合成
28AB-pm001

アシネトバクチン中間類縁体の合成研究
○田鍋 智弘1, 西岡 弘美1, 竹内 靖雄1（1岡山大院医歯
薬）
28AB-pm002 インターロイキン-1β 産生阻害活性 CJ- 14877 アナロ
グの合成
○大村 友記菜1, 北沢 望美1, 安達 禎之2, 大野 尚仁2,
一栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 矢野 玲子1, 青柳 裕1（1金城学
院大薬, 2東京薬大薬）
28AB-pm003S 新規海洋天然物レニエラマイシン Y の合成研究
○丸山 崚1, 横屋 正志1, 齋藤 直樹1（1明治薬大）
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28AB-am255S モルヒネ非感受性スプライスバリアントに選択的な
作動薬の創製を志向したメサドン誘導体の合成
○鈴木 あずさ1, 平山 重人1, 唐木 文霞1, 伊藤 謙之介1,
藤井 秀明1（1北里大院薬）
28AB-am256 AF-1 領域による機能制御を指向した新規アンドロゲ
ン受容体モジュレーターの創製
○沼館 慧剛1, 谷内出 友美1, 梅田 香織2, 槇島 誠2, 橋
本 祐一1, 藤井 晋也1（1東大分生研, 2日本大医）
28AB-am257S アルツハイマー症治療薬開発を指向した DenosominVitamin D3 ハイブリッドの設計と合成
○村田 賢信1, 矢島 久成1, 林 祐介1, 湊 大志郎1, 寺崎
紗有里2, 杉本 健士1, 東田 千尋2, 松谷 裕二1（1富山大
院薬, 2富山大和漢研）
28AB-am258 新規 XO 阻害剤の定量的構造活性相関と結合様式の
解析
○太田 公規1, 佐藤 匠1, 石井 康博1, 遠藤 泰之1（1東北
薬大）
28AB-am259 抗酸化活性を有する 2-インダノン誘導体の Aβ 誘発
細胞死保護効果
○平井 翔子1, 藤田 亮輔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）
28AB-am260 HCV RNA ポリメラーゼ阻害活性を有するプロリン
型フラーレン誘導体の抗酸化活性
○片岡 裕樹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）
28AB-am261S プロリル tRNA 合成酵素の結晶構造に基づく抗マラ
リアアルカロイド febrifugine の誘導体合成
○今重 智貴1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北大院薬）
28AB-am262 クマリン誘導体の合成とその CYP19 阻害能の測定
○小宅 杏奈1, 細川 紗緒李1, 山口 由基1, 西園 直純1,
小林 大祐1, 吉村 昭毅1, 和田 啓爾1, 小田 和明1（1北医
療大薬）
28AB-am263 シスプラチン誘発細胞毒性に対する環状ジペプチド
化合物の保護効果
○槇田 智史1, 池 貴幸1, 安田 大輔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）
28AB-am264 新規環状ジペプチド化合物の合成およびラジカル消
去活性とインドール部位の置換基効果
○轟 龍馬1, 槇田 智史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）
28AB-am265 上皮成長因子受容体変異体 vIII 発現細胞の足場非依
存性増殖阻害活性を有する低分子化合物の構造活性
相関研究
○木村 智之1, 渥美 園子1, 古林 良彦1, 野坂 千里1, 嶋
本 聖子1, 川田 学1, 澁谷 正史2, 渡辺 匠1, 柴﨑 正勝1
（1微化研, 2上武大）
28AB-am266 化学シャペロン Sodium 4-phenylbutyrate の構造活性
相関研究（2）
○奥田 勝博1, 佐々木 律枝2, 保科 千里1, 酒井 規雄2,
太田 茂2, 清水 惠子1（1旭川医大法医, 2広島大院医歯
薬保）
28AB-am267 リトコール酸をリード化合物とした非セコステロイ
ド型 VDR リガンドの創製
○佐々木 晴江1, 増野 弘幸2, 河内 恵美子2, 影近 弘之2,
棚谷 綾1（1お茶大院理, 2医科歯科大生材研）
28AB-am268S ハロアルケン型ジペプチドイソスターの代謝安定性
の向上を目的とした構造活性相関研究
○今井 智之1, 千葉 拓矢2, 佐藤 浩平2, 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）
28AB-am269 側鎖末端を修飾したビタミン K 誘導体の合成と標的
タンパク質との相互作用の検討
○木村 キミト1, 廣田 佳久2, 坂根 里枝1, 岡田 歩美1,
中川 公恵3, 和田 昭盛3, 岡野 登志夫3, 須原 義智1（1芝
浦工大システム理工, 2鈴鹿医療大薬, 3神戸薬大）
28AB-am270 水酸基を有する Genipin 誘導体の神経突起伸展作用
鈴木 宏一1, ○山崎 眞津美1, 北澤 瑠美1, 松井 聡子1
（1北陸大薬）

化学系薬学

28AB-pm004S ミソハギ科植物含有ビフェニルキノリジジンアルカ
ロイド類の不斉全合成研究
○平間 拓1, 梅村 隆之1, 柳沢 朋美1, 山口 恭加1, 小暮
紀行1, 北島 満里子1, 髙山 廣光1（1千葉大院薬）
28AB-pm005S 変形 Fawcettimine 型 Lycopodium アルカロイド
Huperzine H の不斉全合成研究
○部家 有紗1, 早乙女 航1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
高山 廣光1（1千葉大院薬）
28AB-pm006S アミド挿入反応による架橋型分子の構築とその非対
称化を鍵工程とするカタランチンの不斉全合成研究
○村田 峻一1, 原田 慎吾1, 野崎 智之1, 黒田 悠介2, 山
田 健一2, 高須 清誠2, 濱田 康正1, 根本 哲宏1（1千葉大
院薬, 2京大院薬）
28AB-pm007 16-(R)-Hydroxysempervirine の不斉全合成
○鎌谷 美友紀1, 山田 洋介1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
高山 廣光1（1千葉大院薬）
28AB-pm008 Kopsia アルカロイド Arboflorine の不斉全合成研究
○真鍋 ひとみ1, 村上 洋介1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
髙山 廣光1（1千葉大院薬）
28AB-pm009 (+)-Cermizine C の全合成
○田上 由梨1, Amalia Nofianti KHOLIS1, 五十嵐 里
奈1, 伊澤 裟実子1, 佐々木 秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1
（1星薬大・医薬研）
28AB-pm010 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）
28AB-pm011S 環状不斉炭素を有する Tryptanthrin 型新規抗菌化合
物の合成研究
土肥 寿文1, ○上田 祥平1, 岩崎 功祐1, 大田黒 功紘1,
山田 陽一2, 今村 信孝1, 土屋 友房1（1立命館大薬, 2就
実大薬）
28AB-pm012S (±)-オリダマイシン A の全合成
○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）
28AB-pm013S タンデム RCM-脱水素反応を利用した多置換カルバ
ゾール-1,4-キノン誘導体の合成及び生物活性評価
○髙木 紗和1, 西山 卓志1, 波多江 典之2, 日比野 俐1,
町支 臣成1（1福山大薬, 2北医療大薬）
28AB-pm014S 新規プロトベルべリンアルカロイド alangiumkaloid A
および B の全合成研究
○西山 卓志1, 廣中 美晴1, 日比野 俐1, 町支 臣成1（1福
山大薬）
28AB-pm015 スカトールの C-H 酸化反応を経由する tryptanthrin の
合成
○阿部 匠1, 伊藤 智貴1, 石倉 稔1（1北医療大薬）
28AB-pm016S Baeyer-Villiger 転位反応を用いた(±)-cephalanthrin A
の合成
○伊藤 智貴1, 阿部 匠1, 石倉 稔1（1北医療大薬）
28AB-pm017 Neodysiherbaine A の全合成
○柴田 洸希1, 庭野 陽平1, 汐崎 正生1, 平井 俊弘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）
28AB-pm018 Gymnocin-A 全合成ルートの改良―FGH フラグメン
トと KLMN フラグメントのダイバージェント合成
石原 葵1, 青山 佳代1, ○坂井 健男1, 森 裕二1（1名城大
薬）
28AB-pm019S 立体化学の解明を目指した(+)-CJ-12,950 の不斉全合
成研究
○小熊 義史1, 山岸 匠1, 山本 のぞみ1, 篠田 翔1, 杉本
健士1, 湊 大志郎1, 松谷 裕二1（1富山大院薬）
28AB-pm020S Brevisamide の全合成
○福田 愛弓1, 中村 くみこ1, 中野 雅人1, 笠井 聡美1,
坂井 健男1, 森 裕二1（1名城大薬）
28AB-pm021 テレティフォリオン B およびコノクルボンの不斉全
合成研究
○片川 和明1, 会田 直也1, 星野 圭志1, 上田 歩美1, 熊
本 卓哉1（1武蔵野大薬）
28AB-pm022S Gymnocin-B の合成研究―ABCD フラグメントの合
成研究―
○秦 光平1, 石橋 廉司1, 高澤 圭輔1, 豊田 亜里紗1, 坂
井 健男1, 森 裕二1（1名城大薬）

28AB-pm023

28AB-pm024S

28AB-pm025

28AB-pm026
28AB-pm027

28AB-pm028

28AB-pm029
28AB-pm030

28AB-pm031

28AB-pm032
28AB-pm033

28AB-pm034

28AB-pm035
28AB-pm036S

28AB-pm037

28AB-pm038S

28AB-pm039S

結核関連糖鎖の化学合成とその生物活性評価
○小泉 晶彦1,2, Lu ZOU1,2, Ruixiang B. ZHENG1,2, Todd
L. LOWARY1,2（1アルバータ大, 2アルバータグライコ
ミクスセンター）
抗線虫活性を有するチランダマイシン B の合成研究
○原田 麟太郎1, 星野 由梨香1, 日下部 太一1, 高橋
圭介1, 加藤 恵介1（1東邦大薬）
Actinorhodin 生合成中間体とされる DDHK の合成
研究
○海沼 美香1, 松尾 佳香1, 片川 和明1, 熊本 卓哉1（1武
蔵野大薬）
抗菌活性物質 biverlactone C の全合成研究
○桑原 佳佑1, 小林 健一1, 古源 寛1（1明治薬大）
新規リーシュマニア症治療薬の開発を志向した天然
由来化合物の合成ルートの開発
○関口 恭平1, 須藤 豊1, 岩崎 源司1（1高崎健康福祉大
薬）
エラジタンニンの合成研究：DHDG 及び isoDHDG
ユニットの合成
○今井 遥1, 塩江 一磨2, 堀野 良和3, 阿部 仁3（1富山大
工, 2富山大院生命融合, 3富山大院理工）
CochlearolB の全合成研究
○酒井 隼1, 松澤 彰信1, 杉田 和幸1（1星薬大）
5-8-5 員環骨格を有するテルペノイドの合成研究
○桑田 和明1, 花屋 賢悟1, 須貝 威1, 庄司 満1（1慶應大
薬）
渦鞭毛藻由来の鎖状ポリケチド・amphidinin A の合
成研究
○石山 玄明1, 萩行 正博2, 中津 あゆみ2, 森 雄太2, 小
林 淳一2（1奥羽大薬, 2北大院薬）
ホルボールの全合成
○橋本 賢1, 松澤 彰信1, 杉田 和幸1（1星薬大）
Avenaol の不斉全合成研究
塚野 千尋1, ○太田 里奈1, 安井 基博1, 竹本 佳司1（1京
大院薬）
固相合成法を利用したポリアミン類の合成研究
假屋 唯香1, 淺沼 雄太1, ○浅川 倫宏1, 稲井 誠1, 江木
正浩1, 菅 敏幸1（1静岡県大薬）
Rubratoxin の触媒的不斉合成研究
○大内 仁志1, 渡辺 匠1, 柴崎 正勝1（1微化研）
中国産食用キノコ由来テルペノイド類の合成研究
○石田 雅子1, 今井田 和紘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）
シラシロシド E-1 CDE 環部改良合成法の開発
○有馬 竜平1, 赤堀 禎紘1, 山越 博幸1, 中村 精一1（1名
市大院薬）
神経栄養因子様活性天然物，ネオビブサニン類のエ
ナンチオ選択的合成研究
○新居 建生1, 江角 朋之1, 福山 愛保2（1徳島文理大・
薬・生薬研究所, 2徳島文理大・薬・物理化学研究室）
ビオチン標識化バクチオール誘導体の合成と抗イン
フルエンザウイルス活性評価
○渡辺 珠汎1, 江角 朋之1, 庄司 正樹2, 葛原 隆2（1徳島
文理大薬・生薬研究所, 2徳島文理大薬・生化学研究
室）

合成
28AB-pm040S ビスアシルケテンの分子内環化を利用した面性不斉
DMAP の合成
○平松 周一郎1, 藁科 俊亮1, 長野 拓実1, 田中 寛康1,
眞鍋 敬1, 岩本 憲人1（1静岡県大薬）
28AB-pm041 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 mannosidase 阻害活性 iminosugar の改良合成
○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）
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28AB-pm042

28AB-pm058

分子内アシル転位反応によるペプチド合成法の開発
○田中 啓太郎1, 田上 兼輔1, 今村 和也1, 小田 稜子1,
橋本 峻志1, 松尾 綾香1, 山口 泰史1（1長崎国際大薬）
28AB-pm059 光学活性 α-トリフルオロメチルアミノ酸の合成とそ
のペプチドの 2 次構造解析
○笠江 卓矢1, 上田 篤志1, 大庭 誠1, 田中 正一1（1長崎
大院医歯薬）
28AB-pm060 Staudinger 反応を利用した Ustiloxin D 全合成へのア
プローチ
○神佐 迪子1, 今野 有彩1, 堀 花菜美1, 榎本 光伯1, 白
井 隆一1（1同志社女大薬）
28AB-pm061 ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害剤 FK228
の類縁体合成
○成田 紘一1, 松原 圭介1, 加藤 正1（1東北薬大）
28AB-pm062 大環状デプシペプチド類天然物 FR-901375 の全合成
○加藤 友哉1, 成田 紘一1, 加藤 正1（1東北薬大）
28AB-pm063S 生合成仮説を基軸とした(+)-リファガールの全合成
○渡辺 拓実1, 神島 尭明1, 菊地 拓也1, 成田 紘一1, 加
藤 正1（1東北薬大）
28AB-pm064 抗腫瘍活性を有するシクロスポンジアキノン-1 の全
合成
○武田 由貴1, 成田 紘一1, 加藤 正1（1東北薬大）
28AB-pm065 単純ヘルペスウイルス感染阻害活性を示す糖ペプチ
ドの合成研究
○柿田 浩輔1, 古川 敦1, 穴田 仁洋1, 南部 寿則1, 前仲
勝実1, 松永 茂樹1, 橋本 俊一1（1北大院薬）
28AB-pm066 遺伝子情報制御化合物としてイミダゾール‐ピロー
ルポリアミドを含むオリゴヌクレオチドの合成と
評価
○西原 由有1, 小河原 諒1, 太田 浩一朗1, 宮岡 宏明1,
釜池 和大1（1東京薬大薬）
28AB-pm067 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（2）
○水本 唯1, 西松 万智1, 太田 浩一朗1, 宮岡 宏明1, 釜
池 和大1（1東京薬大薬）
28AB-pm068 ビス-イミダゾール修飾したピロールポリアミドを含
むオリゴヌクレオチドの合成と RNA 切断活性評価
○菊池 慧太1, 中村 数馬1, 手島 勲1, 太田 浩一朗1, 宮
岡 宏明1, 釜池 和大1（1東京薬大薬）
28AB-pm069 ラジカル反応を基軸とする新規 6’-フルオロエンテカ
ビルの合成および抗ウイルス作用の評価
○熊本 浩樹1, 深野 実里1, 中野 智彦1, 岩上 啓人1, 竹
山 千晶1, 小田中 友紀3, 向後 悟2,3, 井本 修平3, 天野
将之4, 鍬田（東）伸好2,4, 青木 学5, 満屋 裕明2,4,7, 福原
潔1, 原口 一広6（1昭和大薬, 2国際医療研セ, 3崇城大
薬, 4熊本大医, 5熊本保科大, 6日本薬大, 7NIH）
28AB-pm070S 2’-5’連結型環状ジヌクレオチドの合成研究
○若生 有未1, 名取 良浩1, 若松 秀章1, 吉村 祐一1（1東
北薬大）
28AB-pm071 生体内金属イオンと C3 対称性錯体を形成する新規
リガンド分子の設計・合成と錯体形成能の評価
○朱 俊傑1, 久松 洋介1, 青木 伸1（1東京理大薬）
28AB-pm072S Humulene の構造を基盤としたアルカロイド様化合物
ライブラリーの構築
○西村 壮央1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北大院薬）
28AB-pm073 In Silico スクリーニングを用いた新しい XIAP 阻害剤
の設計と合成
○関口 康1, 大和田 勇人2, 高澤 涼子1, 田沼 靖一1, 青
木 伸1（1東京理大薬, 2東京理大理工）
28AB-pm074 放射線がん治療に有用な新規ケルセチン誘導体の
合成
○今井 耕平1,2, 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）
28AB-pm075 (M)-エチニルヘリセン 9 量体の準安定状態二重ラセ
ンの形成とランダムコイルへの構造変化
○八木 敦史1, 有沢 美枝子1, 山口 雅彦1（1東北大院
薬）
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触媒的不斉水素移動型還元反応へのリサイクル使用
を志向した新規キラルリガンドの研究
○内本 ひとみ1, 池田 未来1, 松下 葵1, 川崎 郁勇1, 有
光 健治1, 山下 正行2, 西出 喜代治1（1武庫川女大薬,
2
京都薬大）
28AB-pm043 Synthesis and Application of Analogs of 1,8Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU)
○Muhammad SOHAIL1, Dongxin ZHANG1, 田中 富
士枝1（1沖縄科学技術大学院大）
28AB-pm044S 放射線防護作用を有する 8-quinolinol 誘導体の設計・
合成と活性評価
○西 友里恵1, 寺岡 達朗1, 田中 智博1, 森田 明憲2, 松
本 淳志3, 大和田 勇人3, 王 冰4, 青木 伸1（1東京理大薬,
2
徳島大院医歯薬, 3東京理大理工, 4放医研）
28AB-pm045 EGFR チロシンキナーゼを標的とした 18F 標識
pyrido[3,4-d]pyrimidine 誘導体の合成研究
○石黒 真澄1, 奥田 悠2, 有光 健治1, 木村 寛之2,3, 牧野
顕4, 宮崎 杏奈2, 内本 ひとみ1, 小野 正博2, 川崎 郁勇1,
佐治 英郎2, 西出 喜代治1（1武庫川女大薬, 2京大院薬,
3
京都薬大, 4福井大高エネ研）
28AB-pm046S 分子内 Curtius 転位による 7 員環ラクタムの合成
研究
○堀 直人1, 田中 徹1, 白井 那央子1, 三浦 拓也1, 岩﨑
宏樹1, 小島 直人1, 小関 稔1, 山下 正行1（1京都薬大）
28AB-pm047S アミンによるスピロシクロプロパンの開裂―環化反
応を用いる aspidospermidine の合成研究
南部 寿則1, ○田村 貴史1, 矢倉 隆之1（1富山大院薬）
28AB-pm048 活性メチレン化合物との置換反応を経由したイン
ドール誘導体の合成
○山田 康司1, 石倉 稔1（1北医療大薬）
28AB-pm049 抗腫瘍活性天然化合物 Rhinacanthins O, P 側鎖の合
成研究
○西内 亜理沙1, 生島 瑞記1, 柴山 友希1, 島 綾花里1,
清水 麻希1, 岩本 真奈1, 稲本 浄文1, 來海 徹太郎1（1武
庫川女大薬）
28AB-pm050 クロメン環含有レチナールアナログの合成
○石井 菜紬子1, 神崎 さくら子1, 沖津 貴志1, 和田
昭盛1（1神戸薬大）
28AB-pm051S ロジウム(II)触媒オキソニウムイリド形成―[2,3]-シ
グマトロピー転位反応を用いる actinoallolide A フラ
ノン部の立体選択的合成研究
○生方 花奈1, 南部 寿則1, 藤原 朋也1, 矢倉 隆之1（1富
山大院薬）
28AB-pm052 エチレンアセタールを有するキラル 5 員環アミノ酸
を含有するペプチドのヘリカル二次構造
○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）
28AB-pm053 イソペプチドリン酸ジエステル構造を含むアミロイ
ド β ペプチド誘導体の合成
○田口 博明1, 佐々木 みく1, 森本 佐知子1, 藤田 快男1
（1鈴鹿医療大薬）
28AB-pm054 ペプチドヒドラジドを用いた硫酸化チロシン含有ペ
プチドチオエステルの合成と Native Chemical
Ligation への適用
○関川 由美1, 市川 友莉恵1, 浅田 真一1, 北川 幸己1
（1新潟薬大薬）
28AB-pm055S マンノース 6 リン酸修飾型 GM2 活性化タンパク質
の合成研究
○成瀬 公人1, 佐藤 浩平2, 中村 太寛1, 猪熊 翼1, 重永
章1, 大高 章1（1徳島大院薬, 2静岡大工）
28AB-pm056S pH 応答性環状ジ置換アミノ酸の合成およびその含有
ペプチドのコンフォメーション解析
○古川 かほり1, 遠山 琴美1, George Ouma OPIYO1, 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）
28AB-pm057 自動合成装置を用いた Garner アルデヒド類縁体の
合成
増井 悠1, ○四杉 紗瑛1, 高橋 孝志1（1横浜薬大）

28AB-pm076
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3 位および 4 位に共役鎖を導入したレチナールアナ
ログの合成
山野 由美子1, ○吉武 亮人1, 高木 純一1, 沖津 貴志1,
和田 昭盛1（1神戸薬大）
28AB-pm077 不斉 Birch 還元-アルキル化を鍵反応とする(+)Cassiol の合成研究
○長谷川 佑美1, 永田 和弘1, 白神 霞1, 金光 卓也1, 宮
崎 倫子1, 伊藤 喬1（1昭和大薬）
28AB-pm078S フロー型マイクロウェーブ装置を用いた有機合成反
応への応用
○澤入 平1, 藤田 将司1, 小田島 博道2, 杉山 順一3, 川
戸 勇士1, 江上 寛通1, 濱島 義隆1（1静岡県大薬, 2サイ
ダ・FDS, 3産総研）
28AB-pm079 アビエチン酸からのフェノール性ジテルペンアナロ
グの合成
○西村 千里1, 重本 時江1, 阿部 なつ実1, 矢野 玲子1,
一栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1（1金城学院大薬, 2東
京薬大薬）
28AB-pm080 ent-カウレン型ジテルペン kamebanin アナログの合成
と構造活性相関
○冨田 香織1, 中村 朱里1, 小沢 圭2, 朴 炫宣2, 矢野
玲子1, 一栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1, 桂 明玉3, 金
永日3, 李 諸文3（1金城学院大薬, 2東京薬大薬, 3吉林大
学化）
28AB-pm081 細胞毒活性トリプトライドアナログの合成と構造活
性相関
○村瀬 瑞季1, 桑原 千裕1, 矢野 玲子1, 深谷 晴彦2, 一
栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1, 相山 律夫3, 松崎 健3,
橋本 秀介3（1金城学院大, 2東京薬大薬, 3ヤクルト本社
中央研）
28AB-pm082 Kalihinol A アナログの合成研究
○岩田 華奈1, 加賀良 孟1, 田浦 拓朗1, 落合 信亮1, 太
田 浩一朗1, 釜池 和大1, 宮岡 宏明1（1東京薬大薬）
28AB-pm083 ジエポキシエステルのタンデム環化反応を用いた
erythro-cis-erythro 型 Solamin アナログの合成研究
○幸野 純佳1, 太田 浩一朗1, 釜池 和大1, 宮岡 宏明1
（1東京薬大薬）

栽培
28AB-pm084

28AB-pm085

28AB-pm086

薬用植物の種子発芽に関する研究―キキョウ、ウイ
キョウ、ニラ、カミツレ、メボウキ、コロシントウ
リの種子発芽に及ぼす温度の影響
○熊谷 健夫1, 渕野 裕之1, 川原 信夫1（1医薬基盤健栄
研・薬植セ・筑波）
セキショウに関する香粧品科学的研究（4）セキショ
ウの栽培検討（3）
○畑野 公輔1, 三小田 千穂1, 作田 圭亮1, 佐久間 克也1,
佐竹 元吉2, 渡邊 高志3, 矢原 正治3（1小川香料, 2昭和
薬大, 3熊本大薬）
地域で開催された健康イベント参加者に対する糖尿
病に関する啓発活動報告～自己血糖測定と HbA1c
測定を通して～
○照井 絢佳1, 阿部 真也2, 橋本 義人2, 吉町 昌子2, 野
村 和彦2, 後藤 輝明2（1ツルハ元町駅前店, 2ツルハ調
剤運営本部）

組織細胞培養
28AB-pm087

ミシマサイコ組織培養クローン苗の作出及び増殖
○乾 貴幸1, 山本 豊2, 角田 整哉2, 川西 史明2, 河野
徳昭1, 川原 信夫1, 吉松 嘉代1（1医薬健栄研・薬植セ,
2
栃本天海堂）

28AB-pm089

フタバネゼニゴケ芳香成分の生合成に関与する酵素
の探索
○高橋 宏暢1, 中川 知己2, 古崎 利紀3, 豊田 正夫1, 浅
川 義範1（1徳島文理大薬, 2基生研, 3東京農工大）
28AB-pm090 Primula obconica 由来ポリケタイド合成酵素に関す
る研究
○三浦 朝子1, 黒崎 文也1, 田浦 太志1（1富山大院薬）
28AB-pm091 渦鞭毛藻の生産する鎖状ポリケチド amphidinin A の
生合成研究
○久保田 高明1,2, 佐藤 駿人2, 岩井 隆宏2, 小林 淳一2
（1昭和薬大, 2北大院薬）
28AB-pm092 Rosamicin 生合成におけるカルボキシル基形成に関
与する多機能型 P450 酵素 RosC の機能解析
○飯坂 洋平1, 先崎 勇貴1, 福本 敦1, 加藤 文男1, 安齊
洋次郎1（1東邦大薬）
28AB-pm093 ハシリドコロ由来新規ポリケタイド合成酵素の構造
および機能に関する研究
○田畑 香織1, 松尾 彩加1, 田中 宏幸1, 森元 聡1（1九大
院薬）
28AB-pm094 ハロバクテリウムにおけるチアミン･ピリミジン部
への 15N- 及び 13C-標識グリシンの取り込み
○馬田 采香1, 園木 麻友1, 挾間 淳輔1, 古賀 小百合1,
木島 由希絵2, 林 麻利亜2, 山田 和子2, 田鶴谷（村山）
惠子1（1第一薬大, 2武庫川女大薬）
28AB-pm095 オンジサポニン生合成酵素遺伝子の探索
○菊地 天禎那1, 山村 良美1, 村上 芳哉2, 高尾 泰昌2,
辰尾 良秋2, 黒崎 文也1, 李 貞範1（1富山大院薬, 2富山
大薬用植物園）
28AB-pm096 ニンニクの含硫黄薬理成分生合成に関わる S-酸化酵
素遺伝子のホモログ遺伝子 AsFMO2 の単離
森 直子1, ○吉本 尚子1, 小沼 美沙都1, 鈴木 秀幸2, 小
寺 幸広3, 恒吉 唯充3, 斉藤 和季1（1千葉大院薬, 2かず
さDNA研究所, 3湧永製薬）
28AB-pm097 ミシマサイコ由来のシトクロム P450 遺伝子の単離
と解析
○山口 誠美1, 野路 征昭1, 遠藤 加奈子1, 兼目 裕充1,
高橋 宏暢1, 岡田 岳人2, 浅川 義範1, 梅山 明美1, 豊田
正夫1（1徳島文理大薬, 2徳島文理大香川薬）
28AB-pm098 ヒガンバナ科無菌植物のトランスクリプトーム解析
○浅野 孝1, 大信田 真生1, 小野寺 蓮1, 藤井 勲1（1岩手
医大薬）
28AB-pm099 シャクヤク薬用品種の遺伝的特性の解析及び遺伝子
鑑別法の開発
○河野 徳昭1, 林 茂樹1, 菱田 敦之1, 飯田 修1, 乾 貴幸1,
吉松 嘉代1, 川原 信夫1（1医薬健栄研・薬植セ）
28AB-pm100 遺伝子工学を利用した新規モネンシン誘導体の生産
○神谷 浩平1, 港 菜摘1, 松本 和磨1, 越智 梓1, 足立
冴美1（1神戸学院大薬）
28AB-pm101 サイコサポニン生合成に関与する糖転移酵素遺伝子
の探索
○新見 明子1, 野路 征昭1, 西森 千晶1, 兼目 裕充1, 高
橋 宏暢1, 岡田 岳人2, 浅川 義範1, 梅山 明美1, 豊田
正夫1（1徳島文理大薬, 2徳島文理大香川薬）
28AB-pm102S マユハキタケ科真菌類におけるドッキングシミュ
レーションを用いた分生胞子形成阻害剤の探索
○田所 真之介1, 兼目 裕充1, 濱崎 万由佳1, 大久保 翔1,
田中 正巳1, 高橋 宏暢1, 江角 朋之1, 野路 征昭1, 豊田
正夫1, 浅川 義範1（1徳島文理大薬）
28AB-pm103S ゼニゴケ由来トビムシ誘引化合物の探索
兼目 裕充1, ○濱崎 万由佳1, 槇山 今日子1, 中島 勝幸1,
江角 朋之1, 高橋 宏暢1, 豊田 正夫1, 浅川 義範1（1徳島
文理大薬）

遺伝子・生合成
28AB-pm088

Roseophilin の生合成に関する研究
○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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組織形態・分類

28AB-pm117

薬用植物総合情報データベースの構築のための基盤
整備に関する研究～市場流通生薬の組織形態(8)～
○山中 沙綾1, 菊池 真衣1, 横田 直之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, 飯田 修5
（1日本薬大, 2横浜薬大, 3岐阜薬大, 4国立衛研, 5医薬基
盤・健康・栄養研・薬植セ）
28AB-pm105 タンジン（丹参）の生薬学的研究
○横田 直之1, 山中 沙綾1, 菊池 真衣1, 山路 誠一1, 小
松 かつ子2（1日本薬大, 2富山大・和漢医薬学総合研）

28AB-pm118

品質評価・定性・定量
28AB-pm119

市場調査
28AB-pm106

28AB-pm107

遺伝子情報を利用したボウフウの純度試験法の検討
○政田 さやか1, 袴塚 高志1, 丸山 卓郎1, 河野 徳昭2,
渕野 裕之2, 川原 信夫2, Shu ZHU3, 小松 かつ子3, 山本
豊4, 横倉 胤夫5, 山路 弘樹6, 中井 洋一郎6, 新井 玲子7,
川崎 武志7, 近藤 誠三8（1国立衛研, 2医薬健栄研, 3富
山大・和漢研, 4栃本天海堂, 5日本粉末薬品, 6ツムラ,
7
ウチダ和漢薬, 8小太郎漢方製薬）
陝西省周辺産ボウフウ及び類似生薬の基原と成分に
ついて
吉富 太一1, ○丸山 卓郎1, 江崎 正美2, 河野 徳昭2, 渕
野 裕之2, 川原 信夫2, Shu ZHU3, 小松 かつ子3, 山本
豊4, 横倉 胤夫5（1国立衛研, 2医薬健栄研, 3富山大・和
漢研, 4栃本天海堂, 5日本粉末薬品）

資源探索
28AB-pm108S 血中尿酸低下作用物質の探索（16）―現行法とカイ
コを代替動物とした新システムの比較
田中 龍一郎1, ○末富 将平1, 村田 咲樹1, 坂崎 文俊2,
伴野 豊3（1摂南大薬, 2大阪大谷大薬, 3九大農学研究
院）
28AB-pm109S 血中尿酸低下作用物質の探索（17）―ミネラル及び
阻害物質の血中尿酸値へ与える影響について
田中 龍一郎1, ○大藤 伶香1, 細木 美来1, 伴野 豊2, 坂
崎 文俊3（1摂南大薬, 2九大農学研究院, 3大阪大谷大
薬）
28AB-pm110 Hyssopus cuspidatus から単離した化合物の生物活性
の検討
○古川 めぐみ1, 牧野 三津子1, 内山 武人1, 藤本 康雄1,
矢作 忠弘1, 松崎 桂一1（1日本大薬）
28AB-pm111 HMV-II 細胞を用いたハーブ類の美白効果（第 3 報）
○甲斐 久博1, 森 嵩樹1, 藤山 美咲1, 小浦 誠吾2, 前田
明寛1, 松野 康二1（1九州保福大薬, 2西九州大リハ）
28AB-pm112 タケニグサ由来の Prostate Cancer Antigen-1 (PCA-1)
酵素阻害物質の探索
○梁川 稔規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）
28AB-pm113 メディシナルフラワー研究：中国産金針花含有アル
カロイドの生体機能性
○奥田 若奈1, 松本 崇宏1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1, 吉
川 雅之1, 松田 久司1（1京都薬大）
28AB-pm114 ラン科セッコク属植物エキスの抗炎症活性評価
○高宮 知子1, 清水 玲子1, 菊地 秦平1, 吉野 圭一1, 町
田 智美1, 曽根 麻友美1, 藤原 有紀子1, 松本 亮平1, 蒋
文君1, 北中 進1, 遊川 知久2, 飯島 洋1（1日本大薬, 2国
立科学博物館筑波実験植物園）
28AB-pm115 デーツ種子の機能性探索研究
○出口 貴浩1, 村田 和也1, 畑 悠佑1, 白井 志歩1, 藤本
侑希1, 伊藤 仁久2, 松田 秀秋1,2（1近畿大薬, 2近畿大附
属農場）
28AB-pm116 マツ科モミ属シラビソ及びトドマツの抽出法の違い
による含有成分の差異の検討
○村上 志緒1,2, 﨡原 絹子1, 吉田 真史1（1東京都市大
知識工, 2トトラボ）

LAMP 法による大麻草判定方法の開発
○北村 雅史1,2, 久保 誠司2, 荒金 眞佐子3, 中村 耕3, 田
中 甚2, 地中 啓2, 渡辺 和人4, 佐々木 陽平1（1金沢大薬,
2
石川県警科捜研, 3東京都健安研セ, 4北陸大薬）
28AB-pm120 Digitalis lanata 葉中 C 系列強心配糖体の分離定量
○東 康彦1, 池田 ゆかり1, 藤井 洋一1（1北陸大薬）
28AB-pm121 「葛根湯加川キュウ辛夷エキス」のシンイ確認試験成
分の構造
○矢加部 亮1, 平倉 一弘1, 神本 敏弘1, 五十嵐 靖1, 菊
地 祐一1, 高尾 正樹1, 濱口 隆1, 諸田 隆1, 川原 信夫2,
袴塚 高志3, 合田 幸広3, 木内 文之4（1ツムラ, 2医薬基
盤・健栄研・薬植セ, 3国立衛研, 4慶応大薬）
28AB-pm122 山椒辛味成分の分解物
○青木 勝之1, 平倉 一弘1, 五十嵐 靖1, 濱口 隆1, 諸田
隆1（1ツムラ）
28AB-pm123 神奈川県産柑橘類の生薬・化学的品質評価（第 1 報）
○榊原 巌1, 井手 旭庸1, 岡部 亜里沙1, 小林 詩織1, 佐
藤 美智子1, 庄司 泰巳1, 小林 加奈1, 寺林 進1, 矢後
正男2, 桜井 孝一2（1横浜薬大, 2足柄グリーンサービ
ス）
28AB-pm124 味認識装置を用いた生薬エキスの味覚評価（4）
○安食 菜穂子1, 渕野 裕之1, 川原 信夫1（1医薬健栄研
薬植セ）
28AB-pm125 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（2）
○抜井 啓二1, 大住 優子1, 植山 高光1（1奈良県薬事研
セ）
28AB-pm126 ベニバナ花加工品の成分
○数馬 恒平1, 紺野 勝弘1（1富山大学和漢研）
28AB-pm127S 漢方薬中の生薬溶出成分に関する研究（1） カンゾ
ウからのグリチルリチン酸溶出量について
○木下 歩美1, 黒田 明平1, 三巻 祥浩1（1東京薬大薬）
28AB-pm128 防風・浜防風の抗炎症評価および揮発性成分の解析
○神野 拓也1, 下倉 敏裕1, 西澤 幹雄1, 田中 謙2（1立命
館大院生命, 2立命館大薬）
28AB-pm129 TLC を用いたチクヨウの確認及び純度試験の設定と
その指標成分の同定
吉富 太一1, 在間 一将1, 内山 奈穂子1, 丸山 卓郎1, 合
田 幸広1, ○袴塚 高志1, 川原 信夫2, 吉田 雅昭3, 近藤
誠三3, 秋葉 秀一郎3, 浅間 宏志3, 横倉 胤夫3, 五島
隆志3, 山浦 高夫3, 高橋 喜久美3, 富塚 弘之3, 佐々木
博3, 神本 敏弘4, 山路 弘樹4, 菊地 祐一4, 山本 豊5, 嶋田
康男5（1国立衛研, 2医薬健栄研, 3日漢協, 4東京生薬協
会, 5日生連）
28AB-pm130 LC-HRMS データによるショウキョウ及びカンキョ
ウの TRPV1 賦活活性予測モデル式について
○吉冨 太一1, 後藤 佑斗1, 袴塚 高志1, 丸山 卓郎1, 大
嶋 直浩2, 中森 俊輔3, 小林 義典3, 安食 菜穂子4, 杉村
康司4, 淵野 裕之4, 飯田 修4, 川原 信夫4, 神野 透人5, 香
川 聡子6, 若菜 大悟7（1国立衛研, 2国際医福大, 3北里
大薬, 4医薬健栄研, 5名城大薬, 6横浜薬大, 7星薬大）
28AB-pm131S 漢方処方の科学的解析（第 14 報）各種甘草配合処方
におけるグリチルリチン酸含有量ならびにその抽出
効率について
○多田 百花1, 小島 梨花1, 永田 久美子1, 日坂 真輔1,
政田 さやか2, 袴塚 高志2, 本間 真人3, 能勢 充彦1（1名
城大薬, 2国立衛研, 3筑波大医）
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化学系薬学

28AB-pm104

ハス（Nelumbo nucifera）花エキスのマイトファジー
活性に対する影響
古村 仁1, 谷澤 由依子1, 小椋 将岐1, 岩野 英生1, ○羽
田 容介1, 澤木 茂豊1（1テクノーブル）
タイ伝承薬物からのメラニン生成抑制作用性成分の
探索研究
○松本 崇宏1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1, 吉川 雅之1, 松
田 久司1（1京都薬大）

28AB-pm132

化学系薬学

放射線照射した果実由来生薬で観測される安定ラジ
カル種について
○山沖 留美1, 木村 捷二郎1, 太田 雅壽2（1大阪薬大,
2
新潟大）
28AB-pm133 薬用植物の化学生態学的応答を用いたトウキの機能
性強化に関する研究
○森田 侑介1, 神野 拓也2, 辰尾 良秋3, 田村 隆幸4, 金
谷 重彦1, 田中 謙5（1奈良先端大院情報, 2立命館大院
生命, 3富山大薬用植物園, 4富山県薬用植物指導セ,
5
立命館大薬）
28AB-pm134 漢方エキス中のヒ素，カドミウム，水銀及び鉛につ
いて（第 2 報）
○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）
28AB-pm135 LC-MS によるゴシツサポニン成分の分析 2
○河瀬 聡1, 成川 佑次1, 木内 文之1, 渕野 裕之2, 川原
信夫2, 山本 豊3（1慶應大薬, 2医薬基盤研, 3栃本天海
堂）
28AB-pm136 石斛の品質評価法の検討．指標成分の探索（3）
○武藤 芽以1, 伊東 優一1, 平田 佳之1, 谷口 雅彦1, 朝
比奈 はるか2, 芝野 真喜雄1（1大阪薬大, 2防衛医大）
28AB-pm137S ゴシュユ抽出物中の含有成分の定量分析及び 1HNMR メタボリックプロファイリング（第 2 報）
○宗田 杏樹1, 白畑 辰弥1, 福田 達男1, 竹元 裕明1, 及
川 哲郎2, 花輪 壽彦2, 小林 義典1（1北里大薬, 2北里大
東医研）
28AB-pm138 育成条件および修治法の異なるトウキの成分変化に
ついて
○竹村 悠1, 岩岡 恵美子1, 吉村 佳典2, 吉田 晋弥3, 小
松 正紀3, 青木 俊二3（1兵庫医療大薬, 2兵庫県丹波農
業改良普及センター, 3兵庫県立農林水産技術総合セ
ンター農業試験場農産園芸部）
28AB-pm139 多孔質粉体に内包されたエイジツエキス配合ファン
デーションのヒト皮膚に対する保湿効果
○山名 美江1, 村上 敏之1, 屋敷 圭子1, 川嶋 善仁1（1丸
善製薬）
28AB-pm140 生薬エキスおよび漢方エキス中のアフラトキシン試
験法
○佐久間 久子1, 関 健太郎1, 小塚 隆司1（1昭和電工）
28AB-pm141 焙煎度による黒大豆熱水抽出エキス中の大豆イソフ
ラボンの含有量変化
○東郷 砂希1, 岩岡 恵実子1, 寺尾 知恭2, 青木 俊二1
（1兵庫医療大薬, 2寺尾製粉所）
28AB-pm142 プレカラム誘導体化試薬を用いたマオウ含有漢方製
剤中のエフェドリンアルカロイドの分析
○山﨑 勝弘1（1いわき明星大学薬）
28AB-pm143 HPTLC による国内流通生薬の成分比較（第 6 報）
○好村 守生1, 杉脇 秀美1, 内倉 崇1, 渕野 裕之2, 合田
幸広3, 川原 信夫2, 天倉 吉章1（1松山大薬, 2医薬基盤
健栄研薬植セ, 3国立衛研薬品）
28AB-pm144 「王様のヨーグルト」種菌による豆乳成分の代謝に関
する研究
○土橋 良太1, 福家 成美1, 手島 貴也1, 中野 大輔1, 管
辰彦2, 稲葉 文利3, 細野 剛4, 金城 順英1（1福岡大薬,
2
バイオ研, 3東京食品, 4太田胃散）

薬理・臨床
28AB-pm145

28AB-pm146

lapachol の線維性疾患由来線維芽細胞に対する線維
化抑制作用
○松井 卓哉1, 井藤 千裕2, 糸魚川 政孝3（1愛知医科大,
2
名城大薬, 3東海学園大）
ラット初代培養骨芽細胞へ及ぼす杜仲葉抽出物の
影響
○及川 弘崇1, 細尾 信悟2, 平田 哲也2, 山口 康代2, 山
崎 寛生2, 藤川 隆彦1,3,4（1鈴鹿医療大薬, 2小林製薬中
央研究所, 3鈴鹿医療大院薬, 4三重大院医）

28AB-pm147

抑肝散の睡眠改善効果（第 2 報） ―抽出方法の違い
が活性におよぼす影響―
○小川 優子1,2, 藤井 悠子2, 杉山 令奈2, 小西 天二2
（1国立循環器病研究センター, 2同志社女大薬）
28AB-pm148S Formalin 誘発疼痛に対する麻黄エキス、エフェドリ
ンアルカロイド除去麻黄エキス（EFE）及びエフェ
ドリンの鎮痛効果
○髙橋 純1,2, 中森 俊輔1,2, 日向 須美子2, 山下 忠俊3,
大嶋 直浩4, 丸山 卓郎5, 日向 昌司5, 天倉 吉章6, 袴塚
高志5, 小田口 浩2, 合田 幸広5, 花輪 壽彦2, 小林 義典1,2
（1北里大薬, 2北里大東医研, 3常磐植物化学研, 4国際
医福大薬, 5国立衛研, 6松山大薬）
28AB-pm149S Astragalus mongolicus の根による卵巣 PPARα を介し
た血中エストラジオール濃度増加作用
○Banzragchgarav ORKHON1, 小林 匡子1, 佐々木
健郎1（1東北薬大）
28AB-pm150 植物由来物質の行動薬理学的研究(28)：マウス移所
運動活性増加作用を持つローマン・カモミル精油の
有効含有成分の同定
○梅津 豊司1, 佐野 友春1, 林 順子1, 吉川 康子1, 柴田
康行1（1国環研・計測セ）
28AB-pm151 別個体同居下におけるエゾウコギエキスの行動及び
自律神経活動への影響
○宮﨑 翔平1, 別府 大輔1, 林 紀子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）
28AB-pm152 杜仲葉エキスの揮発性成分による明期睡眠時間の
誘導
○別府 大輔1, 宮崎 翔平1, 林 紀子1, 及川 弘崇1, 中川
美和1, 中尾 祥代4, 細尾 信悟2, 平田 哲也2, 山口 康代2,
山崎 寛生2, 張 文平3, 西部 三省5, 藤川 隆彦1,4（1鈴鹿
医療大薬, 2小林製薬中研, 3鈴鹿医療大保健衛生, 4三
重大医, 5北医療大薬）
28AB-pm153 杜仲葉エキス（経口摂取／香り処置）によるラット
海馬・BDNF 発現制御への影響
○林 紀子1, 別府 大輔1, 宮崎 翔平1, 及川 弘崇1, 中川
美和1, 中尾 祥代4, 細尾 信悟2, 平田 哲也2, 山口 康代2,
山崎 寛生2, 張 文平3, 西部 三省5, 藤川 隆彦1,4（1鈴鹿
医療大薬, 2小林製薬中研, 3鈴鹿医療大保健衛生, 4三
重大医, 5北医療大薬）
28AB-pm154 米胚芽発酵抽出物のマウス筋芽細胞株 C2C12 にお
ける筋管形成および筋収縮促進作用
○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）
28AB-pm155 米胚芽発酵エキスの骨格筋に対する作用
○田中 美由1, 吉野 雄太1, 竹田 翔伍2, 戸田 一弥2, 下
田 博司2, 鶴間 一寛1, 嶋澤 雅光1, 原 英彰1（1岐阜薬大,
2
オリザ油化）
28AB-pm156 防風通聖散の投与剤形の違いによる PPARγ を介した
抗肥満作用の比較
○小林 匡子1, 斉藤 薫1, 山之口 直人1, 安田 洸周1,
佐々木 健郎1（1東北薬大）
28AB-pm157 甜茶の新規エラジタンニンとその口腔内保湿活性
○中野 扶佐子1, 池岡（白武）佐和子1, 水本 百合1, 村
上 敏之1（1丸善製薬）
28AB-pm158 リンゴポリフェノールの表皮カルボニル化タンパク
質生成抑制作用
○杉原 守1, 武智 貴之1, 小山 摂司1, 水谷 多恵子2, 正
木 仁2（1ちふれ化粧品, 2東京工大）
28AB-pm159 スターフルーツ葉エキスとその成分の抗糖化作用
○林 祥太1, 吉尾 泰政1, 村上 敏之1, 木曽 昭典1（1丸善
製薬）
28AB-pm160 紅茶テアフラビン含有パンの血糖値上昇抑制効果
（人介入試験）
○竹元 万壽美1, 松本 宏俊2, 伊藤 聖司2, 大河原 樹1,
大木 千宏1, 田中 あきほ1, 竹元 裕明3, 山里 直也2, 細
川 知克2, 阿部 和顕2, 小林 譲二2（1奥羽大薬, 2横山食
品, 3北里大薬）
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28AB-pm161

28AB-pm163

28AB-pm164

28AB-pm165

28AB-pm166

28AB-pm167

28AB-pm168

28AB-pm169

28AB-pm170

28AB-pm171

28AB-pm172

28AB-pm173

28AB-pm174

28AB-pm175

高知県産ショウガの老化促進モデルマウスに対する
空間学習記憶改善効果
○今井 顕子1, 仲井 めぐみ1,2, 細木 加寿子2, オウヤン
ラン3, 石田 七生1,2, 平田 歩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, 3佳木斯大院）
28AB-pm176 ピリピロペン誘導体の抗動脈硬化作用
○大城 太一1,2,3, 大多和 正樹1, 長光 亨1, 松田 大介1,
野牛 宏晃2, Matthew DAVIS3, Lawrence RUDEL3, 石橋
俊2, 供田 洋1（1北里大院薬, 2自治医大, 3Wake Forest
School of Medicine）
28AB-pm177S Curcuma Longa L. extract ameliorates dextran sulfate
sodium-induced ulcerative colitis
○Sa-Haeng KANG1, Yong-Deok JEON1, Ki-Min LEE1,
Ju-Ryun SOH1, Sun-Hu KIM1, Min-Kyuong SHIN1,
Hyun-Ji LIM1, Hyuong-Mo KIM2, Jong-Sik JIN1
（1Chonbuk National Univ., 2Onggojib Corp.）
28AB-pm178 免疫機能正常時及び低下時における殺菌ビフィズス
菌のウイルス感染症治療効果
林 京子1, ○李 貞範2, 牧岡 祐子3（1中部大生命健康科
学研, 2富山大院薬, 3コンビ）
28AB-pm179 リンゴ葉成分の副腎細胞におけるコルチゾル産生お
よびカテコールアミン分泌に対する作用
○斉藤 萌菜美1, 秋吉 理沙1, 猪瀬 貴大1, 佐藤 響1, 桑
原 直子1, 吉江 幹浩1, 田村 和広1, 横須賀 章人2, 三巻
祥浩2, 佐藤 弘人3, 小森 貞夫4, 壽松木 章4, 立川 英一1
（1東京薬大薬 内分泌・神経薬理学, 2東京薬大薬 漢方
資源応用学, 3東京薬大薬 薬学基礎実習教育セン
ター, 4岩手大農 農学生命課程果樹園芸学）
28AB-pm180 クマザサ熱水抽出エキスの免疫応答に及ぼす影響
○酒井 裕介1, 楊 金緯1, 石川 勉1（1常磐植物化学研究
所）
28AB-pm181S 低分子化ライチポリフェノール投与メタボリックシ
ンドロームモデルマウスの肝臓遺伝子の網羅的解析
○廣瀬 浩平1, 若命 浩二1, 小松 健一1, 中田 章史1, 佐
藤 恵亮1, 上原 佳織2, 内山 博允3, 長島 孝行2, 高成 準4,
佐藤 敦哉4（1北海道薬大, 2東京農大農, 3東京農大ゲ
ノム解析セ, 4アミノアップ化学）

糖類
28AB-pm182S 希少糖 D-アロースによる GLUT1 の発現減少とその
メカニズム検討
○野口 知里1, 山口 文徳1, 神鳥 和代1, Akram
HOSSAIN1, 片木 絢子1, 董 有毅1, 徳田 雅明1,2（1香川
大医, 2香川大希少糖研セ）
28AB-pm183 新規トレハロース化合物 trehangelin の抗老化機能に
関する研究
○神谷 義之1, 榎本 有希子1, 中島 琢自2, 高橋 洋子2,
松熊 祥子1, 大村 智2（1ファンケル 総合研究所, 2北里
大 北里生命研）
28AB-pm184 ブラインシュリンプ Artemia franciscana 由来新規糖
脂質の合成研究（3）
○金谷 貴行1, 渡邊 敏子1, 羽田 紀康2（1国際医福大薬,
2
慶應大薬）
28AB-pm185 無脊椎動物由来糖脂質の合成研究（56）海綿 Agelas
dispar 由来の糖脂質（2）
○古沢 小波1, 木内 文之1, 羽田 紀康1（1慶應大薬）
28AB-pm186S カヤツリグサ科植物の成分研究（5）ニシノホンモン
ジスゲの成分研究
○綾部 伸之介1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸1, 邑田 裕子2,
田中 光彦3, 大山 雅義1（1岐阜薬大, 2摂南大・薬, 3近畿
植物同好会）

配糖体
28AB-pm187S Polaskia chichipe（雷神閣）のサポニン成分の探索と
メラニン産生に及ぼす影響
○藤原 恒司1, 高取 薫1, 小山 清隆1, 高橋 邦夫1（1明治
薬大）
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28AB-pm162

天然からのアセチルコリンエステラーゼ阻害物質の
探索 ―コウボクについて―
○宮村 勇輝1, 西山 由美1, 士反 伸和1（1神戸薬大）
降香のヒト卵巣がん細胞 KOC7C 株に対する抗腫瘍
活性成分の探索
○正田 恵理1, 西山 由美1, 士反 伸和1, 須藤 保2（1神戸
薬大, 2兵庫県立がんセンター）
香附子のヒト卵巣がん細胞 KOC7C 株に対する抗腫
瘍活性成分の探索
○中村 直美1, 西山 由美1, 士反 伸和1, 須藤 保2（1神戸
薬大, 2兵庫県立がんセンター）
酪酸による結腸上皮細胞死の誘導と和漢薬の抑制
効果
○松本 司1,2, 田渕 圭章3, 山田 陽城4, 川口 基一郎1,2
（1いわき明星大薬, 2いわき明星大院理工, 3富山大研
究推進機構, 4東京薬大薬）
メタボリックシンドロームにおけるノニ果実の改善
効果
○岩井 秋絵1, 吉富 久恵1, 西垣 敏明2, 高 明1（1武庫川
女大薬, 2東京ノニ研究所）
シーベリー含有トリテルペノイドおよびフラボノイ
ド配糖体の膀胱平滑筋収縮抑制作用
○下田 博司1, 竹田 翔伍1, 清水 稔仁1, 小波津 麻里奈1,
単 少傑1（1オリザ油化）
丹参から単離した Magnesium lithospermate B の加齢
による腎傷害の軽減作用
朴 鑽欽1, 東海林 正弘2, 小栗 延子3, 小山内 暎代4, 緋
田 哲治5, 張 立也6, 田中 隆7, 鄭 海泳8, ○横澤 隆子9
（1韓国農村振興庁国立園芸特作科学院, 2開気堂薬局,
3
天心堂薬局, 4高崎漢方薬局, 5ふたば漢方薬局, 6イス
クラ産業, 7長崎大院医歯薬, 8国立釜山大薬, 9富山大
院理工）
茯苓由来トリテルペン pachymic acid の抗炎症作用機
構の検討
○宮崎 彩1, 安川 憲2, 懸川 友人1（1城西国際大学薬,
2
日本大薬）
AF-08 プロポリス主成分；moronic acid の抗炎症作用
機構の検討
宮崎 彩1, ○安川 憲2, 野伏 康仁2, 堤 重敏3, 黒川 昌彦4,
懸川 友人1（1城西国際大薬, 2日本大薬, 3アマゾンフー
ド, 4九州保福大薬）
EGFR チロシンキナーゼ阻害薬耐性ヒト非小細胞肺
癌 PC-14 細胞における粉防已成分 Tetrandrine の
Gefitinib 感受性増強作用機序の検討
○野村 政明1, 佐藤 栄子1, 丸山 愛奈1, 林 彩子1, 高橋
達雄1, 古林 伸二郎1（1北陸大薬）
ショウガ口腔内刺激型製剤投与による嚥下機能改善
作用―TRPV1 およびサブスタンス P の遺伝子発現に
関する検討―
○平田 歩1,2, 飯塚 美知郎1, 石田 七生1,2, 船戸 裕樹1,
阿部 譲朗1,2, 仲井 めぐみ1,2, 八木 祐助1,2, 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）
NASH モデルマウスにおけるアシタバカルコン摂取
の効果
○藤波 綾1, 荒木 千佳1, 栗山 育子1, 祖川 みどり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）
ブラジル産プロポリスの脂肪蓄積抑制に関する研究
○鈴木 愛理1, 野伏 康仁1, 及川 直毅1, 和田 平1, 岡崎
祐三2, 堤 重敏2, 黒川 昌彦3, Park YOUNG KUN4, 榛葉
繁紀1, 安川 憲1（1日本大薬, 2アマゾンフード, 3九州保
福大薬, 4カンピーナス大）
Effects of Cyclocarya Paliurus Leaf butanol extract on
the Metabolic Syndrom in SHR/cp Rats
許 光遠1,2, 吉富 久恵1, 孫 文2, 劉 銅華2, ○高 明1（1武
庫川女大, 2北京中医薬大）

28AB-pm188

化学系薬学

コンズランゴの化学成分と細胞毒性について
○竜野 暁1, 横須賀 章人1, 三巻 祥浩1（1東京薬大薬）
28AB-pm189S モンゴル薬用植物 Atraphaxis frutescens の新規フラボ
ノール配糖体とチロシナーゼ阻害活性
○Odonbayar BATSUKH1, 村田 敏拓1, Batkhuu
JAVZAN2, 佐々木 健郎1（1東北薬大, 2モンゴル国立
大）
28AB-pm190 モンゴル薬用茶構成植物 Dasiphora parvifolia の生物
活性成分と新規配糖体
○村田 敏拓1, Selenge ERDENECHIMEG1,2, 吉﨑 文
彦1, Odonbayar BATSUKH1,3, Batkhuu JAVZAN3, 佐々
木 健郎1（1東北薬大, 2モノス大, 3モンゴル国立大）
28AB-pm191 腸内細菌由来 C-配糖体マンギフェリン代謝酵素の精
製と機能解析
○中村 賢一1, 黒川 梨佐1, 大洲 章裕1, 各務 有里1, 川
口 宗一郎1, Shu ZHU2, 小松 かつ子2, 服部 征雄2, 岩島
誠1（1鈴鹿医療大薬, 2富山大和漢研）
28AB-pm192 レスベラトロール 3-α-グルコシドの諸性質と培養皮
膚細胞への作用
○三瓶 春代1, 杉本 和久1, 鷹羽 武史1, 栗木 隆1（1江崎
グリコ健康研）
28AB-pm193 リュウキュウガキ葉部の成分研究（2）
○川上 晋1, 稲垣 昌宣1, 大塚 英昭1, 武田 美雄1, 松浪
勝義2（1安田女大薬, 2広島大院医歯薬保）
28AB-pm194 Chemical constituents with anti-allergic activity from the
root of Edulis Superba, a horticultural cultivar of
Paeonia lactiflora
○石 燕紅1, Shu ZHU1, 田村 隆幸2, 門脇 真1, 吉松
嘉代3, 小松 かつ子1（1富山大学・和漢研, 2富山県薬事
研, 3医薬健栄研）
28AB-pm195 オトメアゼナの新規ダンマラン型トリテルペン配
糖体
○平井 大策1, 太田 智絵1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1,2, 柏
崎 絵李1, 山岡 加奈1, 尾田 好美1,2, 松田 久司1（1京都
薬大, 2N. T. H 研）
28AB-pm196 ナンテンの葉に含まれる nantenoside A 及び B の構造
○鈴木 龍一郎1, 竹林 亜弥1, 白瀧 義明1（1城西大薬）
28AB-pm197 Fraxinus rhynchophylla の果実の成分研究
○竹仲 由希子1, 岡本 安紀1, 廣瀬 浩明1, 棚橋 孝雄1
（1神戸薬大）
28AB-pm198 Oleanane-Type Triterpene Saponins from the Leaves of
Eleutherococcus senticosus Restores Aβ25-35 Induced
Neurite Degeneration
○小松 かつ子1, Yue-Wei GE1, 東田 千尋1, Shu ZHU1,
吉松 嘉代2（1富山大和漢研, 2医薬健栄研）
28AB-pm199S Chakasaponin II および関連サポニン成分のヒト口腔
癌由来細胞株 HSC-2 に対する細胞増殖抑制活性
二宮 清文1, 甕 千明1,2, ○西田 文香1, 奥川 修平1,2, 北
川 仁一朗1,2, 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）

芳香族化合物
28AB-pm200

単離培養地衣菌 Graphis sp. NH9933012 の産生する
新規スピロケタール化合物の合成と立体化学
○西村 克己1, 源 侑馬1, 上久保 静香1, 宇佐美 佑希子1,
竹仲 由希子1, 棚橋 孝雄1（1神戸薬大）
28AB-pm201 イソマツ科 Plumbago zeylanica より単離した新規ナ
フトキノン二量体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, 高野 槙子1, 松井 卓哉2, 呉 天賞3, 糸魚
川 政孝4（1名城大薬, 2愛知医科大, 3国立成功大, 4東海
学園大）
28AB-pm202S アブラムシの黄色色素 megouraphin glucoside A のア
ブラムシ種間分布に関する研究
○下地 滋子1, 堀川 美津代1, 香川 清彦2, 加来 裕人1,
角田 鉄人1（1徳島文理大薬, 2宇都宮大農）

28AB-pm203

Chemical constituents of Artocarpus altilis from
Vietnam and their antiausterity activity
○Suresh AWALE1, 上田 純也2, Dya Fita DIBWE1, Mai
Thanh Thi NGUYEN3（1富山大和漢研, 2広島国際大
薬, 3Faculty of Chemistry, University of Science,
Vietnam National University―Ho Chi Minh City）
28AB-pm204 ノビルのフェノール成分解析と生育地域別の含量
調査
臼井 彩夏1, ○石丸 幹二1, 福田 伸二1, 大島 一里1, 松
尾 洋介2, 田中 隆2（1佐賀大農, 2長崎大院医歯薬）
28AB-pm205S スダジイ葉におけるエラジタンニンの季節変化
○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）
28AB-pm206 Cassipourea malosana 樹皮の成分探索
○野田 侑希1, 西山 由美1, 士反 伸和1, 加藤 篤1（1神戸
薬大）
28AB-pm207S「歯木」として薬用利用された天然物資源の口臭抑制
作用に関する研究（第 2 報）―キノ（Pterocarpus
marsupium）の抗菌作用―
○茂山 香菜恵1, 二村（増田）めぐみ1, 横田（本田）
麻美1, 村田 和也1, 松田 秀秋1, 林 浩孝2, 藤田 貴則2, 松
村 晋一3（1近畿大薬, 2日本タブレット, 3稲畑香料）
28AB-pm208S 海洋由来真菌（Eurotium rubrum）からのメラニン産
生抑制物質の探索
○鎌内 等1, 木下 薫1, 小山 清隆1（1明治薬大）
28AB-pm209S ボタン（Paeonia suffruticosa）花部のコラーゲン生成
促進作用
○砥上 宏子1, 森浦 俊次1,2, 中嶋 聡一1, 中村 誠宏1, 河
村 友惟1, 冨永 杏子1, 吉川 雅之1, 松田 久司1（1京都薬
大, 2ロータス・21）
28AB-pm210 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（10）―ニオイヒバについて―
○中野 大輔1, 石塚 賢治2, 石原 まどか1, 日下部 兼
一郎1, 佐藤 文1, 土橋 良太1, 大川 雅史1, 田村 和夫3, 金
城 順英1（1福岡大薬, 2鹿児島大医, 3福岡大医）
28AB-pm211 メディシナルフラワー研究：キンモクセイ（Osmanthus
fragrans var. aurantiacus）花部を素材とした新規生体
機能性を有する含有成分及びその誘導体の探索研究
○深谷 匡1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1, 小川 慶子1, 松本
崇宏1, 太田 智絵1, 劉 江1, 松田 久司1（1京都薬大）
28AB-pm212 Glycation 阻害活性を有するヤマモモの葉の成分研究
（2）
○韓 旭1, 菅谷 充1, 鈴木 龍一郎1, 白瀧 義明1（1城西大
薬）
28AB-pm213 アツバキミガヨラン地下部のフェノール性成分に関
する研究
○中島 健一1, 阿部 尚仁2, 大山 雅義2, 井上 誠1（1愛知
学院大薬, 2岐阜薬大）
28AB-pm214 ハンノキ樹皮から単離した Hirstanone のメラニン産
生抑制能とその作用機序解析
○野上 颯子1, Natcha NAVEENAVAKUN2, 宇都 拓洋1,
Nguyem 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）
28AB-pm215 熱帯雨林植物の成分研究：Acronychia trifoliolata に含
有されるアセトフェノンモノマー
○三宅 克典1,2, 鈴木 愛理2, 後藤 益生3, David J.
NEWMAN4, Gordon M. CRAGG4, Barry O’KEEFE4,
Kuo-Hsiung LEE3, 後藤（中川）享子2,3（1東京薬大薬,
2
金沢大院医薬保, 3ノースカロライナ大, 4米国国立が
ん研究所）
28AB-pm216 Acronychia trifoliolata 含有のアセトフェノンモノマー
体の合成
○森田 千尋1, 小林 佑希子1, 斎藤 洋平1, 三宅 克典2,
後藤（中川）享子1,3（1金沢大院医薬保, 2東京薬大薬,
3
ノースカロライナ大）
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28AB-pm217

ステロイド
28AB-pm230

3 種の高度に酸素官能基化されたステロールの構造
について
○八百板 康範1, 町田 浩一1（1東北薬大）
28AB-pm231S Garcinia speciosa 等からの Notch シグナル阻害作用を
有する天然物の探索
荒井 緑1, ○赤嶺 隆太1, 岡本 隆一2, 小谷野 喬3,
Thaworn KOWITHAYAKORN4, 石橋 正己1（1千葉大
院薬, 2東京医歯大, 3テムコ, 4コンケン大）
28AB-pm232S キンポウゲ科植物の化学成分（22） Helleborus
foetidus の化学成分と細胞毒性について
○川幡 莉子1, 横須賀 章人1, 三巻 祥浩1（1東京薬大
薬）

28AB-pm233

ナス科 Withania somnifera 種子からの単離されたステ
ロイド成分の化学構造と腫瘍細胞毒性
○黒田 明平1, 石原 舞1, 生 宏2, 奥平 准之2, 坂上 宏2,
三巻 祥浩1（1東京薬大薬, 2明海大歯）
28AB-pm234 エリンギ（Pleurotus eryngii）子実体の新規ステロイ
ド ―eringiacetal A および B の構造―
○山本 泰士1, 桝本 有季1, 菊地 崇1, 山田 剛司1, 田中
麗子1（1大阪薬大）
28AB-pm235S 抗がん活性向上を目指した含窒素ステロイド誘導体
の合成
○早川 哲平1, 浮谷 基彦1, 吉井 恵1, 細野 智史1, 深津
誠1, 仁科 淳良1（1日本大理工）

テルペン類
28AB-pm236

中国雲南省香格里拉県におけるキク科 Ligularia
duciformis およびその雑種の化学成分と ITS 塩基
配列
○黒田 智明1, 田邊 沙也子1, 青山 奈央1, 花井 亮1, 岡
本 育子2, 通 元夫2, Xun GONG3（1立教大理, 2徳島文
理大薬, 3昆明植物研）
28AB-pm237S Portulaca pilosa の成分
○原 惠美1, 廣田 洋1, 大崎 愛弓1（1日大院総合基）
28AB-pm238S 中国産 Salvia grandifolia および Salvia sp. の成分研究
○川邊 浩史1, 小宮山 哲平2, 齋藤 義紀3, 岡本 育子4,
通 元夫4, 黒田 智明5, 影近 弘之2, Xun GONG6, 廣田
洋1, 大崎 愛弓1（1日大院総合基, 2医科歯科大生材研,
3
長崎大院薬, 4徳島文理大薬, 5立教大理, 6昆明植物
研）
28AB-pm239 ニシキギ科植物コマユミの成分研究（9）
○山下 浩1, 吉田 崇将1, 千徳 亮介1, 松崎 円香1, 中根
孝久3, 和田 浩二1, 柴田 敏郎2, 坂東 英雄1（1北海道薬
大, 2基盤研・薬植セ, 3昭和薬大）
28AB-pm240 本邦産苔類マキノゴケおよびクラマゴケモドキのテ
ルペノイド
○長島 史裕1,2, 戸田 祥夫2, 石井 智仁2, 浅川 義範2
（1第一薬大, 2徳島文理大薬）
28AB-pm241 コケ植物由来の活性天然物の探索研究
○白川 雄一郎1, 中野 翔太1, 門田 脩1, 福田 勇介1, 八
木 康之1, 豊田 正夫1, 浅川 義範1（1徳島文理大薬）
28AB-pm242 カッシノイドの 1 位水酸基の細胞毒性活性に対する
影響（1）
○朴 炫宣1, 金 益輝1, 一栁 幸生1（1東京薬大薬）
28AB-pm243 Saussurea amara (L.) DC.のマクロファージ活性化抑
制成分の探索研究（5）
○矢作 忠弘1, 山中 康平1, 松井 彩香1, 吉田 裕樹2, 米
山 達朗1, 古川 めぐみ1, 高松 智3, 榊原 巌4, 松﨑 桂一1
（1日本大薬, 2国際医福大薬, 3昭和大薬, 4横浜薬大）
28AB-pm244 インネシア産海綿から単離した 4 種の新規セスタテ
ルペンの構造
Ahmed H. AFIFI1, 加藤 光1, ○塚本 佐知子1（1熊本大
院薬）
28AB-pm245 Boesenbergia pandurata からの TRAIL 耐性克服作用
をもつ天然物の探索
Utpal K. KARMAKAR1,2, 石川 直樹1, 荒井 緑1, 小谷野
喬3, Thaworn KOWITHAYAKORN4, Firoj AHMED1,5,
○石橋 正己1（1千葉大院薬, 2クルナ大薬, 3テムコ, 4コ
ンケン大農, 5ダッカ大薬）
28AB-pm246 メグスリノキ（Acer nikoense）樹皮の成分研究
○田口 響1, 栗本 慎一郎1, 佐々木 有2, 田中 直伸3, 柏
田 良樹3, 中村 隆典1（1姫路獨協大薬, 2八戸高専物質,
3
徳島大院薬）
28AB-pm247 セイヨウタンポポ（Taraxacum officinale）根部の新規
トリテルペン
○田中 彩夏1, 瓜生田 真有1, 井後 慶則1, 菊地 崇1, 山
田 剛司1, 田中 麗子1（1大阪薬大）
28AB-pm248 ウンシュウミカン（Citrus unshiu）果皮の新規リモノ
イド
○菊地 崇1, 上野 靖明1, 濱田 愛乃1, 古川 知佳1, 山田
剛司1, 田中 麗子1（1大阪薬大）
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化学系薬学

真菌 Pochonia chlamydosporia FKI-6088 株が生産す
る pochopolone 類の立体化学の解析および抗真菌
活性
○荒井 美紀1, 内田 龍児1, 宮崎 秀俊1, 石島 広之1, 野
中 健一2, 増間 碌郎2, 供田 洋1（1北里大院薬, 2北里大
生命研）
28AB-pm218 エピガロカテキンの酵素酸化によって生成する新規
二量体の構造
吉田 綾音1, 杉原 啓介1, 林 利美1, 三根 千枝1, ○松尾
洋介2, 齋藤 義紀2, 田中 隆2（1長崎大薬, 2長崎大院医
歯薬）
28AB-pm219 Garcinia mangostana の葉部の成分研究
○神前 祥子1, 竹仲 由希子1, 高杉 文人1, 棚橋 孝雄1
（1神戸薬大）
28AB-pm220 終末糖化生成物の生成を抑制する天然有機化合物の
探索
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）
28AB-pm221S 多様性拡大抽出物を利用したビアリール・ビアリー
ルアミン型化合物群の創出
○榎 大介1, 中城 陽太1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北
大院薬）
28AB-pm222S ケープアロエ葉末の抗炎症作用成分
二宮 清文1, ○大山 更紗1, 赤木 淳二1,2, 松本 拓1, 松尾
菜都子1, 尾関 快天1, 岡田 拓也1, 吉田 郁代2, 森川
敏生1（1近畿大・薬総研, 2小林製薬中研）
28AB-pm223S Streptomyces sp. IFM 11490 株からの新規芳香族化合
物の探索
○益西 卓瑪1, 石川 直樹1, 當銘 一文1, 石橋 正己1（1千
葉大院薬）
28AB-pm224 ベニバナトキワマンサク（Loropetalum chinense var.
rubra）の成分研究
○徳永 順子1, 砂川 美図紀1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸1,
邑田 裕子2, 大山 雅義1（1岐阜薬大, 2摂南大薬）
28AB-pm225 シンイ由来化合物のメラニン生成抑制活性の研究
○山内 理奈1, 成川 佑次1, 木内 文之1（1慶應大薬）
28AB-pm226S ジンコウ由来ホスホジエステラーゼ阻害物質の探索
（3）
○杉山 拓司1, 柴田 峻佑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）
28AB-pm227 ジンコウ由来ホスホジエステラーゼ阻害物質の探索
（4）
○柴田 峻佑1, 杉山 拓司1, 成川 佑次1, 木内 文之1, 増
井 涼2（1慶應大薬, 2救心製薬東京研）
28AB-pm228 ウロリチン誘導体の機能開拓に関する研究（第 1 報）
―抗糖化作用，光老化抑制作用，育毛効果―
○伊東 秀之1, 中島 賢則2, 矢ケ崎 秀雄2, 山本 浩明2
（1岡山県大保福, 2ダイセル）
28AB-pm229S 漢薬 女貞子（Ligustrum lucidum，果実）の機能性成
分（4） ―含有成分のアロマターゼ阻害活性―
二宮 清文1, ○柴谷 華苗1, 居村 克弥1, 坂本 幸栄1, 早
川 堯夫1, 村岡 修1, 森川 敏生1（1近畿大・薬総研）

化学系薬学

28AB-pm249S 中国雲南省産 Euphorbia griffithii の新規ジテルペノ
イド
○緒方 美咲1, 齋藤 義紀1, 松尾 洋介1, Xun GONG2, 田
中 隆1（1長崎大院医歯薬, 2昆明植物研）
28AB-pm250S 副作用の低減を目指した天然物アミノ酸誘導体の
合成
○細野 智史1, 浮谷 基彦1, 吉井 恵1, 早川 哲平1, 深津
誠1, 仁科 淳良1, 鈴木 孝2, 栗田 雅弘2（1日本大理工,
2
日本大薬）
28AB-pm251 ロシアンセージ（Perovskia atripliciforia）からのジテ
ルペン類の単離
○佐藤 友世1, 小﨑 公美子1, 松下 祐未1, 矢野 玲子1,
一栁 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1（1金城学院大薬, 2東
京薬大薬）
28AB-pm252 線香構成生薬のアセチルおよびブチリルコリンエス
テラーゼ阻害作用～スギ葉について～
○村田 和也1, 秋山 伶奈1, 松田 秀秋1, 松村 晋一2（1近
畿大薬, 2稲畑香料）
28AB-pm253 キク科ツワブキ（Farfugium japonicum）の新規エレ
モフィラン型セスキテルペン
○汐崎 優子1, 齋藤 義紀2, 松尾 洋介2, 田中 隆2（1長崎
大薬, 2長崎大院医歯薬）
28AB-pm254S センキュウ（Cnidium officinale）根茎の抗炎症作用
成分
二宮 清文1, ○塩谷 美幸1, 尾関 快天1, 松尾 菜都子1,
森川 敏生1（1近畿大・薬総研）
28AB-pm255S 多様性拡大抽出物を利用したメロテルペノイド様化
合物群の創出
○河合 航輔1, 中城 陽太1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東
北大院薬）
28AB-pm256S 釣藤鈎の機能性成分（7）―含有成分の神経突起伸長
作用―
二宮 清文1, ○河端 千尋1, 柴谷 華苗1, 南野 享1, 森川
敏生1（1近畿大・薬総研）
28AB-pm257 ゴマで認知症予防～β―セクレターゼ阻害活性～
○松村 晋一2, 村田 和也1, 吉岡 百合2, 松田 秀秋1（1近
畿大薬, 2稲畑香料）
28AB-pm258S エゴノキ科 Alniphyllum fortunei の成分研究
○加藤 千佳1, 阿部 尚仁1, 田中 稔幸1, 邑田 裕子2, 邑
田 仁3, 大山 雅義1（1岐阜薬大, 2摂南大薬, 3東大院理）
28AB-pm259 センリョウ科植物ヒトリシズカ（Chloranthus
japonicus）地上部の成分研究
○金 尚永1, 長嶋 紘紗子1, 田中 直伸2,3, 柏田 良樹2, 高
石 喜久2, 小林 淳一3, 高上馬 希重1（1北医療大薬, 2徳
島大院薬, 3北大院薬）
28AB-pm260 朮類生薬の脂肪細胞分化に対する影響
○鶴田 侑也1, 川元 智愛1, 成川 佑次1, 木内 文之1（1慶
應大薬）
28AB-pm261 アマミナナフシ (Entoria okinawaensis) の糞からの医
薬品シード化合物の探索
○福澤 侃1, 藤原 恒司1, 伊藤 克彦2, 横山 岳2, 荻原 勲2,
天竺桂 弘子2, 小山 清隆1, 木下 薫1（1明治薬大, 2農工
大）
28AB-pm262 延命草由来ジテルペノイド成分のメラニン産生抑制
作用
二宮 清文1, ○萬瀬 貴昭1,2, 岡田 枝里子2, 松本 拓1, 岡
﨑 茜1, 要 欣志2, 中村 翔2, 森川 敏生1（1近畿大・薬総
研, 2加美乃素本舗）

アルカロイドおよび含窒素化合物
28AB-pm263

天然有機化合物から医薬品の開発 (berberine 03)
○城戸 克己1, 横山 さゆり1, 福田 直通1（1第一薬大）
28AB-pm264S 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）
28AB-pm265S Securinega suffruticosa の成分
○児玉 佳之1, 久保 美和2, 福山 愛保2, 廣田 洋1, 大﨑
愛弓1（1日大院総合基, 2徳島文理大薬）

28AB-pm266

単独性ハナバチ・キムネクマバチ Xylocopa
appendiculata circumvolans 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）
28AB-pm267 ビャクブコンより得られた新規 stichoneurine 型アル
カロイドの絶対構造について
○深谷 晴彦1, 一栁 幸生1, Shu ZHU2, 小松 かつ子2
（1東京薬大薬, 2富山大和漢研）
28AB-pm268 抗真菌薬と相乗的に抗真菌作用を示す化合物の探索
及び生合成研究
○岡部 未来1, 杉田 隆1, 木下 薫1, 小山 清隆1（1明治薬
大）
28AB-pm269 PGC-1α プロモーターの活性を増大させ、ハンチン
トン病様モデル生物の神経突起伸長を促進するピペ
リン類
○尹 永淑1, 石塚 嵩志1, 藤川 雄太1, 高橋 滋1, 高橋
勇二1, 森本 高子1, 宮川 博義1, 中根 孝久2, 高野 昭人2,
井上 英史1（1東京薬大生命, 2昭和薬大薬）
28AB-pm270 真菌 BF-0126 株が生産する pyridoxatin の抗真菌活性
の研究
○富永 剛広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）
28AB-pm271 ベルベリンのがん細胞増殖抑制とその作用機序解析
○後藤 綾1, 大久保 伸哉1, 田中 宏幸2, 宇都 拓洋1, 森
永 紀1, 正山 征洋1（1長崎国際大薬, 2九州大院薬）
28AB-pm272 海洋由来放線菌 MA2-12 株が産生する新規抗がん活
性物質の研究
○高橋 美咲1, 古川 茶勲1, 福田 隆志1, 内田 龍児1, 笠
井 宏朗2, 供田 洋1（1北里大院薬, 2北里大感染制御研
究機構）
28AB-pm273S TRPV1 構造活性相関解明に向けた Vanilloid 型
evodiamine 誘導体の合成研究
○川端 雄資1, 弘田 尊裕1, 飯森 智絵1, 萩堂 時徳1, 白
畑 辰弥1, 中森 俊輔1, 香川（田中）聡子2, 神野 透人3,
小林 義典1（1北里大薬, 2横浜薬大, 3名城大薬）
28AB-pm274 オクトリカブトの塩基成分の探索研究（5）
鈴木 翔太1, 竹田 桂子1, 眞坂 拓実1, 照井 絢佳1, 桑原
菜摘1, 宗像 奈央子1, 内田 麻梨子1, 原口 真智子1, 布川
昌史1, 阿部 優紀1, 山下 浩1, ○和田 浩二1（1北海道薬
大）
28AB-pm275 新規レニエラマイシン系海洋天然物の単離、構造、
および生物活性
平松 亜依1, ○藤野 晃也1, 平出 裕美1, 豊嶋 涼子1,
Gisela P. CONCEPTION2, 齋藤 直樹1（1明治薬大,
2
フィリピン大海洋研）
28AB-pm276 タイ産アカネ科 Ophiorrhiza nutans 含有アルカロイド
成分探索
○小野沢 忠吉1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1,
Santiarworn DAMMRONG2, 高山 廣光1（1千葉大院薬,
2
Chaing Mai大学）
28AB-pm277S オオバイヌビワ（Ficus septica）から得られた抗マラ
リア活性を有するフェナントロインドリジンアルカ
ロイド
○八塚 航1, 久保 美和1, 原田 研一1, 井上 勇介2, 宮本
寿2, 松本 真2, 福山 愛保1（1徳島文理大薬, 2大塚製薬
微生物研）
28AB-pm278 メラニン産生抑制活性を有する蓮華含有アルカロイ
ド成分の安定性評価
二宮 清文1, ○奥川 修平1,2, 甕 千明1,2, 北川 仁一朗1,2,
田邉 元三3, 吉川 雅之1, 村岡 修1,3, 森川 敏生1（1近畿
大・薬総研, 2小城製薬, 3近畿大・薬）
28AB-pm279 茜草根より単離した新規 RA 系二量体ペプチドの構
造決定
○一栁 幸生1, 大畠 雅子1, 土屋 尭之1, 吉田 亜耶香1,
深谷 晴彦1, 竹谷 孝一1, 川原 信夫2（1東京薬大薬, 2基
盤研･薬植セ）
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生理活性その他
28AB-pm282

チョウセンアサガオ Datura metel 由来エンドファイ
ト糸状菌の構成
○北村 千浪1, 前原 昭次1, 鎌倉 太輝1, 川上 宏平1, 大
橋 一慶1（1福山大薬）
28AB-pm283 新規漢方処方の品質規格に関する基礎的検討（17）
半夏に含有される抗炎症性サイトカイン IL-10 の発
現誘導活性成分について
○佐藤（増本）直子1, 坂上 祐香2, 合田 幸広1, 袴塚
高志1（1国立衛研, 2東京理大薬）
28AB-pm284 薬用サンシシ Gardeniae Fructus の真の基原について
○木下 武司1（1帝京大薬）
28AB-pm285S Berberine 資化性菌 GBD-1 株の単離およびその
berberine 分解能に関する検討
○内山 拓也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, 2京大院生命）
28AB-pm286S 潜在性結核菌に対する抗菌物質 nybomycin の標的分
子解析
荒井 雅吉1, ○神谷 謙太朗1, 住井 裕司1, 申 多英1,
Patamaporn PRUKSAKORN1, 韓 智秀1, 古徳 直之1, 小
林 資正1（1阪大院薬）
28AB-pm287 タンニン生薬の組み替え C 型肝炎タンパク分解酵素
阻害活性
○垣内 信子1, 末永 紹運1, 脇田 駿平1, 田泓 夏花1, 貞
清 開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）
28AB-pm288 ペルー産薬用植物マカの更年期障害に対する改善
効果
○治京 玉記1（1大夕短大食栄）
28AB-pm289 パラオ産海洋糸状菌 Trichoderma cf. brevicompactum
TPU199 株のジメチルスルフォキシド添加培養によ
る chlorotrithiobrevamide の生産誘導
○山﨑 寛之1, 高橋 央宜1, 村上 一輝1, 浪越 通夫1（1東
北薬大）
28AB-pm290 海洋糸状菌 Penicillium sp. TPU1271 株が生産するポ
リケタイド化合物 penicyrone A および B に関する
研究
ト 英悦1, 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）
28AB-pm291 インドネシア産海洋糸状菌 Penicillium verruculosum
TPU1311 株が生産する新規 protein tyrosine
phosphatase 1B 阻害剤 verruculide 類に関する研究
山﨑 寛之1, 高橋 央宜1, 桐越 亮太1, Henki
ROTINSULU2, Defny S. WEWENGKANG2, Deiske A.
SUMILAT2, 鵜飼 和代1, ○浪越 通夫1（1東北薬大,
2
Sam Ratulangi University）
28AB-pm292S ブルーベリー葉部のプラスミン阻害作用
○中尾 悠里1, 中嶋 聡一1,2, 三浦 雅人1, 中村 誠宏1, 松
田 久司1（1京都薬大, 2N. T. H 研）

28AB-pm293

Pinnisterols A－C, New Anti-inflammatory 9,11Secosterols from a Gorgonian Pinnigorgia sp.
Yu-Chia CHANG1,2, Chan-Shing LIN1,3, ○Ping-Jyun
SUNG2,4（1Doctoral Degree Program in Marine
Biotechnology, National Sun Yat-sen University and
Academia Sinica, 2National Museum of Marine Biology
and Aquarium, 3Department of Marine Biotechnology
and Resources, National Sun Yat-sen University,
4
Graduate Institute of Marine Biology, National Dong
Hwa University）
28AB-pm294 Studies on the constituents of Chlorella sp. MT-7
○Ping-Chung KUO1, Hsin-Yi HUNG2, Ko-Hua YU2,
Tian-Shung WU2（1Department of Biotechnology,
National Formosa University, 2School of Pharmacy,
National Cheng Kung University）
28AB-pm295 Chinese Traditional Preparation Gui Lu Er Xian
Jiao(LA) induces bone formation in osteoblasts
Ting-Hsuan LEE1, I-Chan WU2, Chih-Hsin TANG3,
○Po-Chuen SHIEH1（1Department of Pharmacy, Tajen
University, 2Li-An Biotecnology Pharmaceutical Co.,
Ltd, 3Graduate Institute of Basic Medical Science, China
Medical University）
28AB-pm296 Inhibitory effect of burdock leaves on elastase and
tyrosinase activities
Chi-Ting HORNG1,2,3, Hsing-Chen WU4, Yu-Syuan
HUANG3, Hui-Yun WANG3, Chun CHEN3, ○Fu-An
CHEN3（1Department of Ophthalmology and Medical
Education Center, Kaohsiung Armed Force General
Hospital, 2Institute of Biochemistry and Biotechnology,
Chung Shan Medical University and Chung Shan
Medical University Hospital, 3Department of Pharmacy
and Master Program, Tajen University, 4Department of
Food and Nutrition, Kaohsiung Armed Forces General
Hospital）
28AB-pm297 New Iridoids isolated from the stem of Neonauclea
reticulate
○Yueh-Hsiung KUO1, Guan-Jhong HUANG1, Wei
CHAO1, Fang-Pin CHANG2,3（1Department of Chinese
Pharmaceutical Sciences and Chinese Medicine
Resources, China Medical University, 2The Ph.D.
Program for Cancer Biology and Drug Discovery, China
Medical University, Academia Sinica, 3School of
Pharmacy, China Medical University）
28AB-pm298 The Vasoprotective Mechanisms Study of Ginger Extract
○Daih-Huang KUO1, Shin Hun JUANG1, Shu-Yu LI1,
Chun-Yann LEE1, I-Li CHEN1, Yi-Jen TSAI1, KuoCheng WANG1（1Graduate Institute of Pharmaceutical
Technology, Tajen University）
28AB-pm299 The constituents and anti-inflammatory from
Cladosiphon okamuranus
○Kun-Ching CHENG1, Ping-Chung KUO2, Hsin-Yi
HUNG3, Tian-Shung WU3（1Taiwan Sugar Research
Institute, 2Department of Biotechnology, National
Formosa University, 3School of Pharmacy, National
Cheng Kung University）
28AB-pm300 Ionone derivatives from the mycelium of Phellinus
linteus and the inhibitory effect on activated rat hepatic
stellate cells
○Shiow-Chyn HUANG1, Ping-Chung KUO2, Hsin-Yi
HUNG3, Tian-Shung WU3（1Department of Pharmacy,
Chia-Nan University of Pharmacy and Science,
2
Department of Biotechnology, National Formosa
University, 3School of Pharmacy, National Cheng Kung
University）
28AB-pm301S フローサイトメトリーを用いた細胞内ニューロフィ
ラメント合成解析と糖化アルブミンおよびヘンナ花
含有成分の与える影響
中嶋 聡一1,2, ○辻畑 潤一郎1, 尾田 好美1,2, 中村 誠宏1,
松田 久司1（1京都薬大, 2N. T. H 研）
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化学系薬学

28AB-pm280S センコツ含有アルカロイド精製操作によるメチル化
体生成に関する検討
○平岡 恵美1, 武田 拓馬1, 中森 俊輔1,4, 白畑 辰弥1, 香
川（田中）聡子2, 神野 透人3, 小林 義典1,4（1北里大薬,
2
横浜薬大, 3名城大薬, 4北里大東医研）
28AB-pm281 Lycopodium serratum var. longipetiolatum より単離し
た新規アルカロイドの構造とマクロファージ泡沫化
阻害活性
○石内 勘一郎1,2, 藤原 章雄3, 姜 文平4, 呉 金濱4, 北中
進1（1日本大薬, 2名市大院薬, 3熊本大医, 4中国医薬
大・薬物化学研）

化学系薬学

28AB-pm302S エモジン関連アントラセノン二量体の APN 阻害およ
びがん細胞浸潤抑制作用
中嶋 聡一1,2, ○三浦 雅人1, 中村 誠宏1, 砥上 宏子1, 中
尾 悠里1, 関家 聡美1, 古川 香矢1, 松田 久司1（1京都薬
大, 2N. T. H 研）
28AB-pm303 クララより分離した放線菌の代謝産物解析（2）
○高尾 理沙1, 鈴木 龍一郎1, 植木 雅志2, 白瀧 義明1
（1城西大薬, 2理研・ナノ医工学）
28AB-pm304 ビャクシの化学成分に関する研究（2）
○袴田 遼1, 山口 絵美1, 松尾 侑希子1, 三巻 祥浩1（1東
京薬大薬）
28AB-pm305 メグスリノキの遺伝毒性抑制作用に関する研究
○山本 飛鳥1, 栗本 慎一郎1, 中村 隆典1, 佐々木 有2
（1姫路獨協大薬, 2八戸高専物質）
28AB-pm306 Connarus ruber の遺伝毒性抑制活性成分について
○名倉 梨菜1, 栗本 慎一郎1, 中村 隆典1, 佐々木 有2
（1姫路獨協大薬, 2八戸高専物質）
28AB-pm307 Mycobacterium avium complex に有効な化合物の探索
系の構築
○細田 莞爾1, 八木 瑛穂2, 内田 龍児2, 小山 信裕2, 供
田 洋2（1北里大理, 2北里大院薬）
28AB-pm308 天然由来化合物ライブラリーを基盤とした抗結核剤
の探索
○中原 悠太1, 田中 有理沙2, 郡司 雅奈子1, Delfly B
ABDJEL3, 山崎 寛之3, 小山 信裕2, 浪越 通夫3, 供田
洋2（1北里大薬, 2北里大院薬, 3東北薬大）
28AB-pm309S 低分子化ライチポリフェノールのヒト毛乳頭細胞遺
伝子発現に与える影響
○石井 理美1, 若命 浩二1, 小松 健一1, 佐藤 敦哉2, 高
成 準2（1北海道薬大, 2アミノアップ化学）
28AB-pm310 土壌由来真菌 BF-0307 株が産生する中性脂質蓄積阻
害物質に関する研究
○関 怜子1, 小林 啓介2, 大城 太一2, 福田 隆志2, 内田
龍児2, 供田 洋2（1北里大薬, 2北里大院薬）
28AB-pm311S オトメアゼナの膵リパーゼ阻害作用成分
中嶋 聡一1,2, ○高本 真里1, 太田 智絵1, 中村 誠宏1, 秋
田 凌吾1, 門 麻衣子1, 島田 あつみ1, 松田 久司1（1京都
薬大, 2N. T. H 研）
28AB-pm312 ボタンボウフウ葉抽出物の食後血糖値上昇抑制作用
○木村 昌代1, 野崎 勉1, 秋本 亮1, 船曳 涼子1, 史 文磊1,
田中 郁郎1, 石原 健夫1（1ビーエイチエヌ）
28AB-pm313 抗リーシュマニア活性を有するタイ薬用植物、
Diospyros mollis 中の成分研究
○諏訪間 崇治1, 渡邊 敬介1, 梅原 薫1, 安元 加奈未2,
Orawan MONTHAKANTIRAT3, Prathan LUECHA3, 野
口 博司1（1静岡県大薬, 2徳島文理大香川薬, 3コンケ
ン大）
28AB-pm314 染色効率向上を目的としたヘンナ抽出条件の検討
○尾田 好美1,2, 中嶋 聡一1,2, 松田 久司2（1N. T. H 研,
2
京都薬大）
28AB-pm315 ベルベリン資化性菌 Rhodococcus sp. BD7100 株のベ
ルベリン誘導プロモーターの探索
○大久保 達貴1, 湯浅 美鈴1, 石川 和樹1, 武田 尚1, 若
菜 大悟1, 佐藤 文彦2, 福田 雅夫3, 細江 智夫1（1星薬大,
2
京大院生命, 3長岡技大）
28AB-pm316 花色変化メカニズムに関する研究（第 4 報）―スイ
フヨウ―
○奥 尚枝1, 中原 優華1, 石黒 京子1（1武庫川女大薬）
28AB-pm317 生合成遺伝子を指標にしたアングサイクリン類を生
産する放線菌の効率的な探索
○川崎 崇1, 黄瀬 智史1, 金森 啓太郎1, 松尾 洋孝2, 今
村 信孝1（1立命館大薬, 2北里大生命研）
28AB-pm318 種子島産タチバナにおける成分特性と遺伝的特性の
解析に関する研究
○杉村 康司1, 飯田 修1, 河野 徳昭1, 安食 菜穂子1, 乾
貴幸1, 吉松 嘉代1, 大根谷 章浩2, 安藤 英広2, 吉田
雅昭2, 川畑 伊知郎3, 山國 徹3, 川原 信夫1（1医薬・健栄
研・薬植セ, 2小太郎漢方・研, 3東北大院・薬・薬理）

28AB-pm319

28AB-pm320

28AB-pm321

28AB-pm322

28AB-pm323

28AB-pm324

28AB-pm325

28AB-pm326

28AB-pm327

28AB-pm328

28AB-pm329

28AB-pm330
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タイ天然薬物 Melodorum fruticosum 由来 NO 産生抑
制活性を有する Butenolide 類の全合成
○田邉 元三1, 森川 敏生2, 小川 哲平1, 薗田 直樹1, 至
田 智行1, 萬瀬 貴昭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）
歴代成書にある生薬の効能に関する記載のデータ
ベース化
矢作 忠弘1, 渥美 聡孝2, 三宅 克典3, 石内 勘一郎4, 森
永 紀5, 伏見 裕利6, 大山 雅義7, 森川 敏生8, 有田 正規9,
田中 謙10, ○牧野 利明4（1日本大薬, 2九州保福大薬,
3
東京薬大薬, 4名市大院薬, 5長崎国際大薬, 6富山大和
漢研, 7岐阜薬大, 8近畿大薬, 9国立遺伝研, 10立命館大
薬）
ゴールデンシルクエキス Y のバーシカン産生亢進
作用
○及川 優1, 多田 明弘1（1ポーラ化成工業）
海洋由来放線菌 MA1-21 株が産生する抗抗酸菌ペプ
チドに関する研究
○八木 瑛穂1, 内田 龍児1, 福田 隆志1, 笠井 宏朗2, 供
田 洋1（1北里大院薬, 2北里大感染制御研究機構）
生薬製剤松寿仙の滋養強壮効果の実験による解明
○小屋 佐久次1, 福田 徹1, 市川 智也1, 金子 紗希1, 沼
尻 智美1, 高橋 礼子1（1和漢薬研総合開発研）
海洋由来放線菌 KM10-4 株が生産するトリグリセリ
ド生成阻害活性物質に関する研究
○鈴木 あいか1, 福田 隆志1, 小林 啓介1, 大城 太一1,
瀧 誠二2, 山田 勝久2, 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）
天然資源由来の抗血小板活性物質の探索 ―コラー
ゲン凝集評価系を用いて―
○中楯 奨1, 長瀬 弘昌2, 矢口 貴志3, 山本 正雅1, 伊藤
徳家1（1奥羽大薬, 2星薬大, 3千葉大真菌研セ）
Proteomic investigation of the bornyl cis-4hydroxycinnamate-treated melanoma cells: effects on the
cell apoptosis through mitochondrial dysfunction and
endoplasmic stress
○Yu-Jen WU2, Zih-Yan YANG1, Mei-Li WU1
（1Graduate Institute of Food Science, National Pingtung
University of Science and Technology, 2Department of
Food and Nutrition, Meiho University）
Metabolites with Cytotoxic Activity from the Formosan
Sponge Carteriospongia sp.
Ming-Kai WENG1,2, Mei-Chin LU1,2, ○Jui-Hsin SU1,2
（1Graduate Institute of Marine Biology, National Dong
Hwa University, 2National Museum of Marine Biology
and Aquarium）
Chemical constituents and its DPPH-free radical
scavenging activity from Mitrephora winitii Craib
(Annonaceae)
○Boonsong WUNGSINTAWEEKUL1, Tanawat
CHAOWASKU2, 梅原 薫3, 野口 博司3（1ワライラック
大薬, 2チェンマイ大薬, 3静岡県大薬）
ムラサキウニ由来真菌の新規代謝産物 altercrosin 類
の構造
○田中 亜純1, 西井 拓巳1, 菊地 崇1, 田中 麗子1, 山田
剛司1（1大阪薬大）
カイメン由来真菌の産生する新規細胞毒性物質の絶
対構造
○山田 剛司1, 鈴江 真世1, 杉浦 右真1, 菊地 崇1, 田中
麗子1（1大阪薬大）

物理系薬学（ポスター発表）
28AB-am295

3 月 28 日（月） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
機器分析

HPLC
28AB-am296

安息香酸およびその置換体に対する分子インプリン
トポリマーの調製と評価：置換基が分子認識能に与
える影響
○中村 有加里1, 松永 久美1, 萩中 淳1（1武庫川女大
薬）
28AB-am297 カフェイン酸フェネチルエステルに対する分子イン
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, 松永 久美1, 萩中 淳1
（1武庫川女大薬）
28AB-am298 ヒト血清アルブミンを固定化した充填剤による光学
分割：固定化法の光学認識能に対する影響
○松永 久美1, 萩中 淳1（1武庫川女大薬）
28AB-am299 高耐アルカリ性を有する逆相シリカカラムの開発と
評価
○塚本 友康1, 長江 徳和1（1クロマニックテクノロ
ジーズ）
28AB-am300 6 種類のコアシェル C18 充填剤の分離及び物性の
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）
28AB-am301S 温度応答性クロマトグラフィーによる河川水中溶存
医薬品の検出
○加治屋 瑞貴1, 内田 亮1, 蛭田 勇樹1, 永田 佳子1, 金
澤 秀子1（1慶應大薬）
28AB-am302 ポリマー多層被覆法を用いた HILIC 用モノリス型シ
リカキャピラリーカラムの開発
○阿知波 弘憲1, 鎌倉 健雄1, 市原 駿1, 若林 真樹1, 杉
山 直幸1, 石濱 泰1（1京大院薬）
28AB-am303 コアシェルタイプのイオン交換樹脂の開発とそれを
用いた UHPLC への応用（第 20 報）
○三友 俊一1, 根岸 由紀子1, 村上 仁美1（1女子栄養
大）
28AB-am304 HepG2 細胞を用いた生薬エキスの細胞内プリン代謝
に及ぼす影響について
○鈴木 圭1, 松井 友美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）
28AB-am305S Caco-2 細胞へのグルコース、フルクトース負荷にお
けるプリン代謝動態の変動
○秋元 南1, 伊藤 佑里恵1, 妻倉 佑弥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）
28AB-am306 トランスグルタミナーゼの新規活性測定法の開発
○千葉 玲子1, 谷岡 裕司1, 沼尻 幸彦1, 白幡 晶1, 新津
勝1, 古地 壯光1（1城西大薬）
28AB-am307 グリコサミノグリカンの微量分析によるヒト iPS 細
胞の品質管理
○永井 裕子1, 北野 志保1, 米尾 亮平1, 三木 航1, 小嶋
絢1, 豊田 亜希子1, 豊田 英尚1（1立命館大・薬）
28AB-am308 難溶性ポリマー医薬 TRK-390 中の不純物の定量法
の確立 1 ―遺伝毒性不純物―
○氏家 識史1, 金子 浩章1, 白木 元明1, 後藤 健治2（1東
レ医薬研, 2東レリサーチセンター）
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28AB-am282S 示差走査熱量曲線の予測を目的としたポータブルラ
マン分光計によるテオフィリン錠剤の測定
○大塚 裕太1, 伊藤 丹1, 竹内 政樹1, 三留 肇2, 田中
秀治1（1徳島大薬, 2ニレコ）
28AB-am283 高湿度条件下におけるテオフィリン無水物の溶媒介
転移
○松村 沙季1, 大塚 裕太1, 竹内 政樹1, 田中 秀治1（1徳
島大薬）
（IV）
の
28AB-am284 フォノン及び分子振動解析による酸化チタン
UV 活性と医薬用成分の UV 劣化の評価
○坂本 知昭1, 佐々木 哲朗2, 香取 典子1, 合田 幸広1
（1国立医薬品食品衛生研, 2静岡大電子工学研）
28AB-am285 ラマン分光法を用いたシプロフロキサシンの UV 劣
化の評価
○副島 武夫1, 湯本 政昭1, 赤尾 賢一1, 永森 浩司1, 坂
本 知昭2（1日本分光, 2国立医薬品食品衛生研究所薬
品部）
28AB-am286 テオフィリン及びイソニアジドの単結晶成長とテラ
ヘルツ振動解析
○佐々木 哲朗1, 大塚 誠2, 坂本 知昭3（1静岡大電研,
2
武蔵野大薬, 3国立医薬品食品衛生研）
28AB-am287S 美白成分ロドデノールの誘起 CD 励起子法による絶
対配置決定法
○篠 佳秀1, 細井 信造1, 岡本 恭輔1, 岩﨑 宏樹1, 小島
直人1, 山下 正行1（1京都薬大）
28AB-am288S 13C-qNMR に関する基礎検討
○市川 裕司1,2, 石附 京子2, 西﨑 雄三2, 大槻 崇2, 多田
敦子2, 兎川 忠靖1, 末松 孝子3, 杉本 直樹2, 佐藤 恭子2
（1明治薬大, 2国立衛研, 3日本電子）
28AB-am289 メタボノミクスのための 1H NMR 尿分析法の改善に
関する研究
○明樂 一己1, 石丸 絵理1, 見留 英路1, 野原 彩香1, 柳
町 幸2, 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）
28AB-am290 ESR による精油と精油成分の活性酸素および抗酸化
能測定
○田島 規子1, 小竹 未来1, 荒川 秀俊1（1昭和大薬）
28AB-am291 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いる抗炎症薬と
HSA との結合における競合効果の解析
○大高 泰靖1, 杉本 幹治1, 澁川 明正1（1千葉科学大
薬）
28AB-am292 o-ブロモフェニルフルオロンとマンガン（II）を用い
る陽イオン性界面活性剤の吸光光度定量
○寒川 訓明1, 梶本 勝子1, 宮地 加奈子1, 森本 茂文2,
浅野 麻実子1, 山口 敬子1, 松村 人志1, 藤田 芳一1,3,4
（1大阪薬大, 2神戸中央市民病院, 3大阪信愛女学院,
4
サエラ薬局）
28AB-am293 3,4,5,6-テトラクロロ-2-カルボキシフェニルフルオロ
ンを用いる鉛(II)の吸光光度定量
○冨田 秀明1, 三谷 将大4, 浅野 麻実子1, 山口 敬子1,
松村 人志1, 藤田 芳一1,2,3（1大阪薬大, 2大阪信愛女学
院, 3サエラ薬局, 4国立循環器病研究センター病院薬）
28AB-am294S バニリルフルオロンと Co(II)を用いるポリアミンの
吸光光度定量法の開発について
○柏木 翔和1, 松下 ももか1, 田伏 克惇1, 森本 茂文2,
浅野 麻実子1, 山口 敬子1, 松村 人志1, 藤田 芳一1,3,4
（1大阪薬大, 2神戸中央市民病院薬, 3大阪信愛女学院,
4
サエラ薬局）

{フロキシン - Au(III) - チアミン}の呈色錯体を用い
る Au(III)及びチアミンの測定法のためのメンブラン
フィルター前濃縮法への応用
○中村 浩貴1, 浅野 麻実子1, 山口 敬子1, 松村 人志1,
藤田 芳一1,2,3（1大阪薬大, 2大阪信愛女学院, 3サエラ薬
局）

28AB-am309
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ファブリー病の診断における尿中グロボトリアオシ
ルセラミドの測定と α-ガラクトシダーゼの E66Q ア
ミノ酸置換
○鶴巻 舞子1, 児玉 敬1, 天海 雄二郎1, 小野 夏実1, 鈴
木 和1, 田中 未来1, 月村 考宏1, 片山 昌勅1, 志賀 智子1,
田中 利絵1, 櫻庭 均1, 兎川 忠靖1（1明治薬大）
28AB-am310 高速液体クロマトグラフィー（HPLC）法による唾
液分析時の唾液保存条件の検討 ―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）
28AB-am311 カラムスイッチング HPLC によるマウス尿中カテ
コールアミン類分析法の開発
○金森 貴宏1, 船津 高志1, 角田 誠1（1東大院薬）
28AB-am312 ピラーアレイカラムを用いた血中分岐鎖アミノ酸の
迅速定量法の開発
○角田 誠1, 宋 彦廷1, 高月 克也2, 関口 哲志2, 庄子
習一2, 船津 高志1（1東大院薬, 2早大理工）
28AB-am313 The effect of metformin on D-lactate level in the urine of
rats with gentamicin-induced kidney damage
林 嘉恩1, 施 懿珉1, 李 怡潔1, 陳 世銘1, 陳 建銘2, ○李
仁愛1（1台北医大薬, 2台北科大光電）
28AB-am314 HPLC による尿毒症物質インドキシル硫酸およびイ
ンドール酢酸の同時測定
○土岐 浩介1, 山上 文2, 田尻 和子2, 青沼 和隆2, 本間
真人1（1筑波大医学医療系臨床薬剤, 2筑波大医学医
療系循環器内科）
28AB-am315 食品（塩糀）に含まれるプリン体の測定及び塩糀浸
漬によるプリン体の種類別変化
○高柳 ふくえ1, 神代 くるみ1, 樋口 華捺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）
28AB-am316 動脈硬化予防が期待できる食材中のプリン体含量の
測定
○神代 くるみ1, 高柳 ふくえ1, 樋口 華捺1, 丸山 莉
加子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）
28AB-am317 豆類に含まれるプリン体量の測定
○樋口 華捺1, 高柳 ふくえ1, 神代 くるみ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）
28AB-am318S エキシマー蛍光誘導体化試薬 CMPT による赤血球中
ポリアミンの高感度・高選択的分析法の開発
○福土 南1, 中野 達基1, 轟木 堅一郎1, 水野 初1, 閔
俊哲1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬）
28AB-am319 糖鎖迅速解析のための Fmoc-ヒドラジン誘導体化と
分離分析
○木下 充弘1, 斎藤 愛1, 山本 佐知雄1, 早川 堯夫2, 鈴
木 茂生1（1近畿大薬, 2近畿大薬総研）
28AB-am320S 向精神薬の分析を目指した温度応答性クロマトグラ
フィー
○芳川 満輝1, 黒木 巽1, 内田 亮1, 三熊 敏靖1, 蛭田
勇樹1, 永田 佳子1, 金澤 秀子1（1慶應大薬）
28AB-am321 温度応答性クロマトグラフィーによるポリフェノー
ル配糖体の分析
○大島 麻理子1, 伊藤 佳子1, 金澤 秀子1（1慶応大薬）
28AB-am322 モリブデン酸添加移動相を用いる糖アルコールの
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）
28AB-am323S 化学発光 HPLC によるアスコルビン酸及びデヒドロ
アスコルビン酸の同時定量法の開発
○秋武 将俊1, 岸川 直哉1, 黒田 直敬1（1長崎大院医歯
薬）
28AB-am324S HPLC 蛍光分析における NANA とその酸化体 ADOA
の誘導体化条件の検討（第 3 報）
○川﨑 茜1,2, 並木 みなみ1, 大石 早紀1, 飯島 亮介1, 油
井 聡1, 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帝京大中央機
器室）

28AB-am325

血中ミコフェノール酸測定のための電気化学検出
HPLC の開発
宮本 友貴1, ○山本 法央1, 袴田 秀樹1, 小谷 明1（1東京
薬大薬）

LC-MS
28AB-am326

誘導体化法を用いたキラルプロテオミクスの開発
○宮崎 康人1, 水野 初1, 閔 俊哲1, 轟木 堅一郎1, 豊岡
利正1（1静岡県大薬）
28AB-am327S 新規ノンターゲットキラルメタボロミクスの開発と
応用
○高山 卓大1, 水野 初1, 轟木 堅一郎1, 井之上 浩一2,
閔 俊哲1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬, 2立命館大薬）
28AB-am328S オボムコイドカラムと LC-MS/MS を組み合わせたキ
ラルプロテインシークエンシング法の開発
○中村 美鈴1, 轟木 堅一郎1, 福澤 興祐2, 水野 初1, 閔
俊哲1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬, 2信和化工）
28AB-am329S 唾液中クレアチニン関連物質の測定法の開発と腎機
能評価法の検討
○鈴木 麻友1, 古橋 三義2, 瀬底 正吾2, 小菅 和仁2, 前
田 利男1, 轟木 堅一郎1, 閔 俊哲1, 水野 初1, 井之上
浩一3, 豊岡 利正1（1静岡県大薬, 2丸山病院, 3立命館大
薬）
28AB-am330S アラニンラセマーゼを用いた安定同位体含有光学活
性誘導体化試薬の評価
○宇野 馨1, 高山 卓大1, 轟木 堅一郎1, 水野 初1, 閔
俊哲1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬）
28AB-am331S インチューブ SPME／LC-MS/MS による尿中エク
オールの全自動オンライン分析
○原 由理加1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
28AB-am332 インチューブ SPME／LC-MS 法による食品成分解析
○齋藤 啓太1, 岡村 智章1, 渡辺 祐子1, 片岡 洋行1（1就
実大薬）
28AB-am333S インチューブ SPME／LC-MS/MS 法による唾液中酸
化ストレスマルチマーカーの自動分析
○濱野 真理子1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
28AB-am334S インチューブ SPME／LC-MS/MS によるルテオリン
のオンライン自動分析法の開発
○三浦 亜希子1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
28AB-am335S リジン脱アセチル化酵素を用いた新規アセチル化ペ
プチド濃縮技術の開発
○津曲 和哉1, 橋本 貴行1, 若林 真樹1, 杉山 直幸1, 石
濱 泰1（1京大院薬）
28AB-am336 酵素反応による差別化を用いる高感度 DNA 損傷分
析 ESI-MS 法の開発
○江坂 幸宏1,2, 村上 博哉3, 堀場 瑠莉1, 漆原 三佳1, 宇
野 文二1,2, 手嶋 紀雄3, 金子 和弘4, 鳥村 政基5, 石濱
泰6（1岐阜薬大, 2岐大連合創薬, 3愛知工大, 4国がんセ
東, 5産総研, 6京大院薬）
28AB-am337S 腸内細菌叢プロテオミクスに向けた分析システムの
開発
○伊藤 麻里子1, 若林 真樹1, 杉山 直幸1, 石濱 泰1（1京
大院薬）
28AB-am338 メタルフリーカラムとアセチルアセトンを移動相添
加剤として使用したリン脂質の高感度分析法の開発
○坂牧 寛1, 尾崎 博道1, 内田 丈晴1（1化学物質評価研
究機構）
28AB-am339 LC-ESI-MS/MS によるコルチゾール生合成関連ステ
ロイドの一斉定量
○小松 祥子1, 榊 教克1, 今 華恵1, 藤村 務1, 山下 幸和2
（1東北薬大, 2横浜薬大）
28AB-am340 ESI 増強誘導体化試薬を用いるラット脳内胆汁酸の
LC/MS/MS 定量
○小川 祥二郎1, 都丸 晃輝1, 渡辺 趣衣1, 眞野 成康2,
東 達也1（1東京理大薬, 2東北大病院薬）
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28AB-am341

28AB-am355

LC-MS/MS を用いた血漿中ファルネシルピロリン酸
の定量とガン患者検体への応用
○中川 沙織1, 不破 史子1, 荒金 尚子2, 佐藤 明美2, 木
村 晋也2, 平山 哲3, 三井田 孝3, 大和 進1（1新潟薬大薬,
2
佐賀大医, 3順天堂大医）

GC-MS・その他のクロマトグラフィー
28AB-am356

28AB-am357

28AB-am358

28AB-am359

28AB-am360S
28AB-am361S

28AB-am362S

28AB-am363S

28AB-am364

28AB-am365S

28AB-am366

28AB-am367
28AB-am368S

ダイゼインの新規コレステロール合成抑制作用―細
胞培養系/GC-MS 法による解析―
○不破 史子1, 中川 沙織1, 大和 進1（1新潟薬大薬）
コレステロールの異化代謝に及ぼすダイゼインの
影響―細胞培養系/GC-MS 法を用いた解析―
○大和 進1, 不破 史子1, 中川 沙織1（1新潟薬大薬）
GC-FID/MSD による医薬品中残留溶媒分析の検討
○穴沢 秀峰1, 大塚 剛史1, 中村 貞夫1（1アジレント・テ
クノロジー）
GC-MS による N-メチルポリアミンの検出と同定
○中村 津々璃1, 古地 壯光1, 浜名 康栄2, 新津 勝1（1城
西大薬, 2前橋工大工）
皮脂含有脂肪酸類測定法の開発
○家本 有里子1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
ファイバー SPME／GC-MS 法による口臭原因含硫成
分の高感度分析法の開発
○山本 咲1, 近藤 七美1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実
大薬）
簡易蛍光測定による高機能食品成分類の CYP 酵素
阻害作用評価法の開発
○渡邉 圭佑1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
衛星運動型高速向流クロマトグラフ装置における二
相溶媒系の極性と固定相保持率との関連性
○原田 幸奈1, 在間 一将1, 張替 直輝1, 四宮 一総1, 伊
東 洋一郎2（1日本大薬, 2米国NIH）
振盪式高速向流クロマトグラフ装置におけるカラム
回転運動の力学的解析
○四宮 一総1, 戸倉 幸治2, 吉田 和範2, 在間 一将1, 張
替 直輝1, 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）
交軸型向流クロマトグラフ装置における新規楕円カ
ラムの分離効率
○関 真菜美1, 在間 一将1, 戸倉 幸治2, 吉田 和範2, 張
替 直輝1, 柳平 和寛2, 四宮 一総1, 伊東 洋一郎3（1日本
大薬, 2日本大理工, 3米国NIH）
沈殿向流クロマトグラフィーの開発（1）
○吉村 臨1, 新留 広大1, 牛尾 康典1, 青木 宏光1（1広島
国際大薬）
沈殿向流クロマトグラフィーの開発（2）
○新留 広大1, 吉村 臨1, 青木 宏光1（1広島国際大薬）
Thio-tag Tip を用いたチオール基含有化合物の選択的
分離精製法
○草本 寛1, 藤岡 晴人2, 是竹 紀尚1, 木下 恵美子1, 木
下 英司1, 小池 透1（1広島大院医歯薬, 2福山大薬）

電気泳動・生物学的分析法
28AB-am369

光重合性アクリルアミドゲルを用いるリン酸化化合
物のオンライン濃縮マイクロチップ電気泳動法の
開発
○山本 佐知雄1, 小林 正弥1, 丸井戸 翔1, 姫野 美幸1,
木下 充弘1, 鈴木 茂生1（1近畿大薬）
28AB-am370S 化学修飾型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）
28AB-am371 糖鎖分析のための酵素消化部分導入キャピラリー電
気泳動法の開発
○鈴木 茂生1, 山上 眞1, 松井 友理恵1, 山本 佐知雄1,
木下 充弘1（1近畿大薬）
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LC/MS による抗体医薬品のバイオアナリシスに関す
る研究
○橋井 則貴1, 菊池 慶実2, 山田 尚之2, 板屋 寛2, 秦
信子3, 橋本 勉4, 星野 雅輝4, 蛭田 葉子1, 鈴木 琢雄1, 南
出 善幸5, 井上 則子6, 後藤 理恵子6, 山口 建7, 神野
文宏8, 藤田 央8, 清水 久夫8, 石井 明子1（1国立衛研,
2
味の素, 3Ig-M, 4LSIメディエンス, 5島津テクノリサー
チ, 6シミックファーマサイエンス, 7住化分析セン
ター, 8武田薬品工業）
28AB-am342 LC/ESI-MS による乾燥ろ紙尿中糖質コルチコイド代
謝物スクリーニング法の開発
○三田村 邦子1, 森 莉子1, 上田 麻美子1, 亀井 美希1,
山本 哲志1, 多賀 淳1（1近畿大薬）
28AB-am343 定量的 O-GlcNAc 化プロテオーム解析法の開発
○津元 裕樹1, 小笠原 大介2, 鈴木 孝禎2, 秋元 義弘3,
遠藤 玉夫1, 三浦 ゆり1（1都健康長寿医セ研, 2京府医
大院医, 3杏林大医）
28AB-am344 LC-MS/MS を用いたホスホリピドーシス誘発能新規
スクリーニング法の開発
○濵口 良平1, 黒田 幸弘1（1武庫川女大薬）
28AB-am345 MALDI-TOF/MS を用いた生体試料中ポリアミンの
定量法の開発
○齋藤 和文1, 古地 壯光1, 沼尻 幸彦1, 新津 勝1（1城西
大薬）
28AB-am346S Dried Saliva Spot 法の開発と疾病診断への適用
○沼子 将大1, 高山 卓大1, 轟木 堅一郎1, 水野 初1, 閔
俊哲1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬）
28AB-am347S 大腸癌診断を指向したヒト爪中光学異性体代謝物の
分析
○西尾 優汰1, 閔 俊哲1, 水野 初1, 轟木 堅一郎1, 豊岡
利正1（1静岡県大薬）
28AB-am348S 唾液中ポリアミン測定による乳癌再発リスク管理法
の検討
○清水 逸平1, 高山 卓大1, 遠山 竜也2, 吉本 信保2, 遠
藤 友美2, 井之上 浩一3, 轟木 堅一郎1, 閔 俊哲1, 水野
初1, 豊岡 利正1（1静岡県大薬, 2名市大医, 3立命館大
薬）
28AB-am349S LC-MS を用いた高プリン体食負荷におけるマウス血
しょう、尿および臓器中のプリン・ピリミジン塩基
の体内動態の評価
○河野 眞土加1, 早川 洸1, 秋元 南1, 東 奈実1, 酒井
紫帆1, 富岡 直子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, 細山田 真1, 金子 希代子1（1帝京
大薬）
28AB-am350S 尿酸及び核酸負荷によるマウスのプリン・ピリミジ
ン塩基の尿中排泄量と血漿中濃度の変動
○早川 洸1, 河野 眞土加1, 東 奈実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）
28AB-am351 ヒト血漿及び髄液中のラルテグラビル、ドルテグラ
ビル及びエルビテグラビルの LC-MS/MS による同時
分析法の開発
○大内 麻由1, 山根 尚恵1,4, 土屋 亮人3, 潟永 博之3, 岡
慎一3, 濱田 哲暢1,2（1国立がん研 臨床薬理部門, 2国立
がん研 先端医療開発セ 臨床薬理トランスレーショナ
ルリサーチ分野, 3国立国際医療研究センター病院 エ
イズ治療・研究開発セ, 4シミックファーマサイエンス
新規技術開発室）
28AB-am352 乳児血漿中 25-hydroxyvitaminD3 及びその硫酸抱合
体の LC/ESI-MS/MS 同時定量法の開発
○後藤 彩佳1, 横田 麻衣1, 小川 祥二郎1, 小松 賢司2,
杉浦 崇浩2, 東 達也1（1東京理大薬, 2静岡済生会総合
病院）
28AB-am353S UPLC-MS/MS 法による soyasaponin の定量
○寺田 桃子1, 石井 康子1, 賀川 義之1（1静岡県大薬）
28AB-am354 NonProQuant による薬剤感受性・耐性がん細胞間の
プロテオーム変動解析
○森 大1, 大沼 澄子1, 冨田 勝1,2（1慶應大先端, 2慶應大
環）

物理系薬学

28AB-am372S オンサイト分析を目的とする Teoc 化覚せいアミンに
対するモノクローナル抗体の作製
○黒田 裕美1, 森田 いずみ1, 伊藤 綾1, 小山 千尋1, 池
田 夏美1, 大山 浩之1, 小林 典裕1（1神戸薬大）
28AB-am373S 抗エストラジオール scFv 試験管内親和性成熟機構の
解析（2）
○山本 知佳1, 大山 浩之1, 木口 裕貴1, 森田 いずみ1,
小林 典裕1（1神戸薬大）
28AB-am374S 高性能変異抗体の効率的単離を目的とする抗ファー
ジ scFv-GLuc 融合体の調製
○木口 裕貴1, 藤田 真聡1, 片山 恵美子1, 大山 浩之1,
森田 いずみ1, 小林 典裕1（1神戸薬大）
28AB-am375 抗コルチゾール scFv の親和性成熟における部位特異
的点変異の効果
○大山 浩之1, 徳重 仁美1, 知念 絵美理1, 森下 知美1,
森田 いずみ1, 小林 典裕1（1神戸薬大）
28AB-am376 ベータアミロイドタンパク質（Aβ）分解酵素検索を
目的とした消光性蛍光基質の開発
○東 里奈1, 中村 里菜1, 谷口 将済1, 小嶋 絢2, 小西
元美1, 秋澤 俊史1（1摂南大薬, 2立命館大薬）
28AB-am377 ヒトプリオンタンパク質由来フラグメントペプチド
の SH-SY5Y 細胞への影響
○大藤 敏男1, 小嶋 絢2, 坂口 裕子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）
28AB-am378 ペプチドカラムを用いた Lys63 型ポリユビキチン化
タンパク質の精製
○大崎 翔平1, 小嶋 絢2, 玉城 裕也1, 山村 広斗1, 合田
仁3, 井上 純一郎3, 谷口 将済1, 小西 元美1, 豊田 英尚2,
秋澤 俊史1（1摂南大薬, 2立命館大薬, 3東大医科研）
28AB-am379 生物発光酵素イムノアッセイを用いた血中オキシト
シン測定法の開発
○唐沢 浩二1, 佐野 佳弘1, 大熊 博2, 荒川 秀俊1（1昭和
大薬, 2栄研化学）

プローブ・センサー・その他
28AB-am380S ヘプタメチンシアニンを基本骨格としたボロン酸含
有近赤外糖応答性プローブ
○兼子 千咲都1, 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）
28AB-am381S ボロン酸とアゾ基の相互作用に基づく蛍光糖化学セ
ンサー
○櫻井 萌子1, 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）
28AB-am382 過剰 H2O2 存在下 POD による疾病と関連するオロト
酸の蛍光性物質への誘導体化とその蛍光定量への
応用
片寄 雄太1, 岩井 友啓1, 猪口 雅彦1, ○尾堂 順一1（1岡
山理大理）
28AB-am383S OFF-ON-OFF 型蛍光変化を示す pH 蛍光センサー群
の開発と応用
○野地 優希1, 平野 智也1, 齊藤 俊樹1, 白石 拓也1, 影
近 弘之1（1医科歯科大生材研）
28AB-am384 硫酸化状態および pH 変化の検出機能を有する蛍光
性エストロゲンの開発
○小澤 悠介1, 平野 智也1, 影近 弘之1（1医科歯科大生
材研）
28AB-am385S 葉酸受容体発現細胞を選択的に可視化する蛍光プ
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（1東大院薬, 2東大創薬機構, 3東大院医, 4AMED
CREST）
28AB-am386 抗酸化能を可視化するための化学発光イメージング
技術の開発
○岸川 直哉1, 永井 海舟1, 大山 要1, 黒田 直敬1（1長崎
大院医歯薬）
28AB-am387 Plastic Formed Carbon 塗布電極の作成とサイクリッ
クボルタンメトリーへの応用
○岡本 実優1, 荒井 健介1（1日本薬大）

28AB-am388

金電極上におけるガリウムおよびインジウムのサイ
クリックボルタンメトリー
○宮沢 駿1, 梶山 哲人2, 國仙 久雄3, 荒井 健介1（1日本
薬大, 2都産研, 3学芸大）
28AB-am389 余剰酸の電気化学計測に基づく日本酒のアミノ酸度
測定法の開発
○小谷 明1, 北村 香苗1, 中島 美優1, 山本 法央1, 袴田
秀樹1（1東京薬大薬）
28AB-am390 分子インプリントポリマーを感応素子としたヒスタ
ミン電位検出型センサーの応答性および選択性に及
ぼす鋳型分子と機能性モノマーの相互作用の影響の
検討
○小西 敦子1, 田中 基晴1, 橋本 千愛1, 若松 孝幸1, 武
上 茂彦1, 北出 達也1（1京都薬大）
28AB-am391S ポリジアセチレンリポソーム型イクオリン発光デバ
イスのリドカインに対する応答性の評価
○山本 涼子1, 武上 茂彦1, 小西 敦子1, 堀川 曜1, 米澤
咲弓1, 北出 達也1（1京都薬大）
28AB-am392 カテコールエストロゲンの位置選択的アシル化反応
○伊藤 慎二1, 檜山 亜由美1, 祐川 美沙希1（1北海道薬
大）
28AB-am393 尿路結石中のタンパク質がシュウ酸カルシウム一水
和物結晶の生成・成長と凝集に与える影響
○樋口 陽子1, 渡邊 圭琢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）
28AB-am394 難溶性ポリマー医薬 TRK-390 中の不純物の定量法
の確立 2 ―残留溶媒―
○高橋 弘純1, 白木 元明1, 吉田 具弘2（1東レ医薬研,
2
東レリサーチセンター）

標識薬物の合成・評価
28AB-am395

2 種の標識薬剤（脂肪酸、糖）を用いた糖尿病疾患
における腎臓および心臓の機能評価
○高橋 俊博1, 渡辺 賢一2, 張馬 梅蕾2, 吉田 秀義1, 王
智佳1, 渡辺 彩華1, 谷藤 貴行1, 上江洲 千博1, 菊地
飛鳥1, Rejina AFRIN2, Vengadeshprabhu
KARUPPAGOUNDER2, Somasundaram
ARUMUGAM2, Vigneshwaran PITCHAIMANI2,
Sreedhar REMYA2, 鈴木 浩史2, 宮下 しずか2, 中村
隆志2, 野本 真由美2（1新潟大・医・保健, 2新潟薬大）
28AB-am396 マウスに適用可能な自発吸入 15O-gas PET 法の開発
と脳循環疾患マウスを用いた有効性評価
○天滿 敬1, 山﨑 真1, 宮之原 遵2, 白川 久志2, 近藤
直哉1, 越野 一博1, 金子 周司2, 飯田 秀博1（1国循研セ
研, 2京大院薬）
28AB-am397 ループ標識法を用いたカセット式多目的合成装置に
よる[11C]PiB の合成検討
○加川 信也1,2, 矢倉 栄幸1,3, 西井 龍一1,4, 東 達也1, 山
内 浩1, 川井 恵一2, 渡邊 裕之5, 木村 寛之6, 小野 正博5,
佐治 英郎5（1滋賀成病セ研, 2金沢大院医薬保, 3住重
加サ, 4放医研, 5京大院薬, 6京都薬大）
28AB-am398S イソニトリルを単座配位子とする 185/187Re-および
99m
Tc-6 価錯体作製法の検討
○小松 凪穂1, 水野 雄貴1, 花岡 宏史2, 上原 知也1, 荒
野 泰1（1千葉大院薬, 2群大医）

放射性医薬品
28AB-am399

[11C]メチオニン製剤中に混入するヨウ素量測定の
検討
○西嶋 剣一1,2, 小松 由紀子2, 金井 泰和3, 仲 定宏3, 阿
保 憲史1, 馮 飛2, 大曲 茂生2, 畑澤 順3, 玉木 長良2, 久
下 裕司1,2（1北大CIS, 2北大医, 3阪大医）
28AB-am400 ループ標識法を用いた[11C]PIB 合成の検討
○林 和孝1, 堂原 一将1,2, 水川 陽介3, 菓子野 元郎1
（1大分大学医先端分子イメセ, 2住重加速器サービス,
3
JFEエンジニアリング）
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28AB-am401

放射線化学・生物学
28AB-am413

28AB-am414

β 線ラジオルミノグラフィーを用いた密度測定法の
構築
○藤野 秀樹1, 島谷 幸希1, 内田 晃太1, 林 善治2（1兵庫
医療大薬, 2新日本科学薬物代謝分析センター）
ラジオルミノグラフィーを用いた β 線放出核種の簡
易推定法の構築
○大六野 淳1, 内田 ありさ1, 内田 晃太1, 島谷 幸希1,
藤野 秀樹1（1兵庫医療大薬）

28AB-am415

AlphaGUARD を用いた空気中ラドン濃度測定の検討
○南 のどか1, 田中 綾1, 安岡 由美1, 長濱 裕幸2, 武藤
潤2, 飯本 武志3, 大森 康孝4, 床次 眞司5, 向 高弘1（1神
戸薬大, 2東北大院理, 3東大環安本部, 4福島県医大,
5
弘前大被ばく研）
28AB-am416S γ 線照射表皮細胞でのサイトカイン分泌能獲得にお
ける P2Y11 受容体の関与
○宮野 優希1, 大崎 藍里1, 村松 怜1, 小島 周二1, 月本
光俊1（1東京理大薬）
28AB-am417S γ 線による肺がん細胞の高悪性度形質獲得における
カンナビノイド受容体の関与
○北原 大輔1, 西野 圭祐1, 須藤 結香1, 月本 光俊1（1東
京理大薬）
28AB-am418 X 線照射による血清除去誘導細胞死の抑制メカニズ
ムの解析
○上田 優佳1, 綾 栞1, 春日 拓也1, 藤田 優1, 小林 芳子1,
梅田 知伸1, 鈴木 崇彦2, 小林 純也3, 加藤 真介1（1横浜
薬大, 2帝京大・医技, 3京大・放生研）
28AB-am419 1 型糖尿病モデルマウスの心筋および骨格筋におけ
るエネルギー基質の変遷とインスリン処置の影響
○細井 理恵1, 吉田 真麻1, 張 つぼみ1, 峠田 晃伸1, 財
家 俊幸1, 城野 孝宏1, 吉野 恵子1, 壷井 学1, 柳本 和彦1,
福地 一樹1, 井上 修1（1阪大院医保健）
28AB-am420 低線量放射線が脳に及ぼす影響についての調査研究
○志村 紀子1, 小島 周二2（1奥羽大薬, 2東京理大薬）
28AB-am421 乳酸菌製剤による放射性セシウム吸着効果の検討
岡部 友美1, 井上 裕紀1, 青木 隆浩1, ○森田 裕子1（1慶
應大薬）

3 月 28 日（月） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
物理化学
28AB-pm331

アミン類の中性水溶媒系電解触媒酸化反応
○和泉 かおる1, 小野 哲也1, 佐藤 勝彦2, 吉田 健太郎1,
柏木 良友1（1奥羽大薬, 2東北大院薬）
28AB-pm332S フェロセン修飾ポリマー被覆電極の電気化学応答の
pH 依存性
○皆木 大知1, 相川 優1, 高橋 成周1, 安斉 順一1（1東北
大院薬）
28AB-pm333S フェロセン修飾フェニルボロン酸の糖応答性
○白石 裕真1, 西山 智弘1, 高橋 成周1, 安斉 順一1（1東
北大院薬）
28AB-pm334 フェロセン単分子膜修飾電極を用いた電気化学応答
によるポリビニルアルコールの脱吸着挙動
○高橋 成周1, 清水 星来1, 安斉 順一1（1東北大院薬）
28AB-pm335 ニトロキシルラジカル修飾電極を用いた糖アルコー
ルの水溶媒系電解触媒酸化反応
○清水 駿生1, 小野 哲也1, 吉田 健太郎1, 柏木 良友1
（1奥羽大薬）
28AB-pm336 酸化的 ROS 生成考察のためのキノン－銅複合体の
酸化還元挙動解析
元田 美佳1, 加藤 佳菜子1, 松岡 恵伶奈1, 朝倉 初美1,
白井 美皓1, 高橋 菜々子1, 宇野 文二2, ○奥村 典子1
（1金城学院大薬, 2岐阜薬大）
28AB-pm337 イオン液体中の有機化合物の第二還元波の特殊性に
関するシミュレーション解析
○瀬戸 邦匡1,2, 奥村 典子3, 中山 辰史1, 宇野 文二1,2
（1岐阜薬大, 2岐阜大院連合創薬医療情報, 3金城学院
大薬）
28AB-pm338S 多糖類/フェニルボロン酸修飾デンドリマー交互累積
膜の糖応答性
○諏訪 佳祐1, 安斉 順一1（1東北大院薬）
28AB-pm339S 温度応答性高分子および DNA アプタマーを用いた
新規アフィニティー担体の開発
○秋丸 倫子1, 蛭田 勇樹1, 金澤 秀子1（1慶大院薬）
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物理系薬学

新規 BPA 誘導体を用いた[18F]FBPA 標識合成法の
検討
○仲 定宏1,2, 金井 泰和1, 大田 洋一郎3, 木下 大輔4, 河
端 伸哉4, 佐藤 隆史4, 坂田 洋輔4, 礒橋 佳也子1, 巽
光朗2, 加藤 弘樹1, 切畑 光統3, 下瀬川 恵久1, 畑澤 順1
（1阪大院医, 2阪大病院, 3大府大BNCT, 4住重加速器
サ）
28AB-am402S MMP-12 を標的とする放射性ヨウ素標識化合物の
合成
○久土 慎詞1, 萩森 政頼1, 近藤 直哉2, 天滿 敬2, 向
高弘1（1神戸薬大, 2国立循環器病研究センター研）
28AB-am403 次世代 NET 診断／治療用薬剤の開発を目的とした
ATSM-SST 誘導体の物性評価
○藤澤 豊1, 沖 活也1, 有松 冴1, 石川 敬祐1, 赤塚 栄作1,
飯田 靖彦1（1鈴鹿医療大薬）
28AB-am404S 放射性ヨウ素標識 BODIPY を用いたタンパク質の新
規 RI/蛍光デュアルラベル法の開発
○池畑 裕貴1, 小野 正博1, 吉村 優志1, 丁 寧1, 渡邊
裕之1, 佐野 紘平1,2, 佐治 英郎1（1京大院薬, 2京大病
院）
28AB-am405S α シヌクレイン選択的イメージングプローブの開発
を目的とした新規オキシインドール誘導体の合成と
評価
○土井 雄貴1, 小野 正博1, 吉村 優志1, 飯國 慎平1, 渡
邊 裕之1, 佐治 英郎1（1京大院薬）
28AB-am406 Vesamicol を母核とする新規 σ-2 受容体選択的リガン
ドの開発研究
○小阪 孝史1,2, 柴山 怜子2, 稲垣 冬彦2, 向 智里2, 北村
陽二1,2, 小川 数馬2, 柴 和弘1,2（1金沢大学際セ, 2金沢
大院医薬保）
28AB-am407 ストレス性疾患の早期画像診断のターゲットとして
のシグマ受容体の可能性
○北嶋 祥太郎1,2, 菅谷 望1,2, 北村 陽二1,2, 石山 史奈1,2,
小阪 孝史1,2, 小川 数馬2, 柴 和弘1,2（1金沢大学際セ,
2
金沢大院医薬保）
28AB-am408 COX-2 イメージング剤としてのインドメタシン誘導
体に対する P 糖タンパク質の寄与
○山本 由美1, 山田 賀美1, 酒井 敏直1, 小野 瞳1, 亀山
文恵1, 齋藤 陽平1, 山本 文彦1（1東北薬大）
28AB-am409 臨床研究用担体無添加 18F-Fluoro-DOPA の製造に関
する検討
○相田 一樹1, 木本 章吾1, 趙 芫1, 大瀬 祐作1, 山岡
高章1, 大西 章仁1, 赤松 剛1, 佐々木 將博1, 千田 道雄1
（1先端医療セ, 2アトックス）
28AB-am410 難治癌内用療法を目指したヒトがんモデルにおける
放射性核種封入リポソームを用いた放射性核種の迅
速な正常組織クリアランスによる腫瘍選択的滞停の
実現
○松浦 祐樹1,2, 濱道 修生2, 大貫 和信2, 梅田 泉2, 藤井
博史2（1東京理大院生命科学, 2国立がん研究セ）
28AB-am411 RI 標識ベバシズマブを用いたトリプルネガティブ乳
癌治療に関する基礎的検討
○花岡 宏史1, ユディズディロ リアン1, アハマド アリ
フディン1, 山口 藍子1, 対馬 義人1（1群大院医）
28AB-am412 肺癌治療薬の効果予測を目的とする新規エルロチニ
ブ誘導体の合成と基礎評価
○平田 雅彦1, 大桃 善朗1（1大阪薬大）

28AB-pm340

物理系薬学

タンパク精製のための温度応答性固相抽出カラムの
開発
○大阿久 絢加1, 大久保 廣平1, 秋丸 倫子1, 蛭田 勇樹1,
金澤 秀子1（1慶應大薬）
28AB-pm341 LAT1 標的性 Phenylalanine 導入ポリマーの合成と
評価
○吉岡 仁美1, 山田 有紗1, 西村 友宏1, 蛭田 勇樹1, 金
澤 秀子1（1慶應大薬）
28AB-pm342S VEGF 結合能を有する多官能性ポリマーナノ粒子の
抗腫瘍新生血管療法への応用
○有泉 早紀1, 小出 裕之1, 星野 友2, 西村 優里2, 三浦
佳子2, Kenneth SHEA3, 奥 直人1（1静岡県大薬, 2九大
院工, 3カリフォルニア大学アーバイン校）
28AB-pm343 ポリロタキサン構造を利用した新規薬物担体調製の
試み
○内田 亘1, 三木 涼太郎1, 江川 祐哉1, 関 俊暢1（1城西
大薬）
28AB-pm344S 架橋点にロタキサン構造を持ち糖に繰り返し応答す
るゲルの調製
○小島 裕1, 武井 千弥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）
28AB-pm345 臨床分離株 Vibrio vulnificus M2799 由来シデロフォア
結合タンパク質 VatD とシデロフォアとの相互作用
解析
○友尾 幸司1, 知名 秀泰1, 宮野 菜央1, 河野 広朗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）
28AB-pm346S 臭化セチルトリメチルアンモニウム/フェニルボロン
酸/水系の紐状ミセルゲルの形成と pH の関係につい
ての考察
○大谷 泰史1, 三木 涼太郎1, 江川 祐哉1, 関 俊暢1, 庵
原 大輔2, 平山 文俊2, 上釜 兼人2（1城西大薬, 2崇城大
薬）
28AB-pm347S デンドリマー交互累積膜を用いたローズベンガルの
放出制御
○笹森 将也1, 高橋 成周1, 安斉 順一1（1東北大院薬）
28AB-pm348S 医薬品原薬の摩擦帯電性評価
藤沼 健太1, ○岡田 翔太2, 伊藤 雅隆2, 米持 悦生3, 菅
野 清彦2, 寺田 勝英2（1日本ケミファGE開発部, 2東邦
大薬, 3星薬大）
28AB-pm349 インバース・ガスクロマトグラフィー (iGC) を用い
た乳糖の凝集性評価
○丸山 直1, 鈴木 達也1, 南 秀実1（1第一三共 製剤研）
28AB-pm350S 結晶マンニトールの流動性及び成形性改善に関する
検討
○黒田 絢子1, 勘解由 陽啓1, 冨田 知香1, 竹内 淑子1,
保田 悠貴2, 瀬川 めぐみ2, 平村 行慶3, 小野寺 理沙子1,
田原 耕平1, 竹内 洋文1（1岐阜薬大, 2三菱商事フード
テック, 3スペクトリス マルバーン事業部）
28AB-pm351 小腸での薬物結晶の有無による過飽和・析出挙動の
評価
○小山 博司1, 伊藤 雅隆1, 菅野 清彦1, 寺田 勝英1（1東
邦大院薬）
28AB-pm352 キシログルカンハイドロゲルを用いた新規被覆材・
製剤の開発 ―ポリフェノール添加によるゲル化に
及ぼす影響―
○笹津 備尚1, 沢幡 聖治1, 増田 篤之1, 池内 由里1, 虎
石 竜典1,2, 廣瀬 香織1,2, 大西 啓1, 輪千 浩史1（1星薬大,
2
東京医大八王子医療薬）
28AB-pm353 食品分析の前処理法としてのマイクロダイアリシス
の可能性
高井 里奈1, 日比 直人1, 伊神 貴仁1, 藤吉 智治2, 菊川
浩史2, 山本 良平1, ○山本 敦1（1中部大, 2食品分析開
発センター）
28AB-pm354 計算化学を用いた医薬品の未知結晶多形出現リスク
の評価
○吉水 稔1, 米持 悦生2（1大日本住友製薬, 2星薬大）

28AB-pm355S メトクロプラミド塩酸塩 1 水和物結晶の脱水和にお
ける結晶構造変化
○ヌグラハ ユダ プラセティア1, 関根 あき子1, 植草
秀裕1（1東工大院理工）
28AB-pm356 固体 NMR を用いた先発および後発医薬品の物性
評価
○都出 千里1, 中野 博明2, 尾上 雅英3, 竹内 敦子1（1神
戸薬大, 2兵庫医療大薬, 3北野病院薬）
28AB-pm357 水懸濁を利用した簡便で実践的な Cocrystal スクリー
ニング
○小林 克弘1, 新木 哲也1, 大原 求1（1第一三共分析評
価研）
28AB-pm358 固体 NMR を用いたレチノイン酸結晶多形の解析
―その 3―
○二木 綾香1, 都出 千里1, 竹内 敦子1（1神戸薬大）
28AB-pm359 X 線回折測定による市販経皮吸収型製剤中の薬物の
結晶状態の解析
○宮崎 玉樹1, 阿曽 幸男1, 合田 幸広1（1国立衛研）
28AB-pm360 Multi-component crystal consisting of two drugs in
combination: Alteration of solubility in gliclazide and
hygroscopicity in metformin
○Okky PUTRA1, 米持 悦生2, 寺田 勝英3, 植草 秀裕1
（1東工大院理工, 2星薬大, 3東邦大薬）
28AB-pm361 肺結核治療を目的としたナノ粒子吸入製剤の徐放化
および薬物含有率の向上
○竹内 一成1, 篠ヶ瀬 将之1, 中嶋 武尚1, 牧野 公子1
（1東京理大薬）
28AB-pm362S 結晶構造解析によるイルソグラジンマレイン酸塩の
溶解性変化の検討
○吉田 朋未1, Okky PUTRA2, 植草 秀裕2, 深水 啓朗3,
郡司 美穂子1, 古石 誉之1, 遠藤 朋宏1, 米持 悦生1（1星
薬大, 2東工大院理工, 3明治薬大）
28AB-pm363 メカノケミカル反応による NSAIDs の高分子プロド
ラッグの開発
○山内 行玄1, 葛谷 昌之2, 土井 直樹3, 笹井 泰志3, 近
藤 伸一3（1松山大薬, 2中部学院大人間福祉, 3岐阜薬
大）
28AB-pm364 ミクロカプセルで構成された交互累積膜によるイン
スリンの放出と pH 応答性
○大和田 翼1, 厚美 優弥1, 吉田 健太郎1, 小野 哲也1,
柏木 良友1（1奥羽大薬）
28AB-pm365 水素分子貯蔵化合物による光励起で生成したヒドロ
キシラジカルの消去活性
○山之内 花奈1, 安形 大樹1, 小澤 敏彦1, 知久馬 敏幸1,
小林 茂樹1, 平井 重光2（1昭和薬大, 2ニッコー化成）
28AB-pm366 水素分子貯蔵化合物から生成する H2、D2 および HD
の同定と D2 の抗酸化活性
○小林 茂樹1, 小澤 俊彦1, 知久馬 敏幸1, 千葉 一良1,
土屋 大佑2, 平井 重光2（1昭和薬大, 2ニッコー化成）

生物物理
28AB-pm367S オリゴペプチド結合タンパク質の精製と結晶化
○亀井 七海1, 横山 英志1, 小西 佳史郎1, 原 幸大1, 石
川 吉伸1, 松井 郁夫2, Patrick FORTERRE3, 橋本 博1
（1静岡県大薬, 2産総研バイオメディカル, 3IGM Univ
Paris-Sud）
28AB-pm368S Mad2L2 と IpaB の相互作用に関する構造生物学的
研究
○田原迫 奨大1, 菊池 壮太郎2, 原 幸大1, 横山 英志1,
清水 敏之3, 佐藤 衛4, 橋本 博1（1静岡県大薬, 2テキサ
ス大薬, 3東大院薬, 4横市大生医）
28AB-pm369 プロテオロドプシンのアルカリ性でのフォトサイク
ルの分岐とプロトン移動の順番の逆転
○田母神 淳1, 佐藤 慶太郎2, 黒川 少名2, 山田 匠2, 奈
良 敏文1, 出村 誠3, 宮内 正二4, 菊川 峰志3, 宗行 英朗2,
加茂 直樹3（1松山大薬, 2中央大理工, 3北大院生命, 4東
邦大薬）
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28AB-pm388

不安定プラークの診断を目的としたマクロファージ
標的蛍光プローブの有用性評価
○山口 藍子1, 花岡 宏史1, 磯 達也1, 荒野 泰2, 対馬
義人1（1群大院医, 2千葉大院薬）
28AB-pm389 ACP を用いた in vivo ESR 法による敗血症モデルマ
ウスの生体内レドックス測定と病態指標
○岡崎 祥子1, 佐藤 みづき1, 福田 偲1, 北富 章子1, 竹
下 啓蔵1（1崇城大薬）
28AB-pm390 脂溶性の異なる 4 種の生体レドックス測定用 5 員環
ニトロキシルスピンプローブの体内動態
○竹下 啓蔵1, 岡崎 祥子1, 廣瀬 友吏子1, 柴本 悠磨1,
平原 匡1（1崇城大薬）
28AB-pm391S 酸化 LDL 中の脂質由来ラジカルを標的とした TurnON 型蛍光プローブの開発
○石田 悠馬1, 松岡 悠太1, 山田 健一1,2（1九大院薬,
2
JSTさきがけ）
28AB-pm392 交換系における禁制コヒーレンス遷移（交換系
FCT）解析から結合活性の高いリガンドをデザイン
する方法
○水越 弓子1,2, 竹内 恒1, 阿留多伎 美沙1,2, 徳永 裕
二1,2, 滝沢 剛3, 半沢 宏之3, 嶋田 一夫1,4（1産総研・創薬
分子プロファイリング研究セ, 2バイオ産業情報化コ
ンソーシアム・次世代天然物, 3第一三共 RD ノバー
レ, 4東大院薬）
28AB-pm393 分散力及び水和熱力学量による医薬品及び有機化合
物の活性炭吸着の評価
○藤澤 雅夫1, 丹生 純矢1, 木村 隆良2, 大波多 友規3,
湯川 美穂3, 池田 浩人3, 安藝 初美3（1近畿大生物理工,
2
近畿大理工総研, 3福岡大薬）
28AB-pm394 Cyclomaltononaose（δ-CD）の調製法の至適化（IV）
～コール酸類縁化合物添加による生成への影響～
○郡司 美穂子1, 矢賀 裕介1, 小高 玄渡1, 田嶋 沙也佳1,
柴崎 賢司1, 塚本 真依1, 遠藤 朋宏1, 古石 誉之1, 長瀬
弘昌1, 上田 晴久2, 米持 悦生1（1星薬大, 2日本薬大）
28AB-pm395 ガレート型および非ガレート型カテキンと β-シクロ
デキストリンとの複合体形成メカニズムの差異
○大波多 友規1, 池田 浩人1, 湯川 美穂1, 岩瀬 由紀子1,
稲永 勝昭1, 藤澤 雅夫2, 安藝 初美1（1福岡大薬, 2近畿
大生物理工）
28AB-pm396 二官能性スチリルピリジニウム色素―フェニルボロ
ン酸修飾 β-シクロデキストリン包接化合物の糖に対
する蛍光応答
○鈴木 巌1, 飯島 沙紀1（1高崎健康福祉大薬）
28AB-pm397 アリピプラゾールの含量低下およびラット腸管膜透
過に飲料水が与える影響
○横山 龍馬1, 中村 恵里1, 川瀬 汐里1, 古家 紗希1, 大
波多 友規1, 池田 浩人1, 稲永 勝昭1, 安藝 初美1（1福岡
大薬）
28AB-pm398 複数の分極性官能基を持った吸着剤における溶質選
択性の発現
○日下部 純平1, 坂井田 将司1, 井上 嘉則1, 山本 敦1
（1中部大）
28AB-pm399S 固体分散体調製による Piperine の特性
○恵沢 敏成1, 村田 勇1, 井上 裕1, 金本 郁男1（1城西大
薬）
28AB-pm400S シソ科植物成分 Patchouli alcohol と β-Cyclodextrin に
よる包接化合物の検討
○小宮 菜々1, 村田 勇1, 井上 裕1, 金本 郁男1（1城西大
薬）
28AB-pm401 有機酸－メグルミンの新規分子複合体の基礎的特性
○古石 誉之1, 浅野 美咲季1, 高崎 宏2, 和田 耕一2, 郡
司 美穂子1, 遠藤 朋宏1, 米持 悦生1（1星薬大, 2日本
べーリンガー）
28AB-pm402 アリピプラゾールとエピガロカテキンガレートとの
相互作用に対するシクロデキストリン類の添加効果
○有川 優衣1, 岩崎 彩香1, 大波多 友規1, 湯川 美穂1,
池田 浩人1, 稲永 勝昭1, 藤澤 雅夫2, 安藝 初美1（1福岡
大薬, 2近畿大生物理工）
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28AB-pm370S PCNA-ZRANB3 PIP 複合体の構造解析
○内田 雅之1, 田形 梨紗1, 原 幸大1, 横山 英志1, 橋本
博1（1静岡県大薬）
28AB-pm371 NMR を用いた脂質二重膜中におけるヒト膜タンパ
ク質 C99 の解析
○真嶋 健大1, 坂倉 正義1, 藤井 萌1, 三尾 和弘1,2, 高橋
栄夫1（1横浜市立大院生命医科学研究科, 2産業技術
総合研究所）
28AB-pm372 NMR を用いた相同組換え反応の補助因子 Sfr1 とリ
コンビナーゼ Rad51 の相互作用解析
○栗原 美里1, 坂倉 正義1, 真木 孝尚2, 村山 泰斗2, 岩
崎 博史2, 高橋 栄夫1（1横浜市大院生命医科学, 2東工
大院生命理工）
28AB-pm373 血清アミロイド A（1－76）ペプチドの合成とアミロ
イド線維形成能評価
○沖野 希1, 田中 将史1, 高瀬 ひろか1, 川上 徹2, 山田
俊幸3, 向 高弘1（1神戸薬大, 2阪大蛋白研, 3自治医大）
28AB-pm374 アディポネクチン多量体の MS 解析
○石堂 悠太1, 多久和 綾子1, 丸野 孝浩2, 小林 祐次2,
河原 一樹1, 吉田 卓也1, 大久保 忠恭1（1阪大院薬, 2阪
大院工）
28AB-pm375 原子間力顕微鏡観察法による液中リポソームのイ
メージングと膜弾性解析
○原矢 佑樹1,2, 加藤 くみ子2, 合田 幸広2（1日本医療
研究開発機構, 2国立衛研薬品部）
28AB-pm376 GUV liposome 集合体における分子間相互作用と接
着形態の解析
○奥田 梨花1, 鈴木 亮1, 平嶋 尚英1（1名市大院薬）
28AB-pm377 ジェミニ型界面活性剤水溶液への可溶化能：スペー
サー長依存性について
○南園 宗映1, 中原 広道1, 柴田 攻1（1長崎国際大薬）
28AB-pm378 膜張力を介して細胞運動を誘起する両親媒性ペプチ
ドの開発
○益田 俊博1, 村山 知1, 二木 史朗1（1京大化研）
28AB-pm379 MEL-A 含有正電荷リポソームによる樹状細胞へのタ
ンパク質導入
○伊納 義和1, 水野 靖久1, 古野 忠秀1, 中西 守1（1愛知
学院大薬）
28AB-pm380 マスト細胞の SNARE 依存性の膜融合における
complexin II の clamp 効果
○田所 哲1, 平嶋 尚英2, 楯 直子1（1帝京大薬, 2名市大
院薬）
28AB-pm381 環境感受性蛍光色素を利用したカチオン性高分子－
脂質二分子膜相互作用の可視化
○植野 哲1（1徳島大院HBS
（薬））
28AB-pm382 マスト細胞の脱顆粒に及ぼすミトコンドリアカルシ
ウムユニポーターの影響
○古野 忠秀1, 石川 将成1, 新海 成美1, 伊納 義和1, 中
西 守1（1愛知学院大薬）
28AB-pm383 アミロイド前駆体タンパク質の会合制御ドメインの
解明
○上山 和輝1, 矢野 義明1, 松崎 勝巳1（1京大院薬）
28AB-pm384S 二回膜貫通ヘリックス間相互作用の一分子蛍光測定
に用いるモデルペプチドの合成
○渡邊 由宇太1, 近藤 小太郎1, 矢野 義明1, 松崎 勝巳1
（1京大院薬）
28AB-pm385S 脂質ラジカル蛍光検出プローブの体内動態評価
○多田 有佐1, 松岡 悠太1, トン シン1, 山田 健一1,2（1九
大院薬, 2JSTさきがけ）
28AB-pm386S β-galactosidase により光増感能が回復する新規光増
感剤の開発
○千葉 真由美1, 神谷 真子1,3, 浦野 泰照1,2,4（1東大院
医, 2東大院薬, 3JSTさきがけ, 4AMED CREST）
28AB-pm387 光音響腫瘍イメージングのためのインドシアニング
リーン結合ポリサルコシンの開発
○佐野 紘平1,2, 大橋 愛美1, 金崎 健吾1,3, 牧野 顕1,4, 丁
寧1, 出口 諄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, 3キヤノン, 4福井大高エネ研）

28AB-pm403

物理系薬学

シクロデキストリンによるインドメタシンの複合体
形成と溶解度改善
○平井 絢子1, 李 英鵬1, 島田 洋輔1, 後藤 了1（1東京理
大薬）
28AB-pm404 発光ダイオードを用いた白金(II) 錯体を担体とする
ポルフィリン類の光増感作用
村上 哲彦1, ○宗像 浩樹1, 今井 弘康1, 上森 良男1（1北
陸大薬）
28AB-pm405 親水性基を有する非平面性ポルフィリンの銅導入
反応
○今野 裕史1, 武田 淳1（1帝京大薬）
28AB-pm406 ヘムタンパク質構造解析のための対称的プロトポル
フィリン合成
○根矢 三郎1, 米田 友貴1, 星野 忠次1, 鈴木 優章2（1千
葉大院薬, 2島根大理工）
28AB-pm407 長短鎖アルキル基を導入した制がんテトラゾラト架
橋白金 (II) 二核錯体の細胞内取込および DNA 凝
縮能
○米田 誠治1, 植村 雅子1, 米山 弘樹2, 岡本 直人1, 村
松 晃4, 福田 青郎5, 小西 宏明3, 髙木 陽光3, 松﨑 健3,
春沢 信哉2, 吉川 祐子5, 今中 忠行5, 吉川 研一4（1鈴鹿
医療大薬, 2大阪薬大, 3ヤクルト中央研, 4同志社大生
命医科学, 5立命館大生命科学）
28AB-pm408 転写因子の核輸送と zinc finger
桑原 淳1, ○上床 知佐奈1, 吉川 由梨1, 片山 実佳1, 北
村 明香1, 谷本 剛1（1同志社女大薬）
28AB-pm409S ニトロキシド化合物による酸化ストレス誘発性細胞
死抑制機序の解析
○進藤 早紀1, 松岡 悠太1, 山田 健一1,2（1九大院薬,
2
JSTさきがけ）
28AB-pm410 新規蛍光反応による DNA 中のメチル化シトシン定
量法の開発
○大島 澄佳1, 柴田 孝之1, 椛島 力1, 甲斐 雅亮1（1長崎
大院医歯薬）
28AB-pm411 配合変化に伴う L-DOPA 分解産物の解析（第 4 報）
○安田 誠1, 西山 佳友1, 星野 絢香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）

計算化学
28AB-pm412

28AB-pm413

28AB-pm414

28AB-pm415

28AB-pm416

28AB-pm417

28AB-pm418

NGR モチーフにおけるスクシンイミド形成：リン酸
バッファ化学種による触媒機構の計算化学的検討
○高橋 央宜1, 桐越 亮太1, 真鍋 法義1（1東北薬大）
タンパク質中グルタルイミドのエノール化反応経路
探索
○福吉 修一1, 仲吉 朝希1, 高橋 央宜2, 小田 彰史1,3
（1金沢大院医薬保, 2東北薬大, 3阪大蛋白研）
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（第 2 報）
○田中 薫1, 田村 陽介2（1杏林大保健, 2杏林大院保健）
バニロイドの配座解析と安定構造の検討
○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）
アミノ酸配列情報のみを用いたペプチド-HLA 複合
体の構造予測手法の開発と評価
○黒田 大祐1, 合田 浩明1（1昭和大薬）
薬剤性過敏症症候群を引き起こす HLA の構造学的
研究
○日下部 吉男1, 渡辺 秀晃2, 莚田 泰誠3, 合田 浩明4,
楯 直子1（1帝京大薬, 2昭和大医, 3理研, 4昭和大薬）
野生型および変異型フェニルアラニン水酸化酵素の
熱揺らぎとファーマコロジカルシャペロンが及ぼす
効果の in silico 解析
○早川 大地1, 山乙 教之1, 中込 泉1, 小澤 新一郎1, 吉
田 智喜1, 広野 修一1（1北里大薬）

28AB-pm419

不活性型 EGFR 細胞外ドメインの動的挙動
―Elastic Network Model を用いた基準振動解析―
○山本 ありさ1, 野島 浩幸1, 佐藤 葉月1, 角田 智美1,
井口 智恵1, 伊藤 千裕1, 井上 岳1, 松原 肇1（1北里大
薬）
28AB-pm420 なぜタンパク質は主に L-アミノ酸のみから構築され
ているのか：構造バイオインフォマティクス手法に
よる推定
○小田 彰史1,2, 仲吉 朝希1, 福吉 修一1（1金沢大院医
薬保, 2阪大蛋白研）
28AB-pm421 MMPBSA 法によるリソソーム膜タンパク質 Lamp-1
とアダプタータンパク質 AP-2 の μ2 サブユニット複
合体の結合自由エネルギー計算
○秦 季之1, 上田 美里1, 三好 未紗1, 赤﨑 健司1, 坂根
洋1（1福山大薬）
28AB-pm422 インシリコ代謝経路設計基盤の展開
○荒木 通啓1, 牧口 大旭2, 小川 哲平2, 近藤 昭彦1（1神
戸大自然, 2三井情報）
28AB-pm423 分子動力学計算によるタンパク質構造の結晶形の影
響除去
○斉 非1, 不動 聡志1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1（1千葉大
院薬）
28AB-pm424S 新規メタロ-β-ラクタマーゼ阻害剤における構造活性
相関研究
○近藤 翔太1, 林 初咲1, 不動 聡志1, 額賀 路嘉2, 米田
友貴1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1（1千葉大学院薬, 2城西
国際大）
28AB-pm425 計算機シミュレーションにするアミロイドベータの
生体脂質膜への吸着過程の解析
○ヴァヘド マジド1, 星野 忠次1, 米田 友貴1, 根矢
三郎1, 松崎 勝巳2（1千葉大院薬, 2京大院薬）
28AB-pm426 新規選択的 DYRK1A 阻害剤開発のための in-silico
スクリーニング
○小山 朋子1, 山乙 教之1, 中込 泉1, 小澤 新一郎1, 吉
田 智喜1, 広野 修一1（1北里大薬）
28AB-pm427S 化合物の特性を薬様化合物に成長させたライブラリ
を構築する web サービスの開発
○新井 直樹1, 吉川 舜亮2, 中嶋 悠介2, 安尾 信明2, 吉
野 龍之介3, 関嶋 政和2,3（1東工大工, 2東工大院工, 3東
工大学術国際セ）
28AB-pm428 炭酸水素イオンが触媒として働く NGR モチーフの
脱アミド化：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）
28AB-pm429 乳酸が触媒として働くアスパラギン残基脱アミド化
の全反応計算
○真鍋 法義1, 桐越 亮太1, 高橋 央宜1（1東北薬大）
28AB-pm430S 計算化学手法を用いたエストロゲン受容体 α と β の
立体構造の比較
○藤井 賢一朗1, 福吉 修一1, 山乙 教之2, 広野 修一2,
小田 彰史1,3（1金沢大医薬保, 2北里大薬, 3阪大蛋白
研）
28AB-pm431 CYP3A4 による医薬品代謝物の予測に関する研究
（1）
○畑 晶之1, 二川 貴文1, 野本 梨紗1, 武内 右貴1（1松山
大薬）
28AB-pm432 計算化学を用いた Cyclodextrin 合成酵素と
Cyclodextrin、コール酸類縁化合物およびその包接複
合体との相互作用解析
○遠藤 朋宏1, 渡邉 茉莉子1, 田嶋 沙也佳1, 矢賀 裕介1,
小高 玄渡1, 柴崎 賢司1, 塚本 真依1, 郡司 美穂子1, 古
石 誉之1, 長瀬 弘昌1, 上田 晴久2, 米持 悦生1（1星薬大,
2
日本薬大）
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生物系薬学（ポスター発表）
29AB-am010

3 月 27 日（日） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB

29AB-am011

中枢神経系（疾患・治療）
27AB-pm297

27AB-pm298

3 月 29 日（火） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB

29AB-am002

29AB-am003

29AB-am004

29AB-am005

29AB-am006

29AB-am007

29AB-am008

29AB-am009

29AB-am013

29AB-am014

29AB-am015

29AB-am016

糖質
29AB-am001

29AB-am012

マウス膵臓 β 細胞由来 MIN6 細胞の産生するヘパラ
ン硫酸の構造解析
○伊藤 ゆき乃1, 浅井 正智1, 松崎 南美1, 高橋 巌2, 那
谷 耕司2, 山田 修平1（1名城大薬, 2岩手医大薬）
ヒト前駆脂肪細胞の分化に伴う糖転移酵素遺伝子の
発現動態の解析
宮内 香那1, ○佐藤 武史1（1長岡技科大院・糖鎖生命
工学）
ガレクチン-2 とムチンの相互作用の検討
○佐藤 大1, 亀井 聖平1, 齋藤 雅徳1, 岩瀨 礼実1, 田村
真由美1, 武内 智春1, 田中 亨1, 大竹 一男1, 小林 順1, 荒
田 洋一郎1（1城西大薬）
ガレクチン-1 が RAW264 細胞の破骨細胞への分化に
与える影響
○浅井 梨絵1, 榎本 大喜1, 小金井 彩加1, 武内 智春1,
田村 真由美1, 荒田 洋一郎1（1城西大薬）
N-アセチルグルコサミン（GlcNAc）が O-GlcNAc 化
の促進を介して破骨細胞分化を抑制する
○杉本 あや1, 長坂 萌由子1, 仙波 秀彦1, 武内 智春1,
田村 真由美1, 荒田 洋一郎1（1城西大薬）
リコンビナントガレクチン-4 タンパク質の添加が
RAW264 細胞も破骨細胞への分化に与える影響
○石井 恭平1, 有賀 友基1, 武内 智春1, 田村 真由美1,
荒田 洋一郎1（1城西大薬）
コンドロイチン硫酸に特異的な加水分解酵素である
HYAL4 の酵母（Pichia pastoris）での発現および精製
○柴本 秀太1, 杉田 真千子1, 水本 秀二1, 菅原 一幸1,2,
山田 修平1（1名城大薬, 2北大院生命）
「O 型糖鎖サンプル調製キット BlotGlyco」を用いた
糖タンパク質由来 O 型糖鎖分析
○林 光雄1, 豊田 雅哲1, 松元 孝行1, 三浦 嘉晃2, 相原
大知2（1住友ベークライト, 2ヴォーペル・ホールディ
ングス）
低分子化サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンのアンチ
エイジング効果
○商 怡1, 内沢 秀光1（1青森産技弘前研）

脂質
29AB-am017

29AB-am018

29AB-am019

29AB-am020

29AB-am021

29AB-am022
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アクロレイン化 LDL 中 apoB のアクロレイン化部位
の解析
○栗原 瑞季1, 藤吉 正哉1, 渡辺 健太2, 本泉 昌子1, 鈴
木 健裕3, 堂前 直3, 五十嵐 一衛1,4, 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理研CSRS, 4ア
ミンファーマ研）
マクロファージ特異的な CES2A1 の導入による
apolipoprotein E ヘテロ欠損マウスの肥厚形成抑制
○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）
Effect of 9 Kinds of Traditional Chinese Medicine on
Cholesterol Level in Npc1 Defective Cell, Niemann-Pick
Disease Type C
夏 青1,3, 岡田 安代1, 林 瑞超3, 西川 淳一1,2, ○市川
厚1,2（1武庫川女大薬, 2武庫川女大バイオサイエンス
研, 3北京中医薬大）
6-O-α-maltosyl-β cyclodextrin による Niemann-Pick 病
Type C の病態モデル、NPC1 欠損細胞のコレステロー
ル輸送関連遺伝子の発現量変化
○岡田 安代1, 古本 奈津子1, 上田 恵梨香1, 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,
西川 淳一1,2（1武庫川女大薬, 2武庫川女大バイオサイ
エンス研, 3熊本大院薬, 4佐賀大医小児科, 5鳥取大生
命機能研, 6鳥取大医脳神経小児科）
Achromobacter xylosoxidans からの水酸化オルニチン
脂質精製
○安藤 美菜子1, 多田 絢夏1, 由岡 麻衣香1, 川崎 清史1
（1同志社女大薬）
脳虚血モデルマウスにみられる摂食障害に対する ω3
系脂肪酸の軽減効果
○道志 勝1, 渡辺 志朗2, 藤田 恭輔2, 富岡 直子1, 細山
田 真1（1帝京大薬, 2富山大和漢研）

生物系薬学

27AB-pm299

前脳特異的コレシストキニン受容体 2 過剰発現マウ
スの行動解析：モノアミン神経系の関与
○中村 綾乃1, 間宮 隆吉1, 神田 沙也加1, 太田 浩平1,
長屋 有紀1, 唐 亜平2, 衣斐 大祐1, 鍋島 俊隆1, 平松
正行1（1名城大薬, 2ルイジアナ州立大）
胎生期ニコチン曝露マウスで観察される注意機能障
害に対するドパミン神経系の関与
○竹内 詩乃1, 間宮 隆吉1,2, 青山 雄紀1, 木村 奈美1, 木
原 大輔1, 吉田 あや1, 榊原 奈美1, 宋 由香1, 衣斐 大祐1,
鍋島 俊隆1,2, 平松 正行1（1名城大薬, 2NPO J-DO）
前脳特異的コレシストキニン受容体 2 過剰発現マウ
スの神経化学的解析：GABA 神経系の関与
○神田 沙也加1, 間宮 隆吉1, 中村 綾乃1, 長屋 有紀1,
太田 浩平1, 唐 亜平2, 衣斐 大祐1, 鍋島 俊隆1, 平松
正行1（1名城大薬, 2ルイジアナ州立大）

ガレクチン-1 の酸化に対する S-ニトロソ化の影響
○臼庭 陽平1, 佐藤 駿1, 田村 真由美1, 武内 智春1, 荒
田 洋一郎1（1城西大薬）
部位特異的光架橋基導入ヒトガレクチン-1 とそのリ
ガンドの架橋反応
○佐野 誠1, 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）
抗体医薬品に特化した迅速糖鎖分析キットの開発
○豊田 雅哲1, 舩岡 創平1（1住友ベークライト）
ガレクチン-2 の S-ニトロソ化による酸化的失活から
の保護
○佐々木 啓晴1, 笹井 朱莉1, 宮沢 哲成1, 小澤 梨香1,
齋藤 雅徳1, 山本 香理1, 田村 真由美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）
インフルエンザ A 型ウイルスのヘマグルチニンと硫
酸化糖脂質スルファチドの理論的結合解析
○藤田 侑1, 岡崎 誠司1,2, 高橋 忠伸3, 鈴木 隆3, 池田
潔4, 常盤 広明1,2（1立教大理, 2立教大未来分子研究セ,
3
静岡県大薬, 4広島国際大薬）
リン酸化/硫酸化糖タンパク質糖鎖の網羅的解析
○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（1大阪大谷大薬, 2近畿大薬）
セルロースシングルナノファイバーのヒト皮膚線維
芽細胞に及ぼす影響
○大湖 菜央子1, 岩田 修1, 鈴木 健吾1（1ユーグレナ）

生物系薬学

29AB-am023S 脂質酸化依存的新規細胞死実行遺伝子 Lipo 遺伝子
のスクリーニング
○小林 祈1, 松川 ふみ1, 松岡 正城1, 今井 浩孝1（1北里
大薬）
29AB-am024 PHGPx 欠損により誘導される新規細胞死に対するス
フィンゴミエリン合成酵素 2（SMS2）の機能の解析
○部坂 由衣1, 大矢 梨里香1, 木下 裕香子1, 原田 晋作1,
大川 信子1, 熊谷 剛1, 今井 浩孝1（1北里大薬）
29AB-am025 精巣特異的非ミトコンドリア型 PHGPx 欠損マウス
の性状解析
○原田 克生1, 幸村 知子1, 一ノ瀬 栞1, 金田 真1, 宮坂
洋貴1, 江畑 咲1, 今井 浩孝1（1北里大薬）
29AB-am026 PHGPx 欠損線虫における VE による寿命延長効果
○前林 花那1, 坂本 太郎1, 今井 浩孝1（1北里大薬）
29AB-am027 甲状腺ホルモンによる脂肪滴蓄積促進の分子機構
○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）
29AB-am028 リン脂質中エイコサノイド前駆体脂肪酸含量の変動
における α-リノレン酸とエイコサペンタエン酸の効
力差
○渡辺 志朗1, 辻 哲也1, 藤田 恭輔1（1富山大和漢研）
29AB-am029 リポ多糖投与により惹起される全身性炎症は長鎖ア
シル CoA 合成酵素 4 の欠損により増悪化する
○桑田 浩1, 水沼 孝裕1, 伊藤 早紀1, 原 俊太郎1（1昭和
大薬）
29AB-am030 安定同位体リピドミクスによる酸化 LDL-HDL 間の
脂質リモデリングの解析
○増田 しおり1, 髙田 夏鈴1, 小浜 孝士1, 相内 敏弘1,
加藤 里奈1, 山口 智広1, 板部 洋之1（1昭和大薬）
29AB-am031 LC-MS/MS による Abcd1 ノックアウトマウス脳の極
長鎖脂肪酸含有リン脂質分子種の解析と糖脂質解析
法の検討
笠原 美那実1, 笠松 瞳1, 豊島 永莉1, 堀口 静香1, 前田
絵里加1, 南 佳那1, 渡邉 里奈1, 濱 弘太郎1, 藤原 優子1,
下澤 伸行2, 守田 雅志3, 今中 常雄3, ○横山 和明1（1帝
京大薬, 2岐阜大・生命セ, 3富山大院薬）
29AB-am032S Ca2+ 非依存性ホスホリパーゼ A2（iPLA2）γ の大腸
化学発がんにおける役割
○平井 玲子1, 山田 亮介1, 佐々木 由香1, 依田 恵美子1,
原 俊太郎1（1昭和大・薬・衛生薬学）
29AB-am033 バイカレインは脂肪細胞の分化初期の進展を抑制
する
○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）
29AB-am034 光応答性アポ A-I 模倣ペプチドの開発研究
○川原 遥華1, 奥平 桂一郎1,2, 辻 耕平2, 津田 雄介2, 森
本 恭平2, 木村 仁1, 假屋園 大和2, 大村 理紗1, 市野
晨人1, 杉原 涼2, 西辻 和親2, 重永 章1,2, 坂下 直実2, 大
高 章1,2, 齋藤 博幸1,2（1徳島大薬, 2徳大院医歯薬）
29AB-am035 リソソーム酵素によるケトン体代謝の調節
○柳下 衡平1, 長谷川 晋也1, 山崎 正博1, 今井 正彦1,
福井 哲也2, 高橋 典子1（1星薬大, 2立命館大薬）
29AB-am036 各種 1-アシル型および 2-アシル型リゾホスファチジ
ルイノシトール (LPI) の調製と生物活性の比較
○中島 圭佑1, 谷川 尚1, 山下 純1, 渡邊 真知子1, 杉浦
隆之1, 岡 沙織1（1帝京大薬）
29AB-am037 G タンパク質共役型受容体 GPR55 のマウス免疫系
細胞における発現及び機能について
○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）
29AB-am038 Goto-Kakizaki ラットの脂質代謝に対する Western
diet の影響
品田 尚孝1, 唐橋 美奈子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）
29AB-am039 脂肪酸 β 酸化は肝におけるモノ不飽和脂肪酸の組成
を調節する
○川畑 公平1, 唐橋 美奈子1, 山崎 研1, 川嶋 洋一1, 工
藤 なをみ1（1城西大薬）

29AB-am040

29AB-am041

29AB-am042

胆汁中 PC 分子種組成に対するクロフィブリン酸の
影響
○横田 晃良1, 川嶋 洋一1, 工藤 なをみ1（1城西大薬）
NSAIDs のマウス脳内における acyl-CoA synthetase
阻害評価
○山下 琢矢1, 高石 忠勝1, 中本 賀寿夫1, 徳山 尚吾1,
糟谷 史代1（1神戸学院大薬）
アリストロキア酸処理ラットの体重獲得と血漿リゾ
リン脂質分子種組成に及ぼす食餌性ナトリウムの
効果
○堤 敏彦1, 岡本 蓉子3, 山川 祥悟3, 程 炳鈞1, 石原 明2,
田中 保3, 徳村 彰4（1九州保福大, 2宮崎県立延岡病院
病理, 3徳島大薬, 4安田女大薬）

タンパク質
29AB-am043

ビタミン D2 によるアミロイドベータのベータシー
ト構造形成誘導に関与するアミノ酸残基の検索
○末永 みどり1, 中川 真由1, 高橋 祥浩1, 松永 洋一1
（1徳島文理大薬）
29AB-am044 抗体医薬アダリムマブ Fab の酵母を用いた発現系の
確立
○中村 仁美1, 大栗 誉敏1, 植田 正2, 上田 直子1（1崇城
大薬, 2九大院薬）
29AB-am045S グリア細胞における ABCA7 発現制御機構の検討
○市野 晨人1, 奥平 桂一郎1,2, 川原 遥華1, 木村 仁1, 辻
大輔1,2, 西辻 和親2, 堂前 純子3, 道川 誠3, 坂下 直実2,
伊藤 孝司1,2, 斎藤 博幸1,2（1徳島大薬, 2徳島大院医歯
薬, 3名市大院医）
29AB-am046S 質量分析法を利用した RNA 結合蛋白質の解析
○寳田 徹1, 吉野 健一2, 松尾 雅文3, 竹内 敦子1（1神戸
薬大, 2神戸大, 3神戸学院大）
29AB-am047 HeLa 細胞中の SMN タンパク質の定量
○竹内 敦子1, 加藤 望1, 寳田 徹1, 三枝 美緒1, 堀江
征司2, 西尾 久英3（1神戸薬大, 2タカラバイオ, 3神戸
大）
29AB-am048 TRAF6-Ubc13 蛋白質間相互作用の低分子阻害剤ス
クリーニングに向けた相互作用解析
○展 天承1, 長門石 曉2, 井上 純一郎3, 津本 浩平2（1東
大工, 2東大院工, 3東大医科研）
29AB-am049 味覚受容体 T1R 細胞内領域と Ca2+結合タンパク質
の相互作用に関する研究
○伊藤 愛優美1, 安井 典久1, Nipawan NUEMKET1, 山
下 敦子1（1岡山大院医歯薬）
29AB-am050S 新規海洋生物レクチンの生化学的分子特性と糖鎖依
存的細胞死誘導の分子機構に関する研究
○下條 俊介1, 山本 要1, 小池 徹1, 藤原 俊幸1, 小川 由
起子1, Kawsar S.M.ABE2, Imtiaj HASAN2, 小出 康裕2,
大関 泰裕2, 藤井 佑樹1,2, 藤田 英明1（1長崎国際大薬,
2
横浜市立大院・生命ナノシステム）
29AB-am051 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
○稲垣 里紗1, 山下 奈穂1, 平塚 美紗1, 伊香賀 玲奈2,
田中 光3, 田中 直子1（1大妻女子大食物, 2お茶大院理
学, 3東邦大薬）
29AB-am052 小腸上皮細胞に発現するアクアポリン 3 スプライス
バリアントの細胞内局在
○中川 永美夏1, 大久保 舞1, 服部 静香1, 伊香賀 玲
奈1,2, 田中 光3, 田中 直子1（1大妻女子大食物, 2お茶大
院理学, 3東邦大薬）
29AB-am053 ペリリピン 4 の発現抑制が 3T3-L1 脂肪細胞の脂肪
滴形成およびミトコンドリア形態に与える影響
○長谷川 千織1, 伊香賀 玲奈2, 田中 光3, 田中 直子4
（1大妻女子大院健康栄養, 2お茶大院理学, 3東邦大薬,
4
大妻女子大食物）
29AB-am054 抗 ROBO1 低分子抗体の親和性向上に向けた変異体
解析
○由井 杏奈1, 工藤 翔太2, 秋葉 宏樹2, 中木戸 誠3, 長
門石 曉2, 井上 豪4, 浜窪 隆雄5, 津本 浩平2（1東大工,
2
東大院工, 3シカゴ大, 4阪大院工, 5東大先端研）
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29AB-am055

新規フェルラ酸誘導体の MALDI マトリックスとし
ての評価とプロテオーム解析への応用
○加藤 洋介1, 松田 千代子1, 辻村 和博1, 玄 美燕1, 髙
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埼玉医科大）

核酸
29AB-am056

29AB-am057

29AB-am059

29AB-am060

生理活性物質
29AB-am061

アンジオテンシンの血小板活性化因子誘発炎症に対
する影響
横山 いづみ1, ○佐藤 陽1, 蝦名 敬一1（1いわき明星大
薬）
29AB-am062 ナリンゲニンの内皮依存性血管弛緩作用について
○中川 恵輔1, 村垣 彰1, 渡辺 愛梨1, 澤野 達哉1, 田中
亮輔1, 大喜多 守1, 松村 靖夫1（1大阪薬大）
29AB-am063 角化細胞における POMC 分泌とメラニン産生細胞に
よる調節
○立道 章悟1, 田中 清隆2, アルナシリ イダマルゴダ2,
山本 博之1（1日本薬大, 2一丸ファルコス）
29AB-am064S ポリアミンによる核酸の脱プリン反応の抑制効果
○遠藤 正俊1, 照井 祐介1, 坂本 明彦1, 吉田 健人1, 大
島 泰郎2, 五十嵐 一衛3,4, 柏木 敬子1（1千葉科学大薬,
2
共和化工, 3千葉大院薬, 4アミンファーマ研）
29AB-am065 ストレスによるヒト唾液中イサチン濃度の変動
○浜上 尚也1, 高橋 翔太1, 細川 喜寛1, 土田 史郎1, 橋
本 久美2, 緒方 昭彦3, 飯塚 健治1, 平藤 雅彦1, 青木 隆1
（1北医療大薬, 2札幌国際大 人文学部, 3北海道脳神経
外科記念病院 神経内科）
29AB-am066 温州ミカンの未熟果皮に含まれる成分による脂肪細
胞における脂肪蓄積抑制機構の解析
○馬場 靜1, 上野 靖明1, 菊地 崇1, 天野 富美夫1, 田中
麗子1, 藤森 功1（1大阪薬大）
29AB-am067 低グルコース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
○村野 晴香1, 小池 さおり1, 鈴木 眞衣1, 長谷川 千織2,
伊香賀 玲奈3, 田中 直子1（1大妻女子大食物, 2大妻女
子大院健康栄養, 3お茶大院理学）

酸化ストレスに対する米由来ペプチドの細胞保護作
用について
○坪井 誠二1, 守谷 智恵1, 川上 賀代子1, 劉 穎1, 桂
麻起1, 岡本 大輝1, 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）
29AB-am069 HepG2 細胞における米ぬか由来ペプチドの抗酸化タ
ンパク質発現に対する影響
○守谷 智恵1, 川上 賀代子1, 下東 結衣1, 垣内 紗恵子1,
石田 みか1, 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）
29AB-am070 ウリ科植物に含有される細胞増殖抑制化合物の探索
○三輪 真奈未1, 迫 麻由美1, 仲村渠 典華1, 西郷 利香1,
甲斐 久博1, 前田 明寛1, 森下 和広2, 松野 康二1（1九州
保福大薬, 2宮崎大医）
29AB-am071 エルゴステロール誘導体による細胞死の様式検討
○前田 明寛1, 甲斐 久博1, 森下 和広2, 松野 康二1（1九
州保福大院薬, 2宮崎大医）
29AB-am072 脂肪分解におけるプロスタグランジン D2 の機能
解明
○若井 恵里1, 天野 富美夫1, 裏出 良博2,3, 藤森 功1,3
（1大阪薬大, 2筑波大IIIS, 3大阪バイオサイエンス研）
29AB-am073 抗マラリア薬開発を指向した熱帯熱マラリア原虫
Ap4A hydrolase 阻害剤の探索
○大橋 雄介1, Waleed OSMAN2, Mahmoud
KANDEEL1, 喜多村 徳昭1, 北出 幸夫1,2（1岐阜大院工,
2
岐阜大院連合創薬）
29AB-am074 可逆的細胞膜結合蛍光プローブを用いたインスリン
分泌の可視化
○川久保 愛美1, 柴田 みゆき1, 長山 恵理子1, 伊香賀
玲奈2, 田中 直子1（1大妻女子大食物, 2お茶大院理学）
29AB-am075 C2C12 筋管細胞への分化誘導過程に栄養状態が与え
る影響
○香取 彩1, 長谷川 千織2, 伊香賀 玲奈1,3, 田中 光4, 田
中 直子1（1大妻女子大食物, 2大妻女子大院健康栄養,
3
お茶大院理学, 4東邦大薬）
29AB-am076 マウス肝臓におけるエネルギー代謝関連ペプチド
adropin の発現について
○多河 典子1, 浅川 明弘2, 藤波 綾1, 乾 明夫2, 加藤
郁夫1（1神戸薬大, 2鹿児島大院医歯）
29AB-am077S RA による HL60 細胞分化における GAPDH と構造
蛋白質の発現
○武井 宏樹1, 大森 加南子2, 佃 英樹1, 佐藤 祐顕1, 今
井 正彦1, 辻 勉2, 高橋 典子1（1星薬大医薬研病態機能
制御学, 2星薬大薬微生物）
29AB-am078 ICK ペプチドのプロテアーゼ耐性の検討
○木村 忠史1（1産業技術総合研究所）
29AB-am079 メラノーマ細胞におけるプラセンタエキスの抗酸化
酵素誘導機能
○山崎 正博1, 秋山 莉佐1, 三浦 舞1, 長谷川 晋也1, 今
井 正彦1, 福井 哲也2, 高橋 典子1（1星薬大, 2立命館大
薬）

酵素一般
29AB-am080

29AB-am081

29AB-am082

29AB-am083
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パン酵母ステロール 14-脱メチル化酵素 (CYP51) の
基質結合に重要なアミノ酸残基の解析
三木 正史1, 堀江 柚花1, 佐藤 有沙1, 吉田 雄三2, ○青
山 由利1（1創価大理工, 2武庫川女大薬）
ヤマブシタケ由来 RNase He1 の改変による至適 pH
の変動について
○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）
線維芽細胞のマトリックスメタロプロテアーゼ分泌
における光線暴露の影響
○田中 里佳1, 山本 博之1（1日本薬大）
MALDI-TOF 質量分析を用いたプロテアーゼの基質
特異性の決定法
○齋藤 晶太1, 山本 博之1, 木村 道夫1（1日本薬大）

生物系薬学

29AB-am058

Mixmer 型アンチセンスの Toll 様受容体を介した自
然免疫活性化に関する研究
○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, 小比賀 聡4, 植村 英俊1,
井上 貴雄3（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）
アンチセンス核酸の細胞内動態に関連する分子の
探索
○佐々木 澄美1,2, 吉田 徳幸1,2, 内田 恵理子1, 内藤
幹彦1, 佐藤 陽治1,2, 小比賀 聡2, 井上 貴雄1,2（1国衛研,
2
阪大院薬）
Gapmer 型アンチセンスによる TLR9 を介した自然免
疫活性化の評価
○山本 誠司1,2, 萩原 衆子1, 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, 小比賀 聡4, 植村 英俊1,
井上 貴雄3（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）
ヒト Argonaute2 PAZ 高親和性分子の探索と RNA 干
渉への応用
○近藤 智哉1, 田中 章裕1, Mahmoud KANDEEL1, 喜多
村 徳昭1, 北出 幸夫1,2（1岐阜大院工, 2岐阜大院連合創
薬）
スプライシング制御型アンチセンスのオフターゲッ
ト効果の評価に関する研究
○吉田 徳幸1,2, 佐々木 澄美1,2, 内藤 雄樹3, 飯村 信4,
小泉 誠4, 多賀谷 光洋5, 高垣 和史5, 小比賀 聡2, 内藤
幹彦1, 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, 4第一三共, 5日本新薬）

29AB-am068

29AB-am084

生物系薬学

トリプシン様活性酵素の特異的標識基質を用いた腫
瘍組織中酵素の検出
○豊田 悠希1, 齋藤 晶太1, 山本 博之1（1日本薬大）
29AB-am085 肺小細胞がん SBC-3A におけるプラスミノーゲン活
性化因子の発現調節
○山本 博之1, 岡田 莉奈2, 井口 和明2（1日本薬大, 2静
岡県大）
29AB-am086 ヒト胎盤性 2-hydroxyestradiol 17-sulfate の産生に関
与する P450 酵素特定の試み
○高梨 香織1, 三原 義広1, 伊藤 慎二1（1北海道薬大）
29AB-am087 メチルステロール酸化酵素 SC4MOL によるビタミン
D 誘導体の代謝
○遠山 枝李1, 安田 佳織1, 小川 和亮1, 高野 真史2, 橘
高 敦史2, 鎌倉 昌樹1, 生城 真一1, 榊 利之1（1富山県大
工, 2帝京大薬）
29AB-am088 ヘビ毒液中に含まれるシアリダーゼ活性
○本屋敷 敏雄1, 竹田 沙記1, Anthony T. TU2（1福山大
薬, 2コロラド州立大生化）
29AB-am089 古細菌 Pyrobaculum calidifontis のチアミンリン酸キ
ナーゼの酵素学的性質と反応機構
林 麻利亜1, ○野坂 和人1（1武庫川女大薬）
29AB-am090 ラットグランザイム 3 の発現と基質特異性の解析
○平田 幸代1, 稲垣 弘文1, 川田 智之1（1日本医大）
29AB-am091 Monapinone 二量体化酵素の精製方法の改良
○豊田 雅幸1, 石掛 大樹1, 猪腰 淳嗣2, 供田 洋2（1北里
大薬, 2北里大院薬）
29AB-am092 新規トポイソメラーゼ阻害薬 (CNTI) によるトポイソ
メラーゼⅡ阻害活性の検討
○細野 哲司1, 中谷 修1, 大川原 正2, 大場 正志1, 山崎
和応1, 大塚 邦子1, 鈴木 啓太郎1（1横浜薬大, 2熊本保
健科学大）
29AB-am093S LEOPARD 症候群由来変異型 SHP2 の in vitro 脱リン
酸化試験を用いた酵素活性の同定
○野田 沙織1,2, 高橋 昌史1, 林 剛瑠1, 田沼 靖一2, 畠山
昌則1（1東大院医, 2東京理大薬）

酸化還元・その他
29AB-am094

29AB-am095

29AB-am096

29AB-am097

29AB-am098

29AB-am099

29AB-am100

大動脈平滑筋細胞の Prx2 発現低下と脱分化の進行
は動脈硬化初期病変の進展を促進する
○加藤 里奈1, 林 暢孝1, 嶋崎 萌夏1, 鈴木 花菜1, 鈴木
裕之1, 松井 浩志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）
ワサビ成分 6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオ
シアネートの抗酸化能とレスベラトロールとの相乗
効果
○加藤 朋恵1, 奥西 勲1, 深松 陽介2, 吉田 雄介2（1金印,
2
エーセル）
細胞内局所で H2O2 を産生するシステムの構築
○青山 芙由子1, 藤川 雄太1, 井上 英史1（1東京薬大生
命）
H2O2 の発生系のための Rhodotorula gracilis D-アミノ
酸オキシダーゼの基質特異性評価
○田邨 瑞希1, 藤川 雄太1, 井上 英史1（1東京薬大生命）
がん悪性化を誘発する YB-1 タンパク質の核内蓄積
に関わる因子の解析
○大橋 祥世1, 田中 融1, 齋藤 弘明1, 和田 平1, 青山 忠2,
小林 俊亮1（1日本大薬, 2日本大理工）
動脈硬化症における Thrombospondin-4 の発現変動解
析：核医学診断のための標的バイオマーカーとして
の評価
○志水 陽一1,2, 半澤 宏子2,3, 趙 芫4, 福良 沙霧4, 西嶋
剣一2,4, 趙 松吉4, 坂本 健3, 玉木 長良4, 小川 美香子1,
久下 裕司2,4（1北大院薬, 2北大CIS, 3日立製作所, 4北
大院医）
トウゴマエライオソームの硝酸還元作用に及ぼす分
子クラウディングの影響
○郷上 佳孝1, 畠山 貴博2（1佐藤薬品工業 開発 製企,
2
慶大 環境情報）

29AB-am101

ヒト上皮細胞と線維芽細胞におけるビタミン C 輸送
特性の違い
中和 篤1, 江川 彩子2, 梅﨑 大樹2, 小関 祐2, ○斉藤
靖和1,2（1県立広島大院総合学術, 2県立広島大生命環
境）

遺伝子発現・その他
29AB-am102

汎用性ウィルスプロモーター導入によるクロマチン
ループ内の内在性遺伝子発現への影響
○中村 公亮1, 石垣 拓実1, 近藤 一成1, 最上 知子1（1国
立衛研）
29AB-am103 ヒトスジシマカ白眼変異体の性質について
○奥田 晶子1, 福光 由起1, 米村 敦子1, 村上 義哉1, 鹿
志毛 信広1, 見明 史雄1, 佐藤 朝光1, 中島 幸彦1, 入江
圭一1（1福岡大薬）
29AB-am104S 新生鎖伸長反応の抑制に関与する Cdt1 の機能領域
とその作用機序に関する検討
○中崎 祐太1, 津山 崇2, 東 祐太郎2, 高橋 美樹子1, 多
田 周右1,2（1帝京平成大院薬, 2東邦大薬）
29AB-am105 DNA 複製ライセンス化機構におけるタンパク質間相
互作用の生化学的解析
○津山 崇1, 中崎 祐太2, 東 祐太郎1, 多田 周右1（1東邦
大薬, 2帝京平成大院薬）
29AB-am106 WRNIP1/RAD52 遺伝子破壊株の作製と解析
○吉村 明1, 矢部 晴菜1, 関 政幸2, 榎本 武美1（1武蔵野
大薬・分子細胞生物, 2東北薬大・生化学）
29AB-am107 核小体 RNA 代謝に関わるヒト TRAMP 様複合体の
分子間相互作用および機能解析
○須藤 遥1, 石田 洋一1, 長浜 正巳1（1明治薬大）
29AB-am108 古細菌 T. volcanium の転写因子 Fur (Ferric uptake
regulator) の結合 DNA 配列の解析
古田 裕子1, 松浦 千裕1, 松浦 友里絵1, 松永 真理子1,
小俣 義明1, 横山 勝志1, ○川嶋 剛1（1横浜薬大・薬・分
子生物）
29AB-am109 COX-2 プロモーターのメチル化による脂肪細胞の分
化抑制機構の解析
○福田 衣純1, 木村 紘子1, 天野 富美夫1, 藤森 功1（1大
阪薬大）
29AB-am110 好熱性古細菌 Thermoplasma volcanium の in vitro 転
写系の構築
○横山 勝志1, 浮田 宗忠1, 福島 千絵1, 小沢 拓也1, 寺
田 安梨沙1, 畑 智絵理1, 小俣 義明1, 川嶋 剛1（1横浜薬
大）
29AB-am111 ヒトミトコンドリア機能関連遺伝子発現に対する
NAD+ -ポリ（ADP-リボース）代謝制御化合物の効果
○内海 文彰1, 瀧原 穣1, 星野 幸平1, 田沼 靖一2（1東京
理大薬・遺伝子制御学, 2東京理大薬・生化学）
29AB-am112 pURE-1 プラスミドを用いた大腸菌無細胞蛋白質合
成系における YaeJ の発現系の確立
○岩崎 いぶき1, 新垣 知輝1, 二村 典行1（1城西国際大
薬）
29AB-am113 タンパク質のアセチル化におけるケトン体利用酵素
の役割
○長谷川 晋也1, 山崎 正博1, 今井 正彦1, 福井 哲也2,
高橋 典子1（1星薬大, 2立命館大薬）
29AB-am114S 非コード RNA 研究から派生した、26S プロテアソー
ム分解標的ペプチド配列の同定
○瀬崎 志織1, 相澤 康則1,2（1東工大生命, 2東工大バイ
オ）
29AB-am115S SV40 による細胞の不死化のメカニズム：SV40-miRS1
はテロメラーゼ発現を抑制する hsa-miR1266 を隔離
する
○岡山 由紀子1, 高橋 徹行1, 土方 貴雄1（1武蔵野大薬）
29AB-am116 光誘起電子移動を用いた UGT1A1*28 の検出
○土田 史郎1, 浜上 尚也1, 青木 隆1（1北医療大薬）
29AB-am117 ヒト iPS 細胞を用いた遺伝子ターゲティングの効
率化
○阿部 雄太1, 斎藤 慎太1, 足立 典隆1,2（1横浜市大院
生命ナノ, 2横浜市大先端医科研）
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29AB-am118

核内受容体型転写因子 CAR のコアクチベーターと
しての influenza virus nonstructural protein-1 binding
protein（IVNS1ABP）
○宮川 ありす1, 宮下 優香1, 根本 清光1, 菅野 裕一朗1
（1東邦大薬）

生体膜・オルガネラ・物質輸送
29AB-am119

29AB-am120

29AB-am122S

29AB-am123S

29AB-am124S

29AB-am125

29AB-am126S

29AB-am127

29AB-am128

細胞内情報伝達
29AB-am129

29AB-am130

29AB-am131

生薬エキス添加によるアクアポリン 3 の細胞内局在
の変化に関する研究
○四元 珠湖1, 曽田 翠1, 北市 清幸1, 大山 雅義1, 臼井
茂之1（1岐阜薬大）
PC12 細胞の神経突起形成における転写制御因子
NF-Y および p38 MAP キナーゼの必要性
○松岡 耕二1, 佐々木 啓子1, 今泉 翔麻1, Kuang Yu
CHEN2（1千葉科学大薬, 2ラトガーズ-NJ州立大化学・
化学生物）
メラノーマ細胞における IRBIT ファミリーの発現調
節機構の解析
○加藤 心一郎1, 濵田 浩一1, 伊藤 諒1, 三森 皐介1, 高
橋 透泰1, 波多野 直哉2, 御子柴 克彦3, 水谷 顕洋1（1昭
和薬大, 2神戸大医, 3理研）

ParvifloronE による TNFα シグナル伝達経路の抑制機
構の解明
○小室 友紀1, 野村 さやか1, 多胡 憲治2, 成川 佑次1,
木内 文之1, 多胡 めぐみ1, 田村 悦臣1（1慶應大薬, 2自
治医大）
29AB-am133 細胞移動・伸展における IRBIT ファミリーの機能
解析
○三森 皐介1, 濱田 浩一1, 伊藤 諒1, 加藤 心一郎1, 波
多野 直哉2, 御子柴 克彦3, 水谷 顕洋1（1昭和薬大, 2神
戸大医, 3理化学研）
29AB-am134 コーヒー豆抽出液が示す抗炎症作用の検討
○谷尾 真由美1, 野中 勇佑1, 武田 峰佳1, 八木 利恭1,
古旗 賢二2, 多胡 憲治3, 多胡 めぐみ1, 田村 悦臣1（1慶
應大薬, 2城西大薬, 3自治医大）
29AB-am135 ベトナム産植物由来成分 TanshinoneIIA のヒト非小
細胞肺がん株に対する抗がん作用
○竹内 健治1, 船野 貴也1, 岡山 未歩1, 橋村 大祐1, 伊
藤 文昭2（1摂南大薬・細胞生物, 2サンスターヘルスサ
イエンス研）
29AB-am136 生理的条件下におけるタンパク質間相互作用解析へ
の細胞内光クロスリンク法の応用
○東 咲子1, 喜多 絢海1, 廣田 康二1, 高島 成二2, 樋野
展正1, 土井 健史1（1阪大院薬, 2阪大院医）
29AB-am137S インスリンによる神経突起伸長反応に対する ENPP1
の抑制効果について
○池田 理紗1, 細田 綾美1, 西田 健太朗1, 長澤 一樹1
（1京都薬大）
29AB-am138 プラゾシン刺激による初代培養ラット肝細胞からの
HTGL 分泌促進における細胞内 PLCγ1 の関与
○中村 徹也1, 上敷領 淳1, 森田 哲生1（1福山大薬・生
化学）
29AB-am139 ヒト子宮頸癌細胞株 HeLa を用いたエストロゲンシ
グナル再構築系の樹立
○山田 千愛1, 山口 憲孝1, 安斎 絵里菜1, 柴崎 美里1,
山口 直人1（1千葉大院薬・分子細胞生物学）
29AB-am140 低分子量 G タンパク質 Rhes 発現に影響を及ぼす化
合物の探索
○多田羅 佑佳1, 河端 真実1, 武富 彩子1, 中林 利克1,
水野 英哉1（1武庫川女大薬）
29AB-am141 JAK2 V617F 変異体による形質転換における DDX5
の機能解析
○町田 直矢1, 上田 史仁1, 多胡 めぐみ1, 田村 悦臣1
（1慶應大薬）
29AB-am142 ケラチノサイトの IL-17 応答における TYK2 による
間接的制御
○室本 竜太1, 多和 佳佑1, 松田 正1（1北大院薬）

細胞応答
29AB-am143

桂皮エキスによる活性化 Nrf2 の選択的抑制およびが
ん細胞増殖阻害
○大沼 友和1, 福井 愛理1, 大野 翔子1, 篠田 あすみ1,
西山 貴仁1, 小倉 健一郎1, 平塚 明1（1東京薬大薬）
29AB-am144 3T3-L1 分化脂肪細胞における脂肪代謝とオートファ
ジー誘導へのアイヌ有用植物エキスの影響
○村岡 早苗1, 伊藤 瑞希1, 山下 浩1, 桜井 光一1（1北海
道薬大）
29AB-am145 ゲムシタビンによる INS-1 細胞へのオートファジー
誘導
○稲村 明洋1, 村岡 早苗1, 桜井 光一1（1北海道薬大）
29AB-am146S RAGE ligands/RAGE 相互作用を阻害する新規抗炎症
リード化合物の創製
○中島 槙吾1, 小川 夏実1, 佐藤 聡1, 吉森 篤史3, 鈴木
雄祐4, 渡邊 伸央4, 井上 茂亮4, 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, 4東
海大医）
29AB-am147 フィセチンによる 6-OHDA 誘導細胞死の抑制効果の
検討
○渡辺 稜子1, 黒瀬 拓己1, 天野 富美夫1, 藤森 功1（1大
阪薬大）
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生物系薬学

29AB-am121S

長時間安定的にゴルジ体を標識する新規蛍光標識セ
ラミド誘導体
○中村 浩之1, 牧山 智彦1, 長坂 伸夫2, 山下 尚大1, 本
田 拓也3, 山口 直人3, 西田 篤司2, 村山 俊彦1（1千葉大
院薬 薬効薬理学, 2千葉大院薬 薬品合成化学, 3千葉
大院薬 分子細胞生物学）
ポリエチレンイミンによるミトコンドリアからのシ
トクロム c 漏出機構に関する研究
○角田 萌1,2, 山本 武範1,2, 小武 和正1,2, 伊藤 美香1,2, 寺
田 弘3, 篠原 康雄1,2（1徳島大薬, 2徳島大疾患プロテオ
ゲノム研セ, 3新潟薬大薬）
有機カチオン輸送体 MATE1 を含むトランスポート
ソーム構成タンパク質の相互作用解析
○内田 翠1, 合田 光寛1, 小林 直木1, 大塚 正人1（1摂南
大薬）
ステロイドホルモン輸送に対する MATE 型輸送体の
関与
○池原 李1, 小田 果奈1, 合田 光寛1, 小林 直木1, 大塚
正人1（1摂南大薬）
ホモロジーモデリングを用いた hMATE1 の基質結合
ポケットの予測とその検証
○伊藤 公一1, 森 謙人1, 合田 光寛1, 小林 直木1, 大塚
正人1（1摂南大薬）
Oxaliplatin は脊髄後根神経節のミトコンドリアに移
行することでその機能を低下させる。
○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）
樹状細胞機能における小胞輸送関連分子の役割
○村田 和子1, 石井 直人2, 田中 伸幸3, 菅村 和夫3（1い
わき明星大薬, 2東北大院医, 3宮城県立がんセンター
研）
ラット腎臓における MATE1 を含むトランスポート
ソーム構成タンパク質の相互作用解析
○高橋 沙矢佳1, 笹谷 美砂音1, 合田 光寛1, 小林 直木1,
大塚 正人1（1摂南大薬）
ミトコンドリアの機能維持における IRBIT の役割
○水谷 顕洋1, 菅井 かれん1, 土居 孝平1, 是永 理那1,
加藤 大1, 大島 由規1, 梶山 千英1, 川添 綾華1, 濵田
浩一1（1昭和薬大）
副腎白質ジストロフィー治療薬候補化合物スクリー
ニング系の構築 ―ピレン修飾脂肪酸を用いたペルオ
キシソーム脂肪酸 β 酸化活性の測定法―
○守田 雅志1, 岡崎 愛理1, 冨田 海斗1, 渡辺 志朗2, 湊
大志郎1, 松谷 裕二1, 下澤 伸行3, 今中 常雄1（1富山大
院薬, 2富山大和漢研, 3岐阜大生命セ）

29AB-am132

29AB-am148

生物系薬学

シタラビンで誘導される細胞死におけるプロリルオ
リゴペプチダーゼとグリセルアルデヒド 3-リン酸脱
水素酵素の相互作用解析（2）
○近藤 理絵1, 三森 美佳1, 坂口 実1, 塩川 愛1, 金澤
美幸1, 池口 詩織1, 田中 智1, 高岡 昌徳1（1大阪薬大）
29AB-am149 AGEs 共存による Damps 関連サイトカイン類の機能
変化
○渡邊 政博1, 豊村 隆男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, 森 秀治1（1就実大薬,
2
岡山大院医歯薬, 3近畿大医）
29AB-am150S 細胞画像情報解析による細胞搬送に関わるストレス
評価
○藤谷 将也1, 蟹江 慧1, 加藤 竜司1（1名大院創薬）
29AB-am151 肝癌細胞との共培養による LPS 活性化単球系細胞の
遺伝子発現制御
○本田 晃子1, 稲川 裕之2（1麻布大生命・環境, 2香川大
医）
29AB-am152 ステアリン酸が引き起こす脂肪細胞の小胞体ストレ
スについて
○宮下 眞野1, 石橋 賢一1, 佐々木 栞1, 石井 育夫1, 大
藏 直樹1, 厚味 厳一1（1帝京大薬）
29AB-am153 LPS 誘導細胞傷害および細胞遊走に対するエパルレ
スタットの影響
○立浪 良介1, Yang YU1, 山 佳織1, 村尾 優1, 佐藤 恵
亮1, 丹保 好子1（1北海道薬大）
29AB-am154 スフェロイド細胞における 2 次元画像情報からの品
質評価の検討
○長谷部 涼1, 河合 駿1, 藤谷 将也1, 蟹江 慧1, 本多
裕之2, 加藤 竜司1（1名大院創薬, 2名大院工）
29AB-am155 ヒト骨芽細胞の IL-1beta 誘導性細胞増殖における
Wnt シグナルの関与
○森田 あや美1, 尾関 伸明2, 茂木 眞希雄1（1愛知学院
大薬, 2愛知学院大歯）

アポトーシス
29AB-am156

HTLV-1 感染細胞株における Compound C、AICAR
および Metformin の細胞死誘導機序の検討
○井上 大1, 相川 晃慶1, 小迫 知弘1, 吉満 誠2, 有馬
直道2, 坂田 晃1, 本田 伸一郎1, 添田 秦司1（1福岡大薬,
2
鹿児島大医）
29AB-am157 ネクローシスとアポトーシスの細胞死マーカーの
探索
○佐藤 聡1,2, 金 惠淑3, 綿矢 有佑3, 益谷 美都子2,4, 田
沼 靖一1（1東京理大薬・生化学, 2国がん研セ・研・創薬
臨床, 3岡山大院医歯薬, 4長崎大院医歯薬）
29AB-am158S 神経細胞死における Omi/HtrA2 による GSK-3β の制
御機構の役割
○柴崎 浩之1, 小林 杏輔1, 西岡 隼哉1, 佐藤 聡1, 高澤
涼子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）
29AB-am159 ヒト B 細胞性リンパ腫細胞株に対する Erypoegin K
の抗細胞増殖活性の評価
○竹内 勇斗1, 永井 利奈1, 三枝 聡実1, 神谷 里紗1, 松
山 陽香1, 疋田 清美1, 村田 富保1, 加藤 國基1, 田中 齋1,
浅尾 直樹2, 金田 典雄1（1名城大薬, 2東北大AIMR）
29AB-am160 ヒト急性前骨髄球性白血病細胞 HL-60 における
Etoposide とイソフラボン化合物(S)-Erypoegin K の併
用効果の評価
○三枝 聡実1, 竹内 勇斗1, 松山 陽香1, 永井 利奈1, 疋
田 清美1, 村田 富保1, 加藤 國基1, 田中 齋1, 浅尾 直樹2,
金田 典雄1（1名城大薬, 2東北大AIMR）
29AB-am161 Nrf2 システムによる血管細胞アポトーシス調節を介
した血管内膜肥厚抑制機能
○芦野 隆1, 山本 雅之2, 沼澤 聡1（1昭和大薬, 2東北大
院医）
29AB-am162S クリゾチニブによる NPM-ALK 発現細胞のアポトー
シス誘導機構の解析
○内原 脩貴1, 横田 重信1, 上田 史仁1, 多胡 めぐみ1,
田村 悦臣1（1應大薬）

29AB-am163

N-(2-amino-5-chlorobenzoyl)benzamidoxime 類縁体に
よるヒト白血病細胞増殖抑制
○長原 礼宗1, 杉田 祐輔1（1東京電大理工）
29AB-am164 酸化ストレスによる神経細胞傷害に対するヒドロキ
シデセン酸誘導体の保護効果
○井上 雄貴1, 原 宏和1, 神谷 哲朗1, 満木 友加里1, 山
口 英士1, 伊藤 彰近1, 足立 哲夫1（1岐阜薬大）
29AB-am165 Ophiocordyceps pulvinata 二次代謝産物のヒト乳癌細
胞に対する抗腫瘍効果
○小川 由起子1, 森永 紀1, 中尾 妃佐1, 原口 翔子1, 平
地 由佳1, 高堤 雄貴1, 平山 直人1, 矢萩 信夫2, 矢萩 禮
美子2, 藤井 佑樹1, 倉岡 卓也1, 小林 秀光1（1長崎国際
大薬, 2自然薬食微生物研）
29AB-am166 カスパーゼ-6 阻害剤、Ac-VEID-CHO はアポトーシ
ス関連たんぱく質 7A6 抗原を下方制御する
○吹田 博章1, 四宮 貴久2, 長原 礼宗1（1東京電大理工,
2
青森大薬）
29AB-am167 肝細胞の IFN-γ 誘導性アポトーシスにおける
Indoleamine 2,3-dioxygenase（IDO）の関与
○石田 綾香1, 木村 拓也1, 小谷 仁司1, 渡辺 恵史1（1武
蔵野大薬）
29AB-am168 培養乳癌細胞株 MCF-7 細胞に及ぼすベルベリンの細
胞死誘導メカニズムの解析（2）
○宮田 早紀1, 坂口 実1, 山口 眞希1, 森南 志保1, 田中
智1, 高岡 昌徳1（1大阪薬大）
29AB-am169 フェナム酸系非ステロイド性抗炎症薬のミトコンド
リア透過性遷移誘導機構の解明
○立松 洋平1, 林 大輝1, 田口 諒1, 藤田 明日1, 山本
篤司1, 大倉 一人1（1鈴鹿医療大薬）
29AB-am170 アポトーシス誘導 Jurkat 細胞中モノヌクレオチド類
の選択的抽出とその定量的解析
○清川 恵奈1, 巴山 忠1, 相川 晃慶1, 川見 祐介1, 糸山
美紀1, 小迫 知弘1, 吉田 秀幸1, 添田 秦司1, 山口 政俊1,
能田 均1（1福岡大薬）
29AB-am171 メトトレキサートによる JAK2V617F 変異体発現細
胞のアポトーシス誘導機構
○四元 佑樹1, 内原 脩貴1, 上田 史仁1, 多胡 憲治2, 多
胡 めぐみ1, 田村 悦臣1（1慶応大薬, 2自治医大）
29AB-am172 グルタミン酸誘導グリア細胞死における GRP78 の役
割解明
○古川 絢子1, 辻 夏美1, 杉原 颯太1, 樋口 善博1（1鈴鹿
医療大薬）
29AB-am173 非小細胞肺がんに対する EGFR チロシンキナーゼ阻
害剤と MEK 阻害剤の併用による耐性克服機序の
解明
○小林 奈央1, 伊藤 文昭2, 竹内 健治1（1摂南大薬・細
胞生物, 2サンスターヘルスサイエンス研）
29AB-am174 MEK 阻害剤併用による上皮増殖因子受容体チロシ
ンキナーゼ阻害剤に対する耐性機構の解明
○土山 舞1, 酒井 一樹1, 伊藤 文昭2, 竹内 健治1（1摂南
大薬・細胞生物, 2サンスターヘルスサイエンス研）
29AB-am175S がん細胞の特異的代謝を標的とした Glyoxalase I 阻
害剤を用いたがん併用化学療法の基礎的研究
○嶋田 奈実1, 赤羽 悠1, 高澤 涼子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）

ストレス
29AB-am176

29AB-am177

29AB-am178
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横紋筋融解症発症モデルを用いた脂質過酸化に伴う
腎機能障害の検討
○奈良 明奈1, 矢島 大介1, 永澤 明佳1, 安部 寛子1, 岩
瀬 博太郎1（1千葉大院医）
プラズマ照射培地負荷によるヒト線維芽細胞での酸
化ストレス抵抗性の獲得
○堀場 美の里1, 神谷 哲朗1, 原 宏和1, 足立 哲夫1（1岐
阜薬大）
PC-12 細胞の酸化ストレス障害に対する p38/Nrf2 経
路を介した α-リポ酸の保護作用（2）
○東浦 丹奈1, 坂口 実1, 能智 裕菜1, 廣瀬 安紀1, 板垣
寿久1, 田中 智1, 高岡 昌徳1（1大阪薬大）

細胞周期・細胞接着・その他
29AB-am179

29AB-am195

脳・神経系
29AB-am205

新生仔期 polyI:C 投与による脳内免疫関連遺伝子の
発現
○羽田 和弘1, 伊藤 教道1, 祖父江 顕1, 永井 拓1, 山田
清文1（1名大院・医療薬学・病院薬剤部）
29AB-am206S 網膜グリア細胞におけるアポ E 含有リポタンパク質
の α2 マクログロブリン発現に及ぼす影響
○森 みすず1, 林 秀樹1, 小沢 由1, 上野 栞1, 伊藤 玲奈1,
坂 祐樹1, 袁 博1, 高木 教夫1（1東京薬大薬）
29AB-am207 ウリカーゼ欠損マウスの脳内尿酸濃度に対する尿酸
トランスポーター URAT1 の関与
○富岡 直子1, 青木 小海1, 道志 勝1, 細山田 真1（1帝京
大薬）
29AB-am208 神経初期発生期における特徴的な HNK-1 糖鎖発現
に関する研究
○石川 明香里1, 籔野 景子1, 中川 直樹1, 岡 昌吾1（1京
大院医人健）
29AB-am209 炎症時におけるアストロサイトを介した脳内遊離脂
肪酸制御機構の解明
○相澤 風花1, 中本 賀寿夫1, 西中 崇1, 山下 琢矢2, 万
倉 三正3, 小山 豊4, 糟谷 史代2, 徳山 尚吾1（1神戸学院
大薬・臨床薬学, 2神戸学院大薬・毒性学, 3くらしき作
陽大・現代食文化学, 4大阪大谷大薬・薬理学）
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生物系薬学

培養ヒト胃がん細胞の RB1 タンパク質発現に及ぼす
プロリルオリゴペプチダーゼ阻害薬の影響
○小寺 花樹1, 坂口 実1, 川口 優夏1, 秦野 貴寛1, 田中
智1, 高岡 昌徳1（1大阪薬大）
29AB-am180 血管内皮細胞の管腔状の形態変化における CRIM1
の機能
○中島 由希子1, 金川 絵梨花1, 髙橋 悟1（1武庫川女大
薬・免疫生物学）
29AB-am181 ラミニン γ1 鎖配列由来生物活性ペプチド C16 の構
造活性相関研究
○片桐 文彦1, 山田 里実1, 保住 建太郎1, 吉川 大和1,
野水 基義1（1東京薬大薬）
29AB-am182S 細胞間接着に関わるクローディン D1 の組織分布の
解析
○宇田 有沙1, 松岡 浩史1, 志摩 亜季保1, 江崎 洋貴1,
上敷領 淳1, 大西 正俊1, 中村 徹也1, 道原 明宏1（1福山
大薬）
29AB-am183 Rac1 活性によるインテグリン β4 発現制御とその再
接着能への影響
○長谷川 大三1, 高橋 亮伍1, 森 一憲1, 石川 文博1, 柴
沼 質子1（1昭和大薬）
29AB-am184S 細胞間接着分子クローディン-2 のアザシチジンによ
る新たな発現制御機構
○七野 亜沙美1, 多賀 小枝子1, 岡本 美樹1, 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, 五十
里 彰1（1岐阜薬大, 2静岡県大薬）
29AB-am185 上皮細胞を標的とした創薬基盤研究～抗 Occludin 抗
体の作製と性状解析～
○清水 芳実1,2, 白砂 圭祟1, 米田 宏平2, 近藤 昌夫2, 八
木 清仁2, 花田 賢太郎1, 深澤 征義1（1国立感染研・細
胞化学部, 2阪大院薬・生体機能分子化学分野）
29AB-am186S 網膜における神経接着分子の機能的発現変化
○金原 健人1, 白壁 恭子3, 小池 千恵子1,2（1立命館大
薬, 2立命館大院生命科学, 3東京医科歯科大院医歯
学）
29AB-am187 細胞間接着分子クローディン-18 による肺腺がん細
胞の増殖抑制機構の解明
下馬場 俊1, 多賀 小枝子1, 秋月 梨佐1, 遠藤 智史1, 松
永 俊之1, 渡邊 諒2, 山口 賢彦2, 山崎 泰広2, 菅谷 純子2,
○五十里 彰1（1岐阜薬大, 2静岡県大薬）
29AB-am188 Tight junction binder による上皮バリア制御時におけ
る遺伝子発現変動の解析
○関 昌孝1, 井口 大輔1, 早石 知浩1, 吉田 有裕美1, 渡
利 彰浩1, 近藤 昌夫1, 八木 清仁1（1阪大院薬）
29AB-am189 核膜孔因子 Nup88 とビメンチンの相互作用とその細
胞運動性への役割
○牧瀬 正樹1, 秀德 優美1, 白石 梨花子1, 白川 裕貴1,
和田 曜1, 國安 明彦1（1崇城大薬）
29AB-am190 放射線照射マウス表皮における発現量変動タンパク
質の機能解析
○小林 愛1, 田口 暢彦1,2, 神谷 江美1, 宇佐美 雅仁1, 小
島 淳1, 青木 仁美2, 國貞 隆弘2（1ホーユー, 2岐大医）
29AB-am191 ポリフェノールの放射線による細胞死抑制メカニズ
ムの検討
○田口 暢彦1,2, 小林 愛2, 神谷 江美2, 青木 仁美1, 國貞
隆弘1（1岐大医, 2ホーユー）
29AB-am192 エトキシベンズアミドはメラニン生成を促進する
○佐藤 一臣1, 安藤 諒祐1, 小林 ほの花1, 西平 宏耀1,
西尾 貴史1（1玉川大農生命化学）
29AB-am193 LOXL1 遺伝子多型が弾性線維形成に与える影響
○遠藤 美香子1, 須藤 涼2, 酒井 寛泰1, 湯本 哲郎1, 里
史明1（1星薬大 疾患病態解析, 2星薬大 組織再生学）
29AB-am194 γ-Glutamylcyclotransferase (GGCT) 強制発現細胞を用
いた GGCT 阻害剤による細胞増殖抑制効果の検討
○青木 沙織1, 宇野 加奈恵1, 吉矢 拓2, 西内 祐二2, 飯
居 宏美1, 中田 晋1, 吉貴 達寛1（1京都薬大 臨床腫瘍,
2
ペプチド研究所）

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）
29AB-am196 網膜上皮細胞由来細胞外マトリックスコートディッ
シュ上培養における細胞挙動の検討
○佐藤 肇祐1, 須藤 涼2, 酒井 寛泰1, 湯本 哲郎1, 里
史明1（1星薬大 疾患病態解析, 2星薬大 組織再生学）
29AB-am197 KCNMA1 のチャネル活性制御剤がインスリンシグナ
ルに与える影響
○西塚 誠1, 山田 絵理1, 長田 茂宏1, 今川 正良1（1名市
大院薬）
29AB-am198 サイトカインによる破骨細胞分化を協調的に促進す
る非炎症性物質 SHIL001 及び SHIL002
○豊村 隆男1, 渡邊 政博1, 和氣 秀徳2, 勅使河原 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）
29AB-am199S 選択的アンドロゲン受容体調節薬 YK11 による骨分
化促進作用
○谷津 智史1, 菅野 裕一朗1, 日下部 太一1, 加藤 恵介1,
井上 義雄1, 根本 清光1（1東邦大薬）
29AB-am200 上皮成長因子受容体過剰発現トリプルネガティブ乳
がん細胞の増殖抑制活性を有するニガキ（Picrasma
quassioides）由来成分の同定とその作用機序の解析
○近藤 愛美1, 山下 直哉1, 趙 帥1,2, 井上 義雄1, 李 巍1,
小池 一男1, 根本 清光1, 菅野 裕一朗1（1東邦大薬, 2東
北林業大生命科学）
29AB-am201S 乳がん細胞の種々サブタイプにおける芳香族炭化水
素受容体の発現とその活性の検討
○山下 直哉1, 菅野 裕一朗1, 野苅家 英里1, 井上 義雄1,
根本 清光1（1東邦大薬）
29AB-am202 乳腺細胞による乳腺構造の形成における AhR の役割
○齋藤 菜緒1, 山下 直哉1, 菅野 裕一朗1, 根本 清光1
（1東邦大薬）
29AB-am203 核内受容体型転写因子 CAR のコアクチベーターと
しての Tripartite motif-containing 33 (TRIM33)
○宮下 優香1, 宮川 ありす1, 根本 清光1, 菅野 裕一朗1
（1東邦大薬）
29AB-am204S Picrasidine N は PPAR デルタ の選択的なアゴニスト
である
○趙 帥1,2, 菅野 裕一朗2, 李 巍2, 若旅 穂奈美2, 佐々木
辰憲2, 小池 一男2, 根本 清光2, 李 会成1（1東北林業大
生命科学, 2東邦大薬）

29AB-am210

生物系薬学

緑茶カテキンの血液脳関門透過性と培養神経細胞に
対する作用
○Monira PERVIN1, Aimi NAKAGAWA2, Aya HARA3,
Akiko TAKAGAKI3, Fumio NANJO3, Shinjiro IMAI4,
Yoriyuki NAKAMURA1, Keiko UNNO1,2（1静岡県大
院・茶学総合研究センター, 2静岡県大薬・統合生理学,
3
三井農林・食品総合研究所, 4東京工科大・応用生物）
29AB-am211S 糖尿病ラット網膜における神経細胞変性の解析
○倉岡 弘信1, 松丸 弘毅1, 奥村 美海1, 嶋田 新1, 宮田
佳樹1, 小佐野 博史1（1帝京大薬）
29AB-am212S 自閉症スペクトラム変異がシナプス接着分子
Neuroligin 4X の代謝及び機能に及ぼす影響の解析
○木村 美咲1, 湯本 貴文1, 名尾 洋亮1, 富田 泰輔1（1東
大院薬）
29AB-am213 キンドリング誘導てんかんモデルマウスの行動変化
における BRINP の役割
○小林 三和子1, 河野 泰宏1, 浅川 華子1, 武智 研志2,
田中 亮裕2, 荒木 博陽2, 松岡 一郎1（1松山大薬, 2愛媛
大病院薬）
29AB-am214 青色 LED 光誘発網膜視細胞障害おける小胞体スト
レスの関与
○大江 絵美1, 久世 祥己1, 鶴間 一寛1, 嶋澤 雅光1, 原
英彰1（1岐阜薬大）
29AB-am215 C9orf72 リピート伸長タンパク質の凝集体の解析
○滝谷 美香1, 三好 潤子1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1（1明治
薬大）
29AB-am216 海馬初代培養を用いた高発火頻度ニューロンのモニ
タリング
○岡田 真実1, 池谷 裕二1（1東大院薬・薬品作用）
29AB-am217 中枢神経系における NBCe1C 機能について：その結
合分子の同定を中心に
○長谷川 尚美1, 遠山 卓1, 森 滉貴1, 竹中 遥菜1, 白鳥
瞳1, 濱田 浩一1, 波多野 直哉2, 水谷 顕洋1（1昭和薬大,
2
神戸大医）

免疫・生体防御
29AB-am218

ラッカーゼ触媒重合ポリフェノールの解析
○田島 克哉1, 山中 大輔1, 赤沼 哲史2, 松本 明子1, 元
井 益郎1, 元井 章智1, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 大野
尚仁1（1東京薬大薬, 2早稲田大人間科学学術院）
29AB-am219 シイタケ菌糸体抽出物による癌幹細胞様細胞に対す
る効果と機序の検討
○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）
29AB-am220 AMP 活性化キナーゼによる脱顆粒応答抑制における
Rho ファミリーの機能
○井谷 光明1, 長原 光宏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）
29AB-am221S リポ多糖トレランスマクロファージで過剰発現され
た CD14 はリポ多糖の積極的取り込みに関与する
○西原 冴佳1, 上田 実加1, 眞鍋 貴行1, 川崎 清史1（1同
志社女大薬）
29AB-am222 ヒト皮膚ケラチノサイトにおけるプロテアーゼ活性
化受容体の生理的役割
○石橋 芳雄1（1明治薬大）
29AB-am223 甘草成分イソリクイリチゲニンは NLRP3 インフラ
マソーム活性化を阻害し、2 型糖尿病の慢性炎症を
改善する
○本田 裕恵1,2, 長井 良憲2,3, 松永 孝之1, 岡本 直樹2,
渡邉 康春2, 常山 幸一4, 林 宏明5, 藤井 勲5, 平井 嘉勝2,
高津 聖志1,2（1富山県薬事研, 2富山大院医, 3JST・さき
がけ, 4徳島大院医, 5岩手医大薬）
29AB-am224S 醗酵霊芝多糖画分による自然免疫受容体を介した免
疫担当細胞からのサイトカイン産生作用
○石本 由維菜1, 石橋 健一1, 山中 大輔1, 安達 禎之1,
位上 健太郎2, 伊藤 久富2, 大野 尚仁1（1東京薬大薬,
2
長瀬産業）
29AB-am225 マスト細胞の活性化における Coronin-1 の役割
○奥 輝明1, 栗坂 知里1, 辻 勉1（1星薬大）

29AB-am226

改変好塩基球を用いた特異的腫瘍認識による抗腫瘍
効果
○大嶽 修一1, 宮地 克真1, 鈴木 亮1, 平嶋 尚英1（1名市
大院薬）
29AB-am227 マウス樹状細胞におけるヒスタミン合成の役割
○大野 恵理子1, 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）
29AB-am228 主要組織適合抗原クラス II (MHC-II) のエンドサイ
トーシスを促進するシグナル伝達機構の解析
○古田 和幸1, 平木 勇次1, 田中 智之1（1岡山大院医歯
薬・免疫生物）
29AB-am229 酵素融合型自然免疫受容体タンパク質を用いた機能
性多糖の検出
○笠原 健吾1, 安達 禎之1, 鉄井 絢子1, 山中 大輔1, 石
橋 健一1, 大野 尚仁1（1東京薬大薬）
29AB-am230S 酸化ストレス誘発性肝障害における IVA 型ホスホリ
パーゼ A2 の役割
○藤井 美恵子1, 河下 映里1, 石原 慶一1, 秋葉 聡1（1京
都薬大）
29AB-am231 酵母由来 β-グルカンのマウス体内動態の解析
○宇佐美 創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）
29AB-am232 FAM105A は LPS 誘導性炎症性サイトカインの発現
を抑制する
○横田 翼1,2, 福田 亮介1, Mary Ann SUICO1, 小嶋 遥1,
古賀 友昭1, 首藤 剛1, 甲斐 広文1,2（1熊本大院薬, 2熊本
大学 HIGO Program）
29AB-am233 制御性 T 細胞に対するプロポリスの作用
○三上 統久1（1阪大IFReC）
29AB-am234S 異所性病態に対する KC 細胞の関与
○柿沼 優希1, 木村 拓也1, 小谷 仁司1, 渡辺 恵史1（1武
蔵野大薬）
29AB-am235 Dectin-1 変異体を用いた β-グルカンのマクロファー
ジ活性化機構の解析
○小林 紘子1, 安達 禎之1, 鉄井 絢子1, 山中 大輔1, 石
橋 健一1, 大野 尚仁1（1東京薬大薬）
29AB-am236 マイタケ由来 β-グルカンと TLR9 アゴニストは、樹
状細胞を相乗的に活性化し、腫瘍の成長を抑制する。
○増田 有紀1, 名和 大輝1, 中山 喜明1, 小西 守周1, 難
波 宏彰1（1神戸薬大）
29AB-am237S 微生物成分に対するマクロファージの応答に及ぼす
血小板由来因子の影響
○安藤 祐介1, 奥 輝明1, 辻 勉1（1星薬大・微生物）
29AB-am238 磁気ビーズを用いた新規リグニン認識タンパク質の
探索
○遠藤 麻穂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）
29AB-am239 マウスマクロファージによるリグニン標識ビーズ取
り込み機構の解析
○冨岡 太一1, 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）
29AB-am240 Lactobacillus plantarum D2905 株による TLR-9 を介
した Caco-2 細胞からの Elafin の分泌促進
○鹿志毛 信広1, 平松 征洋2, 前田 稔3, 佐藤 朝光1, 中
島 幸彦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）
29AB-am241 薬用茸アガリクス由来 β-グルカンの β-グルカナーゼ
反応性と Dectin-1 結合能への影響
○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）
29AB-am242 アシュワガンダ根熱水抽出物による HaCaT 細胞への
抗炎症効果
○斯坎旦 阿卜杜巴日1, 四宮 貴久1,2, 長原 礼宗1（1東
京電大理工, 2青森大薬）
29AB-am243 薬用茸アガリクス由来 β グルカンの β-1,6-glucanse 処
理による生物活性への影響
○石川 絢子1, 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）
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29AB-am259

ワサビ成分 6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオ
シアネートとイソサポナリンの育毛効果
○奥西 勲1, 加藤 朋恵1, 深松 陽介2, 吉田 雄介2（1金印,
2
エーセル）
29AB-am260S bcl2 ファミリー分子 BNIP3 はオートファジーを介し
て表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, 中島 佑香1, 後藤 ありさ1,
夏賀 健2, 早川 堯夫1, 森山 博由1（1近畿大薬 薬総研,
2
北大院医）
29AB-am261 免疫器官ファブリキウス嚢の初期発生機構の解析
○川嶋－大宅 芳枝1, 林 優美子1, 坂倉 聡1, 谷崎 鈴夏1,
友部 浩二1, 川嶋 剛1, 中島 敏治1（1横浜薬大）
29AB-am262 発生期における甲状腺ホルモン低下が小脳神経に与
える影響
○手塚 優1, 猪俣 結衣1, 高橋 慎太郎1, 西郡 秀夫1, 三
部 篤1（1岩手医大薬）

生理化学・その他
29AB-am263

29AB-am264

29AB-am265

29AB-am266

29AB-am267

老化・発生・形態形成
29AB-am252

老化促進モデルマウス（SAMP8）の老化機序と柴胡
加竜骨牡蛎湯の抗老化作用の検討
○西川 彩花1, 篠塚 達雄1, 石毛 敦2, 戸田 雄大1, 殿岡
恵子1, 松若 輝大1, 田中 瑞希1, 山門 祐子1, 友部 浩二1
（1横浜薬大 病態生理学研究室, 2横浜薬大 漢方薬物
学研究室）
29AB-am253 老化促進モデルマウス SAMP8 の離乳期からの小脳
MBP 遺伝子発現の異常
○大寺 恵子1, 髙橋 良哉1（1東邦大薬）
29AB-am254 An overview of current research of functionality of foods
on aging
○Ryoya TAKAHASHI1, Ramesh SHARMA1,2, Keiko
ODERA1（1Dept. Biochem., Fac. Pharm. Sci., Toho
Univ., 2Dept. Biochem., North-Eastern Hill Univ.）
29AB-am255 老化による脂肪蓄積が肝細胞に及ぼす影響の解析
○齋藤 陽平1, 山本 由美1, 桑原 義和2, 福本 学2, 山本
文彦1（1東北薬大放射薬品, 2東北大加齢研病態臓器）
29AB-am256S 老若ラットに対する絶食・再摂食が筋グリコーゲン
量に与える影響
○松原 弘樹1, 大寺 恵子1, 髙橋 良哉1（1東邦大薬）
29AB-am257 文献マイニングによる老化関連遺伝子の今後の動向
予測
○權 娟大1, 永田 宏次1, 宮川 拓也1, 由良 敬2, 田之倉
優1（1東大院農, 2お茶大院）
29AB-am258 老化骨格筋における Growth differentiation factor-15
(GDF15) 発現の亢進
○田上 裕美1, 山本 直1, 松島 有希1, 仲西 有希子1, 山
地 敬子1, 伊藤 崇志1（1兵庫医療大薬）

29AB-am268

抗男性ホルモン作用を介したウーロン茶エキスの育
毛効果
○都築 啓晃1, 佐藤 智香1, 神原 里沙1, 加藤 瑞1, 渡邉
尚子1, 岡村 勝正1（1毛髪クリニックリーブ21）
遅発性筋痛モデル SD ラットの下腿筋膜における痛
み関連遺伝子の発現増加：DNA マイクロアレイ法に
よる発現解析
○小崎 康子1, 石井 かおり1, 田口 徹2（1金城学院大薬,
2
名古屋大環境医研）
SHRSP5/Dmcr ラット小腸におけるネスプリン 1 の発
現は高脂肪食摂取によって抑制される
○加藤 寿和乃1, 大津 千尋1, 太田 欣哉3, 北森 一哉2,
林 弥生1, 小崎 康子1（1金城学院大薬, 2金城学院大生
活環境, 3名市大院薬）
SHRSP5/Dmcr ラットにおいて高コレステロール食摂
取により誘起される痛覚閾値時の脊髄後根神経節細
胞における遺伝子発現変化の網羅的検索
○内川 詩野1, 谷田 梨紗1, 大岩 奈穂子1, 北森 一哉2,
小崎 康子1（1金城学院大薬, 2金城学院大生活環境）
SHRSP5/Dmcr ラットにおいて高脂肪食摂取により誘
起される痛覚過敏時の脊髄における痛み関連遺伝子
の発現変化
○南谷 千夏1, 石井 かおり1, 外山 加奈子1, 北森 一哉2,
小崎 康子1（1金城学院大薬, 2金城学院大生活環境）
デーツ果実抽出物の動脈硬化抑制の可能性について
○山口 雅史1, 井口 裕介1, 堂官 留美子1, 上田 純也1,
金子 哲夫1, 栂 英恵1, 小林 秀丈1, 瀧野 純一1, 吉田
充史3, 片貝 由香里3, 神田 博史2（1広島国際大薬, 2広
島国際大医療栄養, 3オタフクソース）

3 月 29 日（火） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
薬効・安全性評価
29AB-pm001

ハイコンテントアナリシスに適応した新規三次元培
養基材の開発
安部 菜月1, 相原 彩子1, ○西野 泰斗1（1日産化学工業）
29AB-pm002 ヒト胎児肝細胞を用いた薬物の細胞毒性評価
○山折 大1,2, 松永 民秀3, 大森 栄1,2（1信州大病院薬,
2
信州大院医, 3名市大院薬）
29AB-pm003 一般用医薬品の消炎鎮痛剤におよぼす血行促進成分
の影響
○今井 こずえ1, 竹野 隆太1, 岡本 浩明1, 矢野 博子1
（1小林製薬）
29AB-pm004 セルフメディケーション時代の外用鎮痛消炎薬処方
設計
○竹野 隆太1, 今井 こずえ1, 岡本 浩明1, 矢野 博子1
（1小林製薬）
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生物系薬学

29AB-am244S マウス及びヒト P2X7 受容体のチャネル/ポア活性に
対する二価金属カチオンの阻害作用の比較
○藤原 麻紀子1, 大堀 健史1, 西田 健太朗1, 長澤 一樹1
（1京都薬大）
29AB-am245 母乳に含まれるラクトフェリンの経口摂取による潰
瘍性大腸炎抑制作用
○安藤 堅1, 倉持 智樹1, 小林 夏実1, 糸井 彩1, 彌永 明1,
早川 磨紀男1（1東京薬大薬）
29AB-am246 NK 細胞の IL-2 刺激による CD94-NKG2A 発現様式
の解析
○五十部 美穂1, 守屋 恵梨1, 伊藤 健一郎2, 桧貝 孝慈1
（1東邦大薬, 2龍ヶ崎済生会）
29AB-am247S 抗体の親和性向上による生体影響の評価に向けた基
礎的検討
○竹谷 苑子1,2, 長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2, 向
井 美穂1,2, 大須賀 絵理1,2, 芳賀 優弥1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 南谷 武春4, 安居 輝人4, 堤 康
央1,2,3（1阪大院薬, 2医薬基盤健栄研, 3阪大 MEIセ, 4阪
大微研）
29AB-am248S 免疫複合体介在性腎炎における組織トランスグルタ
ミナーゼの役割について
○原 かをり1, 水野 智博1,2, 高橋 和男2, 水野 正司3, 加
藤 彰浩2, 辰川 英樹4, 永松 正1, 人見 清隆4, 湯沢 由
紀夫2（1名城大薬, 2藤保大医, 3名大医, 4名大院創薬）
29AB-am249 Arl5B による MDA5 依存的な抗ウイルス自然免疫応
答の抑制機構の解明
○鍛代 悠一1, 織 大祐3, 末吉 拓也2, 川崎 拓実2, 竹内
理3, 松田 正1, 審良 静男4, 河合 太郎2（1北大院薬, 2奈
良先端バイオ, 3京大ウイルス研, 4阪大院医）
29AB-am250 マウス骨髄由来培養マスト細胞の分化過程における
IgE の機能の解析
○阪中（横山）麻利子1, 高椅 悟1, 市川 厚2, 田中 智之3
（1武庫川女大薬・免疫生物学, 2武庫川女大薬・バイオ
サイエンス研究所, 3岡山大院医歯薬・免疫生物学）
29AB-am251 ヘパラナーゼ阻害物質は好中球の浸潤と基底膜ヘパ
ラン硫酸分解を抑制する
○東 伸昭1, 須江 真由美1, 志田 拓顕1, 西村 吉雄2, 安
達 勇光2, 中島 元夫3, 入村 達郎1,4（1東大院薬, 2微生物
化学研究所, 3SBIファーマ, 4順天堂大）

29AB-pm005

29AB-pm006

29AB-pm007

29AB-pm008

生物系薬学

29AB-pm009

29AB-pm010

29AB-pm011

29AB-pm012

29AB-pm013

29AB-pm014

29AB-pm015

29AB-pm016

ヒト iPS 細胞由来神経細胞標本の機能的 NMDA 受
容体発現とグルタミン酸興奮毒性発現の株間比較
○高橋 華奈子1, 最上（重本）由香里1, 清水 英雄1, 中
條 かおり1, 干川 和枝1, 岡田 洋平2, 岡野 栄之3, 関野
祐子1, 佐藤 薫1（1国立医薬品食品衛生研究所・薬理
部, 2愛知医科大学・医学部・神経内科教室, 3慶応義塾
大学・医学部・生理学教室）
マウス大腸癌モデルにおけるアガリクス菌糸体混合
物の免疫賦活および抗腫瘍作用
○跡部 祐太1, 川島 孝則1, 千葉 殖幹1, 張 紹輝1, 藤田
日奈1, 与茂田 敏1（1クラシエ製薬漢方研）
ロキソプロフェンナトリウム水和物誘発胃障害に対
する制酸剤の効果
○工藤 康史1, 平山 豊1, 木村 玲子1, 御子柴 茂郎1, 安
達 喜世1, 近 亮1（1ライオン薬品1研）
大人のおむつかぶれに対する入浴液の改善効果
○鳥居 和樹1, 石澤 太市1, 綱川 光男1, 谷野 伸吾1, 笹
ケ迫 直一2, 渡邉 暁博2, 横山 紀子2, 原口 有紀2（1バス
クリン, 2NHO大牟田病院）
バイオ 3D プリンターで作製したヒト肝臓構造体が
高い薬物代謝機能を長期間持続する
長尾 映里1, 張 光元1, ○木澤 秀樹1（1サイフューズ ア
プリケーション研）
2 型糖尿病時の肝臓ミトコンドリアにおける薬物障
害性の解析
○濱田 和真1, 桜田 啓広1, 齋藤 希衣1, 中埜 貴文1, 堀
江 利治1（1帝京平成大薬）
Δ9-Tetrahydrocannabinol と Methamphetamine が誘発
するラットの超音波発声の比較
○明瀬 孝之1, 入江 圭一1, 山下 郁太1, 寺前 祐樹1, 平
野 真梨1, 中嶋 亜梨紗1, 田中 まりの1, 土橋 良太1, 金
城 順英1, 佐藤 朝光1, 佐野 和憲1, 本多 健治1, 三島
健一1（1福岡大薬）
iNCENS (iPSC Non-Clinical Experiments for Nervous
System) プロジェクト―ヒト iPS 細胞由来神経細胞を
用いた認知機能障害リスクおよび神経異常活動リス
ク予測評価系確立の試み
○佐藤 薫1, 高橋 華奈子1, 重本－最上 由香里1, 清水
英雄1, 池谷 裕二2, 小山 隆太2, 平木 俊光2, 宮本 憲優3,
花村 健二4, 小金澤 紀子4, 白尾 智明4, 関野 祐子1（1国
立衛研, 2東大, 3エーザイ, 4群馬大）
PC12 細胞における新規フェルラ酸誘導体 FAD024 の
酸化ストレス障害抑制メカニズムの検討
○玄 美燕1, 加藤 洋介1, 荒野 舞1, 木下 智史1, 高山 淳1,
坂本 武史1, 日比野 康英1, 松﨑 広和1, 岡﨑 真理1（1城
西大薬）
Claudin を標的とした創薬基盤技術の開発～claudin-4
を標的としたがん治療戦略の有効性及び安全性の評
価～
○松田 基1, 橋本 洋佑1, 川東 祐美1, 畑 智幸1, 渡利
彰浩1, 近藤 昌夫1, 岡田 欣晃1, 多田 稔2, 石井 明子2, 深
澤 征義3, 土井 健史1, 八木 清仁1（1阪大院薬, 2国衛研,
3
感染研）
神経幹細胞塊から機能的神経細胞を効率的に分化誘
導するプロトコルの検討と分化に伴う機能的受容体
分布変化
○最上（重本）由香里1, 片倉 明日美2, 長谷川 陽祐2,
関野 祐子1, 田辺 光男2, 佐藤 薫1（1国衛研薬理, 2北里
大薬）
新開発：安定エフェクター細胞株を用いた抗体医薬
品の活性測定法
○山中 秀徳1, 広崎 春佳1, 前田 洋祐1, 武吉 正博1（1化
学物質評価研究機構）

ファーマコ／トキシコダイナミクス
29AB-pm017

Nrf2 活性化剤による薬剤性肝障害の軽減と増悪
○桝渕 泰宏1, 山岡 美穂1, 三神 健司1, 花岡 彩奈1, 椎
木 綾乃1（1千葉科学大薬）

29AB-pm018

アセトアミノフェン誘発肝障害に対するウルソデオ
キシコール酸の防御効果
○伊藤 大貴1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大薬）

薬理ゲノミクス
29AB-pm019

全自動遺伝子検査装置を使用した抗てんかん薬に対
する重傷疹発症関連 SNP 解析
○宮下 雪子1, 上田 哲也1, 中村 亮介2, 斎藤 嘉朗2, 前
川 京子2（1PSS, 2国衛研）

受容体・チャネル・トランスポーター
29AB-pm020

プリン・ピリミジンヌクレオシドの過酸化水素によ
るチミジン取り込みへの影響
○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, 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）
29AB-pm021 GABA トランスポーターサブタイプ特異的な新規阻
害薬候補化合物の薬理活性評価
○佐藤 孝行1, 井川 ありさ1, 圓山 智嘉史1, 末政 亮大1,
小林 嵩明1, 有澤 光弘2, 井手 聡一郎1, 周東 智1, 南
雅文1（1北大院薬, 2阪大院薬）
29AB-pm022 キニジンの心筋活動電位延長に対するセトアルデヒ
ドの影響
○広瀬 仁美1, 小澤 祥佳1, 藤井 梨加1, 石田 晴香1, 前
田 絢葉1, 清水 嘉子1, 高瀬 晶子1, 土田 勝晴1（1同志社
女大薬 創薬理論科学）
29AB-pm023 UVA 曝露ケラチノサイトにおけるプリナージックシ
グナリングを介した炎症性サイトカインの産生
○原田 美香1, 河野 鮎美1, 田中 晴菜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）
29AB-pm024 UVA 曝露メラノーマ細胞における TRPV1 を介した
活性酸素種産生及び EMT 誘導
○森田 美保1, 河野 鮎美1, 木村 奈々美1, 坂本 光1（1北
里大薬）
29AB-pm025 線虫解析から見えてきた taurine の TRPV を介したメ
カニズム
○森内 将貴1,2, 中野 義雄3, 沖田 剛1, 連川 雄1, Mariam
PRUSSIAN3, 高田 雅文3, Nora CHAUDHARY1,2, Ann
MARY1, 首藤 剛1, 甲斐 広文1,2（1熊本大院薬, 2higo プ
ログラム, 3熊本大薬）
29AB-pm026 ヒト結腸癌 HCA-7 細胞において、HIF-1α は EP4 受
容体プロモーター HRE 配列に結合し、受容体発現を
制御する
○清良 尚史1, 藤野 裕道1, 大竹 翔1, John W. REGAN2,
村山 俊彦1（1千葉大院薬, 2アリゾナ大薬）
29AB-pm027S 嚢胞性線維症の原因遺伝子 CFTR の機能に依存した
lncRNA の発現変動とその機能解析
○亀井 竣輔1,2, 首藤 剛1, 丸田 かすみ1, 藤川 春花1,2, 野
原 寛文1,2, 中嶋 竜之介1, 田崎 幸裕1, 首藤 恵子3, Mary
Ann SUICO1, 甲斐 広文1,2（1熊本大院薬・遺伝子機能
応用学, 2熊本大院・HIGO, 3崇城大薬・薬理学）
29AB-pm028 Duloxetine 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
○戸田 雄大1, 山本 伸一郎2, 米澤 龍2,3, 大橋 智1, 野村
彩衣1, 八角 実穂1, 森 泰生4, 清水 俊一2（1横浜薬大・病
態生理学, 2帝京平成大・薬, 3昭和大・薬・生理病態, 4京
大院・工・分子生物化学）
29AB-pm029S 抗がん剤による Mg2+チャネルの発現低下に対する
TNF-α の回復効果
○古川 千紗1, 藤井 尚子1, 遠藤 智史1, 松永 俊之1, 長
谷川 元2, 山口 賢彦3, 山崎 泰広3, 菅谷 純子3, 伊藤
善規4, 五十里 彰1（1岐阜薬大, 2埼玉医大, 3静岡県大
薬, 4岐阜大院医）
29AB-pm030 核膜 Orai1 様タンパク質、LOC502957 の機能につ
いて
○吉井 美智子1, 佐伯 美佳1, 馬場 香子1, 小澤 光一郎1
（1広島大院医歯薬）
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29AB-pm031

29AB-pm032

29AB-pm033

29AB-pm034S

29AB-pm035S

29AB-pm037S

細胞内情報伝達
29AB-pm038

L6 骨格筋細胞のインスリンシグナル伝達におけるイ
ンターロイキン-1 の長時間処理の影響
○高栗 郷1, 井上 紗綾1, 今井 伸一1, 佐藤 久美1（1北海
道薬大）
29AB-pm039 セロトニンの成熟ラット初代培養肝実質細胞におけ
る細胞増殖促進機構に関する検討
○内藤 浩太1, 茂木 肇1, 木村 光利1, 荻原 政彦1（1城西
大薬）
29AB-pm040 IFN-γ による JAK-STAT 経路を介した骨芽細胞分化
抑制作用
○坂口 加奈1, 細川 美紅1, 上原 孝1（1岡山大院医歯
薬）
29AB-pm041S 神経突起伸長および神経細胞移動に対する小胞体ス
トレスの影響
○嶋路 大輝1, 齋藤 僚1, 豊田 航平2, 田中 秀和2, 藤田
典久1（1立命館大薬・情報薬理学, 2立命館大生命・生
医・薬理学）
29AB-pm042 胃幽門腺粘液細胞 Ca2+調節性開口放出における
PI3K/Akt を介した NOS1 の活性化
○田中 早織1, 池田 朋世1, 末兼 早紀1, 幸田 祐佳1, 松
村 人志1, 島本 史夫1（1大阪薬大）
29AB-pm043 ヒト結腸癌 HCA-7 細胞を用いたヒト EP4 プロスタ
ノイド受容体による持続的な新規プロスタグランジ
ン E2 産生機構の解明
○藤野 裕道1, 清良 尚史1, 倉田 直希1, 荒木 祐美1, 中
村 浩之1, John W. REGAN2, 村山 俊彦1（1千葉大院薬,
2
アリゾナ大薬）
29AB-pm044 Ⅰ型アレルギー反応と小胞体ストレス応答の関連性
○垣本 真衣1, 細井 徹2, 三野 恵実1, 小澤 光一郎2（1広
島大薬, 2広島大院医歯薬）
29AB-pm045 セロトニンによる母乳タンパク発現の抑制に関与す
る PTP1B の活性化
○千葉 健史1, 前田 智司2, 木村 聡一郎3, 上田 秀雄3,
三部 篤1, 工藤 賢三1（1岩手医大薬, 2日本薬大, 3城西
大薬）

内因性生理活性物質
29AB-pm046S PGE2 は EP2-cAMP シグナル伝達系を介して運動
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, 石毛 久美子1, 伊藤 芳久1
（1日本大薬）

薬物代謝
29AB-pm047S 副作用発症メカニズムの解明を目指したニトラゼパ
ム代謝酵素の同定
○小西 慶吾1, 深見 達基1, 後藤 紗希1, 中島 美紀1（1金
沢大医薬保）
29AB-pm048S マウス肝臓における 4-phenylbutyric acid 代謝物のイ
メージング質量分析
○山近 悠斗1, 佐能 正剛1, 吉実 康美2, 石田 雄二2, 立
野 知世2, 太田 茂1（1広島大院医歯薬, 2フェニックス
バイオ）
29AB-pm049 マーモセットおよびカニクイザル小腸 P450 酵素に
よるエバスチン酸化的代謝
上原 正太郎1, 結城 友香子1, 宇野 泰広2, 井上 貴史3,
佐々木 えりか3, ○山崎 浩史1（1昭和薬大, 2新日本科
学, 3実中研）
29AB-pm050 ヒト肝細胞移植マウスおよびマーモセット生理学的
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
○清水 万紀子1, 三井 満里奈1, 河野 未来1, 上原 正
太郎1, 宇野 泰広2, 鵜藤 雅裕1,2, 井上 貴史3, 佐々木 え
りか3, 末水 洋志3, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2新日本科
学, 3実中研）
29AB-pm051S 日本人におけるトリメチルアミン尿症の原因となる
新規フラビン含有モノオキシゲナーゼ 3 遺伝子変異
の解析
○徳山 瑛美1, 清水 万紀子1, 牧野 美紀1, 梶谷 綾1, 渡
邊 碧1, 山崎 浩史1（1昭和薬大）
29AB-pm052 新規マーモセット P450 2J 酵素の同定および機能
解析
○上原 正太郎1, 岡本 絵里子1, 宇野 泰広2, 井上 貴史3,
佐々木 えりか3, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2新日本科学,
3
実中研）
29AB-pm053 核内受容体 pregnane X receptor の翻訳後修飾と
CHIP/chaperone-autophagy 連携経路を介した発現制
御機構の解明
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）
29AB-pm054S マウスおよびヒトにおける医薬品類のアルデヒドオ
キシダーゼ阻害活性の種差
○高岡 尚輝1, 佐能 正剛1, 奥田 勝博2, 田山 剛崇3, 杉
原 数美3, 北村 繁幸4, Mineko TERAO5, Erico
GARATTINI5, 太田 茂1（1広島大学院医歯薬, 2旭川医
大, 3広島国際大薬, 4日本薬大, 5マリオネグリ薬理学
研究所）
29AB-pm055S 日本人におけるトリメチルアミン尿症の一因となる
新規フラビン含有モノオキシゲナーゼ 3 ハプロタイ
プの解析
○牧野 美紀1, 清水 万紀子1, 徳山 瑛美1, 梶谷 綾1, 渡
邊 碧1, 山崎 浩史1（1昭和薬大）
29AB-pm056S マーモセットあるいはカニクイザル肝細胞を用いた
薬物暴露によるチトクロム P450 誘導の評価
○鈴木 貴子1, 上原 正太郎1, 村山 典恵1, 宇野 泰広2,
矢島 加奈子1,2, 鵜藤 雅裕1,2, 井上 貴史3, 佐々木 え
りか3, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2新日本科学, 3実中研）
29AB-pm057 LC-MS/MS による 5-fluorouracil 代謝酵素
dihydropyrimidine dehydrogenase 活性測定
○小倉 健一郎1, 小片 一奈1, 武田 渓吾1, 原田 絢1, 大
沼 友和1, 西山 貴仁1, 平塚 明1（1東京薬大薬）
29AB-pm058 向精神病薬カルバマゼピンがもたらす P450 3A 酵素
との薬物相互作用
○村山 典恵1, 倉林 優貴1, 日川 美紀子1, 大久保 真穂1,
山崎 浩史1（1昭和薬大）
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生物系薬学

29AB-pm036S

初代培養 Leydig 細胞からの性ホルモン分泌に対する
MATE 型輸送体の関与
○合田 光寛1, 小田 温子1, 中西 千尋1, 小林 直木1, 大
塚 正人1（1摂南大薬）
N-結合型糖鎖によるヒト ABC 輸送体 ABCC11 タン
パク質の細胞内安定性制御
○豊田 優1, 高田 龍平1, 宮田 大資1, 石川 智久2, 鈴木
洋史1（1東大病院薬, 2NPO個別化医療支援）
抗不整脈薬メキシレチンの電位依存性 Na チャネル
抑制作用―アイソフォーム選択性と結合部位に関す
る研究―
○中川 博揮1, 角南 明彦1（1国際医福大薬）
上皮増殖因子受容体 HER2 陽性ヒト乳癌細胞におけ
るカルシウム活性化クロライドチャネル ANO1 阻害
による HER2 転写抑制
○藤本 万由1, 松葉 紗代1, 井上 隆浩1, 鬼頭 宏彰1, 大
矢 進1（1京都薬大）
デキストラン硫酸ナトリウム誘発性炎症性腸疾患モ
デルマウスの CD4 陽性 T 細胞における背景カリウム
チャネル K2P5.1 の発現・活性増大と K2P5.1 ノックア
ウトによる症状の軽減
○村瀬 実希1, 中倉 佐和1, 村岸 沙也加1, 佐藤 綾1, 遠
藤 京子1, 鬼頭 宏彰1, 藤井 正徳1, 大矢 進1（1京都薬
大）
Two-pore-domain K+チャネル TASK1、TALK2 のヘテ
ロ 2 量体形成の解明
○堤 香菜子1, 鈴木 良明1, 山村 寿男1, 今泉 祐治1（1名
市大院薬）
Eprazinone による水チャネル aquaporin-5 の機能亢進
作用
○野溝 聡1, 江川 奈生1, 小森 駿1, 堀江 一郎1, 礒濱 洋
一郎1（1東京理大薬）

29AB-pm059

29AB-pm060

29AB-pm061

29AB-pm062

生物系薬学

29AB-pm063

29AB-pm064

29AB-pm065

UDP-グルクロン酸転移酵素 1A7 の 208 番目のアミ
ノ酸の役割：シトクロム P450 3A4 との機能的相互
作用
江越 菜月1, 木下 亨佑1, 古葉 弘樹1, 生城 真一2, 永田
清3, 山添 康4, マッケンジー ピーター5, 山田 英之1,
○石井 祐次1（1九大院薬, 2富山県立大工, 3東北薬大,
4
内閣府, 5フリンダース大医）
骨粗鬆症治療薬エルデカルシトールの代謝様式の
解明
○安田 佳織1, 岩永 由麻1, 小川 和亮1, 真野 寛生1, 太
田 美穂2, 鎌倉 昌樹1, 生城 真一1, 榊 利之1（1富山県大
工, 2相愛大人間）
タバコ特異的ニトロソアミン類の組織特異的発がん
機構
○西山 貴仁1, 林 奈帆子1, 伊師 拓哉1, 川合 ひろみ1,
大沼 友和1, 小倉 健一郎1, 平塚 明1（1東京薬大薬）
5 位メチル化による nevirapine の代謝活性化の回避
○伊賀 渉1, 巴川 暢子1, 藤澤 眞太郎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）
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）モデルの肝臓に
おける CYP3A および胆汁輸送トランスポーターの
発現変動
○河内 正二1, 堀部 紗世2, 大西 里奈2, 濵野 理沙2, 宮
本 亜季2, 濵口 常男1, 棚橋 俊仁2,3, 力武 良行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神大院医 消化器内科学）
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase による Morphine
及び Epimorphine の立体選択的代謝反応機構 Part 2
○増田 和文1, 加藤 久登1, 齋藤 啓太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）
分子動力学シミュレーションを用いた CYP1A2 の基
質認識における水分子の役割の予測
○渡邉 友里江1, 福吉 修一1, 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）

29AB-pm072S ボンベシン様ペプチドを介した冬眠時の体温調節機
構の解明
○河村 理沙1, 門田 麻由子1, 田中 翔子1, 富田 貴之1,
峯岡 優菜1, 村上 恵子1, 渡邊 正知1, 田村 豊1（1福山大
薬・薬理）
29AB-pm073 術後痛時における脳内遊離脂肪酸の動態
○中本 賀寿夫1, 西中 崇1, 相澤 風花1, 山下 琢矢2, 万
倉 三正3, 小山 豊4, 糟谷 史代2, 徳山 尚吾1（1神戸学院
大薬・臨床薬学, 2神戸学院大薬・毒性学, 3くらしき作
陽大・現代食文化学, 4大阪大谷大薬・薬理）
29AB-pm074 社会敗北ストレスによる情動機能障害に対する長鎖
脂肪酸受容体 GPR40/FFAR1 アゴニストの効果
○西中 崇1, 中本 賀寿夫1, 徳山 尚吾1（1神戸学院大
薬・臨床薬学研究室）
29AB-pm075S 長鎖脂肪酸受容体 GPR40/FFAR1 シグナルの破綻は
痛みの慢性化に関与する
○京谷 奈月1, 西中 崇1, 相澤 風花1, 中本 賀寿夫1, 徳
山 尚吾1（1神戸学院大薬・臨床薬学研究室）
29AB-pm076 DNA 核酸が神経細胞の成熟に及ぼす影響の解析
○竹田 有花1, 中道 範隆1, 増尾 友佑1, 関口 博太2, 須
藤 慶太2, 宇住 晃治2, 加藤 将夫1（1金沢大院医薬保,
2
ライフ・サイエンス研究所）
29AB-pm077 ヒト iPS 細胞由来脳血管内皮細胞を利用した in vitro
血液－脳関門モデルの構築
○山口 朋子1, 西島 美妙江1, 金村 米博2, 川端 健二1,3
（1医薬健栄研, 2大阪医療セ, 3阪大院薬）

中枢神経系（神経変性）
29AB-pm078

29AB-pm079

29AB-pm080

中枢神経系（機能）
29AB-pm066

ジベンゾイルメタン誘導体による培養アストロサイ
トの機能変化
○髙野 桂1, 杉田 くみこ1, 日比野 俐2, 町支 臣成2, 村
上 里香3, 山田 昌司4, 鈴木 啓仁4, 堀 修5, 森山 光章1,
中村 洋一1（1大阪府立大院生命環境科学, 2福山大薬,
3
明治, 4大鵬薬品, 5金沢大医）
29AB-pm067S α7 ニコチン性アセチルコリン受容体による BBB 機
能の亢進
○木村 郁哉1, 道具 伸也1, 高田 芙友子1, 松本 純一1,
川原 庸平1, 山内 淳史1, 片岡 泰文1（1福岡大薬）
29AB-pm068S 海馬における自発的シナプス抑圧の誘導
○乘本 裕明1, 牧野 健一1, 山口 瞬3, 藤澤 茂義2, 池谷
裕二1（1東大院薬, 2理研BSI, 3岐阜大医）
29AB-pm069 海馬歯状回ニューロン死後のニューロン新生に対す
るトロンビンの影響
○米山 雅紀1, 竹中 美千瑠1, 田中 雅幸1, 山邑 真二郎1,
荻田 喜代一1（1摂南大薬・薬理）
29AB-pm070 マウスミクログリアにおける有機カチオン膜輸送体
OCTN1 の機能的発現
○西島 ひかり1, 石本 尚大1, 中道 範隆1, 増尾 友佑1,
加藤 将夫1（1金沢大院医薬保）
29AB-pm071S 成体海馬歯状回顆粒細胞障害後の神経新生における
Connexin43 の役割
○持田 浩希1, 米山 雅紀1, 山口 太郎1, 荻田 喜代一1
（1摂南大薬・薬理）

29AB-pm081

29AB-pm082

29AB-pm083

29AB-pm084

29AB-pm085

29AB-pm086
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Sandhoff 病モデルマウス由来ミクログリアにおける
MIP-1α 産生の UDP 刺激による亢進
○河下 映里1, 辻 大輔2, 菅野 陽介3, 石原 慶一1, 秋葉
聡1, 伊藤 孝司2（1京都薬大, 2徳島大薬, 3同志社女大
薬）
Glycer-AGEs 化タンパク質からのアルツハイマー病
バイオマーカー探索研究
○鈴木 啓太1, 古川 絢子1, 竹内 正義2, 郡山 恵樹1（1鈴
鹿医療大薬, 2金沢医科大）
HSP70 を標的とした網膜色素変性症の新たな治療法
の可能性
○奥村 峻明1, 鈴木 啓太1, 古川 絢子1, 郡山 恵樹1（1鈴
鹿医療大）
6-OHDA 投与パーキンソン病モデルに対する尿酸の
神経保護作用
○中島 章雄1, 渡辺 拓也1, 山内 淳史1, 片岡 泰文1, 二
神 幸次郎1（1福岡大薬）
家族性緑内障患者 iPS 細胞のオプチニューリン凝集
に対するチモロールの作用
○稲垣 賢1, 川瀬 和秀2, 舩戸 道徳3, 川瀬 千鶴3, 関
順子3, 大内 一輝1, 嶋澤 雅光1, 家島 大輔4, 岩田 岳4, 山
本 哲也2, 金子 英雄3, 原 英彰1（1岐阜薬大, 2岐大医,
3
長良医療センター, 4東京医療センター）
脂溶性スタチンはアストロサイト細胞膜表面のネプ
リライシン発現を低下させる
○山本 直樹1,3, 谷田 守2, 有馬 一4, 鈴木 健二3, 祖父江
和哉4（1北陸大・薬, 2金沢医大・生理2, 3立命館大・薬,
4
名市大院・医・麻酔）
6-OHDA 誘発パーキンソン病モデルのドパミン神経
細胞死における EP3 受容体の関与
○佐々木 萌1, 花田 美憂1, 内藤 康仁1, 渡辺 俊1, 岩井
孝志1, 田辺 光男1, 松尾 由理1（1北里大薬）
培養神経細胞を用いるアロマテラピー精油の効能評
価系の開発
水野 大2, 牧野 友紀1, 田中 美由紀1, 芳賀 彩1, ○川原
正博1（1武蔵野大薬, 2山形大医）
脳虚血後の肝臓における炎症因子の増加に対する
orexin-A の影響
○原田 慎一1, 徳山 尚吾1（1神戸学院大薬・臨床薬学）

29AB-pm087

中枢神経系（疾患・治療）
29AB-pm097

29AB-pm098

29AB-pm099

29AB-pm100

29AB-pm101

ホルマリン誘発性アロディニアに対するコンドロイ
チン硫酸の効果
○根本 亙1, 山田 耕太郎2, 小野寺 甲仁1, 小潟 佳輝1,
櫻井 英知2, 丹野 孝一1（1東北薬大, 2ゼリア新薬工業）
MPTP 誘発パーキンソン病様症状に対する 1-MeTIQ
誘導体の抑制作用 ―官能基による作用の変化―
○石川 里紗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）
高血糖誘発脳障害モデルマウスに及ぼす柑橘由来成
分の効果
○奥山 聡1, 中島 竜三1, 中村 公美1, 澤本 篤志1, 中島
光業1, 古川 美子1（1松山大薬）
薬物誘発性高血糖モデルマウスの脳に及ぼす河内晩
柑果皮乾燥粉末の効果
○古川 美子1, 奥山 聡1, 中村 公美1, 中島 竜三1, 澤本
篤志1, 中島 光業1（1松山大薬）
カプリゾン誘発脱髄モデルマウスに対するオーラプ
テンの効果
○中島 光業1, 清水 理誠1, 古田 光平1, 杉野 真実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）

29AB-pm102S マウスエンカウンター試験を用いた覚せい剤精神病
のストレス再燃の解析
○田中 辰典1, 吾郷 由希夫1, 梅原 千晶1, 尾中 勇祐1,
橋本 均1,2, 田熊 一敞2,3, 松田 敏夫1（1阪大院薬, 2阪大
院連合小児発達, 3阪大院歯）
29AB-pm103S 統合失調症患者血漿中におけるカルボニル化タンパ
ク質および AGEs の測定
○鹿山 将1, 新井 誠2, 堀内 泰江2, 宮下 光弘2, 糸川
昌成2, 小池 伸1, 鈴木 俊宏1, 小笠原 裕樹1（1明治薬大・
分析化学, 2東京都総医研・統合失調症）
29AB-pm104 統合失調症患者における血液中低分子物質の測定
○田中 遼1, 新井 誠2, 堀内 泰江2, 宮下 光弘2, 糸川
昌成2, 小池 伸1, 鈴木 俊宏1, 小笠原 裕樹1（1明治薬大・
分析化学, 2東京都医学研・統合失調症）
29AB-pm105S 社会的敗北ストレス誘発うつ病モデルにおけるブロ
チゾラム誘発睡眠作用の効力変化
○辻 光貴1, 今井 哲司1, 宮山 大1, 西谷 直也2, 米澤 淳1,
大村 友博1, 中川 俊作1, 中川 貴之1, 金子 周司2, 松原
和夫1（1京大病院薬, 2京大院薬生体機能解析学）
29AB-pm106S 慢性脳低灌流ラットにおける新規フェルラ酸誘導体
FAD012 の嚥下反射機能改善メカニズムの検討
○浅野 昂志1, 松﨑 広和1, 玄 美燕2, 林 浩輔2, 坂本
武史2, 日比野 康英3, 岡﨑 真理1（1城西大・薬・薬品作
用, 2城西大・薬・医薬品化, 3城西大・薬・生体防御）
29AB-pm107 ラットのスコポラミン誘発学習障害に対するオイゲ
ノールの効果
○松﨑 広和1, 石井 奈津季1, 吉弘 麻衣1, 竹内 望美1,
村上 真奈美1, 日比野 康英1, 岡﨑 真理1（1城西大薬）
29AB-pm108 マウス新生仔期 VPAC2 受容体活性化による感覚情
報処理機能の障害
○吾郷 由希夫1,2, Michael CONDRO2, 早田 敦子1,3, 河
内 琢也1, 橋本 均1,3, James WASCHEK2（1阪大院薬,
2
カリフォルニア大ロサンゼルス校, 3阪大院連合小児
発達）
29AB-pm109 Nutmeg のうつ様状態の改善に及ぼす効果ならびに安
全性の評価
○河野 吟美1, 岩田 直大1, 山室 雄輝1, 宮城 杏奈1, 出
口 雄也2, 小林 大介1, 窪田 敏夫1, 島添 隆雄1（1九大院
薬, 2長崎国際大薬）
29AB-pm110 網膜静脈閉塞症（RVO）モデルにおける抗血管内皮
増殖因子（VEGF）抗体の作用
○西中 杏里1, 夫馬 慎一郎1, 井上 雄有輝1, 鶴間 一寛1,
嶋澤 雅光1, 原 英彰1（1岐阜薬大）
29AB-pm111S マウス視神経障害に対する TLR4 阻害薬の神経保護
作用
○中野 志迪1, 射和 寛1, 王子野 和樹1, 竹内 寛人1, 鶴
間 一寛1, 嶋澤 雅光1, 原 英彰1（1岐阜薬大）
29AB-pm112 NMDAR 及び ASIC を分子標的としたビグアニド誘
導体の脳虚血治療
○益子 崇1, 網野 千恵1, 大森 諒1, 坪田 夏美1, 長坂 美
咲1, 三宅 宗晴1, 鈴木 豊史1, 草間－江口 國子1, 木村 元
気1, 草間 貞1, 木澤 靖夫1（1日本大薬）
29AB-pm113 5-HT1A 受容体と σ1 受容体の共活性化によるピクト
キシン誘発意欲低下の改善
○長谷部 茂1, 吾郷 由希夫2, 岡 智史2, 渡部 雄二2, 尾
中 勇祐2, 橋本 均2,3, 田熊 一敞1,3, 松田 敏夫2（1阪大院
歯, 2阪大院薬, 3阪大院連合小児発達）
29AB-pm114 GPR30 受容体の刺激は、PC12 細胞の伸長突起促進
作用を増強する
○利根川 美香1, 出雲 信夫1, 蒲谷 泰夏1, 辻 真貴1, 速
水 耕介1, 中野 真1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
29AB-pm115S ダウン症モデルマウス脳における銅の過剰蓄積と銅
トランスポーターの発現変動
○辻 葵1, 竹腰 良輔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成育医療セ, 3理研）
29AB-pm116 フルボキサミンは、社会敗北ストレス中止後のセロ
トニン遊離量の抑制を改善する。
○東方 優大1, 出雲 信夫1, 高崎 将樹1, 辻 真貴1, 速水
耕介1, 中野 真1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
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ロテノン曝露により放出された因子が大脳皮質神経
細胞に与える影響
○菅田 和子1, 古武 弥一郎1, 足立 暁1, 太田 茂1（1広島
大院医歯薬）
29AB-pm088S 脳内 sodium-glucose transporter がアポトーシスを介し
た脳虚血性神経障害発現に及ぼす影響
○有田 恭子1, 山﨑 由衣1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1（1神
戸学院大・薬・臨床薬学）
29AB-pm089S 全脳虚血モデルを用いた脳卒中後うつ病に対する評
価系の確立
○野﨑 裕大1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1（1神戸学院大
薬・臨床薬学）
29AB-pm090 In vitro ALS モデルに対する VGF 由来ペプチドの細
胞保護作用
○元山 真悟1, 野田 泰裕1, 鶴間 一寛1, 嶋澤 雅光1, 原
英彰1（1岐阜薬大）
29AB-pm091 没食子酸エピガロカテキンはアストロサイトのネプ
リライシン発現を低下させる
○柴田 麻里1, 山本 直樹1, 石黒 凌1, 谷田 守2, 有馬 一3,
祖父江 和哉3（1北陸大薬, 2金沢医大・生理2, 3名市大
院・医・麻酔）
29AB-pm092 アミロイド β 脳室内投与マウスにおける乳由来ペプ
チドの認知機能に与える影響
○山田 明男1, 小林 洋大2, 田中 あづさ2, 山内 恒治1,
阿部 文明1（1森永乳業素材応用研, 2森永乳業基礎研）
29AB-pm093 線条体内 LPS 投与によるドパミン神経障害に対する
L-dopa 前投与の影響
○吉岡 靖啓1, 杉野 佑太1, 山下 和純1, 三木 佑莉1, 山
室 晶子1, 石丸 侑希1, 前田 定秋1（1摂南大薬）
29AB-pm094S 家族性特発性基底核石灰化症の患者由来 iPS 細胞の
作製と機能解析
○亀井 孝紀1, 位田 雅俊1, 関根 信一郎1, 栗田 尚佳1,
柴田 敏之2, 保住 功1（1岐阜薬大・薬・薬物治療, 2岐阜
大院・医・口腔病態）
29AB-pm095 CD157/BST1 ノックアウトマウスのドーパミン神経
系の局所脳内分布変化
○石山 史奈1,2, 北嶋 祥太郎1,2, 北村 陽二1,2, 小阪 孝
史1,2, 小川 数馬2, 東田 陽博3, 柴 和弘1,2（1金沢大 学際
セ, 2金沢大院医薬保, 3金沢大 子ども発達セ）
29AB-pm096 インスリンはアストロサイトのネプリライシンとイ
ンスリン分解酵素の発現を調節する
○石黒 凌1, 山本 直樹1, 柴田 麻里1, 谷田 守2, 有馬 一3,
祖父江 和哉3（1北陸大・薬, 2金沢医大・生理2, 3名市大
院・医・麻酔）

生物系薬学

29AB-pm117S 糖尿病ラットの一過性脳虚血障害に対するアスコル
ビン酸の脳保護効果
○小川 直人1, 岩田 直洋1, 玄 美燕1, 神内 伸也1, 岡崎
真理1, 日比野 康英1（1城西大薬）
29AB-pm118 2 型糖尿病マウスにおける低酸素脳虚血後の炎症関
連遺伝子の発現増強
○古屋 牧子1, 玄 美燕1, 岩田 直洋1, 神内 伸也1, 岡﨑
真理1, 日比野 康英1（1城西大・薬）
29AB-pm119 新規精神行動異常動物モデルに関する研究―社会的
行動障害―
○大西 一宇1, 山口 太郎1, 稲本 穂菜美1, 米山 雅紀1,
荻田 喜代一1（1摂南大薬）
29AB-pm120S 脳内報酬系における AMPA 受容体 GluR1 サブユ
ニットの internalization と抑うつ症状発症の関係
○八代 彩愛1, 佐藤 佳澄1, 関 健二郎1（1奥羽大薬）
29AB-pm121S 長期隔離飼育マウスの攻撃性及び抑うつ症状に及ぼ
す Trimethylthiazoline とオイゲノールの嗅覚刺激効果
○佐藤 佳澄1, 八代 彩愛1, 小池 勇一1, 関 健二郎1（1奥
羽大薬）
29AB-pm122 アルツハイマー病モデルマウスの物体認識記憶にお
ける microRNA-132 の 2 相性の効果
○窪田 剛志1, 桐野 豊2（1徳島文理大香川薬, 2徳島文
理大薬）
29AB-pm123 NGF 依存性神経突起伸展作用に対するデキサメタゾ
ンの阻害様式の解明
○柿山 瑠1, 寺田 一樹1, 松嶋 ゆかり2, 須賀 妃奈子1,
岡 美佳子2, 鹿本 泰生1, 千葉 康司1（1横浜薬大臨床薬
理学研究室, 2横浜薬大薬学教育センター）
29AB-pm124 アルツハイマー病治療薬リバスチグミンの神経様細
胞 PC12 における NGF による神経突起伸展作用に対
する増強効果
○須賀 妃奈子1, 松嶋 ゆかり2, 柿山 瑠1, 寺田 一樹1,
岡 美佳子2, 鹿本 泰生1, 千葉 康司1（1横浜薬大臨床薬
理学研究室, 2横浜薬大薬学教育センター）
29AB-pm125 社会敗北ストレスマウスの脳内セロトニン遊離量減
少に対するフルボキサミンの効果
○高崎 将樹1, 出雲 信夫1, 東方 優大1, 辻 真貴1, 速水
耕介1, 中野 真1, 眞部 孝幸2, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大,
2
中京学院大看護）
29AB-pm126 運動神経細胞死メカニズム研究を基礎とした ALS 治
療効果のある薬物シーズの開発
○草間-江口 國子1, 益子 崇1, 廣瀬 大1, 大崎 愛弓2, 牧
野 三津子1,2, 松崎 桂一1, 飯島 洋1, 池上 文雄3, 北中
進1（1日本大薬, 2日本大文理, 3千葉大環境健康フィー
ルド科学セ）
29AB-pm127S 神経障害性疼痛時における microRNA のバイオマー
カーとしての可能性の検討
○染谷 一貴1, 成田 道子1, 保利 直助1,2, 濱田 祐輔1, 渡
邉 萌1, 近藤 貴茂1, 相内 俊樹1, 佐藤 大介1, 井関 雅子2,
五十嵐 勝秀3, 葛巻 直子1, 成田 年1,2,3（1星薬大・薬理,
2
順天堂大・麻酔科学/ペインクリニック, 3星薬大・先端
研）

末梢神経系
29AB-pm128

腓腹神経結紮痛覚過敏モデルマウスにおける後根神
経節の病理組織学的評価
○松本 夕佳里1, 阿部 賢志1, 宇都宮 郁2, 堀口 よし江2,
田口 恭治2, 野島 浩史1（1奥羽大薬, 2昭和薬大）
29AB-pm129 ラット褐色脂肪組織を支配する交感神経を活性化さ
せる Kaempferia parviflora (Kp) 抽出物中の関与成分
の探索
○友澤 寛1, 北村 整一1, 鍔田 仁人1, 池口 主弥1, 油田
正樹2, 永井 克也3,4（1東洋新薬, 2武蔵野大薬,
3
ANBAS, 4阪大）
29AB-pm130S パクリタキセル誘発末梢神経障害に対するポラプレ
ジンクの効果
○堤 国章1, 要 幸典2, 川尻 雄大2, 白石 遥3, 江頭 伸
昭1,2, 津田 誠1（1九大院薬, 2九大病院薬, 3九大薬）

29AB-pm131

2 型糖尿病ラット尾動脈交感神経からの内因性ノル
エピネフリン遊離作用に対するアンギオテンシンⅡ
の作用
○伊藤 有希1, 小石川 衛1, 野澤（石井）玲子1, 加賀谷
肇1（1明薬大）
29AB-pm132S 酸化ストレス産物 4-hydroxynonenal は蝸牛外側壁の
細胞間コミュニケーションの破綻による聴覚障害を
発症する
○土屋 侑子1, 米山 雅紀1, 山口 太郎1, 荻田 喜代一1
（1摂南大薬・薬理）
29AB-pm133 アンギオテンシン II AT1 受容体遮断薬の心臓支配迷
走神経活性増強作用に対するフロセミドの影響
○伊藤 愛1, 大木 春菜1, 関根 悠1, 菊田 燎1, 植村 奈
緒瑠1, 八巻 史子1（1奥羽大薬・薬理）
29AB-pm134 STZ 誘発 I 型糖尿病ラットにおける骨盤神経活性の
経時的変化
○菊田 燎1, 高里 昂史1, 関根 悠1, 大木 春菜1, 伊藤 愛1,
八巻 史子1（1奥羽大薬・薬理）

内分泌・代謝系
29AB-pm135

柑橘果皮成分ノビレチンはインスリン分泌促進作用
および β 細胞保護効果を示す
○金子 雪子1, 秋山 季理子1, 瀧井 美樹1, 青柳 有紀1,
石川 智久1（1静岡県大薬）
29AB-pm136 雄性マウスにおける血中テストステロン量の系統差
の解析
○小島 美咲1, 須藤 淳一1, 出川 雅邦2（1農業生物資源
研, 2静岡県大・薬）
29AB-pm137 脂肪細胞分化における IRBIT の機能解析
○高橋 透泰1, 濵田 浩一1, 佐藤 聖子1, 関口 藍理1, 加
藤 心一郎1, 波多野 直哉2, 河合 克宏3, 御子柴 克彦3,
水谷 顕洋1（1昭和薬大, 2神戸大医, 3理研脳科学総合
研究セ）
29AB-pm138 IRBIT は脂肪細胞分化初期に起こる MCE を制御し
ている
○関口 藍理1, 濵田 浩一1, 佐藤 聖子1, 高橋 透泰1, 加
藤 心一郎1, 波多野 直哉2, 河合 克宏3, 御子柴 克彦3,
水谷 顕洋1（1昭和薬大, 2神戸大医, 3理化学研 脳科学
総合研究センター）
29AB-pm139 膵島ベータ細胞からのグルコース応答性インスリン
分泌における Nrf2 の役割
○石井 俊一1, 田中 万穂1, 山本 雅之2, 沼澤 聡1（1昭和
大薬, 2東北大院医）
29AB-pm140 過酸化水素による糖尿病関連タンパク質セレノプロ
テイン P 発現抑制メカニズムの解析
○三田 雄一郎1, 野口 範子1, 斎藤 芳郎1（1同志社大生
命医科）
29AB-pm141 糖尿病関連タンパク質セレノプロテイン P の中和抗
体を用いた新規 2 型糖尿病治療の検討
○中山 華穂1, 三田 雄一郎1, 西藤 有希奈1, 吉岡 佑弥1,
曽谷 奏1, 御簾 博文2, 高橋 和彦3, 野口 範子1, 斎藤
芳郎1（1同志社大生命医科, 2金沢大医, 3北海道薬大）
29AB-pm142 糖尿病性網膜症の眼内異常血管新生に対する
esRAGE 及び D6-esRAGE の抑制効果
○高橋 達雄1, 四井 琴美1, 角間 洋平1, 野村 政明1, 古
林 伸二郎1（1北陸大薬）
29AB-pm143 HCV コア蛋白質が惹起する細胞内ポルフィリン代謝
異常に関する検討
○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）
29AB-pm144S ヒト栄養膜細胞の分化における細胞内カルシウムイ
オンの役割
○毛野 恵理子1, 吉江 幹浩1, 玉腰 琳奈1, 田村 和広1,
石川 源2, 井坂 惠一3, 桑原 直子1, 立川 英一1（1東京薬
大薬, 2日本医大, 3東京医大）
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炎症・免疫系

29AB-pm158

29AB-pm145

29AB-pm159

循環器系
29AB-pm160S L-NAME 急性投与マウスの血圧および心拍数に対す
る防已水抽出物の作用
○加賀 義也1, 髙橋 優歩1, 水谷 翔1, 那須野 幸子1, 平
澤 恒星1, 髙橋 優太1, 矢作 忠弘2, 榊原 巌3, 原 明義1
（1国際医福大薬, 2日本大薬, 3横浜薬大）
29AB-pm161S ラット摘出灌流心臓における菊花水抽出物の冠血管
拡張作用
○髙橋 優太1, 平澤 恒星1, 那須野 幸子1, 水谷 翔1, 髙
橋 優歩1, 加賀 義也1, 矢作 忠弘2, 榊原 巌3, 原 明義1
（1国際医福大薬, 2日本大薬, 3横浜薬大）
29AB-pm162 脂溶性ピタバスタチンは心筋細胞肥大と心線維化の
抑制効果を示す
○佐藤 光1, 刀坂 泰史1,2,3, 平野 早絵1,4, 砂川 陽一1,2,3,
和田 啓道2, 島津 章2, 長谷川 浩二2, 森本 達也1,2,3（1静
岡県大薬, 2京都医療セ, 3静岡県立総合病院, 4静岡済
生会総合病院）
29AB-pm163S 自然発症高血圧ラット頸動脈における atrial
natriuretic peptide 誘発弛緩反応の減弱に関する薬理
学的検討
○永田 麻子1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 山田 浩介1, 安藤
眞1, 井口 舞香1, 松原 花歩1, 尾田 未来1, 木本 靖子1, 野
一色 柚葉1, 比嘉 輝1, 足立 都将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）
29AB-pm164S 自然発症高血圧ラット頸動脈におけるセロトニン誘
発収縮反応に対する 3-phosphoinositide-dependent
protein kinase 1 の関与
○竹内 美紀1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 永田 麻子1, 馬島
美紀1, 高橋 真理1, 諏訪 晶代1, 野本 純1, 保戸塚 里美1,
指首 晴加1, 安藤 眞1, 井口 舞香1, 小林 翔太1, 田口 久
美子1, 小林 恒雄1（1星薬大・医薬研・機能形態学）
29AB-pm165 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-3 の影響
○丸茂 圭太郎1, 高村 雅夫1, 野澤（石井）玲子1, 加賀
谷 肇1（1明薬大）
29AB-pm166S SHR ラット上腸間膜動脈における ATP, ADP,
adenosine 誘発弛緩反応の検討
○小林 翔太1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 永田 麻子1, 馬島
美紀1, 竹内 美紀1, 高橋 真理1, 諏訪 晶代1, 野本 純1, 保
戸塚 里美1, 指首 晴加1, 安藤 眞1, 井口 舞香1, 田口 久
美子1, 小林 恒雄1（1星薬大・医薬研・機能形態学）
29AB-pm167 一酸化窒素産生不足ラットの心血管傷害に対する亜
硝酸塩の影響
○薗田 邦博1, 大竹 一男2, 玉田 葉月1, 江原 伸行2, 内
田 博之2, 内田 昌希2, 夏目 秀視2, 小林 順2（1金城学院
大生活環境, 2城西大薬）
29AB-pm168 ラット心筋梗塞後の心筋ヒストン脱アセチル化酵素
6 の病態生理学的役割
○長田 志保1, 丸ノ内 徹郎1, 田野中 浩一1（1東京薬大
薬）
29AB-pm169S 糖尿病時のマイクロパーティクル誘発内皮機能障害
における ERK の関与
○長谷川 彩乃1, 田口 久美子1, 飛田 麻里1, 皆瀬 雅1,
加瀬 優佳1, 北澤 由美1, 松本 貴之1, 小林 恒雄1（1星薬
大・医薬研・機能形態学）
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生物系薬学

Fcγ 受容体発現レポーター細胞株を用いた抗体医薬
品の免疫作用予測・評価系の開発
○高倉 美智子1,2, 多田 稔2, 石井 明子2（1AMED, 2国立
衛研）
29AB-pm146 エンドトキシン（LPS）の生物活性に対するグルコー
ス 6 リン酸の LPS-LPS 結合タンパク質の結合阻害を
介した抑制作用の解析
○藤田 優1（1沢井製薬 生物研）
29AB-pm147 グルコース変動による内皮型一酸化窒素合成酵素機
能障害がアスタキサンチンにより改善される
○Lobna ABDELZAHER1, 今泉 貴博1, 鈴木 登紀子1,
冨田 賢吾1, 高階 道徳1, 服部 裕一1（1富山大・医・分子
医科薬理学）
29AB-pm148S マウス喘息モデルを用いた IL-33 産生機序の解析
○辻本 奈有1, 石田 有希1, 木戸 仁美2, 松田 将也1, 武
田 瀬名2, 西尾 郁美2, 吉田 智紀2, 水谷 暢明3, 吉野 伸3,
大矢 進2, 奈邉 健1（1摂南大薬, 2京都薬大, 3神戸薬大）
29AB-pm149 鶏卵卵黄成分の Th17 細胞分化調節作用と乾癬病態
モデルマウスに対する効果
○岡本 能弘1, 木村 綾香1, 小田川 千紘1, 義村 真帆1
（1千葉科学大薬）
29AB-pm150 チシャトウの抗アレルギー作用機序に関する研究
○澤井 陽1, 稲垣 勇翔1, 田中 秀幸1, 藤本 啓太1, 趙
秋娥2, 川脇 美祐3, 我如古 菜月3, 伊東 秀之3, 林 泰資4,
杉本 幸雄1（1岡山大薬, 2大森ヘルスケア, 3岡山県立大
保健福祉, 4ノートルダム清心女大食品栄養）
29AB-pm151S 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―第二報―
○圓東 寛基1, 吉田 侑矢1, 三上 統久2, 宮脇 舞1, 坂野
理絵1, 辻 琢己1, 藤多 哲朗3, 河野 武幸1（1摂南大薬,
2
阪大IFReC, 3京大名誉）
29AB-pm152 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―第三報―
○吉田 侑矢1, 三上 統久2, 宮脇 舞1, 圓東 寛基1, 坂野
理絵1, 辻 琢己1, 藤多 哲朗3, 河野 武幸1（1摂南大薬,
2
阪大IFReC, 3京大名誉）
29AB-pm153S 生体内での金属溶出における cyclooxygenase-2 の
関与
○佐藤 大樹1, 高野 貴幸1, 田中 里奈1, 岸本 祐1, 浅川
三喜1, 成島 尚之2, 平澤 典保1（1東北大院薬, 2東北大
院工）
29AB-pm154S NSAIDs 胃潰瘍の予防および治療薬としてのサクラ
ンの可能性評価
○林 智哉1, 安部 佑哉1, 谷田 有希1, 本山 敬一1, 東
大志1, 金子 慎一郎2, 大塚 高幸3, 佐藤 清明3, 近藤
悠希1, 石塚 洋一1, 入江 徹美1,4, 有馬 英俊1,4（1熊本大
院薬, 2グリーンサイエンス・マテリアル, 3オジックテ
クノロジーズ, 4熊本大学リーディング大学院 HIGO
プログラム）
29AB-pm155S 腸管粘膜免疫におけるケモカイン MEC/CCL28 の
役割
○山本 真也1, 松尾 一彦1, 藤田 貢2, 義江 修2, 中山
隆志1（1近畿大薬, 2近畿大医）
29AB-pm156S アトピー性皮膚炎モデルに対するサクランの抗炎症
作用
○谷田 有希1, 本山 敬一1, 東 大志1, 金子 慎一郎2, 近
藤 悠希1, 石塚 洋一1, 入江 徹美1,3, 有馬 英俊1,3（1熊本
大院薬, 2グリーンサイエンス・マテリアル, 3熊本大学
リーディング大学院 HIGO プログラム）
29AB-pm157S イミキモド誘発性乾癬の発症におけるケモカイン受
容体 CCR4 の寄与ならびに CCR4 阻害剤の治療効果
○伊藤 茉奈1, 松尾 一彦1, 小森 悠平1, 中山 隆志1（1近
畿大薬）

アナフィラキシー誘発ラットの血圧低下・肝うっ血
出現に対するクロモグリク酸・ロサルタン投与の
効果
○加納 誠一朗1,2, 髙野 純希1, Roberto LEVI2（1北海道
薬大, 2コーネル医大）
ヒト膵癌由来 Panc-1 細胞の増殖および細胞外ヌクレ
オチド分解能に及ぼすヒストン脱アセチル化酵素阻
害薬の影響
武田 紘一1, 吉田 一貴1, 伊藤 政明1, ○松岡 功1（1高崎
健康福祉大薬）

生物系薬学

29AB-pm170S 活性化血小板は糖尿病性血管内皮障害を引き起こす
○成松 遥1, 田口 久美子1, 飛田 麻里1, 長谷川 麻美1,
松本 貴之1, 小林 恒雄1（1星薬大・医薬研・機能形態学）
29AB-pm171S 糖尿病性血管合併症におけるクロニジン投与中止に
よるリバウンド現象に対する GRK2 阻害薬の効果の
検討
○木畑 安捺1, 田口 久美子1, 飛田 麻里1, 瀧澤 祥子1,
鈴木 優希1, 原田 優介1, 山口 恵理1, 松本 貴之1, 小林
恒雄1（1星薬大・医薬研・機能形態学）
29AB-pm172 マウスの空腸杯細胞および粘膜粘液における分子
シャペロン Osp94 のストレス応答性
○堀川 優紀1, 清水 萌1, 小島 良二1（1名城大薬薬効）
29AB-pm173S 坐骨神経慢性絞扼モデルラットの足底部血流障害に
おける血管拡張薬の効果
○石田 裕丈1, 齊藤 真也1, 石川 智久1（1静岡県大薬・
薬理）
29AB-pm174S Angiotensin Ⅱ惹起性血管障害モデルのメモリー効果
に対する clonidine と GRK2 inhibitor の併用効果の
検討
○長谷川 麻美1, 田口 久美子1, 飛田 麻里1, 皆瀬 雅1,
加瀬 優佳1, 北澤 由美1, 鈴木 優希1, 瀧澤 祥子1, 原田
優介1, 山口 恵理1, 松本 貴之1, 小林 恒雄1（1星薬大・医
薬研・機能形態学）
29AB-pm175 TGF-β によるアペリンおよび APJ の発現上昇を介し
た異常網膜血管形成の促進
○石丸 侑希1, 杉本 藍1, 鳥居 久人1, 金沢 裕美1, 山室
晶子1, 吉岡 靖啓1, 前田 定秋1（1摂南大薬）

呼吸器系

29AB-pm183S ビフィズス菌の 5-フルオロウラシル誘起腸炎に対す
る有用性
○北居 香菜子1, 宮本 明日香1, 田村 知潤1, 加納 嘉太
郎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）

平滑筋・骨格筋
29AB-pm184S 2 型糖尿病モデル Goto-Kakizaki ラットの尾動脈平滑
筋の α1 受容体刺激による収縮における Ca2+感受性
亢進機構の障害について
○吉川 莉永1, 相田 和輝1, 瀬山 悠1, 松島 千晶1, 中川
尚樹1, 平 健吾1, 三田 充男1, 庄司 優1（1明治薬大 薬効）
29AB-pm185 ラット胸部大動脈の β-アドレナリン受容体（βADR）を介した弛緩反応に関する K+チャネル分子種
の薬理学的同定
○椎名 俊介1, 橋本 瑛里1, 小原 圭将1, 茅野 大介1, 田
中 芳夫1（1東邦大薬）
29AB-pm186 各種組織における苦味受容体発現パターンと各種平
滑筋収縮反応時の myosin light chain のリン酸化増強
における denatonium および 6-n-propyl-2-thiouracil の
効果
○田端 祥子1, 甲斐 友規1, 木村 三奈美1, 八重樫 雅1,
齋藤 太紀1, 里 史明1, 湯本 哲郎1, 千葉 義彦2, 酒井
寛泰1（1星薬大 疾患病態解析, 2星薬大 生理分子）
29AB-pm187 運動負荷によるマウス耐糖能改善における骨格筋プ
リン作動性シグナルの関与
内津 潤紀1, 木村 麻莉子1, 山田 沙織1, 李 周炫1, 内久
根 夢希1, 篠原 康誉1, ○伊藤 政明1, 吉田 一貴1, 松岡
功1（1高崎健康福祉大薬）

29AB-pm176

モルモット曝露実験における特異的気道抵抗と亜硝
酸との関係
○大山 正幸1, 東 賢一2, 安達 修一3, 峰島 知芳4, 竹中
規訓5（1公衛研, 2近畿大医, 3相模女子大, 4国際基督大,
5
大阪府大）
29AB-pm177S GLP-1 受容体作動薬の呼吸器に対する作用解明と
COPD 病態への影響
○野原 寛文1,2, 首藤 剛1, 中嶋 竜之介1, 亀井 竣輔1,2,
藤川 春花1,2, 丸田 かすみ1, Mary Ann SUICO1, 甲斐
広文1,2（1熊本大院薬 遺伝子機能応用学分野, 2熊本大
博士課程教育リーディングプログラムHIGO）
29AB-pm178 Ovalbumin 及び polyinosinic-polycytidylic acid 曝露マ
ウスにおける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
○鍋田 侑李1, 橋本 莉佐1, 小杉 麻衣1, 渋谷 映人1, 木
村 元気1, 上田 敬太郎1, 中沖 貴宏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
29AB-pm179

デキストラン硫酸ナトリウム誘発腸炎モデルに対す
るヒオデオキシコール酸の腸炎抑制効果
○藤田 恭輔1, 上田 浩2, 渡辺 志朗1（1富山大和漢研,
2
岐阜大工）
29AB-pm180S ワサビ辛味成分アリルイソチオシアネート誘起胃運
動減弱モデルにおける消化管運動改善薬の胃運動促
進作用―胃腸運動改善薬の投与タイミングと摂食条
件下の検討―
○押 範之1, 田嶋 公人1, 橋本 和樹1, 今井 拓1, 松本 健
次郎2, 堀江 俊治1（1城西国際大薬, 2京都薬大）
29AB-pm181 ラクトフェリンは、アセトアミノフェン誘導肝炎モ
デルを改善する
○大竹 早紀1, 出雲 信夫1, 加賀谷 伸治2, 小松崎 遥1,
辻 真貴1, 速水 耕介1, 中野 真1, 星野 達雄2, 渡邉 泰雄1
（1横浜薬大, 2NRLファーマ）
29AB-pm182S 5-フルオロウラシル誘起腸炎に対するラフチジンの
知覚神経を介した抑制効果
○辻 あかり1, 佐野 達志1,2, 村中 悠樹1, 秦 朋子1, 松本
健次郎1, 天ヶ瀬 紀久子1, 樋口 和秀2, 加藤 伸一1（1京
都薬大・病態薬系・薬物治療, 2大阪医大・第二内）

腎・泌尿・生殖器官
29AB-pm188

虚血性急性腎障害に対する α2C アドレナリン受容体
遮断薬の影響
○林 耕平1, 坂井 建樹1, 下川 隆臣1, 筒居 秀伸1, 三浦
健2, 高間 雅志3, 山形 雅代1, 雪村 時人1（1大阪大谷大
薬・臨床薬理, 2武庫川女大薬・薬学教育推進センター,
3
大阪大谷大薬・薬剤）

骨・関節
29AB-pm189

TRIC-B チャネルの骨形成と破骨細胞における生理
機能の解析
○銭 年超1, 市村 敦彦1, 朝霧 成挙2, 竹島 浩1（1京大院
薬, 2京大院医）
29AB-pm190 TRIC-B チャネルの骨形成と骨芽細胞における生理
機能の解析
○趙 成珠1, 市村 敦彦1, 山本 浩司2, 竹島 浩1（1京大院
薬, 2京大院医）
29AB-pm191 腎性低尿酸血症モデル Urat1-Uox-double KO マウス
におけるアロプリノール中断後急性腎障害の経日的
経過
○平野 秀憲1, 関根 祐子1, 富岡 直子2, 細山田 真2（1千
葉大院薬, 2帝京大薬）
29AB-pm192S ヒト関節滑膜細胞におけるリゾホスファチジン酸に
よる MMP 産生促進機構の解明
○奥山 勝揮1, 水野 晃治1, 佐藤 隆1（1東京薬大薬・生
化）
29AB-pm193 骨芽細胞様細胞 MC3T3-E1 細胞の石灰化に GPR30
受容体が関与する
○蒲谷 泰夏1, 出雲 信夫1, 利根川 美香1, 辻 真貴1, 速
水 耕介1, 中野 真1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
29AB-pm194 水素水投与による成長期骨機能に及ぼす影響につ
いて
○遠藤 洋望1, 坂井 研太1, 松山（辻）真貴1, 速水 耕介1,
出雲 信夫1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
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29AB-pm195

ステロイド誘発骨減少症マウスに対するラクトフェ
リンの効果
○清登 啓之1, 出雲 信夫1, 小野 祐紀恵1, 加賀谷 伸治2,
辻 真貴1, 速水 耕介1, 中野 真1, 星野 達雄2, 渡邉 泰雄1
（1横浜薬大, 2NRLファーマ）

血液・造血器官
29AB-pm196

29AB-pm197

29AB-pm198

皮膚・感覚器官
29AB-pm199

ハチミツの抗酸化作用と毛髪への影響
○坂田 翔平1, 霜鳥 将海2, 枝 聡1, 三栖 大介1, 前田
憲寿2（1ビューティーエクスペリエンス, 2東京工科大
院バイオニクス）
29AB-pm200 角層細胞の遊離 SH 基は皮膚状態の指標となりうる
のか
○村野井 亮太1, 本多 達也2, 高野 憲一2, 京谷 大毅3,
山下 由貴3, 田村 俊史康4, 水谷 多恵子1, 岡野 由利1,
正木 仁1（1東京工科大, 2DRC, 3ニコダームリサーチ,
4
TESホールディングス）
29AB-pm201 香粧品原料による非ヒスタミン性痒み受容体
MrgprX1 の活性阻害、及び乾燥痒みの緩和
○坂本 考司1, 組橋 堅太郎1, 佐藤 麻希子2, 森 かつら3,
齋藤 菜穂子1, 中村 純二1, 大内 敦1（1花王 感性科学
研, 2花王 香料開発研, 3花王 スキンケア研）
29AB-pm202 抗酸化物質のラジカル消去活性とハムスター皮脂腺
細胞の皮脂生成との関連性
○佐々木 麻美1, 杉林 堅次1, 徳留 嘉寛1（1城西大薬）
29AB-pm203 老化性乾皮症の発症における皮膚アクアポリン 3 の
役割
○五十嵐 信智1, 今 理紗子1, 杉山 友里1, 村上 友太1,
石倉 愛莉1, 楠 欣己1, 落合 和1, 杉山 清1（1星薬大）
29AB-pm204S アスタキサンチンによる皮膚アクアポリン 3 の発現
増加作用
○石倉 愛莉1, 村上 友太1, 杉山 友里1, 五十嵐 信智1,
今 理紗子1, 楠 欣己1, 落合 和1, 杉山 清1（1星薬大）
29AB-pm205 エクトインによるメラノサイトの増殖抑制効果
○當山 亜利沙1, 正木 仁1, 浜崎 武士2（1東京工科大院
バイオニクス専攻, 2レゴリス）
29AB-pm206 アスパラサスリネアリス (Aspalathus linearis) は酸化
ストレスにより亢進した表皮細胞のメラノソームの
貪食能を抑制する
○遠藤 香凜1, 西澤 愛1,2, 木村 吉秀2, 正木 仁1（1東京
工科大, 2アイビー化粧品）
29AB-pm207 カルボニル化タンパク質の生成抑制剤の探索
○山脇 裕美子1, 長谷川 祐介1, 水谷 多恵子1, 岡野
由利1, 正木 仁1（1東京工科大）
29AB-pm208 オレイン酸は表皮細胞内にカルボニルタンパクを蓄
積させる
○佐々木 茜1, 水谷 多恵子1, 岡野 由利1, 正木 仁1（1東
京工科大院バイオニクス専攻）

光線療法に用いられる光源の真皮線維芽細胞のマト
リックス合成に及ぼす作用
○松橋 友衣1, 西川 功征1, 筋野 徒志雄1,2, 水谷 多惠
子1, 岡野 由利1, 正木 仁1（1東京工科大, 2サイトンジャ
パン）
29AB-pm210 VEGF により促進される血管内皮細胞増殖に対する
マジョラム（Origanum Majorana）とホップ（Humulus
Lupulus）の抑制作用
○西澤 愛1,2, 植草 奈津子1, 前甸 貴志1,2, 堤 良和1, 正
木 仁2, 木村 吉秀1（1アイビー化粧品開発研究所, 2東
京工科大応用生物学部）
29AB-pm211 マウスのかゆみ反応の飼育環境変化による影響
○野島 浩史1, 横谷 祐輔1, 阿部 賢志1（1奥羽大薬）
29AB-pm212 酸化ストレスによるヒト表皮角化細胞の表皮保湿に
かかわる分子の発現の変化とそれに対するピリドキ
シンの作用
○水谷 多恵子1, 吉村 理2, 上森 信2, 澤村 淳2, 岡野
由利1, 正木 仁1（1東京工科大応生, 2エスエス製薬研
開）
29AB-pm213S アロエ属植物の皮膚修復作用メカニズムに関する
研究
○後藤 ありさ1, 森山 麻里子1, 久保 嘉一1, 中島 佑香1,
赤木 淳二1,2, 吉田 郁代2, 中村 行雄2, 早川 堯夫1, 森山
博由1（1近畿大薬 薬総研, 2小林製薬中研）
29AB-pm214 UVB 照射ケラチノサイトを介したレスベラトロール
美白メカニズムの解明
○土江 久美子1, 武智 貴之1, 田中 智洋1, 小山 摂司1,
峰松 尚子2, 小田 文乃2, 佐伯 秀久2, 船坂 陽子2（1ちふ
れ化粧品, 2日本医科大皮膚科）
29AB-pm215S 界面活性剤の HaCaT 細胞の ROS 生成および IL-1α
分泌に及ぼす作用
○平山 美咲1, 森 亮太1, 水谷 多恵子1, 岡野 由利1, 正
木 仁1（1東京工科大）
29AB-pm216 アクチノマイシン D による実験創傷時の遺伝子発現
調節
○懸川 友人1, 宮崎 彩1, 大室 弘美2（1城西国際大薬,
2
武蔵野大薬）
29AB-pm217 新規酵母エキスのヒト皮膚への有効性
○萩野 輝1, 井上 豊久2, 西浦 英樹1（1日本コルマー,
2
日本盛）
29AB-pm218 メアカンキンバイ培養細胞エキスの化粧品原料とし
ての有用性の検証
中井 隆人1, 直原 百合子2, 多葉田 誉2, ○西浦 英樹1
（1日本コルマー, 2北海道三井化学）
29AB-pm219 接触皮膚炎時の ELR+ ケモカイン遺伝子発現亢進に
対する皮膚掻破の役割
○政所 和孝1, 佐藤 健2, 井上 裕香1, 甲斐 友規2, 松本
健次郎3, 加藤 伸一3, 里 史明2, 湯本 哲郎2, 千葉 義彦4,
加藤 良規5, 成田 年1,5, 酒井 寛泰2（1星薬大 薬理, 2星
薬大 疾患病態解析, 3京都薬大 薬物治療, 4星薬大 生
理分子, 5星薬大 先端研）
29AB-pm220 ギャップ結合阻害は内耳前庭機能を障害する
○藤本 頼門1, 山口 太郎1, 田中 仁美1, 米山 雅紀1, 荻
田 喜代一1（1摂南大薬）
29AB-pm221 騒音性難聴に対するクルクミンの予防・治療効果
○松川 友美1, 山口 太郎1, 山田 彩加1, 米山 雅紀1, 荻
田 喜代一1（1摂南大薬）
29AB-pm222 UVA 照射による皮膚水分量減少に対するラクトフェ
リンの効果
○小松﨑 遥1, 出雲 信夫1, 加賀谷 伸治2, 大竹 早紀1,
辻 真貴1, 速水 耕介1, 中野 真1, 星野 達雄2, 渡邉 泰雄1
（1横浜薬大, 2NRLファーマ）
29AB-pm223S 乾癬における最適化微弱電流の病態改善効果に関す
る研究
○連川 雄1,2, 森内 将貴1,2, 沖田 剛1,2, 中野 義雄1,
Mariam PIRUZYAN1, 高田 雅文1, 森田 美咲1, Mary
Ann SUICO1, 首藤 剛1, 甲斐 広文1,2（1熊本大院薬, 2熊
本大学 博士課程教育リーディングプログラム「グ
ローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラム
HIGO」）
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生物系薬学

全トランスレチノイン酸で処理した急性前骨髄球性
白血病細胞の形態変化と酵素発現
○日塔 武彰1, 吉澤 綾実1, 海瀬 有沙1, 澤木 康平1（1横
浜薬大）
ブラジル産プロポリス（AF-08）はコラーゲン刺激
による血小板凝集を抑制する
○杉田 千泰1, 佐藤 孔美乃1, 宮路 翔1, 山下 篤2, 堤
重敏3, 吉田 裕樹1, 渡辺 渡1, 山本 隆一1, 浅田 祐士郎2,
黒川 昌彦1（1九州保福大薬, 2宮大医, 3アマゾンフー
ド）
糖尿病患者の摘出伏在静脈におけるアンギオテンシ
ン II 誘発性血管収縮反応増強メカニズム
○芝 達雄1, 蒲生 修治1, 田中-鳥取部 直子2, 横田 敦
子3, 桑原 正知4, 比佐 博彰5, 山本 隆一1（1九州保福大・
薬・薬理I, 2九州保福大・薬・生物薬学, 3宮崎県立延岡
病院・心臓血管外科, 4くわばら医院, 5九州保福大・薬・
薬理II）

29AB-pm209

29AB-pm224

乳酸菌生産物質中の脂質成分の HR-AD 投与マウス
の経表皮水分損失量と角層水分量に対する影響
○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光英科学研究所）
29AB-pm225 オルトフェニルフェノールによる実験的白斑黒皮症
の誘発：近交系黒色モルモットを用いた試み
○田山 邦昭1, 坂本 義光1, 猪又 明子1, 栗田 雅行1（1都
健安セ）

29AB-pm237

29AB-pm238

化学療法剤
29AB-pm226

生物系薬学

29AB-pm227

オキサリプラチン誘発性末梢神経障害ラットにおけ
る神経変性疾患 Amyotrophic-Lateral-Screlosis 原因遺
伝子の動態
○平山 美奈子1, 山下 郁太1, 入江 圭一1, 明瀬 孝之1,
中野 貴文1,2, 高瀬 友美1, 原 暦2, 岩橋 理紗1, 百武 美
香1, 林 稔展3, 松尾 宏一1, 佐藤 朝光1, 三島 健司4, 佐野
和憲1, 本多 健治1, 三島 健一1（1福岡大薬, 2福岡大病
院薬, 3九州医療センター, 4福岡大工）
デキサメタゾンはシスプラチン誘発筋萎縮作用を増
強する
○木村 三奈美1, 甲斐 友規1, 田端 祥子1, 政所 和孝2,
齊藤 太紀1, 里 史明1, 湯本 哲郎1, 千葉 義彦3, 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
生理分子）

漢方薬

29AB-pm239

29AB-pm240

29AB-pm241

29AB-pm228

Rhein 8-O-β-D-glucopyranoside は腸内細菌の機能を
変化させることで大黄甘草湯の下剤活性を維持する
○髙山 健人1, 新地 恵里香1, 森下 栞1, 小倉 功1, 小林
梓1, 田淵 紀彦1, 福長 将仁1, 岡村 信幸1（1福山大薬）
29AB-pm229S 中枢神経疾患の症状改善作用を有する漢方薬の探索
○澤本 篤志1, 奥山 聡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）
29AB-pm230S 大黄甘草湯の瀉下作用における甘草の役割
○植村 健文1, 藤川 哲也1, 今 理紗子1, 五十嵐 信智1,
羽賀 裕介1, 笛木 愛華1, 落合 和1, 杉山 清1（1星薬大）
29AB-pm231S 隈笹エキスは抗酸化酵素の誘導を介してシスプラチ
ン誘発腎障害を予防する
○内藤 雄一1, 城戸 百合香1, 楠 欣己1, 今 理紗子1, 田
島 正教1, 北岡 諭1, 五十嵐 信智1, 落合 和1, 杉山 清1
（1星薬大）
29AB-pm232 5-fluorouracil 誘発 CXCL1 発現増加に対する半夏瀉
心湯の効果
○八重樫 雅1, 木村 三奈美1, 甲斐 友規1, 田端 祥子1,
齋藤 太紀1, 里 史明1, 湯本 哲郎1, 宮野 加奈子2, 上園
保仁2,3,4, 酒井 寛泰1（1星薬大 疾患病態解析, 2国立が
んセ研 がん患者病態生理, 3国立がんセ 先端医療開発
セ 支持療法開発, 4国立がんセ 支持療法開発セ）
29AB-pm233 抑肝散によるストレス誘発性の視床下部-下垂体-副
腎系機能障害ならびに海馬機能障害の改善
○玉野 春南1, 岩城 はるか1, 安藤 正樹1, 武田 厚司1
（1静岡県大薬）
29AB-pm234S 褐色脂肪様細胞 beige 脂肪細胞への分化を促進する
天然物の探索
○高木 三千代1,2, 中島 健一1, 田邉 宏樹1, 木村 和哲2,
井上 誠1（1愛知学院大薬, 2名市大院薬）
29AB-pm235 感染症治療における生薬製剤の抗菌活性の検討
○山田 哲也1, 小林 香穂2, 輪島 丈明2, 猪越 英明1, 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）
29AB-pm236 刺鍼効果における ATP の機能の研究
李 忠正1, 崔英 柱1, 席 強1, 郭 義1, ○髙木 健2, 角南
芳則2, 川ノ口 潤2, 水野 海騰3, 棚橋 伸行4, 石田 寅夫2
（1天津中医薬大, 2鈴鹿医療大東研, 3鈴鹿医療大鍼灸
学科, 4鈴鹿医療大医療栄養学科）

重度外傷性脳損傷患者に対し中薬治療（ヨクイニ
ン）
・井穴瀉血治療・低体温療法の併用がもたらす治
療効果についての初歩的研究
周 丹1, 郭 義1, Yue TU2, 張 賽2, 髙木 健3, 角南 芳則3,
川ノ口 潤3, 水野 海騰4, 棚橋 伸行5, ○石田 寅夫3（1天
津中医薬大, 2武警後勤学院附属医院脳科医院, 3鈴鹿
医療大東研, 4鈴鹿医療大鍼灸学科, 5鈴鹿医療大医療
栄養学科）
単発性アジュバンド関節炎ラットに対する足三里穴
へのレッドフェンネル液注射の鎮痛作用
徐 媛1, 張 濶1, 周 丹1, 丁 沙沙1, 劉 佩東1, 李 強1, 郭
義1, 陳 劍美2, 水野 海騰3, 高木 健4, 角南 芳則4, 川ノ口
潤4, ○棚橋 伸行5, 石田 寅夫4（1天津中医薬大, 2浙江
泰康薬業集団有限公司, 3鈴鹿医療大鍼灸学科, 4鈴鹿
医療大東研, 5鈴鹿医療大医療栄養学科）
漢方薬による皮膚線維芽細胞のコラーゲン発現変動
解析
○齊藤 太紀1, 甲斐 友基1, 佐藤 肇祐1, 遠藤 美香子1,
酒井 寛泰1, 湯本 哲郎1, 里 史明1（1星薬大 疾患病態解
析）
パクリタキセル誘発性神経障害に対する漢方製剤抽
出物の影響
○小中 健1,2, 花房 剛志2, 田中 恭平2, 岡田 直人3, 今西
正樹1,2, 座間味 義人1,2, 川添 和義3, 石澤 啓介1,2（1徳島
大病院薬, 2徳島大院医歯薬臨床薬剤, 3徳島大院医歯
薬臨床薬学実務教育）
脂肪蓄積に対する防風通聖散の生薬成分の影響
○國松 幸人1, 古林 伸二郎2, 荒井 哲也1, 山崎 寛生1,
高橋 達雄2, 樋口 敦2, 堀 賢太2, 石崎 知佳2, 吉田 恵里2,
村田 惇2（1小林製薬中研, 2北陸大薬）

その他
29AB-pm242

軽度ストレス負荷マウスを用いた乳酸発酵ステビア
エキスのストレス反応並びに免疫能に及ぼす影響
○坂井 研太1, 遠藤 洋望1, 松山（辻）真貴1, 飯塚 徹1,
出雲 信夫1, 中野 真1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）

微生物・生理活性物質・病原性
29AB-pm243

29AB-pm244

29AB-pm245

29AB-pm246

29AB-pm247

29AB-pm248

29AB-pm249
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酵母におけるチアミン・チアゾール部の嫌気条件下
での生合成
○林 麻利亜1, 清水 泰博2, 山田 和子1, 田鶴谷 惠子3,
野坂 和人1（1武庫川女大薬, 2九大院農, 3第一薬大）
病原性真菌 Candida krusei には構造の異なる 2 種類
の細胞壁マンナンが存在する
○高橋 佑輔1, 田中 大1, 伊藤 文恵1, 佐々木 雅人1, 柴
田 信之1（1東北薬大）
病原真菌 Candida albicans から分離した呼吸欠損変
異株 KA1 の形態学的研究
○高橋 浩平1, 木村 道夫1, 山本 博之1, 下川 修1（1日本
薬大）
病原真菌 Candida albicans から分離した呼吸変異株
KA1 におけるタンパク質発現変化（1）～細胞質基
質のタンパク質
○佃 茂1, 長澤 綱城1, 喜名 あかね1, 木村 道夫1, 下川
修1（1日本薬大）
病原真菌 Candida albicans から分離した呼吸変異株
KA1 におけるタンパク質発現変化（1）～ミトコン
ドリア分画のタンパク質
○長澤 綱城1, 佃 茂1, 喜名 あかね1, 木村 道夫1, 下川
修1（1日本薬大）
Aeromonas hydrophila における ferrichrome 利用遺伝
子の解析
○舟橋 達也1, 三輪 泰正1, 井戸 友梨1, 田邊 知孝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）
ハイブリッドセンサーキナーゼにおけるリン酸基転
移反応の制御機構 ～レシーバードメインによるリ
ン酸化レベルの負の制御機能～
○木下 英司1, 木下 恵美子1, 小池 透1（1広島大院医歯
薬）

29AB-pm267

蛍光多重免疫染色法を用いたヘリコバクター・シネ
ディのマクロファージ内生存性に関する検討
○前田 久美子1, 三宅 正紀1, 中西 南帆1, 高橋 瞳1, 河
村 好章2, 今井 康之1（1静岡県大薬, 2愛知学院大薬）
29AB-pm268 腸炎モデルマウス腸内細菌叢に優位に存在する
Clostridium sp. ID4 による炎症誘発機構の検討
○富田 純子1,4, 中島 健一2,4, 鈴木 裕可3,4, 森田 雄二1,4,
波多野 紀行3,4, 井上 誠2,4, 河村 好章1,4（1愛知学院大
薬・微生物, 2愛知学院大薬・薬用資源, 3愛知学院大
薬・薬効解析, 4愛知学院大・医療生命薬学研究所）
29AB-pm269S HHV-6B 感染症に対する治療法の開発に向けた
CD134 中和抗体の創製
○向井 美穂1,2, 長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2, 大
須賀 絵理1,2, 竹谷 苑子1,2, 芳賀 優弥1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 森 康子4, 堤 康央1,2,3（1阪大院
薬, 2医薬基盤健栄研, 3阪大MEIセ, 4神大医）
29AB-pm270 ウェルシュ菌 α 毒素による STAT シグナル伝達系を
介した好中球浸潤阻害機構の解析
○中野 愛梨1, 岡田 真奈美1, 阿部 友美1, 瀬津 弘順1,
井上 正久1（1徳島文理大薬）

抗微生物薬・薬剤耐性
29AB-pm271

宿主因子を標的とするバクチオールの抗インフルエ
ンザ作用機序の解析
○庄司 正樹1, 新垣 優美絵1, 江角 朋之2, 鴻海 俊太郎3,
山本 千尋2, 高橋 悦久4, 鈴木 穣5, 小西 史朗3, 木戸 博4,
葛原 隆1（1徳島文理大薬・生化学, 2徳島文理大生薬
研, 3徳島文理大香川薬・薬理学, 4徳島大疾患酵素研,
5
東大・新領域）
29AB-pm272 ムンプスウイルス表面タンパク質 HN に関する理論
的研究
○石川 雄規1, 松尾 直也1, 津吹 政可3, 加藤 大志4, 竹
田 誠4, 常盤 広明1,2（1立教大・理, 2立教大・未来分子研
究セ, 3星薬大・医薬研, 4国立感染研）
29AB-pm273 モンゴル乳製品由来乳酸菌の経口投与による単純ヘ
ルペスウイルス 1 型感染マウスへの影響
松崎 竜也1, 竹田 志郎1, 杉田 千泰2, 吉田 裕樹2, 渡辺
渡2, 竹下 正彦1, C. TSEND-AYUSH3, T.
OYUNSUREN4, ○黒川 昌彦2（1南日本酪農協同, 2九
州保福大院, 3蒙科技大, 4蒙バイオ協会）
29AB-pm274 余甘子成分の抗ウイルス活性
○横溝 和美1, 稲生 寛1, 小野 裕太郎1, 周 建融1（1崇城
大薬）
29AB-pm275 クララエキスの抗アクネ菌特性
○宮井 遥1, 迎 勝也1, 里見 智佳子2, 松本 大志2, 森元
聡3, 岩永 篤文2, 満生 慎二1（1九州産業大, 2新日本製
薬, 3九州大）
29AB-pm276 経皮吸収型抗マラリア薬の開発研究
槇田 真千子1, 河本 理沙1, ○金 惠淑1,2（1岡山大薬, 2岡
山大院医歯薬）
29AB-pm277S 多剤耐性菌自動判別技術開発に向けた耐性株の形態
学的解析
○武内 優奈1,2, 西野 美都子2, 古澤 力3, 西野 邦彦1,2
（1阪大院薬・細胞生物, 2阪大産研・生体分子制御, 3理
研・生命システム研究）
29AB-pm278S 基質拡張型 β ラクタマーゼ（ESBL）産生 Proteus
mirabilis の動向と遺伝学的特徴
○大房 海人1, 輪島 丈明1, 野口 雅久1（1東京薬大薬・
病原微生物）
29AB-pm279 実務実習前後における薬学生の鼻腔内表皮ブドウ球
菌の変化
○島田 有梨1, 中南 秀将1, 野口 雅久1（1東京薬大・薬・
病原微生物）
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29AB-pm250S アクネ菌臨床分離株のバイオフィルム形成能評価
○翠川 廉1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1（1東京薬大薬・病
原微生物）
29AB-pm251 lasR 遺伝子の変異による緑膿菌色素産生への影響
○太田 登志子1,2, 篠原 夏実1, 宮本 萌1, 渥美 敬1, 稲葉
しずな1, 大澤 光喜1, 北田 絢子1, 福本 敦1, 飯坂 洋平1,
安齊 洋次郎1, 加藤 文男1（1東邦大薬, 2東邦大大橋病
院薬）
29AB-pm252 セレウス菌芽胞の耐熱性の獲得に関与する培地成分
の解析
○山本 友佳子1, 井後 星哉1, 船路 遼佑1, 髙島 実希1,
谷 浩輔1, 藤本 世玲名1, 山澤 龍治1, 桑名 利津子1, 伊
藤 潔1, 高松 宏治1（1摂南大薬）
29AB-pm253 蛍光染色法による Clostridium sporogenes 芽胞の加熱
損傷評価法の開発
○井後 星哉1, 船路 遼佑1, 山本 友佳子1, 髙島 実希1,
谷 浩輔1, 藤本 世玲名1, 山澤 龍治1, 桑名 利津子1, 伊
藤 潔1, 高松 宏治1（1摂南大）
29AB-pm254 長時間処理した界面活性剤による枯草菌芽胞の不活
化効果
○船路 遼佑1, 黒川 航多1, 山本 友佳子1, 井後 星哉1,
髙島 実希1, 谷 浩輔1, 藤本 世玲名1, 山澤 龍治1, 桑名
利津子1, 伊藤 潔1, 高松 宏治1（1摂南大薬）
29AB-pm255 緑膿菌 quorum-sensing 機構に脂肪鎖の異なる
autoinducer 分子が与える影響の検討
○市丸 嘉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）
29AB-pm256 ウエルシュ菌 delta 毒素の細胞毒性メカニズムの解析
○永浜 政博1, 清家 総史1, 竹原 正也1, 小林 敬子1（1徳
島文理大薬）
29AB-pm257 フィブリノーゲンと結合する Trichosporon asahii 細
胞表層分子の探索
○森田 武志1, 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）
29AB-pm258 Trichosporon asahii のコロニー形態と菌体表層の特徴
○市川 智恵1, 武井 瑞季1, 平田 千裕1, 池田 玲子1（1明
治薬大・感染制御）
29AB-pm259 インドロキノリン化合物の β ポア形成毒素に対する
抑制作用
○高橋 栄造1, 藤波 千明2, 黒田 照夫2, 竹内 靖雄2, 岡
本 敬の介2, 三好 伸一2（1日本薬大, 2岡山大院医歯薬）
29AB-pm260 病原性真菌 Candida albicans のエストロゲン結合タ
ンパクを介したステロイド薬の二形性変換阻害作用
○倉門 早苗1, 杉田 隆1（1明治薬大・微生物）
29AB-pm261 病原真菌 Trichosporon asahii のバイオフィルム形成
に亜鉛が与える影響
○鈴木 俊寛1, 倉門 早苗1, 張 音実1, 杉田 隆1（1明治薬
大）
29AB-pm262 宇宙飛行士の皮膚真菌マイクロバイオーム解析と擬
似微小重力環境におけるマイクロバイオームの遺伝
子発現変動
○杉田 隆1, 齊藤 知慧1, 張 音実1（1明治薬大）
29AB-pm263 黄色ブドウ球菌スーパー抗原様タンパク質 SSL10 の
血液凝固抑制の作用機序及びその責任領域の解析
○伊藤 佐生智1, 村瀬 千鶴子1, 瀧井 猛将1, 小野嵜
菊夫1, 肥田 重明1（1名市大院薬）
29AB-pm264S pvl 陽性市中感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
の遺伝学的特徴
○青木 沙恵1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 野口 雅久1（1東
京薬大薬・病原微生物）
29AB-pm265 イヌの皮膚から分離されたブドウ球菌の分子疫学的
研究
○岡村 優1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 野口 雅久1（1東京
薬大薬・病原微生物）
29AB-pm266 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（GS147）責任遺伝子産物の性状解析
○木下 晏菜1, 三宅 正紀1, 國安 健太1, 丸川 敬大1, 小
谷 広夢1, 吉田 一平1, 今井 康之1（1静岡県大薬）

29AB-pm280

29AB-pm281

29AB-pm282

29AB-pm283
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29AB-pm284

29AB-pm285

29AB-pm286

29AB-pm287

当院の小児呼吸器感染症患者における Haemophilus
influenzae の薬剤感受性状況
○桒原 久瑠美1,2, 遠藤 美緒1,2, 小林 麻美1,2, 門馬 恵1,2,
高橋 あい理1,2, 山田 えり1,2, 屋城 由樹1,2, 氏家 秀太1,2,
喜田 昌記1,2, 川野 晋也3,4, 森田 孝次4,5, 水野 克己4,5, 渡
邊 徹1,2, 佐々木 忠徳2,6（1昭和大江東豊洲病院薬, 2昭
和大薬, 3昭和大江東豊洲病院小外, 4昭和大学医, 5昭
和大江東豊洲病院小内, 6昭和大病院薬）
ステノトロホモナス マルトフィリアのキノロン耐
性機構
小久保 佳苗1, 栗原 ちなみ1, 川井 眞好2, ○山岸 純一1
（1日本薬大, 2姫路獨協大薬）
アシネトバクターにおけるキノロン薬間の不完全交
差耐性機構
○栗原 ちなみ1, 小久保 佳苗1, 西野 邦彦2, 賀来 満夫3,
山岸 純一1（1日本薬大, 2阪大産研, 3東北大院医）
ベルベリンとアミノ配糖体の緑膿菌に対する多剤排
出系 MexXY 依存的な相乗作用
○森田 雄二1, 深谷 詩織1, 小谷 謙太1, 富田 純子1, 河
村 好章1（1愛知学院大薬）
アシネトバクターのレボフロキサシン高度耐性機構
○小久保 佳苗1, 栗原 ちなみ1, 西野 邦彦2, 賀来 満夫3,
山岸 純一1（1日本薬大, 2阪大産研, 3東北大院医）
無核細胞検出系を用いた多剤耐性菌に有効な新規抗
菌薬の探索
○鈴木 更1, 三輪 輝夏1, 西野 邦彦2, 賀来 満夫3, 山岸
純一1（1日本薬大, 2阪大産研, 3東北大院医）
薬学生より分離したブドウ球菌属のキノロン薬を中
心とした薬剤感受性
○三輪 輝夏1, 鈴木 更1, 横田 あずさ1, 高橋 栄造1, 山
本 博之1, 斎藤 博1, 山岸 純一1（1日本薬大）
臨床分離キノロン耐性 Acinetobacter baumannii の消
毒薬感受性
○川井 眞好1, 山岸 純一2（1姫路獨協大薬, 2日本薬大）

免疫・ウイルス・その他
29AB-pm288

セルベーストアッセイによる牛肉アレルギー患者血
清中 IgE の糖鎖抗原への反応性の解析
岡本
（内田）好海1, ○中村 亮介1, 千貫 祐子2, 若林 翼3,
打田 光宏3, 土屋 敏行3, 斎藤 嘉朗1, 森田 栄神2（1国立
衛研, 2島根大医, 3MeijiSeikaファルマ）
29AB-pm289 ランゲルハンス細胞様樹状細胞を介する Th1/Th2 細
胞分化におけるマクロライド系抗生物質の影響
○松井 勝彦1, 玉井 咲1, 池田 玲子1（1明治薬大）
29AB-pm290S 黄色ブドウ球菌の皮膚定着とアトピー性皮膚炎の痒
みについて
○中村 翠1, 尾花 典子1, 池田 玲子1, 松井 勝彦1（1明治
薬大）
29AB-pm291 ベロ毒素に対する分泌型ハイブリッド IgA の植物で
の産生と細胞内局在の解析
○中西 勝宏1, 黒羽子 孝太1, 丹羽 康夫2, 松原 幸枝3,
秋元 義弘3, 川上 速人3, 小林 裕和2, 今井 康之1（1静岡
県大薬, 2静岡県大院食品, 3杏林大医）
29AB-pm292 TRAF6 の分解と TRAF6 を介する NF-κB の活性化に
必要な IRAK-1 の構造領域
○室井 正志1, 棚元 憲一1（1武蔵野大薬）
29AB-pm293 Helicobacter heilmannii 惹起胃 MALT リンパ腫発症
における CD86 シグナルの役割
○石田 友規1, 高橋 哲史1, 松井 英則2, Anders
OEVERBY1, 中村 正彦1（1北里大薬, 2北里大・北里生
命研）
29AB-pm294 アスペルギルス細胞壁 α-1,3-グルカンの精製とその
物性及び生物活性の検討
○西村 祐亮1, 石橋 健一1, 柳井 千穂1, 山中 大輔1, 安
達 禎之1, 大野 尚仁1（1東京薬大薬）

29AB-pm295

Aspergillus 培養上清可溶性多糖画分(ASWS)の物性
並びに血中抗 ASWS 抗体価の検討
○畔蒜 祐一郎1,2, 石橋 健一1, 柳井 千穂1, 山中 大輔1,
安達 禎之1, 篠原 高雄2, 大野 尚仁1（1東京薬大薬 免疫
学教室, 2杏林大病院薬）
29AB-pm296 好中球エラスターゼによる新規カルボキシペプチ
ダーゼ R の生成
○河村 剛至1, 太田 里永子2, 山本 博之1, 今井 優樹3,
松浦 凌太1, 松山 悟1, 佐古 兼一1, 羽二生 久夫4, 岡田
秀親5, 松田 佳和1（1日薬大・薬, 2愛知県がんセンター
研, 3名市大院・医, 4信州大・バイオメディカル研, 5蛋白
科学研究所）
29AB-pm297 黄色ブドウ球菌由来 SSL5 と MMP-9 の結合における
糖鎖の役割
○栗坂 知里1, 奥 輝明1, 辻 勉1（1星薬大）
29AB-pm298 In silico スクリーニングによる抗インフルエンザ化合
物の探索
○渡辺 健1, 石川 岳志1, 水田 賢志1, 大滝 大樹1, 濱田
剛2, 田中 義正1, 西田 教行1（1長崎大院・医歯薬, 2長崎
大・先端計算研究センター）
29AB-pm299 SV40-miR-S1 の機能解析
○土方 貴雄1, 岡山 由紀子1, 高橋 徹行1（1武蔵野大薬）
29AB-pm300 ミコフェノール酸によるヒトパラインフルエンザウ
イルス 2 型増殖阻害
○植松 淳1, 酒井 香江1, 山本 秀孝2, 河野 光雄3, 鶴留
雅人3, 駒田 洋1（1鈴鹿医療大栄養, 2鈴鹿医療大薬, 3三
重大院医感染制御）
29AB-pm301S アセチル化修飾を受けるエボラウイルスタンパク質
の発見
○大海 菜穂1, 畠山 大1, 岡崎 洋樹1, 齋藤 彩香1, 森岡
真澄1, 葛原 隆1（1徳島文理大・薬・生化学）
29AB-pm302 ウマインフルエンザウイルスのノイラミニダーゼの
酸性安定性の解析
○高橋 忠伸1, 紅林 佑希1, 鵜沼 沙織1, 山中 隆史2, 鈴
木 隆1（1静岡県大薬・生化学, 2JRA）
29AB-pm303S 新規発がん遺伝子 SOX4 による成人 T 細胞白血病/
リンパ腫（ATLL）の新たな発がん機構の解明
○小森 悠平1, 樋口 智紀2, 松尾 一彦1, 義江 修2, 中山
隆志1（1近畿大薬, 2近畿大医）
29AB-pm304 γ アミノ酪酸（GABA）の RS ウイルス感染症への
効果
○橋口 誠子1, 吉田 裕樹1, 重黒木 公也1, 明石 敏1, 黒
原 俊典1, 坂田 健太郎1, 宮内 亜宜1, 杉田 千泰1, 黒川
昌彦1, 渡辺 渡1（1九州保福大薬）
29AB-pm305 抗インフルエンザウイルス単クローン抗体を用いた
H5N1 特異的 ELISA 系の樹立
○菊池 雄士1, 鈴木 理恵子1（1いわき明星大薬）
29AB-pm306 HTLV-1 キャリア妊婦の血中・母乳中プロウイルス
の変動
○松原 大1, 相良 康子2, 井上 由紀子2, 小川 和加野1,
廣村 信1, 久米 浩太3, 上原 茂樹4（1第一薬大, 2日本赤
十字社九州ブロック血液センター, 3久米クリニック,
4
東北公済病院）
29AB-pm307 深在性真菌症に対する新規併用化学療法へ向けた基
礎的研究
○木村 道夫1, 畠山 祐丞1, 高橋 浩平1, 下川 修1（1日本
薬大）
29AB-pm308 天然香料 oakmoss 及びその含有成分のアメーバ内
Legionella pneumophila に対する抗菌活性評価
○野村 陽恵1, 一色 恭徳1, 作田 圭亮2, 佐久間 克也3,
近藤 誠一1（1城西大薬, 2小川香料フレグランス研, 3小
川香料機能研）
29AB-pm309S 荊芥連翹湯およびその類似処方の抗感染症作用の
検討
○小林 香穂1, 輪島 丈明1, 山田 哲也2, 中瀬 恵亮1, 猪
越 英明2, 野口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物, 2東京
薬大薬・中国医学）
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29AB-pm310S ニキビ治療薬 過酸化ベンゾイルの抗菌活性測定法の
検討
○小澤 紘子1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1（1東京薬大薬・
病原微生物）
29AB-pm311S 臨床検体を用いた Real-time PCR 法による尿路感染
症迅速診断法の評価
○松本 司1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 野口 雅久1（1東京
薬大薬・病原微生物）
29AB-pm312 テルミサルタンメグルミン塩の Bacillus subutilis に対
する増殖抑制作用
○並河 知子1, 甲田 雄也1, 田中 祥之1（1沢井製薬）
29AB-pm313 ローデントマラリアを用いたロダシアニン誘導体の
経口投与による抗マラリア効果
○池上 眞由美1, 堀内 正子1, 井原 正隆1（1星薬大）
29AB-pm314 Quorum sensing 阻害物質を探索するためのスクリー
ニング系の比較
○福本 敦1, 倉石 和彰1, 小島 千佳1, 石井 翔1, 下山
航平1, 庄司 真季子1, 飯坂 洋平1, 安齊 洋次郎1, 加藤
文男1（1東邦大薬）

29AB-pm315

カネカ核酸クロマトを用いた簡便・迅速な核酸増幅
検査法の開発
○宮本 重彦1, 髙橋 孝治1, 佐野 創太郎1, 田中 穂積1
（1カネカ）
29AB-pm316S 歯周病菌由来酸性アミノ酸特異的 DPP（ジペプチジ
ルペプチダーゼ）の構造生物学的研究
○六本木 沙織1, 鈴木 義之2, 飯塚 一平1, 館岡 千佳1,
藤本 真友1, 伊中 浩治3, 田仲 広明4, 山田 貢5, 太田
和敬5, 合田 浩明6, 野中 孝昌1, 小笠原 渉2, 田中 信忠6,
阪本 泰光1（1岩手医大, 2長岡技大, 3丸和栄養, 4コン
フォーカルサイエンス, 5JAXA, 6昭和大）
29AB-pm317 抗 β-グルカンモノクローナル抗体を用いた真菌細胞
壁 β-グルカン抗原測定
○前山 侑輝1, 石橋 健一1, 柳井 千穂1, 山中 大輔1, 安
達 禎之1, 大野 尚仁1（1東京薬大薬 免疫）

生物系薬学
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環境・衛生系薬学（ポスター発表）
3 月 27 日（日） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
社会薬学
27AB-am001

環境・衛生系薬学

一般市民の自殺に対する態度及びその関連因子の
調査
○皆川 景1, 河原 宏太1, 室谷 健太2, 半谷 眞七子1, 亀
井 浩行1（1名城大薬, 2愛知医科大臨床研セ）
27AB-am002 薬学生の自殺に対する態度及びその関連因子の調査
○河原 宏太1, 皆川 景1, 室谷 健太2, 半谷 眞七子1, 亀
井 浩行1（1名城大薬, 2愛知医科大臨床研セ）
27AB-am003 アルコール依存症患者のくすりに対する意識調査
○小今井 恵里1, 大畠 康嵩1, 平本 晃子2, 堀内 ともえ2,
内田 晴美2, 小野 浩重1, 加地 弘明1（1就実大薬, 2林道
倫精神科神経科病院薬）
27AB-am004 児童を対象とした薬の適正使用テキストと体験実習
による薬教育の評価
○齋藤 百枝美1, 渡部 多真紀1, 高橋 和子1, 佐藤 典子1,
松田 康子2, 宮本 法子3, 栗原 順一1（1帝京大薬, 2ひま
わり薬局, 3東京薬大薬）
27AB-am005S 岐阜県における高校生の医薬品に関する知識・意識
の実態調査
寺町 ひとみ1, ○齊藤 康介1, 舘 知也1, 江﨑 宏樹1, 加
藤 未紗1, 臼井 一将1, 野口 義紘1, 勝野 眞吾1（1岐阜薬
大）
27AB-am006 大学生の喫煙に関する意識調査―KTSND 質問項目
への回答からさぐる喫煙防止教育のあり方
○松本 有可1, 平松 優子1, 山口 孝子1, 森本 泰子1, 山
﨑 裕康1（1神戸学院大薬）
27AB-am007 大学生の喫煙に関する意識調査―受動喫煙に対する
意識―
○柴田 和彦1, 渡部 翔太1, 日山 豪也1, 石崎 唯太1, 吉
村 文香1, 難波 弘行1（1松山大薬）
27AB-am008 地域密着の薬物乱用防止啓発活動に必要な支援とは
何か
○大塚 正也1, 高橋 恵美利1, 小見 暁子1, 土井 信幸1
（1高崎健康福祉大薬）
27AB-am009 わが国における緊急避妊薬の適正使用と乱用防止へ
向けた取り組み
○大塚 邦子1,2,3, 対馬 ルリ子2, 唐澤 淳子3, 渡辺 陸子3,
田中 ケネス4, 細野 哲司1, 鈴木 啓太郎1（1横浜薬大,
2
女性医療ネットワーク, 3神奈川県女性薬剤師会, 4武
蔵野大仏教文化研）
27AB-am010 サリドマイド薬害を見つけた人や薬害を阻止した人
から学んだ薬害防止対策に向けた一考察
○永倉 菜摘1, 堀内 正子1, 串田 一樹1（1昭和薬大）
27AB-am011 薬局薬剤師が患者様以外のお客様から受ける相談事
例の収集と分析
○玉田 麻利子1, 高屋 宗冬2, 阿部 真也3, 武藤 一敬3,
吉町 昌子3, 野村 和彦3, 後藤 輝明3（1ツルハ弘前豊原
店, 2ツルハむつ店, 3ツルハ調剤運営本部）
27AB-am012 DPC 対象病院の院外処方箋を対象とした後発医薬品
に対する患者意識調査
○富田 淑美1, 鈴木 伯奈1, 松野 恒夫2, 秋山 将1, 北田
裕子1, 森下 桃子1, 岡田 まり子1, 菅野 和彦3, 前嶋
克幸1（1杏林堂薬局, 2薬局フォーリア, 3浜松労災病院
薬）
27AB-am013S 薬剤師のマスク着用による視覚的情報の減少が消費
者の相談行動心理に及ぼす影響
○羽坂 亜希子1, 福島 紀子1, 山浦 克典1, 岸本 桂子2
（1慶応大薬, 2北海道薬大）

27AB-am014S うつ病をもつ患者に対する薬局薬剤師の応対に関与
する要因の検討
○利谷 正浩1, 福島 紀子1, 大岩 眞二3, 山浦 克典1, 岸
本 桂子2（1慶應大薬, 2北海道薬大, 3ハーブ調剤薬局）
27AB-am015 地域で開催された健康イベント参加者への自己採血
セルフチェックの啓発活動実施報告
○伊藤 侑1, 阿部 真也2, 橋本 義人2, 吉町 昌子2, 野村
和彦2, 後藤 輝明2（1ツルハ手稲前田店, 2ツルハ調剤運
営本部）
27AB-am016 地域で開催された健康イベントにおける糖尿病に関
する啓発活動報告 ～自己血糖測定を通して～
○千葉 愛美1, 阿部 真也2, 橋本 義人2, 吉町 昌子2, 野
村 和彦2, 後藤 輝明2（1ツルハ中の島店, 2ツルハ調剤
運営本部）
27AB-am017 第 1 類医薬品のネット販売の課題
○岸本 桂子1, 山城 朋子2, 福島 紀子2（1北海道薬大,
2
慶應大薬）
27AB-am018 病院・薬局から見た医療用医薬品卸の機能に関する
実証研究
○櫻井 秀彦1, 丹野 忠晋2, 増原 宏明3, 林 行成3, 恩田
光子4, 山田 玲良5（1北海道薬大, 2跡見学園女子大, 3広
島国際大, 4大阪薬大, 5札幌大）
27AB-am019 ARO と CRO の関係は今後どうあるべきか
○大塚 佑基1, 藤木 夏1, 池田 浩治1（1東北大学病院臨
床研究推進センター）
27AB-am020 複合型医薬品企業における問合せの傾向分析と学術
室の役割
○佐野 睦美1, 椎名 恭子1, 萩原 圭美1, 小関 雅裕1, 大
嶋 淑恵1, 中林 久佳1（1富士薬品）
27AB-am021 デッドストック医薬品の使用期限切れによる廃棄の
現状
○中村 武夫1, 蒲谷 亘2,3, 増田 信也3, 佐藤 優子3, 江口
えり3, 田村 隆教4（1近畿大薬, 2カバヤ薬局, 3リバイバ
ルドラッグ, 4高知学園短大）
27AB-am022S 家族の介護をする可能性がある者等の在宅医療にお
ける薬剤師業務に対する認識の調査研究
○寺田 亜里沙1, 福島 紀子1, 後藤 知良3, 山浦 克典1,
岸本 桂子2（1慶應大薬, 2北海道薬大, 3神奈川県薬剤
師会）
27AB-am023 薬剤師の属性と道徳的感受性
○尾関 佳代子1, 前嶋 克幸1（1杏林堂薬局）
27AB-am024 少子高齢化社会における医療連携のありかたに関す
る諸考 2
○國分 麻結1, 北條 茜1, 植竹 理子1, 石川 直樹1, 山本
大介1, 深町 伸子1, 鈴木 順子1（1北里大薬）
27AB-am025 日本及び千葉県における医事関係訴訟のリスクに関
する調査研究
○平賀 秀明1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-am026 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―1 薬剤師
による記録・記載のあり方
○北田 充弘1, 鈴木 あゆみ1, 宮内 英俊1, 矢部 直弘1,
平賀 秀明1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-am027 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―2 添付文
書の適宜増減の記載と薬剤師の対応
○鈴木 あゆみ1, 北田 充弘1, 宮内 英俊1, 矢部 直弘1,
平賀 秀明1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-am028 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―3 医薬品
に期待した効果が発現しない場合と薬剤師の対応
○宮内 英俊1, 北田 充弘1, 鈴木 あゆみ1, 矢部 直弘1,
平賀 秀明1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-am029 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―4 自己の
疾病を軽視している患者への薬剤師の対応
○矢部 直弘1, 北田 充弘1, 鈴木 あゆみ1, 宮内 英俊1,
平賀 秀明1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
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27AB-am030

レギュラトリーサイエンス
27AB-am040

臨床用量・曝露レベルと無毒性量・曝露レベルから
みた医薬品の安全性評価―抗悪性腫瘍薬（結腸癌・
直腸癌）―
○林 舞衣子1, 窪田 幸恵2, 斉藤 和幸3, 小野 俊介4, 児
玉 庸夫1,2（1城西国際大薬, 2城西国際大院薬, 3国立成
育医療研セ, 4東大院薬）
27AB-am041S インフルエンザウイルス感染症治療薬の有効性評価
について
○石木田 清香1, 豊島 聰1, 村山 一茂1（1武蔵野大薬）
27AB-am042 2014 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）
27AB-am043 日本の新医薬品薬価算定状況の解析
加藤 大和1, 松井 利亘1, 羽根 由基1, 阿部 純子1,2, 上田
夏実1, 笹岡 沙也加1, 元岡 佑美1, 畠平 春奈1, ○中村
光浩1（1岐阜薬大, 2メディカルデータベース）

27AB-am044

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 4 報）―
○廣田 侑真1, 金子 吉一2, 森 健司2, 阿部 恵介3, 西 加
那子3, 窪田 幸恵4, 斉藤 和幸5, 小野 俊介6, 児玉 庸夫1,4
（1城西国際大薬, 2八女筑後薬剤師会, 3アガペ, 4城西
国際大院薬, 5国立成育医療研セ, 6東大院薬）
27AB-am045S バイオシミラーの使用における患者負担からみた得
失とその問題点
○丸山 穂高1, 黒川 達夫1（1慶応大薬）
27AB-am046 フィルグラスチムの後続品と先行品における有害事
象の報告割合と発症時期の比較
○小林 哲1, 鎌田 泉2, 小村 純子3, 豊島 聰2, 石井 明子1
（1国立衛研, 2武蔵野大薬, 3医薬品医療機器総合機構）
27AB-am047 バイオ医薬品の不溶性微粒子試験改良のための検
討：試験の容量及び測定粒子径範囲
○原園 景1, 鳥巣 哲生2, 寺島 勇3, 齋藤 智3, 水野 保子4,
岡野 清4, 大庭 澄明5, 柳原 繁弘6, 福田 潤6, 山口 秀人7,
古木 健一郎7, 中家 修一8, 鷲尾 一裕8, 古賀 淳一9, 小林
直樹9, 齋藤 俊太郎9, 横山 毅10, 内山 進11, 横山 雅美11,
Elena KRAYUKHINA11, 中野 祥晃12, 安川 秀仁13, 辰巳
正史13, 中子 真由美14, 田中 二郎15, 木吉 真人1, 石井 明
子1（1国立衛研, 2武田薬品工業, 3中外製薬, 4東レリ
サーチセンター, 5持田製薬, 6協和発酵キリン, 7アス
テラス製薬, 8島津製作所, 9第一三共, 10日本血液製剤
機構, 11ユー・メディコ, 12化血研, 13JCRファーマ, 14大
日本住友製薬, 15Meiji Seikaファルマ）
27AB-am048 PVC 製 4 連血液バッグ用代替可塑剤 DL9TH の特性
評価
○配島 由二1, 河上 強志1, 福井 千恵1, 田上 昭人2, 向
井 智和3, 柚場 俊康3, 稲村 健一3, 宮崎 謙一4, 野村
祐介1, 森下 裕貴1, 伊佐間 和郎1, 新見 伸吾1（1国立衛
研, 2国立成育医療研究セ, 3川澄化学, 4新日本理化）
27AB-am049 PVC 製 4 連血液バッグ用新規基材の生物学的安全性
評価
○山﨑 佳世1, 藤巻 日出夫1, 福井 千恵2, 向井 智和3, 柚
場 俊康3, 稲村 健一3, 宮崎 謙一4, 新見 伸吾2, 野村 祐
介2, 森下 裕貴2, 伊佐間 和郎2, 河上 強志2, 蓜島 由二2
（1民生科学協会, 2国立衛研, 3川澄化学, 4新日本理化）

3 月 29 日（火） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
衛生化学・公衆衛生学
29AB-am269S 陳皮中に含まれる抗変異原性物質の探索
○草野 穂1, 高橋 一輝1, 西川 太介1, 古川 綾乃1, 長谷
井 友尋1, 中村 誠宏1, 松田 久司1, 渡辺 徹志1（1京都薬
大）
29AB-am270 ネオキサンチンの抗腫瘍作用
東出 彩1, 塚本 翔平1, 上林 愛1, 小林 唯1, ○里見 佳子1
（1鈴鹿医療大薬）
29AB-am271 健康食品の安全性に関する研究（第 20 報） アロエ
健康食品とトルブタミドの相互作用について
○中井 みのり1, 松永 真依1, 中村 絵里子1, 川添 禎浩1
（1京都女子大食物栄養）
29AB-am272 大豆イソフラボンの生体吸収効率に関する検討
鈴木 麻理奈1,3, ○杉山 千歳1,2, 三浦 綾子2（1常葉大院
健康科学, 2常葉大健康プロデュース, 3羽衣国際大人
間生活）
29AB-am273 茶カテキンの体脂肪･体重抑制効果に関する系統的
レビュー
渡辺 雅彦1, ○中川 沙穂1, 辻 修一2, 田中 牧子2, 三浦
進司3, 末丸 克矢1, 若林 敬二2（1就実大薬, 2静岡県大
食品栄養環境科学研究院食品環境研究センター, 3食
品栄養環境科学研究院）
29AB-am274 アンドロゲン受容体標的遺伝子の転写活性化に対す
る茶カテキンの抑制作用
○眞田 法子1, 木下 由佳1, 木津 良一1（1同志社女大薬）
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医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―5 適用外
処方と薬局薬剤師の対応
○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）
27AB-am031 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割―6 適用外
の医薬品使用と薬剤師の役割
平賀 秀明1, ○秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-am032 開発途上国で流通している医薬品の品質に関する研
究 その 3：Donepezil Hydrochloride 製剤、Nalidixic
Acid 製剤について
○伊藤 かな1, 上床 知佐奈1, 伊奈 小侑利1, 吉田 直子2,
坪井 宏仁2, 木村 和子2, 谷本 剛1（1同志社女大薬, 2金
沢大院医薬保）
27AB-am033 開発途上国で流通している医薬品の品質に関する研
究 その 4：カンボジア国内に流通するレボフロキ
サシン錠
○坂本 梓1, 山下 都子1, 岡留 あゆ1, 谷川 静香1, 上床
知佐奈1, 吉田 直子2, 坪井 宏仁2, 木村 和子2, 谷本 剛1
（1同志社女大薬, 2金沢大院医薬保）
27AB-am034 開発途上国で流通している医薬品の品質に関する研
究 その 5：カンボジア国内で流通するオフロキサ
シン製剤
○金沢 真梨子1, 竹内 和貴子1, 上床 知佐奈1, 吉田
直子2, 坪井 宏仁2, 木村 和子2, 谷本 剛1（1同志社女大
薬, 2金沢大院医薬保）
27AB-am035 開発途上国で流通している医薬品の品質に関する研
究 その 6：カンボジア国内で流通する
Phenoxymethyl penicillin 製剤
○長尾 雅代1, 小河 碧1, 上床 知佐奈1, 吉田 直子2, 坪
井 宏仁2, 木村 和子2, 谷本 剛1（1同志社女大薬, 2金沢
大院医薬保）
27AB-am036 ラオスにおける血液製剤使用状況
○松田 利夫1, 山本 大介1, 鈴木 順子1, 河原 和夫2（1北
里大薬, 2東京医科歯科大）
27AB-am037S 日本人の変形性膝関節症に対するグルコサミン塩酸
塩および N-アセチルグルコサミンの効果：二重盲検
プラセボ対照ランダム化比較試験のメタアナリシス
○石田 好宏1, 波多江 崇1, 伊東 真知1, 大島 沙紀1, 藤
森 可純1, 猪野 彩1, 田内 義彦1, 竹下 治範1, 辰見 明俊1,
森口 紗里1, 山本 浩代1, 濵口 常男1（1神戸薬大）
27AB-am038 在宅療養者の摂食及び栄養に及ぼす薬剤の影響
○深町 伸子1,2, 北條 茜1, 國分 麻結1, 植竹 理子1, 大塚
理加1, 轡 基治2, 鈴木 順子1,2（1北里大薬, 2全国薬剤
師・在宅療養支援連絡会）
27AB-am039 インタビューフォームから見るプラセボ効果
○門田 聡基1, 池田 浩治1（1東北大学病院臨床研究推
進センター）

29AB-am275
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29AB-am277
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29AB-am282
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29AB-am283

29AB-am284

29AB-am285

29AB-am286

29AB-am287

29AB-am288

小松菜の水抽出成分とグルタチオンの反応
○内藤 日南子1, 鈴木 利典1（1就実大薬）
ニラの水抽出成分とグルタチオンの反応
○室山 嶺太1, 木瀬 みなみ1, 鈴木 利典1（1就実大薬）
TGFβ1 による破骨細胞分化に及ぼすイソラムネチン
およびケルセチンの抑制作用
○桐生 道明1, 岡 怜依奈1, 橘 汐梨1, 山本 千夏1（1東邦
大薬）
OVA 感作した BALB/c マウスにおける即時型アレル
ギー反応に対する酸化オリブ油の影響
○小池 咲里1, 荻野 泰史1, 奥野 智史1, 荒川 友博1, 上
野 仁1（1摂南大薬）
酸化オリブ油がマウス接触性過敏反応におけるリン
パ球のサイトカイン発現に及ぼす影響
○山田 真吾1, 伊藤 淳津子1, 小池 咲里1, 荻野 泰史1,
奥野 智史1, 荒川 友博1, 上野 仁1（1摂南大薬）
酸化オリブ油が MAPK 経路および NF-kB 活性に及
ぼす影響
○荻野 泰史1, 柿花 美沙紀1, 厚主 裕美1, 荒川 友博1,
奥野 智史1, 上野 仁1（1摂南大薬）
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の解析
○荒川 友博1, 田中 昭洋1, 荻野 泰史1, 奥野 智史1, 上
野 仁1（1摂南大薬）
肥満細胞の脱顆粒及びサイトカイン発現に及ぼすセ
レノメチオニンの影響
○前 みどり1, 荒川 友博1, 荻野 泰史1, 奥野 智史1, 上
野 仁1（1摂南大薬）
培養細胞におけるビタミン K の Menaquinone-4 への
変換反応と変換中間体 Menadione の生成
○鎌尾 まや1, 神谷 有紀1, 長尾 真里1, 佐方 俊介1, 山
村 翔太1, 須原 義智2, 岡野 登志夫1, 中川 公恵1（1神戸
薬大・薬, 2芝浦工大・システム理工）
ビタミン K 変換酵素 UBIAD1 タンパク質の機能解析
○廣田 佳久1,2, 中川 公恵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）
脳神経系におけるビタミン K2 合成酵素 UBIAD1 の
機能解析
○中川 公恵1, 澤田 夏美1, 須原 義智2, 岡野 登志夫1
（1神戸薬大・衛生化学, 2芝浦工大）
ビタミン D 受容体遺伝子欠損マウスにおける血圧と
レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系遺伝子
発現の関係
○津川 尚子1,2, 和田 美紅2, 金尾 記聖2, 岡野 登志夫2
（1大阪樟蔭女子大 健康栄養 公衆衛生, 2神戸薬大）
コーヒーの栄養学的評価とフェルラ酸前駆体として
のクロロゲン酸含有量の予測
鈴木 聡1, ○岡 希太郎2（1HAB研究機構, 2東薬大薬）
腸内細菌代謝物と腸内細菌移植マウスの解析による
パプアニューギニア高地人の低タンパク適応機序の
解明
○冨塚 江利子1,2, 増岡 弘晃3, 須田 亙4,5, 猪飼 桂1,2, 田
所 聖志1,7, 馬場 淳8, 森田 彩子1,9, 内藤 裕一10, Paul
HORWOOD11, Andrew GREENHILL11, Peter SIBA11,
小谷 真吾12, 夏原 和美13, 服部 正平4, 森田 英利14, 平
山 和宏3, 梅崎 昌裕1（1東大院医・人類生態学, 2新潟薬
大薬・衛生化学, 3東大院獣医・公衆衛生学, 4東大院新
領域・バイオシステム科学, 5慶応大医・微生物学免疫
学, 6長崎大熱帯医学研・国際保健学, 7秋田大・国際資
源, 8和光大・現代人間学部, 9東京医科歯科大, 10福島
大・共生システム理工学類, 11パプアニューギニア医
学研究所, 12千葉大文・文化人類学, 13日赤秋田看護大,
14
麻布大獣医）

29AB-am289

食品添加物試験法，アドバンテームおよびネオテー
ムの HPLC および LC/MS による定性および定量
○佐藤 恭子1, 秋山 裕2, 伊藤 澄夫3, 大槻 崇1, 岸 弘子4,
櫻井 有里子5, 田原 正一6, 平田 瑞生1, 宮川 弘之6, 山
本 信次7, 山本 純代6, 吉田 充哉8（1国立衛研, 2日冷検,
3
三栄源FFI, 4神奈川衛研, 5横浜市衛研, 6東京都健安
研, 7東京顕微鏡院, 8日本食品分析セ）
29AB-am290 食肉加工品抽出液中亜硝酸の安定性向上
○小林 淳1,2, 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松本大院健康科学）
29AB-am291S クルクミンは老化様細胞の老化関連酸性 β-ガラクト
シダーゼを減少させる
○藤井 綾子1, 小野寺 章1, 松田 慎也1, 井崎 泰徳1, 川
崎 真司1, 谷口 甲介1, 森川 ありさ1, 屋山 勝俊1, 水品
善之2, 河合 裕一1（1神戸学院大薬, 2信州大院農学）
29AB-am292 メチルセルロースとアルギン酸ナトリウムの胃粘膜
に対する影響の比較
○髙林 ふみ代1（1静岡県大看）
29AB-am293 シブトラミン等違法痩身薬成分の健康食品における
一斉分析法開発
○井上 智統1, 永富 康司1, 望月 直樹1, 原山 耕一1（1ア
サヒグループホールディングス）
29AB-am294 農産物中の残留農薬分析に使用される市販 ELISA
キットの評価
○梅村 優子1, 上野 英二1,2, 市川 義多加1, 戸塚 昌子1,
渡邉 美奈恵1, 棚橋 高志1, 猪飼 誉友1, 大竹 敏也3（1愛
知県衛生研, 2愛知県一宮保健所, 3愛知県農業総合試
験場）
29AB-am295 SHRSP におけるカノーラ油摂による有害効果の性差
○豊田 祐理子1, 花井 仁美1, 西川 真衣1, 橋本 夏那1,
大原 直樹1, 内藤 由紀子2, 宮澤 大介1, 立松 憲次郎3,
橋本 洋子4, 奥山 治美1（1金城学院大薬, 2北里大・医療
衛生, 3岐阜薬大, 4愛知学院大歯）
29AB-am296 Caco-2 細胞におけるアリストロキア酸 I の膜透過に
及ぼすケルセチンの影響
○木村 治1, 藤井 由希子2, 原口 浩一2, 太田 千穂3, 古
賀 信幸3, 加藤 善久4, 遠藤 哲也1（1北医療大薬, 2第一
薬大, 3中村学園大栄養, 4徳島文理大香川薬）
29AB-am297 ジヒドロピラジン類による亜鉛輸送タンパク質 ZnT-1
誘導機序の解明
○石田 卓巳1, 武知 進士1（1崇城大薬）
29AB-am298 化学的アプローチによるセレノリン酸の構造の再
評価
○畠山 鉄平1, 鈴木 紀行1, 小椋 康光1（1千葉大院薬）
29AB-am299 三価無機ヒ素［iAs(III)］による EGR1 転写誘導に関
与する転写因子の解析
○鈴木 俊英1, 北 加代子1, 越智 崇文1（1帝京大薬）
29AB-am300 ジメチルチオヒ素化合物から代謝生成するジメチル
亜ヒ酸と硫化水素の細胞毒性への影響
○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労働科学研）
29AB-am301 グアニジン系加硫促進剤の感作性評価と家庭用ゴム
製品中の定量分析
○清水 久美子1, 秋山 卓美1, 河上 強志1, 伊佐間 和郎1,
五十嵐 良明1（1国立衛研）
29AB-am302 紅麹由来サプリメント中シトリニンの簡易・迅速分
析法
○高田 朋美1, 下井 俊子1, 松野 郁子1, 大山 明日子1,
大石 充男1, 田端 節子1, 笹本 剛生1（1東京健安研セ）
29AB-am303 高分解能質量分析法を用いたタバコ煙中の種々の
α,β-不飽和カルボニル化合物の構造解析
○堀山 志朱代1, 畑井 麻友子1, 本田 千恵1, 市川 厚1,
吉川 紀子1, 中村 一基1, 國友 勝1, 江崎 剛史2, 升島 努2,
高山 光男3（1武庫川女大薬, 2理研, 3横市大院）
29AB-am304 メチル水銀によるオートファジー誘導機構の解析
○長谷川 貴1, 松田 健人1, 永沼 章1, 黄 基旭1（1東北大
院薬）
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29AB-am305

29AB-am321

哺乳類嗅覚シグナル伝達系を組み込んだ遺伝子組換
え酵母の作製と評価
○猪又 千歩1, 高橋 勇貴1, 向田 錦1, 広瀬 侑1,2, 浴 俊彦1
（1豊橋技科大・環境生命工学, 2豊橋技科大・EIIRIS）
29AB-am322 マウスモデル系を用いたタンパク質経皮感作性試験
における陽性対照物質の検討
○木村 美恵1, 安達 玲子1, 酒井 信夫1, 手島 玲子1,2, 最
上（西巻）知子1（1国立衛研, 2医薬品医療機器総合機
構）
29AB-am323 「自転車タイヤ用ガス」と称して流通した小型ボンベ
に含まれる亜酸化窒素の分析
○鈴木 仁1, 坂本 美穂1, 齋藤 友里1, 清水 聖子1, 小林
一絵1, 長嶋 眞知子1, 塩田 寛子1, 菊池 洋子1, 横山
敏郎1, 小峯 宏之1, 守安 貴子1, 栗田 雅行1（1都健安研
セ）
29AB-am324 ポリウレタン製繊維製品中のベンゾトリアゾール系
紫外線吸収剤の簡易一斉分析法の開発
○河上 強志1, 伊佐間 和郎1, 五十嵐 良明1（1国立衛研）
29AB-am325 食品中自由水に含まれるトリチウムの共沸蒸留によ
る分離・分析法
○曽我 慶介1, 亀井 俊之1, 蜂須賀 暁子1, 最上（西巻）
知子1（1国立衛研）
29AB-am326 酸化傷害性を検出するための酵母レポーター法の検
討と評価
鈴木 元1, 坂部 高裕1, 広瀬 侑1,2, ○浴 俊彦1（1豊橋技
科大・環境生命工学, 2豊橋技科大・EIIRIS）
29AB-am327S 表層土壌中の強変異・がん原性物質 3,9dinitrofluoranthene 及び 1,3-、1,6-、1,8-dinitropyrene
異性体、1,3,6-trinitropyrene の分析
○中田 有美1, 長谷井 友尋1, 阪口 真臣1, 和田 光弘1,
米田 眞希1, 白石 祥一1, 池盛 文数2, 渡辺 徹志1（1京都
薬大, 2名古屋市環科セ）
29AB-am328 化粧品中の防腐剤ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピ
ニルの定量法
○藤巻 日出夫1, 秋山 卓美2, 栗原 瑞季3, 五十嵐 良明2
（1民生科学協会, 2国立衛研, 3北里大理）
29AB-am329 LC-MS/MS を用いた果実中の防カビ剤の迅速分析法
の開発
○堀江 正一1, 上原 萌音1, 鈴木 詩織1, 福水 夏希1, 山
片 さやか1, 渡邉 萌1（1大妻女子大）
29AB-am330 HPLC-FL による畜水産食品中のテトラサイクリン系
抗生物質分析法の検討
○後藤 智美1, 香高 満1, 尾関 文晃1, 棚橋 高志1, 猪飼
誉友1（1愛知衛研）
29AB-am331 LC-Orbitrap MS を用いた穀類中フモニシン A 類の検
出と Fusarium カビ毒 20 種の一斉分析法の開発
○田村 昌義1,2, 望月 直樹3, 永富 康司1, 原山 耕一1, 鳥
羽 陽4, 早川 和一4（1アサヒグループホールディング
ス 食の安全研, 2金沢大院医薬保創薬, 3アサヒグルー
プホールディングス R&Dセ, 4金沢大院医薬保）
29AB-am332 イオンモビリティー質量分析による生体試料中の危
険ドラッグ成分スクリーニング分析法の検討
○河村 麻衣子1, 花尻（木倉）瑠理1, 袴塚 高志1（1国立
衛研）
29AB-am333 危険ドラッグの DART-Orbitrap MS を用いた迅速ス
クリーニング法の検討
○田中 理恵1, 河村 麻衣子1, 花尻（木倉）瑠理1, 袴塚
高志1（1国立衛研）
29AB-am334 危険ドラッグに含まれるカチノン系化合物の識別
○神山 恵理奈1, 多田 裕之1, 筑本 貴郎1, 北市 清幸2,
堀内 正3, 伊藤 哲朗1（1岐阜県保環研, 2岐阜薬大, 3岐
阜県立多治見病院）
29AB-am335 危険ドラッグ製品よりマイナー成分として検出され
た新規化合物の同定及びマウス自発運動量に及ぼす
作用について
○内山 奈穂子1, 有竹 浩介2, 花尻（木倉）瑠理1, 裏出
良博2, 袴塚 高志1（1国立衛研, 2筑波大・国際統合睡眠
医科学研）
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日本人喫煙者のたばこ特異的ニトロソアミン尿中代
謝物量と各種バイオマーカーとの関連性
○稲葉 洋平1, 宇津木 里香1,2, 内山 茂久1, 太田 敏博2,
欅田 尚樹1（1国立保健医療科学院, 2東薬大生命）
29AB-am306 チアベンダゾールの AhR 活性化増強機構：CYP1A1
酵素阻害に着目した解析
田野辺 潤1, 成瀬 理紗1, 田崎 愛佳2, 梅村 隆志3, 遠藤
治1, 出川 雅邦2, 吉成 浩一2, ○関本 征史1（1麻布大生
命環境, 2静岡県大薬, 3国立衛研）
29AB-am307 フタル酸モノ-2-エチルへキシルの肝及び小腸ミクロ
ゾームによるグルクロン酸抱合反応の種差
○埴岡 伸光1, 礒部 隆史1, 香川（田中）聡子1, 神野
透人2（1横浜薬大, 2名城大薬）
29AB-am308S Glucose と L-tryptophan のメイラード反応により生成
する新規変異原性物質の分離および同定
○住居 潤美1, 久野 翔平1, 間瀬 裕子1, 今堀 大輔1, 住
田 大志1, 横川 玲奈1, 長谷井 友尋1, 渡辺 徹志1（1京都
薬大）
29AB-am309 茶中の 3,6-Dinitrobenzo[e]pyrene の定量分析及び茶
の抗変異原性の評価
○川添 智子1, 新開 史崇1, 河合 佑季1, 小池 真生子1,
長谷井 友尋1, 渡辺 徹志1（1京都薬大）
29AB-am310S 食品中の新規変異原性物質 ABAQ の分析
○河内 麻由美1, 長谷井 友尋1, 川久保 慶一1, 北野
祐香1, 廣本 麻里1, 新井 千佳1, 渡辺 徹志1（1京都薬大）
29AB-am311 アブラナ科葉物野菜の抗変異原活性
○樋木 真夏1, 水沼 佳奈1, 内山 華奈子1, 秋場 望1, 今
井 淳嗣1, 関本 征史1, 遠藤 治1（1麻布大）
29AB-am312 C3H マウスの肝腫瘍形成に関与する DNA メチル化
の探索
○松下 隼也1, 岡村 和幸2, 鈴木 武博2, 中林 一彦3, 堀
部 悠3,4, 河合 智子3, 秦 健一郎3, 櫻井 敏博1, 市原 学1,
野原 恵子2（1東京理大薬, 2国環研・環境健康研セ, 3国
立成育医療研セ・研究所, 4東京女子医大産婦人科）
29AB-am313 DNA 損傷マーカーとしてのリボシルアデノシンの
検出
○髙村 岳樹1, 小笠原 楓1, 益谷 美都子2（1神奈川工科
大・応用化学, 2長崎大・医歯薬総合研究）
29AB-am314 糖尿病治療薬による酸化的 DNA 損傷増強効果
○大西 志保1, 水谷 秀樹2, 川西 正祐1（1鈴鹿医療大薬,
2
金城学院大薬）
29AB-am315 セレンの細胞障害性発現における Cys/Glu 輸送系の
関与
○戸邊 隆夫1, 松田 詩乃1, 岡本 誉士典1, 植田 康次1,
神野 透人1（1名城大薬）
29AB-am316 医薬部外品原料として用いる加水分解コムギタンパ
ク質の規格及び試験方法について
○五十嵐 良明1, 秋山 卓美1, 酒井 信夫1, 安達 玲子1,
手島 玲子2（1国立衛研, 2医薬品医療機器総合機構）
29AB-am317 薄層クロマトグラフィーによるアントシアニン系色
素の一斉分析法に関する研究
山田 真実1, ○松山 さゆり1, 竹田 アリス1, 那須 加菜1,
吉見 幸子1, 岡 尚男2, 古屋 浩太3, 森本 隆司3（1金城学
院大薬, 2金城学院大消費生活科学研究所, 3三栄源エ
フ・エフ・アイ）
29AB-am318 リアルタイム PCR 法を用いた生薬及び漢方処方エキ
スからの特定微生物の検出法
○田 園1, 小此木 明1, 高橋 隆二1（1クラシエ製薬漢方
研）
29AB-am319 カテキン類蛍光誘導体化反応における金属トリフ
ラート触媒による水系溶媒での反応性に関す
○岸 智裕1, 上村 昂史1, 橋本 侑樹1, 出口 雄也1, 長岡
恵1, 長岡 寛明1（1長崎国際薬）
29AB-am320 逆相系 HPLC による既存添加物・ゴマ油不けん化物
の成分規格の検討
○高橋 未来1, 井之上 浩一1, 西﨑 雄三2, 多田 敦子2,
杉本 直樹2, 佐藤 恭子2, 穐山 浩2（1立命館大薬, 2国立
衛研）

29AB-am336
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LCMS-IT-TOF を用いた危険ドラッグ成分 AMB にお
ける代謝物の同定
○古川 諒一1, 髙橋 ひかり1, 神山 恵理奈2, 多田 裕之2,
伊藤 哲朗2, 曽田 翠1, 北市 清幸1（1岐阜薬大, 2岐阜県
保環研）
29AB-am337 危険ドラッグの吸入暴露装置の開発と検証
○青木 悟1, 阿部 和正1, 高橋 瑠里子2, 光本（貝崎）明
日香1, 沼澤 聡1（1昭和大薬, 2神奈川科捜研）
29AB-am338 CPP 法を用いた危険ドラッグ成分の精神依存性評価
○阿部 和正1, 青木 悟1, 光本（貝崎）明日香1, 沼澤 聡1
（1昭和大薬）
29AB-am339 定量 NMR 法を利用した危険ドラッグ中の薬物の高
精度・迅速定量法
○立入 直紀1, 渡邉 摩美1, 畠山 周作1, 佐々岡 沙羅1,
齋藤 弘一1（1宮城県警科捜研）
29AB-am340 臭素化法による 2-,3-及び 4-methyl-αPyrrolidinobutiophenone の位置異性体識別
○藤井 広志1, Brian WATERS2, 原 健二2, 柏木 正之2,
松末 綾2, 久保 真一2（1九州麻取, 2福岡大医法医）
29AB-am341 メトキシジフェニジン類の合成と異性体識別
○石井 宏和1, 横山 敦志1（1岡山県警科捜研）
29AB-am342 α-PHP の尿中排泄期間の推定
○日下部 幸祐1, 石井 歩1（1神奈川科捜研）
29AB-am343 類似カチノン系指定薬物がマウスに与える影響
○高橋 瑠里子1, 光本 明日香2, 日下部 幸祐1, 石井 歩1,
沼澤 聡2（1神奈川県科捜研, 2昭和大薬）
29AB-am344 単回摂取した薬物の毛髪及び爪中濃度の経時変化
○桑山 健次1, 瀬川 尋貴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）
29AB-am345 π-π 相互作用を利用した LC/MS による乱用薬物 (2aminopropyl)benzofuran (APB) 類の異性体識別
○脇川 憲吾1, 合田 明永1, 白木 亮輔1, 毛利 和子1, 原
口 慎吾1, 砂原 絵理1, 久冨 健敏1（1福岡県警科捜研）
29AB-am346S ヘロイン慢性投与がマウス脳メタボロームに及ぼす
影響
○李 任時1, 石井 祐次1, 武田 知起1, 山田 英之1（1九大
院薬）
29AB-am347 コカインに対する呈色試験の改良
○辻川 健治1, 瀬川 尋貴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）
29AB-am348 GC-MS/MS によるブロモアンフェタミン類の位置異
性体識別
○井上 博之1, 根岸 祥子1,2, 中園 裕紀子1,2, 岩田 祐子1,
辻川 健治1, 大津留 修1, 宮本 和奈2,3, 山下 琢矢3, 糟谷
史代3（1科警研, 2テクノプロ, 3神戸学院大薬）
29AB-am349 バリア放電イオン化検出器付ガスクロマトグラ
フィーによる血中一酸化炭素の測定
○大森 毅1, 瀬戸 康雄1（1科警研）
29AB-am350 薬毒物試験法 II-4 向精神薬試験法 ブロムワレ
リル尿素
○寺田 賢1, 佐々木 千寿子2, 須田 功3, 殿岡 恵子4, 國
末 容子5, 篠塚 達雄4, 田中 榮之介6, 長谷川 智華1, 黒
崎 久仁彦1（1東邦大医, 2北里大医, 3競走馬理研, 4横浜
薬大, 5MST, 6昭和大医）
29AB-am351 薬毒物試験法 II-4 向精神薬試験法 ベンゾジア
ゼピン系誘導体
○佐々木 千寿子1, 寺田 賢2, 篠塚 達雄3, 村上 千香子1,
入江 渉1, 前田 一輔1, 中丸 尚美1, 阪本 桃子1, 中村
茂基1, 栗原 克由1（1北里大医, 2東邦大医, 3横浜薬大）
29AB-am352 薬毒物試験法 II-4 向精神薬試験法 抗痙攣薬お
よび抗てんかん薬
須田 功1, ○山田 雅之1, 木下 賢治1, 寺田 賢2（1競走馬
理研, 2東邦大医）
29AB-am353 薬毒物試験法 II-5 麻薬試験法 5・9 フェンタニ
ルおよび関連化合物（追加）
○金森 達之1, 山室 匡史1, 桑山 健次1, 辻川 健治1, 岩
田 祐子1, 井上 博之1（1科警研）

29AB-am354

薬毒物試験法 II-5 麻薬試験法 ピペラジン類
BZP 及び mTFMPP 尿試料からの試験
○片木 宗弘1, 佐々木 啓子1, 鎌田 寛恵1, 西岡 裕1, 三
木 昭宏1, 井上 博之2（1大阪府警・科捜研, 2科警研）
29AB-am355 薬毒物試験法 II-5．麻薬試験法 カチノン類 α-PVP
尿試料からの試験
○志摩 典明1, 松田 駿太朗1, 掛橋 秀直1, 辻川 健治2,
井上 博之2, 三木 昭宏1, 片木 宗弘1（1大阪府警・科捜
研, 2科警研）
29AB-am356 薬毒物試験法 II-8 麻酔薬試験法 局所麻酔薬（1）
○殿岡 恵子1, 成木 宣彦1, 本間 康1, 揚井 晃平1, 奥津
真由美1, 平子 希1, 木幡 順1, 國末 容子2, 寺田 賢3, 篠塚
達雄1（1横浜薬大, 2MST, 3東邦大医）
29AB-am357 薬毒物試験法 II-8 麻酔薬試験法 局所麻酔薬（2）
○國末 容子1, 佐々木 淑恵1, 吉澤 智恵子1, 殿岡 恵子2,
寺田 賢3, 篠塚 達雄2（1MST, 2横浜薬大, 3東邦大医）
29AB-am358 薬毒物試験法 II-11 農薬試験法 ネオニコチノイ
ド系農薬
○山室 匡史1, 太田 彦人1, 渡邉 大助1, 角田 紀子2（1科
警研, 2元科警研）
29AB-am359 薬毒物試験法 II-16. 生活用品試験法 界面活性
剤・洗剤の試験法
○中野 史保子1, 鎌田 寛恵1, 鎌田 徹1, 和田 美暁1, 井
上 博之2, 三木 昭宏1, 片木 宗弘1（1大阪府警察科捜研,
2
科警研）
29AB-am360 生活用品試験法 器具・容器包装および玩具試験法
植物油への総溶出物量
○河村 葉子1, 中西 徹2, 有薗 幸司3, 大野 浩之4, 尾崎
麻子5, 金子 令子6, 羽石 奈穂子7, 松井 秀俊8, 六鹿
元雄1, 村上 亮9（1国立衛研, 2日本食品分析セ, 3熊本県
大, 4名古屋市衛研, 5大阪市環科研, 6前東京健安研セ,
7
東京健安研セ, 8東洋製罐, 9日食協）
29AB-am361 食品成分試験法 食物アレルゲン（PCR 法による検
出）
○佐久間 智宏1, 酒井 信夫2, 石井 里枝3, 大坂 郁恵3,
岡本 正志4, 後藤 浩文1, 佐伯 憲一5, 手島 玲子6, 三野
芳紀7（1日本食品分析セ, 2国立衛研, 3埼玉衛研, 4神戸
学院大薬, 5金城学院大薬, 6医薬品医療機器総合機構,
7
大阪薬大）
29AB-am362 衛生試験法・注解 農薬等一斉分析法 ―LC/MS に
よる定性および定量（改訂）
○永山 敏廣1, 根本 了2, 小木曽 基樹3, 高取 聡4, 高野
伊知郎5, 松木 宏晃6, 望月 直樹7（1明治薬大, 2国衛研,
3
日本食品分析セ, 4大阪公衛研, 5都健安研セ, 6サント
リービジネスエキスパート, 7アサヒグループホール
ディングス）
29AB-am363 衛生試験法が果たした外房地域の活性化（1） 環境
NGO による衛生試験法の活用
○加瀬 年生1,2（1加瀬化検, 2SFJ）
29AB-am364S ラットにおける銀杏中毒原因物質による毒性発現の
性差（第 3 報）
○鎌田 裕介1, 鈴木 亜里紗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）
29AB-am365 ラットにおける銀杏中毒原因物質による毒性発現の
性差（第 4 報）
○石川 美香1, 鎌田 裕介1, 鈴木 亜里紗1, 吉村 昭毅1,
小林 大祐1, 和田 啓爾1（1北医療大薬）
29AB-am366 Vibrio vulnificus における外因性シデロフォア受容体
遺伝子の発現に関与する転写因子の作用機構につ
いて
○田邊 知孝1, 沖本 祥平1, 西森 大祐1, 宮本 勝城2, 辻
坊 裕2, 山本 重雄1, 舟橋 達也1（1松山大薬, 2大阪薬大）
29AB-am367 フルクトース摂取母ラットから生まれた成体雄性
ラットの疾病リスク評価と肝メタボローム解析
○深谷 睦1, 照屋 美子1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 堀 由
美子1, 日比野 康英1（1城西大・薬）
29AB-am368S 母ラット及び仔ラットのフルクトース摂取が肝臓で
の代謝に与える影響
○照屋 美子1, 深谷 睦1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 日比
野 康英1（1城西大・薬）
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Clozapine による 3T3-L1 前駆脂肪細胞分化誘導作用
の作用機序について
○佐久間 覚1, 孝田 哲也1, 藤本 陽子1（1大阪薬大）
ヒト脂肪細胞株の分化刺激と炎症刺激に対する α-マ
ンゴスチンの影響
○秋田 佳小里1, 大谷 菜摘1, 大山 あゆみ1, 山形 一雄1
（1日本大生物資源科学部）
TNFα による血管内皮細胞の機能不全及び老化誘導
に対するドコサヘキサエン酸の予防作用
○鈴木 爽花1, 秋田 佳小里1, 山形 一雄1（1日大生物資
源科学）
イソフラボン複合サプリメントの Ishikawa 細胞にお
ける LIF、TGFβ などの遺伝子発現に対する作用
鈴木 爽花1, 中島 野枝2, 影山 将克2, ○山形 一雄1（1日
本大生物（食品生命）
, 2ディーエイチシー（第二研究
所））
肥大化脂肪細胞の縮小化を示す新規ボンクレキン酸
類縁体とその応用
○竹本 幸未1, 岡﨑 裕之1, 石井 宏幸1, 水之江 来夢1,
田中 沙和1, 竹田 修三2, 松本 健司3,4, 新藤 充3, 荒牧
弘範1（1第一薬大, 2広島国際大薬, 3九大先導研, 4徳島
文理大薬）
マクロファージによるヌクレオリンを介したアミロ
イド β タンパク質の除去
○藤原 泰之1, 来栖 花奈1, 高橋 勉1, 三木 雄一1（1東京
薬大薬）
Momordica charantia extract における抗肥満物質の
探索
穂坂 槙子1, 白石 いずみ1, 原 早智子1, 今井 正彦1,
Alfarius Eko NUGROHO2, 森田 博史2, ○高橋 典子1
（1星薬大医薬研病態機能制御学, 2星薬大薬生薬）
糖化反応中間体 dihydropyrazine 類による actin 重合
抑制
○武知 進士1, 石田 卓巳1（1崇城大薬）
特定健康診査・保健指導による行動変容に関する追
跡調査
○川﨑 直人1, 緒方 文彦1, 松谷 定1（1近畿大薬）
Luteolin による NPC1L1 を介したコレステロール吸
収制御機構
○松本 直也1, 和田 卓也1, 上敷領 淳1, 瀬尾 誠1, 杉原
成美1（1福山大学）
群馬県産各種ブルーベリーの抗酸化能力の比較
○春日 優子1, 江面 美咲1, 内田 あすか1, 太田 昌子1,
矢野 友啓1（1東洋大生命科学）
ビタミン B 群を含む錠剤型健康食品の溶出試験
○上野 恵吾1, 山田 佳太2, 坂崎 文俊2（1幸生堂薬局,
2
大阪大谷大学）
ニトロトリプトファンおよび関連する芳香族ニトロ
化合物の変異原性についての検討
○池田 啓一1, 酒口 久尚1, 川崎 広明2, 小林 淳4, 須藤
絢音1, 渡辺 和人1, 山倉 文幸3（1北陸大薬, 2順大環境
医学研, 3順大国際教養, 4日獣大獣医）
スイセン調理品中の毒成分残留量
○藤本 啓1, 高橋 正幸1, 佐藤 正幸1（1道衛研）
腎がん細胞における CRIM1 膜タンパク質の機能
解析
○佐藤 真咲1, 杉山 晶規1, 小笠原 信敬1, 酒井 美香子1,
小西 かん菜1, 米澤 正1, 川崎 靖1, 宮城 洋平2, 高橋 悟3,
名取 泰博1（1岩手医大薬, 2神奈川がんセ臨床研, 3武
庫川女大薬）
尿細管上皮細胞でのリポタンパク質による脂質の運
搬機構
○川崎 靖1, 野里 佳世1, 熊谷 美穂1, 村上 明日香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・衛生）
メタボリックシンドロームによる肝臓での Foxa2 遺
伝子プロモーター領域の DNA メチル化変化
○高橋 伶歌1, 村井 誠文1, 川崎 靖1, 齋藤 有莉1, 小泉
友輝1, 三浦 陽香里1, 千葉 侑希1, 米澤 正1, 杉山 晶規1,
名取 泰博1（1岩手医大薬・衛生）
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霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）の抗疲労効果
○岩田 直洋1, 岡﨑 真理1, 神内 伸也1, 飯塚 博2, 日比
野 康英1（1城西大薬, 2野田食菌工業）
29AB-am370S 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 Ras ブロックメモリー増強作用併
用効果
○庄司 早織1, 岩田 直洋1, 神内 伸也1, 深谷 睦1, 飯塚
博2, 浅野 哲3, 岡崎 真理1, 日比野 康英1（1城西大薬,
2
野田食菌工業, 3国際医福大薬）
29AB-am371 霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）中の血糖上昇抑
制物質の探索
○吉岡 七枝1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 岡崎 真理2, 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）
29AB-am372 2 型糖尿病マウスの肝臓での中性脂肪蓄積の改善に
及ぼす霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）の作用
○神内 伸也1, 新藤 由梨1, 岩田 直洋1, 岡﨑 真理2, 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）
29AB-am373 霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）のマウスメラ
ノーマ細胞に対する抗腫瘍効果
○福原 千尋1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 岡崎 真理2, 飯
塚 博3, 日比野 康英3（1城西大・薬・医療栄養, 2城西大・
薬・薬, 3野田食菌工業）
29AB-am374 2 型糖尿病マウスモデルのインスリン抵抗性に関与
するセレンタンパク質の探索
○片岡 佑介1, 村野 晃一1, 堀切 優也1, 荻野 泰史1, 荒
川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1（1摂南大薬）
29AB-am375 Hepa 1-6 マウス肝癌細胞におけるセレンタンパク質
発現に対する細胞内レドックス状態の影響
○村野 晃一1, 西田 恒志郎1, 石田 ちあき1, 荻野 泰史1,
荒川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1（1摂南大薬）
29AB-am376 アミロイド β によるヒトアストロサイトーマ由来
U-251MG 細胞の増殖促進作用
○谷上 知絵理1, 奥野 智史1, 奥平 直毅1, 青木 大輔1,
荻野 泰史1, 荒川 友博1, 上野 仁1（1摂南大薬）
29AB-am377 2 型糖尿病モデル ob/ob マウスに対する有機カルコ
ゲン亜鉛錯体の抗糖尿病効果
○西口 貴之1, 吉川 豊1,2, 安井 裕之1（1京都薬大, 2神戸
女大）
29AB-am378S マウスを用いた非アルコール性脂肪性肝疾患
(NAFLD) の発症・進展予防に対するショウガ由来成
分の有用性
○池口 恵佳1, 石井 梨絵1, 藤原 章雄2, 藤本 悠佳1, 藤
原 慧1, 深谷 睦1, 小林 順1, 堀 由美子1（1城西大薬, 2熊
本大院 生命 細胞病理）
29AB-am379 易炎症性マウスを用いた未病に関与する診断ター
ゲットの探索
○秋山 晴代1, 長部 隆弘2, 根来 孝治2, 荒木 真由美3,
瀬戸山 央3, 青木 信義3, 渡邊 裕子1, 甲斐 茂美1, 中野
泰子2, 宮澤 眞紀1（1神奈川衛研, 2昭和大・薬, 3神奈川
産技セ）
29AB-am380 カルシウム欠乏卵巣摘出ラットを用いた永久硬水お
よび一時硬水の骨形成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）
29AB-am381 必須金属元素が及ぼす骨代謝への影響―卵巣摘出モ
デル動物に対する評価―
○新垣 あやね1, 小野寺 章2, 安井 裕之3, 吉川 豊1（1神
戸女子大, 2神戸学院大薬, 3京都薬大）
29AB-am382S コーヒーによる白内障抑制効果の検討
○石森 奈奈1, 中澤 洋介1, 多胡 めぐみ1, 岡 美佳子2,
竹鼻 眞1,2, 田村 悦臣1（1慶應薬大, 2横浜薬大）
29AB-am383 ビタミン D 受容体による大腸がん幹細胞の分子調節
機構
○寺崎 将1, 武藤 倫弘2, 増田 園子1（1北医療大薬, 2国
立がん研究セ・研・予防研究部）
29AB-am384 Vitamin E 類縁体は Caco-2 細胞に対する Curcumin の
増殖抑制作用を増強する
○孝田 哲也1, 佐久間 覚1, 藤本 陽子1（1大阪薬大）
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29AB-am408

29AB-am409

29AB-am410

29AB-am411

29AB-am412
29AB-am413

29AB-am414

29AB-am415

ナノマテリアル曝露による雄の生殖組織への移行性
評価
○泉 雅大1, 東阪 和馬1,2, 吉岡 靖雄1,3, 青山 道彦1, 難
波 佑貴1, 清水 雄貴1, 堤 康央1,2,4（1阪大院薬, 2医薬基
盤健栄研, 3阪大微研, 4阪大MEIセ）
単一粒子 ICP-MS 法による金属ナノ粒子分析に向け
た評価系の構築
○石坂 拓也1, 東阪 和馬1,2, 吉岡 靖雄1,3, 青山 道彦1,
西川 雄樹1, 真木 彩花1, 原田 和生1, 堤 康央1,2,4（1阪大
院薬, 2医薬基盤健栄研, 3阪大微研, 4阪大MEIセ）
ナノ銀粒子により誘導される金属アレルギー様症状
の発症に粒子径が与える影響評価
○和泉 夏実1, 吉岡 靖雄1,2, 東阪 和馬1,3, 青山 道彦1,
平井 敏郎1, 半田 貴之1, 衛藤 舜一1, 堤 康央1,3,4（1阪大
院薬, 2阪大微研, 3医薬基盤健栄研, 4阪大MEIセ）
獲得免疫に着目した、非晶質ナノシリカのハザード
同定
○衛藤 舜一1, 東阪 和馬1,2, 吉岡 靖雄1,3, 青山 道彦1,
半田 貴之1, 和泉 夏実1, 堤 康央1,2,4（1阪大院薬, 2医薬
基盤健栄研, 3阪大微研, 4阪大MEIセ）
ナノ銀粒子の 28 日間連日経鼻曝露による脳への影
響評価
○笠原 淳平1, 東阪 和馬1,2, 吉岡 靖雄1,3, 青山 道彦1,
田中 康太1, 西川 雄樹1, 真木 彩花1, 田熊 一敞4, 長野
一也1,2, 松田 敏夫1, 堤 康央1,2,5（1阪大院薬, 2医薬基盤
健栄研, 3阪大微研, 4阪大院歯, 5阪大MEIセ）
粒子径 10nm 銀ナノ粒子の安全性評価に関する検討
○小林 尚樹1, 磯田 勝広1, 長谷川 知也1, 秋元 義弘2,
平 裕一郎1, 平 郁子1, 石田 功1（1帝京平成大薬, 2杏林
大医）
タンパク質経皮感作に対する酸化チタンナノマテリ
アルの影響
○安達 玲子1, 木村 美恵1, 酒井 信夫1, 最上（西巻）
知子1（1国立衛研）
海洋深層水由来飲料中の各種鉱質成分含有量を用い
た多変量解析
○石田 七生1,2, 藤野 真歩1, 白川 直樹1, 船戸 裕樹1, 平
田 歩1,2, 阿部 譲朗1,2, 白石 久1,2, 仲井 めぐみ1,2, 八木
祐助1,2, 飯塚 美知郎1, 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）
Fe・Cu 欠乏食投与ラットの抗酸化能に及ぼす室戸海
洋深層水由来飲料の影響
○藤野 真歩1, 白川 直樹1, 石田 七生1,2, 船戸 裕樹1, 平
田 歩1,2, 阿部 譲朗1,2, 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, 宮村 充
彦1,2（1高知大病院薬, 2高知大院）
関節リウマチの治療効果及び患者の QOL 向上を期
待した温熱効果の有効性
○今井 希瑛1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大薬）
感染症罹患に対する生活スタイルの影響について
○大平 霞1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大薬）
インターネットを介して個人輸入されたシアリスの
真正性と品質に関する研究
眞田 智子1, ○吉田 直子1, 坪井 宏仁1, 木村 和子1（1金
沢大院医薬保）
インターネットを介して個人輸入されたフルコナ
ゾール製剤の真正性と品質に関する研究
大西 美宇1, 吉田 直子1, 坪井 宏仁1, ○木村 和子1（1金
沢大院医薬保）
インターネットを介して個人輸入されたオメプラ
ゾールの真正性と品質に関する研究
○杉浦 さくら1, 吉田 直子1, 谷本 剛2, 坪井 宏仁1, 木
村 和子1（1金沢大院医薬保, 2同志社女大）

3 月 29 日（火） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
環境科学
29AB-pm318

29AB-pm319

29AB-pm320

29AB-pm321

29AB-pm322

29AB-pm323

29AB-pm324

29AB-pm325

29AB-pm326

29AB-pm327

29AB-pm328

29AB-pm329

29AB-pm330
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ダイオキシンによる出生児の性成熟障害における芳
香族炭化水素受容体の役割
○武田 知起1, 中村 有沙1, 服部 友紀子1,2, 石井 祐次1,
山田 英之1（1九大院薬, 2学振DC）
ダイオキシンによる胎児期成長ホルモン低下と発育
障害の機構：aryl hydrocarbon receptor 欠損ラットを
用いた解析
○服部 友紀子1,2, 武田 知起1, 中村 有沙1, 石井 祐次1,
山田 英之1（1九大院薬, 2学振DC）
臭素化難燃剤 PBDE およびその代謝物による肝 UGT
遺伝子発現への影響
○清水 良1, 浦丸 直人2, 渡部 容子2, 太田 茂3, 北村
繁幸2, 杉原 数美1（1広島国際大薬, 2日本薬大, 3広島大
院医歯薬保）
ビスフェノール AF によるエストロゲンシグナルの
修飾：アゴニスト・アンタゴニスト作用
○岡﨑 裕之1, 高露（池田）恵理子1, 水之江 来夢1, 徳
安 美紀1, 石井 宏幸1, 垣添 和弘1, 谷口 彩1, 姫野 太一1,
竹田 修三2, 滝口 益史2, 原口 浩一1, 渡辺 和人3, 荒牧
弘範1（1第一薬大, 2広島国際大薬, 3北陸大薬）
生活用品等に含まれる精油成分の性ホルモン受容体
を介した作用
○武内 伸治1, 佐藤 正幸1, 小林 智1, 小島 弘幸1（1北海
道衛研）
パラベン、サリチル酸エステル及びフタル酸エステ
ルの核内受容体活性の構造活性相関
○津越 幸枝1, 谷川 悠華1, 渡部 容子1, 浦丸 直人1, 小
島 弘幸2, 北村 繁幸1（1日本薬大, 2北海道衛研）
ラット肝、小腸及び膵臓ミクロソームのフタル酸エ
ステルに対する加水分解活性の基質特異性
○森口 恭子1, 渡部 容子1, 杉原 数美2, 北村 繁幸1（1日
本薬大, 2広島国際大・薬）
マウス肝 aldehyde oxidase 発現への化学物質の影響
○佐川 誠昭1, 笹木 大地1, 秋本 有花1, 岡嵜 明穂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）
高周波電磁界ばく露による体温上昇と脳下垂体前葉
ホルモン遺伝子発現への影響
○高村 翠1, 岩波 洋子1, 伊澤 茉由1, 山田 三緒奈1, 中
川 佳奈1, 服部 研之1, 大谷 真1, 前田 満智子1, 王 建青3,
牛山 明2, 欅田 尚樹2, 石井 一行1（1明治薬大, 2保健医
療科学院, 3名工大）
二酸化チタンナノ粒子妊娠期曝露により胎仔に生じ
るマイクロ RNA 発現変動の解析
○立花 研1,2, 黒岩 法子3, 小島 稔郁3, 湯浅 珠恵3, 新海
雄介2, 梅澤 雅和2, 武田 健2（1日本薬大, 2東京理大・総
研・環境次世代, 3東京理大院・薬）
結核ワクチン BCG Tokyo172 サブタイプ間のレドッ
クス関連遺伝子の発現誘導の解析
小川 翔大1, 高見 篤郎1, 富田 陽香1, 徳田 美季1, 伊藤
佐生智1, 林 大介2, 山本 三郎2, 肥田 重明1, 小野嵜
菊夫1, ○瀧井 猛将1（1名市大院・薬・衛生化学, 2日本
BCG・中央研）
低用量の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
○田畑 真佐子1, 福田 紗希1, 萩原 伸2, 沼崎 理英3, 二
木 力夫3, 入江 美代子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）
カドミウムによるヒト大動脈血管内皮細胞の細胞死
様式の検討
○高橋 勉1, 松原 巧1, 三木 雄一1, 藤原 泰之1（1東京薬
大薬）

29AB-pm331

29AB-pm332

29AB-pm333S

29AB-pm334

29AB-pm335

29AB-pm336S

29AB-pm337

29AB-pm339S

29AB-pm340S

29AB-pm341

29AB-pm342

29AB-pm343S

29AB-pm344

29AB-pm345

29AB-pm346S 自動車排出粒子によるヒト鼻腔上皮細胞からのサイ
トカイン産生に関する解析
○谷口 甲介1, 小野寺 章1, 森川 ありさ1, 井崎 泰徳1,
川崎 真司1, 藤井 綾子1, 松田 慎也1, 屋山 勝俊1, 河合
裕一1（1神戸学院大薬）
29AB-pm347S 自動車排出粒子はマウスの攻撃行動を低下させる
○井崎 泰徳1, 小野寺 章1, 川崎 真司1, 谷口 甲介1, 藤
井 綾子1, 松田 慎也1, 森川 ありさ1, 屋山 勝俊1, 河合
裕一1（1神戸学院大薬）
29AB-pm348 PM2.5 の水溶性成分がマスト細胞株に及ぼす影響
（第 3 報）
○片岡 裕美1, 田鶴谷（村山）惠子2, 中村 智美1, 久貝
優季1, 園田 裕理1, 岡 加奈己1, 山下 沢1, 西川 淳一1
（1武庫川女大薬, 2第一薬大）
29AB-pm349 PM2.5 の水溶性成分がマスト細胞株に及ぼす影響
（第 4 報）
○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）
29AB-pm350 徳島市内における酸性ガス／PM2.5 のオンライン
分析
○髙木 直弥1, 並川 誠1, 田中 秀治1, 竹内 政樹1（1徳島
大薬）
29AB-pm351 埼玉県における大気中の微小粒子状物質と多環芳香
族炭化水素濃度
○村橋 毅1, 加藤 亜由美1, 紀戸 綾香1, 立花 研1, 樋口
敏幸1, 北村 繁幸1（1日本薬大）
29AB-pm352 中国の大気粒子が示すマクロファージ分化に対する
影響
戸次 加奈江1, ○伊藤 智彦2, 市瀬 孝道3（1国立保健医
療科学院, 2国環研, 3大分看護大）
29AB-pm353 微小粒子 PM2.5 の胎仔期曝露が出生仔の免疫系に与
える影響
○吉田 成一1, 嵐谷 奎一2, 市瀬 孝道1（1大分看科大,
2
産業医大）
29AB-pm354 PM2.5 と黄砂のアレルギーぜん息増悪作用における
LPS と活性酸素の役割
○市瀬 孝道1, 吉田 成一1（1大分看科大）
29AB-pm355S 黄砂飛散と大気中のタンパク及びエンドトキシン濃
度の関係
○古川 奈美1, クゥリバリ スレイマン1, 阿部 真帆1, 北
村 重晴1, 久保 裕希1, 河瀬 裕美1, 中大路 友亮1, 長谷
井 友尋1, 出口 雄也2, 渡辺 徹志1（1京都薬大, 2長崎国
際大薬）
29AB-pm356 室内空気中化学物質測定方法に関する基礎的検討
○竹熊 美貴子1, 三宅 定明1, 髙野 真理子1（1埼玉衛研）
29AB-pm357 タイ農村部におけるバイオマス燃焼調理に由来する
多環芳香族炭化水素類による室内空気汚染
○Walaiporn ORAKIJ1, 笠原 千栄子2, Yaowatat
BOONGLA1, Thanyarat CHUESAARD3, Thaneeya
CHETIYANUKORNKUL4, 唐 寧1, 早川 和一1, 鳥羽
明1（1金沢大院医薬保, 2金沢大薬, 3メジョー大, 4チェ
ンマイ大）
29AB-pm358 大規模交差点で捕集した大気中ナノ粒子に含まれる
多環芳香族炭化水素類の分析
○鳥羽 陽1, 加賀野井 祐一2, 本間 千春1, 唐 寧1, 早川
和一1（1金沢大院医薬保, 2金沢大薬）
29AB-pm359 室内空気中総揮発性有機化合物の分析法に関する
研究
○香川（田中）聡子1,2, 田原 麻衣子2, 斎藤 育江3, 武内
伸治4, 上村 仁5, 大貫 文3, 田中 礼子6, 竹熊 美貴子7, 中
野 いず美8, 永田 淳9, 酒井 信夫2, 五十嵐 良明2, 埴岡
伸光1, 神野 透人2,10（1横浜薬大, 2国立衛研, 3東京都健
安研セ, 4北海道衛研, 5神奈川衛研, 6横浜市衛研, 7埼
玉衛研, 8島津テクノリサーチ, 9島津製作所, 10名城大
薬）
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環境・衛生系薬学

29AB-pm338

水銀トランスポーター MerC を利用したメチル水銀
高蓄積性植物の作出
○曽根 有香1, 浦口 晋平1, 中村 亮介1, 高根沢 康一1,
清野 正子1（1北里大薬）
p62 の発現誘導とメチル水銀毒性防御機構の解析
○高根沢 康一1, 中村 亮介1, 曽根 有香1, 浦口 晋平1,
清野 正子1（1北里大薬）
メチル水銀に曝露した Jurkat 細胞におけるパーフォ
リン／グランザイム B 経路の活性化
○金 純子1, 吉田 映子1, 藤江 智也1, 山本 千夏2, 藤原
泰之3, 鍜冶 利幸1（1東京理大薬, 2東邦大薬, 3東京薬大
薬）
FITC 誘導接触性皮膚炎におけるマレイン酸ジブチル
のアジュバント作用
○黒羽子 孝太1, 松岡 毅1, 鈴木 若菜1, 小川 衿菜1, 小
林 香美結1, 今井 康之1（1静岡県大薬）
PC12 細胞の神経突起伸長に対するアリル炭化水素
受容体アゴニストの影響
○木下 由佳1, 中西 彩香1, 眞田 法子1, 木津 良一1（1同
志社女大薬）
PCB の新規代謝経路：ラット肝 Ms 等による 5MeSO-CB95、5-MeSO2-CB95 の代謝及び 5-MeSO2CB95 のキラル分析
黒木 広明1, ○島 貴寛1, 山田 健人1, 本丸 文菜1, 飯野
葵1, 戸田 晶久1（1第一薬大）
血管内皮細胞における FDP-lysine の外因系血液凝固
因子 Tissue Factor 産生への影響
○大河原 晋1, 中村 心一1, 和田 光弘1（1九州保福大薬）
トリブチルスズによる初期段階における eIF2 活性化
メカニズム
○岡村 知香1, 古武 弥一郎1, 増田 恭一1, 太田 茂1（1広
島大院医歯薬）
大型海洋ほ乳類を用いた有機フッ素化合物の肝臓蓄
積実態の解明
○木下 真璃伽1, 久我 歩佳1, 藤井 由希子1, 加藤 善久2,
木村 治3, 遠藤 哲也3, 太田 千穂4, 古賀 信幸4, 原口
浩一1（1第一薬大, 2徳島文理大香川薬, 3北医療大薬,
4
中村学園大栄養）
海藻食品に由来するヒト血液および尿中 6-OHBDE47 の抱合体
○高木 雅恵1, 森山 綾香1, 藤井 由希子1, 原口 浩一1,
太田 千穂2, 古賀 信幸2, 加藤 善久3, 木村 治4, 遠藤
哲也4（1第一薬大, 2中村学園大栄養, 3徳島文理大香川
薬, 4北医療大薬）
ヒスタミン簡易測定キット：スマートフォンを色差
計として動作するアプリケーションの開発（その 2）
○小栗 重行1, 小林 朋美1（1愛知学泉大学・家政）
淡水由来微生物 B-9 株の機能解明に関する研究（5）
B-9 株が含有する mlr 遺伝子クラスターの決定
○金 海燕1, Beata BOBER2, 疋田 清美2, 金田 典雄2, 辻
清美3, 原田 健一1,2（1名城大院総合学術, 2名城大, 3神
奈川衛研）
スウェーデン産業廃棄物処理場の表層土壌の変異原
性物質の検索
○高橋 明日香1, 吉村 亜季1, 繁多 敬久1, 大西 結衣1,
関 奈緒子1, 野村 春菜1, 長谷井 友尋1, ルンドステット
ステファン2, 渡辺 徹志1（1京都薬大, 2ウメオ大）
ヒト用医薬品の環境影響評価手法と設定値の妥当性
○西村 哲治1, 広瀬 明彦2, 鑪迫 典久3, 鈴木 俊也4（1帝
京平成大薬, 2国立医薬品食品衛生研, 3国立環境研,
4
東京都健康安全研究セ）
毒性試験データベースを用いた化学物質によって誘
発される肝肥大と薬物代謝酵素誘導との関連性に関
する研究
○柴田 郁弥1, 安部 賀央里1, 石原 佳奈1, 田村 空彌1,
長部 誠1, 頭金 正博1（1名市大院薬）

29AB-pm360

29AB-pm361

29AB-pm362

29AB-pm363

29AB-pm364

ラン藻の制御に関する研究（XXXX）ラン藻由来 βcyclocitral および関連化合物の生産挙動に関する研
究 ―SPME と溶媒抽出法―
○冨田 浩嗣1,2, Beata BOBER2, 山下 竜司2, 辻 清美3,
浅井 円花2, 藤瀬 大輝2, 原田 健一2,4（1愛知衛研, 2名城
大薬, 3神奈川衛研, 4名城大院総術）
ラン藻の制御に関する研究（XXXXI）津久井湖・相
模湖で観察された青色化現象に関する考察
有井 鈴江1, ○辻 清美2, 富田 浩嗣3, Beata BOBER1, 原
田 健一1,4（1名城大薬, 2神奈川衛研, 3愛知衛研, 4名城
大院 総術）
ラン藻の制御に関する研究（XXXXII）ストレス環
境下における Microcystis ラン藻の増殖と VOC 産生
への影響（2）
Beata BOBER1, 山下 竜司1, ○長谷川 真照1, 明壁
博彦1, 冨田 浩嗣2, 有井 鈴江1, 辻 清美3, 原田 健一4
（1名城大, 2愛知衛研, 3神奈川衛生研, 4名城大院 総術）
ラン藻の制御に関する研究（XXXXIII）電子顕微鏡
を用いた、VOC による Microcystis の溶藻挙動の観察
山下 竜司1, Beata BOBER1, 明壁 博彦1, 長谷川 真照1,
有井 鈴江1, 辻 清美2, ○原田 健一3（1名城大, 2神奈川
衛生研, 3名城大院 総術）
アンモニア態窒素を含む温泉水の残留塩素管理
○吉川 循江1, 堀切 佳代1（1横浜市衛研）

29AB-pm365

29AB-pm366

29AB-pm367

29AB-pm368

29AB-pm369

29AB-pm370

環境・衛生系薬学
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イオンクロマトグラフィーを用いた河川水中の過塩
素酸イオン分析法の検討
○成田 三紀1, 高野 恵万子1, 田中 秀治1, 竹内 政樹1
（1徳島大薬）
LC/MS/MS による都市河川水中のヒト用抗生物質の
分析法
○小杉 有希1, 渡邊 喜美代1, 鈴木 俊也1, 西村 哲治2
（1都研安研, 2帝京平成大薬）
大阪府内浄水場における要検討農薬類の検出状況と
浄水処理性
○高木 総吉1, 吉田 仁1, 安達 史恵1, 小泉 義彦1, 中島
孝江1, 田中 榮次1, 足立 伸一1（1大阪府公衛研）
市販飲料水中の溶存水素濃度の比較
小川 紗知1, 神保 洋平1, 林 拓也1, 宇佐見 則行1, ○木
村 敏行1（1北陸大薬）
ペルオキシ一硫酸カリウムと塩化ナトリウムからの
次亜塩素酸生成 ―反応速度の検討―
○立川 眞理子1, 橋本 晃樹1, 加藤 孝一1, 山中 健三1
（1日本大薬）
水中放電技術による殺菌効果、バイオフィルム抑制
効果
○山田 陽一1, 大田黒 功紘2, 平井 大士2, 西村 政弥3,
山口 幸子3, 齋藤 智己3, 香川 謙吉3, 塩田 澄子1, 土屋
友房2（1就実大薬, 2立命館大薬, 3ダイキン工業TIC）

医療系薬学（ポスター発表）
27AB-am062

3 月 27 日（日） 午前
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB

27AB-am063

新薬・剤形の開発
27AB-am050

27AB-am064

27AB-am065

27AB-am066

27AB-am067

27AB-am068

27AB-am069

製剤試験
27AB-am070

27AB-am071

27AB-am072

27AB-am073

27AB-am074
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がん性皮膚潰瘍臭改善薬メトロニダゾールゲルと他
剤との混合時における物性変化
○渡部 一宏1, 橋崎 要2, 松村 健太郎1, 藤井 まき子2
（1昭和薬大, 2日本大薬）
複数の多段インパクターを用いた各種流量における
吸入剤の粒度分布の比較
○吉田 寛幸1, 桑名 明美1, 柴田 寛子1, 伊豆津 健一1,
合田 幸広1（1国立衛研）
アセトアミノフェン坐剤からの主薬放出性の比較
○今井 公江1, 西田 祥史1, 村上 正樹1, 岩﨑 綾乃1（1摂
南大薬）
水及びエレンタールに懸濁・浸漬したメサラジン顆
粒の溶出性評価
○長谷川 彩薫1, 齊藤 順平1, 松本 沙耶香1, 徳永 秀美1,
赤羽 三貴1, 石川 洋一1（1国立成育医療研セ薬）
メトホルミン塩酸塩 250mg 錠の品質試験
○長谷川 直隆1, 後藤 智之1, 西村 里奈1, 小林 真理子1,
上野 和行1（1新潟薬大薬）

医療系薬学

ユビキチン・プロテアソーム経路を利用したプロテ
インノックダウン化合物の開発
○大岡 伸通1, 伊東 昌宏2, 奥平 桂一郎1,3, 永井 克典2,
柴田 識人1, 服部 隆行1, 長 展生2, 内藤 幹彦1（1国立衛
研, 2武田薬品, 3徳島大薬）
27AB-am051 水溶性高分子を用いた経口用ゲル化顆粒の調整と評
価 1―物理混合法による調製―
○鈴木 康太1, 中村 絢香1, 伊東 明彦1（1明治薬大）
27AB-am052 水溶性高分子を用いた経口用ゲル化顆粒の調製と評
価 2―粉砕混合法による調製―
○中村 絢香1, 鈴木 康太1, 伊東 明彦1（1明治薬大）
27AB-am053 アルギン酸ナトリウムを用いたゲルカプセルの徐放
性製剤としての有用性
○岸村 伸1, 江浦 將暉1, 竹内 由佳理1, 首藤 誠1, 小森
浩二1, 三田村 しのぶ1（1摂南大薬）
27AB-am054S 慢性裂肛に対する λ-カラギーナン（CG）を用いた徐
放性ジルチアゼム（DTZ）クリームの開発（5）―基
剤中における DTZ・λ-CG 複合体の安定性に関する
検討―
○大野 祥1, 下村 斉1, 八巻 康宏1, 島田 洋輔1, 後藤 了1,
青山 隆夫1（1東京理大薬）
27AB-am055S 抗血小板作用を目的としたアスピリンパッチの開発:
ラットに貼付後の血小板凝集能からの効果の検討
○福富 智美1, 香取 優介1, 松井 優香里1, 下村 斉1, 青
山 隆夫1, 安野 伸浩2, 赤木 祐貴3（1東京理大薬, 2関越
病院薬, 3横浜医療センター薬）
27AB-am056 化学療法及び化学放射線療法に伴う口内炎に対する
イブプロフェン含嗽剤の安全性と有効性を検討する
非盲検非対照第 I/II 相試験（第 I 相試験部分の結果
報告）
○五百蔵 武士1, 中川 勉1, 日比 徹2, 山本 和宏1, 西岡
達也1, 久米 学1, 槇本 博雄1, 平井 みどり1（1神戸大病
院薬, 2Pharma Seeds Create）
27AB-am057 口腔内カンジダ治療を目的としたフィルム製剤の開
発 その 2
○津嶋 愛1, 水谷 勝史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）
27AB-am058 細胞内可溶性発現抗体を鋳型としたイントラボディ
ライブラリの構築と評価
○井阪 亮1,2, 長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2, 向井
美穂1,2, 大須賀 絵理1,2, 竹谷 苑子1,2, 芳賀 優弥1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 堤 康央1,2,3（1阪大院薬, 2医薬基
盤健栄研, 3阪大MEIセ）
27AB-am059 関節リウマチ治療薬創製を目的とした抗 TNF-α 抗体
の機能改変に関する試み
○加藤 芳徳1, 山方 俊介1, 阿部 研太1, 大貫 智弘1, 片
岡 加奈1, 松本 准1, 廣澤 伊織1, 山田 治美1（1国際医福
大薬）
27AB-am060 シクロデキストリン／キトサンナノファイバーゲル
の創傷治癒促進効果
○安楽 誠1, 田渕 良1, 東 和生3, 伊福 伸介2, 庵原 大輔1,
上釜 兼人1, 小田切 優樹1, 平山 文俊1（1崇城大薬, 2鳥
取大院工, 3鳥取大獣医）
27AB-am061 特殊電解還元水および各種増粘剤を用いた界面活性
剤フリーエマルションの調製
○柳井 理沙1, 岡島 眞裕2, 和田 侑子1, 山﨑 紀子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）

特殊電解還元水を用いた防腐剤フリーゲルの調製と
レオロジー特性
○菅原 翼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）
特殊電解還元水を用いたケイ酸アルミニウムマグネ
シウムゲルにおけるアスコルビン酸安定性に及ぼす
粘度の影響
○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）
界面活性剤の皮膚刺激性予測における in vitro 細胞
膜モデルおよび細胞間脂質モデルの有用性
○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）
各種乳化剤を用いた安定な経腸栄養剤の調製とその
評価―人工胃液および人工腸液内での乳化粒子形態
とゼータ電位―
○澤 麻理恵1, 與田 昭一2, 和田 侑子1, 宮沢 伸介1, 山
﨑 紀子1, 菅野 敦之1, 下川 健一1, 石井 文由1（1明治薬
大, 2キユーピー）
リン脂質およびジェミニ型両親媒性化合物を用いた
混合ベシクル調製法
○藤﨑 智子1, 藤井 美佳1, 和田 侑子1, 宮沢 伸介1, 山
﨑 紀子1, 菅野 敦之1, 下川 健一1, 石井 文由1（1明治薬
大）
DPP-4 阻害薬ビルダグリプチンの経皮投与に関する
検討（II）～経皮吸収に及ぼすゼラチン基剤濃度の
影響～
○佐藤 世紀1, 丸山 友貴香1, 山口 慶子1, 新井 惠子1,
伊東 明彦1（1明治薬大）
DPP-4 阻害薬ビルダグリプチンの経皮投与に関する
検討（III）～Propylene Glycol 配合による経皮吸収性
への影響～
○丸山 友貴香1, 佐藤 世紀1, 山口 慶子1, 新井 惠子1,
伊東 明彦1（1明治薬大）
DPP-4 阻害薬ビルダグリプチンの経皮投与に関する
検討（IV）～Glycerol 添加による経皮吸収性への影
響～
○山口 慶子1, 佐藤 世紀1, 丸山 友貴香1, 新井 恵子1,
伊東 明彦1（1明治薬大）

27AB-am075

27AB-am076

27AB-am077

27AB-am078

アズレンスルホン酸ナトリウム含嗽希釈液の希釈法
に関する検討
○八木 健太1, 神崎 浩孝1, 田中 雄太1, 大内田 守2, 丸
尾 陽成1, 真鍋 洋平1, 小沼 利光1, 定金 典明1, 北村
佳久1, 千堂 年昭1（1岡山大病院薬, 2岡山大院 医歯薬
学総合研究科 分子遺伝学）
口腔内崩壊錠の添加物の配合と安定性について
○太田 美鈴1,2, 小柳 亜優1, 大西 耕太郎1, 荒川 基記1,
鈴木 直人1, 鈴木 豊史1, 伴野 和夫1, 日高 慎二1（1日本
大薬, 2あすなろ薬局）
ヒト皮膚およびブタ皮膚を用いたヘパリン類似物質
の透過性検討
松本 ひかり1, ○杉山 育美1, 佐塚 泰之1（1岩手医大薬）
テルミサルタン錠と一包化した際のアスピリン腸溶
錠における溶出率および含量の低下
○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, 福土 将秀1, 粟屋 敏
雄1,3, 田﨑 嘉一1（1旭医大病院薬, 2北海道薬大, 3市立
旭川病院薬）

27AB-am089

2 型糖尿病患者に対する 10 年間の処方推移
○金井 紀仁1,2, 宮下 紗季2, 赤沢 学2（1新座病院薬, 2明
治薬大）
27AB-am090 医療ビッグデータを用いた潰瘍性大腸炎の薬物治療
実態の解析
○岡安 源浩1, 吉山 友二1（1北里大薬 保険薬局学教
室）
27AB-am091 関節リウマチ患者における B 型肝炎ウイルス再活性
化の予防対策に関する予備的検討
○小林 公三郎1, 此村 恵子1, 赤沢 学1（1明治薬大）
27AB-am092S 抑うつ指標 K6 の年齢分布に関する検討
○森下 結1, 井出 和希1, 川崎 洋平1, 冨高 辰一郎1,2, 山
田 浩1（1静岡県大薬, 2パナソニック健康保険組合 健
康管理セ）
27AB-am093 乱用物質データベースの開発と薬物乱用防止啓発活
動への適用
○藪内 弘昭1（1耐久医療研究所）

調剤・処方監査・オーダリング
27AB-am094

薬剤疫学
27AB-am079

医療系薬学

喫煙が及ぼす臨床検査値の変動解析―脂質代謝への
影響―
○北村 文彦1, 杉浦 宗敏1, 中島 由紀1, 久米 敏文2, 久
米 晶子2（1東京薬大薬医薬品安全管理学教室, 2久米
医院）
27AB-am080 膠原病患者における骨粗鬆症に対する副甲状腺ホル
モン（PTH）テリパラチド製剤の治療継続状況と有
害事象調査
○小林 俊介1, 安 武夫1, 久保田 聡1, 細野 治2, 黒川
陽介1（1東大医科研病院薬, 2東大医科研病院アレル
ギー免疫科）
27AB-am081S 副作用報告データベース（JADER）を用いたデノス
マブの低カルシウム血症に対する行政施策の効果の
解析
○市原 麻由1, 佐井 君江2, 平澤 典保1, 斎藤 嘉朗1,2
（1東北大院薬, 2国立衛研）
27AB-am082 副作用報告データベースを用いた感染症併発と重症
薬疹および横紋筋融解症との関連解析
○佐井 君江1, 今任 拓也1, 深澤 ちさと2, 日野村 靖2,
斎藤 嘉朗1（1国立衛研, 2日本医薬情報センター）
27AB-am083 副作用報告データベースを用いた感染症併発と薬物
性肝障害及び間質性肺疾患との関連解析
○今任 拓也1, 佐井 君江1, 深澤 ちさと2, 日野村 靖2,
斎藤 嘉朗1（1国立医薬品食品衛生研究所, 2日本医薬
情報センター）
27AB-am084 医薬品副作用データベースを用いた急性膵炎発症リ
スクの解析
○平 雄文1, 大磯 茂1, 仮屋薗 博子1（1長崎国際大院薬）
27AB-am085 医薬品副作用データベースを用いたアナフィラキ
シー反応の誘発に関する化学構造情報解析
○阿部 剛1, 植沢 芳広1, 加賀谷 肇1（1明治薬大）
27AB-am086 患者背景情報および併用薬がオピオイドの呼吸抑制
発現リスクに与える影響
○海野 啓太1, 植沢 芳広1, 永井 純子1, 加賀谷 肇1（1明
治薬大）
27AB-am087 HMG-CoA 還元酵素阻害剤による横紋筋融解症発現
までの日数と各薬剤の薬物動態との関係
○髙木 彰子1, 小林 統2, 清野 敏一1, 中村 均1, 濃沼
政美1（1帝京平成大薬, 2帝京平成大現代ライフ）
27AB-am088 レセプトデータを利用したピボキシル基含有抗菌剤
による小児低血糖の発生頻度に関する研究
○建部 泰尚1,2, 白石 奈緒子4, 小山 敏広3, 村川 公央1,
北村 佳久1, 樋之津 史郎5, 千堂 年昭1（1岡山大病院薬,
2
岡山大院医歯薬薬効解析学, 3岡山大院医歯薬臨床
精神薬学, 4岡山大院医歯薬医薬品臨床評価学, 5岡山
大病院新医療開発センター）

27AB-am095

27AB-am096

27AB-am097

27AB-am098

27AB-am099

27AB-am100

27AB-am101

27AB-am102

27AB-am103

27AB-am104
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検査値を利用した調剤支援システムの構築と評価
○後藤 千寿1, 梅田 道1, 早見 知浩1, 堀 晃代1, 田中
和秀1, 小林 健司1, 水井 貴詞1, 佐橋 誠1（1岐阜市民病
院薬）
Excel のマクロ機能を活用した腎機能低下患者にお
ける適正投与量監査支援システムの作製について
○新井 栄吉1, 関根 仁1, 加藤 一良2（1我孫子聖仁会病
院薬, 2我孫子聖仁会病院院長）
高薬価経口慢性 C 型肝炎治療薬 ～薬局泣かせの
「28 日未満処方」の現状～
○福岡 勝志1, 高岡 淳1（1日本調剤）
昭和大学附属 8 病院連携による院外処方箋疑義照会
の統一プロトコール作成の成果
○仁尾 祐太1,2, 和田 紀子1, 宮坂 善之1,2, 櫻井 康亮1,
鈴木 絢子4, 田中 絵里子5, 今井 佳世6, 屋城 由樹2,8, 稲
田 洋子7, 吉川 雅之3, 星 茜1,2, 佐々木 忠徳1,2（1昭和大
病院薬, 2昭和大薬, 3昭和大東病院薬, 4昭和大藤病院
薬, 5昭和大リハ病院薬, 6昭和大北部病院薬, 7昭和大
歯科病院薬, 8昭和大豊洲病院薬）
第 1 世代抗がん剤調製ロボット CytoCare の評価
○安室 修1, 髙松 宏行1, 塚田 麻実1, 小倉 宏之1, 石塚
寛和1, 西川 和年1, 永井 淳子1, 舟越 亮寛1（1亀田総合
病院薬）
愛媛県内の病院薬剤師に対する半錠調剤の実態調査
○藤本 恵利加1, 高田 裕介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）
特定集中治療室における 24 時間リアルタイム監査体
制の導入
○高野 秀仁1, 谷本 唯1, 小守 陽介1, 谷口 さゆり1, 石
塚 寛和1, 安室 修1, 永井 淳子1, 舟越 亮寛1（1鉄蕉会亀
田総合病院薬）
薬剤師による手術用薬品調製への関与と評価
○矢内 一成1, 鈴木 博也1, 赤坂 和俊1, 松浦 正樹1, 久
道 周彦1, 小林 直也2, 志賀 卓弥2, 江島 豊2, 山内 正憲2,
眞野 成康1（1東北大病院薬, 2東北大病院麻酔科）
簡易懸濁法の用量調整への応用―バリキサ錠の小児
適用外において―
○乾 久美子1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1, 原田 努1, 倉田
なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
簡易懸濁法の小児に対する用量調整への応用～マグ
ミット錠を用いて～
○石井 菜月1, 佐々木 京香1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1,
原田 努1, 倉田 なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
タンニン酸アルブミンの製品間比較～帯電量調査～
○前田 志津子1, 手嶋 茂貴1, 田山 剛崇1, 安原 昌子2,3,
寺重 隆視4, 杉原 数美1, 佐和 章弘1,3, 三宅 勝志1,3（1広
島国際大薬, 2JA広島厚生連尾道総合病院薬, 3広島国
際大院薬, 4広島国際大工）

27AB-am105

27AB-am106

27AB-am107

27AB-am108

27AB-am109

注射薬処方鑑査の質向上を目指した情報一括管理処
方鑑査システムの構築
○鳥越 史宙1, 奥田 敏勝1, 村山 慶2, 高栁 和伸1（1倉敷
中央病院薬, 2トーショー）
免疫抑制剤タクロリムス散剤調剤時の飛散と汚染に
関する検討
○丸尾 陽成1, 神崎 浩孝1, 髙見 陽一郎2, 江川 孝2, 田
中 雄太1, 真鍋 洋平1, 村川 公央1, 小沼 利光1, 北村
佳久1, 千堂 年昭1（1岡山大病院薬, 2就実大薬）
処方監査における監査者の視線行動の評価
江藤 精二1, ○田口 奈保子1, 大庭 拓也1, 平田 佳菜子1,
藤井 泰郎1, 持井 基輝1, 五郎丸 剛1, 中道 上2（1福山大
薬, 2福山大工）
当院におけるチェックシートを活用した抗がん剤処
方監査システムの有用性評価
○高林 学1, 相澤 実里1, 大坪 謙一1, 西郷 智香1, 坂井
恵理子1, 和氣 拓也1, 坂梨 真穂1, 前田 夕貴1, 山下
諒祐1, 坂本 慎弥1, 大山 高廣1, 緒方 正輝1, 児島 強1, 本
田 義輝1, 齊藤 秀之1（1熊本大病院薬）
東海大学医学部八王子病院におけるシステム改良に
よる医療安全の向上
○大川 藍子1, 林 政和1, 添田 真司1, 渡邊 昌之1（1東海
大八王子病院薬）

27AB-am118

院内製剤「ウリナスタチン膣坐薬 1 万単位」の近赤
外分光法を用いた製剤学的検討
○岸野 亨1,3, 齋藤 健一1, 井上 嘉余子1, 井上 芳洋1, 大
塚 邦子2, 服部 祐介3, 大塚 誠3（1埼玉医科大総合医療
センター薬, 2横浜薬大 感染予防学研究室, 3武蔵野大
院薬）
27AB-am119 【演題取り下げ】
27AB-am120 歯肉部への局所麻酔注射による疼痛を緩和するため
の l-menthol の臨床評価
○安藤 崇仁1,3, 渡辺 多恵2, 下尾 嘉昭2, 江戸 清人1, 吉
田 久博3（1帝京大薬, 2マロ・クリニック東京, 3明治薬
大）

輸液・経腸栄養管理
27AB-am121

27AB-am122

院内製剤
27AB-am110

27AB-am123

27AB-am124

27AB-am125

薬品管理
27AB-am126

27AB-am127

27AB-am128

手術室における薬剤師業務（第 3 報）～常駐時間拡
大後の業務評価について～
○中島 文男1, 岩田 智樹1, 犬飼 真裕1, 竹田 優作1, 坂
井 克也1, 桜田 宏明1, 山村 益己1（1一宮市立市民病院
薬）
院内処方における処方薬再交付理由の調査と検討
○米澤 健1, 堤 順子1, 小林 啓子1, 飛永 たまみ1（1杠葉
病院薬剤部）
近距離通信を利用した持ち出し可能な服薬モニタリ
ングシステムの開発と評価
○星 憲司1, 青木 空眞1, 川上 準子1, 佐藤 憲一1, 浜田
康次2（1東北薬大, 2日医大）

医薬品情報
27AB-am129S JADER を用いた NSAIDs 起因性消化器障害の予防
についての検討
○杉田 郁人1, 野口 義紘1, 林 勇汰1, 吉田 阿希1, 江﨑
宏樹1, 齊藤 康介1, 臼井 一将1, 加藤 未紗1, 舘 知也1, 寺
町 ひとみ1（1岐阜薬大）
27AB-am130S 自発報告データベースを使用した高齢者における便
秘治療薬の安全性の検討
○林 勇汰1, 野口 義紘1, 杉田 郁人1, 吉田 阿希1, 江﨑
宏樹1, 齊藤 康介1, 臼井 一将1, 加藤 未紗1, 舘 知也1, 寺
町 ひとみ1（1岐阜薬大）
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タクロリムス坐剤 0.5mg のタクロリムス安定性に関
する検討
○佐藤 英治1, 中村 美貴1, 藤村 よしの1, 濱野 有里2,
國原 将洋2, 立花 広志2, 吉富 博則1（1福山大薬, 2福山
医療センター薬）
27AB-am111 レボチロキシンナトリウム坐剤の製剤学的安定性に
関する検討
○南 いく子1, 志田 あゆみ1, 山際 岳朗1, 大村 友博1, 中
川 貴之1, 中川 俊作1, 矢野 育子1, 松原 和夫1（1京大病
院薬）
27AB-am112 院内製剤としての AIM 用 2％酢酸液の新規申請に対
する当院での対応について
○山崎 肇1, 米田 勇太1, 和田 佳世子1, 藤本 史朗1, 松
本 数博1（1八尾市立病院薬）
27AB-am113 小児苺状血管腫に対するプロプラノロールゲルの製
剤学的検討
○吉澤 なぎ1, 高塚 博一1, 中澤 孝文1, 力久 直昭2, 鈴
木 貴明1, 有吉 範高1, 石井 伊都子1（1千葉大病院薬,
2
千葉労災病院）
27AB-am114 院内製剤であるベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル内用液の新規処方についての検討
○後藤 総太郎1, 殿村 直也1, 益﨑 千紗1, 赤瀬 麻希1,
石本 園子1, 平島 由香1, 白石 範子1, 齋藤 友里2, 坂本
美穂2, 岸本 清子2, 守安 貴子2（1都駒込病院薬, 2都健
安研セ）
27AB-am115 院内製剤であるベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル内用液の製剤安定性評価及び投与量中の有効成分
の定量
○齋藤 友里1, 坂本 美穂1, 岸本 清子1, 鈴木 郁雄1, 鈴
木 仁1, 守安 貴子1, 栗田 雅行1, 後藤 総太郎2, 赤瀬
麻希2, 平島 由香2, 白石 範子2（1都健安研セ, 2都駒込
病院薬）
27AB-am116S 六君子湯坐剤の院内製剤としての可能性とその調製
方法の検討
○西山 大青1, 村田 勇1, 杉野 雅浩1, 井上 裕1, 從二 和
彦1, 金本 郁男1（1城西大薬）
27AB-am117S アリピプラゾール含有グミ製剤の開発に関する研究
（第 4 報）―グミ製剤における官能的マスキングの
評価―
○中嶋 小百合1, 内田 信也1, 芝切 若奈1, 袴田 晃央2,
小田切 圭一2, 乾 直輝2, 渡邉 裕司2, 並木 徳之1（1静岡
県大薬, 2浜松医大医）

エルネオパ 1 号輸液中に混注された医薬品の安定性
に関する検討
○井上 裕文1, 竹本 敬一1, 久保 沙織1, 佐藤 英治1, 藤
村 よしの1, 山下 貴弘2, 熊谷 岳文2, 吉富 博則1, 伊達
有子1, 小嶋 英二朗1, 鶴田 泰人1（1福山大薬, 2ファー
マシィ）
エルネオパ 1 号輸液中に混注されたインスリンの含
量変化に関する検討
○藤村 よしの1, 服部 秀一1, 佐藤 英治1, 井上 裕文1,
山下 貴弘2, 熊谷 岳文2, 鶴田 泰人1, 吉富 博則1（1福山
大薬, 2ファーマシィ）
胃ろうカテーテルの継続使用に伴う細菌汚染に関す
る検討
○赤地 真実1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1, 原田 努1, 倉田
なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
簡易懸濁法による薬剤投与時の経腸栄養ライン閉塞
に関する研究 ―ISO 準拠のコネクタ導入に向けて―
○成島 万智1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1, 原田 努1, 倉田
なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
デパケン細粒 40％の懸濁液を粘稠にすることによる
経腸栄養チューブの閉塞回避
○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
のみね療育セ薬, 3徳島赤十字病院薬, 4第一薬大）

27AB-am131

医療系薬学

糖尿病治療薬使用と癌罹患リスクの関連性の解析
―有害事象自発報告データベースを用いて―
○細見 光一1, 浦田 佳奈子1, 藤本 麻依1, 髙田 充隆1
（1近畿大薬）
27AB-am132 厚生労働省公開 DPC データに基づいた地域がん医療
の現状分析の試み
○山本 恵里1, 田辺 公一1, 大津 史子1, 後藤 伸之1（1名
城大薬）
27AB-am133 ビッグデータを活用した医薬品有害事象の低減と分
子メカニズムの解明
長島 卓也1, 白川 久志1, 中川 貴之2, ○金子 周司1（1京
大院薬, 2京大病院薬）
27AB-am134S 有害事象自発報告データベースを用いた非アルコー
ル性脂肪肝炎(NASH)の原因薬剤の探索
○山口 美沙1, 河内 正二1, 木村 糸甫1, 濵口 常男1（1神
戸薬大）
27AB-am135S 調剤レセプトデータを用いた ARB 配合剤の後発品
切り替えへの影響
○小泉 聖人1, 此村 恵子1, 赤沢 学1（1明治薬大）
27AB-am136 電子味覚システムを用いたクロロゲン酸、カフェ酸、
キナ酸による医薬品の苦味抑制評価
○小島 穂菜美1, 中村 早貴1, 白石 早祐子1, 原口 珠実1,
吉田 都1, 内田 享弘1（1武庫川女大薬）
27AB-am137 インフォマティクスを用いた糖尿病治療薬の副作用
情報のビジュアル化と臨床応用～新薬を含めた 65 剤
の網羅的解析
○川上 準子1, 佐藤 千尋1, 林 誠一郎2, 星 憲司1, 佐藤
憲一1（1東北薬大, 2明治薬大）
27AB-am138 EudraVigilance を用いた市販後副作用報告の経時的
調査―糖尿病治療薬 SGLT2 阻害薬を例として
○青木 良子1, 鈴木 菜穂1, 前田 初代1, 丸野 有利子1,
天沼 喜美子1, 春日 文子1（1国立衛研）
27AB-am139 バレニクリンによる禁煙治療（VSCT）の自殺関連
有害事象（SRE）リスクと各種抗うつ薬治療との関
係及び VSCT の潜在リスクの評価
○秋元 勇人1, 大島 新司1, 根岸 彰生1, 大原 厚祐1,2, 大
嶋 繁1, 井上 直子1, 小林 大介1（1城西大薬, 2城西国際
大薬）
27AB-am140 フェニトイン使用患者の発作管理の失敗に及ぼす併
存症のリスク評価：FAERS 登録症例を用いた解析
○根岸 彰生1, 秋元 勇人1, 大原 厚祐1,2, 大島 新司1, 井
上 直子1, 大嶋 繁1, 大野 泰規3, 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）
27AB-am141 PMDA 副作用自発報告データベースを用いた副作用
症状の早期発見につながる発現時期の調査
○保坂 茂1, 延寿寺 恭子2, 根岸 彰生2, 大島 新司2, 秋
元 勇人2, 大原 厚祐2, 井上 直子2, 大嶋 繁2, 久津間 信
明1, 小林 大介2（1あさひ調剤, 2城西大薬）
27AB-am142S 新薬開発における母集団薬物動態解析結果の医療現
場への情報提供について
○渡邉 めぐみ1, 成川 衛1（1北里大薬）
27AB-am143S スイッチ OTC 化した消化器障害治療薬の重篤な有
害事象に関する薬剤疫学的解析
○吉田 阿希1, 野口 義紘1, 杉田 郁人1, 林 勇汰1, 江﨑
宏樹1, 齊藤 康介1, 臼井 一将1, 加藤 未紗1, 舘 知也1, 寺
町 ひとみ1（1岐阜薬大）
27AB-am144 茶飲料形態の機能性表示食品及び特定保健用食品に
関するヒト試験の比較解析
○齋藤 充生1, 佐藤 瑠津1, 堀口 花実1, 小田切 脩1, 亀
田 稜2, 林 譲1, 大室 弘美2（1帝京平成大薬, 2武蔵野大
薬）
27AB-am145S 抗アレルギー薬の催不整脈リスクに関する検討：in
vivo および in vitro 電気生理学的作用に基づいた統
合的評価
○小林 加寿子1,2, 相本 恵美1, 永澤 悦伸1, 高原 章1
（1東邦大薬, 2東邦大佐倉病院薬）
27AB-am146S 高齢者における肺炎球菌ワクチンのプログラム見直
しに対する批判的意見
○宅本 悠希1, 赤沢 学1, 五十嵐 中2（1明治薬大, 2東大
院薬）

27AB-am147

27AB-am148

27AB-am149

27AB-am150

27AB-am151

27AB-am152

27AB-am153

27AB-am154

27AB-am155

輸液 DI センターに寄せられた補正用電解質液に関
するお問い合わせ内容の分析
○星 泉1, 堀越 由里1, 津田 朋枝1, 竹林 佑花1, 吉岡 小
都子1, 佐々木 美由紀1, 岡崎 哲也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）
SGLT2 阻害薬からみた新規医薬品の副作用情報の不
足点と対応について
○中田 和宏1, 堀内 淳子2, 金井 紀仁3, 林 洋子4, 佐村
優5, 山岡 和幸6, 緒方 宏泰7（1越谷市立病院薬, 2腎移
植フォローセンター余丁町クリニック薬, 3新座病院
薬, 4関東労災病院薬, 5横浜総合病院薬, 6前橋北病院
薬, 7明治薬大（名誉教授））
クロロゲン酸による医薬品の苦味抑制効果に及ぼす
分子間相互作用の影響
○原口 珠実1, 白石 早祐子1, 川崎 郁勇1, 西出 喜代治1,
中村 早貴1, 小島 穂菜美1, 吉田 都1, 内田 享弘1（1武庫
川女大薬）
日中韓台の添付文書構造と薬物動態・副作用情報の
比較
○斎藤 嘉朗1,2, 佐井 君江1, 今任 拓也1, 頭金 正博3, 渡
邉 裕司4（1国立衛研・医薬安全, 2東北大・薬, 3名古屋
市大・薬, 4浜松医大・医）
医薬品情報提供文書の実態に関する研究
○西野 潤一1,2, 齋藤 佳恵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, 2ノバルティス
ファーマ）
添付文書の重大な副作用と物理化学的性質データの
関連性 ―重大な肝障害・腎障害―
○矢野 玲子1, 秋山 美季1, 藤原 有美子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）
医薬品リスク管理計画の現状と医療において活用す
る際の課題
○佐久間 ほなみ1, 田辺 公一1, 大津 史子1, 坂田 洋2,
後藤 伸之1（1名城大薬, 2春日井市民病院薬）
後発医薬品の銘柄指定処方は後発医薬品普及の妨げ
となっているのか？
○若林 進1, 田中 秀和2（1杏林大病院薬, 2あい調剤薬
局南町店）
患者向け医薬品情報及び患者向医薬品ガイドに関す
る実態調査
○山本 健1, 宮田 滉平1, 鈴木 榛華1, 黒澤 光1, 岡崎
光洋2, 浅田 和弘3, 須賀 万智4, 佐藤 嗣道5, 中村 敏明6,
古川 綾7, 折井 孝男8, 高橋 英孝9, 杉森 裕樹10, 中山
健夫11, 山本 美智子1（1昭和薬大, 2北大院薬, 3大原薬
品工業, 4慈恵医大, 5東京理大, 6福井医大病院薬, 7マ
ディア, 8NTT東日本関東病院薬, 9東海大医, 10大東文
化大, 11京大院医）

TDM
27AB-am156

27AB-am157

27AB-am158

27AB-am159
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ニロチニブの TDM に応用可能な酵素免疫測定法
○斉田 哲也1, 山本 雄大1, 進 正志1（1崇城大・生物生
命）
バンコマイシンの母集団薬物動態解析および初期投
与量に関する検討
○木下 怜子1, 前間 邦夫1,2, 原田 元1,3, 安河内 尚登4,
加唐 誠剛東1, 深江 真登1, 廣田 豪1, 家入 一郎1（1九大
院薬, 2公立八女総合病院薬, 3山口大病院薬, 4福岡こ
ども病院薬）
全自動前処理装置を用いた LC-MS/MS による薬物血
中濃度測定法の評価
○中北 和樹1, 川上 大輔2, 小原 直紘1, 新名主 カオリ1,
島本 裕子1, 和田 恭一1, 粉川 俊則1, 早川 直樹1, 桒原
健1（1国立循環器病研セ薬, 2島津製作所）
抗不整脈薬の血中濃度一斉分析法の構築と妥当性の
評価
○小原 直紘1, 島本 裕子1, 塚本 多矩1,2, 和田 恭一1, 粉
川 俊則1, 早川 直樹1, 桒原 健1（1国立循環器病研セ薬,
2
島津製作所）

27AB-am160

27AB-am173

同種造血幹細胞移植時におけるシクロスポリンの血
中濃度/投与量（C/D）比に影響を与える因子の検討
○清住 友香1, 尾田 一貴1, 叶 朋子1, 井上 明威2, 松野
直史2, 田中 順子1, 城野 博史1, 児島 強1, 齋藤 秀之1
（1熊本大病院薬, 2熊本大病院医）
27AB-am174 HPLC を用いたリバーロキサバンの血中濃度測定法
の検討
○藤川 朋哉1, 和田 友香里1, 加藤 隆児1, 井尻 好雄1,
林 哲也1（1大阪薬大）

薬剤管理指導（病棟服薬指導）
27AB-am175

27AB-am176

27AB-am177

27AB-am178

27AB-am179

27AB-am180

27AB-am181
27AB-am182

27AB-am183
27AB-am184

持参薬の確認状況
○生江 香1, 高石 里沙1, 仲村 健吾1, 光山 佳奈1, 森田
雅之1, 篠原 理美1, 島田 薫1, 高橋 菜都美1, 矢作 美幸1,
田村 健1, 浦野 真理子1, 岡本 卓也1, 平山 顕子1, 藤田
晃則1, 加瀬 哲也1, 津崎 理恵1, 菊池 輝幸1, 清水 豊子1,
市原 純子1, 吉田 一彦1（1千葉メディカルセンター薬）
薬剤師による持参薬データ登録方法の構築とその取
り組みについて
○小板橋 秀正1, 市川 訓1, 矢野 忠1, 林 順裕1, 橋本 昌
宣1, 羽村 康一1, 小澤 豊一1, 宮坂 宗男1（1東海大病院
薬）
グラニセトロン投与量の減量に伴う患者に与える影
響調査
○寺田 友子1, 伊東 輝美1, 藤村 拓也1, 相馬 まゆ子1,
佐々木 洋一1, 今田 愛也2, 猪爪 信夫2（1天使病院薬,
2
北海道薬大）
薬剤師のための処方提案支援システムの開発～薬学
的管理記録データベースと臨床試験データベースを
つなぐ試み～
○松井 布美1, 大西 優香里1, 鈴木 信世1, 広田 瑞季1,
石井 杏奈1, 西岡 佐和子1, 河原 栞1, 小茂田 昌代1（1東
京理大薬）
入院患者の処方変更の実態調査による薬物療法適正
化への取り組み
○高塚 亮1, 庄野 あい子2, 富岡 佳久3, 大木 稔也1, 今
井 博久4, 佐藤 秀昭1（1イムス三芳総合病院薬, 2明治
薬大, 3東北大院薬, 4国立保健医療科学院）
病棟薬剤業務の効率化に向けた支援システムの評価
○伊賀 久美1, 飛鷹 範明1, 田坂 友紀1, 木村 博史1, 安
永 大輝1, 田中 守1, 田中 亮裕1, 荒木 博陽1（1愛媛大病
院薬）
地方急性期病院における持参薬の廃棄
○田中 敏1, 佐藤 益男1（1みやぎ県南中核病院薬）
クロザピン（クロザリル）の処方状況調査
○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）
当院整形外科病棟における処方支援システムの評価
○古川 涼香1, 岡本 知子1（1広島鉄道病院薬）
TAE 患者の標準ケア計画における薬剤師の役割
○岸本 歩1, 井上 咲姫1, 中西 剛志1, 吉野 宗宏1, 田中
三晶1（1NHO姫路医療センター薬）

薬剤管理指導（外来服薬指導）
27AB-am185

27AB-am186

27AB-am187
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つくし調剤薬局芥見店での認知症患者への貼付剤服
薬指導について（第 2 報）
○森 厚司1,2, 古田 友梨1, 太田 淳子1, 丹羽 知恵子1, 丹
羽 良子1, 吉田 和美1, 澤田 敏成2, 山本 有人2（1ミック
つくし調剤薬局芥見店, 2ミック岐阜支店）
糖尿病患者における服薬アドヒアランスとお薬手帳
活用の実態調査
長谷川 桃子1, 大友 隆之1, ○山田 純司1, 粟根 尚子2,
梶 邦成2, 松下 隆哉2, 大野 敦2, 植木 彬夫2（1東京薬大
薬, 2東京医大八王子医セ）
ステロイド吸入剤に対する患者意識調査～うがいと
息止め、デバイストラブルについて～
○髙井 謙1, 山内 信哉1, 小笠原 慈夫2（1やまぶき薬局,
2
創志白澤会）

医療系薬学

潰瘍性大腸炎患者におけるタクロリムスの母集団薬
物動態解析
○熊埜御堂 沙英1, 田中 潤1, 篠崎 公一1, 小林 拓2, 竹
内 修3, 黒沼 智3, 梅田 智子2, 豊永 貴彦2, 斉藤 詠子2,
中野 雅2, 芹澤 宏2, 渡辺 憲明2, 渡辺 由紀2, 石橋 と
よみ2, 石田 祥一2, 日比 紀文2, 斉藤 太寿4, 小林 義和4,
斉藤 雅俊4（1北里大薬薬物動態学教室, 2北里研究所
病院IBDセ, 3北里研究所病院バイオメディカルラボ,
4
北里研究所病院薬）
27AB-am161 不定間隔の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
○門馬 優紀1, 小林 宏司1, 青山 隆彦1, 松本 宜明1（1日
本大薬）
27AB-am162 抗結核薬多剤投与患者におけるリファンピシンの酵
素誘導に関する研究
○深澤 弘樹1, 伊藤 瑚乃美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国立病院機構東京
病院）
27AB-am163 バンコマイシンの母集団薬物動態モデルの更新
○野中 葉月1, 篠崎 公一1, 平岡 聖樹1, 鈴木 幸男2, 斎
藤 太寿3, 小林 義和3, 斎藤 雅俊3（1北里大薬薬物動態
学教室, 2北里大薬生体制御学教室, 3北里研究所病院
薬）
27AB-am164S 微量採血法を用いたテオフィリンの TDM 実用化に
むけて
○藤井 千香子1, 島崎 花梨1, 亀和田 有紗1, 田内 淳子1,
阿部 昌代1, 西村 友希1, 飯塚 瑞穂1, 歌田 優佳1, 松本
邦洋1, 大野 恵子1, 岸野 吏志1（1明治薬大）
27AB-am165 肺 Mycobacterium avium complex 症治療薬の薬物動
態に関する基礎的検討
○小坂 由実1, 菊田 せいら1, 脇田 千実1, 黒田 裕子1,
松元 一明1, 木津 純子1（1慶應大薬）
27AB-am166 HPLC を用いたヒト血漿中ダプトマイシン濃度測定
法の確立
○眞栄城 安貴1, 曽田 翠1, 片桐 七海1, 鈴木 昭夫2, 小
林 亮2, 丹羽 隆2, 鈴木 景子2, 吉田 省造3, 小倉 真治3,
伊藤 善規2, 北市 清幸1（1岐阜薬大, 2岐阜大病院薬,
3
岐阜大医高次救命救急センター）
27AB-am167 レボフロキサシン濃度モニタリングを目指した
ELISA の開発
○吉村 美沙希1, 大磯 茂1,2, 森永 紀1,2, 宇都 拓洋1,2, 正
山 征洋1,2, 仮屋薗 博子1,2（1長崎国際大薬, 2長崎国際
大院薬）
27AB-am168 透析患者のロスバスタチン血中濃度に及ぼす影響因
子の解析
○冨坂 由衣1, 甲斐 夢花1, 柴田 隆司1, 小野 浩重1, 近
森 正昭2, 筒井 由佳2, 加地 弘明1（1就実大薬, 2近森病
院）
27AB-am169 プロピオン酸ベクロメタゾンおよびその代謝物の血
漿中濃度測定系の確立
○後藤 梓沙1, 岸上 さやか1, 脇田 瑠璃1, 林 寛子2, 北
川 順一3, 曽田 翠1, 鈴木 昭夫2, 鶴見 寿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、
血液内科）
27AB-am170 薬剤師病棟常駐によるバンコマイシン注の適正使用
への貢献に関する調査
○髙橋 和紗1, 江川 裕之1, 川邉 康平1, 松木 勇樹1, 鈴
木 優司1（1東海大大磯病院薬）
27AB-am171 LC-MS/MS を用いた血漿中フェンタニル測定法の
確立
○小瀬本 孟1, 杉山 陽子2, 尾藤 里奈1, 三谷 健人1, 曽
田 翠1, 小林 亮3, 鈴木 昭夫3, 塚本 桂1, 伊藤 善規3, 飯
田 宏樹2, 北市 清幸1（1岐阜薬大, 2岐阜大院医, 3岐阜
大病院薬）
27AB-am172 薬物のタンパク結合置換現象を利用した血液透析時
の尿毒症物質除去に関する研究
○瀬戸口 奈央1, 髙村 徳人1, 緒方 賢次1, 徳永 仁1, 川
井 恵一2（1九州保福大, 2金沢大院保健）

27AB-am188

医療系薬学

院内外来処方服薬指導チェックリストの導入と有用
性評価
○大口 藍子1, 髙橋 泰統1, 守田 美奈子1, 荒川 敏洋1,
白木 茂博2（1中日病院 薬, 2中日病院 院長）
27AB-am189 運転注意喚起薬剤に対する薬剤師の指導現状と服薬
指導パスの検討
○長谷川 芽萌1, 柴﨑 淳2, 石井 知美2, 渋谷 清1,2, 青木
学一1,2, 安藤 航1,2, 塩見 めぐみ1,2, 田中 庸一1,2, 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）
27AB-am190 飲んでみた！ … 小児科領域におけるいくつかの
散薬と飲食品混合後の味の変化について
○新敷 祐士1, 菊地 萌未2, 田中 壮周2, 酒井 十月1,
佐々木 寛1, 西本 久美子1, 水島 教之1（1水島薬局, 2北
海道薬大）
27AB-am191 C 型慢性肝炎治療薬ソホスブビルの服薬支援の評価
○飯塚 敏美1, 吉川 昌美1, 堀口 雅巳1（1望星薬局）
27AB-am192 地域包括診療料算定への薬剤師の取り組み ～薬剤
師外来始動～
○三浦 岳彦1, 田嶋 友子1, 松本 舞1, 新門 小百合1, 中
野 公1, 壽 伸一郎1（1天陽会中央病院薬）
27AB-am193 コンタクトレンズ装着時の点眼可否判断に関する
調査
○田村 幸恵2, 山口 友希1（1総合メディカル, 2総合メ
ディカルそうごう薬局桜台店）
27AB-am194 がん患者さまへの投薬コミュニケーション向上の為
の取り組み
○小池 香織1, 臼井 美恵1, 北野 亜紗美1, 外山 陽子1
（1クオール薬局）
27AB-am195 薬剤師による外来診療支援の実施と評価（心臓血管
外科と循環器内科での取り組みについて）
○栗村 朋子1, 西岡 達也1, 久米 学1, 槇本 博雄1, 平井
みどり1（1神戸大病院薬）
27AB-am196S 精神科外来患者の服薬実態
○奥田 英人1, 岩崎 克典1, 神村 英利2（1福岡大薬, 2福
岡大筑紫病院薬）
27AB-am197 がん専門薬剤師と精神科専門薬剤師との協働が有益
であった腎血管筋脂肪腫の 1 例
○江角 悟1, 鍛治園 誠1, 林 瑶子1, 正岡 康幸1, 北村
佳久1, 千堂 年昭1（1岡山大病院薬）
27AB-am198 SGLT2 阻害薬の適正使用を目的とした服薬指導につ
いての検討
○安原 直紀1, 藤井 宏美1, 管 勇貴2, 重本 亮2, 阿武
孝敏2, 川﨑 史子2, 越智 宣昭3, 加来 浩平2, 監物 英男1
（1川崎医大附属川崎病院薬, 2川崎医大総合内科学1,
3
川崎医大総合内科学4）

27AB-am203

27AB-am204

27AB-am205

27AB-am206

27AB-am207

27AB-am208

27AB-am209

27AB-am210

27AB-am211

27AB-am212

27AB-am213

調剤薬局・在宅医療・地域医療
27AB-am199

薬剤師の香り、アロマセラピーの関心度および利用
に関する調査
○梅田 純代1, 柳本 ひとみ1, 黒澤 菜穂子1（1北海道薬
大）
27AB-am200S ワルファリンと OTC かぜ薬の相互作用に関する患者
の行動意識と使用実態調査
○上田 祥貴1, 宮崎 智子1, 飯塚 敏美2, 川上 美好1, 吉
山 友二1（1北里大薬 保険薬局学, 2望星大磯薬局）
27AB-am201 サポート薬局制度を利用した在宅訪問の試み
○山岸 聖1, 寶田 信雄2, 赤塚 浩明3, 米谷 真由美4, 村
上 純弥5, 升 弘之6, 藤谷 修平1, 坂倉 昭彦1, 岸川 幸生7
（1いまいメディカルグループ, 2やまと町調剤薬局, 3大
野田オレンジ薬局, 4おきの中央薬局, 5新田調剤薬局,
6
長町オレンジ薬局, 7東北薬大 臨床薬剤学教室）
27AB-am202 薬局薬剤師による在宅医療の現状と今後の課題に関
する検討
○榎本 和哲1, 栗田 真理子2, 渡辺 龍太2, 飯田 義隆2,
小関 珠美1, 足立 茂1, 宮沢 伸介1（1明治薬大･地域医
療コース, 2蘭調剤薬局）

27AB-am214

27AB-am215

27AB-am216

27AB-am217

27AB-am218
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介護施設利用者の骨密度測定および ADL 向上への
応用
○山﨑 紀子1,2, 三宮 弓佳2, 中島 正登1, 石井 文由1,2
（1明治薬大附属薬局, 2明治薬大・地域医療コース）
スイッチ OTC 医薬品と医療用医薬品の患者費用負
担比較と点眼容器の使用性に関する研究
○中島 正登1, 森川 沙央理2, 山﨑 紀子1,2, 石井 文由1,2
（1明治薬大附属薬局, 2明治薬大・地域医療コース）
白内障患者の薬袋記載文字に関する最適色調の提案
○川崎 創1, 山崎 紀子1, 菅野 敦之1, 宮沢 伸介1, 下川
健一1, 石井 文由1（1明治薬大）
セルフメディケーション推進のためのスイッチ OTC
医薬品に関する意識調査
○原 北斗1, 山﨑 紀子1, 菅野 敦之1, 宮沢 伸介1, 下川
健一1, 石井 文由1（1明治薬大）
女性好発疾患に対する若年層の意識と今後の課題に
関する検討
○佐藤 朱音1, 宮沢 伸介1, 菅野 敦之1, 山﨑 紀子1, 下
川 健一1, 石井 文由1（1明治薬大）
薬局薬剤師によるトリアージの実態調査と今後の課
題に関する検討
○大塚 美帆1, 宮沢 伸介1, 菅野 敦之1, 山﨑 紀子1, 下
川 健一1, 石井 文由1（1明治薬大）
点眼剤容器の指圧力による定量的評価
○後閑 裕介1, 和田 侑子1, 野澤 充2, 隅田 如光3, 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,
3
資生堂）
薬剤師による健康チェックと健康相談会がもたらす
健康支援効果
○円入 智子1,2, 和田 侑子1,2, 高田 智生2, 小泉 茉莉江1,
和田 佳子1, 後閑 裕介1, 藤崎 智子1, 下川 健一1, 石井
文由1（1明治薬大, 2ウエルシア薬局）
先発医薬品と後発医薬品における製剤比較研究
XII ―ジクロフェナクナトリウム含有貼付剤におけ
る最適な適正選択基準の選択―
○元日田 阿子1, 和田 侑子1, 野澤 充2, 後藤 美穂2, 菅
野 敦之1, 宮沢 伸介1, 山﨑 紀子1, 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）
医師・薬剤師協働による検体検査を利用した薬局健
康フェア開催の取り組み
○浦野 公彦1, 恒川 由已1, 芳賀 祐一1, 廣田 愛祐子1,
堺 陽子1, 後藤 徹2, 下島 崇寛2, 村瀬 賢治3, 國正 淳一1
（1愛知学院大薬, 2ファースト調剤薬局, 3むらせファミ
リークリニック）
在宅医療における薬剤師の認知度に関する検討
○赤岩 沙樹1, 高橋 恵美利1, 小見 暁子1, 加藤 海彩1,
大塚 正也1, 木村 陽祐1, 土井 信幸1（1高崎健康福祉大
薬）
「かかりつけ薬局」になるために
○井原 綾子1, 山﨑 静1, 橋本 伸枝1, 福岡 勝志1（1日本
調剤）
薬局満足度調査結果における好成績は「レセプショ
ニスト研修」の影響か？
○山﨑 静1, 井原 綾子1, 橋本 伸枝1, 福岡 勝志1（1日本
調剤）
薬剤師による患者の居宅における薬剤管理業務の国
際的な文献検討
○村岡 千種1,2（1北海道薬大, 2岐阜大院医）
EX 手帳を用いた COPD 病薬連携の試み（第 1 報）
○原田 光枝1, 鮏川 安祐2, 永井 美奈子3, 中山 妙子4,
平井 千晶5, 川﨑 祐子6, 横井 愛7, 石丸 雄基8, 菊原
菊子7, 福田 恵子1, 日野 光紀9（1日本医科大千葉北総
病院薬, 2アイン薬局, 3あけぼの薬局, 4幸田薬局, 5さく
ら薬局, 6たから薬局, 7薬局マツモトキヨシ, 8ヤックス
ドラッグ, 9日本医科大千葉北総病院呼吸器内科）
在宅胃瘻患者におけるカテーテルチップ型シリンジ
の滑りの悪化原因の検討及び評価
○赤井 優文1, 小西 麗子1, 小森 浩二1（1摂南大薬）

27AB-am219

27AB-am233

散剤・顆粒剤の口腔内残留に関する研究について
○鈴木 里香1, 石崎 晶子2, 弘中 祥司2, 藤田 吉明1, 村
山 信弘1, 原田 努1, 倉田 なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大
薬, 2昭和大歯）
27AB-am234 患者・市民から薬局薬剤師への「ありがとう」経験
はどの程度か
○堀 里子1,2, 三木 晶子2, 佐藤 宏樹2, 澤田 康文2（1東
大院情報学環, 2東大院薬）
27AB-am235 がん治療にかかわる医療従事者の育成を目指して
―アイン薬局西新宿店の取り組み 西新宿・がん治
療研究会―（第二報）
○畔柳 裕一1, 西島 千晶1, 勝然 千尋1, 大熊 祐美1, 菊
地 佳奈1, 福田 喜彦1, 藤枝 正輝2, 長谷川 佳孝3, 月岡
良太3, 森澤 あずさ3, 大石 美也3（1アインファーマシー
ズ アイン薬局西新宿店, 2アインファーマシーズ, 3ア
インホールディングス）
27AB-am236 OTC 医薬品服用後の来局者と薬剤師の関与について
の調査研究
○鈴木 千裕1, 柴田 佳太1, 石田 麻緒1, 中澤 聖人1, 川
又 大樹2, 平野 統久2, 倉田 なおみ1（1昭和大薬, 2スギ
薬局）
27AB-am237 アンケート調査に基づく腎機能低下を示す糖尿病患
者プロファイルの解析
○澤井 祐香1, 星 祐樹2, 菊地 友佳子2, 近藤 沙織2, 高
井 友子2, 植沢 芳広3（1明治薬大・地域医療コース, 2日
生薬局, 3明治薬大）
27AB-am238 老人保健施設における専任薬剤師の役割
○東原 和美1, 岩井 和美2, 福田 美紗子2, 後藤 佳子2,
中田 裕久1（1バプテスト老人保健施設医務部, 2バプ
テスト老人保健施設看護部）
27AB-am239 ドラックストア主導によるセルフ口腔ケアの普及に
関する検討
○桑野 紗子1, 鈴木 育子1, 溝口 優1, 重山 昌人1（1横浜
薬大）
27AB-am240 薬剤師による腹膜透析療法への関わり（第 3 報）
○酒井 理予1, 高橋 範光1, 倉野 恵美1, 尾崎 昌大1, 三村
一平1, 添田 真司1, 角田 隆俊2, 渡邊 昌之1（1東海大八
王子病院薬, 2東海大八王子病院腎内分泌代謝内科）
27AB-am241 在宅医療の推進と医療用麻薬の供給体制
○串田 一樹1, 藤巻 洋子2, 渡辺 陸子2, 吉野 昴生3, 大
久保 亮平3, 関口 愛3, 上鶴 裕3, 前田 桂吾4, 廣原 正宜1
（1昭和薬大, 2丈夫屋メディカル薬局, 3CFSコポレー
ション, 4フロンティアファーマシー）
27AB-am242 保険薬局における検査値情報を活用した処方鑑査と
疑義照会の標準化
○廣瀬 智恵1, 中村 新一1（1同仁会薬局）
27AB-am243 地域医療連携を目指した大学病院から地域病院への
薬剤師派遣の試み
○佐藤 雄己1, 田中 望洋2, 犀川 哲典2, 大久保 健作2,
伊東 弘樹1（1大分大病院薬, 2大久保病院）
27AB-am244S かかりつけ薬局に対する学生の意識調査
○池田 裕1, 磯崎 泰也1, 大道 恒輝1, 野澤 真由1, 木村
恭輔1（1日本薬学生連盟）
27AB-am245 多職種連携における医療・介護従事者のコミュニケー
ション向上のためのアンガーマネジメント
○髙橋 直子1,2,3, 安藤 俊介3, 松野 純男1, 伊藤 栄次1,
高橋 裕子2（1近畿大薬, 2奈良女大院, 3日本AM協会）
27AB-am246 患者の残薬管理および廃棄行動に関する調査
○杉原 数美1, 前田 志津子1, 田山 剛崇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, 3広島大
院医歯薬保）
27AB-am247 PTP 包装からの錠剤の押し出し方法の調査
○薮田 有沙1, 猪野 彩1, 北 早織1, 竹下 治範1, 若林
知子1, 原田 祐希2, 波多江 崇1, 中川 素子2, 中川 道昭2,
濵口 常男1（1神戸薬大, 2中川調剤薬局）
27AB-am248 薬局におけるセルフメディケーション関連業務の実
施状況①～かぜ様症状への対応に着目して～
恩田 光子1, ○土居 一成1, 北村 康平1, 小谷 一雄1, 岡
田 浩2, 坂根 直樹2, 荒川 行生1（1大阪薬大, 2京都医療
センター）
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京都府における HIV 陽性者に対する長期療養、在宅
支援に関する研究 ―介護職に対する HIV/AIDS の
アンケート調査と学生主体による出前研修の実施と
評価―
○辻井 美輝1, 加藤 崇思1, 長谷川 宥介1, 森 諭美1, 小
松 知貴1, 竹中 香織1, 松田 美沙樹1, 中村 美紀2, 林 し
げる3, 高畑 吉博4, 高田 雅弘1（1摂南大薬, 2日本薬業
育成会きらめき薬局, 3立命館大薬, 4HIV陽性者支援
団体さぽーと京都）
27AB-am220 節薬バッグ運動における経口血糖降下薬の残薬発生
要因の検討
○三浦 智子1, 小栁 香織1,2, 小林 大介1, 窪田 敏夫1, 木
原 太郎2, 三井所 尊正2, 坂本 佳子1, 丸山 真実1, 髙木
淳一2, 瀬尾 隆2, 島添 隆雄1（1九大院薬, 2福岡市薬剤
師会）
27AB-am221 血清クレアチニン値だけでは判別しづらい隠れ腎機
能障害患者の 1 症例
○清水 祐希1, 中村 康之2, 森山 眞之助3, 現海 卓也4,
山口 大輔5（1ファーマみらい いわはな薬局, 2フォー
ユー薬局 佐波東店, 3あたご薬局, 4境野調剤薬局, 5あ
たご薬局）
27AB-am222 保険薬局における「健康サポート」の取組に関する
問題点と今後の課題
○坂口 眞弓1,2, 佐竹 尚子2, 関根 祐子2（1みどり薬局,
2
千葉大院薬）
27AB-am223 かかりつけ薬剤師になるために～医薬品情報入手に
ついての現状と問題点～
○永井 紀美1, 田中 雪葉2, 坂口 眞弓2,3（1ゆうま薬局,
2
みどり薬局, 3千葉大院薬）
27AB-am224 多職種協働による健康支援企画の提案
○門下 鉄也1, 星 利佳2, 髙橋 直子3,4, 坂口 眞弓5,6（1マ
ルエ薬局東店, 2ほし薬局, 3近畿大薬, 4奈良女大院, 5み
どり薬局, 6千葉大院）
27AB-am225 カレンダーを用いた薬局機能周知とその効果
○森本 寛義1, 池田 真弓1, 越智 遥香1, 北原 愛梨1, 倉
田 亜妃乃1, 中根 紘子2, 森尾 裕美香1, 加納 隼人1, 白
濱 大助3, 竹内 大悟4（1薬樹薬局, 2薬樹, 3ブラン・ド・
ブラン, 4ソーシャルユニバーシティ）
27AB-am226 療養指導調査に基づいた保険薬局で行う「糖尿病療
養指導」のプロトコル化による服薬指導
○高野 美帆1, 山本 美沙子1, 末光 麻美1, 佐々木 智哉2
（1クオール クオール薬局奥沢店, 2クオール）
27AB-am227 スイッチ OTC 点眼薬の使用性に関する製品間の比
較検討
○村上 雅裕1, 中谷 真由美1, 安田 恵1, 橋本 佳奈1, 桂
木 聡子1, 大野 雅子1, 天野 学1（1兵庫医療大薬・臨床
薬剤）
27AB-am228S PTP 包装からの錠剤の押し出し力に及ぼす製剤間の
影響
○北 早織1, 竹下 治範1, 薮田 有沙1, 猪野 彩1, 若林
知子1, 原田 祐希2, 波多江 崇1, 中川 素子2, 中川 道昭2,
濵口 常男1（1神戸薬大, 2中川調剤薬局）
27AB-am229 口腔用フィルム製剤の簡易懸濁法への適応可否に関
する検討
○木下 紗江1, 村上 雅裕1, 上野 楓1, 安田 恵1, 橋本
佳奈1, 桂木 聡子1, 大野 雅子1, 天野 学1（1兵庫医療大
薬・臨床薬剤）
27AB-am230 一般用医薬品を使用したセルフメディケーションに
関するアンケート調査
○豊田 有紀1, 村上 雅裕1, 安田 恵1, 橋本 佳奈1, 大野
雅子1, 桂木 聡子1, 天野 学1（1兵庫医療大薬・臨床薬
剤）
27AB-am231 スクイズ力から見た点眼薬の使用性に関する検討
○中谷 真由美1, 村上 雅裕1, 安田 恵1, 橋本 佳奈1, 桂
木 聡子1, 大野 雅子1, 天野 学1（1兵庫医療大薬・臨床
薬剤）
27AB-am232 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）

27AB-am249

24 時間営業調剤薬局の実態調査
○杉本 真治1,2, 濱野 和江2, 長藤 信哉2, 吉山 友二1
（1北里大薬, 2大賀薬局）
27AB-am250 薬局で用いられる「在庫管理システム」を利用した
処方解析研究 ～広島県近隣における糖尿病治療薬
の処方動向から～
當麻 雅子1, 村上 朝路1, 倉本 大輔1, 平櫛 真也1, 佐能
寛和1, 下曽根 かすみ1, 小島 美穂1, 上村 清代1, 高橋
美香1, 武田 努1, ○水谷 怜子2, 新井 茂昭2（1エスマイ
ル, 2安田女大薬）
27AB-am251S 薬剤師の在宅医療参画に対する他職種への影響
○石田 麻緒1, 中澤 聖人1, 柴田 佳太1, 佐野 敦彦2, 倉
田 なおみ1（1昭和大薬, 2田辺薬局）
27AB-am252S 在宅医療全般における薬剤師と他職種の関わり
○中澤 聖人1, 石田 麻緒1, 柴田 佳太1, 佐野 敦彦2, 倉
田 なおみ1（1昭和大薬, 2田辺薬局）
27AB-am253 薬剤師の在宅医療への取り組みに対する介護職の認
識調査
○北小路 学1, 堀野 智美1, 大鳥 徹1, 松野 純男1（1近畿
大薬）
27AB-am254 患者が管理する健康・服薬情報の医療機関内での活
用調査研究
○田代 朋子1, 本田 卓也1, 折井 孝男2（1ティ辞書企画,
2
NTT東日本関東病院薬）

27AB-am266

27AB-am267

27AB-am268

27AB-am269

27AB-am270

医薬品適正使用（薬物間相互作用を含む）
27AB-am255
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精神科外来患者を対象とした残薬に関するアンケー
ト調査研究
○飛田 俊介1, 和泉 真樹子1（1正和会 日野病院 薬局）
27AB-am256 MTX 服用のアドヒアランス調査について
○深井 理知夫1, 岩岡 誠1, 若林 昭敬1, 糸井 由美子1,
横塚 千絵1, 片山 耕2（1聖園調剤薬局, 2片山整形外科
リウマチ科クリニック）
27AB-am257 保険薬局における腎機能低下時に注意が必要な薬剤
に対しての取り組み
○藤田 茂起1, 齋藤 純1, 加部 貴康1, 山﨑 静奈1, 髙橋
岳大1, 守 博史1, 飯塚 敏美1, 堀口 雅巳1（1望星薬局）
27AB-am258 ポリファーマシーの実態調査と症例報告
○林 昭文1, 米澤 由希子4, 内山 伊久江4, 唐木 良子5,
黒宮 潔5, 吉岡 優子3, 中村 ほなみ3, 竹端 尚美2, 上妻
雅之2, 五十嵐 香理奈2, 高野 茜2（1いちご薬局, 2ことぶ
き薬局, 3たまち薬局, 4ひまわり薬局, 5みかん薬局）
27AB-am259 クオール薬局中泉町店における検査値確認の取組み
○岡田 裕子1, 近藤 麻美1（1クオール薬局）
27AB-am260 ケトプロフェン貼付剤による光線過敏症の正しい対
策法
○渡邊 あゆみ1, 坂田 剛1, 笹原 彩可1（1クオール薬局
鎌塚店）
27AB-am261 貼付剤での接触皮膚炎に対する緩和製剤のスクリー
ニング
沢口 航也1, 杉山 育美1, ○佐塚 泰之1（1岩手医大薬）
27AB-am262S 乳幼児家庭における常備薬が小児救急医療体制に与
える影響
○内田 有華1, 胡田 順子1, 兒玉 安史1, 上月 具挙2, 木
村 幸司1, 三宅 勝志1（1広島国際大薬, 2広島国際大工）
27AB-am263 自動車運転に影響を及ぼす医薬品に対する病院薬剤
師の対応
○松元 一明1, 市川 楓子1, 黒田 裕子1, 木津 純子1（1慶
應大薬）
27AB-am264 自動車運転に影響を及ぼす医薬品への対応に関する
状況調査
○小林 美恵1, 前澤 佳代子1, 上村 明日香1, 横田 圭介1,
佐藤 美咲1, 藤田 美保1, 久我 あさひ1, 加藤 芳徳1, 福
田 八寿絵1, 杉山 奈津子1, 大澤 光司2, 木津 純子3, 百
瀬 泰行1（1国際医福大薬, 2栃木県薬, 3慶應大薬）
27AB-am265 有害事象自発報告データベースを用いた SGLT2 阻害
薬における有害事象の解析
○高橋 幸江1, 有山 智博1, 金子 真隆2, 石井 敏浩1（1東
邦大薬実践医療薬学研究室, 2東邦大薬数学教室）

27AB-am271

27AB-am272

27AB-am273

27AB-am274

27AB-am275

27AB-am276

27AB-am277

27AB-am278
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肺 Mycobacterium avium complex 症治療薬における医
薬品副作用データベースを用いた副作用解析
○菊田 せいら1, 小坂 由実1, 脇田 千実1, 髙橋 祐介1,
黒田 裕子1, 松元 一明1, 南宮 湖2, 長谷川 直樹2, 木津
純子1（1慶應大薬, 2慶應大医）
高齢者の乳がんおよび甲状腺がん手術におけるレ
ニン―アンギオテンシン系阻害剤の術前休薬による
術後血圧への影響
○小川 和樹1, 中村 安孝1, 河﨑 尚史1, 石原 沙江2,3, 野
田 諭2, 西川 武司1, 永山 勝也1（1大阪市大病院薬, 2大
阪市大腫瘍外科, 3住友病院外科）
脂肪乳剤の適正使用に関する検討
○吉岡 萌1, 渋谷 文則2, 新倉 卓2, 高橋 信2, 廣井 順子3,
内川 清次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, 3東京都立墨東病院薬）
薬物治療に対する患者の潜在心理を薬剤師は捉えて
いるか？
○小原 依里1, 飯原 なおみ1, 西尾 貴之2, 岡田 岳人1,
六車 浩史3, 住吉 加奈3, 松岡 栄徳4, 香川 雅俊4, 磯部
芳江5, 鈴木 聖5, 芳地 一5（1徳島文理大香川薬, 2徳島
文理大院薬, 3高松赤十字病院薬, 4坂出市立病院薬,
5
香川大病院薬）
薬剤師主導精神科薬物療法カンファレンスの抗精神
病薬適正使用に対する効果
○佐野 知子1, 井上 元子1, 滝澤 理貴1, 植本 裕1, 渡辺
喜久子1, 島森 美光2, 黒澤 菜穂子2（1函館渡辺病院,
2
北海道薬大）
入院時の患者情報に基づく適正な持参薬管理への取
り組み
○大木 稔也1, 庄野 あい子2, 山内 泰一3, 高塚 亮1, 富
岡 佳久4, 今井 博久5, 佐藤 秀昭1（1イムス三芳総合病
院薬, 2明治薬大, 3板橋中央総合病院薬, 4東北大院薬,
5
国立保健医療科学院）
二次救急病院の救急センターにおける医薬品の使用
実態と適正使用に向けての評価
○石川 亜里沙1, 久保田 理恵1,2, 青木 学一1,2, 安藤
航1,2, 塩見 めぐみ1,2, 渋谷 清1,2, 田中 庸一1,2, 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）
人工膝関節置換術後の DVT 対策における薬剤師の
関わり
○綿貫 陽一1, 木村 麗砂1, 酒井 正博1, 小林 秀樹1, 加
藤 裕芳1（1東邦大学医療センター大橋病院）
トラマドール塩酸塩とワルファリンカリウム併用時
の PT-INR の変動調査
○淡路 健作1, 深尾 彰平1, 田杭 直哉1, 菅谷 量俊1, 村
田 和也1（1日医大多摩永山病院薬）
AN69ST 膜 hemofilter を用いた持続的血液濾過透析
（CHDF）における抗凝固薬 nafamostat mesilate（NM）
の投与法の検討
○稲野 祥宗1, 篠﨑 浩司1, 竹内 美由紀1, 内山 真一郎2,
島田 忠長3,4, 仲村 将高3,4, 平澤 博之3, 仲佐 啓詳1,4
（1東千葉メディカルセンター薬, 2東千葉メディカル
センター臨床工学部, 3東千葉メディカルセンター救
急科, 4千葉大院医総合医科学講座）
副作用の早期発見と重篤化回避に対する薬剤師の介
入効果に関する検討
○上原 望1, 今浦 将治1, 山谷 武司1, 菅野 浩1（1済生会
横浜市東部病院薬）
透析施設における抗菌薬適正使用と感染予防の取り
組み
○矢野 絵里1, 高齋 都1, 高橋 弘子2, 齋藤 映子3, 白石
美千代3, 草野 浩幸4, 丸山 寿晴4, 須藤 祐司5（1春日部
嬉泉病院薬, 2春日部嬉泉病院検査, 3春日部嬉泉病院
看護, 4春日部嬉泉病院内科, 5嬉泉病院内科）
当院における抗真菌薬の使用状況の調査
○久保 拓己1, 小村 誠1, 赤羽 三貴1, 石川 洋一1（1国立
成育医療研究センター薬）

薬物治療（基礎）
27AB-am289S 2 型糖尿病治療薬ビルダグリプチンによる
S100A8/A9 の発現誘導
○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）
27AB-am290 悪性中皮腫細胞における低酸素適応とコレステロー
ル合成との関連性およびビタミン E 誘導体による
修飾
○佐藤 綾美1,2, 関根 祐子1, 矢野 友啓2（1千葉大院薬,
2
東洋大院生命科学）
27AB-am291 副作用発現メカニズム解明のための LC-MS/MS によ
るリバビリン濃度定量法の確立
○水沼 知彦1, 田中 庸一1,2, 青木 学一1,2, 満木 由布菜2,
安藤 航1,2, 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・臨床薬学, 2北里大メディカ
ルセンター薬）

27AB-am292

化学療法モデルラットにおける精神機能障害に対す
る Royal jelly 投与の影響
○河合 俊樹1, 金本 恵理佳1, 杉本 美紗希1, 町田 亜
由美1, 中村 優花1, 北村 佳久1,2, 千堂 年昭2（1岡山大院
医歯薬, 2岡山大病院薬）
27AB-am293 オクタノイル化グレリン産生に及ぼす脂肪酸の影響
○大磯 茂1,2, 野邉 みゆき2, 岩崎 集平2, 後藤 夏美2, 関
夕佳里2, 中島 健輔1,2, 中村 和男3, 仮屋薗 博子1,2（1長
崎国際大院薬, 2長崎国際大薬, 3日本薬大）
27AB-am294 改良型アデノウイルスベクターを用いた赤芽球島関
連タンパク質の糖尿病への関与の検討
○清水 かほり1, 岡本 実菜子1, 西中 徹1, 櫻井 文教2,
水口 裕之2,3,4, 冨田 晃司1, 寺田 知行1（1大阪大谷大薬,
2
阪大院薬, 3医薬健栄研, 4阪大MEIセ）
27AB-am295 卵巣摘出後骨粗鬆症ラットにおける Propranolol およ
び芍薬甘草湯の作用
○張 文平1, 藤川 隆彦1, 石田 寅夫1（1鈴鹿医療大）
27AB-am296 ラット胃虚血再灌流後粘膜修復過程と E-cadherin、
N-cadherin 動態
○道坂 瑳恵1, 福沢 真由1, 石田 裕依菜1, 小原 芽実1,
中家 綾乃1, 白井 佐季1, 村上 元庸1（1同志社女大薬）
27AB-am297 Helicobacter pylori 感染 Mongolian gerbil 胃粘膜にお
ける萎縮境界と G 細胞の動態
○川村 綾香1, 北村 雅世1, 福沢 真由1, 髙橋 玲1, 天ケ
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）
27AB-am298 緑の香り (Green Odor) の抗ストレス作用・抗うつ作
用についての神経科学的検討
○伊瀬知 久美1, 村田 雄介1, 江藤 聡美1, 森 征慶1, 遠
城寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-am299 断眠処置後に見られる海馬神経新生回復現象に対す
る抗うつ薬 fluoxetine の影響
○白岩 真実1, 村田 雄介1, 花薗 佑美1, 森 征慶1, 遠城
寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-am300 睡眠薬は一過性の過眠発現による海馬神経新生の回
復を阻害する
○花薗 佑美1, 村田 雄介1, 白岩 真実1, 森 征慶1, 遠城
寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-am301S HepG2 細胞における miR-877 の機能解析
○三ツ木 諒1, 藤原 亮一1, 伊藤 智夫1（1北里大薬）
27AB-am302S 肝細胞の三次元培養技術を応用したビルダグリプチ
ン誘導性マイクロ RNA 発現変動解析
○山下 康也1, 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）
27AB-am303S フィンゴリモド (FTY720) 軟膏がアトピー性皮膚炎
モデルマウスの皮膚バリア機能に与える影響 ―第 2
報―
○櫻井 さくら1, 千頭 拓馬1, 黒田 綾乃1, 濱崎 淳哉1,
辻 琢己1, 吉田 侑矢1, 坂野 理絵1, 藤多 哲朗2, 河野
武幸1（1摂南大薬, 2京大名誉）
27AB-am304 生活習慣病に対する黒酢エキスの有効性
○松村 久男1, 冨永 隆生2, 渡邉 和晃2, 大門 憲一3, 坪
水 徳郎4, 笠原 大輝1, 村上 可南子1, 手代木 藍1, 松田
佳和1（1日本薬大, 2ラフィーネインターナショナル,
3
プロ・シーズ, 4坪水醸造）
27AB-am305S クラッシュ症候群における炎症反応に対する黄耆抽
出物 astragalosideIV の効果
○馬場 大地1, 篠田 祐子1, 宮﨑 友里香1, 柳沼 優花1,
村田 勇1, 井上 裕1, 金本 郁男1（1城西大薬）
27AB-am306S クラッシュ症候群における黄耆抽出物
astragalosideIV の薬物動態の特徴
○宮﨑 友里香1, 鎌苅 有華2, 淀 佳弥子1, 篠田 祐子1,
馬場 大地1, 阿部 祐二1, 村田 勇1, 井上 裕1, 金本 郁男1
（1城西大薬, 2埼玉県衛生研）
27AB-am307 ステロイド糖尿病に対する GLP-1 受容体作動薬の膵
β 細胞保護効果における形態学的観察
○三木 静香1, 小野 浩重1, 加地 弘明1, 洲崎 悦子1（1就
実大薬）
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27AB-am279S 慢性期病院における Antibiotic heterogeneity index と
緑膿菌の抗菌薬感受性との関連
○浜原 安奈1, 中川 碧1, 難波 良平2, 渡辺 智康2, 山崎
恵2, 高取 孝一2, 高見 陽一郎1, 江川 孝1, 安藤 哲信2, 島
田 憲一1（1就実大薬, 2吉備高原ルミエール病院薬）
27AB-am280 抗菌薬適正使用推進手順の標準化
○安藤 幸彦1, 伊藤 由佳子1, 佐々木 幸博1, 新井田
敦浩1, 向井 聡志1, 小川 洋司1（1釧路労災病院薬）
27AB-am281 抗菌薬適正使用の推進～細菌室との連携
○伊藤 由佳子1, 安藤 幸彦1, 向井 聡志1, 小川 洋司1,
石橋 芳昭2（1釧路労災病院薬, 2釧路労災病院検査）
27AB-am282 ミノサイクリンの治療効果に及ぼす食品に含まれる
金属イオンの影響
○下道 友莉恵1, 深尾 彰平1, 菅谷 量俊1, 村田 和也1
（1日本医科大多摩永山病院薬）
27AB-am283 抑肝散が薬物代謝酵素活性に及ぼす影響に関する臨
床薬理学的検討
空岡 裕美1, 鬼木 健太郎2, 松田 和樹1, 小野 達昌1, 内
屋敷 佳弘1, 上橋 諒子2, 北 愛矢菜2, 髙嶋 綾佳1, 門脇
大介1,3, 宮田 敬士4, ○猿渡 淳二2,3（1熊本大薬, 2熊本
大院薬, 3熊本大薬育薬フロンティアセ, 4熊本大院医）
27AB-am284 エタノールによる医薬品の薬理作用に対する行動薬
理学的手法を用いた評価
○近藤 暁嗣1, 三田村 しのぶ1, 小森 浩二1（1摂南大薬）
27AB-am285 アンジオテンシン II 受容体拮抗薬服用患者の血清中
エイコサノイド類濃度
○千田 明日菜1, 加藤 由佳1, 向 祐志1, 戸田 貴大1, 山
下 美妃1, 笹岡 佑樹2, 花田 美菜世2, 本郷 文教2, 佐藤
誠二2, 廣上 貢3, Erik ELIASSON4, Anders RANE4, 猪
爪 信夫1（1北海道薬大, 2手稲渓仁会病院薬, 3手稲渓
仁会病院循環器内科, 4カロリンスカ研究所）
27AB-am286 バリキサ錠を簡易懸濁した際のバルガンシクロビル
の含有量に関する検討 ～酸化マグネシウムとの配
合変化～
○野地 桃代1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1, 原田 努1, 倉田
なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
27AB-am287 難溶性製剤である静注用タゾバクタム／ピペラシリ
ンの溶解条件の検討
○山口 みなみ1, 塚本 啓介1, 三木 芳晃1, 桑井 幸雄1,
寺西 清香2, 田中 佐也圭2, 吉田 真由美2, 我山 紗也2,
横山 里穂2, 松元 加奈2, 森田 邦彦2, 萱野 勇一郎1（1大
阪府済生会中津病院薬, 2同志社女大薬 臨床薬剤学）
27AB-am288 クロピドグレル硫酸塩錠と酸化マグネシウム錠の同
時懸濁時の配合変化に関する検討
○篠原 花織1, 青木 学一1,2, 田中 庸一1,2, 加藤 雅大2,
安藤 航1,2, 塩見 めぐみ1,2, 柴崎 淳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・臨床薬学, 2北里大
メディカルセンター薬）

27AB-am308

医療系薬学

PDX-1 を指標とする糖毒性発症メカニズムの解明及
び GLP-1 受容体作動薬の治療効果
○川平 夢月1, 桒田 智美1, 奥 紗保里1, 小野 浩重1, 加
地 弘明1（1就実大薬）
27AB-am309 マウス DSS 誘発大腸炎に対する PBA の発症抑制効
果機序の検討
○小野 和彦1, 櫨川 舞1, 西中川 拓也1, 安河内 友世1,
中島 学1（1福岡大薬）
27AB-am310S クロミプラミン投与ラットにおける急性薬物中毒に
対する脂肪乳剤（イントラリポス）の解毒効果に関
する研究―第 2 報―
○花谷 拓紀1, 辻 琢己1, 服部 雄司2, 小森 浩二1, 吉田
侑矢1, 坂野 理絵1, 北村 良雄2, 河野 武幸1（1摂南大薬,
2
京都医療セ薬）
27AB-am311 香蘇散および抑肝散の抗うつ効果：うつ病モデルラッ
トにおける脳内トリプトファンヒドロキシラーゼ活
性に及ぼす影響
○大島 新司1, 秋元 勇人1, 扇 可奈美1, 益子 英李1, 赤
尾 玲香1, 大原 厚祐1, 根岸 彰生1, 井上 直子1, 大嶋 繁1,
本間 精一2, 小林 大介1（1城西大薬, 2温故堂漢方あけ
ぼの薬局）
27AB-am312 葛根湯による血液脳関門の機能回復メカニズムの
解明
○大原 厚祐1,2, 倉持 圭2, 長山 佳世2, 森 勇人2, 秋元
勇人2, 根岸 彰生2, 大島 新司2, 井上 直子2, 大嶋 繁2, 久
津間 信明3, 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）
27AB-am313S モルモット脱分極心筋自動能及び洞房結節自動能に
対する Ic 群抗不整脈薬の作用評価
○入江 雅彦1, 志村 和樹1, 大塚 健太郎1, 金子 美佳1,
古市 龍輝1, 濵口 正悟1, 行方 衣由紀1, 田中 光1（1東邦
大薬・薬物）
27AB-am314S エルロチニブによる間質性肺疾患発症メカニズムの
解明
○清水 菜央1,2, 山本 和宏2, 黒木 成弥1,2, 中川 勉2,3, 濱
口 常男1, 平井 みどり2,3（1神戸薬大, 2神戸大病院薬,
3
神戸大院医・薬物動態学分野）
27AB-am315 ストレプトゾトシン誘導糖尿病マウスの神経障害に
対するノイロトロピンの有用性の検討
○坂野 理絵1, 宮西 將之1, 田中 茜1, 江東 花奈1, 辻
琢己1, 吉田 侑矢1, 河野 武幸1（1摂南大薬）
27AB-am316S Sorafenib による Albumin の発現抑制機構の解析
○川島 智実1, 坂内 良規1, 松本 洸希1, 松尾 和廣2, 桧
貝 孝慈1, 永井 英成3（1東邦大薬・病態生化学, 2東邦大
薬・臨床薬学, 3東邦大医・東邦大医療セ・大森病院・消
化器内科）
27AB-am317S HepG2 細胞における BCRP 遺伝子の転写調節と
Sorafenib による発現調節
○藤井 翔子1, 松井 睦1, 桧貝 孝慈1, 松尾 和廣2, 永井
英成3（1東邦大薬・病態生化学, 2東邦大薬・臨床薬学,
3
東邦大医・東邦大医療セ・大森病院・消化器内科）
27AB-am318 モノクロタリン肺高血圧ラット右心室線維化に対す
るオルメサルタンの抑制効果
○斉藤 麻希1, 田辺 由幸1,3, 鎌滝 章央2, 神田 健太郎1,
山下 諒輔1, 澤井 高志2, 中山 貢一1, 衣斐 美歩1, 弘瀬
雅教1（1岩手医大薬, 2岩手医大医, 3横浜薬大）
27AB-am319 ヒト肝癌細胞株の BCRP 発現におよぼすコーヒーの
影響
○熊谷 真帆1, 和田 悠理1, 武藤 里志1（1東邦大薬）
27AB-am320 エベロリムスは，腎がん細胞にて組織トランスグル
タミナーゼ発現を低下させる。
○水野 智博1, 水野 彩花1, 高橋 和男2, 吉岡 憲吾1, 辰
川 英樹3, 松本 真実1, 根岸 隆之1, 湯澤 由紀夫2, 人見
清隆3, 永松 正1（1名城大薬, 2藤保大医, 3名大院創薬）
27AB-am321 Ganciclovir 体内動態に及ぼす Cyclosporin 併用投与
の影響
○小島 光寛1, 佐藤 達郎1, 増田 健1, 菊川 直人1, 馬場
悠芳1, 井上 裕貴1, 池上 洋二1, 佐野 和美1, 吉田 久博1
（1明治薬大）

薬物治療（臨床）
27AB-am322

インスリン抗体が原因で透析導入となった 2 型糖尿
病の一例
○西村 英尚1, 服部 泰輔2, 斉尾 友希江2, 後藤 忍2, 長
井 孝太郎2（1羽島市民病院薬, 2羽島市民病院内科）
27AB-am323 抗うつ薬応答性に関連する遺伝的因子の検討
○井上 和幸1, 長岡 翔1, 梅村 晃子1, 吉田 佑子1, 袴田
康弘2, 鈴木 晶子2, 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）
27AB-am324 母乳中エピナスチン測定のための HPLC 分析法の
検討
○岩佐 千尋1,2, 在間 一将1, 小瀬 英司1, 張替 直輝1, 四
宮 一総1, 田中 嘉一2, 濱田 潤2, 林 宏行1（1日本大薬,
2
千葉県済生会習志野病院薬）
27AB-am325 薬剤溶出性ステント留置後のステント内血栓および
再狭窄に及ぼす使用薬剤の影響
○宮澤 愛香1, 塩見 めぐみ1,2, 田中 庸一1,2, 坂本 将規2,
吉田 涼平2, 磯元 晃2, 加藤 雅大2, 青木 学一1,2, 安藤
航1,2, 渋谷 清1,2, 久保田 理恵1,2, 塩野 方明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北里大メディカルセンター循環器内科）
27AB-am326S EICU 入室患者において、カルペリチドによる血圧
低下に関与する要因の探索
○齋塲 千紗登1, 竹内 正幸2, 松浦 克彦2, 斎藤 寛子1,
脇田 康志1（1名城大薬, 2愛知医科大病院薬）
27AB-am327 当院におけるシタグリプチン服用患者の HbA1c の推
移と治療成績に影響を与える要因の検討
○安原 昌子1,2, 田山 剛崇2, 佐和 章弘2, 三宅 勝志2
（1JA尾道総合病院薬, 2広島国際大院薬）
27AB-am328 ボノプラザン投与例における血清ガストリン値およ
び血清ペプシノゲン値の変化
○高橋 志織1, 一井 定信1, 瓜田 純久2,3（1いちい薬局,
2
東邦大学総合診療・救急医学講座, 3瓜田医院）
27AB-am329 糖尿病が赤血球造血刺激因子製剤による保存期腎不
全の腎性貧血治療へ及ぼす影響について
○田中 絢子1,2, 西部 星来1,2, 林 高弘1,2, 山田 成樹1,2
（1藤田保健衛生大病院薬, 2藤田保健衛生大医 臨床薬
剤科）
27AB-am330 愛知医科大学病院外来における経口抗凝固薬の使用
状況実態調査
○水野 翼1, 加藤 隆寛2, 松浦 克彦2, 斎藤 寛子1, 脇田
康志1（1名城大薬, 2愛知医科大病院薬）
27AB-am331 シベレスタットナトリウム水和物の治療効果を予測
する因子の探索
○小澤 拓馬1, 三原 潔2, 安野 伸浩1（1関越病院薬, 2武
蔵野大薬）
27AB-am332 奈良医療センターにおけるリファンピシンの副作用
の発現時期及び頻度について
○中澤 誉1, 安井 みのり1, 中西 彩子1, 松本 勝好1, 関
本 裕美1（1奈良医療センター）
27AB-am333 治療抵抗性統合失調症治療薬のクロザピンによる唾
液分泌亢進に対するスコポラミン軟膏の連続投与の
効果
○松本 陽介1, 竹内 一平1,2, 杉浦 貴哉1, 鰐田 芽未1, 西
尾 洋平1, 半谷 眞七子1, 宇野 準二2, 藤田 潔2, 亀井
浩行1（1名城大薬, 2桶狭間病院）
27AB-am334 ラメルテオンの non-HDL-C および HDL-C 値に及ぼ
す影響の検討
○谷崎 百合子1, 鳥井 栄貴1, 大宮 由梨奈1, 安田 大将1,
清水 るみ子1, 平岡 義範1, 橋田 亨2, 久米 典昭1（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）
27AB-am335 低用量ピル使用が mMDQ スコアに与える影響～ア
ンケート調査から～
○川口 友理1, 渡辺 朋子2, 田中 博之2, 松尾 和廣1, 篠
原 悦子2, 赤枝 恒雄3, 吉尾 隆1（1東邦大薬 臨床薬学教
室, 2東邦大薬 実践医療薬学研究室, 3赤枝六本木診療
所）
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27AB-am336

27AB-am337

27AB-am338

27AB-am339

27AB-am340

27AB-am341

27AB-am342

糖尿病透析患者における骨量維持の要因の考察
○小山 拓真1, 堺 千夏1, 岸川 朋代1, 寺田 千恵1, 小西
麗子1, 菊田 真穂1, 小森 浩二1（1摂南大・薬）
腎機能が ST 合剤服用に伴う検査値異常に及ぼす影
響の検討
○千葉 貴志1, 櫻井 雪子1, 山崎 翔太1, 鈴木 英則1
（1JCHO仙台病院薬）
ダパグリフロジンの使用成績調査
○續 政哉1, 阿部 絵理香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代謝内科）
淋菌性尿道炎に対するアジスロマイシンに対する臨
床効果に関する研究
○中村 早紀子1, 高橋 ひかり1, 長瀬 泉1, 曽田 翠1, 大
野 雄太2, 山本 美保1, 塚本 桂1, 伊藤 晋3,4, 鈴木 昭夫2,
安田 満4, 出口 隆4, 伊藤 善規2, 北市 清幸1（1岐阜薬大,
2
岐阜大病院薬, 3あいクリニック, 4岐阜大医）
糖尿病透析患者の ESA 療法時における鉄剤の併用
を考慮すべき要因
○寺田 千恵1, 井上 祐太1, 大森 勇飛1, 小山 拓真1, 小
西 麗子1, 小森 浩二1, 菊田 真穂1（1摂南大・薬）
小児および成人における幹細胞移植後のタクロリム
ス経口製剤の至適用量についての検討
○氏家 悠貴1, 二瓶 哲1,2, 佐藤 淳也1,2, 朝倉 賀子3, 遠
藤 幹也3, 伊藤 薫樹4, 岩渕 修1, 川口 さち子1, 工藤
賢三1,2（1岩手医大病院薬, 2岩手医大薬臨床薬剤学講
座, 3岩手医大医小児科学講座, 4岩手医大医血液腫瘍
内科学講座）
精神科入院患者における身体合併症に関する処方
調査
○中田 智雄1, 平松 庸平1, 鈴木 弘道1（1栗田病院薬）

薬物治療（がん）
27AB-am343

当院におけるアルブミン懸濁型パクリタキセル＋ゲ
ムシタビンの使用状況と副作用調査
○鎌田 瑞菜1, 岩嶋 優依1, 山上 絵里1, 宮川 幸子1, 細
田 美穂1, 中山 順子1, 中島 彰子1, 仲川 三春1, 橋本
幸子1, 宮川 真澄1（1香川県立中央病院薬）
27AB-am351 イリノテカン投与患者の実臨床における用量設定状
況と設定に影響を与える重要因子の検討
○中山 愛咲1, 安原 昌子2,4, 神原 美子1, 長坂 頼子1,
佐々木 雄啓3, 胡田 順子4, 田山 剛崇4, 木村 幸司4, 佐
和 章弘4, 三宅 勝志4（1広島国際大薬, 2広島県厚生農
業組合連合会尾道総合病院薬, 3済生会広島病院薬,
4
広島国際大院薬）
27AB-am352 ヒト大腸がん細胞株 SW620 細胞におけるオキサリプ
ラチン耐性とシスプラチン耐性
○稲田 琴美1, 小堀 愛夏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）
27AB-am353 ビタミン E 同族体の組み合わせによる前立腺がん細
胞増殖抑制効果
○佐藤 知晶1, 菅原 綾介1, 矢野 友啓1（1東洋大生命）
27AB-am354 低酸素環境下における食道癌細胞株に対するビスホ
スホネートによる細胞増殖抑制作用の増強
○山根 千尋1, 峯垣 哲也1, 戀木 沙耶1, 道家 雄太郎1,
鈴木 藍1, 森 美里1, 辻本 雅之1, 西口 工司1（1京都薬
大・臨床薬学）
27AB-am355S がん疼痛患者におけるトラマドールの使用実態調査
とその有用性の検討
○松岡 史華1, 後藤 綾2, 竹内 美緒1, 加藤 博史3, 太田
美里1, 長谷川 章2, 宮崎 雅之3, 椿井 朋2, 肥田 裕丈2, 毛
利 彰宏1,3, 岡本 誉士典1, 神野 透人1, 山田 清文3, 野田
幸裕1,2,3（1名城大薬, 2名城大院薬, 3名大病院薬）
27AB-am356 処方改良 Mohs ペーストの基礎薬学的物性評価～硬
度調節に関する検討～
○田口 真穂1,3, 伊東 奈保美2, 小川 法子2, 高橋 千里2,
村田 実希郎1, 礒部 隆史1, 埴岡 伸光1, 重山 昌人1, 山
本 浩充2, 寺町 ひとみ3（1横浜薬大, 2愛知学院大薬,
3
岐阜薬大）
27AB-am357 外来化学療法施行時の薬剤投与後の一過性血圧上昇
に関する実態調査
○髙橋 あい理1,2, 宮野 正広1,2, 徳永 知恵4, 越塚 宏
美1,2, 氏家 秀太1,2, 屋城 由樹1,2, 喜田 昌記1,2, 山田 え
り1,2, 門馬 恵1,2, 小林 麻美1,2, 桒原 久瑠美1,2, 八木 仁
史1,2, 清水 久範3, 渡邊 徹1,2, 嶋田 顕5, 佐々木 忠徳1,3
（1昭和大薬, 2昭和大江東豊洲病院薬, 3昭和大病院薬,
4
昭和大江東豊洲病院看, 5昭和大江東豊洲病院腫内）
27AB-am358 ヒト膵臓癌細胞株における Gemcitabine 耐性機構と
エピゲノムの関与について
○高橋 祐里香1, 竹内 修2, 黒沼 智2, 渡辺 友起子3, 米
山 大志4, 口町 恵里子5, 井上 岳1, 松原 肇1（1北里大薬,
2
北里大病院研, 3日本医科大病薬, 4北里大病薬, 5北里
研病薬）
27AB-am359 中等度催吐リスクレジメンにおけるグラニセトロン
適正用量の検討（第 2 報）
○水野 奈穂子1, 上杉 章紀1, 吉田 有里1, 加藤 良治1
（1JR東京総合病院薬）
27AB-am360 造血幹細胞移植におけるフェンタニル注の有用性の
評価
○清水 佐良子1, 曽根 敦子1, 矢野 忠1, 市川 訓1, 宮坂
宗男1（1東海大病院薬）
27AB-am361 腫瘍崩壊症候群の高尿酸血症に対するキサンチンオ
キシダーゼ阻害薬の薬効評価
○簑原 豪人1,2, 真家 紘一郎3, 小原 直3, 千葉 滋3, 木村
耕二4, 山田 安彦4, 久賀 圭祐1, 本間 真人2（1筑波大保
健管理センター, 2筑波大病院薬, 3筑波大血内, 4東京
薬大薬）

– 191 –

医療系薬学

ベバシズマブ投与患者における高血圧のリスクファ
クター
○堀ノ内 裕也1, 櫻田 巧1, 中村 敏己1, 寺岡 和彦1, 石
澤 啓介1,2（1徳島大病院薬, 2徳島大院医歯薬臨床薬
剤）
27AB-am344 PF 療法による嘔吐発現程度と体内水分の IN・OUT
バランス量との関連性
○肥田 裕丈1, 椿井 朋1,2, 竹内 美緒3, 後藤 綾1, 大塚
光穂3, 小森 由美子3, 加藤 博史3,4, 宮崎 典子4, 宮崎
雅之3,4, 山田 清文4, 野田 幸裕1,3（1名城大院薬, 2金城
学院大薬, 3名城大薬, 4名大病院薬）
27AB-am345 シスプラチンによる腎機能障害予防のための硫酸マ
グネシウム投与量及び投与濃度の検討
○勝連 真人1, 石井 岳夫2, 潮平 英郎2, 鈴木 毅2, 難波
有智2, 井口 菜摘2, 友利 幹夫1, 外間 惟夫2, 川平 浩子1,
中村 克徳2（1沖縄中部病院薬, 2琉球大病院薬）
27AB-am346 神経芽腫に対する各ビタミン K 誘導体における分化
誘導効果の検索
○中山 敏光1,3, 新井 麻矢1, 浅見 覚1, 鳥山 正晴2, 三浦
基文2, 栗田 雅弘1, 川久保 孝4, 吉田 善一3, 本橋 重康2,
鈴木 孝1（1日本大薬 臨床医学, 2日本大薬 薬品分子化
学, 3日本大病院薬, 4東京慈恵会医大病院薬）
27AB-am347 抗がん剤の IC50 算出における Real-Time Cell
Analysis system の有用性
○櫨川 舞1, 森岡 政彦1,2, 西中川 拓也1, 安河内 友世1,
中島 学1（1福岡大薬, 2九大院歯）
27AB-am348 進行再発腎細胞がんに対するファーストライン治療
の臨床判断分析を用いた統合研究
○志田 敏宏1, 遠藤 裕司1, 加藤 智幸2, 山本 渉3, 豊口
禎子1, 白石 正1, 井上 忠夫4（1山形大病院薬, 2山形大
医 腎泌尿器科学講座, 3電気通信大院 情報理工学部
総合情報学科, 4奥羽大薬 薬理学分野）
27AB-am349S α-トコトリエノールコハク酸エーテル誘導体 (T3E)
が前立腺がん細胞に及ぼす影響
○服部 あすか1, 菅原 綾介1, 矢野 友啓1（1東洋大生命）

27AB-am350

医療系薬学

27AB-am362S 終末期がん患者の倦怠感治療におけるコルチコステ
ロイドの効果的な投与開始時期と投与指標について
の後ろ向き研究
○小山 菜々子1, 松村 千佳子1, 森井 博朗2, 長谷川
千晶2, 平 大樹2, 醍醐 弥太郎3, 寺田 智祐2, 矢野 義孝1
（1京都薬大臨床薬学教育研セ, 2滋賀医大病院薬, 3滋
賀医大病院腫瘍セ、腫瘍内科）
27AB-am363 シクロホスファミドの医療用グローブ透過性に及ぼ
す伸展の影響
○神田 尚輝1, 持田 太郎1, 新井 聡美1, 沼尻 幸彦1, 杉
野 雅浩1, 細谷 治1, 古地 壯光1, 新津 勝1, 從二 和彦1
（1城西大薬）
27AB-am364 Poly (ADP-ribose) polymerase 阻害剤耐性乳がん細胞
株の樹立とその耐性メカニズムの解明
○峯垣 哲也1, 荒木 悠1, 稲垣 恵未1, 林 絵里1, 山本
彩佳1, 松本 彩夏1, 森山 由美1, 和田 明莉1, 伊藤 恵1, 吉
本 咲貴1, 棚橋 真実1, 宮本 恵輔1, 中山 優子2, 辻本
雅之1, 高良 恒史2, 西口 工司1（1京都薬大, 2姫路獨協
大薬）
27AB-am365 ビノレルビンによる細胞傷害に対する HSPs の細胞
保護作用
○山室 愛子1, 小島 佳奈1, 花田 彩香1, 武田 利明2, 高
石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大, 2岩手県大看護）
27AB-am366 微小管機能阻害薬の細胞傷害における IL-6 の放出と
副腎皮質ホルモン剤による効果
○田村 雄志1, 山室 愛子1, 井上 大輝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）
27AB-am367 パクリタキセルの過敏症反応に対するアプレピタン
トとデキサメタゾンの影響
○佐々木 優1, 村上 聡1, 河添 仁1, 田中 守1, 守口 淑秀1,
田中 亮裕1, 荒木 博陽1（1愛媛大病院薬）
27AB-am368 タキサン系抗がん剤における主薬と添加剤による細
胞傷害メカニズム
○井上 大輝1, 菊池 隆真1, 花田 彩香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）
27AB-am369 食道癌化学療法における口腔内粘膜炎の支持療法プ
ロトコールおよび薬剤師介入の有効性
○佐々木 佳音1,2, 二瓶 哲1,2, 佐藤 淳也1,2, 工藤 賢三1,2
（1岩手医大病院薬, 2岩手医大薬）
27AB-am370 高血糖状態におけるオキサリプラチン・フルオロウ
ラシルの抗腫瘍効果への影響
○池村 舞1, 橋田 亨2,3（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, 3神戸学院大院薬）
27AB-am371 A549 細胞におけるシスプラチン耐性化と遺伝子発現
量の変化に関する研究
○小田 剛1, 弘中 美岬1, 堀部 紗世2, 松田 明1（1広島国
際大薬, 2神戸薬大）
27AB-am372S 腎癌細胞株のスニチニブ不応性・耐性に対する EGFR
阻害薬の効果
水本 篤志1,2, 山本 和宏2, ○七里 博章1,2, 中山 優子3,
高良 恒史3, 中川 勉1,2, 平井 みどり1,2（1神戸大院医・薬
物動態学, 2神戸大病院薬, 3姫路獨協大薬・医療薬剤
学）
27AB-am373 Sorafenib 投与肝細胞がん患者における血清中
Sorafenib 濃度の測定
○坂内 良規1, 堀江 熙妃1, 松井 睦1, 大財 ゆい2, 松尾
和廣2, 桧貝 孝慈1, 永井 英成3（1東邦大薬・病態生化
学, 2東邦大薬・臨床薬学, 3東邦大医・東邦大医療セ・
大森病院・消化器内科）
27AB-am374 ヒト大腸がん細胞株 HCT-116 におけるヒストン脱ア
セチル化阻害薬デプシペプチドによる抗がん薬イリ
ノテカンの効果増強と、MHC class II, HLA-DQB1 等
の発現上昇
○三浦 勇生1, 岡田 浩司1, 博多 修子1, 蒲生 俊恵1, 寺
島 潤1, 幅野 渉1, 小澤 正吾1（1岩手医大薬）
27AB-am375 第二世代 TKI；afatinib の副作用回避のための検討
○平林 朋子1, 秋常 仁志1, 本田 優気1, 吉岡 準平1, 井
上 裕貴1, 池上 洋二1, 佐野 和美1, 吉田 久博1（1明治薬
大）

27AB-am376

27AB-am377

27AB-am378

27AB-am379

27AB-am380

27AB-am381

27AB-am382

ABCB5 発現抑制によるシスプラチン耐性の誘導
中山 優子1, 木下 淳2, 峯垣 哲也3, 山本 和宏4, ○髙良
恒史1（1姫路獨協大薬・医療薬剤学, 2姫路獨協大薬・
医薬品情報学, 3京都薬大・臨床薬学, 4神戸大病院薬）
アミノ酸トランスポーターの発現と抗癌剤耐性との
関連性
○中山 優子1, 木下 淳2, 峯垣 哲也3, 山本 和宏4, 髙良
恒史1（1姫路獨協大薬・医療薬剤学, 2姫路獨協大薬・
医薬品情報学, 3京都薬大・臨床薬学, 4神戸大病院薬）
ドセタキセル注射薬の最適な混和方法の確立①
―簡便な操作と時間短縮への挑戦―
○佐野 元彦2, 栗城 善章1, 山崎 敬太1, 原 祐一1, 杉野
雅浩1, 細谷 治1, 從二 和彦1, 岸野 亨2（1城西大薬, 2埼
玉医大総合医療セ）
ドセタキセル注射薬の最適な混和方法の確立②
―混和中に発生する泡沫の影響―
○山崎 敬太1, 栗城 善章1, 原 裕一1, 杉野 雅浩1, 佐野
元彦2, 細谷 治1, 岸野 亨2, 從二 和彦1（1城西大薬, 2埼
玉医大総合医療セ）
膵臓がん細胞におけるトログリタゾンの抗腫瘍効果
（1）
○前 沙織1, 川上 恵1, 山口 京子1, 本田 陽子1, 山森
元博1, 岡村 昇1（1武庫川女大薬）
膵臓がん細胞におけるトログリタゾンの抗腫瘍効果
（2）
○山口 京子1, 川上 恵1, 前 沙織1, 本田 陽子1, 山森
元博1, 岡村 昇1（1武庫川女大薬）
ヒト神経膠芽腫細胞におけるテモゾロミドとバルプ
ロ酸の併用効果
○川上 恵1, 前 沙織1, 山口 京子1, 本田 陽子1, 山森
元博1, 岡村 昇1（1武庫川女大薬）

薬物治療（個別化）
27AB-am383

27AB-am384

27AB-am385

27AB-am386

27AB-am387

27AB-am388
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EGFR 陽性ヒト癌細胞株における EGFR 発現量とセ
ツキシマブ結合能の相関
○日向 昌司1, 多田 稔1, 石井 明子1（1国立衛研）
日本人炎症性腸疾患患者のチオプリン療法における
重篤な白血球減少症に関連する遺伝要因の検討
○岩崎 真衣1, 田中 庸一1,2, 金澤 温子2, 青木 学一1,2,
安藤 航1,2, 塩見 めぐみ1,2, 渋谷 清1,2, 久保田 理恵1,2, 日
比 紀文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北里研究所病院炎症性腸
疾患先進医療センター）
Resilience の個体間変動がカウンセリング効果に及ぼ
す影響
○生津 弘毅1, 山口 有貴1, 井澤 美苗1, 伊藤 博之1, 信
野 明美1, 西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中島 恵美1（1慶應大
薬）
腎細胞癌患者におけるマルチキナーゼ阻害薬の治療
効果と PK-PD に関わる SNP の関連性
○山本 和宏1, 五百蔵 武士1, 金谷 和哉2, 四宮 一昭3,
河本 紫帆3, 須野 学3, 平田 佐智1, 西岡 達也1, 久米 学1,
槇本 博雄1, 中川 勉1,2, 三宅 秀明4, 藤澤 正人4, 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岡山大薬, 4神戸大院医・腎泌尿器科学分野）
腎移植患者におけるタクロリムスの体内動態に対す
る CYP3A4 G20230A 変異の影響
○吉國 早織1, 金森 建太1, 藤谷 桃子1, 道内 玲奈1, 西
科 舞香1, 福本 真己1, 曽田 翠1, 大野 雄太2, 鈴木 昭夫2,
高井 学3, 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）
腎移植患者におけるタクロリムスの体内動態に対す
る MDR1 C1236T 変異の影響
○金森 建太1, 吉國 早織1, 藤谷 桃子1, 道内 玲奈1, 西
科 舞香1, 福本 真己1, 曽田 翠1, 大野 雄太2, 鈴木 昭夫2,
高井 学3, 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）

27AB-am389

精神的症状でストレスケア病棟に入院た乳がん患者
の 1 症例～向精神薬の処方を中心に～
○加藤 剛1,2, 鈴木 順子1（1北里大薬, 2所沢慈光病院薬）

治験
27AB-am390

27AB-am391

健康成人におけるオルメサルタン投与後の血清 K 濃
度上昇の安全性の検討
○川島 渉1, 岡田 菜津美1, 山田 寛子1, 内倉 健1, 三邉
武彦2,3, 内田 直樹2,3, 佐々木 忠徳1, 小林 真一3（1昭和
大薬 病院薬剤学講座, 2昭和大医 薬理学講座（臨床薬
理学部門）, 3昭和大臨床薬理研究所）
東北 3 県から展開する東北地区の医療機器開発ネッ
トワークの構築
○堀切 陽介1, 藤木 夏1, 佐々木 建二2, 早川 信2, 稲野
彰洋3, 池田 浩治1（1東北大病院臨床研究推進セ, 2岩
手医大, 3福島医大）

リスクマネージメント
27AB-am392

27AB-am393

27AB-am394

27AB-am395

27AB-am397

27AB-am398

27AB-am399

27AB-am400

27AB-am401

27AB-am402

昭和大学病院発行の院外処方箋における後発医薬品
への変更調剤に関する調査
○竹本 伊織1, 稲葉 琴美1, 髙田 昂輔1,2, 野田 秀裕2, 柏
原 由佳1,2, 亀井 大輔1, 佐々木 忠徳1,2, 岩井 信市1（1昭
和大薬, 2昭和大病院薬）
27AB-am403 内服薬と外用剤の後発医薬品の利用に関する調査
○宗村 桃子1, 長谷川 哲也1, 佐藤 圭2, 森 健二1（1城西
国際大薬, 2コトブキ調剤薬局）
27AB-am404 市民対象の後発医薬品啓発講演後のアンケート調査
での参加者意識
○廣谷 芳彦1, 川村 仁美1, 矢倉 香織1, 浦嶋 庸子1, 池
田 賢二1, 名徳 倫明1（1大阪大谷大薬）
27AB-am405 医学生および看護学生の後発医薬品に対する理解と
課題
○平舩 寛彦1,2, 工藤 賢三1,2（1岩手医大薬, 2岩手医大
病院薬）
27AB-am406S 本邦における後発医薬品研究のトレンド分析
○山脇 有奈1, 亀井 大輔1, 竹本 伊織1, 高田 昂輔1, 岩
井 信市1（1昭和大薬）
27AB-am407 生物学的同等性試験結果に基づく後発医薬品選定へ
の一提案
○木村 朋貴1, 山口 大輔2, 和田 昭宏3, 中村 康之4, 現
海 卓也5, 森山 眞之助2（1かけづか薬局, 2あたご薬局,
3
両毛調剤ファーマシーフジヤマ, 4フォーユー薬局,
5
境野調剤薬局）
27AB-am408 ラタノプロスト点眼液における製剤学的特性および
使用感の比較検討
○木村 陽祐1, 秋山 滋男3,4, 矢野 健太郎2, 井戸田 陽
子2, 高橋 恵美利1, 小見 暁子1, 土井 信幸1,4, 荻原 琢
男2,4（1高崎健康福祉大薬 地域医療薬学研究室, 2高崎
健康福祉大薬 生物薬剤学研究室, 3済生会前橋病院
薬, 4群馬薬学ネットワーク）

その他
27AB-am409

薬剤アレルギー同定試験 cell migration assay におけ
る遊走細胞に関する検討
○安高 勇気1,2, 芝口 浩智2,3, 今給黎 修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, 3福岡大医）
27AB-am410 当院 ICT のメロペネム適正使用の取り組み
○野﨑 純子1, 酒井 裕子1, 岩嶋 優依1, 池田 美咲1, 中
山 順子1, 宮川 真澄1（1香川県立中央病院薬）
27AB-am411S 抗がん剤汚染の低減を目的とした新規作業シートの
開発と汚染低減メカニズムの検討
○古川 美咲1, 佐藤 淳也1,2, 吉田 翔1, 工藤 賢三1,2（1岩
手医大薬, 2岩手医大病院薬）
27AB-am412S 術後せん妄発症予防に対する「せん妄対策チーム」
の効果的な介入に向けた取り組み～術後患者の睡眠
状況からのアプローチ～
○住江 春香1, 村川 公央2,3, 井上 真一郎3, 土山 璃沙3,
田村 麻衣1, 河本 紫帆1, 本郷 志帆1, 小山 敏広1, 馬場
華奈己3, 小田 幸治3, 伊藤 真理3, 足場 孝子3, 四宮
一昭1, 北村 佳久1,2, 千堂 年昭1,2（1岡山大院医歯薬,
2
岡山大病院薬, 3岡山大病院 せん妄対策チーム）
27AB-am413 平成 25 年度と平成 26 年度における入院時のお薬手
帳持参率および持参薬・使用薬の確認業務に関する
医療関係者の業務負担の費用の評価
○舘 知也1,2, 齊藤 康介1, 林 勇汰1, 吉田 阿希1, 杉田
郁人1, 江﨑 宏樹1, 加藤 未紗1, 臼井 一将1, 野口 義紘1,
福田 聖啓2, 安田 昌宏2, 水井 貴詞2, 後藤 千寿2, 寺町
ひとみ1（1岐阜薬大, 2岐阜市民病院薬）

– 193 –

医療系薬学

27AB-am396

医薬品バーコードを利用した注射剤調剤監査システ
ムの導入と検討
○髙橋 美衣1, 前田 直大1, 松原 浩司1, 鶴谷 勝実1, 白
井 博1（1小樽市立病院薬）
PTP シートにおける GS1 コード表示義務化後の変化
○石井 大志1, 佐竹 祥太郎1, 土屋 浩一郎2, 庄野 文章1
（1徳島文理大薬医療薬学講座, 2徳島大院ヘルスバイ
オサイエン研究部医薬品機能生化学）
作業時の人間信頼性に対する薬剤副作用の影響に関
する研究 ―副作用用語の検討―
○佐藤 清1,2,4, 阿部 仁2,4, 及川 太2,4, 立川 英一3（1岩手
医大医, 2阿部産業研究開発部, 3東薬大薬, 4東京学芸
大）
催眠鎮静薬・抗不安薬、抗精神病薬、または抗うつ
薬服用中の高齢患者における早期転倒発生リスク
―JADER によるデータマイニング―
○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）
大阪赤十字病院における免疫抑制・化学療法による
HBV 再活性化対策の現状と課題
○川西 晶子1, 土生 康司1, 森本 涼歩1, 平井 三保子2,
林 淳雄2, 辻井 佳代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）
スピルキットを整備した抗がん薬環境曝露時に対す
る安全対策への取り組み
○佐伯 康之1, 櫻下 弘志1, 泉谷 悟1, 村瀬 哲也1, 西垣
内 亮1, 畝井 浩子1, 松尾 裕彰1（1広島大学病院薬）
溶解液キット製剤を用いた抗がん薬調製の安全性に
関する検討
○加藤 海彩1, 高橋 恵美利1, 小見 暁子1, 赤岩 沙樹1, 大
塚 正也1, 木村 陽祐1, 土井 信幸1（1高崎健康福祉大）
災害等非常時の薬局における BCP（Business
Continuity Plan：事業継続計画）策定と運用
○水 八寿裕1, 譜久村 岳彦1, 伊集院 一成1,2,3（1実務薬
学総合研究所, 2田無薬品, 3東京理大薬）
保険薬局におけるインシデントにおよぼすブロッキ
ング現象の解析
○太田 雅士1, 三原 明日香2, 町田 有佳3, 毛利 理央3,
大谷 宗嗣1, 藤枝 正輝4, 長谷川 佳孝5, 月岡 良太5, 森
澤 あずさ5, 大石 美也5（1アインファーマシーズ アイ
ン薬局湯河原店, 2アインファーマシーズ アイン薬局
みなとみらい店, 3アインファーマシーズ アイン薬局
平塚店, 4アインファーマシーズ, 5アインホールディ
ングス）
保険薬局薬剤師による医薬品等安全性情報の入手・
伝達・保管についての実態調査
○門田 佳子1, 赤沢 学1（1明治薬大）
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27AB-am423

27AB-am424

27AB-am425

27AB-am426

27AB-am427

27AB-am428

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“多施設共同データベース研究の基盤整備
に向けた「ベンズブロマロン適正使用調査」”
○松本 健吾1,2, 山口 崇臣1,2, 田中 三晶1,2, 井上 敦介1,3,
本田 富得1,3, 本田 芳久1,3, 別府 博仁1,4, 石塚 正行1,4, 中
西 彩子1,5, 関本 裕美1,5, 香川 邦彦6（1近畿国立病院薬
剤師会, 2NHO姫路医療センター, 3NHO大阪南医療セ
ンター, 4NHO南和歌山医療センター, 5NHO奈良医療
センター, 6タキオン）
ウルトラオーファンドラッグ開発促進に向けた臨床
試験のポイントについて
○前田 浩次郎1, 金子 真之2, 成川 衛2, 荒戸 照世1（1北
大院医, 2北里大院薬）
ファロムドライシロップと飲料等との配合による製
剤学的安定性の評価
○竹内 由佳理1, 小森 浩二1, 三田村 しのぶ1（1摂南大
薬）
サプリメントの適正使用に関する研究：ヒアルロン
酸含有製品
○宮地 佑佳1, 丸地 里奈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）
軽症皮膚炎に対する強ランクのステロイド外用剤の
使用
○西山 愛1, 小森 浩二1（1摂南大薬）
色弱者に識別しづらい PTP シートの CUD 化に関す
る研究
○上村 直樹1, 金澤 亜梨沙1, 木下 果鈴1, 高橋 美和1,
根岸 健一1（1東京理大薬）
新つるみ薬局における患者副作用情報の管理に関す
る取組み
○永井 ひろみ1（1ヒューメディカ 新つるみ薬局）
S-Methyl-L-cysteine (SMLC)と D-セリン併用投与によ
るラット線条体 SMLC 及び D-セリンの変動解析
○小野里 磨優1, 石丸 勝之1, 永嶋 千紘1, 福本 実理1,
飯塚 英昭1, 一場 秀章1, 福島 健1（1東邦大薬）
D-セリンによるリスペリドン誘発ドパミン放出なら
びに代謝への影響：ラット脳線条体マイクロダイア
リシスによる検討
小野里 磨優1, ○福本 実理1, 中澤 宏実1, 石丸 勝之1,
永嶋 千紘1, 飯塚 英昭1, 一場 秀章1, 福島 健1（1東邦大
薬）
抗精神病薬リスペリドンと D-Ser の併用投与による
ラット血漿中 D-Ser 濃度の変動解析
○中澤 宏実1, 小野里 磨優1, 秤屋 瞳1, 永嶋 千紘1, 飯
塚 英昭1, 一場 秀章1, 福島 健1（1東邦大薬）
施設間情報提供書を用いた薬薬連携の構築
○木村 博史1, 飛鷹 範明1, 岡本 千恵1, 上野 昌紀1, 橋
本 麻央1, 園浦 将矢1, 田中 守1, 田中 亮裕1, 荒木 博陽1
（1愛媛大病院薬）
回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者
への関わり
○岡添 進1, 高根 貴子1, 細田 矢佳1, 矢嶋 美樹2, 小瀬
英司3, 林 宏行3（1AMG さがみリハビリテーション病
院薬, 2AMG 船橋総合病院薬, 3日本大薬 薬物治療学
研究室）
当院受診の女性患者における処方薬剤の使用実態調
査～授乳に関する医薬品データ集の作成～
○遠藤 美緒1,2, 桒原 久瑠美1,2, 門馬 恵1,2, 髙橋 あい
理1,2, 山田 えり1,2, 越塚 宏美1,2, 喜田 昌記1,2, 氏家 秀
太1,2, 屋城 由樹1,2, 大戸 祐治1,2, 八木 仁1,2, 小林 麻美1,2,
水野 克己3,4, 渡邊 徹1,2, 佐々木 忠徳2,5（1昭和大江東
豊洲病院薬, 2昭和大薬, 3昭和大学医, 4昭和大江東豊
洲病院小内, 5昭和大病院薬）
酸味料の小児に対する嗜好型官能試験
○齊藤 順平1, 寺門 浩之2, 石川 洋一1（1国立成育医療
研セ薬, 2国立がん研セ中央薬）
当院薬剤部における機器分析業務についての取り組
み 急性薬物中毒加算について中心に
○深山 靖夫1, 足立 茂2, 畑山 賢輔1, 片桐 梓1, 谷地 豊1
（1東京医療センター薬, 2明治薬大）

27AB-am429

短期間での高親和性抗体取得に向けた免疫方法の最
適化
○森 宣瑛1,2, 長野 一也1,2, 永野 貴士1,2, 向井 美穂1,2, 大
須賀 絵理1,2, 竹谷 苑子1,2, 芳賀 優弥1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 堤 康央1,2,3（1医薬基盤健栄研,
2
阪大院薬, 3阪大MEIセ）
27AB-am430 北里大学病院における医薬品の新規採用の現状と今
後の課題
○坂本 かおり1, 友田 明子1, 椎 崇1, 近藤 留美子1, 厚
田 幸一郎1,2（1北里大病院薬, 2北里大薬）
27AB-am431S がん分子病態の解明を目指したがん患者由来抗体ラ
イブラリの構築と評価
○芳賀 優弥1,2, 長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2, 向
井 美穂1,2, 大須賀 絵理1,2, 竹谷 苑子1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 堤 康央1,2,3（1阪大院薬, 2医薬基
盤健栄研, 3阪大MEIセ）
27AB-am432S 非免疫ウサギファージ抗体ライブラリの構築と動物
種によるモノクローナル抗体の特性評価
○大須賀 絵理1,2, 長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2,
向井 美穂1,2, 竹谷 苑子1,2, 芳賀 優弥1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 堤 康央1,2,3（1阪大院薬, 2医薬基
盤健栄研, 3阪大MEIセ）
27AB-am433 ゲル化粒状錠（バラシクロビル粒状錠）の流動性と
飲み込みやすさに関する研究
○矢後 あゆみ1, 殿岡 真帆1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1,
原田 努1, 倉田 なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
27AB-am434 ゲル化粒状錠およびゲル化錠の服用性評価の研究
○根本 礼1, 猿渡 由佳1, 鈴木 奈緒1, 柴田 佳太1, 赤川
圭子1, 倉田 なおみ1（1昭和大薬）
27AB-am435 錠剤および軟カプセル剤のつまみやすさと指の接触
面積との関連について―健常人を対象として―
○西浦 愛美1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1, 原田 努1, 倉田
なおみ1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
27AB-am436 小児用散剤への各種飲食物の配合が服用感に及ぼす
影響
○小川 晴加1, 外山 真衣1, 中村 豪之1, 田中 紫茉子1,
内田 信也1, 並木 徳之1（1静岡県大薬）
27AB-am437 HILIC 型カラムを用いた LC-MS/MS による(R)-DBDPyNCS-トリプトファンおよびキヌレニン誘導体の定
量：TDO-KO マウス血漿への応用
○高橋 周平1, 桒原 亮介1, 高橋 寿明2, 船越 洋2, 坂本
達弥1, 内藤 瑛子1, 小野里 磨優1, 一場 秀章1, 飯塚
英昭1, 福島 健1（1東邦大薬, 2旭川医大）
27AB-am438 HILIC 型カラムを用いる LC-MS/MS による(R)-DBDPyNCS-Trp および KYN 誘導体の定量：ヒト血清へ
の応用
○内藤 瑛子1, 高橋 周平1, 原嶋 貴広1, 坂本 達弥1, 小
野里 磨優1, 一場 秀章1, 飯塚 英昭1, 福島 健1（1東邦大
薬）
27AB-am439 当院における持参薬の現状調査と処方支援の検討
○古屋 香代子1, 荒木 淳一1, 新山 大地2, 岩崎 徹2, 角
田 結菜2, 恵沢 敏成2, 井上 裕2, 金本 郁男2, 亀村 大1
（1イムス富士見総合病院薬, 2城西大薬 医薬品安全性
学講座）
27AB-am440 病棟業務日誌及び業務集計システムの構築
○深尾 彰平1, 菅谷 量俊1, 村田 和也1（1日本医科大多
摩永山病院薬）
27AB-am441S 近赤外分光法（NIRS）を用いた下肢むくみの客観的
評価法の検討
○古川 大祐1, 定方 彩乃1, 橋口 正行1, 丸山 順也1, 齋
藤 義正1, 齋藤 英胤1, 望月 眞弓1（1慶應大薬）
27AB-am442S 日本人の抗がん薬投与における認知機能評価法の確
立に向けた検討
○髙田 昂輔1, 石井 麻菜1, 竹本 伊織1, 亀井 大輔1, 藤
田 健一2, 佐々木 康綱2,3, 岩井 信市1（1昭和大薬, 2昭和
大腫瘍分子研, 3昭和大医）
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27AB-am443

27AB-am444

27AB-am445

医薬品グループ化による院内採用薬品数削減への取
り組みとその成果
○大滝 康一1,2, 粟屋 敏雄1,3, 山本 譲1, 佐藤 宝1, 小野
尚志1, 小川 聡1, 古川 博之4, 田崎 嘉一1（1旭川医大病
院薬, 2北海道薬大, 3市立旭川病院薬, 4旭川医大病院
外科学講座消化器病態外科学分野）
G-CSF 製剤バイオシミラー導入における患者説明に
は何が必要なのか？
○中村 久美1, 鬼窪 利英1, 中村 将人1（1相澤病院がん
集学治療センター）
感染防止対策加算算定病院における薬剤師の感染制
御活動の実態調査
○西村 信弘1, 廣瀬 昌博2, 直良 浩司1（1島根大病院薬,
2
島根大医）

3 月 27 日（日） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
消化管吸収

胃潰瘍存在下における経口投与後のモルヒネの血中
濃度の変化 ―In situ closed loop 法による吸収性に関
する検討―
○原 裕一1, 杉野 雅浩1, 田中 享1, 細谷 治1, 從二 和彦1
（1城西大薬）
27AB-pm012 ヒト iPS 細胞から分化誘導した小腸上皮細胞の消化
管吸収性評価への活用
○赤澤 貴憲1, 吉田 晋平2, 高橋 浩治1, 楠 直樹1, 山口
嘉隆2, 武本 浩1（1塩野義製薬コア疾患創薬研究所疾
患基盤技術部門, 2塩野義製薬開発研究所薬物動態研
究部門）

経皮吸収
27AB-pm013S Effect of d-limonene-containing liposomes on the skin
permeation of a hydrophilic compound
○Worranan RANGSIMAWONG1,2, Yasuko OBATA1,
Praneet OPANASOPIT2, Theerasak ROJANARATA2,
Tanasait NGAWHIRUNPAT2, Kozo TAKAYAMA1
（1Hoshi University, 2Silapakron University）
27AB-pm014 角層細胞間脂質ラメラ構造の熱特性に及ぼすネロリ
ドールおよびレブリン酸の影響
○内海 俊一1, 小幡 誉子1, 太田 昇2, 髙山 幸三1（1星薬
大, 2高輝度光科学研セ）
27AB-pm015 ロドデンドロールの有害事象の再発防止を目的とし
た皮内動態解析
○小田 郁花1, Wesam R. KADHUM1, 藤堂 浩明1, 杉林
堅次1（1城西大薬）
27AB-pm016 皮膚適用薬物の角層中および毛嚢中薬物動態に関す
る研究
○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&サイエンス大薬）
27AB-pm017 現在実用化されている経皮吸収型製剤のラットを用
いた in vivo 吸収性の評価：ヒトとの比較
○藤岡 美菜1, 齋藤 千愛1, 木村 峻輔1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）
27AB-pm018 レシチン逆紐状ミセル製剤におけるステロイドの皮
膚透過性に関する検討
○今井 美湖1, 橋崎 要1, 田口 博之1, 齋藤 好廣1, 本橋
重康1, 藤井 まき子1（1日本大薬）
27AB-pm019 シクロデキストリン包接化によるクェルセチンの皮
膚移行性の改善
○中部 由香莉1, 寺岡 麗子1, 湯谷 玲子1, 北河 修治1
（1神戸薬大）
27AB-pm020 ミノキシジル内包 PLGA 粒子を用いた組織選択的
TDDS 製剤の製剤化基礎検討
○肥田 由香里1, 竹内 一成1, 牧野 公子1（1東京理大薬）
27AB-pm021 フルルビプロフェンとリドカインからなる分子複合
体の溶解性挙動
○渡辺 みのり1, 香野 隼汰1, 利根川 諒1, 瀧谷 拓人1,
古石 誉之1, 米持 悦生1, 郡司 美穂子1, 遠藤 朋宏1（1星
薬大）

粘膜吸収
27AB-pm022

27AB-pm023

27AB-pm024
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結膜および角膜における親水性高分子のイオント
フォレシス促進効果に対する組織滞留性の影響
○関島 秀久1, 江原 純也1, 木村 聡一郎1, 森本 雍憲2,
上田 秀雄1（1城西大薬, 2TTS技術研）
鼻粘膜吸収評価システムの開発に向けた in vitro-in
vivo 相関性評価
○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）
経鼻ルートを介したモデル薬物の頸部リンパ節移行
性及びがん転移抑制性
○古林 呂之1, 比嘉 海夢1, 田中 晶子2, 草森 浩輔2, 勝
見 英正2, 坂根 稔康2, 山本 昌2, 井上 大輔1（1就実大薬,
2
京都薬大）

医療系薬学

27AB-pm001S 超臨界流体抽出生姜エキスの固体分散体製剤化によ
る生物薬剤学的特性の向上
○荻野 水紀1, 薬師寺 恵介1, 鈴木 寛貴1, 塩川 健一2,
菊池 洋2, 佐藤 秀行1, 世戸 孝樹1, 尾上 誠良1（1静岡県
大薬, 2日本予防医学研）
27AB-pm002 難水溶性薬物の溶解・消化管吸収に及ぼす両親媒性
包接化合物サイクリックビスデスモシドの影響
○小田 啓祐1, 森 信博2, 猪山 陽輔1, 村上 照夫1（1広島
国際大薬, 2広島国際大医療栄養）
27AB-pm003 有機酸の pH 依存的な人工脂質膜への分配性と膜透
過性（カチオン性両親溶性薬物との比較）：pH 分配
仮説からの解離
○日域 由梨1, 鈴木 あおい1, 木村 峻輔1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）
27AB-pm004 脂溶性薬物の腸管吸収に与える粘液層の影響
○岸本 久直1, 宮崎 歌織1, 村谷 美穂1, 瀧沢 裕輔1, 白
坂 善之1, 井上 勝央1（1東京薬大薬）
27AB-pm005S 溶出/移動/吸収の過程を連続的に評価する in vitro 消
化管吸収モデルに関する検討―薬物と食品成分の相
互作用―
○平山 悠花1, 三木 涼太郎1, 江川 祐哉1, 関 俊暢1（1城
西大薬）
27AB-pm006 Effects of various pharmaceutical excipients on the
intestinal transport and absorption of sulfasalazine, a
typical substrate of BCRP transporter
○Kasirawat SAWANGRAT1, 草森 浩輔1, 勝見 英正1,
坂根 稔康1, 山本 昌1（1京都薬大）
27AB-pm007 Caco-2 細胞におけるテガフールの吸収機構に関する
研究
○村中 円香1, 小林 正紀2, 宮崎 稔4, 杉浦 則男5, 井関
健2,3, 髙橋 夏子1（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）
27AB-pm008 p-アミノ安息香酸の Caco-2 細胞における N-アセチ
ル抱合代謝と膜輸送連関に関する検討
○大浦 華代子1, 髙木 悠資2, 黒川 敬介2, 前田 和哉3,
楠原 洋之3, 今井 輝子2（1熊本大院先導機構, 2熊本大
薬, 3東大院薬）
27AB-pm009S ヒト消化管細胞 CYP3A4 機能に及ぼすマルチミネラ
ルサプリメントの影響
○山田 有里子1, 辻本 雅之1, 川端 美穂1, 廣川 愛1, 水
谷 優希1, 森田 七海1, 峯垣 哲也1, 西口 工司1（1京都薬
大臨床薬学分野）
27AB-pm010 飲酒後のイブプロフェン服用における血中濃度への
影響
○松浦 知博1, 小森 浩二1（1摂南大薬）

27AB-pm011

27AB-pm025

ポリエチレングリコール修飾がポリカチオンの吸収
促進能に及ぼす影響
○金子 侑香里1, 神矢 佑輔1, 細田 伸之助1, 栗原 潤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）
27AB-pm026 Poly-L-arginine 併用下水溶性高分子薬物の経鼻投与
後の鼻腔内滞留性及び鼻粘膜吸収性に及ぼす
polyvinylpyrrolidone の影響
○川島 亮1, 坂下 智彦1, 船木 匠1, 八巻 努1, 内田 昌希1,
夏目 秀視1（1城西大薬）
27AB-pm027 肺からの薬物吸収に関する研究（15） ―低分子量薬
物に対するポリアミノ酸の吸収促進効果―
○片山 博和1, 塚元 勝士1, 根津 智紀1, 松坂 佳名子1,
高野 幹久2（1福山大学, 2広島大院医歯薬）
27AB-pm028 肺線維症発症時における肺胞上皮細胞のタイトジャ
ンクション障害に基づく肺投与型薬物の肺内動態
変化
○戸上 紘平1, 丁野 純男1, 多田 均1（1北海道薬大）
27AB-pm029 腹膜透析時の薬物の体内動態：モデル薬物の体内動
態に対する透析液体積の影響
○猿渡 瑛仁1, 田中 晶子1, 井上 大輔2, 古林 呂之2, 草
森 浩輔1, 勝見 英正1, 坂根 稔康1, 山本 昌1（1京都薬大,
2
就実大薬）
27AB-pm030 オリゴアルギニン固定化高分子による細胞内タンパ
ク質デリバリーの機能性評価
○小野 夕佳1, 毛利 浩太1, 遠藤 力斗1, 永田 健悟1, 林
英美1, 宮田 康平1,2, 落合 恭平2, 日渡 謙一郎2, 椿 和
文2, 飛田 悦男2, 小林 英夫3, 佐久間 信至1（1摂南大薬,
2
ADEKAライフ研, 3第一三共RDN分析セ）
27AB-pm031S Curcumin の細胞層透過性：人工膜を用いた透過メカ
ニズムの検討
○新谷 朋子1, 笠谷 早千巴1, 木村 峻輔2, 荒木 加永子3,
榎村 眞一3, 井上 大輔4, 森山 圭4, 古林 呂之4, 草森
浩輔1, 勝見 英正1, 坂根 稔康1, 山本 昌1（1京都薬大,
2
同志社女大, 3エム・テクニック, 4就実大薬）

トランスポーター（SLC）
27AB-pm038

ENBT1 の核酸塩基輸送機能における R402 アミノ酸
残基の役割
○宇佐美 伶奈1, 古川 純士1, 保嶋 智也1, 太田 欣哉1,
井上 勝央2, 湯浅 博昭1（1名市大院薬, 2東京薬大薬）
27AB-pm039 PCFT に対する phloretin の阻害効果
○庄司 大介1, 保嶋 智也1, 太田 欣哉1, 井上 勝央2, 湯
浅 博昭1（1名市大院薬, 2東京薬大薬）
27AB-pm040 ヒト大腸がん細胞株 HCT116 細胞における抗がん剤
共存下でのデシタビンの細胞内取り込みに及ぼす
dCK、ENT1 の影響
○枡田 文沙1, 上田 久美子1, 細川 美香1, 岩川 精吾1
（1神戸薬大）
27AB-pm041 OATP2A1 による 6-carboxyfluorescein 輸送に対する
pH の影響
○鈴木 祐稀1, 保嶋 智也1, 太田 欣哉1, 井上 勝央2, 湯
浅 博昭1（1名市大院薬, 2東京薬大薬）
27AB-pm042S ヒト OAT4 の臓器特異的転写制御に転写開始点の違
いが与える影響
○野口 幸希1, 篠原 裕美1, 阿部 真希子1, 西村 友宏1,
登美 斉俊1, 中島 恵美1（1慶應大薬）
27AB-pm043S ヒト OAT4 を介した H1 ブロッカーの輸送評価
○向田 紗也1, 野口 幸希1, 西村 友宏1, 登美 斉俊1, 中
島 恵美1（1慶應大薬）

トランスポーター（その他）
27AB-pm044

27AB-pm045

27AB-pm046

医療系薬学

トランスポーター（ABC）
27AB-pm032

Protein kinase A が介在する ABC トランスポーターの
毛細胆管膜局在化機構の解析
○山崎 泰広1, 村田 柚季1, 青野 雅士1, 上野 歩美1, 小
野 千夏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）
27AB-pm033 EGFR チロシンキナーゼ阻害剤と ABCG2 の相互作
用に関する検討
○井上 裕貴1, 森田 隆1, 小野塚 真理1, 吉田 久博1, 中
川 大2, 佐野 元彦3, 齋藤 健一3, 岸野 亨3, 池上 洋二1
（1明治薬大, 2中部大, 3埼玉医大病院薬）
27AB-pm034 P-glycoprotein を介した消化管での薬物間相互作用リ
スク評価
○櫻井 裕治1, 加藤 基浩1, 東田 敦子2, 尾関 和久1, 荒
井 真一1, 石谷 雅樹1（1中外製薬, 2中外医科学研究所）
27AB-pm035 インスリンによる P-gp 発現変動解析及びその変動機
構の解明
○安井 俊貴1, 上高 彩希2, 廣田 豪1, 家入 一郎1（1九大
院薬, 2九大薬）
27AB-pm036S 腎近位尿細管上皮細胞における HIF-1 活性化に伴う
BCRP 機能亢進と薬剤性細胞障害に及ぼす影響
○川嶋 圭1, 野村 嶺1, 西橋 佳津希1, 宮崎 誠1, 岩永
一範1, 永井 純也1（1大阪薬大）
27AB-pm037 BCRP 発現 MDCK 細胞における Mitoxantrone の透
過と蓄積に及ぼす Catechin 類とその関連化合物の
影響
○田中 浩貴1, 藤本 紘啓1, 岡本 敬司1, 上敷領 淳1, 瀬
尾 誠1, 杉原 成美1（1福山大）

27AB-pm047

27AB-pm048

27AB-pm049

小腸におけるアルミノプロフェンの取込み・排出
機構
○金澤 沙衣1, 皆川 佑太1, 佐藤 隆司1, 渡辺 一弘1（1北
海道薬大）
血液網膜関門を介した verapamil 輸送における
lysosomal trapping の関与
中沢 亜弓1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, ○細谷 健一1（1富
山大院薬）
血液網膜関門 riboflavin 輸送における riboflavin
transporters (RFVTs) の関与
八幡 静香1, 赤沼 伸乙1, ○久保 義行1, 細谷 健一1（1富
山大院薬）
内側血液網膜関門を介した網膜からの putrescine 排
出輸送機構の解明
○三浦 宏明1, 冨瀬 彩加1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細
谷 健一1（1富山大院薬）
血液脳脊髄液関門を介した spermine 排出輸送特性
○島田 浩和1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷 健一1（1富
山大院薬）
血液脳関門を介したプロスタグランジン D2 排出輸
送における輸送担体の関与と炎症時における排出輸
送機能の減弱
○橋本 佳保里1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷 健一1
（1富山大院薬）

分布
27AB-pm050

ダプトマイシンのタンパク結合特性に関する基礎的
検討
○山崎 啓之1,2, 田口 和明1, 兵働 沙耶1, 髙木 大輔1, 宮
田 麗佳1, 小田切 優樹1,2, 瀬尾 量1,2（1崇城大薬, 2崇城
大DDS研）
27AB-pm051 【演題取り下げ】
27AB-pm052 5-フルオロウラシルでの化学療法における授乳の可
否に対するマウスを用いた検討
○稲畑 瑞穂1, 大井 康正1, 小森 浩二1（1摂南大薬）
27AB-pm053 FcRn 親和性の違いが抗体医薬品の体内分布等に及
ぼす影響
○鈴木 琢雄1, 宮崎 ちひろ1, 多田 稔1, 橋井 則貴1, 石
井 明子1（1国立衛研）
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27AB-pm054S 抗てんかん薬オクスカルバゼピンの代謝酵素誘導能
に関する研究
○黒木 彩加1, 村山 典恵2, 杉山 育男1,3, 岩野 俊介2,3,
山崎 浩史2, 廣田 孝司1（1東京理大院・薬, 2昭和薬大,
3
ノバルティスファーマ）
27AB-pm055 新規カニクイザル カルボキシルエステラーゼ 2 分子
種の加水分解特性と肝臓および小腸における発現の
個体差
○今井 輝子1, 井川 佳之1, 西澤 遥1, 大浦 華代子1, 宇
野 泰広2, 細川 正清3（1熊本大院薬, 2新日本科学, 3千
葉科学大）
27AB-pm056 In vitro データに基づくフルバスタチンの薬物動態に
おける CYP2C9 遺伝子多型の影響予測
○堀内 保顕1, 秋山 恵里佳1, 大橋 佳奈美1, 成田 正幸1,
加藤 由佳1, 千田 明日菜1, 向 祐志1, Erik ELIASSON2,
Anders RANE2, 猪爪 信夫1, 戸田 貴大1（1北海道薬大,
2
カロリンスカ研）
27AB-pm057 ヒト肝ミクロソーム中のアラキドン酸代謝における
CYP2C9 および CYP2C8 の寄与率
○加藤 由佳1, 小黒 大志郎1, 二丹田 季親1, 千田 明
日菜1, 向 祐志1, 猪爪 信夫1, 戸田 貴大1（1北海道薬大）
27AB-pm058S HPLC-UV 法による deoxycytidine kinase (dCK) 活性
及び cytidine deaminase (CDA) 活性の同時定量法の
検討
○中村 浩紀1, 細川 美香1, 上田 久美子1, 岩川 精吾1
（1神戸薬大）
27AB-pm059 ヒト神経細胞株におけるシトクロム P450 の発現プ
ロファイルと薬物応答性の解析
○小澤 秀介1,2, 山折 大1,2, 相川 香織2, 大森 栄1,2（1信
州大病院薬, 2信州大院医）
27AB-pm060 健常日本人、白人及び黒人における血漿中の脂質代
謝物レベルの相違
○前川 京子1, 桶本 和男1,2, 嶽本 和久1, 豊島 克子1, 石
川 将己1, 齊藤 公亮1, 田中 理英子3, 熊谷 雄治3, 斎藤
嘉朗1（1国立衛研, 2名市大院薬, 3北里大医）
27AB-pm061 ヒト肝ミクロソームを用いたモノアミン酸化酵素基
質薬の in vivo 代謝安定性予測
○長谷川 葵1, 増尾 友佑1, 永森 收志2, 林 和輝1, 中道
範隆1, 金井 好克2, 加藤 将夫1（1金沢大院医薬保, 2阪
大院医）
27AB-pm062 Allopurinol 代謝に及ぼす投与量の影響
○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）
27AB-pm063 UGT1A6 の基質を用いたラット脳内グルクロン酸抱
合活性と速度論的解析
○榊原 有季子1, 加藤 美紀1, 川柳 大翔1, 灘井 雅行1
（1名城大薬）
27AB-pm064 トリアゾラムおよびパクリタキセルのミクロソーム
結合に及ぼす緩衝液の種類および濃度の影響
○東川 汀1, 河合 柚佳里1, 草野 友見1, 合田 ひとみ1,
工藤 敏之1, 伊藤 清美1（1武蔵野大薬）
27AB-pm065 ケトコナゾールおよびモンテルカストの CYP3A4 お
よび CYP2C8 阻害活性に及ぼす緩衝液の種類および
濃度の影響
○横須賀 友希1, 藤原 里紗1, 合田 ひとみ1, 工藤 敏之1,
伊藤 清美1（1武蔵野大薬）
27AB-pm066 ヒト及びラットの 1 型カルボキシルエステラーゼア
イソザイムの基質認識性に影響を与える領域の同定
○橋本 満1, 賀来 麻未1, 大浦 華代子2, 水間 俊1, 今井
輝子2（1松山大薬, 2熊本大院薬）

27AB-pm069

27AB-pm067

27AB-pm068

肝代謝物の毛細胆管様構造への蓄積とその排泄を解
析する新しい培養システム
○押方 歩1, 竹澤 俊明1（1農業生物資源研）
OK 細胞におけるメロペネムの輸送特性の検討
○畠山 深雪ジャネッテ1,2, 小田 雅子1, 市村 祐一1, 齊
藤 浩司1（1北医療大薬, 2JICA 日系研修員）

薬物間相互作用
27AB-pm076

ロサルタンカリウムの Caco-2 細胞での膜輸送に対す
るキトサンの影響
○岩崎 綾乃1, 安井 愛理1, 今井 公江1（1摂南大薬）
27AB-pm077 シプロフロキサシンと各種金属カチオンの相互作用
に関する in vitro - in vivo 比較
○今岡 鮎子1, 山宮 果純1, 秋好 健志1, 大谷 壽一1（1慶
應大薬）
27AB-pm078 In vivo でジクロフェナクはモルヒネの代謝に影響し
ない
木村 嘉明1, 無量井 昂樹1, 柴田 実香1, 尾﨑 紀之1,
○荒井 國三1（1金沢大院医薬保）
27AB-pm079S CYP2C8 によるアミノピリン N-脱メチル化反応に対
する各種ペニシリン系抗菌薬の阻害活性
○今川 友里恵1, 丹羽 俊朗1（1就実大薬）
27AB-pm080S CYP3A4 各変異型分子種の代謝活性に対する MBI
阻害剤の阻害強度の体系的比較
○内藤 里菜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, Guengerich F.P.3, 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 School of Medicine, 4琉
球大医）
27AB-pm081 安定同位体標識化合物を用いた薬物動態解析の有用
性：阻害剤血漿中濃度に基づいた薬物相互作用解析
○片岡 誠1, 白岩 稔絵1, 大槻 文雄1, 大井 悠莉子1, 南
景子1, 東野 晴輝1, 山下 伸二1（1摂南大薬）
27AB-pm082 肝 OATP/Oatp 上での薬物間相互作用を予測する内因
性プローブとしての Dehydroepiandrosterone sulfate
（DHEAS）の有用性評価
○西澤 慧1, 和田 翔1, 中西 猛夫1, 玉井 郁巳1（1金沢大
院医薬保）
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排泄

血漿中メロキシカム、5’- hydroxymethyl 体及び 5’carboxy 体同時測定法の確立
○宮本 葵1, 宇佐美 明里1, 川出 優依1, 塚本 宏夢1, 青
山 隆彦1, 松本 宜明1（1日本大薬）
27AB-pm070 ラットにおけるメロキシカムおよびメロキシカム代
謝物の腸肝循環に関する検討
○青山 隆彦1, 菊地 諄1, 中山 晋作1, 杉本 涼佳1, 宮本
葵1, 松本 宜明1（1日本大薬）
27AB-pm071 抗菌薬を含む各種後発医薬品の生物学的同等性試験
で得られた標準製剤の薬物動態パラメータの比較
○丹羽 俊朗1, 畑 友美1, 林 美里1, 今川 友里恵1（1就実
大薬）
27AB-pm072 SHR における Nifedipine の体内動態および効果に対
する Captopril の併用の効果
○大西 美登里1, 森 真優1, 木村 峻輔1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）
27AB-pm073 非臨床開発段階におけるヒト PK 予測―ヒトクリア
ランスおよび分布容積の予測精度検証と化合物に適
した予測手法選択のための取り組み―
○山田 哲寛1, 小川 浩太郎1, 栗原 厚1, 鷹橋 俊之1, 飯
野 晶子1, 近藤 宏1, 上 秀明1, 岩坪 隆史1, 倉橋 良一1,
三浦 慎一1, 渡辺 一人1（1製薬協医薬品評価委員会基
礎研究部会）
27AB-pm074S シベンゾリンの低血糖作用に及ぼすロサルタン併用
の影響
○垣鍔 佑佳1, 宮崎 誠1, 岡田 麻佑1, 北村 実華子1, 岩
永 一範1, 永井 純也1（1大阪薬大）
27AB-pm075 ラットにおけるドネペジルの体内動態と脳内アセチ
ルコリンの推移
○岡島 沙映1, 高村 有沙1, 木村 峻輔1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）

27AB-pm083

27AB-pm084

27AB-pm085

27AB-pm086S

27AB-pm087S

27AB-pm088S

27AB-pm089S

27AB-pm090S

医療系薬学

27AB-pm091

ラットを用いた抗てんかん薬の多剤併用時における
血中濃度推移
○谷奥 寛1, 米山 雅紀2, 荻田 喜代一2, 中西 彩子3, 安
井 みのり3, 関本 裕美3, 星田 徹4, 小森 浩二1（1摂南
大・薬 医療薬学研究室, 2摂南大・薬 薬理学研究室,
3
奈良医療センター 薬剤部, 4奈良医療センター てん
かんセンター）
ワルファリンとレボフロキサシンの併用による INR
の変化
○佐橋 慶美1, 成瀬 徳彦1, 水野 恵司1, 三輪 眞純1, 嶋
野 祐之2, 森 一博1（1名古屋第一赤十字病院薬, 2名古
屋第一赤十字病院循）
メトロニダゾール併用によるブスルファンの血中濃
度上昇メカニズムの検討
○櫻庭 瑛1, 山口 翔平1, 工藤 敏之1, 伊藤 清美1（1武蔵
野大薬）
グレープフルーツ ― 薬物間相互作用の強度に影響を
及ぼす諸因子の解明
○亀井 佑莉1, 今岡 鮎子1, 秋好 健志1, 大谷 壽一1（1慶
應大薬）
母集団 PK-PD モデルを用いた Warfarin と
Bicalutamide の相互作用予測
○赤田 貴大1, 小川 隆之1, 鈴木 敬太1, 岡澤 司1, 平出
誠2, 高橋 晴美1（1明治薬大, 2がん研有明病院薬）
Lipid Rescue 療法における薬物－脂肪乳剤相互作用
の母集団 semi-physiological pharmacokinetic modeling
○岡田 章1, 上野 幹生1, 谷岡 真帆1, 辻本 貴江1, 福島
恵造1, 杉岡 信幸1（1神戸学院大薬）
カクテル試験での 1 ポイント採血における血漿中濃
度及び尿中代謝比と AUC との関係―caffeine、
losartan 及び omeprazole における検討―
○篠原 美紀1, 芝切 若奈1, 内田 信也1, 田中 紫茉子1,
袴田 晃央2, 小田切 圭一2, 乾 直輝2, 渡邉 裕司2, 並木
徳之1（1静岡県大薬, 2浜松医大医）
カクテル試験での 1 ポイント採血における血漿中濃
度および尿中代謝比と AUC との関係
―dextromethorphan および midazolam における検討―
○芝切 若奈1, 篠原 美紀1, 内田 信也1, 田中 紫茉子1,
袴田 晃央2, 小田切 圭一2, 乾 直輝2, 渡邉 裕司2, 並木
徳之1（1静岡県大薬, 2浜松医大医）
ワルファリン服用患者における抗 MRSA 薬テイコプ
ラニン投与後の PT-INR 推移
○中野 貴文1,2, 佐藤 啓介2, 今給黎 修1,2, 鷲山 厚司2,
三島 健一1, 二神 幸次郎1,2（1福岡大薬, 2福岡大学病院
薬）

薬剤学・その他
27AB-pm092

肝薬物代謝酵素活性に対する緑茶カテキンの影響
○藤澤 春香1, 中村 亜美1, 佐藤 隆司1, 渡辺 一弘1（1北
海道薬大）
27AB-pm093 抗薬物抗体評価に用いられる各種 Ligand binding
assay の分析能比較
○西村 和子1, 宮間 ちづる1, 石井 明子1（1国立衛研）
27AB-pm094S 定量プロテオーム解析に適した微量細胞膜分画法の
構築
○星山 稔貴1, 伊藤 慎悟1,2,3, 平山 未央1,2,3, 大槻 純
男1,2,3（1熊本大院薬, 2熊本大院生命科学, 3AMEDCREST）
27AB-pm095 プテロスチルベンによるマウスメラノーマ細胞のメ
ラニン産生抑制効果
○鈴木 豊史1, 三浦 基文1, 髙松 健人1, 鈴木 直人1, 本
橋 重康1, 伴野 和夫1（1日本大薬）
27AB-pm096 PXR アンタゴニストによる白金錯体の抗腫瘍効果増
強作用の比較
○安田 恵1, 岸本 修一2, 冨田 愛2, 山根 祐規2, 天野 学1,
福島 昭二2（1兵庫医療大薬, 2神戸学院大薬）

27AB-pm097

27AB-pm098

27AB-pm099

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
○柴田 絵里子1, 更科 壮太2, 窪田 篤人2, 小林 正紀2,
宮崎 稔4, 杉浦 則男5, 井関 健2,3, 髙橋 夏子1（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）
機械学習に基づくモルヒネの中枢移行性促進に有用
な併用薬の探索
○植沢 芳広1, 福島 大介1, 野澤（石井）玲子1, 加賀谷
肇1（1明治薬大）
自殺遺伝子を利用したインスリン放出性細胞株の細
胞増殖制御
○草森 浩輔1, 辻村 真里1, 織田 千尋1, 西川 元也2, 勝
見 英正1, 坂根 稔康1, 山本 昌1（1京都薬大, 2京大院薬）

コントロールド・リリース
27AB-pm100

アスコルビン酸の 0 次放出を可能とした徐放性顆粒
剤の開発
○串岡 拓也1, 中村 達雄1, 相部 かおり1, 由井 慶1
（1ファンケル 総合研究所）
27AB-pm101 アスコルビン酸の吸収に関する研究：徐放化基剤の
評価
○中村 達雄1, 酒井 智文1, 相部 かおり1, 由井 慶1, 神
谷 誠太郎2, 中島 憲一郎2（1ファンケル 総合研究所,
2
長崎国際大薬）
27AB-pm102 エレクトロスピニング法を用いたアセトアミノフェ
ンナノファイバー錠剤の調製とその製剤評価
○永野 茄奈1, 芝田 信人1, 西村 亜佐子1, 羽森 真美1, 柿
本 早香1, 加茂 友起乃1, 北澤 加奈1（1同志社女大薬）
27AB-pm103S 潰瘍性大腸炎治療を目的としたコンジュゲート型複
合体微粒子の開発
○高波 ゆかり1, 勝又 綾野1, 村木 希1, 池内 由里1, 大
西 啓1（1星薬大）
27AB-pm104 撹拌溶融造粒法を用いた苦味マスキング微小粒子の
設計と評価
○島田 優輝1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井 茂1（1静岡
県大院薬）
27AB-pm105 薬物放出制御膜としてのキトサンおよび N-アセチル
キトサン膜の比較
○冨田 久夫1, 出原 亮太1, 猪野 薫1, 高田 千明1（1福山
大薬）
27AB-pm106 一本鎖化構造安定化技術による TNF 受容体アンタ
ゴニストの創製と最適化
○井上 雅己1, 鎌田 春彦1,2,3, 瀧 慎太郎1,2, 安藤 大介1,2,
長野 一也1,2, 堤 康央1,2,3, 角田 慎一1,2,3（1医薬健栄研,
2
阪大院薬, 3阪大MEIセ）

ターゲティング
27AB-pm107

リポタンパク質受容体を介したリポソームの細胞内
取り込みに関する研究
○加藤 くみ子1, 桜井 真理1, 合田 幸広1（1国立衛研薬
品部）
27AB-pm108S ポリエチレングリコール修飾タンパク製剤 Pegasys
に対する抗 PEG IgM 応答
○本藤 栄里1, 美馬 優1, 清水 太郎1, 石田 竜弘1（1徳島
大薬）
27AB-pm109 GM1 ガングリオシドーシス細胞への脂質蓄積に及ぼ
すシクロデキストリン誘導体の影響
○前田 有紀1,2, 本山 敬一1, 東 大志1, 堀越 裕佳3, 竹尾
透3, 中潟 直己3, 倉内 祐樹1, 香月 博志1, 近藤 悠希1, 石
塚 洋一1, 入江 徹美1, 江良 拓実4, 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熊本大生命資源研究・支援セ, 4熊本大発生医学
研）
27AB-pm110S カルボン酸修飾を利用した新規骨指向性高分子薬物
キャリアの開発
○山下 修吾1, 勝見 英正1, 日比野 希美1, 磯部 友吾1,
矢木 夕美子1, 草森 浩輔1, 坂根 稔康1, 山本 昌1（1京都
薬大）

– 198 –

27AB-pm111

腎尿細管領域への薬物送達
○高橋 瑠衣1, 米澤 正1, 増田 香1, 佐藤 博規1, 臼井
健裕1, 畠山 祐実1, 川崎 靖1, 杉山 晶規1, Masanobu
KOMATSU2, 名取 泰博1（1岩手医大薬, 2サンフォー
ド・バーナム医学研究所）
27AB-pm112 アテローム性動脈硬化の治療及び早期発見を指向し
た LOX-1 抗体修飾リポソームの構築
○戦 修妍1, 戸上 紘平1, 丁野 純男1（1北海道薬大）
27AB-pm113S がん組織へのアクティブターゲティング型ナノ液滴
の開発に関する基礎的検討
○木村 俊哉1, 直井 智幸1, 鈴木 亮1, 小田 雄介1, 杉井
むつみ1, 宇留賀 仁史1, ウンガ ヨハン1, 丸山 一雄1
（1帝京大薬）
27AB-pm114 脳を標的とした薬物・遺伝子デリバリーにおける超
音波応答性 DDS の評価
○渕上 由貴1, 三浦 雄介1, 小川 昂輝1, 丸山 一雄2, 川
上 茂1（1長崎大院医歯薬, 2帝京大薬）
27AB-pm115 エクソソーム内包 microRNA の脳への輸送
○須山 史也1, 立花 研2,3, 小野田 淳人1,2,5, 武田 健2, 梅
澤 雅和2,4（1東京理大院薬, 2東京理大・研究推進機構・
総研院・環境次世代健康セ, 3日本薬大, 4東京理大・研
究推進機構・総研院・イメージングフロンティア, 5日
本学術振興会特別研究員DC）

がん治療 DDS

遺伝子 DDS
27AB-pm127S コンドロイチン硫酸と siRNA リポプレックスの連続
投与後の siRNA の生体内分布に及ぼすコンドロイチ
ン硫酸の投与方法の検討
○吉池 悠貴1, 服部 喜之1, 菊地 拓人1, 大西 啓1（1星薬
大・医療薬剤学）
27AB-pm128 遺伝性アミロイドーシス治療を企図した PEG 化ラク
トシル化修飾デンドリマー/シクロデキストリン結合
体による肝臓への siRNA デリバリー
○林 祐也1,2, 東 大志1, 本山 敬一1, 城野 博史1, 安東 由
喜雄3, 有馬 英俊1,4（1熊本大院薬, 2日本学術振興会,
3
熊本大院医, 4熊本大リーディング大学院 HIGO プロ
グラム）
27AB-pm129 siRNA 封入リポソームの自然免疫応答に及ぼす影響
の評価
○阿部 康弘1, 加藤 くみ子1, 合田 幸広1（1国立衛研）
27AB-pm130 小角 X 線散乱測定による正電荷リポソームと siRNA
のリポプレックス形成過程の検討
○米持 悦生1, 木村 高暢1, Andang MIATMOKO1, 菊池
拓人1, 川野 久美1, 服部 喜之1, 郡司 美穂子1, 古石
誉之1, 遠藤 朋宏1（1星薬大）
27AB-pm131 ビタミン E 修飾 siRNA の肝特異的経腸デリバリーに
おける各種吸収促進剤の効果
○渡辺 知恵1, 岡田 泰樹1, 吉田 規恵2, 仁科 一隆2, 横
田 隆徳2, 村上 正裕1（1大阪大谷大・薬, 2東京医歯大・
医）
27AB-pm132S 温度応答性高分子を用いた siRNA デリバリーナノ
キャリアの開発
○長谷川 桃子1, 王 堅1, 根本 遼1, 綾野 絵理1, 米谷
芳枝1, 金澤 秀子1（1慶應大薬）
27AB-pm133 バブルリポソームと超音波照射併用による横隔膜へ
の遺伝子デリバリーシステムの確立
○指田 紗菜恵1, 根岸 洋一1, 櫻井 あかね1, 道鎭 え
りか1, 高橋 葉子1, 鈴木 亮2, 丸山 一雄2, 新槇 幸彦1
（1東薬大薬, 2帝京大薬）

製剤の設計・製造（固形）
27AB-pm134

初期の薬物結晶形が湿式粉砕したナノ粒子の物性に
及ぼす影響
○森部 久仁一1, 黒岩 洋佑1, 植田 圭祐1, 東 顕二郎1,
山本 恵司1（1千葉大院薬）
27AB-pm135 HPMC/Eudragit S 100 ポリマーブレンドによる非晶質
固体分散体の溶解性改善メカニズムの解明
○東 顕二郎1, 大八木 直子1, 植田 圭祐1, 山本 恵司1,
森部 久二一1（1千葉大院薬）
27AB-pm136S スティッキングデータに基づく打錠用杵の選択手法
の開発
○松本 智徳1, 湯汲 省吾2, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1（1星
薬大, 2モリマシナリー）
27AB-pm137S クエン酸含有 Eugragit キャストフィルムの物性評価
○吉川 彰1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1（1星薬大）
27AB-pm138 多剤配合オーバル錠の処方最適化
○河﨑 唯1, 中村 知広1, 松本 智徳1, 小幡 誉子1, 髙山
幸三1（1星薬大）
27AB-pm139S 楕円錠の処方最適化と有限要素法を用いたシミュ
レーションによる検討
○根本 遥1, 岡田 信人1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1（1星薬
大）
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27AB-pm116S 腫瘍標的性ヒアルロン酸結合型亜鉛プロトポルフィ
リン (HA-ZnPP) の有用性評価
○江口 佳菜未1, 方 軍1,2, 周 建融1, 横溝 和美1, 前田
浩2（1崇城大薬, 2崇城大DDS研究所）
27AB-pm117S siRNA リポプレックスとドキソルビシンの併用療法
による肺転移乳がんに対する治療効果の検討
○中村 麻里1, 服部 喜之1, 菊地 拓人1, 大西 啓1（1星薬
大・薬・医療薬剤学）
27AB-pm118 バブルリポソームと高密度焦点式超音波併用による
抗がん剤内封リポソームのがん治療効果の増強
○安達 一永1, 根岸 洋一1, 濱野 展人2, 高橋 葉子1, 鈴
木 亮3, 丸山 一雄3, 新槇 幸彦1（1東京薬大薬, 2九大先
端医療イノベーション, 3帝京大薬）
27AB-pm119 悪性腫瘍の治療を目的としたホウ素中性子捕捉療法
用 PEG 修飾リポソーム製剤の開発
○西村 美穂1, 岸 将大1, 野村 謙介1, 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）
27AB-pm120 がん中性子捕捉療法のための表面改質型ガドリニウ
ム含有キトサンナノ粒子の開発と表面修飾材料が及
ぼす粒子特性への影響
○安藤 徹1, 重儀 拓哉1, 小松 真実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）
27AB-pm121 中性子捕捉療法を目的とした腫瘍標的型細胞透過性
ペプチド結合ボロンリポソームの開発
○土井 康寛1, 笠岡 敏1, 上地 弘輝1, 松岡 純平1, 福島
光博1, 杉本 祐規1, 田中 佑典1, 吉川 広之1, 増永 慎
一郎2, 小野 公二2（1広島国際大薬, 2京大原子炉）
27AB-pm122 薬剤耐性癌細胞におけるドキソルビシン・クルクミ
ン封入リポソームの効果に関する検討
○跡部 一孝1, 栗田 拓朗1, 榊原 紀和1, 加藤 善久1（1徳
島文理大香川薬）
27AB-pm123S 間質圧の高い腫瘍への抗がん剤デリバリーを目指し
た自己会合型超分子 PEG 化ブロメラインの構築
○佐藤 奈々1, 弘津 辰徳1,2, 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）
27AB-pm124S 固形がん選択的ターゲティングを目指した pH 応答
性高分子ミセルの創製
○永田 勇貴1, 山田 有紗1, 根本 遼1, 蛭田 勇樹1, 金澤
秀子1（1慶應大薬）

27AB-pm125S 難治性乳がんにおける擬似血管構造を標的とした新
規抗体の創製
○岡部 理恵子1, 野村 鉄也1, 山﨑 麗1, 平田 圭一1, 宇
都口 直樹1（1帝京大薬）
27AB-pm126 難治性乳がんの治療に資する二重特異性抗体
（EphA10/CD3）の作製とその効果
○鎌田 春彦1,2,3, 瀧 慎太郎1,2, 長野 一也1,2, 井上 雅己1,
堤 康央1,2,3, 角田 慎一1,2,3（1医薬健栄研, 2阪大院薬,
3
阪大MEIセ）

27AB-pm140
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光学式表面センサによる錠剤表面密度の計測
○森井 愛理1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1（1星薬大）
27AB-pm141S プラセボ錠の実験データを活用した薬物配合錠の引
張強度予測
○辻 貴大1, 林 祥弘1, 茶木 弘一2, 小杉 敦2, 細谷 健一1,
高山 幸三3, 大貫 義則1（1富山大院薬, 2日医工, 3星薬
大）
27AB-pm142 せん断試験を用いた製錠時のスティッキング発生
予測
○中村 承平1, 大塚 菜月1, 吉野 友加里1, 坂本 宜俊1,
湯淺 宏1（1松山大薬）
27AB-pm143 MSMPR 型晶析装置による球形晶析法の連続プロセ
ス化
○田原 耕平1, 小野寺 理沙子1, Allan MYERSON2, 竹
内 洋文1（1岐阜薬大, 2マサチューセッツ工科大）
27AB-pm144S 糖転移ナリンジンによる難水溶性薬物のカルボキシ
ル基に起因した溶解性改善
○岡本 大樹1, 藤森 美季1, 門田 和紀1, 戸塚 裕一1（1大
阪薬大）
27AB-pm145S Fine Droplet Drying 工法による高機能性固体分散体
製剤の開発（1）―難水溶性医薬品の生物薬剤学的特
性向上を指向した固体分散体―
○兼子 裕規1, 森谷 樹2, 森永 匡彦2, 大竹 啓斗1, 世戸
孝樹1, 佐藤 秀行1, 尾上 誠良1（1静岡県大薬, 2リコー）
27AB-pm146 フルコナゾールの口腔内崩壊錠に関する製剤学的
検討
菅野 高広1, 信田 重成2, 住谷 賢治1, 松本 麻里3, 早川
幸江3, ○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, 3いわき湯本病院薬）
27AB-pm147 多変量解析技術を用いた医薬品混合粉体中粒子の新
規な形態分類に関する可能性検討
○笹倉 大督1, 佐藤 貴哉2（1マルバーン（スペクトリ
ス）, 2カモソフトウェアジャパン）
27AB-pm148 原薬物性情報に基づいた錠剤引張強度の定量的予測
○林 祥弘1, 辻 貴大1, 茶木 弘一2, 小杉 敦2, 髙山 幸三3,
大貫 義則1（1富山大院薬, 2日医工, 3星薬大）
27AB-pm149S ポリビニルアルコール系樹脂（エクセバール）のハ
イドロゲル製剤への応用
○儘田 大1, 河野 弥生1, 花輪 剛久1（1東京理大薬）
27AB-pm150S ゼラチン被膜と植物性被膜の物性比較
○大石 沙奈1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 劉 季玲2, 前畑
陽祐2, 渡辺 和彦2, 下川 義之2, 板井 茂1（1静岡県大薬,
2
富士カプセル）
27AB-pm151 ヒドロタルサイト様化合物とケトプロフェンの複合
体形成
○林 亜紀1, 池上 沙紀1, 英保 有里1, 松嶋 紗由記1, 中
山 尋量1（1神戸薬大）
27AB-pm152 降圧薬含有フィルム製剤の調製 その 2
○佐飛 槙大1, 毎田 千恵子1, 磯部 隆史2, 小藤 恭子1,
村田 慶史1（1北陸大薬, 2横浜薬大）
27AB-pm153 漢方製剤の機能向上 ―精油成分を高含量含む漢方
製剤の調製―
○前田 幸千恵1, 平井 伸明1, 中瀬 朋夏1, 髙橋 幸一1
（1武庫川女大薬）
27AB-pm154S アセトアミノフェンの共結晶分子交換反応により決
定した安定性序列と水素結合エネルギーの相関
○佐藤 春菜1, 向田 睦2, 伊藤 雅隆1, 菅野 清彦1, 寺田
勝英1（1東邦大薬, 2旭化成ファーマ）
27AB-pm155S ファモチジン製剤の溶出性と生物学的同等性の関係
○栗原 伶奈1, 大野 麻美1, 菅野 清彦1（1東邦大薬）
27AB-pm156S 口腔内崩壊錠用賦形剤としてのコーンスターチの新
たな適用拡大
○塙 美里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日本コーンスターチ）
27AB-pm157 錠剤の断面観察 ～SEM と EDS を用いた薬成分分
布の分析～
○山﨑 映明1, 峯木 紘子2, 鍵 紀子1, 工藤 洋一郎1
（1ジャスコインタ, 2ジャスコエンジ）

27AB-pm158

近赤外分光法によるゼラチン系皮膜の引張強度に及
ぼす添加剤の影響の解析
○高橋 果菜美1, 早川 栄治2, 下川 義之2, 服部 祐介1,
大塚 誠1（1武蔵野大薬, 2富士カプセル）
27AB-pm159 シンバスタチン含有ゼラチン・ハイドロキシアパタ
イト球形化顆粒からの薬物放出制御
○齊藤 花江1, 細越 貴裕1, 服部 祐介1, 大塚 誠1（1武蔵
野大薬）
27AB-pm160 テラヘルツを用いた粉砕による非晶質化メカニズム
の解明
○小林 真紀子1, 服部 祐介1, 佐々木 哲朗2, 大塚 誠1
（1武蔵野大薬, 2静岡大）
27AB-pm161 噴霧乾燥・滴下凍結乾燥 2 ステップ調製法によるア
リピプラゾール含有 PLGA ドライサスペンション製
剤の設計
中島 淳1, ○大屋 和福1, 和泉 智久1, 近藤 啓太1, 丹羽
敏幸1（1名城大薬）
27AB-pm162 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（2）
小林 正人1, ○木田 雄大1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1（1名
城大薬）
27AB-pm163S 高速混練造粒法の造粒特性とスケールアップに関す
る基礎的研究
○徳田 建人1, 仲村 英也1, 綿野 哲1, 大石 裕喜2, 永井
延明2, 羽床 卓晃2（1大阪府立大, 2品川工業所）
27AB-pm164S 噴霧乾燥法を用いた粉末吸入製剤の設計と粒子形状
制御による肺到達性能の向上
○吉田 寛恵1, 仲村 英也1, 綿野 哲1, 根本 源太郎2（1大
阪府立大, 2大川原化工機）
27AB-pm165 新規な連続式二軸押し出し造粒機の開発とその造粒
特性
○奈良 沙菜恵1, 仲村 英也1, 綿野 哲1, 逵 隆伸2, 浅井
直親2（1大阪府立大, 2ダルトン）
27AB-pm166S 超臨界二酸化炭素を用いた新規な湿式粉砕法の開発
と難水溶性薬物の溶出改善
○Jennifer Wee Fern CHIA1, 仲村 英也1, 綿野 哲1（1大
阪府立大）
27AB-pm167 乾式ワックスコーティング法を用いた機能性酵素製
剤の設計
○藤原 咲1, 仲村 英也1, 綿野 哲1, 貝沼 謙2, 酒井 美穂2
（1大阪府立大, 2山崎製パン）

製剤の設計・製造（半固形）
27AB-pm168

ジェランガム液剤の付着性に及ぼす金属イオンの
影響
○下山 哲哉1, 中鉢 聡1, 松原 沙耶1, 伊藤 邦彦1, 小林
道也1（1北医療大薬）
27AB-pm169 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糖の影響
○伊藤 邦彦1, 川下 拓馬1, 石川 智貴1, 山根 侑子1, 下
山 哲哉1, 小林 道也1（1北医療大薬）
27AB-pm170 ナノ結晶を用いた新規経皮投与システムの確立とそ
の薬物吸収動態の解析
○伊藤 吉將1, 長井 紀章1, 中屋 仁美1, 谷本 紫苑1（1近
畿大薬）
27AB-pm171 粘着性アクリルポリマー中における原薬の結晶化挙
動に関する検討
○佐藤 麻理奈1, 井上 元基1, 浦松 俊治2, 島本 敏夫2,
深水 啓朗1（1明治薬大, 2大同化成工業）
27AB-pm172 疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを用い
た O/W 型乳剤の性質―油相の種類と濃度の影響―
本多 なつみ1, ○藤井 まき子2, 橋崎 要2, 和田 芙由子1,
小泉 直也1, 渡辺 善照1（1昭和薬大, 2日本大薬）
27AB-pm173S 透析掻痒症に適用されるメントール・ジフェンヒド
ラミン含有クリームの製剤安定性改善
○横川 雅光1, 大貫 義則2, 町田 昌明3, 清家 千江子4,
内海 俊一1, 小幡 誉子1, 櫻井 正太郎3, 髙山 幸三1（1星
薬大薬剤, 2富山大院薬, 3星薬大実務教育研究部門,
4
小田原循環器病院薬）
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27AB-pm174

27AB-pm175

27AB-pm176

結膜嚢での局所滞留性を有する温度応答性
Sangelose/Cyclodextrin ゲル点眼剤の調製
○大久保 尚徳1,2, 庵原 大輔1, 安楽 誠1, 上釜 兼人1, 平
山 文俊1（1崇城大薬, 2ファーマダイワ）
ステロイド軟膏剤の先発品と後発品とヒルドイドソ
フト軟膏との混合性―ステロイド軟膏剤に含有され
る界面活性剤の影響―
○大石 真央1, 近野 詩乃1, 西垣 彰人1, 湯谷 玲子1, 寺
岡 麗子1, 北河 修治1（1神戸薬大）
ジメチルイソプロピルアズレンを含有する軟膏剤の
先発品、後発品のレオロジー特性と混合操作による
その特性の違い
○近野 詩乃1, 大石 真央1, 山本 有紀1, 湯谷 玲子1, 寺
岡 麗子1, 北河 修治1（1神戸薬大）

製剤の設計・製造（注射剤・液剤）
27AB-pm177S 合成高分子を用いたディスク型脂質ナノ粒子の作製
と物性評価
○橘 由香1, 田中 将史1, 川上 徹2, 岩崎 憲冶2, 向 高弘1
（1神戸薬大, 2阪大蛋白研）
27AB-pm178S 新規 RNA 型核酸の肺局所投与を目的とした製剤化
○中熊 佑喜1, 小野寺 理沙子1, 田原 耕平1, 豊福 秀一2,
竹内 洋文1（1岐阜薬大, 2ボナック）

医薬品製剤の試験・性状・安定性
27AB-pm179

新規剤形
27AB-pm203S 肺内部の幾何学構造を考慮した吸入療法における
breath-hold の有用性検証
○今中 あゆみ1, 中塚 侑吾1, 門田 和紀1, 戸塚 裕一1
（1大阪薬大）
27AB-pm204S トラニラストとジフェンヒドラミン塩酸塩の coamorphous 製剤の物理化学的評価と安定性
○國田 彩加1, 伊藤 拓哉1, 上田 廣1,2, 門田 和紀1, 戸塚
裕一1（1大阪薬大, 2塩野義製薬）
27AB-pm205 高分子担体を用いた all-trans retinoic acid 内包ナノ粒
子の調製と評価
○金尾 義治1, 藤本 可那子1, 大田 将洋1, 守屋 美帆1,
田中 哲郎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）
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医療系薬学

ラマン分光法による錠剤中主薬の定量に関する研究
―製剤均一性試験への応用を見据えて―
○岡留 悠祐1, 島村 りえ1, 鈴木 郁也1, 小出 達夫2, 久
田 浩史1, 井上 元基1, 深水 啓朗1（1明治薬大, 2国立衛
研）
27AB-pm180 低波数ラマン分光法による製剤中原薬の結晶化挙動
モニタリング
○小山内 諒治1, 久田 浩史1, 井上 元基1, 小出 達夫2,
深水 啓朗1（1明治薬大, 2国立衛研）
27AB-pm181 坐剤に含まれる原薬の粒子径が製剤均一性および溶
出性に及ぼす影響
○瀬田 昌子1, 飯田 康人1, 邨松 志穂2, 山本 佳久2, 久
田 浩史1, 井上 元基1, 深水 啓朗1（1明治薬大, 2帝京平
成大薬）
27AB-pm182 近赤外レーザーを搭載した携帯型ラマン分光計によ
る医薬品原料の分析
○高橋 春秋1, 久田 浩史1, 井上 元基1, 深水 啓朗1（1明
治薬大）
27AB-pm183 近赤外レーザーを搭載した携帯型ラマン分光計によ
る医薬品結晶多形の分析
○栗原 更紗1, 久田 浩史1, 井上 元基1, 深水 啓朗1（1明
治薬大）
27AB-pm184 錠剤中インドメタシンの分子状態に関する研究
○島村 りえ1, 久田 浩史1, 小出 達夫2, 井上 元基1, 深
水 啓朗1（1明治薬大, 2国立衛研）
27AB-pm185 近赤外分光法を用いたヘパリン類似物質含有保湿剤
とステロイド軟膏からなる混合物の安定性に関する
研究
○山本 佳久1, 久米谷 萌水1, 大貫 義則2, 鈴木 豊史3,
小出 達夫4, 深水 啓朗5（1帝京平成大薬, 2富山大院薬,
3
日本大薬, 4国衛研, 5明治薬大）
27AB-pm186 シクロデキストリンによるベタヒスチンメシル酸塩
の吸湿性改善
○前田 秀子1, 伊賀 柚紀子1, 中山 尋量1（1神戸薬大）
27AB-pm187S ウルソデオキシコール酸を用いた新たな低分子化合
物の結晶定量法としての pulsed NMR の応用
○吉本 愛香1, 江原 美里1, 佐藤 秀行1, 門田 和紀1, 戸
塚 裕一1（1大阪薬大）
27AB-pm188 バルプロ酸アルギニンの X 線単結晶構造解析による
吸湿性改善機構
○伊藤 雅隆1, 南部 香織1, 佐近 彩2, 植草 秀裕2, 米持
悦生3, 菅野 清彦1, 寺田 勝英1（1東邦大薬, 2東京工業
大院理工, 3星薬大）

27AB-pm189S MRI を用いた皮膚外用剤の混合製剤の製剤安定性に
関する定量的比較
○鮒谷 千明1, 大貫 義則2, 山本 佳久3, 深水 啓朗4, 小
出 達夫5, 内海 俊一1, 小幡 誉子1, 髙山 幸三1（1星薬大,
2
富山大院薬, 3帝京平成大薬, 4明治薬大, 5国衛研）
27AB-pm190 アセトアミノフェン，ジアゼパム坐剤の同時投与に
関する研究
○小暮 紗苗1, 川田 翼1, 森 健二1（1城西国際大薬）
27AB-pm191 坐剤の放出試験に関する研究（第 2 報）
○川田 翼1, 小暮 紗苗1, 堀 聖一1, 秋元 雅之1, 森 健二1
（1城西国際大薬）
27AB-pm192 フィルム製剤の溶解挙動解析
○中山 明希子1, 村田 慶史1, 小藤 恭子1（1北陸大）
27AB-pm193 アスピリン腸溶錠のロット間における品質評価
○久保 儀忠1, 中下 麻衣1, 平野 剛1, 八木 直美1（1北医
療大薬）
27AB-pm194 インドメタシンカプセルの溶出率に及ぼす保存温度
の影響
○栗林 和美1, 山本 佳久1, 髙畠 亨2, 水野 恵司1（1帝京
平成大薬, 2日本大薬）
27AB-pm195 ベンダムスチン塩酸塩無菌調製後の製剤学的検討
○野村 政孝1, 船戸 裕樹1, 岡崎 雅史1, 常風 興平1, 横
田 淳子1, 宮村 充彦1（1高知大病院薬）
27AB-pm196 フィルムコーティング剤の吸湿特性が錠剤の外観変
化に及ぼす影響
○濱端 綾太1, 松島 由貴2, 寺岡 麗子1, 湯谷 玲子1, 北
河 修治1（1神戸薬大, 2東和薬品）
27AB-pm197 光音響分光法をもちいたコーティング錠の非破壊
評価
○服部 祐介1, 菅田 光涼1, 大塚 誠1（1武蔵野大薬）
27AB-pm198 アムロジピンベシル酸塩錠 5 mg の溶出挙動に対す
る一包化の影響
○笛木 敦史1, 松村 紅沙1, 川村 由樹1, 橋本 繁1, 八巻
努1, 内田 昌希1, 夏目 秀視1（1城西大薬）
27AB-pm199 0.1% ポビドンヨード液の安定性に関する研究
○神保 美咲1, 名取 沙矢加1, 川邉 菜月1, 川野 駿1, 内
田 昌希1, 一色 恭徳1, 八巻 努1, 近藤 誠一1, 夏目 秀視1
（1城西大薬）
27AB-pm200 医薬品検査に向けた高出力テラヘルツ波分光方式に
よる成分濃度評価の検討
○愛甲 健二1, 奥 瑞希1, 志村 啓1, 白水 信弘2, 川瀬
晃道3（1日立ハイテクノロジーズ, 2日立製作所 研究開
発グループ, 3名古屋大）
27AB-pm201 トシリズマブの HPLC 定量法の開発とその保存安定
性試験及び生体試料への適用に関する検討
○高田 誠1, 大川内 諒1, 吉住 果穂1, 神谷 誠太郎1, 中
島 憲一郎1（1長崎国際大薬）
27AB-pm202 アモルファス成分の結晶転移時間と温度湿度の DVS
による関係解析
○東城 守夫1, 田村 悠太郎1, 林 一雄2, Naderi MAJID3
（1イーストコア, 2日本サイエンスコア, 3Surface
measurement Systems Ltd.UK）

27AB-pm206

共鳴音響振動混合技術（RAMT）を用いた S/O ナノ
粒子製剤の開発検討について
○芦澤 一英1,2,4, 岡井 一喜2, 早川 栄治2, 板井 茂3, 大
塚 誠4（1エーザイFC, 2武蔵野大薬SSCI研究所, 3静岡
県大薬, 4武蔵野大薬）
27AB-pm207 多孔性亜鉛含有リン酸三カルシウム球形顆粒の調製
と亜鉛放出制御
○大塚 誠1, 鳩山 宏一1, Joshua CHOU1, 服部 祐介1
（1武蔵野大薬学研）

27AB-pm218

27AB-pm219

27AB-pm220

製剤学・その他

医療系薬学

27AB-pm208S 分散性および流動性の改善を目的とした緑茶微粉末
の製造条件に関する検討
○櫻井 優紀子1, 岩尾 康範1, 野口 修治1, 板井 茂1（1静
岡県大薬）
27AB-pm209 アニオン性 γ-シクロデキストリン誘導体
Sugammadex を用いたフラーレン C60 ナノ粒子の調
製とがん光線力学療法への応用
○庵原 大輔1, 安楽 誠1, 上釜 兼人1, 平山 文俊1（1崇城
大薬）
27AB-pm210 アルギン酸ゲルビーズの敗血症性多臓器不全予防へ
の利用に関する検討
○礒部 隆史1, 小藤 恭子2, 村田 慶史2, 埴岡 伸光1（1横
浜薬大, 2北陸大薬）
27AB-pm211 機械的な手法で前処理した難溶性薬物含有ナノ粒子
製剤の開発
○神谷 誠太郎1, 山田 真矢1, 鷲野 美希1, 中島 憲一郎1
（1長崎国際大薬）
27AB-pm212 粉末吸入剤の吸入特性評価における ACI と APS の
相関性
○藤原 大輝1, 大竹 裕子1, 奥田 知将1, 岡本 浩一1（1名
城大薬）
27AB-pm213 マイクロニードルによる物理的刺激による皮内ラン
ゲルハンス細胞活性化に関する検討
渡邊 眞依1, ○木村 聡一郎1, 野本 祐介1, 森本 雍憲2,
上田 秀雄1（1城西大薬, 2TTS技術研）

臨床生化学
27AB-pm214

肝グリコーゲン分解指標としてのグルコース負荷後
血漿マンノース濃度減少
○田口 忠緒1, 三輪 一智1, 林 妃加里1, 山田 修平1, 吉
村 久美子2, 平野 世紀2, 西 勇一2, 高田 浩史2, 近江
訓子2, 森 俊輔2, 船越 生吾2, 井上 眞理2, 福田 善晴3, 寺
田 典生2, 藤本 新平2（1名城大薬, 2高知大医, 3福田心
臓消化器内科）
27AB-pm215 血小板機能検査に用いる ADP 試薬の評価（4）
清水 美衣1,2, Andrea R. J. ANAS1, Francis S.
LEGARIO1, 水谷 拓也1, 服部 真奈1, 松尾 昂法1, 若菜
雅世1, ○明壁 博彦1, 今西 進1, 山本 正博2, 原田 健一1,3
（1名城大薬, 2横浜市脳卒中神経脊椎セ, 3名城大院総
合学術）
27AB-pm216 基本的検査項目の複数組合せ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 2015 年上半
期受診者を対象とした予測と早期発見の試み
○青木 空眞1, 山岸 俊夫2, 西坂 苑1, 熊谷 葉子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）
27AB-pm217 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―第 2 報
○伊藤 萌子1, 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, 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札幌厚生病院薬,
3
北海道中央労災病院せき損センター）

ピオグリタゾンの薬効に対するナリンゲニンの影響
とその機構解析
吉田 裕樹1, ○津波古 梨花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（1九州保福大院薬・
生化学, 2九州保福大院薬・生薬学, 3九州保福大院薬・
臨床薬学第一, 4九州保福大院薬・微生物学）
腎培養細胞を用いた AQP2 代謝動態の検討
○高橋 由衣1, 嶋田 貴之1, 酒井 柾1, 田中 靖子1, 石橋
賢一1, 佐々木 成1（1明薬大）
HMGB1 親和性因子による AGEs-RAGE 結合性の
増大
○森 秀治1, 渡邊 政博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）

病態モデル
27AB-pm221

腸管グリア細胞におけるカルシニューリン欠損がも
たらす消化・吸収異常
大倉 宇海1, 八木 孝樹1, 平嶋 尚英1, ○田中 正彦1（1名
市大院薬）
27AB-pm222 癌治療時に発生する口内炎治療を目的とした新規モ
デルマウスの作製
○島村 洋祐1, 田中 大之1, 下西 健裕2, 竹内 一成1, 牧
野 公子1, 寺田 弘1（1東京理大薬, 2新潟薬大）
27AB-pm223 ストレス感受性の個体差が抗うつ薬 fluoxetine の投
与反応に及ぼす影響
○江藤 聡美1, 村田 雄介1, 伊瀬知 久美1, 森 征慶1, 遠
城寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-pm224 肥満脆弱性の違いはストレス感受性の個体差に依存
するか？
○桑原 知子1, 村田 雄介1, 末松 加奈子1, 森 征慶1, 遠
城寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-pm225 Communication Box 法による心理的ストレスが異な
るマウス系統の海馬神経新生に与える影響
○末松 加奈子1, 村田 雄介1, 桑原 知子1, 森 征慶1, 遠
城寺 宗近1（1福岡大薬臨床薬物）
27AB-pm226 シスプラチン腎症への AQP11 発現量の影響と D シ
スティンの効果
草野 高志1, 秋永 一流1, 宮澤 優子1, 田中 靖子1, ○石
橋 賢一1（1明治薬大）
27AB-pm227 糖尿病ラットにおける唾液腺機能障害に対するアル
ファカルシドールの影響
○西本 大輝1, 兒玉 安史1, 谷口 良彦1（1広島国際大
薬）
27AB-pm228S 新規迅速アトピー性皮膚炎モデルマウスの作製なら
びにケモカイン受容体 CCR4 の寄与
○藤里 駿1, 松尾 一彦1, 小森 悠平1, 権 英淑2, 神山
文男2, 中山 隆志1（1近畿大薬, 2コスメディ製薬）
27AB-pm229 Cathepsin D in pancreatic acinar cells is implicated in
cathepsin B and L degradation, but not in autophagic
activity
○Sally MEHANNA1, 大村谷 昌樹1（1熊本大院薬）
27AB-pm230 胎生期バルプロ酸曝露マウスの学習・記憶障害に対
する環境エンリッチメントの影響
○井上 俊弥1, 阿蘓 寛明1, 渡辺 雅彦1, 末丸 克矢1（1就
実大薬）
27AB-pm231 AQP11 ノックアウトマウス由来の脳における遺伝子
網羅的解析
○田中 靖子1, 深田 翔一1, 安部 匠1, 一柳 美聡1, 佐々
木 成1, 石橋 賢一1（1明治薬大）
27AB-pm232 亜鉛前投与における四塩化炭素誘発性腎傷害抑制機
構の検討
○吉岡 弘毅1,2, 田中 美妃1, 深谷 栞1, 臼田 春樹3, 小野
坂 敏見2, 野々垣 常正1（1金城学院大薬, 2神戸学院大
栄養, 3島根大医）
27AB-pm233S 四塩化炭素毒性に対するクマザサ抽出液の効果
○田中 美妃1, 吉岡 弘毅1,3, 藤井 広久1,2, 小野坂 敏見3,
野々垣 常正1（1金城学院大薬, 2サンクロン, 3神戸学院
大栄養）
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27AB-pm234S 高脂肪食負荷肥満モデルマウスに対するクマザサ抽
出液の効果
○森 美保子1, 吉岡 弘毅1, 藤井 広久1,2, 野々垣 常正1
（1金城学院大薬, 2サンクロン）
27AB-pm235 横紋筋融解症ラットにおける腎尿細管傷害に対する
Acetaminophen の影響
○宮城 貴之1, 近藤 聡1, 出口 智貴1, 阿部 友美1, 瀬津
弘順1, 井上 正久1（1徳島文理大薬）

疾患と遺伝子・遺伝子治療
27AB-pm236S 腎細胞癌患者への mTOR 阻害薬投与により生じる薬
剤性肺障害と STAT3 遺伝子多型との関連性
○向江 有里1, 山本 和宏2, 住江 春香1, 河本 紫帆1, 渡
邉 愛未2, 平田 佐智2, 宇田 篤史2, 中川 勉2, 三宅 秀明3,
藤澤 正人3, 小山 敏広1, 四宮 一昭1, 平井 みどり2（1岡
山大院医歯薬, 2神戸大病院薬, 3神戸大院医・腎泌尿
器科学分野）
27AB-pm237 Disulfide-bond A oxidoreductase-like protein 遺伝子変
異と統合失調症患者の肥満との関係
○鬼木 健太郎1, 大﨑 夏海2, 上橋 諒子1, 富田 哲3, 石
岡 雅道3, 土嶺 章子3, 菅原 典夫3, 大竹 宏治4, 緒方
康博4, 古郡 規雄3, 猿渡 淳二1,5（1熊本大院薬, 2熊本大
薬, 3弘前大医, 4日赤熊本健康管理セ, 5熊本大薬育薬
フロンティアセ）
27AB-pm238 胃粘膜における前立腺幹細胞抗原（PSCA）の抗酸
化ストレス作用
○御給 美咲1, 高橋 哲史1, 鈴木 秀和2, 鈴木 幸男1, 中
村 正彦1（1北里大薬, 2慶應大医内科学（消化器））
27AB-pm239 TNFα による DNA メチル化機構を介した EC-SOD 発
現調節
○森沢 惇平1, 安田 浩之1, 神谷 哲朗1, 原 宏和1, 足立
哲夫1（1岐阜薬大）

がん
27AB-pm240
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マウス間葉系幹細胞株 ST2 を用いたがん関連繊維芽
細胞化の評価とがん微小環境に対する治療薬探索
○青砥 香織1, 青木 重樹1, 平尾 卓也1, 伊藤 晃成1（1千
葉大院薬生物薬剤学研究室）
27AB-pm241 5-アミノレブリン酸を用いるがん光線力学的療法に
おけるシッフ塩基化合物による効果増強作用
○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）
27AB-pm242S 抗原特異的免疫応答の誘導におけるケモカイン受容
体 CCR4 の役割ならびに CCR4 阻害剤のアジュバン
ト活性評価
○小山 篤1, 松尾 一彦1, 西脇 敬二1, 義江 修2, 中山
隆志1（1近畿大薬, 2近畿大医）
27AB-pm243 糖尿病併発担がんマウスにおける n―3 系不飽和脂
肪酸の宿主免疫系への影響
○中野 貴史1, 吉田 文1, 原田 恩1, 斎藤 克代1, 河原田
律子2, 小浜 智子3, 大室 弘美3, 小濱 一弘3, 村上 孝1
（1高崎健康福祉大薬 腫瘍生物, 2高崎健康福祉大 健
康栄養, 3武蔵野大薬）
27AB-pm244 マウス TGF-β2 を介した腫瘍進展と腫瘍休眠の調節
的役割
○飯塚 一矢1, 野口 沙斗美1, 原田 恩1, 斎藤 克代1, 横
尾 英明2, 村上 孝1（1高崎健康福祉大薬 腫瘍生物, 2群
馬大院医 病態病理学）
27AB-pm245 架橋ゼラチンを基材とするスフェロイド培地
○佐野 裕之1, 石渡 俊二2, 多賀 淳2, 小林 正隆1, 進藤
智弘1（1ルミカ研, 2近畿大薬）

27AB-pm246S Atypical protein kinase C (aPKC) 依存的な ALDH1 陽
性乳癌幹細胞の生存メカニズムの解析
○野崎 優香1, 稲田 将大1, 片山 鈴花1, 中根 裕美1, 二
俣 沙央里1, 小野寺 佑佳1, 原 泰志2, 安部 良2, 今井
美沙5, 田沼 靖一1,3, 秋本 和憲1,4（1東京理大薬, 2東京
理大生命研, 3東京理大ゲノム創薬研セ, 4東京理大TR
セ, 5順天堂大院JLRCDR）
27AB-pm247S CDDP 耐性度に応じたがん幹細胞マーカー遺伝子の
発現変化
○中原 諒子1, 堀部 紗世1, 平沼 朋子1, 和田 諭可子1,
河内 正二2, 棚橋 俊仁1,3, 力武 良行1（1神戸薬大医療
薬学, 2神戸薬大薬学臨床教育センター, 3神戸大院消
化器内科学）
27AB-pm248 FP001 を用いた 3 次元培養における SKOV3 細胞に
対する分子標的薬の効果
○金木 達朗1, 相原 彩子1, 安部 菜月1, 西野 泰斗1（1日
産化学工業生科研）
27AB-pm249S 擬似血管機能解析を目的とした新規 in vitro がん擬
似血管モデルの開発
○喜安 望1, 平田 圭一1, 野村 鉄也1, 松浦 将司1, 宇都
口 直樹1（1帝京大薬）
27AB-pm250S ビスベンゾキノン誘導体による STAT3 阻害作用の生
化学的解析
○小跡 竜也1, 小郷 尚久1, 田口 今日子1, 増田 吉昭1,
浅井 章良1（1静岡県大院薬）
27AB-pm251 乳がん関連たんぱく質 EphA10 の各種がんでの発現
分布の解析
○長野 一也1,2, 森 宣瑛1,2, 永野 貴士1,2, 向井 美穂1,2, 大
須賀 絵理1,2, 竹谷 苑子1,2, 芳賀 優弥1,2, 井阪 亮1,2, 鎌田
春彦1,2,3, 角田 慎一1,2,3, 堤 康央1,2,3（1阪大院薬, 2医薬基
盤健栄研, 3阪大MEIセ）
27AB-pm252 アポトーシス抵抗性ヒト乳癌細胞における
ALDH1A3 と Sox2 の発現様式の解析
○伊藤 愛実1, 柏井 香輪1, 井澤 優希1, 伊佐 みゆき1,
福沢 真由1, 村上 元庸1, 高橋 玲1（1同志社女大薬）
27AB-pm253 乳癌患者の腫瘍組織における癌/精巣抗原の発現と患
者背景、臨床パラメーターとの関連性
○大塚 駿太1,2, 田中 庸一1,2, 福山 隆3, 山村 瑠衣3, 小
林 憲忠3, 近藤 康史4, 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
研究センター, 4北里大メディカルセンター外科）
27AB-pm254 アポトーシス抵抗性を示すヒト乳癌細胞における分
化能と ALDH 活性の解析
○井澤 優希1, 伊佐 みゆき1, 福沢 真由1, 村上 元庸1,
髙橋 玲1（1同志社女大薬）
27AB-pm255 ErbB2 を過剰発現させた乳腺上皮細胞における
miRNA-205 ターゲットの探索
○酒巻 利行1, 濱高 諒1, 上野 康之1, 小泉 宏史1, 長谷
川 拓也1, 佐藤 浩二1（1新潟薬大薬）
27AB-pm256 In vitro および in vivo で乳がん細胞に対する AsIII と
テトランドリンの単独・併用による抗腫瘍活性
○王 瀟1, 姚 明江1,2, 袁 博1, 林 秀樹1, 高木 教夫1（1東
京薬大薬・応用生化, 2中国中医科学院・西苑医院）
27AB-pm257 好中球カテプシン G の乳がん細胞 MCF-7 に対する
結合と細胞内取り込み
○佐久間 裕1, 幕内 真央1, 鎌田 理代1, 油井 聡1（1帝京
大薬）
27AB-pm258 肺癌患者における制御性 T 細胞の臨床的意義
○関根 大介1, 竹内 修2, 黒沼 智2, 高橋 哲史1, 鈴木
雄介3, 中山 莊平3, 中村 正彦1, 鈴木 幸男1（1北里大・
薬, 2北研病院・研究部, 3北研病院・呼吸器内科）
27AB-pm259 マクロファージ活性化因子 GcMAF を用いた肺がん
治療メカニズムの解明
○大野 智也1, 廣田 慶司2, 竹内 一成1, 字都 義浩3, 堀
均3, 牧野 公子1, 寺田 弘4（1東京理大薬, 2ミシガン大,
3
徳島大院ソシオテクノサイエンス研, 4新潟薬大）

27AB-pm260
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プロスタグランジン E2 受容体シグナリング阻害は
膵臓がんにおける IGF-1 受容体シグナリングを介し
た増殖刺激を消失させる
○高橋 徹行1,2, 上原 久典2, 常山 幸一2, 土方 貴雄1
（1武蔵野大薬・機能形態学, 2徳島大院医・疾患病理
学）
27AB-pm261 ヒト膵癌細胞株における脂質合成阻害剤の細胞増殖
抑制およびアポトーシス誘導効果
○西 弘二1, 鈴木 健太1, 時澤 佑茉1, 澤本 潤平1, 岩瀬
由未子1, 弓田 長彦1, 池田 敏彦1（1横浜薬大）
27AB-pm262 腎臓癌における 15-デオキシ-デルタ 12, 14-プロスタグ
ランジン J2 の抗転移能
○山本 泰弘1, 高馬 宏美1, 西井 彩桂1, 高橋 稔1, 中村
任1, 矢上 達郎1（1姫路獨協大薬）
27AB-pm263 ヒト腎癌由来培養細胞における hnRNP A2/B1 発現
の低酸素応答性に対する VHL-HIF 経路の関与
○猪澤 翠1, 高橋 稔1, 植松 智子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）
27AB-pm264 膀胱癌細胞における前立腺幹細胞抗原（PSCA）発
現に及ぼす 3 次元培養の影響
○飯塚 美有1, 高橋 哲史1, 佐伯 宣久2, 鈴木 幸男1, 中
村 正彦1（1北里大薬, 2国立がん研究センター）
27AB-pm265 非アンドロゲン依存性前立腺がん細胞株 (PC3) にお
ける EPA、DHA の細胞増殖抑制効果並びに浸潤抑制
効果に関する研究
○大野 恵一1, 黒澤 裕人1, 助原 冴香1, 髙橋 勝耶1, 太
田 昌一郎1（1城西大薬）
27AB-pm266S マウスメラノーマ細胞の転移能とがん抑制遺伝子
Pdcd4 発現量の関係
○栗林 千尋1, 北 佐知子1, 吉川 紀子1, 大石 真子1, 櫻
井 文香1, 畑井 麻友子1, 田中 マチ子1, 籠田 智美1, 篠
塚 和正1, 中村 一基1（1武庫川女大薬）
27AB-pm267 高脂質食摂取がメラノーマ癌細胞のマウス肺転移に
及ぼす影響
○平石 さゆり1, 香川 靖雄1, 堀江 修一1（1女子栄養
大）
27AB-pm268S 定量的プロテオミクスを用いた脳脊髄液中の悪性脳
腫瘍診断マーカーの同定
○高畑 智宏1, 伊藤 慎悟1,2,3, 平山 未央1,2,3, 古田 拓也4,
中田 光俊4, 大槻 純男1,2,3（1熊本大薬, 2熊本大院生命
科学, 3AMED-CREST, 4金沢大脳神経外科）
27AB-pm269S 急性リンパ性白血病細胞の生存におけるオートファ
ジー機構の役割
○川口 萌実1, 青木 重樹1, 守田 倫恵1, 平尾 卓也1, 伊
藤 晃成1（1千葉大院薬 生物薬剤学研究室）
27AB-pm270 スタチン系薬剤によるマウスがん細胞の増殖・運動
能の抑制
贄田 大智1, 原田 恩1, 鳥澤 保廣1, 齋藤 克代1, ○村上
孝1（1高崎健康福祉大薬 腫瘍生物）
27AB-pm271 スタチン系薬剤は TGF-β1 を介した上皮間葉転換を
抑制する
○久保 遼1, 松崎 準1, 原田 恩1, 鳥澤 保廣1, 斎藤 克代1,
村上 孝1（1高崎健康福祉大薬 腫瘍生物）
27AB-pm272 メープルシロップ投与による大腸癌細胞増殖抑制機
構の検討
○山本 哲志1, 三田村 邦子1, 多賀 淳1（1近畿大薬）
27AB-pm273 カツオ節菌が生産する抗酸化物質のがん予防作用
○徳田 春邦1, 三宅 義明2, 糸魚川 政孝2, 井藤 千裕3
（1京大, 2東海学園大, 3名城大）
27AB-pm274S 血小板凝集抑制薬クロピドグレルのがん転移抑制薬
としての可能性について
○向井 裕香1, 山本 理紗子1, 冨田 安子1, 吉川 紀子1,
畑井 麻友子1, 田中 マチ子1, 籠田 智美1, 篠塚 和正1,
中村 一基1（1武庫川女大薬）
27AB-pm275S ケモカイン Lymphotactin/XCL1 を用いた CTL 誘導ア
ジュバントの開発
○川端 史花1, 松尾 一彦1, 長谷川 裕太1, 西馬 怜1, 中
山 隆志1（1近畿大薬）

27AB-pm276S 新規光感受性物質である糖鎖結合クロリン誘導体の
体内動態解析および抗腫瘍効果の評価
○渡辺 千裕1, 片岡 美咲1, 赤司 治夫2, 矢野 重信3, 能
勢 博1, 安井 裕之1（1京都薬大, 2岡山理大, 3奈良先端
科学技術大）
27AB-pm277S ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤は、重粒子線誘発
G2/M 期停止に影響を及ぼす
○斎藤 克代1,2,3, 舟山 知夫1,3, 小林 泰彦1,3, 村上 孝2
（1群馬大院医, 2高崎健康福祉大薬, 3原子力機構量子
ビーム）
27AB-pm278 エパルレスタットによるがん細胞の増殖と運動能抑
制効果
○佐藤 千秋1, 原田 恩1, 根本 尚夫2, 鳥澤 保廣3, 齋藤
克代1, 村上 孝1（1高崎健康福祉大学薬 腫瘍生物, 2徳
島大院薬, 3高崎健康福祉大学薬）
27AB-pm279S in silico 手法を用いた Nicotinamide
phosphoribosyltransferase 阻害剤の創製
○葛城 粛貴1, 佐藤 聡1, 荻野 暢子1, 柴崎 由梨1, 高井
祐輔1, 吉森 篤史2, 大山 貴央3, 阿部 英明3, 田沼 靖一1,4
（1東京理大薬・生化学, 2理論創薬研究所, 3ヒノキ新薬,
4
東京理大ゲノム創薬研セ）
27AB-pm280S がん細胞における NAD+生合成経路の解析
○高井 祐輔1, 荻野 暢子1, 葛城 粛貴1, 大山 貴央2, 佐
藤 聡1, 阿部 英明2, 田沼 靖一1,3（1東京理大薬・生化学,
2
ヒノキ新薬, 3東京理大ゲノム創薬研セ）
27AB-pm281S Temozolomide (TMZ) 耐性神経膠芽腫に対して有効
な併用療法を可能にする新規 MGMT 阻害剤開発の
ための基礎的研究
○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）
27AB-pm282S Nicotinic acid phosphoribosyltransferase を標的とする
新規制がん剤の創製
○柴崎 由梨1, 佐藤 聡1, 荻野 暢子1, 葛城 粛貴1, 高井
祐輔1, 吉森 篤史2, 大山 貴央3, 阿部 英明3, 田沼 靖一1,4
（1東京理大薬・生化学, 2理論創薬研究所, 3ヒノキ新薬,
4
東京理大ゲノム創薬研セ）

薬理活性
27AB-pm283

けいれん動物モデルにおける鎮痛薬の影響
○末丸 克矢1, 土師 貴浩1, 阿蘓 寛明1, 渡辺 雅彦1（1就
実大薬）
27AB-pm284 後肢拘束筋萎縮ラットにおけるグルタミン経口投与
の予防効果
○齋藤 文1, 内田 博之1, 奥野 真由1, 福田 奈央1, 大竹
一男1, 斎藤 雅文1, 小林 順1（1城西大薬）
27AB-pm285S FD-LC-MS/MS 法を使用したキシラジン投与後のウ
マ血漿中変動タンパク質の解析
○森 美和子1,2, 一番ヶ瀬 智子1, 山下 正三2, 須田 功2,
川原 正博1, 今井 一洋1（1武蔵野大薬, 2競走馬理研）
27AB-pm286 吃逆に対する柿蔕湯の効果～柿蔕酢酸エチルエキ
スのピクロトキシン誘発けいれんに対する作用の
検討～
○石川 知穂1, 竹内 万純1, 上村 紗英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明薬大）
27AB-pm287 吃逆に対する柿蔕湯の効果～柿蔕酢酸エチルエキ
スのストリキニーネ誘発けいれんに対する作用の
検討～
○上村 紗英1, 竹内 万純1, 石川 知穂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明薬大）

その他
27AB-pm288
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培養心筋細胞における細胞内 TAGE 生成／蓄積と心
筋細胞障害
上田 忠司1, 高田 尊信1, ○竹内 正義1（1金沢医大・総
医研）

27AB-pm289

27AB-pm290

27AB-pm291

27AB-pm292

27AB-pm293

NAFLD と ALD の発症・進展における Toxic AGEs
（TAGE）の関与
○瀧野 純一1, 長嶺 憲太郎1, 堀 隆光1, 堤 幹宏2, 竹内
正義3（1広島国際大薬, 2金沢医大病院・肝胆膵内科,
3
金沢医大総医研）
糖化 HNRNPM による遺伝子発現変化の解析
○長嶺 憲太郎1, 瀧野 純一1, 永井 真也1, 山根 惇1, 平
石 勇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）
ヒト膵管癌培養細胞における細胞内 TAGE 蓄積と細
胞障害関連蛋白質の探索
○高田 尊信1, 逆井・坂井 亜紀子1, 上田 忠司1, 竹内
正義1（1金沢医大総医研）
Glycer-AGEs による神経細胞障害とアルツハイマー
病バイオマーカー変化
○郡山 恵樹1, 古川 絢子1, 瀧野 純一2, 竹内 正義3（1鈴
鹿医療大薬, 2広島国際大薬, 3金沢医科大）
抗がん剤投与によるラット回腸 glucagon-like
peptide-2 発現の変動について
○平井 彩也香1, 町田 麻依子1, 町田 拓自2, 平藤 雅彦2
（1北海道薬大, 2北医療大）

27AB-pm294

27AB-pm295

27AB-pm296

カルバゾール関連化合物による腎尿細管細胞酸化ス
トレス障害抑制効果の検討
○上村 和秀1, 杉田 智也1, 稗田 雄三2, 波多江 典之3,
藤岡 晴人2, 町支 臣成2, 日比野 俐2（1中部大生命健康,
2
福山大薬, 3北医療大薬）
キサンチンオキシダーゼ阻害作用を持つ既存薬の
ラット L-アルギニン急性膵炎モデルに対する効果
―第 2 報―
綾部 秀範1, 真板 桜子1, 山本 健1, 小林 茂樹2, 福嶋
敬宜3, ○濱本 知之1（1昭和薬大 薬剤師実務教育, 2昭
和薬大 分析化学, 3自治医大病院・病理診断）
超音波による血栓成長抑制効果の基礎検討
○伊藤 創馬1, 王 作軍2, 中田 典生2, 澤口 能一1（1日本
薬大, 2慈恵医大）

医療系薬学
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教育系薬学・その他（ポスター発表）
27AB-pm312

3 月 27 日（日） 午後
ポスター会場 パシフィコ横浜 展示ホール AB
薬学教育
27AB-pm300

27AB-pm301

27AB-pm302

27AB-pm303

27AB-pm304

27AB-pm305

27AB-pm306

27AB-pm307

教育系薬学・その他

27AB-pm308

27AB-pm309

27AB-pm310

27AB-pm311

初年次生に対する分野横断的統合型教育科目「薬学
入門」の学習効果
○土生 康司1, 八巻 耕也1, 上田 昌史1, 上田 久美子1,
江本 憲明1, 水谷 暢明1, 池田 宏二1, 八木 敬子1, 田中
将史1, 中山 善明1, 武田 紀彦1, 森脇 健介1, 北河 修治1
（1神戸薬大）
本学学修支援部門で展開している補講とその効果
測定
○池野 聡一1, 井上 能博1, 宇都宮 郁1（1昭和薬大）
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
○前田 智司1, 飯塚 晃1, 新井 一郎1, 池田 満雄1, 上田
晴久1, 川久保 弘1, 北村 繁幸1, 小林 賢1, 新木 敏正1, 高
野 文英1, 高橋 栄造1, 西川 由浩1, 伏谷 眞二1, 船山
信次1, 山田 泰弘1（1日本薬大）
地域薬局薬剤師による早期体験学習参加学生の評価
およびその解析
○八軒 浩子1, 伊藤 栄次1, 松野 純男1, 大内 秀一1, 和
田 哲幸1, 中村 武夫1（1近畿大薬）
人体臓器観察（早期体験学習）を通してのヒューマ
ニズム教育の検証
○和田 哲幸1, 中村 武夫1, 伊藤 栄次1, 松野 純男1, 大
内 秀一1, 八軒 浩子1（1近畿大薬）
2015 年度薬学部初年次教育（有機化学）における基
礎学力強化教育の運用と評価
○西村 奏咲1, 來海 徹太郎2, 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Ⅱ）
初年次薬学入門実習がその後の学業成績に及ぼす影
響についての基礎検討
○武田 直仁1, 川村 智子1, 谷野 秀雄1, 田口 忠緒1（1名
城大薬）
いわき明星大学におけるイグナイト教育を基盤とす
る薬学基礎教育：反転授業による物理化学の展開
○角田 大1, 野原 幸男1, 江藤 忠洋1, 田島 裕久1, 中越
元子1（1いわき明星大薬）
いわき明星大学におけるイグナイト教育を基盤とす
る初年次教育の組織的展開：フレッシャーズセミナー
（イグナイト教育 1A)の取り組みと効果の検証
○中越 元子1, 野原 幸男1, 角田 大1, 田島 裕久1, 江藤
忠洋1（1いわき明星大学薬）
いわき明星大学におけるイグナイト教育を基盤とす
る初年次の教育：自己評価ルーブリックを用いたチー
ム基盤型学習（TBL）形式の数学教育の実践と評価
○田島 裕久1, 角田 大1, 江藤 忠洋1, 野原 幸男1, 中越
元子1（1いわき明星大薬）
いわき明星大学におけるイグナイト教育を基盤とす
る薬学基礎教育：分析化学におけるジグソー学習法
を用いた協調学習の取り組み
○野原 幸男1, 田島 裕久1, 江藤 忠洋1, 角田 大1, 中越
元子1（1いわき明星大薬）
小中学生を対象としたトッププルプログラム～いわ
きサイエンスキッズアカデミーの実施：SAT に対す
るイグナイト教育の効果
○江藤 忠洋1, 山浦 政則1, 山崎 直毅1, 中越 元子1, 吉
留 賢1, 佐藤 直記1, 信田 重成3, 梅村 一之2, 角田 大1,
金 容必1, 菊池 雄士1, 野原 幸男1, 田島 裕久1, 川口 基
一郎1, 山崎 洋次1（1いわき明星大薬, 2いわき明星大科
学技術, 3いわき明星大産学連携研究センター）

地域を活用した医療人養成教育への取り組み 1
―地域活用の検証と新たな試み―
○胡田 順子1, 三宅 勝志1（1広島国際大薬）
27AB-pm313S 地域を活用した医療人養成教育への取り組み 2
―地域の子供たちを対象とした薬学生による感染予
防教室の効果―
○神原 美子1, 胡田 順子1, 内田 有華1, 長坂 頼子1, 中
山 愛咲1, 前田 志津子1, 木村 幸司1, 三宅 勝志1（1広島
国際大薬）
27AB-pm314 バイオ医薬品に対する理解度調査（3）バイオ後続
品・ワクチンに対する調査
○興村 桂子1, 宮本 悦子2, 金子 智美1, 木田 美沙希1
（1北陸大薬, 2健康環境教育の会）
27AB-pm315 安全で簡易な放射線実習
○五郎丸－新海 美智子1, 清水 真紀1, 黒田 潤1, 西口
慶一1, 中沢 克江1, 中浜 隆之1, 秋本 義雄1（1東邦大薬）
27AB-pm316 アンケート結果からみる薬学部 6 年次生の情報処理
能の実態
○湯川 美穂1, 大波多 友規1, 稲永 勝昭1, 池田 浩人1,
安藝 初美1（1福岡大薬）
27AB-pm317 下級学年成績に基づいた成績予測式による習熟度別
クラス判定法の評価
○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, 安東 由則3,4, 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, 3武庫川女大文, 4武庫川女大・教育研究所）
27AB-pm318 1 年次有機化学系科目における特別補習の実施とそ
の評価
○伊藤 崇志1, 清水 忠1, 大森 志保1, 南畝 晋平1（1兵庫
医療大）
27AB-pm319 日本大学薬学部における TBL（team-based learning）
導入の実際
○小野 真一1,5, 伊藤 芳久2, 石毛 久美子2, 小菅 康弘2,
井口 法男3, 浅見 覚1, 鈴木 孝1,6, 小林 弘子3, 泉澤 恵4
（1日本大薬 臨床医学研究室, 2日本大薬 薬理学研究
室, 3日本大薬 微生物学研究室, 4日本大薬 薬事管理
学研究室, 5公立阿伎留医療センター 内科, 6日本大医
小児科）
27AB-pm320 患者シミュレータを用いたフィジカルアセスメント
演習の新たな取り組みと課題
○藤本 哲也1, 江川 祥子1, 加納 誠一朗1（1北海道薬大）
27AB-pm321 医・薬・看護・栄養学生による糖尿病教室が学生の
患者への関与およびチーム医療に対する認識に及ぼ
す影響
○山田 未知1, 半谷 眞七子1, 末松 三奈2, 會田 信子3,
山内 恵子4, 阿部 恵子5, 安井 浩樹2, 野田 幸裕1, 亀井
浩行1（1名城大薬, 2名古屋大院医, 3信州大院医, 4名古
屋学芸大管理栄養, 5名大病院看）
27AB-pm322 米国客員教授によるバイタルサインの英語教育効果
○白川 晶一1, 瀧本 竜哉1, 中川 左理1, 辻本 貴江1, 北
條 恵子1, 平岡 義範1, 久米 典昭1, 袁 徳其1, 山元 弘1
（1神戸学院大薬）
27AB-pm323 基礎薬学分野の知識定着を志向した参加型学修シス
テム構築の試み
○大内 秀一1, 松野 純男1, 和田 哲幸1, 仲西 功1, 前川
智弘1, 多賀 惇1, 伊藤 栄次1, 大鳥 徹1, 川﨑 直人1, 西田
升三1（1近畿大薬）
27AB-pm324 血液凝固実験と SGD を組み合わせた少人数制セミ
ナーの教育効果
○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, 立川 英一1（1東京薬大薬）
27AB-pm325 学校薬剤師の活動を想定した環境衛生実習の構築
○平野 和也1, 今井 純1, 小林 舞1, 柴崎 絵美1, 野原 碧1,
八田 愼一1（1高崎健康福祉大学薬）

– 206 –

27AB-pm326

27AB-pm327

27AB-pm328

27AB-pm329

27AB-pm330

27AB-pm331

27AB-pm332

27AB-pm333

27AB-pm334

27AB-pm336

27AB-pm337

27AB-pm338

27AB-pm339

27AB-pm340

27AB-pm341

27AB-pm342

27AB-pm343

27AB-pm344

27AB-pm345

27AB-pm346

27AB-pm347

27AB-pm348

27AB-pm349

27AB-pm350

27AB-pm351

27AB-pm352

– 207 –

兵庫医療大学薬学部における臨床論文の批判的吟味
教育の実践
○清水 忠1, 上田 昌宏1, 大森 志保1, 豊山 美琴1, 三浦
大作1, 南郷 栄秀2, 高垣 伸匡3（1兵庫医療大薬, 2東京
北医療センター総合診療科, 3千春会病院地域連携
室）
職業意識の協調実習学習への影響
○下田 浩子1, 岡本 裕司2, 松村 泰志2, 高橋 良輔1（1京
大, 2阪大）
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（第 2 報）
―正文・誤文問題集の導入とその有用性の検討―
○飯田 耕太郎1, 大津 史子1, 北垣 伸治1, 長谷川 洋一1,
早川 伸樹1, 田口 忠緒1, 井藤 千裕1, 伊東 亜紀雄1, 加
藤 美紀1, 小島 良二1, 杉浦 道治1, 武田 直仁1, 植田
康次1, 近藤 啓太1, 根岸 隆之1, 平松 正行1（1名城大薬）
薬学部海外研修におけるルーブリック評価の導入と
評価機能の検討
○阿蘓 寛明1, 森山 圭1, 江川 孝1（1就実大薬）
学生が挙げる生命倫理学的問題を包含する事象の
解析
○横田 恵理子1, 阿部 芳廣1（1慶應大薬）
入学前の学修習慣が入学後の成績を決める？
○開 章宏1, 吉村 典久1, 髙木 愛未1, 細井 信造1（1京都
薬大）
理科実験講座を通した地域社会とのきずな作り―京
都薬科大学における地域連携活動―
○河野 享子1, 高尾 郁子1, 大谷 有佳1, 小関 稔1, 竹島
繁雄1, 木村 徹1, 平山 恵津子1, 若槻 徹1, 北出 達也1
（1京都薬大）
実験実習教育における手技動画教材の開発と自発的
に閲覧できる iPad の試験的な導入の効果
○大谷 有佳1, 平山 恵津子1, 河野 享子1, 髙尾 郁子1,
若槻 徹1, 木村 徹1, 小関 稔1, 竹島 繁雄1, 北出 達也1
（1京都薬大）
実験実習教育における事前学習教材の開発と能動的
学習の推進
○髙尾 郁子1, 河野 享子1, 大谷 有佳1, 木村 徹1, 竹島
繁雄1, 平山 恵津子1, 小関 稔1, 若槻 徹1, 石川 誠司1, 藤
原 洋一1, 北出 達也1（1京都薬大）
実践的臨床能力を評価できるアドバンスト OSCE の
構築
○辻 琢己1, 小森 浩二1, 倉本 展行1, 片岡 誠1, 中谷
尊史1, 吉田 侑矢1, 坂野 理絵1, 山室 晶子1, 金城 俊彦1,
小林 直木1, 河野 武幸1（1摂南大薬）
長期実務実習終了学生に対する臨床的問題解決能力
試験の実施による学習成果の実証
○小森 浩二1, 片岡 誠1, 倉本 展行1, 辻 琢己1, 中谷
尊史1, 安原 智久1, 三田村 しのぶ1, 塙 由美子1（1摂南
大・薬）
学部連携地域医療実習を体験した学生および実習指
導者から得られた学習成果と課題―昭和大学在宅
チーム医療教育推進プロジェクト―
○平岡 千英1, 倉田 なおみ1, 田中 佐知子1, 亀井 大輔1,
大林 真幸1, 福村 基徳1, 田中 一正1, 倉田 知光1, 中村
明弘1, 加藤 裕久1, 木内 祐二1, 山元 俊憲1（1昭和大）
在宅医療における NBM (narrative-based medicine) の
基盤教育を目的とした PBL チュートリアルの実施と
評価～昭和大学在宅チーム医療教育推進プロジェク
ト～
○亀井 大輔1, 大林 真幸1, 平岡 千英1, 福村 基徳1, 田
中 佐知子1, 倉田 知光2, 田中 一正2, 中村 明弘1, 木内
祐二1, 加藤 裕久1, 山元 俊憲1（1昭和大薬, 2昭和大）
1 年次在宅訪問実習の構築と実施―昭和大学在宅
チーム医療教育推進プロジェクト―
○大林 真幸1, 小倉 浩1, 刑部 慶太郎1, 亀井 大輔1, 平
岡 千英1, 福村 基徳1, 田中 佐知子1, 中村 明弘1, 木内
祐二1, 倉田 知光1, 田中 一正1, 加藤 裕久1, 山元 俊憲1
（1昭和大）

教育系薬学・その他

27AB-pm335

地域社会に役立つ医療人の育成を目指した 3 大学・
6 学科連携による地域参加型体験学習の実践とその
教育効果
○坂東 勉1,2, 伊東 佳美1, 池元 洋平2, 山口 敦子3, 井野
拓実4, 相川 武司4, 山本 八千代4, 渡辺 一弘1, 八田
政浩2, 渡辺 泰裕1（1北海道薬大, 2夕張医療センター,
3
天使大看護栄養, 4北海道科学大保健医療）
実習の形成的評価への e-learning system「Webclass」
の効果的利用
○高橋 浩司1, 山本 法央1, 小谷 明1, 袴田 秀樹1, 佐藤
弘人1, 今田 啓介1, 稲葉 二朗1, 本多 秀雄1, 立川 英一1
（1東京薬大薬）
薬理学領域理解度に対する解剖生理学教育の影響
○北山 友也1, 籠田 智美1, 吉川 紀子1, 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）
高機能患者シミュレータの薬学教育への応用―喘息
症例におけるアドレナリン β 遮断薬による喘息発作
誘発のシミュレーション―
蓮井 亮1, 黒野 俊介4, 服部 祐果1, 川村 智子4, 水野
智博1, 大津 史子3, 後藤 伸之2, 早川 伸樹5, ○永松 正1
（1名城大薬薬効解析学, 2名城大薬医薬品情報学, 3名
城大薬医薬情報センター, 4名城大薬薬学教育開発セ
ンター, 5名城大薬病態解析学Ⅱ）
ICT 教育を基盤とした有機化学演習へのクリッカー
導入とその評価
○浅田 麻琴1, 藤岡 志緒1, 野ヶ峯 亜由美1, 神谷 浩平1,
日置 和人1, 日高 興士1, 瀧本 竜哉1, 福留 誠1, 北條
恵子1, 袁 德其1, 佐々木 秀明1, 横井 利夫1, 津田 裕子1
（1神戸学院大薬）
当事者性をもたせた薬害教育の実践と評価Ⅱ
○奥井 順子1, 内海 美保1, 太田 貴美子1, 前田 光子1,
山原 弘1（1神戸学院大薬）
3D プリンタを用いた分子模型作成システムの構築と
医薬品構造理解に関する有用性
中谷 明嗣1, ○松野 純男2, 大星 直樹1, 前川 智弘2（1近
大院総理, 2近畿大薬）
実地臨床に従事する薬剤師参加型のセルフメディ
ケーション演習の有用性―第二報―
吉田 侑矢1, 坂野 理絵1, 瀬野 智美2, 辻 琢己1, ○河野
武幸1（1摂南大薬, 2ユタカファーマシー）
生化学（生体成分領域）における学力強化対象者に
対する教育の運用と評価
○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）
帝京大学薬学部 1 年生を対象とした「気づきの体験
学習」の効果
○長谷川 仁美1, 髙塚 人志2, 奥秋 美香1, 岩澤 晴代1,
村上 勲1, 楯 直子1, 栗原 順一1, 井上 圭三1, 岸本 成史1
（1帝京大薬, 2鳥取大医）
遠隔教育システムを活用したアドバンスト臨床研修
中の薬学生による症例検討の有用性
○福井 愛子1, 半谷 眞七子1, 毛利 彰宏1, 守屋 友加1,
伊東 亜紀雄1, 黒野 俊介1, 山田 重行1, 斎藤 寛子1, 脇
田 康志1, 早川 伸樹1, 長谷川 洋一1, 野田 幸裕1, 亀井
浩行1（1名城大薬）
事前学習を取り入れた健康フォーラムが学生の主体
性に与える影響について
○金山 裕哉1, 一色 夏衣1, 川崎 真成1, 近藤 宏紀1, 栗
尾 和佐子1, 串畑 太郎1, 小西 元美1, 安原 智久1, 曽根
知道1（1摂南大薬）
三年次生への有機合成化学領域における習熟度別少
人数講義の効果
○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 奈穂美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）

教育系薬学・その他

27AB-pm353S 明治薬科大学における臨床薬学の基礎を構築するた
めの医薬品情報評価実習の取り組み 1：臨床試験論
文の批判的吟味
○野崎 愛1, 小川 竜一1, 伊東 明彦1, 越前 宏俊1, 大野
恵子1, 吉田 久博1（1明治薬大）
27AB-pm354S 明治薬科大学における臨床薬学の基礎を構築するた
めの医薬品情報評価実習の取り組み 2：医薬品モノ
グラフの作成
○清水 泰喜1, 小川 竜一1, 植沢 芳広1, 佐藤 光利1, 庄
司 優1, 宮沢 伸介1, 山崎 紀子1, 吉田 久博1（1明治薬
大）
27AB-pm355S 明治薬科大学における臨床薬学の基礎を構築するた
めの医薬品情報評価実習の取り組み 3：採用医薬品
の選定
○渡辺 史也1, 小川 竜一1, 池上 洋二1, 石橋 腎一1, 高
橋 雅弘1, 花田 和彦1, 宮沢 伸介1, 吉田 久博1（1明治薬
大）
27AB-pm356 OTC 医薬品に関する大学教育と実務実習の在り方
○田沼 和紀1, 島村 智美1, 中神 英和1, 榊原 ひろみ1,
堀 大祐1, 沖田 敏1（1カメガヤ（フィットケアデポ））
27AB-pm357 薬局薬剤師と薬学生を対象とした意識調査から見え
る薬学 6 年制教育の検証
○加村 潤1, 細井 亮介2, 稲葉 二朗2, 福岡 勝志1（1日本
調剤, 2東京薬大薬）
27AB-pm358 二施設で行われた実務実習生の理解度および成果を
確認し行う病院実務実習
○早船 真弘1, 渋谷 文則2, 江藤 壮志2, 加古 玲実1, 櫻
井 恵理2, 小久保 智裕2, 新倉 卓2, 高橋 信2, 和田 和子1,
河井 祐美1, 松本 智子1, 内川 清次2, 廣井 順子1（1東京
都立墨東病院薬剤科, 2東京都保健医療公社多摩北部
医療センター薬剤科）
27AB-pm359 地域薬剤師会と協力して行う学生版薬薬連携への取
り組み
○井口 恵美子1, 永持 健2, 山形 光正2, 猪股 克彦1（1横
浜市立みなと赤十字病院薬, 2横浜市中区薬剤師会）
27AB-pm360 薬学実務実習記録システムとしての JPALS の利用
○中山 雄一朗1, 山崎 啓之1,2, 田口 和明1, 靍田 聡1, 佐
藤 良太郎3, 福島 ゆかり3, 高濱 寛3, 神田 晴生3, 江上
祥一3, 藤井 憲一郎3, 廣田 誠介3, 瀬尾 量1,2（1崇城大
薬, 2崇城大DDS研, 3熊本県薬剤師会）
27AB-pm361 地方病院における薬学生実務実習への取り組みと今
後の展開について
○金田 光弘1, 寺坂 大輔1, 松尾 佳学1, 野坂 真弓1, 徳
光 寿佳1, 佐藤 卓1（1伊達赤十字病院薬）
27AB-pm362 離島医療の研修から学んだこと（第 3 報）
○田所 美那1, 白井 里奈1, 強口 祐介1, 山下 美香1, 小
泉 龍士1, 畑田 崇2, 天野 千春2, 仲鉢 英夫3, 廣原 正宜1,
串田 一樹1（1昭和薬大, 2名瀬徳洲会病院, 3湘南鎌倉
総合病院）
27AB-pm363 薬局実務実習における能動的な学びの促進と課題解
決能力の醸成に向けた連携指導の検討
○佐藤 智恵美1, 阿部 真治1, 岡田 直人1, 山本 香織1,
東 満美1, 土屋 浩一郎2, 川添 和義1（1徳島大薬 臨床薬
学実務教育学, 2徳島大薬 医薬品機能生化学）
27AB-pm364 6 年制薬学教育における実務実習のプログラム評価
― 6 年制薬剤師と 4 年制薬剤師の比較
○内海 美保1, 淺田 義和2, 徳永 仁3, 山元 弘1（1神戸学
院大薬, 2自治医科大医, 3九州保福大薬）
27AB-pm365 実習生の理解を確認しながら行う病院実務実習の試
み
江藤 壮志1, ○渋谷 文則1, 櫻井 恵理1, 小久保 智裕1,
新倉 卓1, 高橋 信1, 廣井 順子2, 内川 清次1（1多摩北部
医療センター薬, 2東京都立墨東病院薬剤科）
27AB-pm366 熊本大学医学部附属病院での長期実務実習の現状お
よび常駐教員に関するアンケート調査
○成田 勇樹1,2, 宮本 晋治2, 城野 博史2, 政 賢悟2, 上田
泰子2, 木永 舞2, 片野田 朋美2, 内田 隆2, 齊藤 綾子2, 橋
口 ゆみ2, 山下 諒祐2, 清住 友香2, 中嶋 景子2, 門脇
大介1, 齋藤 秀之2, 平田 純生1（1熊本大薬, 2熊本大病
院薬）

27AB-pm367

27AB-pm368

27AB-pm369

27AB-pm370
27AB-pm371

27AB-pm372

27AB-pm373

27AB-pm374

27AB-pm375

27AB-pm376

27AB-pm377

27AB-pm378
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薬局実務実習おける服薬指導実習の現状と学生の自
己評価について
○中村 英里1, 下平 秀夫1, 村上 勲1, 齋藤 百枝美1, 渡
部 多真紀1, 鈴木 義彦1, 渡辺 茂和1, 土屋 雅勇1（1帝京
大薬）
北陸大学における『プレ実務実習」の取り組み～第
Ⅲ報～
○久保田 洋子1, 野村 政明1, 高瀬 久光1, 尾山 治1, 大
本 まさのり1, 杉山 朋美1, 興村 桂子1, 岡本 晃典1, 毎田
千恵子1, 荒川 由紀美1, 佐藤 栄子1（1北陸大薬）
2 型糖尿病患者の後ろ向きカルテ調査から見出す薬
学的介入に関する検討
○菅原 直人1,2, 大野 尚仁2, 町田 充1, 藤掛 佳男1, 生井
一之3（1さいたま赤十字病院薬, 2東京薬大薬, 3さいた
ま赤十字病院糖尿病内分泌内科）
日用品に因る危険性―サザエさんゲーム
○惠谷 誠司1（1鹿児島県薬剤師会）
救急医療に関する実務実習の評価～日本中毒情報セ
ンターでの症例検討会参加を導入して～
○安田 宗一郎1,2, 門脇 裕子1, 前田 真一郎1,2, 安田 公
美子1, 町田 尚子1, 波多野 弥生3, 遠藤 容子3, 廣瀬
智也4, 大西 光雄4, 嶋津 岳士4, 三輪 芳弘1（1阪大病院
薬, 2阪大院薬, 3日本中毒情報セ, 4阪大病院高度救命
救急セ）
薬学実務実習生アンケートにみる在宅医療実習の現
状と今後への取り組み
○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）
実務実習における指導能力向上を目指した、薬局指
導薬剤師ワークショップの有用性の検討 ～薬物治
療に関わる学生の育成～
○赤川 圭子1, 小川 路代2, 荻野 哲也2, 金光 卓也1, 佐
野 敦彦2, 杉山 恵理花1, 松林 智子1, 田中 佐知子1, 田
沼 和紀2, 冨岡 栄作2, 長沼 未加2, 中畔 勇一2, 根来
孝治1, 古澤 理恵2, 堀口 道子2, 松下 良一2, 山本 仁美1,
加藤 裕久1, 山元 俊憲1（1昭和大薬, 2昭和大薬 薬-学
連携プログラムワーキンググループ）
実務実習における指導能力向上を目指した薬局指導
薬剤師ワークショップの有用性の検討～学生に合わ
せた指導を行うために～
○山本 仁美1, 荻野 哲也2, 加藤 肇2, 金光 卓也1, 佐野
敦彦2, 杉山 恵理花1, 松林 智子1, 田中 佐知子1, 田沼
和紀2, 冨岡 栄作2, 長沼 未加2, 根来 孝治1, 野間元
直美2, 松下 良一2, 赤川 圭子1, 山口 智広1, 木内 祐二1,
中村 明弘1, 加藤 裕久1, 山元 俊憲1（1昭和大薬, 2昭和
大薬薬学連携プログラムワーキンググループ）
新人薬剤師研修前後のアンケート調査による 2015
年度研修プログラム改訂の効果
○阿部 真也1, 吉町 昌子1, 野村 和彦1, 後藤 輝明1（1ツ
ルハ調剤運営本部）
薬剤師生涯学習講座でみえた『進化する薬剤師育成
構想』第 4 報
○徳田 和也1, 山田 麻記子1, 大内 香織1, 鈴木 素邦1,
村上 理1, 坂口 恭英1, 高田 直樹1, 山本 和良1, 出口
弘直1, 木暮 喜久子1（1薬学ゼミナール生涯学習セン
ター, 2医学アカデミー）
薬局薬剤師が認知行動療法的手法を用いた服薬支援
を可能にするための研修プログラムの構築とその効
果～RIAS によるコミュニケーション分析～
○渡邉 文之1,2, 木村 友香1,2, 田沼 和紀1,2,3, 前田 初代2,
原 和夫2,4, 高橋 由佳5, 亀井 美和子1（1日本大薬, 2認知
行動療法的アプローチによる服薬支援研究会, 3カメ
ガヤ（フィットケア・デポ）, 4望星薬局, 5千葉大院薬）
埼玉県薬剤師会のアドバンストワークショップへの
取り組みについて
○中島 孝則1,2, 田島 敬一1, 日比 徹1, 細谷 治1,3, 大澤
京子1, 菅野 敦之1,4, 久津間 信明1, 小佐野 博史1,5, 藤井
和江1, 藤田 照子1, 武藤 香絵1,3, 山﨑 あすか1, 畑中
典子1, 鯉渕 肇1（1埼玉県薬剤師会薬学生実務実習委
員会, 2日本薬大, 3城西大薬, 4明治薬大, 5帝京大薬）

27AB-pm379

27AB-pm398

薬剤師が経験するディスコミュニケーション事象の
分析
○亀井 美和子1, 伊原 千晶2, 大平 悠介1, 田野 瑛一朗1,
松島 哲久3, 松村 人志3（1日本大薬, 2京都学園大人文,
3
大阪薬大）
27AB-pm399 薬剤師が経験するディスコミュニケーション事象の
分析―個別事象―
○伊原 千晶1, 亀井 美和子2, 松島 哲久3, 松村 人志3
（1京都学園大人文, 2日本大薬, 3大阪薬大, 4大阪薬大）
27AB-pm400 4 年間の薬物乱用に関する薬学部 1 年生の意識変化
○村上 勲1, 齋藤 百枝美1, 鈴木 義彦1, 渡辺 茂和1, 土
屋 雅勇1（1帝京薬大）
27AB-pm401 「薬物乱用防止」に関する帝京大学医学部 5 年生の意
識調査
○土屋 雅勇1, 渡部 多真紀1, 中嶋 紀薫1, 細野 浩之1,2,
渡辺 茂和1, 齋藤 百枝美1, 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）
27AB-pm402 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, 鈴木 義彦1, 土屋 雅勇1（1帝京大薬）
27AB-pm403 薬学共用試験 CBT の結果解析―2015―
○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
正俊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）
27AB-pm404 薬学共用試験 OSCE の結果解析―2015―
○木津 純子1,2, 橋詰 勉1,3, 入江 徹美1,4, 野田 幸裕1,5, 岡
村 昇1,6, 木内 祐二1,7, 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慶應大薬, 3京都薬大, 4熊本大薬, 5名城大薬,
6
武庫川女大薬, 7昭和大薬, 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）
27AB-pm405 神戸薬科大学における IR（Institutional Research）に
ついて
○小山 淳子1, 児玉 典子1, 北河 修治1（1神戸薬大）
27AB-pm406 初年次教育における反転授業とジグソー法を組み合
わせたアクティブ・ラーニングの試み
○児玉 典子1, 小山 淳子1（1神戸薬大）
27AB-pm407 初年次基礎生物学演習へのグループ演習の導入効果
○曽根 友紀1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 栗尾 和佐子1,
曽根 知道1（1摂南大薬）
27AB-pm408 テキストマイニングを利用した、TBL-PBL ハイブ
リッド型統計演習に対する学生の潜在的評価の収集
と分析
○和田 静香1, 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）
27AB-pm409S 神戸薬剤師会に所属する薬剤師の災害救援活動に関
する意識調査
○近藤 宏紀1, 永田 実沙1, 平田 加奈1, 安原 智久1, 串
畑 太郎1, 桂木 聡子2,3, 池内 淳子4, 曽根 知道1（1摂南
大薬, 2兵庫医療大薬, 3神戸市薬剤師会, 4摂南大理工）
27AB-pm410S ピアサポート（先輩学生による実習指導）における
事前学習の実践
○一色 夏衣1, 曽根 知道1, 栗尾 和佐子1, 門脇 弘季1,
安原 智久1, 串畑 太郎1, 曽根 友紀1（1摂南大薬）
27AB-pm411S 地域連携プログラム参加の学生への事前学習がもた
らす影響
○川崎 真成1, 一色 夏衣1, 金山 裕哉1, 近藤 宏紀1, 栗
尾 和佐子1, 小西 元美1, 邑田 裕子1, 稲富 由香1, 串畑
太郎1, 安原 智久1, 曽根 知道1（1摂南大薬）
27AB-pm412 ディプロマ・ポリシーへの到達を評価する：Rubric
によるパフォーマンス評価の学生自己評価による
検証
○安原 智久1, 栗尾 和佐子1, 串畑 太郎1, 曽根 知道1,
太田 壮一1, 河野 武幸1（1摂南大薬）

– 209 –

教育系薬学・その他

薬学生の海外渡航時における健康・安全に関する意
識調査（2）
○池田 ゆかり1, 毎田 千恵子1, 宮本 悦子2（1北陸大薬,
2
健康環境教育の会）
27AB-pm380 薬学部 1 年生・4 年生における病院薬剤師業務の認
識度調査
○鈴木 義彦1, 渡部 多真紀1, 村上 勲1, 中村 英里1, 渡
辺 茂和1, 齋藤 百枝美1, 土屋 雅勇1（1帝京大薬）
27AB-pm381 入学後の環境変化が適応感とコミュニケーションス
キルの変化に及ぼす影響
○川崎 勝義1, 久保 智1（1星薬大）
27AB-pm382 薬学部生を対象とした薬学教育と臨床現場で必要な
知識に関するアンケート調査
○大久保 正人1,2, 高橋 由佳2, 山下 純2, 高橋 秀依3, 宮
田 興子4, 石井 伊都子1,2（1千葉大病院薬, 2千葉大院
薬, 3帝京大薬, 4神戸薬大）
27AB-pm383 真の実力を測る、模擬試験解析システム「メディス
コア」
○児島 惠美子1, 井上 祐一1, 小倉 佑介1, 園部 和史1,
黒木 央1, 松阪 勇輝1（1メディセレスクール）
27AB-pm384S 分子立体構造の理解支援を目的とした 3DCG を活用
した ICT コンテンツの開発
○木下 隆宏1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 栗尾 和佐子1,
曽根 知道1（1摂南大薬）
27AB-pm385 薬学部学生を対象としたコーチングスキル教育実践
のための検討
○幸松 健二1,2, 岡本 千絵2, 坂原 通仁1, 松本 彰布1,3,
北小路 学1, 松野 純男1（1近畿大薬, 2まんてん薬局,
3
ひまわり薬局）
27AB-pm386 苦手分野に対する学習支援方法の確立に向けて～ア
ンケート調査による検討～
○刀根 菜七子1, 藤岡 稔大1, 能田 均1（1福岡大薬）
27AB-pm387 学習成績向上を指向した設問評価指標の有用性の
検証
○高橋 真樹1, 森 雅博1（1千葉科学大薬）
27AB-pm388 サエラ薬局の薬剤師教育制度が求める薬剤師像
○岩出 賢太郎1, 下路 静佳1, 荒井 嘉也1, 板庇 正朗1,
高木 勇志1, 余田 智史1, 松浦 正佳1, 中西 邦夫1, 恩田
光子3, 岡田 唯男2（1サエラ薬局, 2亀田メディカルセン
ター, 3大阪薬大）
27AB-pm389 本邦の薬剤師におけるファーマコビジランスに関す
る認識と展望
○小原 拓1,2, 吉田 真貴子1, 山口 浩明1,3, 赤坂 和俊1,
松浦 正樹1, 佐藤 真由美1, 村井 ユリ子1,3, 土屋 文人4,
北田 光一4, 眞野 成康1,3（1東北大病院薬, 2東北大メガ
バンク, 3東北大院薬, 4日病薬）
27AB-pm390 神戸薬科大学エクステンションセンター事業の展開
と薬学教育との連携
○長嶺 幸子1, 太田 光熙1, 杉浦 佳子1（1神戸薬大）
27AB-pm391 薬学生が一般の方々へ情報提供することにより得る
こと
○竹田 新1, 髙田 裕子1, 平野 亮太1, 宮下 眞野1, 渡部
祐子1, 清水 美帆1, 二瓶 和樹1, 久松 舞1, 厚味 厳一1
（1帝京大薬）
27AB-pm392S【演題取り下げ】
27AB-pm393 学校生活における児童の服薬に関する小学校の対応
について
○一ノ瀬 麗花1, 庄野 あい子1, 赤沢 学1（1明治薬大）
27AB-pm394 小学生を対象とした「薬の飲み方実験」の基礎的試
み
○堀内 正子1, 亀井 淳三1（1星薬大）
27AB-pm395 中学生に対するお薬教育～薬学生が行う 50 分授業～
○三村 あずさ1, 小野 弘樹1, 永山 菜奈恵1, 熊澤 美
裕紀1（1明治薬大）
27AB-pm396 中高生の薬の適正使用に関する知識と健康への意識
～時間の経過に伴った変化～
○小野 弘樹1, 三村 あずさ1, 永山 菜奈恵1, 熊澤 美
裕紀1（1明治薬大）
27AB-pm397 医薬品添付文書を用いた薬授業の効果
○大塚 雅史1, 吉田 浩一郎1, 熊澤 美裕紀1（1明治薬大）
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27AB-pm413S 事前の患者・生活者視点での薬局薬剤師の業務の見
聞が早期臨床体験に対する影響
○蒲地 里佳1, 一色 夏衣1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 栗
尾 和佐子1, 山本 祐実1, 西川 智絵1, 曽根 知道1（1摂南
大薬）
27AB-pm414 早期臨床体験における学修成果の検討 ―因子
分析・クラスター分析を用いた学生アンケート
の解析―
○串畑 太郎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）
27AB-pm415 IPE グループプロダクトの内容分析による薬学部・
看護学部初年次生が得た気付きの抽出：薬害
○曽根 知道1, 平田 加奈1, 永田 実沙1, 安原 智久1, 串
畑 太郎1, 栗尾 和佐子1, 山本 祐実1, 西川 智絵1（1摂南
大薬）
27AB-pm416S IPE グループプロダクトの内容分析による薬学部・
看護学部初年次生が得た気付きの抽出：在宅医療
○岩田 加奈1, 永田 実沙1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 栗
尾 和佐子1, 山本 祐実1, 西川 智絵1, 曽根 知道1（1摂南
大薬）
27AB-pm417S IPE グループプロダクトの内容分析による薬学部・
看護学部初年次生が得た気付きの抽出：ヒューマニ
ズム教育
○永田 実沙1, 平田 加奈1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 栗
尾 和佐子1, 山本 裕実1, 西川 智絵1, 曽根 知道1（1摂南
大薬）
27AB-pm418 ハンディキャップ体験実習指導における事前学習の
実践
○栗尾 和佐子1, 西川 智絵1, 山本 祐実1, 山澤 龍治1,
曽根 友紀1, 串畑 太郎1, 安原 智久1, 曽根 知道1（1摂南
大薬）
27AB-pm419 テキストマイニングによるハンディキャップ体験学
習後のグループワークの効果の解析
○西川 智絵1, 山本 祐実1, 栗尾 和佐子1, 山澤 隆治1,
曽根 友紀1, 串畑 太郎1, 安原 智久1, 曽根 知道1（1摂南
大薬）
27AB-pm420 薬学教育に活かす合格基準改正後の薬剤師国家試験
と全国統一模擬試験の分析 ～国試と模試の相関性
および学力推移の把握～
○村上 理1, 関城 裕介1, 尾島 良太1, 横井 宏哉1, 笹
靖昇1, 大内 邦弘1, 林 美樹子1, 原田 真理1, 後藤 健太1,
石坂 裕之1, 坂口 努1, 小林 あつみ1, 原田 幸昌1, 吉野
舞1, 牧野 至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）
27AB-pm421 薬剤師国家試験合格のポイントとなる計算問題に対
する学生の思考把握と解決法 ～計算問題への対応
力を向上させる手法の検討～
○篠 優香理1, 茂木 雄輔1, 横井 宏哉1, 西田 和弘1, 河
端 大光1, 岡本 耕治1, 松田 真佐一1, 山下 真功1, 後藤
健太1, 生越 史行1, 佐々 龍範1, 辻 学志1, 宮崎 奈津子1,
若林 丈裕1, 村上 理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）

薬学史
27AB-pm422

日向薬（くすり）事始め（その 19）―日向における
種痘の歴史－再考（Ⅶ）、もう 1 つの若山健海著（代
筆、陶山勲藏）明治六酉載「種痘人名録」について
（1）―
○山本 郁男1, 岸 信行2,3, 高村 徳人3,4, 宇佐見 則行5
（1元九州保福大薬, 2宮崎・日向・富高薬局, 3九州保福
大薬・QOL研究機構, 4九州保福大薬, 5北陸大薬）
27AB-pm423 「藥劑誌」（明治 22-25 年）の目次リスト
○五位野 政彦1（1東京海道病院 薬）
27AB-pm424 松山大学「薬学史」講義におけるマラリア
○牧 純1, 関谷 洋志1, 相良 英憲2, 山口 巧2, 玉井 栄治1,
河瀬 雅美3（1松山大薬生体環境系薬学講座感染症学
研究室, 2松山大学薬学部臨床薬学教育研究センター,
3
松山大薬化学系薬学講座有機化学研究室）

その他
27AB-pm425 『日本薬局方』収載生薬の変遷
○中津川 華江1, 五十鈴川 和人1, 伊藤 陽一1, 金 成俊1
（1横浜薬大）
27AB-pm426 OTC 医薬品におけるイノベーション ―スイッチ成分
の技術推移解析―
○志村 美奈1, 宮台 信男1, 岡田 実1, 川瀬 一朗1（1エス
エス製薬）
27AB-pm427 薬学部生と他医療学部生のタバコに関する調査（そ
の 1）
○田中 三栄子1, 川嶋 恵子2, 小本 健博3, 設楽 拓哉1,
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）
27AB-pm428 ネパール地震救援における薬剤師の活動報告
○佐川 剛毅1, 雪本 江里子2, 榊本 亜澄香3, 小林 政彦2,
阪口 勝彦3, 遠藤 巌1, 槇島 敏治4（1日本赤十字社医療
センター薬, 2大阪赤十字病院薬, 3日本赤十字社和歌
山医療センター薬, 4日本赤十字社医療センター国際
医療救援部）
27AB-pm429 小学校における AD/HD に関する問題への学校薬剤
師の介入の可能性
○五十嵐 守1, 町田 いづみ1（1明治薬大）
27AB-pm430 女子中高生の理系進路選択支援プログラムにおいて
大学生が中高生に教える屋根瓦式教育の効果
○岡田 みどり1, 中村 裕子1, 岡谷 理恵子1, 佐藤 梓1,
齋藤 加代子1, 大野 尚仁2, 井上 みち子2, 深見 希代子3,
渡邉 弘美4（1東京女子医大医, 2東京薬大薬, 3東京薬
大生命, 4淑徳大看護栄養）
27AB-pm431 子宮頸がん予防ワクチン接種の自己決定に影響を与
える要因
○田島 遥那1, 森 万里奈1, 町田 いづみ1（1明治薬大）
27AB-pm432 【演題取り下げ】
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