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3月 25日（土）　午前
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

有機化学①
25PA-am001	 ラジカル環化反応を用いたLucentamycin	A の合成

研究
○福島 けい 1, 高橋 万紀 1, 津吹 政可 1（1星薬大）

25PA-am002	 ベンゾマルビン類の軸不斉に基づく立体化学の解明
○荒木 拡嗣 1, 横田 雄二 1, 田畑 英嗣 1, 忍足 鉄太 1, 高
橋 秀依 1, 夏苅 英昭 1（1帝京大薬）

25PA-am003	 インターロイキン -1 β	産生阻害活性	CJ-14877	アナ
ログの合成
○永田 絵理 1, 大村 友記菜 1, 北沢 望美 1, 安達 禎之 2, 
大野 尚仁 2, 矢野 玲子 1, 一柳 幸生 2, 竹谷 孝一 2, 青柳 
裕 1（1金城学院大学 , 2東京薬大学）

25PA-am004S	Anti 型からGauche 型への熱変換による高感度・多
目的スピントラップG-CYPMPO合成
○上林 将人 1,2, 小川 幸大 1,2, 岡 壽崇 3, 山下 正行 4, 有
光 健治 4, 安井 裕之 4, 中西 郁夫 1, 松本 謙一郎 1, 安西 
和紀 5, 小澤 俊彦 6（1量研機構放医研 , 2千葉大院融合 , 
3東北大学 , 4京都薬大 , 5日本薬大 , 6昭和薬大）

25PA-am005	 5- ヒドロキシナフトオキサゾール天然物	サルビアミ
ン	E	および	F	の全合成
○成田 紘一 1, 藤崎 成美 1, 佐久間 裕太 1, 加藤 正 1

（1東北医薬大薬）
25PA-am006	 カンナビノイド受容体アゴニスト活性を有するフェ

ルギネンBの全合成
○加藤 友哉 1, 成田 紘一 1, 加藤 正 1（1東北医薬大）

25PA-am007	 セスキテルペンベンゾオキサゾール骨格を有するナ
キジノールAの合成研究
○武田 由貴 1, 加藤 武 1, 熱海 秀 1, 成田 紘一 1, 加藤 
正 1（1東北医薬大）

25PA-am008	 javaberine	A の不斉全合成
○上西 咲穂 1, 柿木 梨奈 1, 宮脇 あかり 1, 山本 康友 1, 
富岡 清 1（1同志社女子大薬）

25PA-am009	 段階的アミノリチオ化による javaberine	A の全合成
○鳥山 実希 1, 小川 七菜子 1, 宮脇 あかり 1, 山本 康友 1, 
富岡 清 1（1同志社女子大薬）

25PA-am010S	プロテインキナーゼC抑制活性を有する
staurosporinone の効率的合成法の開発
○宮野 茉奈 1, 西山 卓志 1, 町支 臣成 1（1福山大薬）

25PA-am011S	生理活性多置換カルバゾールアルカロイド類の不斉
全合成研究
○北村 剛嗣 1, 西山 卓志 1, 町支 臣成 1（1福山大薬）

25PA-am012S	ピロロキノリンアルカロイドmarinoquinoline	A-E
の全合成研究
○谷中 希三子 1, 西山 卓志 1, 町支 臣成 1（1福山大薬）

25PA-am013S	抗真菌活性β - カルボリンアルカロイド (S)-
brevicolline の不斉全合成研究
○小幡 真名実 1, 西山 卓志 1, 町支 臣成 1（1福山大薬）

25PA-am014	 (+)-trans -195A の全合成
○佐々木 秀 1, Ika Sulistyowaty MELANNY1, 山内 
貴靖 1, 東山 公男 1（1星薬大・医薬研）

25PA-am015	 ピリジン -IBX系を用いたアルコールの酸化反応
○関谷 彩希 1, 藤本 佳祐 1, 高橋 真人 1, 芳山 健太郎 1, 
佐々木 秀 1, 山内 貴靖 1, 東山 公男 1（1星薬大・医薬研）

25PA-am016	 Cermizine	C の両鏡像体の合成
○五十嵐 里奈 1, 伊澤 裟実子 1, 栗原 傑 1, 田上 由梨 1, 
Kholis AMALIA NOFIANTI1, 佐々木 秀 1, 山内 貴靖 1, 
東山 公男 1（1星薬大）

25PA-am017	 3- シアノピロールと 3- シアノピリジン誘導体の合成
○米川 史織 1, 佐々木 秀 1, 山内 貴靖 1, 東山 公男 1

（1星薬大）
25PA-am018S	ボアカンジミンAの合成研究

○吉田 慶 1, 植田 浩史 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）
25PA-am019	 オリバシン及び関連アルカロイドの全合成

伊藤 智貴 1, ○石倉 稔 1（1北医療大薬）
25PA-am020	 Fawcettimine 型リコポジウムアルカロイド

Lycopoclavamine-A の不斉全合成研究
○金子 弘樹 1, 高橋 駿介 1, 小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 
高山 廣光 1（1千葉大院薬）

25PA-am021	 インドレニンの酸触媒活性化を利用した
phaitanthrin	E の簡便合成
○阿部 匠 1, 山田 康司 1（1北医療大薬）

25PA-am022	 N- アリールメチルプロパルギルアジリジンの開環・
環化反応を鍵反応としたラスビン II の全合成研究
○須藤 彰太 1, 水口 智貴 1,2, 廣兼 司 1, 松本 健司 1, 難
波 康祐 2, 吉田 昌裕 1（1徳島文理大薬 , 2徳島大薬）

25PA-am023	 新規二量体型アルカロイドLA-1 の全合成研究
○林 弥沙 1, 仲野 秋香 1, 小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 高
山 廣光 1（1千葉大院薬）

25PA-am024S	Kopsia	jasminiflora 含有新規 Eburnane 型アルカロ
イド類の不斉全合成研究
○仲村 修平 1, 長尾 昂紀 1, 小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 
髙山 廣光 1（1千葉大院薬）

25PA-am025	 不斉 Claisen 転位反応を鍵段階とした新規インドー
ルアルカロイドKAM1の不斉全合成研究
○戸田 遥介1, 德田 涼子1, 佐々木 みゆき1, 高橋 伸明1, 
小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 髙山 廣光 1（1千葉大院薬）

25PA-am026S	Neostenine の合成研究
○飯村 健太郎 1, 佐藤 敬直 1, 植田 浩史 1, 徳山 英利 1

（1東北大院薬）
25PA-am027S	Teleocidin	B の合成研究

○下村 誠志 1, 坂田 樹理 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）
25PA-am028S	生物活性新規イソキノリンキノンアルカロイド

FennebricinA 及びBの全合成研究
○門傳 研人 1, 横屋 正志 1, 佐藤 充浩 1, 小林 恵一郎 1, 
齋藤 直樹 1（1明治薬大）

25PA-am029S	相間移動触媒を用いたキラルチロシン誘導体の合成
とレニエラマイシン系天然物の不斉全合成への応用
○安齋 凌 1, 横屋 正志 1, 齋藤 直樹 1（1明治薬大）

25PA-am030S	新規極微量海洋天然物レニエラマイシン	Y	の合成ア
プローチ
○丸山 崚 1, 横屋 正志 1, 齋藤 直樹 1（1明治薬大）

25PA-am031	 デカヒドロキノリン骨格を有する毒ガエルアルカロ
イドの網羅的合成研究
○高島 克輝 1, 岡田 卓哉 2, 石村 潤郷 1, 川崎 正志 3, 豊
岡 尚樹 1,3（1富山大院理工 , 2富山大院生命融合 , 3富
山県立大）

25PA-am032	 Darzens 縮合を鍵反応とした (+)-epolactaene の全合
成研究
内田 美和 1, 田中 耕作三世 1, 田島 広大 1, ○小林 健一 1, 
古源 寛 1（1明治薬大）

25PA-am033	 Lapidilectine	B の合成を指向した連続的環化反応の
開発
○松村 一範 1, 新井 崇史 1, 伊藤 元気 1, 樋口 和宏 1, 川
﨑 知己 1, 杉山 重夫 1（1明治薬大）

25PA-am034S	Gymnocin-B の ABCD環フラグメントの合成
○秦 光平 1, 北村 祐樹 1, 豊田 亜里紗 1, 坂井 健男 1, 森 
裕二 1（1名城大薬）
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25PA-am035	 テレティフォリオンBの位置選択的合成に向けたメ
トキシ化ピラノベンザインの合成研究
○片川 和明 1, 田中 沙緒里 1, 日高 紫乃 1, 佐藤 ユカ 1, 
熊本 卓哉 1（1武蔵野大薬）

25PA-am036S	ダブルオキサMichael 反応を用いた palmarumycin	
C6の合成研究
塚本 裕一 1, ○野村 友美 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

25PA-am037	 Gonytolide	C	と	blennolide	C	の不斉全合成
安達 栞奈 1, 片川 和明 1, ○熊本 卓哉 1（1武蔵野大薬）

25PA-am038S	DKR/IMDAドミノ型反応を鍵とする (-)-himacine
の全合成
杉山 公二 1, ○川西 真司 1, 赤井 周司 1（1阪大院薬）

25PA-am039	 Teixobactin の合成研究
大澤 宏祐 1, ○徳永 拓野 1, 増田 裕一 2, 土井 隆行 1

（1東北大学院薬 , 2三重大院生資）
25PA-am040	 RP	66453 の合成研究

○松井 弦 1, 鏑木 龍太 1, 平井 聖仁 1, 一栁 幸生 1（1東
京薬大薬）

25PA-am041	 プロトアキュレイン	B	の合成研究
○大草 拓也 1, 假屋 唯香 1, 淺沼 雄太 1, 稲井 誠 1, 浅川 
倫宏 2, 江木 正浩 3, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 2東海大
海洋 , 3静岡県大食品栄養）

25PA-am042	 JBIR-141 の合成研究
吉田 将人 1, ○八十島 浩太郎 1, 新家 一男 2, 土井 隆行 1

（1東北大院薬 , 2産総研）
25PA-am043S	Isoschimawalin	A	の合成研究

○平岡 翔太郎 1, 小倉 大知 2, 石倉 慎吾 2, 堀野 良和 2, 
阿部 仁 2（1富山大工 , 2富山大院理工）

25PA-am044	 Nigricanin	の改良合成
○永井 孝典 1, 今井 遥 2, 堀野 良和 2, 阿部 仁 2（1富山
大工 , 2富山大院理工）

25PA-am045S	1 α - アシルオキシ基を有するビサボランモデル化合
物の合成
○相沢 唯 1, 國村 理紗子 1, 小林 健一 1, 古源 寛 1, 高橋 
遥那 2, 黒田 智明 2（1明治薬大 , 2立教大理）

25PA-am046	 [3,3]- シグマトロピー転位を基盤とした十員環構築法：
海産ジテルペノイドPalmatol の合成研究
○太田 浩一朗 1, 吉長 夏美 1, 澤田 明芳 1, 越浦 凌 1, 渡
邉 大氣 1, 岡崎 伸之輔 1, 釜池 和大 1, 宮岡 宏明 1（1東
京薬大薬）

25PA-am047	 非対称環状シラケタールを用いたバンレイシ科アセ
トゲニンcis -Solamin の合成研究
○山下 智子 1, 三浦 温子 1, 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）

25PA-am048	 抗結核菌活性を有する真菌由来の天然物
Asperterpenoid	A の合成研究
○三宅 悠嗣 1, 武田 寛樹 1, 太田 浩一朗 1, 釜池 和大 1, 
宮岡 宏明 1（1東京薬大薬）

25PA-am049	 海産ジテルペノイドKalihinol	A	アナログの合成研究
○高瀬 大輔 1, 立道 和広 1, 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）

25PA-am050S	カルカソン類の合成研究
阿部 秀樹 1, ○井出 義磨 1, 小林 豊晴 1, 伊藤 久央 1

（1東京薬大生命科学）
25PA-am051	 特異な四環性構造を有するセスキテルペンラクトン	

asperaculin	A の合成研究
○小林 豊晴 1, 今川 まこ 1, 榊原 百々代 1, 阿部 秀樹 1, 
伊藤 久央 1（1東京薬大生命科学）

25PA-am052S	三環性メロテルペノイド	guignardone	H	および	I	
の不斉全合成と構造訂正
小林 豊晴 1, ○瀧澤 伊織 1, 篠部 歩 1, 阿部 秀樹 1, 伊藤 
久央 1（1東京薬大生命科学）

25PA-am053S	Amijiol	類の合成研究
○山野上 琴乃 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）

25PA-am054S	Ligulaverin	A	の合成研究
○岡本 彰太 1, 藤川 隆光 1, 高取 和彦 1, 古源 寛 1（1明
治薬大）

25PA-am055	 Marsupellin 類の合成研究
○松永 和磨 1, 高取 和彦 1, 齋藤 直樹 1（1明治薬大）

25PA-am056S	ブリアラン類合成へのアプローチ
○地引 佑一 1, 松永 和磨 1, 高取 和彦 1, 古源 寛 1（1明
治薬大）

25PA-am057S	パルメロライドAの全合成
○森兼 悠太 1, 河西 昭典 1, 朝比奈 彩 1, 佐々木 羽玲 1, 
相原 義之 1, 浅川 倫宏 2, 村田 武士 3, 岩田 想 4, 稲井 
誠 1, 濱島 義隆 1, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 2東海大海洋 , 
3千葉大院理 , 4京大院医）

25PA-am058S	抗腫瘍活性を有する cotylenin	A の糖部位の合成研究
○藤谷 万 1, 花屋 賢悟 1, 須貝 威 1, 庄司 満 1（1慶應大
薬）

25PA-am059S	Boscartin	F の全合成
○白岩 潤也 1, 松澤 彰信 1, 杉田 和幸 1（1星薬大）

25PA-am060S	ジビニルカルビノールの不斉非対称化を基盤とした
新規AChE阻害天然物のモジュラー型全合成経路の
開拓
○坂井 晴香 1, 高山 亜紀 1, 杉本 健士 1, 松谷 裕二 1

（1富山大院薬）
25PA-am061	 Wnt シグナル抑制因子阻害作用を有する

Cateriosulfonic	acid の全合成検討
○讃岐 彩乃 1, 宮崎 倫子 1, 小林 由佳 1, 渡邊 由奈 1, 石
社 結有 1, 金光 卓也 1, 永田 和弘 1, 伊藤 喬 1（1昭和大
薬）

25PA-am062	 Mohangic	acid	C	の合成研究
○工藤 峻也 1, 日下部 太一 1, 高橋 圭介 1, 加藤 恵介 1

（1東邦大薬）
25PA-am063	 分子内Ullmann	型 C-Oカップリング反応を利用した

α -D-Tocopherol の合成研究
○青山 沙樹 1, 坪郷 哲 1, 内呂 拓実 1（1東京理大薬）

25PA-am064S	コドンボックス人工分割法によるリボソーム翻訳基
質アミノ酸の種類拡大
○岩根 由彦 1, 人見 梓 2, 村上 裕 3, 加藤 敬行 1, 後藤 
佑樹 1, 菅 裕明 1（1東大院理 , 2東大院工 , 3名大院工）

25PA-am065S	ビスアシルケテンの分子内環化を利用した面不斉
DMAPの合成
○藁科 俊亮 1, 長野 拓実 1, 平松 周一郎 1, 眞鍋 敬 1, 岩
本 憲人 1（1静岡県大薬）

25PA-am066S	シクロファンをキラルな配位子として利用した不斉
触媒の開発
○長野 拓実 1, 藁科 俊亮 1, 平松 周一郎 1, 眞鍋 敬 1, 岩
本 憲人 1（1静岡県大薬）

25PA-am067	 Pd 触媒を用いた 2- 置換 -3- アミノピペリジンの合成
研究
○泉水 秀斗 1, 野田 毅 1（1神工大・工）

25PA-am068	 2 環性縮合および架橋ピペリジン骨格の合成研究
○西村 有城 1, 海瀬 和美 1, 宮崎 真子 1, 野田 毅 1（1神
工大 ･ 工）

25PA-am069	 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 polyhydroxylated	piperidine	の合成研究
○角田 広子 1, 桐原 正之 2（1富山大院医 , 2静岡理工
大理工）

25PA-am070	 トリアジニルピリジニウム塩を用いたエステル化反
応の開発
○劉 杰 1, 山田 耕平 1, 北村 正典 1, 国嶋 崇隆 1（1金沢
大院医薬保）

25PA-am071	 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
○吉武 明 1, 池田 飛鳥 1, 笠間 建吾 1, 田川 義展 1（1福
岡大薬）
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25PA-am072	 超原子価ヨウ素試薬を用いた新規スピロピラゾール
-3- オン誘導体の合成
○益本 英一 1, 白水 英未 1, 中原 史 1, 山方 健司 1, 丸岡 
博 1（1福岡大薬）

25PA-am073S	合成終盤での官能基導入によるクロファジミン誘導
体の迅速合成
○駒見 成実 1, 松岡 慶太郎 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）

25PA-am074	 アリルアミン誘導体のDomino	Friedel-Crafts 反応
を利用したヒガンバナアルカロイド類の合成研究
○村重 諒 1, 青栁 知佳 1, 白石 充 1（1姫路獨協大薬）

25PA-am075	 インドロキノリン骨格の簡便合成
○山田 康司 1, 阿部 匠 1（1北医療大薬）

25PA-am076	 4 位にスピロ環状構造を有するテトラヒドロキノリン
骨格の新規構築法
○若原 裕子 1, 野呂 尭広 1, 坂田 樹理 1, 植田 浩史 1, 徳
山 英利 1（1東北大院薬）

25PA-am077	 Halogenation	of	Benz[f]indole	Derivative	towards	
the	Synthesis	of	Antiglioma	Compounds
○ Nyo Mi SWE1, 渡辺 敏子 1（1国際医福大薬）

25PA-am078	 新規なキノリンアルカロイドAaptoline	A の合成研
究 (2)
○岩下 俊介 1, 山本 晃大 1, 田川 義展 1（1福岡大薬）

25PA-am079	 酸化剤存在下、2,3- ジアミノピリジンと芳香族アルデ
ヒドとの反応によるイミダゾピリジン誘導体の合成
○笠間 建吾 1, 田川 義展 1（1福岡大薬）

25PA-am080S	抗腫瘍活性レニエラマイシン系海洋天然物の右半部
モデルの合成研究
○藤野 晃也 1, 鈴木 俊宏 1, 横屋 正志 1, 齋藤 直樹 1

（1明治薬大）
25PA-am081S	光変換反応を利用した 1,3- ジオキサシクロペンタン

環の形成
○高橋 昇平 1, 横屋 正志 1, 山崎 未来 1, 齋藤 直樹 1

（1明治薬大）
25PA-am082	 スプライシング異常を回復する化合物の探索研究

○稲井 誠 1, 石上 加菜 1, 浅川 倫宏 1, 江木 正浩 3, 米田 
宏 2, 松丸 尊紀 2, 堺谷 政弘 2, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 
2北大院薬 , 3静岡県大食品栄養）

25PA-am083	 抗腫瘍活性ビステトラヒドロイソキノリンキノン系
天然物の光学活性右半部モデルの不斉合成
木村 真也 1, ○秋庭 愛 1, 千本松 勇樹 1, 安藤 慎悟 1, 齋
藤 直樹 1（1明治薬大）

25PA-am084S	Synthesis	of	2,3-Benzodiazepine	Derivatives	for	
Development	of	Novel	Neuroprotecting	Agents
○裴 東弘 1, 高山 亜紀 1, 松谷 裕二 1（1富山大院薬）

25PA-am085S	スピロ環化反応を利用する 1- アザスピロ [4.5] デカト
リエンジオン誘導体の合成研究
○若槻 雅哉 1, 古畑 光司 1, 上森 理弘 1, 横江 弘雅 1, 高
橋 万紀 1, 津吹 政可 1（1星薬大）

25PA-am086	 分子内不斉 C-H挿入反応によるα - アリール - β - 置
換	γ - ラクトンの立体選択的合成
陸 文傑 1, Pei XU1, ○村井 琢哉 1, 笹森 貴裕 1, 時任 宣
博 1, 川端 猛夫 1, 古田 巧 1（1京大化研）

25PA-am087	 フラン融合パーヒドロフェナンスレン骨格をもつ新
規抗アルツハイマー症薬の設計と合成
○呉 詩慧 1, 杉本 健士 1, 松谷 裕二 1（1富山大院薬）

25PA-am088	 連続的Rh(II) 触媒反応と抗トリパノソーマ活性天然
物 actinoallolide	A 合成への応用
生方 花奈 1, ○広澤 千晃 1, 藤原 朋也 1, 南部 寿則 1, 矢
倉 隆之 1（1富山大院薬）

25PA-am089S	クロロアルケン型ペプチド結合等価体を基盤とする
加水分解耐性型 hNMU受容体アゴニストの創製研究
○加藤 由奈 1, 高山 健太郎 3, 千葉 拓矢 2, 佐藤 浩平 2, 
間瀬 暢之 2, 林 良雄 3, 鳴海 哲夫 2（1静岡大工 , 2静岡
大院総合 , 3東京薬大薬）

25PA-am090S	クロロアルケン型ペプチド結合等価体が有する弱い
水素結合に着目したAmyloid	β	タンパク質の凝集
形態解析
○児玉 有輝 1, 今井 智之 2, 千葉 拓矢 2, 佐藤 浩平 2, 間
瀬 暢之 2, 鳴海 哲夫 2（1静岡大工 , 2静岡大院総合）

25PA-am091S	メントン由来のアセタール構造を有するジ置換アミ
ノ酸含有ペプチドの合成とコンフォメーション解析
○古川 かほり 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）

25PA-am092	 3 員環状ジ置換アミノ酸とその含有ペプチドの合成
○古場 百合恵 1, 池田 光生 1, 上田 篤志 1, 大庭 誠 1, 出
水 庸介 2, 栗原 正明 2, 田中 正一 1（1長崎大院医歯薬 , 
2国立衛研）

25PA-am093	 茶葉酵素とパン酵母を用いた嫌気発酵型アミノ酸生
成法
○竹元 万壽美 1, 及川 水綺 1, 国府田 祐樹 1, 後藤 鮎美 1, 
竹元 裕明 2（1奥羽大薬 , 2北里大薬）

25PA-am094	 ヘリカル二次構造を制御した側鎖架橋型環状ジ置換
アミノ酸含有ペプチドの合成
○上田 篤志 1, 平山 和浩 1, 土井 光暢 2, 田中 正一 1

（1長崎大院医歯薬 , 2大阪薬大）
25PA-am095	 オキサゾール環の置換様式を変換したデンドロアミ

ドAアナログの合成
○六波羅 友貴 1, 永野 冴佳 1, 曲田 拓司 1, 広川 美視 1, 
前﨑 直容 1（1大阪大谷大薬）

25PA-am096	 疎水性長鎖アルキル基を有するセーフティーキャッ
チ型保護基の開発と液相ペプチド合成への適用
○坂地 美咲 1, 玉井 淳嗣 1, 葛西 祐介 1, 山本 博文 1, 今
川 洋 1（1徳島文理大薬）

25PA-am097	 ペプチドミメティクスとしての応用を指向したケト
ピペラジン類縁体の自動合成法の開発
増井 悠 1, ○草柳 彰 1, 高橋 孝志 1（1横浜薬大）

25PA-am098	 新規創薬テンプレートとしての活用を指向したジア
ザビシクロノナン類縁体とケトピペラジン類縁体の
合成
増井 悠 1, ○荻江 泰成 1, 高橋 孝志 1（1横浜薬大）

25PA-am099	 フルオラス	Fmoc	試薬を活用するトリペプチド及び
ペンタペプチドの液相スプリット型合成
○白井 竜平 1, 杉山 祐也 1, 吉田 彩那 1, 塩入 孝之 1, 松
儀 真人 1（1名城大農）

25PA-am100	 固相 - 液相間移動型フルオラス有機分子触媒の開発 :	
ミディアムフルオラスプロリン触媒の合成、及び移
動能の確認
○後藤 万智子 1, 杉山 祐也 1, 塩入 孝之 1, 松儀 真人 1

（1名城大農）
25PA-am101	 Pericosine	E	類縁体の合成とグリコシダ―ゼ阻害活

性評価
○水木 晃治 1, 仲宗根 千佳 1, 杉本 雄哉 1, 芝野 真喜雄 1, 
米山 弘樹 1, 春沢 信哉 1, 宇佐美 吉英 1（1大阪薬大）

25PA-am102	 抗 HIV候補薬EFdAならびに関連化合物の効率的合
成法の検討
○濱岡 直也 1, 山崎 和応 1, 柿沼 学弥 1, 笹尾 朗 1, 西村 
和也 1, 宮川 穣 1, 大類 洋 1, 大場 正志 1（1横浜薬大）

25PA-am103	 ドッキングシュミレーション解析に基づいた新規リ
ピッド	A阻害剤の設計と合成
○世良 望 1, 山崎 直人 1, 中野 真与 1, 高橋 宏暢 2, 葛西 
祐介 1, 山本 博文 1, 今川 洋 1（1徳島文理大薬 , 2徳島
文理大生薬研）

25PA-am104	 4’ 位にアジド基を有するヌクレオシド誘導体の合成
と抗HBV活性評価
井本 修平 1, ○鬼塚 健吾 1, 徳田 亮 1, 鍬田（東） 伸好 2, 
青木 学 4, 熊本 浩樹 6, 天野 将之 3, 向後 悟 2, 前田 賢次 2, 
満屋 裕明 2,3,7, 原口 一広 5（1崇城大薬 , 2国際医療セン
ター研 , 3熊本大医 , 4熊本保大 , 5日本薬科大学 , 6昭和
大学 , 7NIH）
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25PA-am105	 遺伝情報制御化合物としてイミダゾール -ピロールポ
リアミドを含む修飾オリゴヌクレオチドの合成と評
価（２）
○釜池 和大 1, 西原 由有 1, 網野 裕章 1, 小河原 諒 1, 太
田 浩一朗 1, 宮岡 宏明 1（1東京薬大薬）

25PA-am106	 5’- ビニル - およびエチニルネプラノシンA類の合成
と抗ウイルス作用の評価
○熊本 浩樹 1, 秋川 佳美 1, 井本 修平 2, 鍬田 伸好 3, 青
木 学 4, 天野 将之 5, 向後 悟 3, 満屋 裕明 3, 福原 潔 1, 
原口 一広 6（1昭和大薬 , 2崇城大薬 , 3国際医療研セ , 
4熊本保科大 , 5熊本大医 , 6日本薬大）

25PA-am107	 2'-5' 結合を有する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東北医薬大）
25PA-am108	 サイクリックADPリボース安定同位体の合成

齋藤 一樹 1, ○田中 晃佑 1, 鈴木 千登世 2, 阿部 高明 2, 
金光 祥臣 1, 塚本 宏樹 1, 松本 洋太郎 1, 富岡 佳久 1

（1東北大院薬 , 2東北大院医工）
25PA-am109S	銅触媒下で 5- スチバノトリアゾールとジアリールジ

セレニドを利用したアンチモンｰセレン交換反応
○山田 瑞希 1, 滝野 史奈 1, 倉田 侑果 1, 角澤 直紀 2, 松
村 実生 1, 安池 修之 1（1愛知学院大薬 , 2北陸大薬）

25PA-am110	 アミド結合を有する超原子価アンチモン・ビスマス
化合物の合成と抗腫瘍活性
○小幡 徹 1, 松村 実生 1, 川幡 正俊 2, 山田 瑞希 1, 村田 
裕基 1, 郡司 ( 水上 ) 茜 1, 角澤 直紀 3, 山口 健太郎 2, 田
中 基裕 1, 安池 修之 1（1愛知学院大薬 , 2徳島文理大
香川薬 , 3北陸大薬）

25PA-am111	 窒素およびリンを含む新規ジナフト [2,3-b :2’,3’-d ] ヘ
テロールの合成と構造解析
○松村 実生 1, 寺本 卓弘 1, 川幡 正俊 2, 村田 裕基 1, 山
口 健太郎 2, 角澤 直紀 3, 安池 修之 1（1愛知学院大薬 , 
2徳島文理大香川薬 , 3北陸大薬）

25PA-am112	 新規不斉配位子 3,3’-(C2B10H11)2-BINOLの合成
○作見 和 1, 山崎 直人 1, 葛西 祐介 1, 山本 博文 1, 今川 
洋 1, 川幡 正俊 2, 山口 健太郎 2（1徳島文理大薬 , 2徳
島文理大香川薬）

25PA-am113	 抗トリパノソーマ活性を有するフェナントレン化合
物の合成研究
○新田 浩平 1, 亀井 琴乃 1, 葛西 祐介 1, 野路 征昭 1, 山
本 博文 1, 梅山 明美 1, 今川 洋 1（1徳島文理大薬）

25PA-am114	 電子運搬メディエーターを指向したキノン類の合成
○鈴木 秀幸 1, Soliman I EI-HOUT1,2, 仁科 勇太 1

（1岡山大異分野コア , 2CMRDI）
25PA-am115	 CD 環部側鎖にラクトン及びラクタムを有する活性型

ビタミンD誘導体の合成研究
○赤木 祐介 1, 山口 卓也 1, 永田 亜希子 1, 小田木 陽 1, 
橘高 敦史 2, 上杉 志成 3, 長澤 和夫 1（1東農工大院工 , 
2帝京大薬 , 3京大物質 - 細胞統合システム拠点）

25PA-am116	 細胞毒活性	ent - カウレン型ジテルペン excisanin	A	
アナログの合成と	構造活性相関
○犬飼 陽子 1, 小沢 圭 2, 朴 炫宣 2, 矢野 玲子 1, 一柳 
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）

25PA-am117	 細胞毒活性	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 (2)
○小林 明日美 1, 冨田 香織 1, 中村 朱里 1, 小沢 圭 2, 朴 
炫宣 2, 矢野 玲子 1, 一柳 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）

25PA-am118S	鎮痙物質マルリブアセタール炭素置換類縁体の合成
研究
○坂上 友花梨 1, 斎藤 彩有里 1, 澤山 侑季 1, 山越 博幸 1, 
中村 精一 1（1名市大院薬）

25PA-am119S	金触媒によるシリルアルキンの分子内ヒドロアミノ化
沖津 貴志 1, ○福田 一起 1, 簑田 翔平 1, 村井 美友 1, 和
田 昭盛 1（1神戸薬大）

25PA-am120S	イナミドのヨード環化反応を用いたエーテル環構築
沖津 貴志 1, ○苗村 彰浩 1, 近藤 審治 1, 和田 昭盛 1

（1神戸薬大）
25PA-am121	 Myxol および deoxymyxol 立体異性体の全合成と天

然物の立体配置の決定
山野 由美子 1, ○桝本 美季 1, 和田 昭盛 1（1神戸薬大）

25PA-am122S	求電子的ヨウ素化反応を引き金とした多成分連結反応
によるZ- 選択的三置換ヨードアルケンの合成法開発
○梶原 凌太 1, 植田 潤 1, 原田 慎吾 1, 根本 哲宏 1（1千
葉大院薬）

25PA-am123S	銅触媒クロスカップリング反応によるピロールイミ
ダゾールポリアミド (PIP) 新規合成法の開拓
○村上 資 1, 滋賀 直樹 1, 高柳 志穂理 1, 村元 理佐 1, 蕈 
睿 1, 鈴木 雄太 1, 篠原 憲一 2, 金田 篤志 2, 根本 哲宏 1

（1千葉大院薬 , 2千葉大院医）
25PA-am124	 ４－トリフルオロアセチルアズラクトンの金属錯体

の合成とそれを触媒としたアリル化反応
○西條 亮介 1, 栗原 健一 1, 河瀬 雅美 1（1松山大薬）

25PA-am125	 メチル 2- アリール -5- トリフルオロオキサゾール -4-
カルボキシレートの新規合成法
○栗原 健一 1, 西條 亮介 1, 河瀬 雅美 1（1松山大薬）

25PA-am126	 Synthesis	of	Iminosugar	C-Glycosides	via	
Mannich-Aminocyclization	Reactions
○ Lingaiah MARAM1, 田中 富士枝 1（1沖縄科学技
術大学院大学）

25PA-am127	 アミド結合の新たなバイオイソスターとして期待で
きる含フッ素イソキサゾール誘導体の合成
○柳田 仁子 1, 佐藤 和之 1, Graham SANFORD2, 樽井 
敦 1, 安藤 章 1, 表 雅章 1（1摂南大薬 , 2ダラム大）

25PA-am128	 トリメチルシリルアジドを用いた転位による 1,5- 二
置換テトラゾールの合成
○中村 光 1, 柳 綾沙美 1, 森下 かんな 1, 前川 智弘 1

（1近畿大薬）
25PA-am129	 N- アルキニル -3- ヒドロキシイソインドリノンの環開

裂反応を利用したオキサゾロンの合成
○伊藤 醇 1, 末田 拓也 1, 岡本 典子 1, 柳田 玲子 1（1広
島国際大薬）

25PA-am130	 アルケニルアジドの連続的反応とWeinreb アミド基
への求核置換反応を利用した	2- アミノ -5- アシルジ
ヒドロピリミジンの合成
○西村 良夫 1, 長 秀連 2（1安田女大薬 , 2東北大院薬）

25PA-am131S	有機分子触媒を用いた立体選択的 3,3- 二置換ピペリ
ジン骨格構築法の開発
○森田 暁洋 1, 片山 健 1, 小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 高
山 廣光 1（1千葉大院薬）

25PA-am132	 触媒回転数の向上を目指した脂溶性β -proline 類の
合成と応用
○中川 ちひろ 1, 永田 和弘 1, 金光 卓也 1, 宮崎 倫子 1, 
伊藤 喬 1（1昭和大薬）

25PA-am133S	トリアジンジオンを基盤とする新規アシル化剤の開発
古田 美佳 1, ○軽尾 友紀子 1, 李 政洙 2, 山田 耕平 1, 北
村 正典 1, 国嶋 崇隆 1（1金沢大院医薬保 , 2湖西大学校）

25PA-am134	 キラルアリルアルコールを用いたニトリルオキシド
環状付加反応の開発
○反田 和宏 1, 酒井 由真 1, 中川 朋美 1, 渡邉 暁子 1, 山
﨑 哲郎 1（1九州保福大薬）

25PA-am135	 三相系フロー反応に展開可能なグラフト型高分子固
定化TEMPOによる酸化反応の開発
○紙谷 修平 1, 奥野 義規 1, 北川 雄一 1, 長谷川 新 1, 青
山 裕香 1, 加賀美 俊仁 1, 久保 幸太郎 1, 熊木 茉優 1, 佐
野 拓也 1, 堀米 亜実 1, 磯村 茂樹 1, 佐藤 康夫 1, 武田 
収功 1（1横浜薬大）

25PA-am136	 α - ヒドロキシイナミドへの 1,3- ジカルボニル化合
物の位置選択的付加反応を活用する三環性イソイン
ドール誘導体の合成
○田中 玲詩 1, 岡本 典子 1, 末田 拓也 1, 柳田 玲子 1

（1広島国際大薬）
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25PA-am137	 2- アルキニルフェニル誘導体の位置選択的アリール
化 - 環化反応の開発
○南 英輝 1, 金山 拓矢 1, 田中 玲詩 1, 末田 拓也 1, 岡本 
典子 1, 柳田 玲子 1（1広島国際大学薬学部）

25PA-am138S	銅触媒を用いた	C-H	閉環反応によるキサンチン骨格
の新規構築法の開発
○清水 麻希 1, 葉山 登 1, 來海 徹太郎 1, 稲本 浄文 1

（1武庫川女大薬）
25PA-am139	 ロジウム触媒閉環反応を用いた新規 2,3 －二置換イン

ドールおよびベンゾフラン合成法の開発
○水上 玲穂 1, 伊勢 悠見 1, 山内 彩樺 1, 葉山 登 1, 來海 
徹太郎 1, 稲本 浄文 1（1武庫川女大薬）

25PA-am140S	α , β - 不飽和カルボン酸への直截的不斉アザマイケ
ル付加反応による糖尿病薬シタグリプチンの合成研究
葉山 登 1, ○関本 英里子 1, 西林 和也 2, 稲本 浄文 1, 來
海 徹太郎 1, 小林 祐輔 2, 竹本 佳司 2（1武庫川女大薬 , 
2京大院薬）

3月 25日（土）　午後
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

有機化学②
25PA-pm001S	有機色素を用いたシンナムアルデヒド類のオキシヒ

ドロキシル化反応の開発
吉岡 英斗 1, ○溝渕 るみこ 1, 小林 あゆみ 1, 川島 祥 1, 
甲谷 繁 1, 宮部 豪人 1（1兵庫医療大薬）

25PA-pm002S	アラインの C＝Nπ結合挿入反応を端にした新規C
－Nσ結合挿入反応の開発
吉岡 英斗 1, ○西口 楓 1, 青木 公香 1, 川島 祥 1, 甲谷 
繁 1, 宮部 豪人 1（1兵庫医療大薬）

25PA-pm003	 銅触媒による酸化的タンデム反応の開発：	
pyrido[1,2-a]indoles と tetracyclic	quinazolinones
の２－アリールインドールからのワンポット合成
○山下 光明 1, 西薗 縁 1, 姫川 征也 1, 飯田 彰 1（1近畿
大農）

25PA-pm004S	酸化的脱芳香化反応を利用した 2‐アザスピロ [4.5]
デカン類の合成
○林 浩輔 1, 堀田 理帆 1, 石原 友梨 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）

25PA-pm005	 金触媒を用いた 1,4- ジインの連続反応によるシクロ
ヘプタ [b ]	ピロール骨格の構築
○濱田 直佳 1, 吉田 勇介 1, 大石 真也 1, 大野 浩章 1

（1京大院薬）
25PA-pm006	 インドール基質での酸化的転位反応の検討

○村井 健一 1, 松浦 螢 1, 藤岡 弘道 1（1阪大院薬）
25PA-pm007S	炭素－水素結合の直接アミノ化反応を基盤とした連

続環化による含窒素多環式化合物の合成研究
○赤松 祐季 1, 神野 伸一郎 1,2, 澤田 大介 1,2（1岡山大
院医歯薬 , 2理研 CLST）

25PA-pm008	 ピロロインドリジン骨格の簡便合成経路の開拓
○松尾 菜摘 1, 杉本 健士 1, 松谷 裕二 1（1富山大院薬）

25PA-pm009	 アルキンをラジカル受容体とした新規 2- トリフルオ
ロメチルインドリン誘導体合成法の開発
○井上 暁斗 1, 岩﨑 宏樹 1, 畑中 彩花 1, 謝 一成 1, 小畑 
久美 1, 小関 稔 1, 小島 直人 1, 山下 正行 1（1京都薬大）

25PA-pm010	 金触媒による共役ジインと置換ベンゼンの連続環化
反応を利用したベンゾカルバゾール骨格の構築
○大村 駿介 1, 川田 惟樹 1, 吉田 勇介 1, 大石 真也 1, 大
野 浩章 1（1京大院薬）

25PA-pm011S	Ｎｉ触媒による［２＋２＋２］環化付加反応の開発
○井崎 亜利紗 1, 天児 由佳 1, 荒井 秀 1, 西田 篤司 1

（1千葉大院薬）

25PA-pm012S	ウレアを求核種とするシクロアルケンへの分子内ア
ミノ化反応
○中山 秀斗 1, 丹羽 恵里佳 1, 伊藤 彰啓 1, 松原 千夏 1, 
伊藤 祐来 1, 西川 泰弘 1, 原 脩 1（1名城大薬）

25PA-pm013	 触媒的不斉ラクトン化反応を指向した新規トリアゾ
リウム塩の創製
○井出 竜司 1, 喜屋武 龍二 2, 佐藤 浩平 2, 間瀬 暢之 2, 
鳴海 哲夫 2（1静岡大工 , 2静岡大院総合）

25PA-pm014	 金触媒を用いたインアミドの環化異性化と細見 –櫻
井反応を利用した多置換キノリジジン構築法の開発
○田邊 康介 1, 水野 翔太 1, 杉本 健士 1, 松谷 裕二 1

（1富山大院薬）
25PA-pm015S	(-)-minovincine の全合成と可視光酸化還元触媒を用

いる二重結合修飾反応の開発
○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）

25PA-pm016	 パラジウム触媒を用いた 2- メチレン -1,3- プロパンジ
オールとβ - ジカルボニル化合物の環化反応
○江口 彩香 1, 廣兼 司 1, 松本 健司 1, 吉田 昌裕 1（1徳
島文理大薬）

25PA-pm017	 パラジウム触媒を用いたアリルジエステルと 4- ヒド
ロキシ -2- ピロンの環化反応によるジヒドロピラノピ
ラノン骨格の構築
○古田 絵莉香 1, 向井 達哉 1, 廣兼 司 1, 松本 健司 1, 吉
田 昌裕 1（1徳島文理大薬）

25PA-pm018S	三置換オレフィンを基質とする不斉ブロモラクトン
化反応の開発①	～光学活性５員環ブロモラクトンの
合成～
西川 泰弘 1, ○宮田 めぐみ 1, 佐藤 里佳 1, 赤田 奈穂 1, 
野本 万里名 1, 原 脩 1（1名城大薬）

25PA-pm019S	三置換オレフィンを基質とする不斉ブロモラクトン
化反応の開発②～光学活性６員環ブロモラクトンの
合成～
西川 泰弘 1, ○中村 まどか 1, 濱本 裕太 1, 梶田 修平 1, 
松原 千夏 1, 原 脩 1（1名城大薬）

25PA-pm020	 パラジウム触媒下のカルボニル化による四置換フラ
ン誘導体の選択的合成
○大久保 晋 1, 日下部 太一 1, 有山 智博 1, 黒飛 太地 1, 
高橋 圭介 1, 持田 智行 2, 加藤 恵介 1（1東邦大薬 , 2神
戸大理）

25PA-pm021	 N - プロパルギルヒドロキシルアミンのカルボニル化
による bis(2,3-dihydroisoxazol-4-yl)methanone　お
よび　2,3-dihydroisoxazole-4-carboxylate	の選択的
合成
○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）
25PA-pm022S	ポルフィリン二量体を用いる光学活性エポキシドの

非経験的絶対配置決定法
○武田 詩織 1, 林 賢 1, 高波 利克 1（1明治薬大）

25PA-pm023S	π拡張型ポルフィリンへのシリルメチル基導入反応
とその物性の評価
○石丸 祥 1, 林 賢 1, 高波 利克 1（1明治薬大）

25PA-pm024S	バナジウム－ビナフチルビスヒドロキサム酸錯体を
触媒として用いたホモアリルアルコールの不斉エポ
キシ化反応
○山口 裕章 1, 野地 匡裕 1, 大倉 瞬 1, 林 賢 1, 高波 利
克 1（1明治薬大）

25PA-pm025S	硫酸アンモニウムを窒素源に用いるポルフィリンへ
のアミノ基導入反応
○池田 翼 1, 林 賢 1, 高波 利克 1（1明治薬大）

25PA-pm026S	固定化バナジウム－ビナフチルビスヒドロキサム酸
錯体を用いる不斉エポキシ化反応
○近藤 妃沙子 1, 野地 匡裕 1, 矢崎 千尋 1, 渡辺 夏実 1, 
高波 利克 1（1明治薬大）
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25PA-pm027S	バナジウム -ビナフチルビスヒドロキサム酸錯体を用
いた	ヒドロキシフロインドリン誘導体の不斉合成法
の開発
○久保田 雄貴 1, 野地 匡裕 1, 上地 百合亜 1, 高橋 一希 1, 
二瀬 偉志 1, 林 賢 1, 高波 利克 1（1明治薬大）

25PA-pm028S	Pd-DHTP触媒を用いた 2- クロロフェノールを出発
原料とする 2,3- 二置換ベンゾフランのワンポット合成
○小澤 颯人 1, 山口 深雪 1, 眞鍋 敬 1（1静岡県大薬）

25PA-pm029	 金触媒を利用した多置換ジヒドロピラン類の合成
森田 延嘉 1, 小黒 一樹 1, ○高橋 沙織 1, 伴 慎太郎 1, 橋
本 善光 1, 田村 修 1（1昭和薬科大学）

25PA-pm030S	2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 体とアルケンの [2+2]
光環化付加反応による 2-oxo-3-oxabicyclo[4.2.0]oct-
4-ene-1-carboxylate 体の合成
○平田 優里 1, 田中 徹 1, 栗林 英理 1, 武知 理菜子 1, 安
達 未稀 1, 北井 佳奈子 1, 岩井 佑未南 1, 山田 裕平 1, 山
西 涼菜 1, 小島 直人 1, 岩﨑 宏樹 1, 山下 正行 1（1京都
薬大）

25PA-pm031	 スルホニウムイリドによるスピロシクロプロパンの
開裂―環化反応の開発
南部 寿則 1, ○大貫 悠太 1, 矢倉 隆之 1（1富山大院薬）

25PA-pm032	 光環化反応による 3- ハロベンゾ [b ] カルコゲノフェ
ン類の合成
○要 衛 1, 佐野 早也加 1, 吉村 友里 1（1北陸大薬）

25PA-pm033	 ベンジル位の酸化に基づくα -ジアゾエステルの環化
反応
近藤 秀明 1, 木村 文香 1, ○山越 博幸 1, 中村 精一 1

（1名市大院薬）
25PA-pm034	 フェニルボロン酸サリチルアルコールエステルの酸

化剤識別センサーとしての機能
○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）
25PA-pm035S	パラジウム触媒と電子不足ニトリルを用いた一級ア

ミドの水中脱水反応
○岡部 弘幸 1, 五十川 貴裕 1, 野依 良治 1,2, 中 寛史 1,2

（1名大院理 , 2名大物国研セ）
25PA-pm036S	α - ヘリカルペプチド触媒を用いた不斉共役付加反応

○梅野 智大 1, 上田 篤志 1, 土井 光暢 2, 田中 正一 1

（1長崎大院医歯薬 , 2大阪薬大）
25PA-pm037	 光分解性DNAを足場とするペプチド連結反応の開発

○梁瀬 将史 1, 林 剛介 1, 岡本 晃充 1,2（1東大院工 , 
2東大先端研）

25PA-pm038	 光学活性アジリジンに対する連続アルキル化による
シクロプロパンアミノ酸骨格の効率的合成法の開発
大澤 宏祐 1, ○窪田 隼也 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

25PA-pm039	 Thz 含有ペプチドチオエステルの直接合成に適用可
能なペプチドヒドラジド変換法の開発
○佐藤 浩平 1, 山本 和樹 1, 鳴海 哲夫 1, 渡辺 修治 1, 間
瀬 暢之 1（1静岡大院工）

25PA-pm040S	マイクロフロー式C3位配糖化を鍵反応とした種々の
植物由来トリテルペン・ステロイド型モノグルコシ
ドサポニン誘導体の合成
○小西 成樹 1, 白畑 辰弥 1, 吉田 有希 1, 佐藤 倫子 1, 中
村 亮介 1, 清野 正子 1, 梶 英輔 1, 小林 義典 1（1北里大
院薬）

25PA-pm041S	マイクロフロー式C3位配糖化を鍵反応とする種々の
単糖が結合したオレアノール酸型サポニン誘導体の
合成
○吉田 有希 1, 白畑 辰弥 1, 小西 成樹 1, 佐藤 倫子 1, 中
村 亮介 1, 清野 正子 1, 梶 英輔 1, 小林 義典 1（1北里大
薬）

25PA-pm042S	位置選択的O-グリコシル化反応によるDisaccharide	
Ribonucleoside の合成
○染谷 英寿 1, 青木 伸 1,2（1東京理大薬 , 2東京理大イ
メージングフロンティアセンター）

25PA-pm043S	クロスカップリング反応による複素環C- グリコシド
誘導体の合成研究
○伊東 謙 1, 岸畑 伊織 1, 伊藤 沙奈恵 1, 西川 泰弘 1, 原 
脩 1（1名城大薬）

25PA-pm044S	長鎖mRNAに対する部位特異的化学修飾を利用した
翻訳制御の評価
○松本 卓也 1, 大城 郁也 1, 實崎 大地 1, 谷口 陽祐 1, 
佐々木 茂貴 1（1九大院薬）

25PA-pm045S	二本鎖DNA中での３ーシアノビニルカルバゾール
を用いた光化学的デアミネーションにおけるシトシ
ンの対合塩基の影響
○ Siddhant SETHI1, Minako OOE1, Sakamoto 
TAKASHI1, Shigetaka NAKAMURA1, kenzo 
FUJIMOTO1（1北陸先端科学技術大学院大学）

25PA-pm046S	Cp*Co(III) 触媒によるアリルアルコールを用いた直
接的芳香族C- Ｈアリル化反応
○村上 ななみ 1, 文野 優華 2, 鈴木 雄大 3, 吉野 達彦 2,4, 
金井 求 3, 松永 茂樹 2,4（1北大薬 , 2北大院薬 , 3東大
院薬 , 4ACT-C, JST）

25PA-pm047S	アレン - アルケン - アルキンの分子内環化付加反応
向 智里 1, 黒川 桂 1, 横澤 春奈 1, ○長田 亜紗実 1, 太田 
有羽 1, 河口 康晃 1, 安田 茂雄 1（1金沢大院医薬保）

25PA-pm048S	ロジウム (II) 錯体 /β - アミノアルコール型有機触媒
の協働触媒系を用いるカルベノイドの高エナンチオ
選択的N－H挿入反応
齋藤 弘明 1, ○町田 翔太 1, 加藤 俊生 1, 内山 武人 1, 三
宅 宗晴 1, 宮入 伸一 1（1日本大薬）

25PA-pm049	 鉄触媒を用いたN- メチルアニリンの酸化的脱メチル
化反応の開発
○伊東 由夏 1, 植田 浩史 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）

25PA-pm050	 パラジウム触媒を用いたビニル型ノナフラートの還
元的重水素化
○栗山 正巳 1, 森本 哲朗 1, 尾野村 治 1（1長崎大院医
歯薬）

25PA-pm051	 1,10- フェナントロリン不斉配位子を用いた触媒的
1,4- 付加反応の開発とフラバノンの合成
○田村 雅史 1, 丸山 千晶 1, 小野 貴之 1, 黒田 陽子 1

（1城西大薬）
25PA-pm052S	銀触媒を用いたアリルスルホンアミドの選択的脱ア

リル化反応の開発
稲垣 冬彦 1, ○平 至仙 1, 向 智里 1（1金沢大院医薬保）

25PA-pm053	 シアノホスフェートを用いる５員環生成反応　～ア
ルキリデンカルベンのC-H挿入反応～
○上村 健司 1, 米山 弘樹 1, 沼田 雅博 1, 半田 直己 1, 細
見 周平 1, 宇佐美 吉英 1, 春沢 信哉 1（1大阪薬大）

25PA-pm054S	β - イミノエステルの触媒的C(sp3)-H 酸化反応の開発
○西田 唯香 1, 楠本 祥子 1, 武田 紀彦 1, 宮田 興子 1, 上
田 昌史 1（1神戸薬大）

25PA-pm055	 カルバボラニル水銀トリフラート触媒を利用した
Myers 型還元的脱酸素反応の開発
○山崎 直人 1, 坂本 京平 1, 神農 麻里奈 1, 葛西 祐介 1, 
山本 博文 1, 今川 洋 1（1徳島文理大薬）

25PA-pm056	 H - ホスフィナートとイナミドの銅触媒によるヒドロ
ホスフィニル化反応の開発
○金原 淳 1, 佐藤 誠 1, 弓田 佳奈 1, 山岸 丈洋 1（1奥羽
大薬）

25PA-pm057	 オキシムスルホナートの環拡大反応を利用したイン
ドール合成法の開発と、その応用
○坂田 樹理 1, 今泉 拓 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）

25PA-pm058	 アミンのα位のジアステレオ選択的ホウ素化反応に
よるα - アミノボロン酸誘導体の合成
○倉沢 真紀 1, 樋口 和宏 1, 伊藤 元気 1, 野地 匡裕 1, 杉
山 重夫 1（1明治薬大）

25PA-pm059	 芳香族ジアミンを出発原料としたベンゾイミダゾー
ル類の合成
○生田 梨紗 1, 今井 千晶 1, 峯野 知子 1（1高崎健康福
祉大薬）
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25PA-pm060	 置換アリールイミダゾール類縁体の合成研究
○今井 千晶 1, 生田 梨紗 1, 峯野 知子 1（1高崎健康福
祉大薬）

25PA-pm061S	Lewis	酸を促進剤とする	α , α - ジフルオロ - β - ケ
ト酸の脱炭酸的アルドール反応
○小槌 檀菜 1, 樽井 敦 1, 佐藤 和之 1, 安藤 章 1, 表 雅
章 1（1摂南大薬）

25PA-pm062	 フッ素官能基を利用した小分子蛍光物質の合成と利用
小川 風太 1, ○中治 智愛子 1, 樽井 敦 1, 佐藤 和之 1, 安
藤 章 1, 表 雅章 1（1摂南大薬）

25PA-pm063	 トリアルキルリン酸エステルをアルキル化剤とした
アミドの選択的モノアルキル化
浅井 彰太 1, ○阪 一穂 1, 門口 泰也 1, 佐治木 弘尚 1, 澤
間 善成 1（1岐阜薬大）

25PA-pm064	 キラル有機塩基触媒による立体ならびに位置選択的
重水素標識β - ニトロアルコールの合成
○山田 強 1, 鍬田 麻里奈 1, 門口 泰也 1, 佐治木 弘尚 1, 
澤間 善成 1（1岐阜薬大）

25PA-pm065	 多段階ワンポット反応を志向した汎用性のある反応
場の開発研究
古賀 奈津美 1, 池田 優衣 1, 神野 伸一郎 1,2, ○澤田 大
介 1,2（1岡山大院医歯薬 , 2理研 CLST）

25PA-pm066S	ジアミノメチレンマロノニトリル型有機分子触媒を
用いる不斉クロロ化反応の開発
○坂井 崇亮 1, 平島 真一 1, 前田 知恵 1, 中島 康介 1, 吉
田 彰宏 1, 古石 裕治 1, 三浦 剛 1（1東京薬大薬）

25PA-pm067S	ギ酸 2,4,6- トリクロロフェニルを用いるブロモアレー
ン類の実用的カルボニル化反応の開発
○関野 智行 1, 小西 英之 1, 眞鍋 敬 1（1静岡県大薬）

25PA-pm068	 含窒素芳香族化合物の触媒的ビアリールカップリン
グ反応の開発
松本 健司 1, ○興梠 彰太 1, 酒井 健太郎 2, 新藤 充 3, 吉
田 昌裕 1（1徳島文理大薬 , 2九大院総理工 , 3九大先
導研）

25PA-pm069	 金触媒を利用した多置換インデン類の合成研究
森田 延嘉 1, 山本 真理 1, ○依田 明愛 1, 伴 慎太郎 1, 橋
本 善光 1, 田村 修 1（1昭和薬科大学）

25PA-pm070S	位置選択的反応を指向した新規ヒドロキシ基含有ホ
スフィン配位子の開発
○川口 智也 1, 山口 深雪 1, 眞鍋 敬 1（1静岡県大薬）

25PA-pm071	 [2.2] パラシクロファンを基本骨格とする面不斉ビス
チオウレア触媒を用いたニトロアルカンのニトロオ
レフィンへのMichael 付加反応
武永 尚子 1, ○霜 依莉子 1, 深井 凜太郎 1, 北垣 伸治 1

（1名城大薬）
25PA-pm072	 [2.2] パラシクロファンを基本骨格とする面不斉ビス

チオウレア触媒を用いたニトロアルドール反応の基
質一般性の検討
武永 尚子 1, ○鈴木 晶絵 1, 小園 友明 1, 北垣 伸治 1

（1名城大薬）
25PA-pm073	 水中での Co(II)/TPPMS触媒を用いたアルコールの

脱水型置換反応
○氷川 英正 1, 伊地知 由紀子 1, 吉川 晶子 1, 東屋 功 1

（1東邦大薬）
25PA-pm074S	不斉ベンゾイルオキシ化反応を鍵反応としたユーコ

ミン酸の不斉合成研究
○佐藤 美帆 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）

25PA-pm075	 系内発生アミド塩基が触媒する 1,3- ジカルボニル化
合物の芳香族求核置換反応
○大谷木 心 1, 重野 真徳 1, 熊田 佳菜子 1, 根東 義則 1

（1東北大院薬）
25PA-pm076	 キノンモノアセタールを利用した効率的なフェノー

ルクロスカップリング体合成
○上田中 徹 1, 森本 功治 2, 坪島 昂平 2, 土肥 寿文 2, 北 
泰行 1（1立命館大総研 , 2立命館大薬）

25PA-pm077S	ベンズジイン等価体を用いる多環芳香族炭化水素の
合成
井川 貴詞 1, ○王 鼎 1, 増田 茂明 1, 赤井 周司 1（1阪大
院薬）

25PA-pm078	 Wieland-Miescher	ケトン誘導体の加溶媒分解条件下
における協奏的骨格転位反応
○猪股 浩平 1, 遠藤 泰之 1（1東北医薬大）

25PA-pm079	 三置換trans - シクロオクテンの合成研究
○半田 晋也 1, 澁井 崇宏 1, 杉本 裕 1（1東京理科大工）

25PA-pm080S	Tsuji-Trost 反応を用いた二連続四級炭素構築法の開発
○武田 真弥 1, 原田 研一 1, 井下 伊久美 1, 久保 美和 1, 
福山 愛保 1（1徳島文理大薬）

25PA-pm081	 4- ブロモ -4,4- ジフルオロクロトン酸エステルを用い
る付加環化反応：活性メチレン化合物およびN- ベン
ジリデングリシンエステルとの反応
○中村 裕子 1, 岡田 みどり 1, 矢内 光 2, 田口 武夫 3

（1東京女子医大医 , 2東京薬大薬 , 3相模中研）
25PA-pm082	 不均一系白金族触媒によるニトリルから第二級及び

第三級アミンへの選択的接触還元法
門口 泰也 1, ○水野 将弘 1, 市川 智大 1, 藤田 有希 1, 高
橋 徹 1, 村上 絵里 1, 重面 匡宏 1, 服部 倫弘 1, 前川 智
弘 1, 澤間 善成 1, 佐治木 弘尚 1（1岐阜薬大）

25PA-pm083S	0 価パラジウム触媒を用いたアレニックアルコールと
Pronucleophile の直接的カップリング反応
塚本 裕一 1, ○伊藤 和也 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

25PA-pm084	 ジエチレントリアミンを用いたカーバメートおよび
ウレアの切断反応の開発
○野下 めぐみ 1, 清水 悠平 1, 森本 浩之 1, 大嶋 孝志 1

（1九大院薬）
25PA-pm085S	キラル 2- シアノピペリジンの脱プロトン化によって

発生させたα -ニトリルカルバニオンの求電子置換反
応 :	求電子剤の効果
佐々木 道子 1, ○同免 佳澄 2, 武田 敬 1（1広島大院医
歯薬保 , 2広島大薬）

25PA-pm086S	有機分子触媒によるジケトンの位置選択的シアノシ
リル化
○二宮 良 1, 上田 善弘 1, 古田 巧 1, 川端 猛夫 1（1京大
化研）

25PA-pm087	 O- モノアシル酒石酸触媒によるホウ素化合物の活性
化機構の解明
○杉浦 正晴 1, 久保山 征宣 1, 中島 誠 1（1熊本大院薬）

25PA-pm088	 イオン性高分子を用いるN- ヒドロキシフタルイミド
酸化反応法の開発
濱本 博三 1, ○松田 大和 1, 塩入 孝之 1, 松儀 真人 1

（1名城大農）
25PA-pm089S	不斉有機触媒Hua-cat を用いたエナンチオ選択的ア

ルドール反応による不斉四級炭素の構築
○茨木 大輔 1, 原田 研一 1, 枝沢 由衣 1, 久保 美和 1, 福
山 愛保 1（1徳島文理大薬）

25PA-pm090S	2- ヨードベンズアミド系酸化触媒の開発研究：高反
応性で分離簡便な触媒の創製
○西 秀之 1, 西村 優志 1, 山田 明広 1, 南部 寿則 1, 藤原 
朋也 1, 矢倉 隆之 1（1富山大院薬）

25PA-pm091S	カルバニオンをトリガーとするシクロプロパンの開
環とその［３＋２］アニュレーション（２）
佐々木 道子 1, ○西尾 卓哉 2, 武田 敬 1（1広島大院医
歯薬保 , 2広島大薬）

25PA-pm092S	ラジカル脱炭酸を鍵とする縮環炭素骨格形成手法の
開発
○朔 優樹 1, 向井 玖実 1, Gamal MOUSTAFA1, 赤井 
周司 1, 好光 健彦 1,2（1阪大院薬 , 2岡山大院医歯薬）

25PA-pm093S	アルケン類の触媒的ラジカルアジド化反応の開発
○土持 出 1, 北村 優太 1, 赤井 周司 1, 好光 健彦 1,2

（1阪大院薬 , 2岡山大院医歯薬）
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25PA-pm094	 非対称ジアリール構造を有するＧＦＰ蛍光発色団ア
ナログの合成と蛍光評価
○池尻 昌宏 1, 小嶋 春花 1, 千原 佳子 1, 藤坂 朱紀 1, 宮
下 和之 1（1大阪大谷大薬）

25PA-pm095	 反芳香族性環拡張フタロシアニン骨格の還元特性
○柳澤 崚 1, 前多 肇 1, 千木 昌人 1, 古山 渓行 1（1金沢
大院自然科学）

25PA-pm096	 インジゴの環拡張反応を用いた機能性色素の開発
○田村 大地 1, 前多 肇 1, 千木 昌人 1, 古山 渓行 1（1金
沢大院自然科学）

25PA-pm097S	Polyalongirin	A、Polyalthia	longifolia 由来の新規
骨格化合物
○郭 佳宜 1, 張 誌益 1, 林 昀生 2（1台灣屏東科技大學 , 
2台灣美和科技大學）

25PA-pm098S	ピロリジン骨格を有するキラルアミノ酸を含有する
ホモペプチドの二次構造解析
○江藤 諒 1, 大庭 誠 1, 上田 篤志 1, 土井 光暢 2, 田中 
正一 1（1長崎大院医歯薬 , 2大阪薬大）

25PA-pm099S	架橋部位を持つジ置換アミノ酸を含有するペプチド
の細胞膜透過性の評価
○國武 正幸 1, 加藤 巧馬 1, 大庭 誠 1, 上田 篤志 1, 田中 
正一 1（1長崎大院医歯薬）

25PA-pm100	 1,1- ビス ( トリフリル ) エチレンと第 15 族元素を中
心とする求核剤の反応
矢内 光 1, ○髙橋 沙織 1, 松本 隆司 1（1東京薬大薬）

25PA-pm101	 電荷分離したビス（アリールアミノ）カルベニウム
イリドの立体配座特性
矢内 光 1, ○香取 芙美 1, 鈴木 琢己 1, 松本 隆司 1（1東
京薬大薬）

25PA-pm102	 光学活性グリセロール誘導体が示す比旋光度の濃度
依存性
○仲村 明人 1, 中尾 允泰 1, 佐野 茂樹 1（1徳島大院薬）

25PA-pm103S	N -(3- チエニル )	型芳香族アミドの立体構造特性
○浅見 優希 1, 伊藤 愛 1, 天木 崇真 1, 福田 和男 1, 山﨑 
龍 1, 岡本 巌 1（1昭和薬大）

25PA-pm104	 リンカーとしてエチニレン基をもつ筒状芳香族環状
アミド分子の合成および構造解析
○守 龍一 1, 佐竹 美紗 1, 齋藤 裕喜 1, 吉川 晶子 1, 氷川 
英正 1, 桝 飛雄真 2, 東屋 功 1（1東邦大薬 , 2千葉大共
用機器セ）

25PA-pm105	 末端にポルフィリン構造を持つ四脚アダマンタン誘
導体の合成研究
○池田 充 1, 高森 祥大 1, 田崎 実 1, 中込 征倫 1, 吉川 
晶子 1, 氷川 英正 1, 東屋 功 1（1東邦大薬）

25PA-pm106	 ジフェニルアダマンタンを基本骨格とする環状芳香
族アミドの合成と構造
○深谷 侑佑 1, 高頭 萌 1, 徳本 愛彩 1, 吉川 晶子 1, 氷川 
英正 1, 東屋 功 1（1東邦大薬）

25PA-pm107	 π	電子系拡張型ロイコ色素の改良合成法の開発と光
物性の評価
○神野 伸一郎 1,2, 吹野 なつみ 1, 高橋 みなみ 1, 澤田 
大介 1,2（1岡山大院医歯薬 , 2理研 CLST）

25PA-pm108	 芳香族スルホンアミド類の不斉結晶化現象および結
晶中での水素結合相互作用について
○吉川 晶子 1, 片桐 幸輔 2, 桝 飛雄真 3, 氷川 英正 1, 東
屋 功 1（1東邦大薬 , 2甲南大理工 , 3千葉大共用機器セ）

25PA-pm109	 分岐π平面を有するN- フューズドペンタフィリン誘
導体の合成
○鈴木 優章 1,2, 根矢 三郎 2, 西垣内 寛 1（1島大院院総
理 , 2千葉大院薬）

25PA-pm110S	ビナフチル型CD発色試薬による decahydro-4a-
methyl-2-naphthalenol 類の誘導体化およびそれらの
CDスペクトルの挙動について
○山西 光咲 1, 小森 沙織 1, 箙 由布子 1, 國立 悠里 1, 馬
場 ゆうみ 1, 河野 大貴 1, 倉橋 卓秀 1, 本光 由佳梨 1, 山
下 正行 1, 小島 直人 1, 岩﨑 宏樹 1, 細井 信造 1（1京都
薬大）

25PA-pm111	 直鎖ジアミド分子の末端官能基化による分子集合体
の増強とゲル化機能
○山本 康友 1, 小柳 茜 1, 森 裕恵 1, 山田 智代 1, 宮脇 
あかり 1, 富岡 清 1（1同志社女子大薬）

25PA-pm112	 変形空洞を有するα -シクロデキストリンロタキサン
のNMR構造解析
○福留 誠 1, 福田 昂輝 1, 袁 徳其 1（1神戸学院大薬）

25PA-pm113	 α - シクロデキストリンの二級水酸基側の one-pot ヘ
テロ二官能化
Xi HUANG1,2, 安永 瞬 1, 福留 誠 1, ○陳 文華 1,2, 袁 徳
其 1（1神戸学院大薬 , 2中国南方医科大薬）

25PA-pm114S	テトラおよびヘキサ（2,3- マンノエポキシ）- γ - シ
クロデキストリンの	one-pot	合成
○安永 瞬 1, 福留 誠 1, 袁 德其 1（1神戸学院大薬）

25PA-pm115	 光アフィニティーラベル法による糖鎖機能解明を志向
した分子ツールの開発 -LeX型糖鎖リガンドの合成 -
○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東京理大薬）

25PA-pm116S	クロスリンクをRNA部位特異的に形成する人工核
酸の開発と翻訳制御の検討
○菊田 健司 1, 谷口 陽祐 1, 佐々木 茂貴 1（1九大院薬）

25PA-pm117S	DNAの B→ Z遷移と [5] ヘリセンリガンドのキラリ
ティー変換による動的シンクロナイゼーション
○川良 健祐 1, 佐々木 茂貴 1（1九大院薬）

25PA-pm118S	DNAリピート配列を低分子化合物の協同効果により
識別する新規戦略の構築
○村瀬 裕貴 1, 野口 幹晴 1, 佐々木 茂貴 1（1九大院薬）

25PA-pm119	 標準的 Fmoc 法固相合成のための 2－チオウラシル
PNAモノマー
○杉山 亨 1, 長谷川 元気 1, 新倉 千絵 1, 桑田 啓子 2, 今
村 保忠 3, 出水 庸介 4, 栗原 正明 4, 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）

25PA-pm120	 茶ガレート型カテキン類を用いた水中における不斉
合成（２）
○堤 広之 1, 横山 えみ 1, 藤岡 侑祐 1, 冨士野 覚 1, 福田 
靖葉 1, 石津 隆 1（1福山大薬）

25PA-pm121	 鎖状 1,n - ジスルホンアミドの鎖長識別モノアシル化
○橋本 悠 1, 吉田 圭佑 1, 平田 篤志 1, 上田 善弘 1, 古田 
巧 1, 川端 猛夫 1（1京大化研）

25PA-pm122	 N - ベンゾイルベンゾチアゼピンの触媒的不斉S- オキ
シド化反応
○牧野 宏章 1, 小川 りさ 1, 米田 哲也 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）

25PA-pm123S	N - ベンゾイル及びN- スルホニル -1,5- ベンゾジアゼ
ピノン類の軸不斉に基づく立体化学
○印鑰 宏美 1, 田畑 英嗣 1, 忍足 鉄太 1, 髙橋 秀依 1, 夏
苅 英昭 1（1帝京大薬）

25PA-pm124	 新規トリアジン型酸化剤の開発と反応
五十嵐 佑貴 1, ○別役 樹 1, 山田 耕平 1, 国嶋 崇隆 1

（1金沢大院医薬保）
25PA-pm125	 新規デングウイルス感染阻害剤の合成（VII）

○三枡 ゆか 1, 寺岡 文照 1, 左 一八 2, 大坪 忠宗 1, 池田 
潔 1（1広島国際大学薬 , 2会津大学短期大学部食物栄
養）

25PA-pm126	 定着性を向上させたシアリダーゼプローブの合成
○大坪 忠宗 1, 紅林 佑希 2, 高橋 忠伸 2, 南 彰 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）

25PA-pm127	 ヒトパラインフルエンザウイルス検出のための新規
蛍光イメージング剤の開発研究
○福間 彩加 1, 山口 千尋 1, 寺岡 文照 1, 大坪 忠宗 1, 紅
林 佑希 2, 南 彰 2, 高橋 忠伸 2, 鈴木 隆 2, 池田 潔 1

（1広島国際大 , 2静岡県大薬）
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25PA-pm128S	2'-MOE- チミジン三リン酸の合成と改変ポリメラー
ゼによる伸長
○石田 健太 1, 奥田 匠 1, 星野 秀和 2, 笠原 勇矢 1,2, 小
比賀 聡 1,2（1阪大院薬 , 2医薬基盤・健康・栄養研）

25PA-pm129	 クリック反応を用いた糖類修飾RNAライブラリー
の構築
○柴田 綾 1, 溝口 真帆代 1, 傍嶋 孝明 1, 喜多村 徳昭 1, 
池田 将 1,2, 北出 幸夫 1,2,3（1岐阜大院工 , 2岐阜大院連
合創薬 , 3愛工大工）

25PA-pm130S	両親媒性二核亜鉛錯体・銅・バルビタール誘導体の
自己集積型超分子の設計・合成と二層系におけるホ
スファターゼ活性評価
○今福 浩輝 1, Akib Bin RAHMAN1, 宮内 美樹 1, 久松 
洋介 1, 青木 伸 1,2（1東京理大薬 , 2東京理大イメージ
ングフロンティアセ）

25PA-pm131	 U1	snRNA誘導体の合成
○細谷 輝 1, 金森 功吏 1, 湯浅 英哉 1, 大窪 章寛 1（1東
工大院生命理工）

25PA-pm132	 イソフタル酸誘導体を有する新規修飾核酸の合成と
性質
○西村 ゆり1, Kaewsomboon TANASAK1, 金森 功吏1, 
湯浅 英哉 1, 大窪 章寛 1（1東工大院生命理工）

3月 26日（日）　午前
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

生薬学・天然物化学①
26PA-am001	 テンナンショウ ( 天南星 ) の基原植物のフェノロジー

について
○福田 達男 1, 阿部 愛実 1, 石川 寛 1, 小林 義典 1（1北
里大・薬）

26PA-am002	 薬用植物の種子発芽に関する研究－アサガオ、ノリ
アサ、ザクロ、ウツボグサ、ホソバタイセイ、チョ
ウセンアザミ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）

26PA-am003	 ミシマサイコ組織培養クローン苗の圃場栽培
○乾 貴幸 1, 山本 豊 2, 中川 綾子 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株式会社 栃本天海堂）

26PA-am004	 九州の中山間地域におけるサフラン栽培－竹田式サ
フラン栽培法と露地栽培のサフラン開花および収量
への効果－
○渥美 聡孝 1, 西腹 麻希 1, 大塚 功 1, 垣内 信子 1（1九
州保福大薬）

26PA-am005S	ヒガンバナ科植物におけるアルカロイド生産内生菌
の探索
○谷口 敦哉 1, 浅野 孝 1, 藤井 勲 1（1岩手医大薬）

26PA-am006	 ホソバルピナスにおける毛状根培養系の確立
○及川 栞里 1, 加賀 由莉奈 1, 浅野 孝 1, 山崎 真巳 2, 斉
藤 和季 2, 藤井 勲 1（1岩手医大薬 , 2千葉大院薬）

26PA-am007	 メバロン酸経路関連遺伝子群を導入した大腸菌によ
る芳香性セスキテルペンδ -guaiene の生成
○加藤 貴裕 1, 李 貞範 1, 田浦 太志 1, 三沢 典彦 2, 黒崎 
文也 1（1富山大院薬 , 2石川県立大）

26PA-am008	 放線菌由来バニリンデヒドロゲナーゼ遺伝子のク
ローニング及び大腸菌発現
○西村 基弘 1, 田邊 敦子 1（1安田女大薬）

26PA-am009	 モミジバダイオウからのアントラキノン配糖化酵素
候補遺伝子のクローニング
○近藤 未来 1, 寺坂 和祥 1, 牧野 利明 1（1名市大院薬）

26PA-am010	 アクチノロジン生合成における連続水酸化反応機構
の解析（第２報）
○森 隆一郎 1, 田口 貴章 1, 熊本 卓哉 1, 岡本 晋 2, 市瀬 
浩志 1（1武蔵野大薬 , 2農研機構）

26PA-am011	 長野県で系統保存されているダイオウの系統解析	
-ITS 塩基配列の有用性の検討 -
○浅沼 舞 1, Shu ZHU1, 清水 秀樹 2, 吉松 嘉代 3, 小松 
かつ子 1（1富山大・和漢研 , 2長野県健康福祉部 , 3医
薬健栄研・薬植セ）

26PA-am012	 ビャクジュツの基原植物オケラの野生集団における
ITS領域の遺伝子型解析
山本 亜優 1, ○石川 寛 1, 福田 達男 1（1北里大薬）

26PA-am013	 ディープトランスクリプトーム解析によるニンニク
の機能性含硫黄成分生合成に関わる酵素遺伝子群の
探索
○吉本 尚子 1, 森 直子 1, 佐野 彩夏 1, 石井 梨紗子 1, 浅
野 雅代 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 研バイオ研究開
発部 , 3湧永製薬）

26PA-am014	 サイコサポニン生合成に関与するシトクロムP450 遺
伝子の探索
○遠藤 加奈子 1, 野路 征昭 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）

26PA-am015S	サイトカイニンによるジョロウグモ内生糸状菌の二
次代謝活性化
○森下 陽平 1,2, 岡崎 裕亮 1,2, 大島 吉輝 1, 浅井 禎吾 2

（1東北大院薬 , 2東大院総合文化）
26PA-am016S	ゲノムマイニングと麹菌異種生産によるジョロウグ

モ内生糸状菌の新規ポリケタイド類の開拓
○塚田 健人 1,2, 伊藤 史織 1, 網谷 雄志 1,2, 大島 吉輝 1, 
浅井 禎吾 2（1東北大院薬 , 2東大院総合文化）

26PA-am017	『白首烏』の生薬学的研究 (2) ～『何首烏との比較に
ついて』
○赤坂 優駿 1, 篠田 量太 1, 吉田 和範 1, 山路 誠一 1, 佐
藤 直子 2, 内山 奈穂子 2, 丸山 卓郎 2, 袴塚 高志 2（1日
本薬大 , 2国立衛研）

26PA-am018S	日本薬局方『ボクソク』の生薬学的研究（第４報）
○篠田 量太 1, 山路 誠一 1, 吉田 和範 1, 赤坂 優駿 1, 新
井 一郎 1, 寺林 進 2, 酒井 英二 3, 阿部 尚人 3, 三宅 克
典 4, 合田 幸広 5, 川原 信夫 6, 飯田 修 6（1日本薬大 , 
2横浜薬大 , 3岐阜薬大 , 4東京薬大 , 5国立衛研 , 6医薬
基盤・健康・栄養研・薬植セ）

26PA-am019S	『白首烏』の生薬学的研究
○吉田 和範 1, 篠田 量太 1, 赤坂 優駿 1, 山路 誠一 1, 佐
藤 直子 2, 内山 奈穂子 2, 丸山 卓郎 2, 袴塚 高志 2（1日
本薬大 , 2国立衛研）

26PA-am020	 日局生薬試験法の検証　鏡検による内部形態の観察
と性状の項の記述との比較
○植村 望美 1, 中嶋 順一 1, 鈴木 淳子 1, 内本 勝也 1, 髙
橋 美佐子 1, 清水 雅子 1, 中村 耕 1, 荒金 眞佐子 1, 湯澤 
勝廣 1, 長澤 明道 1, 猪又 明子 1, 守安 貴子 1, 保坂 三継 1, 
高野 昭人 2（1都健安研セ , 2昭和薬大）

26PA-am021	 山菜と誤認しやすい有毒植物の鑑別方法に関する研究
中村 耕 1, ○荒金 眞佐子 1, 中嶋 順一 1, 鈴木 淳子 1, 植
村 望美 1, 内本 勝也 1, 高橋 美佐子 1, 清水 雅子 1, 守安 
貴子 1, 鈴木 仁 1, 保坂 三継 1（1都健安研セ）

26PA-am022	 LC/MS 及び LC/MS/MS分析による地衣類含有成分
の同定と分類への応用
○木原 淳 1, 坂田 歩美 2, 吉川 裕子 2, 原田 浩 2, 小山 
清隆 1, 木下 薫 1（1明治薬大 , 2千葉県立博物館）

26PA-am023	 全蝎末の蛍光顕微鏡観察および蛍光指紋を利用した
鑑別法の検討
○徳本 廣子 1,2, 下村 裕子 1, 佐藤 直子 1, 丸山 卓郎 1, 
内山 奈穂子 1, 小関 良宏 2, 合田 幸広 1, 袴塚 高志 1

（1国立衛研 , 2農工大工生命）
26PA-am024	 血中尿酸低下作用物質の探索（22）	-o06	系統油蚕の 5

齢期における血中尿酸の代謝と排泄
○田中 龍一郎1, 西久保 南苗1, 細木 美来1, 田中 皓基1, 
坂崎 文俊 2, 伴野 豊 3, 秋澤 俊史 1（1摂南大薬 , 2大阪
大谷大薬 , 3九大農）
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26PA-am025S	血中尿酸低下作用物質の探索（23）	―カミツレ
Matricaria	chamomilla	L. 地上部の高活性フィトケ
ミカルについて
田中 龍一郎 1, ○森 龍介 1, 村田 咲樹 1, 山口 昌之 1, 坂
崎 文俊 2, 邑田 裕子 1, 秋澤 俊史 1（1摂南大薬 , 2大阪
大谷大薬）

26PA-am026	 未利用農産資源の機能性素材としての開発研究　
－マンゴー葉のリパーゼ阻害作用－
○伊藤 仁久 1, 村田 和也 2, 中垣 友太 2, 清水 彩加 2, 高
田 雄輔 3, 志水 恒介 1, 松川 哲也 1,3, 梶山 慎一郎 3, 文
室 政彦 1, 飯嶋 盛雄 1,4, 松田 秀秋 1,2（1近畿大・附属
農場 , 2近畿大・薬 , 3近畿大・生物理工 , 4近畿大・農）

26PA-am027	 アサナ（Pterocarpus	marsupium	）心材の皮膚老化
抑制作用
○出口 貴浩 1, 村田 和也 1, 藤本 侑希 1, 松村 晋一 2, 吉
岡 百合 2, 藤田 貴則 3, 松田 秀秋 1（1近畿大薬 , 2稲畑
香料 , 3日本タブレット）

26PA-am028	「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―伝統的 7種「歯木」のスクリー
ニング試験―
○川本 宏和 1, 村田 和也 1, 横田 麻美 1, 二村 めぐみ 1, 
茂山 香菜恵 1, 谷奥 美帆 1, 長濱 眞輝 1, 松田 秀秋 1

（1近畿大薬）
26PA-am029	 セサミン・セサモリンの脳内移行におよぼすウコン

由来ターメロン高含有画分の影響
○松村 晋一 1, 吉岡 百合 1, 財満 信宏 3, 森本 正則 3, 村
田 和也 2, 松田 秀秋 2（1稲畑香料 , 2近畿大薬 , 3近畿
大農）

26PA-am030	 フィジー産シソ科ハマゴウ属ムロカカ（Vitex	
trifolia 	var.	bicolor）の成分
○村田 柚葉 1, 﨡原 絹子 1, 村上 志緒 1,2, 吉田 真史 1

（1東京都市大知識工 , 2トトラボ）
26PA-am031	 フィジー産ゲットウ cevuga の超臨界二酸化炭素抽出

○金子 由梨奈 1, 﨡原 絹子 1, 村上 志緒 1,2, 吉田 真史 1

（1東京都市大知識工 , 2トトラボ）
26PA-am032	 Chemical	Studies	on	the	Ghanaian	Plant	

Thonningia	sanguinea 	Vahl	(Part	1)
Ama K. THOMFORD1,2, Reda F. A. 
ABDELHAMEED1,3, ○山田 耕史 1（1長崎大院医歯薬 , 
2Department of Biomedical and Forensic Sciences, 
University of Cape Coast, 3Faculty of Pharmacy, 
Suez Canal University）

26PA-am033S	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と活性評価
○福澤 侃 1, 藤原 恒司 1, 中根 わかな 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）

26PA-am034	 放線菌RAJ310 株が生産する神経系細胞保護物質
○藍野 光峰 1, 青木 春菜 1, 木股 祥子 1, 早川 洋一 1

（1東京理大薬）
26PA-am035	 褐藻類由来フコキサンチンの毛乳頭細胞活性作用

○加藤 瑞 1, 都築 啓晃 1, 渡邉 尚子 1, 岡村 勝正 1（1毛
髪クリニックリーブ 21）

26PA-am036	 シラカバ樹皮エキスによるメラニン産生促進および
育毛作用
○都築 啓晃 1, 渡邉 尚子 1, 岡村 勝正 1（1毛髪クリニッ
クリーブ 21）

26PA-am037	 生薬の抗グリケーション活性のスクリーニング
○久保田 将生 1, 山田 翼 1, 佐々木 園 1, 南出 さとみ 1, 
若命 浩二 1, 小松 健一 1（1北海道薬大）

26PA-am038	 13C-NMRを用いた生薬のメタボローム解析に関する
研究（1）
○内山 奈穂子 1, 辻本 恭 1, 吉冨 太一 1, 丸山 卓郎 1, 山
本 豊 2, 袴塚 高志 1（1国立衛研 , 2（株）栃本天海堂）

26PA-am039	 エフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス（EFE）
製剤の安定性に関する研究（1）
内山 奈穂子 1, 細江 潤子 1, 大嶋 直浩 2, 丸山 卓郎 1, 山
下 忠俊 3, 浅間 宏志 4, 天倉 吉章 5, 日向 須美子 6, 日向 
昌司 1, 竹元 裕明 7, 袴塚 高志 1, 小林 義典 7, 小田口 浩 6, 
花輪 壽彦 6, ○合田 幸広 1（1国立衛研 , 2東京理大薬 , 
3常磐植物化学研究所 , 4ウチダ和漢薬 , 5松山大薬 , 
6北里大東医研 , 7北里大薬）

26PA-am040	 オンジ中の PolygalaxanthoneIII に係るHPLC分析
条件の検討（中国葯典との相違）
○西原 正和 1, 抜井 啓二 1, 大住 優子 1, 植山 高光 1

（1奈良県薬事研セ）
26PA-am041	 味認識装置を用いた生薬エキスの味覚評価	(5)

○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）

26PA-am042	 多変量解析を用いたトウキ根（Angelicae	Radix）の
成分に関する修治方法の比較
○抜井 啓二 1, 大住 優子 1, 植山 高光 1（1奈良県薬事
研セ）

26PA-am043	 人工水耕栽培システムにより生産した漢方薬原料生
薬の有用性評価～甘草熱水抽出エキス経口投与後の
グリチルレチン酸血中濃度推移について～
○能勢 充彦 1, 山中 一真 1, 日坂 真輔 1, 乾 貴幸 2, 河野 
徳昭 2, 林 茂樹 2, 菱田 敦之 2, 渕野 裕之 2, 川原 信夫 2, 
吉松 嘉代 2（1名城大薬 , 2医薬健栄研薬植セ）

26PA-am044	 山梔子の基原及び品質に関する研究（第 4報）―ク
チナシの採取時期に対するゲニポシド含量の調査―
○河上 恵梨子 1, 増田 晃秀 1, 土田 貴志 2, 月岡 淳子 3

（1クラシエ製薬 , 2クラシエ薬品 , 3京都薬大）
26PA-am045	 重金属試験法における比色法と分光学的測定法の比

較検証
○鈴木 淳子 1, 中嶋 順一 1, 植村 望美 1, 内本 勝也 1, 髙
橋 美佐子 1, 清水 雅子 1, 守安 貴子 1, 保坂 三継 1, 菊地 
祐一 2, 圖師 玲子 2, 柳本 佳子 2, 鎌倉 浩之 3, 袴塚 高志 3

（1都健安研セ , 2東京生薬協会 , 3国立衛研）
26PA-am046S	UV 検出HPLCによる北五味子と南五味子の鑑別法

○大嶋 龍誠 1, 小谷 明 1, 黒田 明平 1, 山本 法央 1, 三巻 
祥浩 1, 袴田 秀樹 1（1東京薬大薬）

26PA-am047S	漢方薬中の生薬成分に関する研究（４）オウゴン配
合漢方薬のバイカリン量
○社本 典子 1, 黒田 明平 1, 三巻 祥浩 1（1東京薬大薬）

26PA-am048	 育種を目的としたエイジツ（Rosae	Fructus）の化
学的品質評価の検討
○北廣 優実 1, 尾崎 和男 1, 熊谷 和幸 2, 末次 大作 3, 竹
内 眞哉 4, 芝野 真喜雄 1（1大阪薬大 , 2秋田県美郷町
役場農政課 , 3東京生薬協会 , 4山崎帝國堂）

26PA-am049	 希少・肥城桃の香気成分とその生理心理学的効果等
石川 夏与 1, 服部 和代 1, 窪田 正男 1, ○小木 啓子 2, 佐
野 孝太 2, 安永 真 3（1花王香料開発研 , 2曽田香料Ｆ
Ｒ開発 , 3山口農林総技セ）

26PA-am050S	日本産アカネ	Rubia	argyi 	の主要アントラキノン類
の定性・定量分析とその機能性評価
○宮之脇 翔太 1, 中村 誠宏 1, 月岡 淳子 1, 太田 智絵 1, 
中嶋 聡一 1, 松田 久司 1（1京都薬大）

26PA-am051	 機能性表示食品の品質評価に関する研究	(3)	:	機能性
表示食品における機能性関与成分の分析法と含有量
表示について
○政田 さやか 1, 細江 潤子 1, 内山 奈穂子 1, 合田 幸広 1, 
袴塚 高志 1（1国立衛研）

26PA-am052S	熱産生を指標とするショウガ科生薬の品質評価
○西殿 悠人 1, 福井 麻琴 1, 手塚 康弘 2, 藤田 隆司 1, 田
中 謙 1（1立命館大薬 , 2北陸大薬）

26PA-am053	 漢方エキス中のヒ素，水銀，鉛及びカドミウムにつ
いて（第４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）
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26PA-am054	 逆相系固相抽出による試料調製を利用したボウフウ
類生薬の 1H-NMRメタボローム解析について
○吉冨 太一 1, 若菜 大悟 2, 内山 奈穂子 1, 河野 徳昭 3, 
横倉 胤夫 4, 山本 豊 5, 渕野 裕之 3, 小松 かつ子 6, 川原 
信夫 3, 丸山 卓郎 1（1国立衛研 , 2星薬大 , 3医薬基盤
健栄研 , 4日本粉末薬品 , 5栃本天海堂 , 6富山大・和
漢研）

26PA-am055	 1H-NMRメタボローム解析を用いたショウキョウ ,	
カンキョウの品質の多様性評価について
吉冨 太一 1, 内山 奈穂子 1, 白畑 辰弥 2, 若菜 大悟 4, 安
食 菜穂子 3, 杉村 康司 3, 渕野 裕之 3, 袴塚 高志 1, 飯田 
修 3, 川原 信夫 3, 小林 義典 2, ○丸山 卓郎 1（1国立衛研 , 
2北里大薬 , 3医薬健栄研・薬植セ , 4星薬大）

26PA-am056	 フラボノイド成分の qNMR法による定量
○今井 悠人 1, 佐々木 寛朗 1（1就実大薬）

26PA-am057	 混合物解析の天然素材への応用（第 22 報）-NMRメ
タボロミクスを用いた柑橘系生薬の判別	II-
○澤田 淳 1, 市川 裕司 1, 福田 枝里子 1, 植沢 芳広 1, 馬
場 正樹 1, 岡田 嘉仁 1（1明治薬大）

26PA-am058	 測色計を用いた生薬ボタンピの評価
喩 歓歓 1, 劉 健全 1, ○吉光 見稚代 1, 胥 秀英 1, 鄭 一
敏 1（1重慶理工大　薬生）

26PA-am059	 栽培条件の異なるトウキの含有成分変化と末梢血流
量改善効果
○岩岡 恵実子 1, 梁川 稔規 1, 勝野 絵里 1, 平岡 幹朗 2, 
吉原 功 2, 桒畑 直實 3, 吉田 晋弥 3, 小山 佳彦 3, 小松 
正紀 3, 青木 俊二 1（1兵庫医療大薬 , 2兵庫県丹波県民
局 , 3兵庫農水技総セ）

26PA-am060	 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（第 2報）
○山﨑 勝弘 1, 三浦 誉司 1（1いわき明星大薬）

26PA-am061	 麻黄によるEGFR-TKI耐性肺がん細胞におけるMet
発現のダウンレギュレーション
○日向 須美子 1, 日向 昌司 2, 西村 行生 3, 伊藤 和幸 4, 
山下 忠俊 5, 袴塚 高志 2, 合田 幸広 2, 小田口 浩 1, 花輪 
壽彦 1（1北里大東医研 , 2国立衛研 , 3九大院薬 , 4野
崎徳州会病研 , 5（株）常磐植物化学研究所）

26PA-am062	 Formalin 誘発性疼痛に対する麻黄、EFE、
ephedrine、pseudoephedrine の鎮痛作用の解析
○中森 俊輔 1,2, 髙橋 純 1,2, 日向 須美子 2, 竹元 裕明 1,2, 
山下 忠俊 3, 内山 奈穂子 4, 丸山 卓郎 4, 日向 昌司 4, 大
嶋 直浩 5, 天倉 吉章 6, 袴塚 高志 4, 合田 幸広 4, 小田口 
浩 2, 花輪 壽彦 2, 小林 義典 1,2（1北里大・薬 , 2北里大・
東医研 , 3( 株 ) 常磐植物化学研究所 , 4国立衛研 , 5東
理大・薬 , 6松山大・薬）

26PA-am063	 麻黄によるマウス強制水泳試験の不動時間短縮にお
けるエフェドリンアルカロイドの作用様式
○竹元 裕明 1,2, 片岡 柚香理 1, 高山 真奈 1, 萩原 正和 1, 
日向 須美子 2, 山下 忠俊 3, 内山 奈穂子 4, 丸山 卓郎 4, 
日向 昌司 4, 大嶋 直浩 5, 天倉 吉章 6, 袴塚 高志 4, 合田 
幸広 4, 小田口 浩 2, 花輪 壽彦 2, 小林 義典 1,2（1北里大
薬 , 2北里大東医研 , 3（株）常磐植物化学研究所 , 4国
立衛研 , 5東理大薬 , 6松山大薬）

26PA-am064	 エゾウコギ根成分による自律神経活動及び不安への
影響
○山中 勇輝 1, 加藤 里奈 1, 加藤 夕奈 1, 宮崎 翔平 1,4, 
中川 美和 1,4, 及川 弘崇 1,4, 中尾 祥代 1,2,4, 竹腰 英夫 3, 
星崎 昌子 3, 緒方 正人 1,2,4, 藤川 隆彦 1,2,4（1鈴鹿医療
大薬 , 2三重大　院医 , 3サン・クロレラ　生産開発 , 
4鈴鹿医療大　院薬）

26PA-am065	 杜仲葉エキスの揮発性成分による明期睡眠時間及び
脳波への影響
○加藤 夕奈 1, 加藤 里奈 1, 山中 勇輝 1, 別府 大輔 1, 中
川 美和 1,4, 及川 弘崇 1,4, 中尾 祥代 1,4,5, 平田 哲也 6, 細
尾 信悟 6, 山口 康代 6, 山崎 寛生 6, 張 文平 2, 西部 三
省 3, 緒方 正人 5,1,4, 藤川 隆彦 1,4,5（1鈴鹿医療大薬 , 2鈴
鹿医療大保衛 , 3北医療大薬 , 4鈴鹿医療大　院薬 , 
5三重大　院医 , 6小林製薬　中央研）

26PA-am066S	メディカルハーブによるα -グルコシダーゼ阻害作用
の検討
○江澤 怜子 1, 新井 理絵 1, 菊地 秀与 1, 津田 整 1, 須永 
克佳 1（1城西大薬・医療栄養）

26PA-am067S	ロテノン及び 1-methyl-4-phenylpyridinium誘発性神
経細胞死に対するメディカルハーブの保護効果
○新井 理絵 1, 江澤 怜子 1, 菊地 秀与 1, 津田 整 1, 須永 
克佳 1（1城西大薬・医療栄養）

26PA-am068	 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 2
○西谷 琴葉 1, 鎌田 真里杏 1, 宮川 夏実 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）

26PA-am069	 アカネ根のヒト卵巣がん細胞に対する抗腫瘍活性成
分の探索
○宮川 夏実 1, 西谷 琴葉 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）

26PA-am070	 α - シヌクレイン凝集に対するサフランの作用
○井上 栄二 1, 清水 康晴 1, 増井 涼 1, 早川 智美 1, 堀 
聡子 1, 須藤 慶一 1（1救心製薬東京研）

26PA-am071	 ナツメグ精油の摂食促進作用およびmethyl	eugenol
の体重増加作用について
○小川 鶴洋 1,2, 森永 紀 1, 伊藤 美千穂 2（1第一薬科大
学和漢薬物学分野 , 2京都大学大学院薬学研究科薬品
資源学分野）

26PA-am072	 オウギ成分Astragaloside	Ⅳの PPARα活性化によ
る子宮ERα減少作用
○小林 匡子 1, 小野寺 幾次郎 1, Banzragchgarav 
ORHON1, 佐々木 健郎 1（1東北医薬大）

26PA-am073	 社会的ストレスによるうつ様行動の再発に対する漢
方方剤「香蘇散」の防止効果
○伊藤 直樹 1, 廣瀬 栄治 2, 永井 隆之 1,2,3, 清原 寛章 1,2,3, 
及川 哲郎 1, 小田口 浩 1（1北里大東洋医学総研 , 2北
里大院感染制御 , 3北里大生命研）

26PA-am074	 植物精油吸入がもたらす抗不安様作用は疲労やスト
レスで増強される
○佐藤 忠章 1, 早川 真子 2, 後藤 祐実 2, 増尾 好則 2, 小
池 一男 1（1東邦大薬 , 2東邦大理）

26PA-am075	 閉経後女性におけるペルー産薬用植物マカのエネル
ギー代謝に及ぼす影響
○治京 玉記 1, 安田 奈央 2, 吉田 弘子 2（1大夕短大食栄 , 
2中村短大食栄）

26PA-am076	 ラット軟骨細胞の化骨に及ぼす杜仲葉抽出物の効果
○及川 弘崇 1, 平田 哲也 2, 細尾 信悟 2, 山口 康代 2, 山
崎 寛生 2, 西部 三省 3, 藤川 隆彦 1,4,5（1鈴鹿医療大薬 , 
2小林製薬 中央研 , 3北医療大薬 , 4鈴鹿医療大 院薬 , 
5三重大 院医）

26PA-am077	 自然発症 2型糖尿病モデルマウスにおける西洋ニン
ジン摂取の効果
○藤波 綾 1, 久保 亮太 1, 安部 仁人 1, 伊良原 舞 1, 高瀬 
真衣 1, 二見 早希 1, 松村 正範 1, 多河 典子 1, 竹仲 由希
子 1, 棚橋 孝雄 1, 加藤 郁夫 1（1神戸薬大）

26PA-am078	 クロモジ抽出物の新規機能性
○芦部 文一朗 1, 松見 繁 1, 村田 勝優 1, 丸山 徹也 1, 吉
仲 由之 1,2, 秋山 徹 2, 切替 照雄 2（1養命酒製造商品開
発セ , 2国立国際医療研究セ研感染症制御研）

26PA-am079	 大柴胡湯のリパーゼ阻害活性	(2)
○松尾 侑希子 1, 稲葉 二朗 1, 三巻 祥浩 1（1東京薬大薬）

26PA-am080	 媛小春果皮抽出物の正常ヒト表皮角化細胞に対する
影響の評価
○尾上 貴俊 1, 川村 弘樹 1, 北村 整一 1, 山口 和也 1, 越
智 佳直 2, 玉井 敬久 2, 福田 直大 2（1（株）東洋新薬 , 
2愛媛県産業技術研究所）

26PA-am081	 青銭柳 (Cyclocarya	paliurus) エキスの Sirt1 を介し
た血糖降下作用
○吉富 久恵 1, 李 林憶 2, 劉 銅華 2, 高 明 1（1武庫川女
大薬 , 2北京中医薬大）
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26PA-am082	 ワカメペプチドのインフルエンザウイルス及び単純
ヘルペスウイルス感染症治療効果の評価
○李 貞範 1, 林 京子 2, 吉永 恵子 3, 仲野 隆久 3, 上村 
和秀 2, 林 利光 2（1富山大院薬 , 2中部大 , 3理研ビタ
ミン）

26PA-am083	 ボーベリオライド誘導体の抗動脈硬化作用
○大城 太一 1, 伊牟田 聡 2, 土黒 一郎 2, 高橋 孝志 3, 土
井 隆行 4, 石橋 俊 5, 供田 洋 1（1北里大院薬 , 2東京化
成工業 , 3横浜薬大 , 4東北大院薬 , 5自治医大）

26PA-am084	 アポルフィンアルカロイドの鎮痛作用と構造活性相関
○西山 由美 1, 西村 克己 1, 守安 正恭 1, 棚橋 孝雄 1, 加
藤 篤 1（1神戸薬大）

26PA-am085	 Jiao-Tai-Pill	and	Cinnamaldehyde	Alleviates	
Metabolic	Disorder	in	SHR/NDmcr-cp	Rats
○高 明 1, 張 露 2,1, 根岸 裕子 1, 劉 銅華 2, 孫 文 2, 池田 
克巳 1（1武庫川女大薬 , 2北京中医薬大）

26PA-am086	 杜仲葉エキスの心臓に対する作用について
○石井 秀樹 1, 薗田 啓吾 1, 長澤 龍彦 1, 藤田 綺羅 1, 稲
葉 二朗 2, 細尾 信悟 3, 杉万 直 3, 平田 哲也 3, 山口 康
代 3, 山崎 寛生 3, 成田 延幸 1, 水島 規子 1, 寺林 進 1, 飯
塚 徹 1（1横浜薬大 , 2東京薬大薬 , 3小林製薬中研）

26PA-am087	 ローズヒップ含有成分の肝細胞内中性脂肪代謝促進
作用
○長友 暁史 1,2, 西田 典永 1, 田中（東） 幸雅 1, 吉川 雅
之 2, 村岡 修 2,3, 二宮 清文 2,3, 森川 敏生 2,3（1森下仁丹 , 
2近畿大・薬総研 , 3近畿大・アンチエイジングセ）

26PA-am088S	リンゴ葉成分のin	vitro並びに in	vivoでの抗スト
レス作用
○澤井 美音 1, 桑原 直子 1, 斉藤 萌菜美 1, 佐藤 響 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）

26PA-am089	 丹参から単離したmagnesium	lithospermate	B によ
る皮膚老化プロセスへの影響
朴 鑽欽 1, ○小山内 暎代 2, 小栗 延子 2, 乾 マリコ 4, 東
海林 正弘 5, 田中 隆 6, 横澤 隆子 7（1韓国農振庁国立
園芸院 , 2高崎漢方薬局 , 3天心堂薬局 , 4イヌイ薬局 , 
5開気堂薬局 , 6長崎大薬 , 7富山大院理工）

26PA-am090	 加工ブシのデキサメタゾン誘発MuRF1 転写に対す
る抑制作用とその活性成分
○村口 真凜 1, 葉 珂 1, 石田 智滉 1, 石内 勘一郎 1, 牧野 
利明 1, 岸田 友紀 2, 萩原 圭祐 2, 安部 知紀 3, 二川 健 3

（1名市大院薬 , 2阪大院医 , 3徳島大ヘルスバイオ）
26PA-am091	 八重桜花エキスと八重桜由来酵母発酵酒粕エキスの

組み合わせによる表皮ターンオーバーに及ぼす影響
岩野 英生 1, 山下 智彦 1, 古村 仁 1, 小椋 将岐 1, 上松 
礼奈 1, ○羽田 容介 1, 澤木 茂豊 1（1テクノーブル）

26PA-am092	 終末糖化産物	(AGEs)	に対する山茱萸の効果
朴 鑽欽 1, 田中 隆 2, 崔 在洙 3, ○横澤 隆子 4（1韓国農
振庁国立園芸院 , 2長崎大薬 , 3釜慶大食品 , 4富山大
院理工）

26PA-am093	 アミロイドβが誘導するPC12 細胞死に対するサン
ズコン由来RXRアゴニストの抑制作用
○王 蔚 1, 中島 健一 1, 平居 貴生 1, 井上 誠 1（1愛知学
院大薬）

26PA-am094	 生薬オンジの脳機能改善作用のメカニズム解析
○公文 早苗 1, 高橋 実友 1, 小松原 靖二郎 1, 吉田 栞 1, 
宮本 彩海 1, 南園 友紀 1, 和田 梨沙 1, 板原 倭 1, 稲冨 
由香 1, 荒木 良太 1, 矢部 武士 1（1摂南大・薬・複合
薬物解析）

26PA-am095	 アシタバ (Angelica	keiskei) 成分と非小細胞肺がん
治療薬との併用による細胞増殖抑制作用相乗効果と
その新規作用メカニズムについて
○平田 佳之 1, 三宮 未華 1, 村上 能庸 1, 木村 善行 4, 坂
口 実 1, 田中 智 1, 江成 政人 5, 根上 朋子 1, 礒野 悠也 1, 
上里 新一 2, 佐々木 勉 3, 芝野 真喜雄 1, 馬場 きみ江 1, 
谷口 雅彦 1（1大阪薬大 , 2関西大イノベーション創生
センター , 3大阪大医 , 4愛媛大医 , 5国立がん研究セ
ンター）

26PA-am096	 エキノコックス	Echinococcus	granulosus	由来糖た
んぱく質の糖鎖部分に関する合成研究	(4)
○森田 時生 1, 羽田 紀康 2, 木内 文之 1, 山野 公明 3

（1慶應大薬 , 2東京理大薬 , 3北海道立衛研）
26PA-am097S	1,5- アンヒドログルシトールを用いた

Tellimagrandin	I アナログの合成研究
○向井 咲紀 1, 内山 武人 1, 船戸 恵久美 1, 市丸 嘉 1, 栗
田 雅弘 1, 鈴木 孝 1, 宮入 伸一 1（1日本大薬）

26PA-am098	 抗体医薬品の糖鎖解析
坂本 泉 1, ○來間 利江 1, 上松 亮平 1, 門馬 洋行 2, 吉田 
慎一朗 2, 權 垠相 2（1アクロスケール , 2東北大院理巨
大分子解析研セ）

26PA-am099	 貝類に含まれるコンドロイチン硫酸の網羅的解析
○岡本 悠佑 1, 東 恭平 1, 戸井田 敏彦 1（1千葉大院・薬）

26PA-am100	 Polaskia	chichipe 	( 雷神閣 )	由来のサポニンとアミ
ロイドβ 42による神経細胞毒性を軽減する効果
○藤原 恒司 1, 小池 伸 1, 小笠原 裕樹 1, 小山 清隆 1

（1明治薬大）
26PA-am101	 Neoraimondia	herzogiana 	( 飛鳥閣 )	のサポニン成

分の探索
○大野 雄祐 1, 藤原 恒司 1, 小山 清隆 1, 木下 薫 1（1明
治薬大）

26PA-am102S	Avena	sativa 	全草の化学成分について
○石原 慧太 1, 横須賀 章人 1, 三巻 祥浩 1（1東京薬大薬）

26PA-am103	 ウラルカンゾウ培養細胞によるグリチルレチン酸モ
ノグルクロニドの生物変換
林 宏明 1, ○米田 結菜 1, 平間 裕輝 1, 藤井 勲 1（1岩手
医大薬）

26PA-am104	 ツルアズキの成分に関する研究
○大川 雅史 1, 浅尾 朋実 1, 中山 理香子 1, 土橋 良太 1, 
中野 大輔 1, 金城 順英 1, 野原 稔弘 2（1福岡大・薬 , 
2崇城大・薬）

26PA-am105	 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 (13)―キョウチクトウについて―
○中野 大輔 1, 石塚 賢治 2, 佐藤 文 1, 松江 由樹 1, 倉園 
千穂 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）
26PA-am106S	ワサビノキ	(Moringa	oleifera )	葉部の新規含有成分

○米田 太一 1, 中村 誠宏 1, 太田 智絵 1, 中嶋 聡一 1, 矢
野 真実子 1, 小川 慶子 1, 深谷 匡 1, 松田 久司 1（1京都
薬大）

26PA-am107	 Stenocereus	pruinosus 	( 朝霧閣 )	のサポニン成分の
探索とアミロイドβ凝集抑制活性
○河津 亮生 1, 小笠原 裕樹 1, 小山 清隆 1, 高橋 邦夫 1, 
木下 薫 1（1明治薬大）

26PA-am108S	アワブキ葉部の成分研究
川上 晋 1, ○谷 和佳奈 1, 稲垣 昌宣 1, 松浪 勝義 2, 大塚 
英昭 1（1安田女大薬 , 2広島大院医歯薬保）

26PA-am109S	核磁気共鳴法による単糖類の絶対配置の決定
稲垣 昌宣 1, Harinantenaina L. RAKOTONDRAIBE2, 
○岩熊 里沙 1, 川上 晋 1, 大塚 英昭 1（1安田女大薬 , 
2オハイオ州立大薬）

26PA-am110	 腸内細菌由来C- 配糖体代謝酵素の基質特異性の解析
○中村 賢一 1, 有竹 萌音 1, 鍋島 渉 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）
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26PA-am111	 亜熱帯植物モリンガ葉に由来するフラボノイド配糖
体の抗酸化機能の評価
○大坪 雅英 1, 藤井 由希子 1, 都築 稔 1, 原口 浩一 1, 岩
部 耕一郎 2, 溝田 尚大 2（1第一薬大 , 2鵜ノ池製茶工場）

26PA-am112	 葛花の新規イソフラボン配糖体に関する研究（２）
○土橋 良太 1, 福家 成美 1, 吉積 侑希 1, 手島 貴也 1, 中
野 大輔 1, 大川 雅史 1, 金城 順英 1, 野原 稔弘 2, 細野 剛 3, 
吉江 紀明 3, 渡壁 典生 3, 飛田和 達紀 3, 向井 宏充 3

（1福岡大薬 , 2崇城大薬 , 3太田胃散）
26PA-am113	 シコン成分のβセクレターゼ阻害活性

○大月 麻結香 1, 難波 真奈美 1, 佐々木 寛朗 1（1就実
大薬）

26PA-am114	 コウモリタケからのβセクレターゼ阻害活性物質の
探索
○亀崎 仁矢 1, 佐々木 寛朗 1（1就実大薬）

26PA-am115	 マメ科Derris	scandens 	より単離した新規イソフラ
ボン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, 宮部 紀公子1, 松井 卓哉2, 糸魚川 政孝3, 
Choudhury HASAN4, Mohammad RASHID4（1名城
大薬 , 2愛知医科大 , 3東海学園大 , 4ダッカ大）

26PA-am116	 Celtis	tetrandraと Amonum	villosumからの
TRAIL 耐性克服作用をもつ天然物の探索
Prapairat SEEPHONKAI1,2, 荒井 緑 1, 石川 直樹 1, 小
谷野 喬 3, Thaworn KOWITHAYAKORN4, ○石橋 正
己 1（1千葉大院薬 , 2マハサラカン大学理 , 3テムコ , 
4コンケン大農）

26PA-am117S	ヌメリアイタケからのアミロイドβ凝集抑制活性を
有する化合物の探索
○増田 優紀 1, 藤原 恒司 1, 紀 嘉浩 1, 鎌内 等 1, 木下 
薫 1, 佐藤 準一 1, 小山 清隆 1（1明治薬大）

26PA-am118S	天然物誘導体の獲得を目標とした海洋由来真菌抽出
エキスのクマリン誘導化
○鎌内 等 1, 木下 薫 1, 小山 清隆 1（1明治薬大）

26PA-am119S	チャコブタケ	(Daldinia	concentrica )	子実体の成分
探索
○白石 祐樹 1, 鎌内 等 1, 小島 映世 1, 木下 薫 1, 小山 
清隆 1（1明治薬大）

26PA-am120	 家畜寄生虫対策に用いられるモンゴル国ゴビ産植物
Brachanthemum	gobicumの成分解析
○村田 敏拓 1, Batsukh ODONBAYAR1, Javzan 
BATKHUU2, 佐々木 健郎 1（1東北医薬大 , 2National 
University of Mongolia）

26PA-am121S	オトメアゼナ成分の糖吸収および脂質吸収に関与す
る酵素に対する阻害作用
○門 麻衣子 1, 中嶋 聡一 1,2, 太田 智絵 1, 尾田 好美 1,2, 
中村 誠宏 1, 柏崎 絵李 1, 米田 太一 1, 鈴木 杏子 1, 住田 
将也 1, 島田 あつみ 1, 松田 久司 1（1京都薬大 , 2エヌ・
ティー・エイチ 研）

26PA-am122S	ヒシのα -glucosidase 阻害および抗糖化成分の探索
○加藤 奈々 1, 河辺 聡子 1, 我如古 菜月 1, 上村 知広 2, 
竹下 祥子 2, 山田 道生 2, 伊東 秀之 1（1岡山県大院保福 , 
2林兼産業）

26PA-am123S	Characterization	of	proanthocyanidin	oligomers	
of	Ephedra	sinica
○ Joanna Justimbaste OREJOLA1, Yosuke 
MATSUO1, Yoshinori SAITO1, Takashi TANAKA1

（1Grad. Sch. Biomed. Sci., Nagasaki Univ.）
26PA-am124	 クララより分離したMicromonospora 	sp. の代謝産

物解析
○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）
26PA-am125S	C - 配糖体型エラジタンニンの立体配座解析ならびに	

camelliatannin	G	および	I	の立体配置
○若松 初実 1, 辻田 高明 1, 松尾 洋介 1, 齋藤 義紀 1, 田
中 隆 1（1長崎大院医歯薬）

26PA-am126	 薬用植物タコノアシの抗酸化ポリフェノール成分	(第
4 報 )
○江良 真名美 1, 松尾 洋介 1, 齋藤 義紀 1, 姜 志宏 2, 田
中 隆 1（1長崎大院医歯薬 , 2澳門科技大）

26PA-am127S	ショウガ	(Zingiber	officinale )	の主要成分	
[6]-gingerol	の絶対立体配置の確認およびその誘導体
の抗炎症作用
○中田 葵 1, 中村 誠宏 1, 中嶋 聡一 1, 笠 香織 1, 山添 
晶子 1, 松本 朋子 1, 太田 智絵 1, 小川 慶子 1, 深谷 匡 1, 
月岡 淳子 1, 松田 久司 1（1京都薬大）

26PA-am128	 数種の冬虫夏草菌から得られた二次代謝産物について
○山田 純平 1, 吉井 健人 1, 井口 美紀 1, 岡本 育子 1, 伴 
さやか 2, 田中 正巳 1, 野路 征昭 1, 梅山 明美 1（1徳島
文理大薬 , 2NBRC）

26PA-am129	 サンズコン由来の抗炎症作用成分の研究
○柏木 翔和 1, 村上 能庸 1, 平田 佳之 1, 芝野 真喜雄 1, 
谷口 雅彦 1（1大阪薬大）

26PA-am130S	生薬オンジのTLC指標成分の探索と活性評価
○内倉 崇 1,2, 杉脇 秀美 1, 好村 守生 1, 三橋 ひろみ 2, 
袴塚 高志 3, 渕野 裕之 4, 川原 信夫 4, 天倉 吉章 1（1松
山大薬 , 2レデイ薬局 , 3国立衛研 , 4医薬健栄研）

3月 26日（日）　午後
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

生薬学・天然物化学②
26PA-pm001	 ジャバラ果皮由来フラボノイド類の抗炎症活性

○吾妻 正章 1,2, 村上 能庸 1, 平田 佳之 1, 芝野 真喜雄 1, 
吾妻 英子 2, 馬場 きみ江 1, 谷口 雅彦 1（1大阪薬大 , 
2ジャバララボラトリー）

26PA-pm002S	アミロイドβ凝集阻害活性と総ポリフェノール含有量
に基づく北海道白糠町産植物からの活性物質の探索
○久保 研二 1, 渡邉 輝 1, 杉村 康司 2, 関 千草 1, 中野 
博人 1, 菱田 敦之 2, 徳樂 清孝 1, 上井 幸司 1（1室工大 , 
2医薬基盤・健康・栄養研薬用植物資源研セ）

26PA-pm003	 マンサク科イスノキの成分研究	(2)
○市古 詢 1, 榊原 英隆 1, 幅 愛美 1, 田中 稔幸 2, 邑田 
裕子 3, 阿部 尚仁 1, 大山 雅義 1（1岐阜薬大・生薬 , 
2岐阜薬大・薬資 , 3摂南大学）

26PA-pm004	 海洋放線菌由来の新規	G2/M	期停止活性物質に関す
る研究
○福田 隆志 1, 高橋 美咲 1, 春成 円十郎 2, 今田 千秋 2, 
供田 洋 1（1北里大院薬 , 2海洋大院）

26PA-pm005	 ランブータン果皮に含まれるタンニンの解析
○天倉 吉章 1, 池内 卓 1, 杉脇 秀美 1, 中尾 優耶 1, 好村 
守生 1, 伊東 秀之 2（1松山大薬 , 2岡山県大保健福祉）

26PA-pm006	 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ダイマー
○三宅 克典 1,2, 鈴木 愛理 2, 後藤 益生 3, David J. 
NEWMAN4, 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 , 4NCI/NIH）

26PA-pm007	 タイ薬用植物　Diospyros	mollis 	中の抗原虫活性化
合物の探索
○諏訪間 崇治 1, 渡邊 敬介 1, 安元 加奈未 2, 菅沼 啓輔 3, 
Orawan MONTHAKANTIRAT4, 野口 博司 5, 渡辺 賢
二 1, 梅原 薫 1（1静岡県大薬 , 2徳島文理大香川薬 , 3帯
畜大原虫病研セ , 4コンケン大学 , 5日本薬大薬）

26PA-pm008S	茶焙煎時におけるカテキン重合メカニズム
○森川 仁美 1, 稲田 葵 1, 松尾 洋介 1, 齋藤 義紀 1, 田中 
隆 1（1長崎大院医歯薬）

26PA-pm009	 終末糖化生成物の生成を阻害する天然薬物の探索研
究ーローズレッドについてー
○池田 剛 1, 中嶋 圭介 1, 中村 海里 1, 野津原 仙子 1, 増
田 優姫子 1, 宮下 裕之 1, 吉満 斉 1, 藤原 章雄 2, 永井 
竜児 3（1崇城大薬 , 2熊本大院医 , 3東海大農）
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26PA-pm010	 ドクダミ葉部由来糸状菌Tubakia 	sp. の二次代謝産
物に関する研究
○中島 健一 1, 富田 純子 2, 平居 貴生 1, 森田 雄二 2, 河
村 好章 2, 井上 誠 1（1愛知学院大薬・薬用資源 , 2愛
知学院大薬・微生物）

26PA-pm011	 ヤセウツボOrobanche	minorのチロシナーゼ阻害
活性成分の探索	(2)
小吹 優美香 1, ○矢作 忠弘 1, 遠藤 梨沙子 1, 和田 庸平 1, 
渡辺 美咲 1, 古川 めぐみ 1, 松﨑 桂一 1（1日本大薬）

26PA-pm012	 フトモモ科植物ギンバイカ葉由来の新規フロログル
シノール - フラボノイド複合体の構造
○賈 玉鈺 1, 田中 直伸 1, 柏田 良樹 1（1徳島大院薬）

26PA-pm013	 バングラデシュ産薬用植物に関する研究 (13)	―テリ
ハボク科植物	Mesua	ferrea 	葉由来のプレニル化ジ
アシルフロログルシノール誘導体と 4- フェニルクマ
リンの構造―
○東野 勇佑 1, 田中 直伸 2, Ahmed FAKHRUDDIN 
ALI3, 柏田 良樹 2（1徳島大薬 , 2徳島大院薬 , 3ジャハ
ンギナガル大生物科学）

26PA-pm014	 抗糖化活性を有するケイケットウの成分探索
○田中 大河 1, 成川 佑次 1, 小松 千紘 2, 戸川 真 2, 佐久
間 克也 2, 木内 文之 1（1慶應大薬 , 2小川香料（株））

26PA-pm015	 2-(2-phenylethyl)chromone 類の合成およびホスホジ
エステラーゼ阻害活性の検討
○木村 達欧 1, 杉山 拓司 1, 成川 佑次 1, 木内 文之 1

（1慶應大薬）
26PA-pm016	 オオアザミ種子の成分探索

○在間 一将 1, 佐藤 華枝 1, 茂手木 陸 1, 張替 直輝 1, 楊 
志剛 2, 北中 進 1, 四宮 一総 1（1日本大薬 , 2蘭州大）

26PA-pm017	 メキシコ産Juniperus	comitana 	の成分研究（３）
○角田 幸祐 1, 稲冨 由香 1, 邑田 裕子 1, 矢部 武士 1, 
Miguel A. P. FARRERA2（1摂南大薬 , 2UNICACH）

26PA-pm018	 海綿由来ブロモフェノール類のグルコース飢餓環境
選択的増殖阻害活性と作用メカニズム解析
○古徳 直之 1, 申 多英 1, 石田 良典 1, 松本 紘和 1, 久 
智也 1, 戸田 和成 1, 荒井 雅吉 1, 小林 資正 1（1阪大院薬）

26PA-pm019	 Goupiolone	B	の構造訂正ならびに合成
吉田 綾音 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）

26PA-pm020	 The	peel	constituents	and	anti-inflammatory	
activities	of	Citrus	grandis
Ping-Chung KUO1, Hsin-Yi HUNG1, Chia-Wei 
CHUANG1, Tsong-Long HWANG2, Young-Ji 
SHIAO3, ○ Tian-Shung WU1（1School of Pharmacy, 
National Cheng Kung University Hospital, College of 
Medicine, National Cheng Kung University, 2School 
of Traditional Chinese Medicine, Chang Gung 
University, 3National Research Institute of Chinese 
Medicine, Ministry of Health and Welfare）

26PA-pm021	 Anti-Inflammatory	Constituents	Isolated	from	
Solid-State	Fermented	Antrodia	cinnamomea	
Mycelium
I-Chuan YEN1, Shih-Yu LEE2, ○ Li-Shian SHI3

（1Graduate Institute of Medical Science, National 
Defense Medical Center, 2Graduate Institute of 
Aerospace and Undersea Medicine, National Defense 
Medical Center, 3Department of Biotechnology, 
National Formosa University）

26PA-pm022	 Components	isolated	from	Cinnamomum	
kanehirae 	with	growth	promotion	effects	on	
Antrodia	cinnamomea
○ Lih-Geeng CHEN1, I-Hung SHEN1

（1Department of Microbiology, Immunology and 
Biopharmaceuticals, National Chiayi University）

26PA-pm023	 Hypoglycemic	Constituents	from	the	Pericarps	of	
Trapa	natants 	L.
○ Hui-Chi HUANG1, Chien-Liang CHAO2, Chih-
Hua CHAO3,4, Yueh-Hsiung KUO1（1Department 
of Chinese Pharmaceutical Sciences and Chinese 
Medicine Resources, China Medical University, 
2Herbal Medicine R & D Department, Sinphar 
Pharmaceutical Co., Ltd., 3School of Pharmacy, China 
Medical University, 4Chinese Medicine Research 
and Development Center, China Medical University 
Hospital）

26PA-pm024	 Multiple	Activities	of	Punica	granatum	Linne	
against	Acne	Vulgaris
○ Chia-Jung LEE1, Lih-Geeng CHEN2, Wen-
Li LIANG3, Ching-Chiung WANG1,3,4（1PhD 
Program for Clinical Drug Discovery of Chinese 
Herbal Medicine, College of Pharmacy, Taipei 
Medical University, 2Department of Microbiology, 
Immunology and Biopharmaceuticals, College of 
Life Sciences, National Chiayi University, 3School 
of Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei Medical 
University, 4Orthopedics Research Center, Taipei 
Medical University Hospital）

26PA-pm025	 New	Bafilomycins	Produced	by	a	Streptomyces	
sp.	Isolated	from	a	Marine	Sponge	Theonella 	sp.
Yu-Hsin CHEN1,2, ○ Ping-Jyun SUNG2,3（1Department 
of Life Science and Graduate Institute of 
Biotechnology, National Dong Hwa University, 
2National Museum of Marine Biology and Aquarium, 
3Graduate Institute of Marine Biology, National 
Dong Hwa University）

26PA-pm026	 The	Constituents	from	the	Stems	of	Cissus	
assamica
○ Yu-Yi CHAN1, Chiu-Yuan WANG1, Tian-Shung 
WU2（1Department of Biotechnology, Southern 
Taiwan University of Science and Technology, 
2School of Pharmacy, National Cheng Kung 
University）

26PA-pm027	 Synthesis	and	biological	evaluation	of	chalcone,	
dihydrochalcone,	and	1,3-diarylpropane	analogues	
as	anti-inflammatory	agents
○ Hsin-Yi HUNG1, Mopur Vijaya Bhaskar REDDY1, 
Ping-Chung KUO1, Guan-Jhong HUANG2, Tian-
Shung WU1（1School of Pharmacy, National Cheng 
Kung University Hospital, College of Medicine, 
National Cheng Kung University, 2School of Chinese 
Pharmaceutical Sciences and Chinese Medicine 
Resources, College of Pharmacy, China Medical 
University）

26PA-pm028	 Development	of	dual	inhibitors	of	HDAC	6	and	β
-amyloid	(A β )	aggregation
○ Chun-Yung CHEN1, Cheng-Chung YEN1, Wei-Jan 
HUANG1,2（1Graduate Institute of Pharmacognosy, 
Taipei Medical University, 2Ph.D Program for the 
Clinical Drug Discovery from Botanical Herbs, 
Taipei Medical University）

26PA-pm029S	ユリ科植物の化学成分（87）Ornithogalum	
saundersiae 	鱗茎の化学成分と腫瘍細胞毒性（5）
○井口 巴樹 1, 横須賀 章人 1, 黒田 明平 1, 三巻 祥浩 1

（1東京薬大薬）
26PA-pm030	 エリンギ（Pleurotus	eryngii）子実体のステロイド	

―Pleurocin	A およびBについて―
○菊地 崇 1, 堀井 祐衣 1, 前川 由季菜 1, 桝本 有季 1, 佐
藤 寛泰 2, 山野 昭人 2, 山田 剛司 1, 田中 麗子 1（1大阪
薬大 , 2株式会社リガク）
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26PA-pm031	 Cadinane-Type	Sesquiterpenes	from	
Chamaecyparis	obtusa 	and	Their	Antiausterity	
Activity
○ Dya Fita DIBWE1, 上田 純也 2, 松本 欣三 1, Suresh 
AWALE1（1Institute of Natural Medicine, University 
of Toyama, 2630 Sugitani, Toyama 930-0194, Japan., 
2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hiroshima 
International University, 5-1-1, Hirokoshingai, Kure, 
Hiroshima 737-0112, Japan.）

26PA-pm032S	Chemical	Constituents	of	Citrus	hystrix 	and	Their	
Antiausterity	Activity	against	the	PANC-1	Human	
Pancreatic	Cancer	Cell	Line
○孫 思嘉 1, Dya Fita DIBWE1, Ampai 
PHRUTIVORAPONGKUL2, Suresh AWALE1

（1Institute of Natural Medicine, University of 
Toyama, Japan, 2Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 
University, Thailand）

26PA-pm033	 ベトナム産スオウCaesalpinia	sappan種子の新規
cassane 型ジテルペン
Suresh AWALE1, Dya Fita DIBWE1, ○上田 純也 2, 
Hai Xuan NGUYEN3, 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）

26PA-pm034	 ヤマブシタケより単離された erinacerin	Aの絶対構造
○八百板 康範 1, 中島 勝幸 2, 町田 浩一 1（1東北医薬
大薬 , 2徳島文理大薬）

26PA-pm035	 キアゲハの忌避物質に関する研究
○南 和輝 1, 阪森 宏治 1, 田村 隆幸 3, 仲島 義貴 2, 西殿 
悠人 1, 福井 麻琴 1, 田中 陽一郎 1, 佐藤 雅史 1, 小澤 理
香 2, 高林 純示 2, 田中 謙 1（1立命館大薬 , 2京大生態
研セ , 3富山県薬用植物指導セ）

26PA-pm036	 Eugenia	operculata 等からのBMI1 プロモーター阻
害作用をもつ天然物の探索
○金田 結 1, 荒井 緑 1, 石川 直樹 1, 小谷野 喬 2, 
Thaworn KOWITHAYAKORN3, 千葉 哲博 4, 岩間 厚
志 4, 石橋 正己 1（1千葉大院薬 , 2テムコ , 3コンケン大 , 
4千葉大院医）

26PA-pm037	 中国産	Salvia 	属植物の成分研究
○桑田 佳奈 1, 川邊 浩史 1, Xun GONG2, 廣田 洋 1, 大
﨑 愛弓 1（1日本大院総合基 , 2昆明植物研）

26PA-pm038	 ヤナギ科Laetia	corymbulosa 	から単離された新規
クレロダンジテルペン ,	corymbulosins	D-L と抗腫
瘍活性
鈴木 愛理 1, ○ AIMAITI SIMAYIJIANG1, 福吉 修
一 1, 斎藤 洋平 1, 後藤 益生 2, David J. NEWMAN3, 
Barry R. O`KEEFE3, Kuo-Hsiung LEE2, 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 , 
3アメリカ国立がん研）

26PA-pm039S	金属イオン添加培地を用いた細胞性粘菌由来新規化
合物の探索
○佐々木 瞳 1, Van Hai NGUYEN1, 菊地 晴久 1, 大島 
吉輝 1（1東北大院薬）

26PA-pm040S	多官能基化された非天然型テルペノイド様化合物ラ
イブラリーの構築
○前野 勝光 1, 菊地 晴久 1, 大島 吉輝 1（1東北大院薬）

26PA-pm041	 フィリピン産モダマの茎の成分研究
○今泉 俊介 1, 鈴木 龍一郎 1, 岡田 嘉仁 2, 白瀧 義明 1

（1城西大薬 , 2明治大薬）
26PA-pm042S	伝承薬物カバノアナタケ	(Inonotus	obliquus )	菌核成

分およびその誘導体の生体機能
○笠 香織 1, 中村 誠宏 1, 中嶋 聡一 1, 中田 葵 1, 山添 
晶子 1, 松本 朋子 1, 太田 智絵 1, 小川 慶子 1, 深谷 匡 1, 
吉川 雅之 1, 松田 久司 1（1京都薬大）

26PA-pm043S	ホルトソウ	(Euphorbia	lathyris	 )	から単離された	
Lathyrane	骨格のジテルペンノイドは	CHOP	の発
現を誘導する
○武田 ゆかり 1, 尹 永淑 1, 渕野 裕之 2, 川原 信夫 2, 高
橋 滋 1, 高橋 勇二 1, 井上 英史 1（1東京薬大生命 , 2医
薬健栄研薬植セ）

26PA-pm044	 キタコブシ	(Magnolia	kobus	DC.	var.	borealis	
Sarg.)	の成分研究
加藤 ナンシーマリセル 1, 太田 裕也 1, 山下 絵里菜 1, 
中根 孝久 3, 柴田 敏郎 2, 坂東 英雄 1, ○山下 浩 1, 和田 
浩二 1（1北海道薬大 , 2基盤研・薬植セ , 3昭和薬大）

26PA-pm045	 アメリカノウゼンカズラ（Campsis	radicans）の成
分研究
○若尾 凌瑚 1, 栗本 沙也加 1, 阿部 尚仁 1, 田中 稔幸 2, 
邑田 裕子 3, 大山 雅義 1（1岐阜薬大・生薬 , 2岐阜薬大・
薬資 , 3摂南大薬）

26PA-pm046	 In	vitro脂肪肝モデルを用いたサンボン（Blumea	
balsamifera）の脂肪滴蓄積抑制作用を有する化合物
の単離・同定
○黄 雪丹 1, 竹元 裕明 1, 幸田 萌 1, 廣谷 正男 1, 小島 
明子 2, 湯浅 勲 2, 浅田 善久 3, 小林 義典 1（1北里大薬 , 
2大阪市大院生 , 3東京理大薬）

26PA-pm047S	青森県産食品素材に関する研究－干菊の成分研究第 3
報－
○本木 雅大 1, 村上 浩一 1, 大越 絵実加 1, 梅村 直己 2, 
齋藤 俊昭 3, 上田 條二 1（1青森大薬 , 2朝日大歯 , 3日
本薬大）

26PA-pm048	 Eurycoma	longifoliaより得られたカッシノイドの
構造
○赤塚 亮太 1, 加藤 光伸 1, 一栁 幸生 1, 朴 炫宣 1, 
CHOO CHEE YAN2（1東京薬大薬 , 2Universiti 
Teknologi MARA）

26PA-pm049S	Chakasaponin	類の消化管がん細胞に対する細胞増
殖抑制活性の構造活性相関
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 ( 株 )）

26PA-pm050	 バングラデシュ産薬用植物に関する研究	(12) －セン
ダン科植物Aphanamixis	polystachya樹皮由来の新
規鎖状テルペノイドの構造－
福田 明穂 1, ○田中 直伸 2, Ahmed FAKHRUDDIN 
ALI3, 柏田 良樹 2（1徳島大薬 , 2徳島大院薬 , 3ジャハ
ンギナガル大生物科学）

26PA-pm051	 ヒカゲノカズラ科植物由来内生糸状菌
Colletotrichum	gloeosporioides 	Ls29 の二次代謝変
動株より単離した新規セスキテルペノイドの構造
大野 雄也 1, 鈴木 卓馬 1, 廣瀬 大 2, 北中 進 2, 牧野 利
明 1, ○石内 勘一郎 1（1名市大院薬 , 2日本大薬）

26PA-pm052S	北海道産ヒトリシズカ（Chloranthus	japonicus）地
上部の成分研究
○森岡 諒 1, 金 尚永 1, 長嶋 紘紗子 1, 田中 直伸 2, 高石 
喜久 2, 柏田 良樹 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）

26PA-pm053	 延命草	(Isodon	trichocarpus ,	地上部 )	含有ジテノペ
ノイドのヒト毛乳頭細胞増殖促進活性
○萬瀬 貴昭 1,2, 二宮 清文 1, 楢崎 紘生 2, 加藤 和寛 1, 
岡崎 茜 1, 山野 友希 2, 岡田 枝里子 1,2, 要 欣志 2, 中村 
翔 2, 森川 敏生 1（1近畿大学薬学総合研究所 , 2( 株 )
加美乃素本舗）

26PA-pm054	 ラクウショウの成分とその細胞死誘導活性
○佐藤 和樹 1, 川元 智愛 1, 成川 佑次 1, 木内 文之 1

（1慶應大薬）
26PA-pm055	 ブクリョウの脂肪細胞分化への影響

○鶴田 侑也 1, 宗 裕之 1, 成川 佑次 1, 木内 文之 1（1慶
應大薬）
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26PA-pm056	 南米産薬用植物Ladenbergia	hexandra 	Klotzsch の
成分研究
○古川 めぐみ1, 青木 拓也1, 加茂 智嗣2, 牧野 三津子1, 
矢作 忠弘 1, 内山 武人 1, 松﨑 桂一 1（1日本大薬 , 2イ
スクラ産業株式会社）

26PA-pm057	 Chemical	Compositions	from	Cultured	Products	
of	the	Culinary-Medicinal	Honey	Mushroom,	
Armillaria	mellea
○ Kun-Ching CHENG1, Young-Ji SHIAO2, Tsong-
Long HWANG3, Tian-Shung WU4（1Taiwan Sugar 
Research Institute, 2Division of Basic Chinese 
Medicine, National Research Institute of Chinese 
Medicine, 3Graduate Institute of Natural Products, 
Chang Gung University, 4School of Pharmacy, 
National Cheng Kung University）

26PA-pm058	 Secondary	Metabolites	and	Biological	Activities	
from	the	Soft	Coral	Sinularia	flexibilis
○ Jyh-Horng SHEU1,2,3, Chia-Hua WU1, Tzu-Zin 
HUANG1, Tsong-Long HWANG4（1Department of 
Marine Biotechnology and Resources, National Sun 
Yat-sen University, 2Graduate Institute of Natural 
Products, Kaohsiung Medical University, 3Frontier 
Center for Ocean Science and Technology, National 
Sun Yat-sen University, 4Graduate Institute of 
Natural Products, College of Medicine, Chang Gung 
University）

26PA-pm059	 Flaccidoxide-13-acetate,	extracted	from	the	
cultured	soft	coral	Sinularia	gibberosa ,	reduces	
the	cell	migration	and	invasion	of	human	bladder	
cancer	through	reducing	the	activation	FAK/
PI3K/AKT/mTOR	signaling	pathways
Guo-Fong DAI1, ○ Yu-Jen WU2（1Graduate Institute 
of Biotechnology, National Pingtung University of 
Science and Technology, 2Department of Biological 
Science and Technology, Meiho University）

26PA-pm060	 Scalarane	Ssesterterpenes	from	a	Marine	Sponge	
Hippospongia 	sp.	and	Their	Anticancer	Activity
○ Jui-Hsin SU1,2, Yu-Cheng CHEN1,2, Mei-Chin LU1,2

（1Graduate Institute of Marine Biology, National 
Dong Hwa University, 2National Museum of Marine 
Biology and Aquarium）

26PA-pm061	 Four	new	Sesquarterpenes	(C35),	Cryptoterpenes	
A-D,	from	the	bark	of	Cryptomeria	japonica
○ Yueh-Hsiung KUO1, Hui-Chi HUANG1, Cheng-Chi 
CHEN2, Chi-I CHANG3（1Department of Chinese 
Pharmaceutical Sciences and Chinese Medicine 
Resources, China Medical University, 2Department 
of Chemistry, National Taiwan University, 
3Department of Biological Science and Technology, 
National Pingtung University of Science and 
Tchenology）

26PA-pm062S	アミノ酸‐ポリケチド複合体を基盤とした天然化合
物類縁体ライブラリーの構築
○倉島 勇気 1, 菊地 晴久 1, 大島 吉輝 1（1東北大院薬）

26PA-pm063	 植物系危険ドラッグ・シニクイチ	Heimia	salicifolia 	
含有新規生物活性アルカロイドの探索研究
○塚原 真理 1, 柳沢 朋美 1, 山口 恭加 1, 小暮 紀行 1, 北
島 満里子 1, 杉村 康司 2, 飯田 修 2, 川原 信夫 2, 花尻(木
倉 ) 瑠理 3, 髙山 廣光 1（1千葉大院薬 , 2医薬基盤研・
薬用植物資源研究セ , 3国立衛研）

26PA-pm064	 イヌガヤに含まれるアルカロイド成分のLPS誘導
NO産生抑制作用の検討
○大崎 愛弓 1, 原 惠美 1, 栗原 香織 1, 江藤 忠洋 2（1日
大院総合基 , 2いわき明星大薬）

26PA-pm065	 Humulene	骨格を基盤としたテルペノイドアルカロ
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, 權 垠相 2, 川井 絢矢 3, 大島 
吉輝 1（1東北大院薬 , 2東北大院理巨分セ , 3ホクト株
式会社）

26PA-pm066	 長鎖保護基の性質を利用した天然由来環状ペプチド
の合成
○杉本 友美 1, 新居 慎也 1, 井下 美咲 1, 金城 茜 1, 中村 
由佳里 1, 葛西 祐介 1, 野路 征昭 1, 山本 博文 1, 橋本 敏
弘 1, 梅山 明美 1, 今川 洋 1（1徳島文理大学薬）

26PA-pm067	 Erythrina	velutinaの化学成分の探索
○轟 和幸 1, 大崎 愛弓 1, 松崎 桂一 2（1日本大院総合基 , 
2日本大薬）

26PA-pm068S	ワサビノキ含有シアノ化合物のアシル化グレリン分
泌促進作用
○太田 綾子 1, 太田 智絵 1, 中嶋 聡一 1,2, 中村 誠宏 1, 
平井 大策 1, 山岡 加奈 1, 江見 結花 1, 島川 弘行 1, 野村 
奈未 1, 田中 葵 1, 尾田 好美 1,2, 松田 久司 1（1京都薬大 , 
2エヌ・ティー・エイチ 研）

26PA-pm069	 Berberine	資化性菌	Sphingobium	sp.	BD3100	
株由来	berberine	脱メチレン化酵素による	
11-hydroxyberberine	の脱メチレン化
○吉田 陽菜花 1, 石川 和樹 1, 武田 尚 1, 若菜 大悟 1, 笠
井 大輔 3, 福田 雅夫 3, 佐藤 文彦 2, 細江 智夫 1（1星薬
大 , 2京大院農 , 3長岡技科大・生物）

26PA-pm070	 アゾール耐性Candida	albicansに対する抗真菌活性
物質の探索
○岡部 風葉 1, 岡部 未来 1, 木下 薫 1, 杉田 隆 1, 小山 
清隆 1（1明治薬大）

26PA-pm071	 コショウ（Piper	nigrum）から単離されたアルカロ
イドは	BDNF	誘導を活性化する
○尹 永淑 1, 野田 幸恵 1, 高橋 滋 1, 高橋 勇二 1, 井上 
英史 1（1東京薬大生命）

26PA-pm072	 Berberine	資化性菌	Rhodococcus 	sp.	BD7100	株は
オウレン抽出エキスから抗菌物質を産生する
○細井 舜 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）

26PA-pm073	 単独性カリバチ・ミカドトックリバチEumenes	
micado 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）

26PA-pm074	 Stemona	tuberosaから得られる新規アルカロイドに
関する構造研究
○松原 雅生 1, 朴 炫宣 1, 深谷 晴彦 1, 一栁 幸生 1（1東
京薬大薬）

26PA-pm075S	コウホネ	(Nuphar	japonicum,	根茎 )	およびネムロ
コウホネ	(Nuphar	pumilum,	根茎 )	含有アルカロイ
ドの生体機能性
○深谷 匡 1, 中村 誠宏 1, 中嶋 聡一 1, 松本 朋子 1, 林 
雅子 1, 太田 智絵 1, 小川 慶子 1, 松田 久司 1（1京都薬大）

26PA-pm076	 Delphinium属植物の塩基成分の探索研究 (6)
加藤 愛 1, 國分 あかね 1, 山下 浩 1, ○和田 浩二 1（1北
海道薬大）

26PA-pm077	 沖縄産Hyrtios属海綿由来新規アゼピノインドール
アルカロイド hyrtinadine	C およびDの構造
○栗本 慎一郎 1, 中村 健太 2, 酒井 香奈江 3, 五ノ井 透 3, 
久保田 高明 1, 小林 淳一 2（1昭和薬大 , 2北大院薬 , 3千
葉大真菌医学研究セ）

26PA-pm078	 抗腫瘍性環状ペプチドRA-VII の VCDスペクトル
○深谷 晴彦 1, 一栁 幸生 1, 青柳 裕 2（1東京薬大薬 , 
2金城学院大薬）

26PA-pm079S	カルバゾール型アルカロイドのPC12 細胞分化促進
作用
○矢野 真実子 1, 中嶋 聡一 1,2, 中村 誠宏 1, 谷 美有紀 1, 
川端 諒 1, 中矢 友里香 1, 松田 久司 1（1京都薬大 , 2エ
ヌ・ティー・エイチ 研）

26PA-pm080	 甘草成分ガラクツログリチルリチン酸の合成
○小関 雄太 1, 五十嵐 靖 1, 濱口 隆 1, 諸田 隆 1（1ツム
ラ）

26PA-pm081	 コプチシン塩化物の合成
○青木 勝之 1, 五十嵐 靖 1, 濱口 隆 1, 諸田 隆 1（1ツム
ラ）
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26PA-pm082	 キアゲハによる食害を受けたトウキのプロテオーム
解析
○加藤 梨紗 1, 伊奈 隆年 2, 田村 隆幸 3, 田中 謙 1（1立
命館大薬 , 2富山県立大工学部生物工学研セ , 3富山県
薬用植物指導セ）

26PA-pm083	 麻黄と石膏の組み合わせによる抽出成分の変化につ
いて
○加藤 千佳 1, 森野 知邑 1, 福井 麻琴 1, 田中 謙 1（1立
命館大薬）

26PA-pm084	 真武湯添加培養によるAspergillus	nidulans 	由来新
規化合物の単離および真武湯に含まれる真菌二次代
謝物発現誘導因子の探索
○井上 信宏 1, 若菜 大悟 1, 武田 尚 1, 細江 智夫 1（1星
薬大）

26PA-pm085	 芍薬が誘導する	Aspergillus	nidulans 	二次代謝物と
その誘導因子に関する検討
○中原 明希 1, 井上 信宏 1, 若菜 大悟 1, 武田 尚 1, 細江 
智夫 1（1星薬大）

26PA-pm086	 生薬抽出物添加培養による	A.	fumigatus 	培養エキ
ス含有成分の変化
○岸田 智史 1, 井上 信宏 1, 若菜 大悟 1, 武田 尚 1, 細江 
智夫 1（1星薬大）

26PA-pm087	 Aspergillus	fumigatus 	によるカンゾウ含有フラボノ
イド	liquiritigenin	の生物変換
○天田 仁未 1, 井上 信宏 1, 岸田 智史 1, 若菜 大悟 1, 武
田 尚 1, 細江 智夫 1（1星薬大）

26PA-pm088	 Aspergillus	fumigatus 	によるチクセツニンジンに含
有される	chikusetsusaponin	類の生物変換
○富吉 佑佳 1, 井上 信宏 1, 岸田 智史 1, 若菜 大悟 1, 武
田 尚 1, 細江 智夫 1（1星薬大）

26PA-pm089	 Aspergillus	fumigatus 	によるオウヒ含有フラボノイ
ド	sakuranetin	の微生物変換
○若菜 大悟 1, 井上 信宏 1, 岸田 智史 1, 武田 尚 1, 細江 
智夫 1（1星薬大）

26PA-pm090S	Monapinone	二量体化酵素による新規	dinapinone	
類の酵素学的解析
○豊田 雅幸 1, 大城 太一 1, 出町 歩 1, 小林 啓介 1, 川口 
未央 1, 供田 洋 1（1北里大院薬）

26PA-pm091	 Dinapinone	A	による脂質分解促進活性に関する研究
○小林 啓介 1, 大城 太一 1, 供田 洋 1（1北里大院薬）

26PA-pm092	 パラオ産海洋糸状菌Trichoderma	cf.	
brevicompactum	TPU199 株の NaI 添加培養による
新規二次代謝産物の生産誘導
○山﨑 寛之 1, 高橋 央宜 1, 桐越 亮太 1, 文屋 友希 1, 浪
越 通夫 1（1東北医薬大）

26PA-pm093	 インドネシア産海洋糸状菌Cladosporium	
sp.	TPU1507 株が生産する protein	tyrosine	
phosphatase	1B 阻害剤
山﨑 寛之 1, Henki ROTINSULU2,3, Defny S. 
WEWENGKANG3, Deiske A. SUMILAT3, 菅井 紫乃1, 
鵜飼 和代 1, ○浪越 通夫 1（1東北医薬大 , 2University 
of Pembangunan Indonesia, 3Sam Ratulangi 
University）

26PA-pm094	 ブラジル産プロポリスAF-08 のⅡ型コラーゲン誘発関
節炎マウスモデルにおける関節炎発症に及ぼす影響
○黒川 昌彦 1, 堤 重敏 2, 明石 敏 3, 杉田 千泰 1, 吉田 
裕樹 1, 渡辺 渡 1（1九州保福大院薬 , 2アマゾンフード , 
3九州保福大薬）

26PA-pm095	 昆虫生薬「九香虫」の成分研究（２）－新規モノア
シルグリセロールについて－
○兼平 真衣 1, 中谷 尊史 1, 矢部 武士 1（1摂南大薬）

26PA-pm096	 薬剤耐性菌に作用する抗生物質生産菌の分離
○永禮 さやか 1, 西村 基弘 1（1安田女大薬）

26PA-pm097	【演題取り下げ】
26PA-pm098	 マルチフロリンAの瀉下発現メカニズムに関する研

究（第８報）
○東 奈生子 1, 奥 尚枝 1, 石黒 京子 1（1武庫川女子大薬）

26PA-pm099	 アルコール性肝障害に及ぼす生薬製剤松寿仙の影響
○福田 徹 1, 市川 智也 1, 沼尻 智美 1, 高橋 礼子 1, 小屋 
佐久次 1（1株式会社和漢薬研究所・総合開発研究所）

26PA-pm100	 組換え LPHを用いた天然物配糖体の加水分解特性の
解析
○樋渡 純一 1, 寺坂 和祥 1, 牧野 利明 1（1名市大院薬）

26PA-pm101S	感染状態を模倣した共培養法による病原性放線菌
Nocardia属由来二次代謝産物の探索	(2)
○原 康雅 1, 石川 直樹 1, 五ノ井 透 2, 石橋 正己 1（1千
葉大院薬 , 2千葉大真菌センター）

26PA-pm102	 生薬・薬用植物に関する国際調和に向けた各国薬局
方の比較研究	－日本薬局方と中国葯典及び香港中藥
材標準の生薬確認試験法 (TLC) の比較－
○河野 徳昭 1, 木内 文之 3, 合田 幸広 2, 袴塚 高志 2, 川
原 信夫 1（1医薬健栄研・薬植セ , 2国立衛研 , 3慶應
大薬）

26PA-pm103	 放線菌	Streptomyces 	sp.	BYK11038	株が生産する
骨形成因子シグナル阻害剤	scopranone	類に関する
研究
○内田 龍児 1, 諏訪 いぶき 1, 片桐 岳信 2, 供田 洋 1

（1北里大院薬 , 2埼玉医大ゲノム研）
26PA-pm104S	海洋由来放線菌が産生する	Mycobacterium	avium	

complex	に対する活性物質の単離精製
○細田 莞爾 1, 小山 信裕 1, 金本 昭彦 2, 供田 洋 1（1北
里大院薬 , 2OP BIO 社）

26PA-pm105	 種子島島内におけるタチバナのポリメトキシフラボ
ノイド成分の地域特性について
○大根谷 章浩 1, 安藤 英広 1, 吉田 雅昭 1, 杉村 康司 2, 
飯田 修 2, 河野 徳昭 2, 安食 菜穂子 2, 吉松 嘉代 2, 川畑 
伊知郎 3, 山國 徹 3, 川原 信夫 2（1小太郎漢方・研 , 
2医薬・健栄研・薬稙セ , 3東北大院・薬・薬理）

26PA-pm106	 The	synergistic	effect	of	magnesium	and	static	
magnetic	field	on	enhancing	the	osteogenesis	of	
dental	pulp	stem	cell
○ Yu-Xuan HUANG1, Kuen-Yu HUANG1, Wei-Zhen 
LEW2, Haw-Ming HUANG2（1Graduate Institute of 
Biomedical Materials and Tissue Engineering, Taipei 
Medical University, 2School of Dentistry, College of 
Oral Medicine, Taipei Medical University）

26PA-pm107	 Histomorphometric	and	transcriptome	evaluation	
of	early	healing	bone	treated	with	a	novel	human	
particulate	dentin	powder
○ Yu-Chih HUANG1, Haw-Ming HUANG2

（1School of Dentistry, College of Oral Medicine, 
Taipei Medical University, 2Graduate Institute 
of Biomedical Materials and Tissue Engineering, 
Taipei Medical University）

26PA-pm108	 Prescribing	patterns	of	Wu	Lin	San	alleviates	
Cyclophosphamide-induced	rat	hemorrhagic	
cystitis
○ Jia-Feng XU1, Steven Kuan-Hua HUAN2, Ching-
Chiung WANG1（1School of Pharmacy, College of 
Pharmacy, Taipei Medical University, 2Division of 
Urology, Department of Surgery, Chi Mei Medical 
Center）
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26PA-pm109	 High	turnover	rate	of	baicalin,	a	suitable	marker	
substance	from	Scutellaria	baicalensis 	in	Huang-
Chin-Tang
○ Li-Ying HUANG1, Li-Geeng CHEN3, Chia-Jung 
LEE2, Chua-Jung CHANG4, Ching-Chiung WANG1,2,4

（1Graduate Institute of Pharmacognosy, Taipei 
Medical University, 2Clinical Drug Discovery from 
Botanical Herbs, 3Department of Microbiology, 
Immunology and Biopharmaceuticals, National 
Chiayi University, 4School of Pharmacy, Taipei 
Medical University）

26PA-pm110	 Fabrication	of	magnesium	ion	release	membrane	
using	carboxymethyl	cellulose-hyaluronic	acid
○ Chia-Jen NIEN1, Hsin-Pei CHIANG1, Kuen-Yu 
HUANG1, Yu-Chih HUANG2, Haw-Ming HUANG1

（1Graduate Institute of Biomedical Materials and 
Tissue Engineering, Taipei Medical University, 
2School of Dentistry, College of Oral Medicine, 
Taipei Medical University）

26PA-pm111	 Fabrication	and	mechanical	property	test	of	
biodegradable	PLLA-embedded-magnesium	bone	
screw
○ Guan-Wei ZHANG1, Yu-Chih HUANG2, Haw-
Ming HUANG1（1Graduate Institute of Biomedical 
Materials and Tissue Engineering, Taipei Medical 
University, 2School of Dentistry, College of Oral 
Medicine, Taipei Medical University）

26PA-pm112	 The	correlation	with	Ge	Gen	Tang	pattern	and	
common	cold:	the	retrospective	study
○ Pei-Ying CHOU1,2, Chen-Jei TAI1,2, Shu-Chen 
CHIEN3, Ching-Chiung WANG1,3（1Graduate 
Institute of Pharmacognosy, Taipei Medical 
University, 2Department of Traditional Chinese 
Medicine, Taipei Medical University Hospital, 
3School of Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei 
Medical University）

26PA-pm113	 Prescribing	Patterns	of	Ban-Xia-Xie-Xin-Tang	
alleviate	ethanol-induced	rat	gastric	mucosa	cell	
damage
○ Pin-Chen HUANG1,2, Tsung-Hsiu WU1,2, 
Ching-Chiung WANG1,3（1Graduate Institute 
of Pharmacognosy, Taipei Medical University, 
2Department of pharmacy, Taipei City Hospital, 
3School of Pharmacy, College of pharmacy, Taipei 
Medical University）

26PA-pm114	 Chemopreventive	effects	of	Kuei	Pi	Tang	on	
Oxaliplatin-induced	neuropathy	in	rats
Shih-Han CHEN1, Chia-Jung CHANG1, Her-Shyong 
SHIAH2, ○ Ching-Chiung WANG1,3（1School of 
Pharmacy, Taipei Medical University, 2Internal 
Medicine, Oncology, Taipei Medical University 
Hospital, 3Graduate Institute of Pharmacognosy, 
Taipei Medical University）

26PA-pm115	 The	Evaluation	of	Biological	Activity	of	Kai-Lan	
Extract
○ Daih-Huang KUO1, Shu-Yu LI1, Chun-Yann LEE1, 
I-Li CHEN1, Yi-Jen TSAI1, Kuo-Cheng WANG1

（1Graduate Institute of Pharmaceutical Technology, 
Tajen University）

3月 27日（月）　午前
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

医薬化学
27PA-am001	 β - ケトアミドのPdエノラートを用いた触媒的不斉

付加反応の開発
○寺山 直樹 1,2, 早水 健二 1,2,3, 橋爪 大輔 1, どど 孝介 1,2, 
袖岡 幹子 1,2,3（1理研, 2AMED-CREST, 3東京医歯大院）

27PA-am002	 Pd	enolate 錯体を用いたアフィニティー精製法の開発
○早水 健二 1,2, どど 孝介 1,2, 江上 寛通 1,3, 淺沼 三和子 1,2, 
袖岡 幹子 1,2（1理研 , 2AMED-CREST, 3静岡県大薬）

27PA-am003S	HCVポリメラーゼ /プロテアーゼ二重阻害活性を有
するフラーレン誘導体の細胞内HCV複製阻害及び酸
化ストレス抑制効果
○片岡 裕樹 1, 上田 優輝 2, 高橋 恭子 1, 大江 知之 1, 中
村 成夫 3, 加藤 宣之 2, 増野 匡彦 1（1慶應大薬 , 2岡山
大院医歯薬 , 3日本医大）

27PA-am004S	HIV 逆転写酵素及びプロテアーゼを阻害する多標的
型新規フラーレン誘導体の創製
○橋本 航匠 1, 片岡 裕樹 1, 加藤 舞 1, 秋葉 智紘 1, 安野 
拓実 1, 高橋 恭子 1, 大江 知之 1, 中村 成夫 2, 増野 匡彦 1

（1慶應大薬 , 2日本医大）
27PA-am005	 蛍光標識ペプチドを用いた新規動脈硬化診断用プ

ローブの開発
○佐藤 陽 1, 上田 千恵美 1, 木村 龍 1, 小林 千智 1, 山崎 
洋次 1, 蝦名 敬一 1（1いわき明星大薬）

27PA-am006S	Pathway-oriented	screening 法による解糖系酵素阻
害剤の探索
○柳 光一 1, 小松 徹 1,3, 小島 宏建 5, 岡部 隆義 5, 長野 
哲雄 5, 浦野 泰照 1,2,4（1東大院薬 , 2東大院医 , 3JST さ
きがけ , 4AMED CREST, 5東大創薬機構）

27PA-am007	 成熟および前駆褐色脂肪細胞間の細胞内温度差の測定
○辻 俊一 1,2, 井門 久美子 1, 小泉 英樹 1, 内山 聖一 2, 
梶本 和昭 3（1キリン基盤研 , 2東大院薬 , 3北大院薬）

27PA-am008	 アミロイドβを加水分解する抗体酵素のスクリーニ
ング法の開発
○田口 博明 1, 新城 芳佳 1, 石原 康弘 1, 藤田 快男 1, 
一二三 恵美 2, 宇田 泰三 3,4（1鈴鹿医療大薬 , 2大分大
全学研推機 , 3大分大工 , 4九州先端科技研）

27PA-am009	 リグナン骨格を有する神経幹細胞分化促進剤の創製
研究
○三瓶 真菜 1, 荒井 緑 1, 石橋 正己 1（1千葉大院薬）

27PA-am010	 プロリンの二次構造特異性を生かした細胞膜透過性
ペプチドの開発
○小林 寛幸 1,2, 出水 庸介 1, 三澤 隆史 1, 山下 博子 1, 
大庭 誠 3, 田中 正一 3, 松野 研司 2, 栗原 正明 1（1国立
衛研 , 2工学院大先進工 , 3長崎大院医歯薬）

27PA-am011S	ドメイン結合性小分子を用いたmTOR局在制御
○粕谷 有沙 1, 上野 匡 1, 浦野 泰照 1,2,3（1東大院薬 , 
2東大院医 , 3AMED CREST）

27PA-am012S	神経幹細胞分化を促進するHes1 二量体形成阻害剤の
合成研究
荒井 緑 1, ○山口 祐未 1, 石川 直樹 1, 石橋 正己 1（1千
葉大院薬）

27PA-am013S	芳香族炭化水素受容体を利用したプロテインノック
ダウン法のメカニズム解析
○藤里 卓磨 1,2, 正田 卓司 1, 大岡 伸通 1, 井上 英史 2, 
内藤 幹彦 1, 栗原 正明 1（1国立衛研 , 2東京薬大院生命）

27PA-am014S	A	MALDI-TOF	mass	spectroscopy-based	
approach	to	evaluate	the	cytosolic	translocation	
efficiency	of		octaarginine-mediated	intracellular	
protein	delivery
○ Jan Vincent ARAFILES1, 川口 祥正 1, Bechara 
CHERINE2, Illien FRANCOISE2, 河野 健一 1, Burlina 
FABIENNE2, Sagan SANDRINE2, 二木 史朗 1（1京
大化研 , 2パリ第６大学）
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27PA-am015	 パルミトイルピペリジノピペリジンの抗がん効果発
現機序の解析
○安藤 さえこ 1, 松本 晴年 1, 深町 勝巳 1, 二口 充 1, 
酒々井 眞澄 1（1名市大院医）

27PA-am016S	阻害剤スクリーニングを志向したPAD活性検出蛍光
プローブの開発
○國枝 一輝 1, 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）

27PA-am017S	生体分子機能の制御を実現する光応答性分子糊
○茂垣 里奈 1, 大黒 耕 1, 相田 卓三 1（1東大院工）

27PA-am018S	ライブ蛍光寿命イメージングによる酸性 pH測定を
可能とする新規蛍光プローブの開発
○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）

27PA-am019S	オクタアルギニンと血清タンパク質の相互作用
○野村 佳世 1, 河野 健一 1, 川口 祥正 1, 桑田 啓子 2, 二
木 史朗 1（1京大化研 , 2名大 ITbM）

27PA-am020	 腹腔内転移を可視化する高感度なβ -ガラクトシダー
ゼ活性検出蛍光プローブ
○浅沼 大祐 1, 坂部 雅世 2, 神谷 真子 1, 山本 恭子 1, 平
竹 潤 3, Peter L. CHOYKE4, 長野 哲雄 5, 小林 久隆 4, 
浦野 泰照 1,2（1東大院医 , 2東大院薬 , 3京大化研 , 
4NIH/NCI, 5東大創薬機構）

27PA-am021	 両親媒性リポペプチドによる抗腫瘍活性の増強とリ
ポソーム化の検討
○宮崎 杏奈 1,2, 北野 佑季 2, 日高 興士 1,2, 吉田 弘美 3, 
水品 善之 3, 津田 裕子 1,2（1神戸学院大薬 LSC, 2神戸
学院大薬 , 3神戸学院大栄）

27PA-am022S	クリック反応を利用した光反応性プローブ作製の簡
便化と標的光蛍光ラベルへの応用
○林 龍二 1, 森本 正大 1, 千葉 順哉 1, 畑中 保丸 1, 友廣 
岳則 1（1富山大院薬）

27PA-am023	 SIRT6 活性検出蛍光プローブの開発とケミカルスク
リーニング
○川口 充康 1, 池川 祥平 1, 家田 直弥 1, 中川 秀彦 1

（1名市大院薬）
27PA-am024S	外部刺激に応答して切断される新規無痕跡型リン

カーの開発
○中村 圭佑 1, 天野 祐一 1, 梅澤 直樹 1, 樋口 恒彦 1

（1名市大院薬）
27PA-am025	 ピロール・イミダゾールポリアミド－インドール－

CBI 複合体の合成	－ピロール・イミダゾールポリア
ミドとインドール－CBI の接合によって実現される
DNA塩基配列特異的アルキル化－
○篠崎 喜脩 1, 渡部 隆義 1, 越川 信子 1, 高取 敦志 1, 平
岡 桐子 1, 養田 裕行 1, 井上 貴博 1, Jason LIN1, 松尾 
仁以奈 1, 服部 あすか 1, 五十嵐 理恵 1, 永瀬 浩喜 1

（1千葉がんセ・研）
27PA-am026	 PR アンタゴニスト活性を有するスルフォンアミド誘

導体の創製
○根岸 真生 1, 古賀 瞳 1, 森 修一 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）

27PA-am027	 ヘリックス 3三点初期結合仮説：核内受容体スーパー
ファミリーのリガンド結合領域におけるリガンド補
足メカニズムとアポ体からホロ体への構造遷移に関
する理解
○辻 一徳 1（1分子機能研）

27PA-am028	 P3 部位に環状構造を有するβ - セクレターゼ阻害剤
の設計
○浜田 芳男 1, 木曽 良明 2, 臼井 健二 1（1甲南大学 , 
2長浜バイオ大学）

27PA-am029	 プロドラッグ型核酸医薬のための生分解性保護基の
開発研究
○小野 晶 1, 日吉 祐貴 1, 實吉 尚郎 1（1神奈川大学工
学部）

27PA-am030S	デカヒドロイソキノリン骨格を基盤とする新規縮環
構造型 SARS	3CL	protease 阻害の設計と合成
○大西 康司 1, 嶋本 康広 1, 小林 数也 1, 服部 恭尚 2, 照
屋 健太 3, 赤路 健一 1（1京都薬大・薬品化学 , 2京都
薬大・共同機器セ , 3東北大院・医）

27PA-am031S	抗菌活性を有する抗菌ペプチドの設計と合成
○蓜島 一史 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）

27PA-am032	 Design	and	Screening	of	an	o -Substituted	
Anilide	Library	for	Histone	Lysine	Demethylase	
Inhibitors
○ Pattaporn JAIKHAN1, 伊藤 幸裕 1, 鈴木 孝禎 1

（1京府医大院医）
27PA-am033	 Piceatannol によるGlyoxalase	I 阻害と in	silico 予

測結合様式の解析
○赤羽 悠 1, 嶋田 奈実 1, 吉森 篤史 3, 田沼 靖一 1,2, 高
澤 涼子 1,2（1東京理大薬 , 2東京理大ゲノム創薬研セ , 
3( 株 ) 理論創薬研究所）

27PA-am034	 自律型医薬候補化合物自動探索装置：自動設計と自
動合成が融合する高効率な医薬候補化合物探索の幕
開け
○古川 功治 1, 谷 修 1, 野村 伸志 2, 石原 司 1（1産総研
バイオメディカル , 2中村超硬）

27PA-am035	 N- アミジノピペリジン型BACE1 阻害剤の合成
○城寶 大輝 1, 小林 数也 1, 服部 恭尚 2, 赤路 健一 1

（1京都薬大・薬品化学 , 2京都薬大・共同機器セ）
27PA-am036	 糖鎖親和性を期待した対称性ボロン酸誘導体の合成

とその生物活性
○古舘 信 1, 後藤 早穂 1, 渕上 紗穂 1, 赤穂 健太 1, 権藤 
寿明 1, 横溝 和美 2, 周 建融 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）

27PA-am037	 選択的エストロゲン受容体分解薬の分子設計
○正田 卓司 1, 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（1国立衛研 , 2東
京薬大院生命）

27PA-am038	 Hydroxychavicol をシードとしたXO阻害化合物の
探索研究
○西脇 敬二 1, 出口 貴浩 1, 大東 可苗 1, 畑 悠佑 1, 中村 
真也 1, 村田 和也 1, 松田 秀秋 1, 仲西 功 1（1近畿大薬）

27PA-am039	 高いビタミンD活性を有するリトコール酸誘導体の
創製
○川崎 波留1, 佐々木 晴江1, 増野 弘幸2, 河内 恵美子2, 
石田 寛明 3, 山本 恵子 3, 影近 弘之 2, 棚谷 綾 1（1お茶
大院理 , 2医科歯科大生材研 , 3昭和薬大）

27PA-am040	 金属キレーターによるHSP70 蛋白質の発現上昇
○平 尚未 1, タハ　ファロウク　シェハタ アリ 1, 古賀 
涼子 1, 大塚 雅巳 1, 藤田 美歌子 2（1熊大院薬 , 2熊大薬）

27PA-am041S	CF3置換オキサジアゾールを有するADAM誘導体の
合成と抗HIV-1 活性の評価
○星 絢子 1, 二本木 奏美 1, 吉川 千尋 1, 本山 貴之 1, 玄 
美燕 1, 髙山 淳 1, 岡﨑 真理 1, 坂本 武史 1（1城西大薬）

27PA-am042S	スルホキシド置換アルケニルジアリールメタン類の
合成と抗HIV-1 活性の評価
○武井 貴紀 1, 林 浩輔 1, 岩本 悠 1, 久津間 貴司 1, 新井 
悠太 1, 星 絢子 1, 玄 美燕 1, 髙山 淳 1, 岡﨑 真理 1, 坂本 
武史 1（1城西大薬）

27PA-am043	【演題取り下げ】
27PA-am044	 新規セリンラセマーゼ阻害薬の創製

○高原 理行 1, 森 寿 1, 和田 亮吾 2, 堀野 良和 2, 石本 
哲也 1, 吉田 知之 1, 水口 峰之 1,3, 帯田 孝之 3, 合田 浩
明 4, 広野 修一 5, 豊岡 尚樹 1,2（1富山大院生命融合 , 
2富山大院理工 , 3富山大院医薬 , 4昭和大薬 , 5北里大
薬）



– 136 –

化
学
系
薬
学

27PA-am045	 薬用植物スクリーニングプロジェクトについて（そ
の１）	―薬用植物エキスライブラリーのエンドトキ
シン測定について―
○河上 仁美 1, 米山 達朗 1, 烏干格日 1, 渕野 裕之 1, 川
原 信夫 1（1医薬健栄研薬植セ）

27PA-am046	 薬用植物スクリーニングプロジェクトについて（そ
の２）	―ライブラリーエキスの生物活性およびLC/
MS情報の付加―
○米山 達朗 1, 河上 仁美 1, 渕野 裕之 1, 川原 信夫 1

（1医薬健栄研薬植セ）
27PA-am047	 生薬チモ由来新規ノルリグナンの抗腫瘍活性

○宮本 智文 1, 矢崎 亮 1, 渡 公佑 1（1九大院薬）
27PA-am048	 7,8- シス -14- エピ -2-(3- ヒドロキシプロピル )-1 α ,25-

ジヒドロキシ -19- ノルビタミンD3の合成
澤田 大介 1, ○川越 文裕 1, 落合 鋭士 2, 竹内 明子 2, 角
田 真二 2, 上村 みどり 2, 橘高 敦史 1（1帝京大薬 , 2帝
人ファーマ生医総研）

27PA-am049	 沖縄県自生植物芭蕉（バショウ、Musa	basjoo）の
葉身抽出物のがん細胞増殖抑制効果
○松本 晴年 1,2,4, 木村 和哲 1,2,3, 酒々井 眞澄 4（1名市
大病院薬 , 2名市大院医 , 3名市大院薬 , 4名市大院医
分子毒性）

27PA-am050	 有毒ラン藻由来のFVIIa-sTF阻害剤に関する研究	(2)
Andrea R. J. ANAS1, 森 茜 1, 刀根 実音華 1, 成瀬 知
明紀 1, 中島 杏奈 1, 高谷 芳明 1, 明壁 博彦 1, ○原田 健
一 1,2（1名城大薬 , 2名城大院総術）

27PA-am051	 抗インフルエンザウイルス活性を有する	mumefural	
誘導体の構造活性相関研究
○加藤 裕也 1, 横田 智洋 2, Nongluk 
SRIWILAIJAROEN3, 横江 弘雅 2, 鈴木 康夫 4, 常
盤 広明 1,5, 津吹 政可 2（1立教大院理 , 2星薬大 , 
3Thammasat Univ., 4中部大生命健康科学 , 5立教大未
来分子研究セ）

27PA-am052	 抗腫瘍活性を有するパビンアルカロイドの合成、構
造活性相関研究ならびに作用機序の解明
○三浦 悠太 1, 鈴木 結貴 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）

27PA-am053S	標的分子との結合モデルに基づく抗マラリア物質	
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）

27PA-am054	 アゾキシ天然物 Jietacin のバイオイソスターを考慮
した類縁体の合成
○菅原 章公 1,2, 久保 雅彦 2, 廣瀬 友靖 1,2, 矢作 恭一 2, 
Claudia WELZ3, Cristina MERTENS3, Johannes 
KOBBERLING3, 中島 琢自 1,2, 高橋 洋子 1,2, 大村 智 1, 
砂塚 敏明 1,2（1北里大生命研 , 2北里大院感染制御 , 
3Bayer Animal Health GmbH）

27PA-am055	 (24S )-2 α -[2-( テトラゾール -2- イル ) エチル ]-1
α ,24,25- トリヒドロキシビタミンD3の合成
○高野 真史 1, 安田 佳織 2, 真野 寛生 2, 遠山 枝李 2, 榊 
利之 2, 橘高 敦史 1（1帝京大薬 , 2富山県大工）

27PA-am056	 クロロゲン酸の原発性滲出性悪性リンパ腫に対する
抗腫瘍効果の検討
○刈谷 龍昇 1, Ployploen PHIKULSOD1, 川口 梓 1, 
Jutatip PANAAMPON1, Alam MD1, 岡田 誠治 1

（1熊本大学エイズ学研究センター）
27PA-am057	 β位にピロール環類が置換したアクリル酸誘導体に

よる抗腫瘍活性の解析
○波多江 典之 1, 萬 弘平 2, 酒井 陽子 2, 岡田 知晃 1, 吉
松 三博 2, 吉村 昭毅 1（1北医療大薬 , 2岐阜大教育）

27PA-am058	 テアフラビン類の抗カリシウイルス活性
○大場 舞 1,2, 岡 智一郎 3, 安藤 隆幸 1,2, 荒畑 沙織 2, 
池ヶ谷 朝香 2, 高木 弘隆 3, 小郷 尚久 1,2, 小和田 和宏 2, 
川森 文彦 2, 浅井 章良 1（1静岡県大院薬 , 2静岡県環
衛研 , 3国立感染研）

27PA-am059S	タラウミジンの誘導体合成と神経栄養因子様活性
○板東 莉奈 1, 原田 研一 1, 座波 克圭 1, 久保 美和 1, 福
山 愛保 1（1徳島文理大薬）

27PA-am060	 シソ科植物由来天然物による選択的核内受容体(ROR
γ、LXR) リガンド活性の解析
○小谷 仁司1, 舟木 ひかる1, 及川 幸泉1, 岡本 紗矢香1, 
槇島 誠 2, 井上 誠 3, 渡辺 恵史 1（1武蔵野大薬 , 2日本
大医 , 3愛知学院大薬）

27PA-am061	 アリール酢酸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, 田雁 早貴 1, 吉岡 忠夫 1（1北海道薬大）

27PA-am062	 Ergosterol	Peroxide	の ATL細胞株に対する細胞死
誘導効果について
○前田 明寛 1, 甲斐 久博 1, 森下 和広 2, 松野 康二 1

（1九州保健福祉大院薬 , 2宮崎大医）
27PA-am063	 小腸上皮様細胞 (Caco-2) におけるフラボノイド類透

過性の分析
○三原 義広 1, 高梨 香織 1, 伊藤 慎二 1（1北海道薬大）

27PA-am064	 土壌糸状菌の産生するTLRシグナル伝達阻害物質の
探索および作用メカニズムに関する研究
○江藤 忠洋 1, 柏村 杏里 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）

27PA-am065	 過酸化水素による細胞傷害に対するシラカバ樹液の
防御効果の検討　その２
○佐藤 綾香 1, 白井 壮弥 1, 中尾 凱 1, 三原 義広 1, 伊藤 
慎二 1, 高梨 香織 1（1北海道薬大）

27PA-am066	 抗マラリア薬Artesunate 類による破骨細胞傷害作用
機構の解析
○古川 沙織 1, 丹羽 悠菜 2, 柳瀬 亜美 2, 中川 大 1（1中
部大応用生物 , 2中部大院応用生物学研究科）

27PA-am067	 過酸化水素による細胞傷害に対するシラカバ樹液の
防御効果の検討　その１
○白井 壮弥 1, 佐藤 綾香 1, 大石 悠斗 1, 三原 義広 1, 伊
藤 慎二 1, 高梨 香織 1（1北海道薬大）

27PA-am068S	アセトゲニンチオフェン誘導体の水溶性アナログの
合成研究
小島 直人 1, ○崔 秀リ 1, 松本 卓也 1, 岩﨑 宏樹 1, 山下 
正行 1（1京都薬大）

27PA-am069S	アセトゲニン誘導体の複素環連結部位にメチレンア
ミンを導入することによる生物活性への影響
○松本 卓也 1, 小島 直人 1, 岩﨑 宏樹 1, 山下 正行 1

（1京都薬大）
27PA-am070	 チオール基あるいはチオアミド基をもつ環状含硫N-

ニトロソ化合物の合成と一酸化窒素移動能
○木根 菜摘 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-am071	 リンカーを伸長したイミダゾール群を導入したアク
リジン類の合成と	DNA	結合能への影響
○原田 和也 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-am072	 含窒素置換基を有する 8置換 6-chromanol 類の合成
とラジカル消去活性の評価
○岡山 祐大 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-am073	 新規 HIV-1	逆転写酵素RNase	H 活性阻害剤の合成
及び構造活性相関
○鈴木 港貴 1, 小向 勇士 1, 米田 友貴 1, 根矢 三郎 1, 星
野 忠次 1（1千葉大院薬）

27PA-am074S	選択的α -L-rhamnosidase 阻害剤のデザイン戦略：
L-DMDP	cyclic	isothioureas の合成と構造最適化
○星野 雅子 1, 加藤 敦 1, 宮脇 章太 1, 広上 由季 1, 木南 
今日子 1, 友原 啓介 1, 宮本 大樹 2, 足立 伊佐雄 1, 豊岡 
尚樹 2（1富山大病院薬 , 2富山大院理工）

27PA-am075S	ハロゲン修飾されたアスピリン誘導体の膜傷害作用
○橋本 千聡 1, 谷田 滉季 1, 山川 直樹 1（1就実大薬）

27PA-am076	 Luciferase 酵素阻害を示す新規化合物の構造とその
阻害活性
○中込 まどか 1, 藤巻 信子 1, 伊藤 愛 2, 清水 和美 3

（1乙卯研 , 2昭和薬大 , 3早稲田大教育総合科学）
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27PA-am077	 新規 B型肝炎治療薬創製に向けたRO4948191 の構造
活性相関研究
○林 恭平 1, 高橋 伸明 1, 中川 雄介 1, 戸口 真理子 2, 佐
藤 裕美 2, 古谷 裕 2, 小嶋 聡一 2, 掛谷 秀昭 1（1京大院
薬 , 2理研 CLST）

27PA-am078	 新規 SERD化合物の探索：カルボラン含有ERリガ
ンドによるERダウンレギュレーション
○皆瀨 麻子 1, 吉見 友弘 1, 太田 公規 1, 遠藤 泰之 1

（1東北医薬大）
27PA-am079	 Notch シグナル阻害作用を有する光学活性スピロ化

合物の合成研究
荒井 緑 1, ○岡野 美優 1, 荒井 孝義 2, 石橋 正己 1（1千
葉大院薬 , 2千葉大院理）

27PA-am080	 TRAIL 耐性克服作用を有する天然物 furigocandin	
B 誘導体の合成
荒井 緑 1, ○増田 彩花 1, 石橋 正己 1（1千葉大院薬）

27PA-am081	 インドメタシンのCOX2 高選択的化
池田 朱里 1, ○井上 義揮 1, 樽井 敦 1, 佐藤 和之 1, 安藤 
章 1, 表 雅章 1（1摂南大薬）

27PA-am082	 がん微小環境標的ビグアニド誘導体の創薬研究
○境 崇行 1, 小池 晃太 1, 三木 彩路 1, 横尾 沙季 1, 平山 
祐 1, 奥田 健介 2, 永澤 秀子 1（1岐阜薬大 , 2神戸薬大）

27PA-am083	 含フッ素 benzoxazole 類の金属錯体の合成と抗菌活
性の評価について
○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）

27PA-am084	 マトリン型アルカロイドの構造活性相関	Part	
28;	ジアステレオマー法による 3-(p-fluorophenyl)
piperidine 誘導体の光学分割及び抗侵害作用と受容
体選択性
○富田 祐馬 1, 寺本 寛明 1, 美濃又 大空 1, 佐々木 秀 1, 
山内 貴靖 1, 東山 公男 1（1星薬大）

27PA-am085	 2-Aminomethylenebenzofuranone	誘導体の合成及
び生物活性における構造活性相関
○坂詰 つかさ 1, 笠原 郁美 1, 高尾 浩一 1, 杉田 義昭 1

（1城西大薬）
27PA-am086	 機能性 siRNAキャリアとしてのMAP(Aib)-cRGD

複合体の構造活性相関研究
○和田 俊一 1, 武貞 安納 1, 長村 友里恵 1, 林 淳祐 1, 浦
田 秀仁 1（1大阪薬大）

27PA-am087	 デストラキシン誘導体の合成を基盤とした活性評価
と三次元構造解析
吉田 将人 1, ○今野 源 1, 石田 恵崇 1, 佐藤 寛 1,2, 村瀬 
隼人 3, 中川 大 3, 土井 隆行 1（1東北大院薬 , 2田辺三
菱製薬 , 3中部大院応用生物）

27PA-am088S	親油性安定型アスコルビン酸誘導体の抗アレルギー
作用と構造活性相関
○三浦 香織 1, 松野 弘明 1, 青田 湧介 1, 伊東 秀之 2, 田
井 章博 1（1県広島大生命環境 , 2岡山県大保健福祉）

27PA-am089	 ベンズアニリドを骨格に持つ新規芳香族炭化水素受
容体リガンドの創製
○岩下 涼平 1, 藤井 晋也 1,2, 湯浅 磨里 1, 河内 恵美子 1, 
影近 弘之 1（1医科歯科大　生材研 , 2東大院薬　分生
研）

27PA-am090	 去勢抵抗性前立腺がんに有効なフラボノイド誘導体
の創出研究
○斎藤 洋平 1, 溝上 敦 1, 泉 浩二 1, 武澤 雄太 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）

27PA-am091	 植物に対し重力屈性阻害作用を示すジエンカルボン
酸の構造活性相関研究
○河本 ひとみ 1, 孫 軍 1, 牧川 早希 2, 岩田 隆幸 3, 松本 
健司 3,4, 狩野 有宏 3, 和佐野 直也 5, 藤井 義晴 5, 新藤 
充 3（1九大院総理工 , 2九大工学 , 3九大先導研 , 4現・
徳島文理大薬 , 5東農工大院農）

27PA-am092	 Endomorphin-2 類似体の合成と受容体結合活性の検討
松下 航大 1, 西村 拓也 1, 小川 崇 1, 日高 興士 1,2, 北條 
恵子 1,2, ○津田 裕子 1,2（1神戸学院大薬 , 2神戸学院大
LSC）

27PA-am093	 胃がん細胞障害活性を指向とした化合物のコンビナ
トリアル合成
鰐渕 清史 1, ○間瀬 文音 1, 下村 裕史 2, 高橋 孝志 1

（1横浜薬大 , 2尚絅大）
27PA-am094	 神経幹細胞をニューロンへ高選択的に分化誘導する

分子内にヘテロ原子をもつ新規ビタミンK誘導体の
合成
木村 キミト 1, 廣田 佳久 1, ○須原 義智 1（1芝浦工大）

27PA-am095	 三環系化合物の合成及び生物活性における構造活性
相関
○矢城 歩 1, 久保田 夕香 1, 佐藤 晴香 1, 広瀬 まりあ 1, 
高尾 浩一 1, 杉田 義昭 1（1城西大薬）

27PA-am096	 けい皮酸エステル誘導体の合成及び生物活性におけ
る構造活生相関
○竹林 亜弥 1, 高尾 浩一 1, 杉田 義昭 1（1城西大薬）

27PA-am097	 Dihydrobenzofuran 骨格をもつ新規抗酸化剤の合成
とラジカル捕捉作用
○南 博方 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-am098	 タイ天然薬物Melodorum	fruticosum由来NO産生
抑制活性Butenolide	類の合成およびその活性評価
○田邉 元三 1, 森川 敏生 2, 福田 梨沙 1, 福田 友紀 1, 萬
瀬 貴昭 2, 二宮 清文 2, 松本 朋子 3, 眞野 みのり 3, 松田 
久司 3, 村岡 修 1,2（1近畿大薬 , 2近畿大薬総研 , 3京都
薬大）

27PA-am099	 Chemical	constituents	derive	from	Artocarpus	
xanthocarpus	and	their	anti-melanogenesis	
mechanism	investigation
○柯 宏慧 1, 金 語菁 1, 陳 益昇 1（1高雄醫科大 - 高雄
醫學大學香粧品學系）

27PA-am100	 ペンタフルオロスルファニル基を有するレチノイド
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）

27PA-am101	 Epox/5-Br-Indirubin は epoxide	hydrolase を不可
逆的に阻害する
○市丸 嘉 1, 笠井 千優 1, 藤井 矯 1, 齋藤 弘明 1, 内山 
武人 1, 飯島 洋 1, 宮入 伸一 1（1日本大薬）

27PA-am102S	新規易溶解型 indirubin 誘導体：単離と生物活性
○藤井 矯 1, 市丸 嘉 1, 齋藤 弘明 1, 内山 武人 1, 宮入 
伸一 1（1日本大薬）

27PA-am103S	刺激応答性リンカーを有するチオール応答性蛍光プ
ローブの創製
○蜂須賀 ナナ 1, 佐々木 昭郎 1, 庄司 満 1, 須貝 威 1, 花
屋 賢悟 1（1慶應大薬）

27PA-am104	 細胞膜透過性ペプチドの細胞内移行に影響する要因
について
深澤 美景 1, 深畑 早紀 1, ○安保 明博 1（1東北医薬大）
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3月 25日（土）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

分子集合体
25PB-am001	 フルオレセイン型色素包接デンドリマー交互累積膜

の調製とイオン強度の影響
○小野 雅貴 1, 高橋 成周 1, 細井 麻美子 1, 鈴木 巌 1

（1高崎健康福祉大薬）
25PB-am002	 カリウムイオン蛍光センサーとしてのピレン修飾	α

- シクロデキストリン－ベンゾクラウンエーテル包接
化合物におけるアルキル鎖長の効果
○鈴木 巌 1, 田島 愛里 1, 戸部 辰哉 1, 今長谷 陽菜 1

（1高崎健康福祉大薬）
25PB-am003	 コール酸類との包接複合体形成に基づく

Cyclomaltononaose（δ -CD）生成率の改善
○郡司 美穂子1, 西岡 夏生1, 小高 玄渡1, 渡邉 茉莉子1, 
遠藤 朋宏 2, 古石 誉之 1, 福澤 薫 1, 米持 悦生 1（1星薬
大 , 2東京薬大薬）

25PB-am004	 長波長光での光触媒分解を目指した希土類ナノ結晶
の開発
○礒部 陽佑 1, 川島 祥 1, 梅田 翔太 1, 吉岡 英斗 1, 宮部 
豪人 1, 甲谷 繁 1（1兵庫医療大薬）

25PB-am005	 汚染物質の光触媒分解を目指した疎水性mSiO2-
TiO2 の開発
○池内 翔一 1, 川島 祥 1, 岡澤 志紀 1, 山崎 彩加 1, 柳川 
知由喜 1, 宮部 豪人 1, 甲谷 繁 1（1兵庫医療大薬）

25PB-am006	 レシチン／ポリグリセリン脂肪酸エステル／オイル
系で形成されるレシチン逆紐状ミセル
○橋崎 要 1, 津坂 仁実 1, 谷古宇 修平 1, 藤井 まき子 1

（1日本大薬）
25PB-am007S	架橋部にポリロタキサン構造を有するフェニルボロ

ン酸修飾ゲルの調製と糖応答性の評価
○小島 裕 1, 江川 祐哉 1, 三木 涼太郎 1, 関 俊暢 1（1城
西大薬）

25PB-am008S	ポリボロン酸とポリビニルアルコールを組み合わせ
たヒドロゲルの調製と糖応答性挙動の評価
○武井 千弥 1, 江川 祐哉 1, 三木 涼太郎 1, 関 俊暢 1

（1城西大薬）

製剤学・医薬品
25PB-am009	 カテコールアミン含有医薬品のアルカリ性条件にお

ける分解反応の解析
○安田 誠 1, 中島 菜月 1, 永村 尚吾 1, 重谷 英寿 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）

25PB-am010	 抗酸化性薬物によるヒドロキソコバラミンの酸化還
元反応の特異性
○寳 彩香 1, 小林 拳志郎 1, 島田 洋輔 1, 後藤 了 1（1東
京理大薬）

25PB-am011	 タンパク性医薬品の多孔性マイクロ粒子への導入と
その安定性に関する研究２
○平野 裕之 1, 村井 千尋 1, 松尾 望 1, 村上 祐香 1, 金井 
愛佳 1（1神戸学院大・薬）

25PB-am012	 SGLT2 阻害薬のX線結晶構造解析
○松原 康輝 1, 古田 秀明 1, 太田 清志 2, 植草 秀裕 2, 伊
藤 雅隆 1, 菅野 清彦 1, 寺田 勝英 3, 野口 修治 1（1東邦
大薬 , 2東工大 , 3高崎健康福祉大薬）

25PB-am013	 固体ＮＭＲでみるロキソプロフェン製剤の経時変化
○都出 千里 1, 尾上 雅英 2, 中野 博明 3, 竹内 敦子 1

（1神戸薬大 , 2北野病院薬 , 3兵庫医療大学）

25PB-am014	 ベンズブロマロンとイソニコチンアミドの分子複合
体化の検討
○浜口 慧太朗1, 古石 誉之1, 郡司 美穂子1, 遠藤 朋宏2, 
福澤 薫 1, 長瀬 弘昌 1, 米持 悦生 1（1星薬大 , 2東京薬
大薬）

25PB-am015	 アミノ酸エステル類をカウンターイオンに用いた塩 ･
結晶化スクリーニング
○小林 克弘 1, 上田 保志 1, 山脇 宏之 2, 瀬田 康生 3, 大
原 求 1（1第一三共 分析評価研究所 , 2第一三共 RD
ノバーレ 分析研究部 , 3東京薬大薬）

25PB-am016	 セルロース誘導体と難溶解性薬物分子とのin	silico 	
相互作用解析
○早川 大地 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am017	 白色ワセリンに関する調査と製品間におけるレオロ
ジー特性の違い及びデキサメタゾンプロピオン酸エ
ステル軟膏剤の保存の変化
○山下 優太 1, 阿部 真也 2, 佐野 智也 2, 吉町 昌子 2, 北
河 修治 3, 後藤 輝明 2（1ツルハフレスポ若葉台店 , 
2ツルハ調剤運営本部 , 3神戸薬科大学）

25PB-am018	 低波数ラマン分光法を用いたシクロデキストリン包
接複合体の分析
○井上 元基 1, 落合 陸夫 1, 久田 浩史 1, 小出 達夫 2, 深
水 啓朗 1（1明治薬大 , 2国立衛研）

25PB-am019	 未開封状態での測定による経皮吸収型製剤中の薬物
の結晶性評価
○宮崎 玉樹 1, 阿曽 幸男 1, 合田 幸広 1（1国立衛研）

量子化学・計算機科学
25PB-am020	 アルキル基の異なるバニロイドの安定構造の検討

○田村 陽介 1, 田中 薫 2（1杏林大院保 , 2杏林大保）
25PB-am021	 ノニバミドの安定な配座異性体とその成因

○田中 薫 1, 田村 陽介 2（1杏林大学保健学部 , 2杏林
大学大学院保健学研究科）

25PB-am022	 FMO法によるフラグメント結合エネルギーを用いた
CDK2 阻害剤の定量的構造活性相関
○吉田 智喜 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am023	 コンピュータリガンドドッキングと分子動力学シ
ミュレーションによるHexosaminidase	A―リガン
ド複合体の相互作用解析
○中込 泉 1, 加藤 敦 2, 山乙 教之 1, 足立 伊左雄 2, 広野 
修一 1（1北里大薬 , 2富山大病院薬）

25PB-am024	 フラグメント分子軌道法を用いたインシリコ創薬基
盤技術の開発
○福澤 薫 1（1星薬大）

25PB-am025	 ドッキングポーズの選別を分子動力学シミュレー
ションによって行うことは可能か
○小田 彰史 1,2,3, 福吉 修一 3, 栗本 英治 1（1名城大薬 , 
2阪大蛋白研 , 3金沢大院医薬保）

25PB-am026	 HER2 及びHER1 受容体細胞外ドメインの動的挙動
の比較　－	粗視化Elastic	Network	Model の基準振
動解析	－
○野島 浩幸 1, 山本 ありさ 1, 寺師 玄記 1, 竹田 - 志鷹 
真由子 1, 松原 肇 1（1北里大薬）

25PB-am027	 分子ドッキングと分子動力学計算による薬剤性過敏
症症候群の原因薬剤とHLAの相互作用解析
○渡邉 友里江 1, 日下部 吉男 2, 楯 直子 2, 合田 浩明 1

（1昭和大薬 , 2帝京大薬）
25PB-am028	 抗マラリア化合物の開発をめざしたフラグメント分

子軌道法による SERCAとThapsigargin の分子間
相互作用解析
○石川 岳志 1, 水田 賢志 1, 金子 修 2, 矢幡 一英 2（1長
崎大院・医歯薬 , 2長崎大・熱帯医学研究所）

物　理　系　薬　学
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25PB-am029	 バーチャルスクリーニング法により得られた化合物
の結合様式の妥当性の評価
○難波 佑輔 1, 中村 真也 1, 木下 誉富 2, 仲西 功 1（1近
畿大薬 , 2大阪府大院理）

25PB-am030	 分子軌道法を用いたモノアミン酸化酵素の反応機構
の検討
○美藤 花奈 1, 北村 千浪 1, 前原 昭次 1, 秦 季之 1（1福
山大薬）

25PB-am031	 クラス	D　β－ラクタマーゼによる基質脱アシル化
反応に関する	研究
○畑 晶之 1, 山本 成美 1, 天本 領一 1（1松山大薬）

25PB-am032	 リン酸触媒による環状NGRペプチド脱アミド化の計
算化学的検討
○桐越 亮太 1, 櫻井 悠 1, 真鍋 法義 1, 高橋 央宜 1（1東
北医薬大薬）

25PB-am033	 最適内挿近似理論とLASSO回帰に基づく新しい 2D	
NMRスペクトルの再構成法の検討
今泉 早耶香 1, ○中楯 奨 1, 木田 雄一 1（1奥羽大薬）

25PB-am034	 新規キマーゼ阻害剤の開発を目的とした 3D	
pharmacophore-based	virtual	screening
○小澤 新一郎 1, 石田 祥一 1, 羽深 真帆 1, 広野 修一 1

（1北里大薬）
25PB-am035	 タンパク質構造の結晶依存性が消失するのに必要な

分子動力学シミュレーションの計算時間
○斉 非 1, 米田 友貴 1, 根矢 三郎 1, 星野 忠次 1（1千葉
大院薬）

25PB-am036S	アミノ酸残基―サブサイトデータベースを用いた新
規PPI 界面予測手法の開発
○市村 博信 1, 山乙 教之 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am037S	イン・シリコ　フラグメントマッピング法を用いた
新規PAD4 阻害剤の探索
○片村 百々奈 1, 中込 泉 1, 山乙 教之 1, 広野 修一 1

（1北里大薬）
25PB-am038S	フラグメントマッピング法を用いたリガンドの結合

様式予測法の開発
○杉山 耀司 1, 山乙 教之 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am039	 イン・シリコ	フラグメントマッピングに基づく
Rac1 の新規 PPI 阻害剤の同定
○北村 祐万 1, 小澤 新一郎 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am040	 タンパク質複合体構造の計算予測
○瞿 良 1, 米田 友貴 1, 根矢 三郎 1, 星野 忠次 1（1千葉
大院薬）

25PB-am041	 FBDDにおけるフラグメント・リンキングのための
新規フラグメントのイン・シリコ同定
○山乙 教之 1, 広野 修一 1（1北里大薬）

25PB-am042	 リン酸触媒によるスクシンイミド中間体を経由しな
いアスパラギン酸残基のラセミ化反応機構
○仲吉 朝希 1, 福吉 修一 1, 高橋 央宜 2, 小田 彰史 1,3,4

（1金沢大院医薬保 , 2東北医薬大 , 3名城大薬 , 4阪大
蛋白研）

25PB-am043	 インフルエンザウイルスエンドヌクレアーゼ活性阻
害化合物の合成と結合構造解析
○北原 真理子 1, 小向 勇士 1, 額賀 路嘉 2, 米田 友貴 1, 
根矢 三郎 1, 星野 忠次 1（1千葉大院薬 , 2城西国際大薬）

25PB-am044	 アスパラギン酸残基のラセミ化反応における計算化
学的研究
○福吉 修一 1, 仲吉 朝希 1, 高橋 央宜 2, 小田 彰史 1,3,4

（1金沢大院医薬保 , 2東北医薬大 , 3名城大薬 , 4阪大
蛋白研）

25PB-am045S	ドッキング構造の機械学習を用いた高精度なバー
チャルスクリーニング手法の開発
○安尾 信明 1, 関嶋 政和 1,2（1東工大情工 , 2東工大ス
マート創薬研）

25PB-am046S	機械学習を用いた化合物合成経路の予測
渡辺 敬介 1, 安尾 信明 2, ○新井 直樹 2, 関嶋 政和 2,3

（1東工大情工, 2東工大情工, 3東工大スマート創薬研）

25PB-am047	 DDSキャリアPLGAの分解生成物はタンパク質製剤
の脱アミド化を触媒し薬効に影響を与えうる
○真鍋 法義 1, 相澤 悠太郎 1, 桐越 亮太 1, 高橋 央宜 1

（1東北医薬大）

3月 25日（土）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

生体膜・人工モデル膜
25PB-pm001S	アルギニンペプチドのグリコサミノグリカン糖鎖を

介した細胞膜透過機構に関する物理化学的解析
○灘井 亮 1, 原矢 佑樹 2, 西辻 和親 3, 内村 健治 4, 加藤 
くみ子 2, 重永 章 5, 川上 徹 6, 大高 章 5, 北條 裕信 6, 坂
下 直実 3, 斎藤 博幸 1（1京都薬大 , 2国立衛研・薬品部 , 
3徳島大院・医歯薬学研究部（医学系）, 4名大院・医・
分子生物学 , 5徳島大院・医歯薬学研究部（薬学系）, 
6大阪大・蛋白研）

25PB-pm002	 膜貫通 3-helix	bundle 形成の１分子FRET測定
○矢野 義明 1, 渡邊 由宇太 1, 松崎 勝巳 1（1京大院薬）

25PB-pm003	 正電荷リポソームによるマスト細胞活性化抑制機構
の解明
○伊納 義和 1, 田所 哲 2, 平嶋 尚英 3, 中西 守 1, 古野 
忠秀 1（1愛知学院大薬 , 2帝京大薬 , 3名市大院薬）

25PB-pm004S	GUV	liposome と細胞の集合体形成における分子間
相互作用と接着形態の解析
○真野 安由美 1, 奥田 梨花 1, 鈴木 亮 1, 平嶋 尚英 1

（1名市大院薬）
25PB-pm005	 リポソーム膜の脂質過酸化におけるFe2+を含むいく

つかの酸化剤の作用機構の違い
竹安 結花子 1, 高城 徳子 1, 土田 和徳 1, ○安西 和紀 1

（1日本薬大）
25PB-pm006S	Iowa 変異型アポA-I のアミロイド形成に及ぼす脂質

組成の影響
○水口 智晴 1,2, 三河 志穂 1,2, 馬場 照彦 3, 奥平 桂一郎 2, 
斎藤 博幸 1（1京都薬大 , 2徳大院薬 , 3産総研）

25PB-pm007S	真正細菌Rubrobacter	xylanophilus	DSM	9941T 由
来の系統的に特有で極めて熱に安定な光駆動プロト
ンポンプ
○金原 加苗 1, 吉澤 晋 2, 塚本 卓 1, 須藤 雄気 1（1岡山
大薬 , 2東京大大気海洋研）

25PB-pm008	 14-extended-A2	retinal	を内包した人工光受容分子
の機能的 , 分光学的解析
○金子 明正 1, 高山 理穂 1, 塚本 卓 1,2, 沖津 貴志 3, 和
田 昭盛 3, 水谷 泰久 4, 須藤 雄気 1,2（1岡山大薬 , 2岡
山大院医歯薬 , 3神戸薬大 , 4阪大院理）

生体物質の構造・物性・反応
25PB-pm009S	染色体接着を阻害するPCNA変異体の構造解析

○鈴木 麻里子 1, 原 幸大 1, 東 寅彦 2, 升方 久夫 3, 高橋 
達郎 4, 橋本 博 1（1静岡県大薬 , 2The Francis Crick 
Institute, 3大阪大理 , 4九州大理）

25PB-pm010S	紫外線高感受性症候群責任因子UVSSA	VHS ドメイ
ンの構造解析
○橋本 優子 1, 松尾 和香 1, 原 幸大 1, 菱木 麻美 1, 石川 
吉伸 1, 郭 朝万 2, 中沢 由華 2, 唐田 清伸 2, 荻 朋男 2, 橋
本 博 1（1静岡県大薬 , 2名大環医研）

25PB-pm011S	オリゴペプチド結合タンパク質OppAの X線結晶構
造解析
○亀井 七海 1, 横山 英志 1,2, 小西 佳史郎 1, 原 幸大 1, 
石川 吉伸 1, 松井 郁夫 3, Patrick FORTERRE4, 橋本 
博 1（1静岡県大薬 , 2東京理大薬 , 3産総研バイオメディ
カル , 4IGM Univ Paris-Sud）

25PB-pm012	 NMRを用いたロンボイドプロテアーゼの生物物理学
的解析
○畠山 彩由子 1, 坂倉 正義 1, 太田 修平 1, 藤井 萌 1, 高
橋 栄夫 1（1横市大院生命医科学）
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25PB-pm013	 NMRを用いたヒト膜タンパク質FLAPの物理化学
的性状解析
○森 雅樹 1, 坂倉 正義 1, 鈴木 里佳 1, 伏見 威俊 1, 高橋 
栄夫 1（1横市大院生命医科学）

25PB-pm014	 酵母輸送タンパク質Emp46p/47p コイルドコイルド
メインの pH依存的複合体形成における機能セグメ
ントの抽出
○加藤 紘一 1, 池畑 美帆 1, 小田 彰文 1,2, 栗本 英治 1

（1名城大薬 , 2阪大蛋白研）
25PB-pm015	 FANCMとの相互作用様式に着目したヒトRNase	

H1 の構造・機能解析
○清水 沙紀 1, 合田 名都子 1, 山上 健 2, 石野 園子 2, 石
野 良純 2, 重光 佳基 1, 小林 直宏 4, 兒玉 哲也 1, 廣明 
秀一 1,3（1名大院創薬 , 2九大院農 , 3名大院理構造セ , 
4阪大蛋白研）

25PB-pm016S	糖非発酵グラム陰性細菌由来ペプチド分解酵素の結
晶構造解析
○六本木 沙織 1, 館岡 千佳 1, 鈴木 義之 3, 伊藤 康広 3, 
藤本 真友 1, 森澤 さおり 1, 飯塚 一平 1, 櫛引 千里 1, 米
澤 夏里 1, 髙橋 聖人 1, 小笠原 渉 3, 田中 信忠 2, 阪本 
泰光 1, 野中 孝昌 1（1岩手医大薬 , 2昭和大薬 , 3長岡
技大生物）

25PB-pm017	 鶏卵白リゾチームにおけるアミロイド形成に対する
pHとイオン強度の影響
阪口 知代 1, 和田 崇 1, 南 賀子 1, 島田 洋輔 1, ○後藤 
了 1（1東京理大薬）

25PB-pm018	 アクチン骨格制御分子LIMキナーゼ 2の PDZドメ
インのNMR解析
○堀 公法 1, 天野 剛志 1, 重光 佳基 1, 天野 ( 合田 ) 名都
子 1, 野田 翔太 1, 廣明 秀一 1,2（1名大院・創薬 , 2名大
院・理・構造セ）

25PB-pm019	 アセタブラリアロドプシン II の細胞内膜貫通領域に
存在するD92 および C218 残基間の相互作用の役割
○田母神 淳 1, 菊川 峰志 2, 大川 啓介 1, 大沢 登 3,4, 伊
達 公平 1, 奈良 敏文 1, 出村 誠 2, 染谷 友美 3,4, 白水 美
香子 3,4, 横山 茂之 3,5, 宮内 正二 6, 下野 和実 6, 加茂 直
樹 2（1松山大薬 , 2北大生命科学院 , 3理研 SSBC, 4理
研 CLST, 5理研横山構造生物 , 6東邦大薬）

25PB-pm020S	ファルネシル基結合型ガレクチン－１のクラスター
形成メカニズムの解明
○丹羽 祐介 1, 山口 知美 1, 中林 孝和 1, 平松 弘嗣 2

（1東北大院薬 , 2国立交通大）
25PB-pm021	 好熱性放線菌	Streptomyces	thermoviolaceus 	OPC-

520 株由来糖結合タンパク質BxlE の糖結合機構の解明
西岡 紗和子 1, 松本 京之助 1, ○尹 康子 1, 宮本 勝城 1, 
辻坊 裕 1, 友尾 幸司 1（1大阪薬大）

25PB-pm022	 転写因子 Sp1 の核輸送蛋白質相互作用におけるDNA
の影響
桑原 淳 1, 片山 実佳 1, 上床 知佐奈 1, ○三ツ井 里奈 1, 
湊 菜月子 1, 西岡 知花 1, 谷本 剛 1（1同志社女大薬）

25PB-pm023	 神経細胞とマスト細胞の接着力と相互作用の解析
○古野 忠秀 1, 飯野 敬矩 2, 萩山 満 3, 細川 陽一郎 2, 伊
藤 彰彦 3（1愛知学院大・薬 , 2奈良先端科技大院・物
質創成 , 3近大・医）

25PB-pm024	 CD を用いたα -Parvin の動的構造解析
○日下部 吉男 1, 矢口 良貴 1, 楯 直子 1（1帝京大薬）

イメージング
25PB-pm025	 脂質過酸化反応による肝障害制御機構の解明

多田 有佐 1, ○松岡 悠太 1, 山田 健一 1,2（1九大院薬 , 
2JST さきがけ）

25PB-pm026S	膵島内アミリンを標的とした生体蛍光イメージング
プローブに関する基礎的検討
○三木 祐典 1, 渡邊 裕之 1, 吉村 優志 1, 小野 正博 1, 佐
治 英郎 1（1京大薬院）

25PB-pm027	 ペリレン－ポリアミン複合体をベースとした蛍光
DNAセンサーにおける誘導体化とその物性および蛍
光特性変化
○塚本 効司 1, 前田 初男 1（1兵庫医療大薬）

25PB-pm028	 白金ポルフィリンを用いた光学的経皮酸素濃度測定
○粟田 美紀 1, 安川 圭司 1, 田畠 健治 1（1第一薬大）

25PB-pm029	 レドックス応答型プローブ・HPLC蛍光検出系を用
いた細胞内レドックスバランスの評価手法の開発
○三倉 唯 1, 松岡 悠太 1, 山田 健一 1,2（1九大院薬 , 
2JST さきがけ）

機能性生体分子
25PB-pm030S	抗体医薬品の精製を目指した温度応答性アフィニ

ティークロマトグラフィーの検討
○池田 幸司 1, 秋丸 倫子 1, 蛭田 勇樹 1, 金澤 秀子 1

（1慶應大薬）
25PB-pm031S	温度応答性クロマトグラフィーを用いたタンパク精

製、細胞分離への応用
○永田 勇貴 1, 大阿久 絢加 1, 蛭田 勇樹 1, 秋元 文 2, 長
瀬 健一 3, 金澤 秀子 1（1慶應大院薬 , 2東大院工 , 3東
女医大先端生命研）

25PB-pm032	 重水素 (D2) の簡便な発生方法とその抗酸化活性能
○小林 茂樹 1, 鮫島 圭一郎 1, 神林 万里奈 1, 千葉 一良 1

（1昭和薬大）
25PB-pm033	 和歌山県産山椒果皮由来成分におけるアルツハイ

マー型認知症関連タンパク質 tau の凝集阻害効果に
ついて
○友尾 幸司 1, 澤田 怜 1, 田宮 祥恵 1, 二神 康介 1, 山田 
剛司 1, 箕浦 克彦 1, 尹 康子 1, 中村 達也 2, 吾妻 正章 2, 
谷口 泰造 3（1大阪薬大 , 2ネイチャーパワー , 3姫路
獨協大薬）

25PB-pm034	 LED光照射によるシアニン系色素（Cryptocyanine
及びMerocyanine	540）の光抗菌活性
坂本 奈緒子 1, 猪口 雅彦 1, ○尾堂 順一 1（1岡山理科
大学理学部）

25PB-pm035	 コンゴ―レッドの凝集体形成制御に対する pHやイ
オン強度、誘電率の影響
○南 賀子 1, 和田 崇 1, 阪口 知代 1, 島田 洋輔 1, 後藤 
了 1（1東京理大薬）

25PB-pm036S	ApoA-I 構造特異抗体の開発に向けた抗体評価系の確立
○三河 志穂 1,2, 木村 仁 1,3, 扇田 隆司 1, 森田 いずみ 4, 
大山 浩之 4, 小林 典裕 4, 斎藤 博幸 1（1京都薬大 , 2徳
島大院薬科学教育部 , 3徳島大薬 , 4神戸薬大）

25PB-pm037	 ヒトプロテアソームα 6, α 7 サブユニットにより形
成されるリングを応用したタンパク質の集積化
○栗本 英治 1, 神藤 彩加 1, 橋本 友佳 1, 小田 彰史 1,2

（1名城大薬 , 2阪大蛋白研）

電気化学
25PB-pm038	 イオン液体固定化電極の過酸化水素応答

○高橋 成周 1, 尾崎 康嗣 1, 上條 利夫 2, 森永 隆志 2, 佐
藤 貴哉 2, 鈴木 巌 1（1高崎健康福祉大薬 , 2鶴岡高専）

25PB-pm039	 医薬品生産および物質検出を指向したビタミンD水
酸化酵素の電気化学反応系の構築
○佐々木 ひかり 1, 三重 安弘 1, 安武 義晃 1, 田村 具博 1

（1産総研）
25PB-pm040	 酸化的ROS生成考察のためのキノン複合体の電気化

学シミュレーション
○奥村 典子 1, 加藤 佳菜子 1, 元田 美佳 1, 安部はるか 
はるか 1, 新居 亜里紗 1, 宇野 文二 2（1金城学院大薬 , 
2岐阜薬大）

錯体
25PB-pm041	 水溶性非平面性ポルフィリン鉄錯体の合成

○今野 裕史 1, 武田 淳 1（1帝京大薬）
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25PB-pm042	 分子内光誘起電子移動における電子供与体と受容体
間の相互作用に対する架橋の影響に関する研究
山本 拓平 1, 戸倉 茉諭美 1, 徳久 みなみ 1, 瀬戸 邦匡 2, 
江坂 幸宏 1,2, ○宇野 文二 1,2（1岐阜薬大 , 2岐阜大院
連合創薬医療情報）

25PB-pm043	 ポルフィリンポリマーの研究 IV　Mn(III) ポルフィ
リンで修飾したクロロメチルポリスチレン樹脂の合
成とP450 モデルとしての応用
○道田 隆 1, 前田 光子 1, 興梠 昌子 1, 原 加純 1（1神戸
学院大学薬）

25PB-pm044	 発光ダイオードを用いた二量化ポルフィリン類の光
増感作用
○宗像 浩樹 1, 麻妻 里絵 1, 岡田 久嗣 1, 今井 弘康 1, 上
森 良男 1（1北陸大薬）

25PB-pm045	 βモノアザポルフィリンの pHに依存した光吸収変
化解析
○根矢 三郎 1, 星野 忠次 1, 米田 友貴 1（1千葉大院薬）

その他
25PB-pm046	 ESR を用いた一重項酸素測定法の検討

○髙城 徳子 1, 岩瀨 弘大 1, 栗原 義暢 1, 土田 和徳 1, 安
西 和紀 1（1日本薬大）

25PB-pm047	 オキシルシフェリン誘導体の解析によるホタル生物
発光の波長変化メカニズムの解明
○高倉 栄男 1, 浦野 泰照 2,3,4（1北大院薬 , 2東大院薬 , 
3東大院医 , 4AMED CREST）

25PB-pm048	 キラル阻害剤を用いた酸化チタン上での光触媒的水
素化反応
○増田 史愛 1, 堀江 麻衣 1, 川島 祥 1, 吉岡 英斗 1, 宮部 
豪人 1, 甲谷 繁 1（1兵庫医療大薬）

25PB-pm049	 水への大気圧低温プラズマ照射による活性酸素種生
成に関する基礎的検討
○土田 和徳 1, 青木 珠美 1, 小清水 里子 1, 高屋 鈴奈 1, 
高城 徳子 1, 安西 和紀 1（1日本薬大）

25PB-pm050	 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（その２）
○山内 行玄 1, 土井 直樹 2, 笹井 泰志 2, 近藤 伸一 2, 葛
谷 昌之 3（1松山大薬 , 2岐阜薬大 , 3中部学院大）

3月 26日（日）　午前
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

放射能（線）測定・防護・環境
26PA-am131	 陰膳方式による種々の放射性物質の摂取量調査

○寺田 宙 1, 飯島 育代 2, 三宅 定明 3, 太田 智子 4, 児玉 
浩子 5, 山口 一郎 1, 松本 晶 1, 欅田 尚樹 1, 杉山 英男 6

（1保健医療科学院 , 2神奈川衛研 , 3埼玉衛研 , 4日本
分析センター , 5帝京平成大健康メディカル , 6松本大
院健康科学）

26PA-am132	 アイソトープ実験施設の排気モニタによる東北地方
太平洋沖地震（Mw9.0）に先行する大気中ラドン濃
度変動の検討
○安岡 由美 1, 長濱 裕幸 2, 武藤 潤 2, 大森 康孝 3, 鈴木 
俊幸 3, 本間 好 3, 山本 文彦 4, 高橋 克彦 5, 向 高弘 1

（1神戸薬大 , 2東北大院理 , 3福島県医大 , 4東北医薬大 , 
5獨協医大）

26PA-am133	 コンパートメントモデル解析によるβ線放出核種の
簡易推定法
○藤野 秀樹 1, 上田 凌 1, 室田 航 1（1兵庫医療大薬）

26PA-am134	 塩化ラジウム（223Ra）注射液測定法への固体シンチ
レータの適用
青木 隆浩 1, 石橋 敏紀 1, ○森田 裕子 1（1慶應大薬）

26PA-am135	 放射能測定におけるジオメトリーの影響の検証
○曽我 慶介 1, 近藤 一成 1, 蜂須賀 暁子 1（1国立衛研）

放射線生物学
26PA-am136S	プリン受容体阻害薬による肺がん細胞の放射線治療

促進効果の検討
○金平 裕矢 1, 森 夏樹 1, 秋田 智后 1, 堀口 道子 1, 山下 
親正 1, 田沼 靖一 1, 小島 周二 1, 月本 光俊 1（1東京理
大薬）

26PA-am137S	肺がん細胞でのγ線照射によるEGFR核移行におけ
るアデノシン受容体の関与
○北畠 和己 1, 月本 光俊 1（1東京理大薬）

26PA-am138	 放射線により生成する活性酸素種生成量および酸化
反応量の定量的評価
松本 謙一郎 1,2, ○上野 恵美 1, 乳井 美奈子 1, 小川 幸
大 1,2, 上林 將人 1,2, 関根 絵美子 1, 中西 郁夫 1, 安西 和
紀 3, 小澤 俊彦 4（1量研機構放医研 , 2千葉大院融合 , 
3日本薬大 , 4昭和薬大）

26PA-am139S	重粒子線により生じる極めて密なヒドロキシルラジ
カルの評価と検証
○小川 幸大 1,2, 関根 ( 鈴木 ) 絵美子 1, 中西 郁夫 1, 松
本 謙一郎 1,2（1量研機構放医研 , 2千葉大院融合）

26PA-am140	 PC12 細胞の放射線に対する応答の分化レベルによる違い
○菊池 陽介 1, 近藤 裕美 1, 鈴木 美紗 1, 高松 志保 1, 中
村 祐輝 1, 小林 芳子 1, 梅田 知伸 1, 鈴木 崇彦 2, 加藤 
真介 1（1横浜薬大・放射線科学 , 2帝京大・医療技術）

3月 26日（日）　午後
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

放射性医薬品（1）
26PA-pm116	 前立腺がんに発現するGLP-1 受容体を標的とした新

規放射性ヨウ素標識プローブの開発
○近藤 直哉 1, 天滿 敬 1, 下地 佐恵香 1, 飯田 秀博 1

（1国循研セ研）
26PA-pm117S	NAD(P)H:quinone	oxidoreductase1(NQO1) 標的放

射性薬剤の開発：電子供与基の導入が親和性および
安定性に及ぼす影響の評価
○川崎 翔哉 1, 杉本 理紗 1, 佐野 紘平 1, 萩森 政頼 1, 向 
高弘 1（1神戸薬大）

26PA-pm118	 Benzyl	[18F]Fluoroacetate の one-pot 合成法の開発
○加川 信也 1,2, 水間 広 3, 矢倉 栄幸 1,4, 西井 龍一 1,5, 東 
達也 1,5, 山内 浩 1, 高橋 和弘 6, 尾上 浩隆 3, 川井 恵一 2

（1滋賀成病セ研 , 2金沢大院医薬保 , 3理研ラ技セ , 
4住重加サ , 5放医研 , 6慶應大医）

26PA-pm119	 放射性標識ストレプトゾトシン誘導体の合成研究
○有光 健治 1, 木村 寛之 1, 佐治 英郎 2, 安井 裕之 1

（1京都薬大 , 2京大院薬）
26PA-pm120	 [18F]	FBPAの合成を目的としたピナコールボラン誘

導体を用いた芳香環への [18F]	F の導入に関する検討
○仲 定宏 1, 金井 泰和 2, 大田 洋一郎 3,4, 服部 能英 3, 
竹中 宏誌 3,4, 上原 幸樹 4, 堺 俊博 5, 下瀬川 恵久 2, 切
畑 光統 3, 畑澤 順 1（1阪大院医核医学 , 2阪大院医分
イメ , 3大阪府大 BNCT, 4ステラファーマ , 5阪和イ
ンテリ）

26PA-pm121	 銅触媒を用いた酸化的フッ素化反応を利用した [18F]
FBPAの標識合成
○本田 納紀 1, 吉本 光喜 2, 栗原 宏明 1, 水川 陽介 3, 大
崎 勝彦 3, 伊丹 純 1, 立石 裕行 4, 高橋 和弘 5, 寺門 浩
之 1（1がん研セ中央 , 2がん研セ東 , 3JFE, 4放医研 , 
5慶應大医）

26PA-pm122	 18F-FBPA-PETを用いた腫瘍内BPA濃度予測の妥
当性の評価
○吉本 光喜 1, 本田 納紀 1, 廣井 健太 1, 中村 哲志 1, 栗
原 宏明 1, 伊藤 昌司 1, 伊丹 純 1, 藤井 博史 1（1国がん
研セ）
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放射性医薬品（2）
26PA-pm123S	5 員環を有する vesamicol 類縁体のシグマ -1 受容体

イメージング剤としての基礎的評価
○茂野 泰貴 1,2, 小阪 孝史 1,2, 北村 陽二 1,2, 石山 史奈 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）

26PA-pm124	 環サイズの異なる vesamicol 類縁体の小胞アセチル
コリントランスポーター及びシグマ受容体との構造
活性相関
石山 史奈 1,2, 小阪 孝史 1,2, ○高橋 茉衣夏 1,2, 北村 陽二 1,2, 
茂野 泰貴 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）

26PA-pm125	 RI プローブと蛍光プローブの同一個体内における
ex-vivo 取込み：脳障害モデルラットへの適用
○細井 理恵 1, 木下 恵理子 1, 宿里 充穂 2（1阪大院医保 , 
2昭和薬大）

26PA-pm126	 ラット脳内グルタミン酸－グルタミンサイクルの機
能異常と 14C 標識酢酸の集積の変化に関する検討
○柳本 和彦 1, 細井 理恵 1, 本行 忠志 1（1阪大院医保）

26PA-pm127	 乳酸の脳内動態解析を目的とした L-[3-11C]lactate の
合成とインビボPET画像解析
○天滿 敬 1, 河嶋 秀和 1,2, 近藤 直哉 1, 山﨑 真 1, 越野 
一博 1, 飯田 秀博 1（1国循研セ研・画診 , 2京都薬大）

放射性医薬品（3）
26PA-pm128S	移植膵島量の定量評価を目的とした分子イメージン

グ法の開発
○桶谷 亮 1, 木村 寛之 1, 有光 健治 1, 宮本 佳美 1, 河嶋 
秀和 1, 藤本 裕之 2, 渡邊 裕之 3, 小野 正博 3, 稲垣 暢也 2, 
佐治 英郎 3, 安井 裕之 1（1京都薬大 , 2京大院医 , 3京
大院薬）

26PA-pm129S	インスリノーマの局在診断を目指したPET分子イ
メージングプローブの開発研究
○西田 なつき 1, 木村 寛之 1, 有光 健治 1, 桶谷 亮 1, 宮
本 佳美 1, 河嶋 秀和 1, 藤本 裕之 2, 渡邊 裕之 3, 小野 
正博 3, 稲垣 暢也 2, 佐治 英郎 3, 安井 裕之 1（1京都薬大 , 
2京大院医 , 3京大院薬）

26PA-pm130S	Diaminodithiol 骨格を基礎とした新規 6価 67Ga 錯体
の設計、作製および評価
○佐藤 優美 1, Mahmood ASHFAQ1, 鈴木 博元 1, 上
原 知也 1, 荒野 泰 1（1千葉大院薬）

26PA-pm131S	99mTc- ヒドロキサムアミド錯体を用いた炭酸脱水酵
素 IXに対する多価効果の検討
○谷村 圭一 1, 小野 正博 1, 飯國 慎平 1, 渡邊 裕之 1, 佐
治 英郎 1（1京大院薬）

26PA-pm132	 ATSM-SST誘導体の次世代NET診断薬としての有
用性評価
○藤澤 豊 1, 山口 藍子 2, 沖 活也 1, 丸橋 和史 1, 飯田 
靖彦 1（1鈴鹿医療大薬 , 2群大院医）

26PA-pm133	 高分子ミセルプローブによる高コントラストイメー
ジング法の開発
○牧野 顕 1, 岡沢 秀彦 1, 清野 泰 1（1福井大高エネ研）

3月 27日（月）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

分析化学：LC-MS
27PB-am001	 効率的なO-GlcNAc 化ペプチド濃縮のための担体の

比較
○津元 裕樹 1, 秋元 義弘 2, 遠藤 玉夫 1, 三浦 ゆり 1

（1都健康長寿医セ研 , 2杏林大医）
27PB-am002	 ピーナッツ中シクロピアゾン酸の分析における前処

理法の検討
○伊藤 里恵 1, 佐々木 星藍 1, 岸 穂乃加 1, 糸久 正洋 1, 
岡 紗也子 1, 斉藤 貢一 1（1星薬大）

27PB-am003S	金属固定化フルオラス試薬を用いたリン脂質の選択
的抽出法の開発
○清川 恵奈 1, 巴山 忠 1, 川見 祐介 1, 吉田 秀幸 1, 山口 
政俊 1, 能田 均 1（1福岡大薬）

27PB-am004	 カラムスイッチングLC-MS/MS法を用いた血漿中ク
マリン測定法の確立
○山本 達郎 1, 安達 真紀子 1, 森木 邦明 1, 法正 恵子 2, 
島田 美樹 1（1鳥大病院薬 , 2鳥大病院消内）

27PB-am005	 カラムスイッチングを用いたキラルアミノ酸分析シ
ステムの検討
○箕畑 俊和 1, 宇野 由紀 1, 渡邉 淳 1, 寺田 英敏 1, 飯田 
順子 1, 中野 洋介 2, 福崎 英一郎 2（1島津製作所 , 2大
阪大工）

27PB-am006	 薬毒物試験法　Ⅱ -4　向精神薬試験法　バルビツー
ル酸誘導体
須田 功 1, ○南島 陽平 1, 寺田 賢 2（1競走馬理研 , 2横
浜薬大）

27PB-am007	 価数制御を伴う白金錯体を用いたLC/MS/MSによ
る生体試料中総白金濃度測定
○町田 倫子 1, 丹羽 誠 1（1日本化薬医薬研）

27PB-am008	 薬剤誘発性リン脂質症とC型ニーマンピック病にお
けるホスファチジルイノシトールの組成の違い
○濵口 良平 1, 岡本 悠加 1, 黒田 幸弘 1（1武庫川女大薬）

27PB-am009	 炎症のバイオマーカー候補であるC反応性蛋白の高
感度高精度LC/MS定量
○佐々木 俊哉1, Steven CALCIANO2, Paula ORENS2, 
Mary LAME2, Erin CHAMBERS2（1日本ウォーター
ズ , 2ウォーターズコーポレーション）

27PB-am010S	Fmoc 誘導体化 LC-MS/MS法による簡便なターゲッ
トメタボロミクスの開発
○六車 宜央 1, 筒井 陽仁 1,2, 赤津 裕康 3,4, 井之上 浩一 1

（1立命館大薬 , 2小野薬品工業 , 3名市大医 , 4福祉村病
院）

27PB-am011	 新規ポリマー系カルボキシル基型HILIC カラムを用
いた各種カチオン性化合物のLC/MS分析
○貴家 潤治 1, 近藤 英幸 1（1昭和電工）

27PB-am012	 LC/MS/MSによるメタルフリーカラムを用いたアシ
ル -CoA類の一斉分析法の開発
○坂牧 寛 1, 中野 裕太 1, 田辺 愛子 1, 尾崎 博道 1, 石田 
和也 1, 内田 丈晴 1（1化学物質評価研究機構）

27PB-am013	 尿素回路関連代謝物のLC-MS/MS同時測定法
○辻 真 1, 佐復 直純 1, 井下田 勝広 1（1第一三共 RD
ノバーレ㈱分析バイオアナリシス）

27PB-am014	 紫娟茶（シケンチャ）に含まれる機能性成分の探索
○佐藤 吟司 1, 磯野 瑠 1, 岩瀬 雅彦 1, 高橋 輝行 1, 池田 
満雄 1, 金子 喜三好 1（1日本薬大）

27PB-am015	 環境水に残留する抗菌剤の網羅的な分析法の開発
○岩崎 雄介 1, 竹ノ谷 文子 1, 坂田 健 1, 千葉 義彦 1, 亀
井 淳三 1, 浅井 和範 1（1星薬大）

27PB-am016	 LC-MS/MS を用いたピロリジジンアルカロイドの一
斉分析法の開発
○高辻 良文 1, 垣谷 彩乃 1, 永富 康司 1, 原山 耕一 1

（1アサヒグループホールディングス ( 株 )）
27PB-am017	 Optimization	for	Neural	Catecholamines,	its	

metabolites	and	Related	Drugs	in	a	Single	LC-
MS/MS	Analysis	using	API4000
○ Andrea Roxanne Jocsing ANAS1,2, 鈴木 弘美 1, 今
西 進 2, 原田 健一 2,3, 澤田 誠 1（1名古屋大学環境医学
研究所 , 2名城大学薬学部 , 3名城大学大学院総合学術
研究科）

27PB-am018	 細胞培養系 /GC-MS および LC-MS/MSを用いたコ
レステロール異化代謝物の分析 ,	機能性食品因子の
評価への応用
○太田 美穗 1, 不破 史子 1, 中川 沙織 1, 大和 進 1（1新
潟薬大薬）
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27PB-am019	 コレステロール合成経路に対するフラボノイド系ポ
リフェノールの抑制作用
○不破 史子 1, 太田 美穂 1, 中川 沙織 1, 大和 進 1（1新
潟薬大薬）

27PB-am020	 LC-MS/MS 法による胆汁酸生合成中間体の一斉分析
○佐々木 隆浩 1, 小田 佳奈 1, 村井 毅 1, 黒澤 隆夫 1

（1北医療大薬）
27PB-am021	 ICD － LC/ESI-MS/MS による尿中テトラヒドロコ

ルチコステロイドグルクロニドの定量法の開発
○松本 孝彬 1, 山崎 航 1, 小川 祥二郎 1, 三田村 邦子 2, 
池川 繁男 3, 東 達也 1（1東京理大薬 , 2近畿大薬 , 3㈱
玄米酵素）

27PB-am022	 種々の Cookson 型試薬による 7-dehydrocholesterol
誘導体のプロトン親和力とESI-MS 感度との関係
○小川 祥二郎 1, 渡部 ひとみ 1, 茶谷 仁 1, 島田 洋輔 1, 
坪郷 哲 1, 後藤 了 1, 東 達也 1（1東京理大薬）

27PB-am023	 誘導体化 LC/ESI-MS/MS を用いるコレステロール
代謝物の網羅的分析系の構築
○河俣 圭太 1, 前川 正充 2, 三枝 大輔 2,3, 小川 祥二郎 4, 
東 達也 4, 山口 浩明 1,2, 眞野 成康 1,2（1東北大院薬 , 
2東北大病院薬 , 3東北大メガバンク , 4東京理大薬）

27PB-am024	 インソース CIDによる直線範囲制御の汎用性に関す
る検討
○石井 英昭 1, 山口 浩明 2,3, 眞野 成康 2,3（1競走馬理研 , 
2東北大院薬 , 3東北大病院薬）

27PB-am025S	アミノ酸キラル分析を指向した新規キラル誘導体化
試薬の開発とその分離挙動解析
○栁澤 拓摩 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）

27PB-am026S	12C/13C キラル誘導体化試薬を併用した高精度キラル
メタボロミクスの開発
○高山 卓大 1,2, 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 , 2日本学術振興会）

27PB-am027S	オボムコイドカラムを用いる光学活性医薬品肝代謝
物の高感度LC-MS/MS分析
○工藤 悠翔 1, 中村 美鈴 1, 轟木 堅一郎 1, 佐々木 崇光 1, 
清水 佑記 1, 和田 圭右 2, 大槻 秀幸 2, 水野 初 1, 閔 俊哲 1, 
吉成 浩一 1, 豊岡 利正 1（1静岡県大薬 , 2信和化工）

27PB-am028S	唾液中ポリアミン安定化法の開発と乳がん診断法へ
の応用
○鈴木 安希子 1, 高山 卓大 1, 清水 逸平 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）

27PB-am029	 栄養飢餓状態で培養したPANC-1 に対するアミノ酸
メタボロミクス解析
冨田 陵子 1, ○新納 李那 1, 轟木 堅一郎 2, 賀来 祐美 1, 
巴山 忠 1, 吉田 秀幸 1, 中島 学 1, 能田 均 1, 山口 政俊 1, 
藤岡 稔大 1（1福岡大薬 , 2静岡県大薬）

27PB-am030S	On-tape 消化法を用いるヒト表皮ケラチン上の化学
修飾スクリーニング
○川瀬 士瑛 1, 廣嶋 佑亮 1, 大江 知行 1, 李 宣和 1（1東
北大院薬）

27PB-am031S	N 末端ピルビン酸アミド型アンジオテンシンの同位
体希釈LC/ESI-SRM/MS分析
○池田 真人 1, 横田 涼 1, 大江 知行 1, 李 宣和 1（1東北
大院薬）

27PB-am032S	過酸化脂質由来の反応性アルデヒドによる化学修飾
アミロイドβの研究
○笹本 和之 1, 李 宣和 1, 大江 知行 1（1東北大院薬）

27PB-am033S	反応性代謝物の in	vivo スクリーニングを目的とした
アルブミンCys34 付加体の	LC/ESI-MS/MS
○小澤 真史 1, 久保 貴史 1, 李 宣和 1, 大江 知行 1（1東
北大院薬）

27PB-am034S	インチューブ SPME／ LC－MS/MSによる終末糖
化産物AGEs の全自動オンライン分析
○宗岡 哲也 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

27PB-am035	 インチューブ SPME/LC-MS/MS 法によるニトロソ
アミン類の高感度分析法の開発
○石﨑 厚 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

27PB-am036S	簡易蛍光測定による嗜好品類のCYP酵素阻害作用評価
○中田 夏稀 1, 齋藤 啓太 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

27PB-am037S	皮脂含有脂肪酸とその分解物の解析
○猪木 摩耶子 1, 家本 有里子 1, 齋藤 啓太 1, 片岡 洋行 1

（1就実大薬）
27PB-am038	 インチューブ	SPME／ LC－MS/MS法によるスト

レス関連マルチバイオマーカーの同時分析
○北川 菜絵 1, 石崎 厚 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

27PB-am039	 オンラインインチューブ SPME／蛍光検出HPLCに
よる水環境中多環芳香族炭化水素類の分析
○青山 真鈴 1, 石﨑 厚 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

分析化学：HPLC- その他
27PB-am040	 市販乾燥ローズマリー中の美白活性を有するトリテ

ルペン酸類の　HPLC-FL	定量
○和田 光弘 1, 中村 心一 1, 東條 唯 1, 前田 明寛 1, 甲斐 
久博 1, 松野 康二 1, 中島 憲一郎 2（1九州保福大薬 , 
2長崎国際大薬）

27PB-am041	 食品中カルノシンの carbon カラムHPLCによる定
量分析
田中 健一郎 1, 森 美和子 3, 水野 大 2, 定金 豊 4, ○川原 
正博 1（1武蔵野大薬 , 2山形大医 , 3競争馬理研 , 4鈴
鹿医療大薬）

27PB-am042	 D- アミノ酸定量のためのLC-MS/MS法の開発
○高野 友輔 1, 小林 正樹 1, 新津 勝 1, 沼尻 幸彦 1, 古地 
壯光 1（1城西大薬）

27PB-am043	 ヒト汗試料中アミノ酸の定量分析
○角田 誠 1, 平山 正昭 2, 津田 孝雄 3, 大野 欽司 2（1東
大院薬 , 2名大医 , 3ピコデバイス）

27PB-am044	 新規デオキシハイプシン合成酵素活性測定法の開発
○下田 郁菜 1, 菅野 綾香 1, 沼尻 幸彦 1, 小林 正樹 1, 
五十嵐 一衛 2, 白幡 晶 1, 新津 勝 1, 古地 壯光 1（1城西
大薬 , 2アミンファーマ研）

27PB-am045	 HepG2 細胞へのフルクトース、プリン塩基負荷にお
けるプリン代謝動態の変動
○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
京薬）

27PB-am046	 月経周期延長に影響するイソフラボン抱合代謝物の
分析
○小原 映 1, 木下 瑞貴 1, 細田 香織 1, 柴崎 浩美 2, 横川 
彰朋 2, 石井 和夫 1（1杏林大保健 , 2東京薬大薬）

27PB-am047	 LC-MS/MS	による	Equol	とその光学異性体を含む
抱合代謝物の分析の検討
○木下 瑞貴 1, 小原 映 1, 細田 香織 1, 柴崎 浩美 2, 横川 
彰朋 2, 石井 和夫 1（1杏林大保健 , 2東京薬大薬）

27PB-am048	 アプタマーアフィニティー精製‐高温逆相LC法に
よる抗体医薬の新規血中濃度分析法の開発
○山田 朋宏1, 斎藤 太郎2, 轟木 堅一郎1, 塚越 かおり2, 
水野 初 1, 閔 俊哲 1, 池袋 一典 2, 豊岡 利正 1（1静岡県
大薬 , 2東京農工大院工）

27PB-am049	 薬物－膜リン脂質間のイオン性相互作用の評価のた
めの親水性相互作用クロマトグラフィー
○岡本 悠加 1, 濵口 良平 1, 黒田 幸弘 1（1武庫川女大薬）

27PB-am050S	親水性相互作用液体クロマトグラフィーを用いた生体
チオール分析法のホモシスチン尿症モデルへの応用
○磯川 宗生 1, 小林 健太郎 2, 三次 百合香 2,3, 三田 真
史 3, 船津 高志 1, 浜瀬 健司 2, 角田 誠 1（1東大院薬 , 
2九大院薬 , 3資生堂）

27PB-am051	 フォトダイオードアレイ検出器を用いた新たな解析
手法
○藤村 大樹 1, 山口 忠行 1, 柳沢 年伸 1, 堀江 勘太 2, 加
藤 隆 2, 新瀬 俊太郎 2（1株式会社島津製作所 , 2エー
ザイ株式会社）
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27PB-am052	 蛍光検出器を用いたHPLCによるヒト母乳中セロト
ニンの分析
○平舩 寛彦 1, 千葉 健史 1, 前田 智司 2, 富田 隆 1, 三部 
篤 1, 武田 リカ 3, 菊池 昭彦 4, 工藤 賢三 1,5（1岩手医大
薬 , 2日本薬大 , 3岩手医大病院看 , 4岩手医大医 , 5岩
手医大病院薬）

分析化学：HPLC- 誘導体化・検出方法
27PB-am053	 ウラシル特異的蛍光反応を用いた尿中ウラシルの

HPLC定量法
○島村 亮祐 1, 柴田 孝之 1, 根本 俊光 2, 尹 晟 1, 椛島 
力 1, 甲斐 雅亮 1（1長崎大院医歯薬 , 2成田赤十字病院）

27PB-am054S	簡易糖尿病診断を目的とした蛍光検出法による唾液
中DL- 乳酸の測定
○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）

27PB-am055	 唾液中	3- ニトロチロシンと	6- ニトロトリプトファン
の光照射蛍光検出ＨＰＬＣ
○馬渡 健一 1, 馬橋 萌生 1, 塚原 佳奈美 1, 高橋 秀依 1, 
安田 誠 1, 福内 友子 1, 山岡 法子 1, 金子 希代子 1, 中込 
和哉 1（1帝京大薬）

27PB-am056	 4-(Dimethylamino)azobenzene-4’-sulfonyl	chloride
をプレカラム誘導体化試薬として利用したHPLC- 可
視吸収によるヒノキチオールの定量法の開発
○東 康彦 1（1北陸大薬）

27PB-am057	 亜硝酸分解と蛍光ポストカラムHPLCを用いたヘパ
リンの二糖分析
○豊田 英尚 1, 中塚 智尋 1, 吉川 知以子 1, 竹中 沙綾 1, 
河井 友里 1, 永田 雄哉 1, 永井 裕子 1, 小嶋 絢 1, 豊田 
亜希子 1（1立命館大薬）

27PB-am058	 ルシゲニン化学発光HPLCによる硫化水素分析法の
開発
○唐沢 浩二 1, 石塚 雅基 1, 荒川 秀俊 1（1昭和大薬）

27PB-am059	 SFC/UHPLC切換システムによるキラルスクリーニ
ングの効率化
○山口 忠行 1, 松本 恵子 1, 寺田 英敏 1, 内方 崇人 1, 舟
田 康裕 1（1島津製作所）

27PB-am060	 DOPAの配合変化により生じる化合物のキラル分離
検討 ( 第 2 報 )
○永村 尚吾 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）

27PB-am061	 モリブデン酸添加移動相を用いたイオンペアHPLC-
UV法による糖アルコール分析
○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
大環日本海域環境研究セ）

分析化学：HPLC- 充填剤・カラム
27PB-am062	 ミクロHPLC用高性能モノリス型シリカキャピラ

リーカラムの紹介
佐藤 亮 1, 本川 正規 1, ○太田 茂徳 1, 森里 恵 1, 水口 
博義 2, 佐藤 睦 1（1ジーエルサイエンス株式会社 , 2株
式会社京都モノテック）

27PB-am063	 粒子径 2μm以下のコアシェル型C18 および全多孔
性C18 の分離評価
○長江 徳和 1, 塚本 友康 1（1クロマニックテクノロ
ジーズ）

27PB-am064S	コアシェルカラムを用いたHPLCによる
Patchoulialcohol の分析手法
○小宮 菜々 1, 井上 裕 1, 三友 俊一 2, 根岸 由紀子 2, 金
本 郁男 1（1城西大薬 , 2女子栄養大栄養科学研）

27PB-am065	 コアシェルタイプ充填剤を用いたカラムおよびECD
検出器によるα -glucosidase 阻害薬の分析 (1)
○井上 裕 1, 三森 秋穂 1, 鳴海 祥恵 1, 三友 俊一 2, 根岸 
由紀子 2, 金本 郁男 1（1城西大薬 , 2女子栄養大栄養科
学研）

27PB-am066	 表面多孔性シリカを用いたC30 固定相の評価
○塚本 友康 1, 長江 徳和 1（1クロマニックテクノロ
ジーズ）

27PB-am067	 レボフロキサシンに対する分子インプリントポリ
マーの調製と評価
○久保 有沙 1, 升本 志津香 1, 松永 久美 1, 萩中 淳 1

（1武庫川女大薬）
27PB-am068	 アルブチンに対する分子インプリントポリマーの調

製と応用
升本 志津香 1, 松永 久美 1, ○萩中 淳 1（1武庫川女大薬）

27PB-am069	 分子標的薬のための選択的吸着剤開発
○大澤 磨未 1, 高井 里奈 1, 山本 良平 1, 山本 敦 1, 松島 
充代子 2, 川部 勤 2（1中部大応生 , 2名大院医）

27PB-am070	 親水性化合物へ適用可能な新規前処理用吸着剤開発
に関する網羅的研究
○村上 博哉 1, 青柳 拓哉 1, 三木 雄太 1, 井上 嘉則 1, 手
嶋 紀雄 1（1愛知工大）

27PB-am071	 プロリン誘導体高分子を用いた温度応答性クロマト
グラフィー
○西本 泰平 1, 安達 亮 1, 三木 厚 1, 蛭田 勇樹 1, 金澤 
秀子 1（1慶應大薬）

3月 27日（月）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

分析化学：GC-MS・CE-MS・MS
27PB-pm001S	喘息モデルマウスにおける血清中メタボロミクス解析

○細川 琴実 1, 岩崎 雄介 1, 須藤 航 1, 竹ノ谷 文子 1, 坂
田 健 1, 千葉 義彦 1, 亀井 淳三 1, 浅井 和範 1（1星薬大）

27PB-pm002S	タバコ主流煙による血清中メタボロミクスへの影響
○村山 大季 1, 岩崎 雄介 1, 竹ノ谷 文子 1, 坂田 健 1, 千
葉 義彦 1, 亀井 淳三 1, 浅井 和範 1（1星薬大）

27PB-pm003	 CE 濃縮－ ESI-MS による核酸損傷分析法の開発
○江坂 幸宏 1,2, 久戸 賢治 1, 漆原 三佳 1, 藤井 智輝 1, 
山本 拓平 1, 宇野 文二 1,2, 廣川 健 3, 石濱 泰 4, 村上 博
哉 5（1岐阜薬大 , 2岐大院連合創薬 , 3広大院工 , 4京
大院薬 , 5愛工大）

27PB-pm004	 ファイバー SPME／ GC-MS 法による食品中香気成
分および食品摂取時の口臭解析
○齋藤 啓太 1, 山本 咲 1, 片岡 洋行 1（1就実大薬）

分析化学：その他のクロマトグラフィー
27PB-pm005	 偏心コイル向流クロマトグラフィーを用いた水性二

相溶媒によるタンパク質の分離
○四宮 一総 1, 田中 悠介 1, 中島 悠凪 1, 橋本 知美 1, 在
間 一将 1, 張替 直輝 1, 戸倉 幸治 2, 柳平 和寛 2, 伊東 
洋一郎 3（1日本大薬 , 2日本大理工 , 3米国 NIH）

27PB-pm006	 超臨界流体クロマトグラフィーのためのクーロメト
リックセルの感度評価
○山本 法央 1, 植木 達也 1, 樋口 尚之 1, 高橋 浩司 1, 小
谷 明 1, 袴田 秀樹 1（1東京薬大薬）

分析化学：電気泳動
27PB-pm007	 酵素固定化アクリルアミドゲルチップを用いる糖タ

ンパク質糖鎖調製法の開発
○山本 佐知雄 1, 植田 麻希 1, 葛西 優貴 1, 木下 充弘 1, 
鈴木 茂生 1（1近畿大薬）

27PB-pm008	 光反応性糖鎖ミメティックペプチドを用いた結合解
析法の開発
○定金 豊 1, 藤原 将平 1, 大塚 功 2（1鈴鹿医療大薬 , 
2九州保福大薬）

分析化学：電子スペクトル
27PB-pm009	 クマリン骨格を利用した近赤外蛍光団の開発

○増田 寿伸 1, 横枕 顕朗 1, 久保 雅照 1, 白谷 智宣 1, 横
山 さゆり 1, 長 普子 1（1第一薬大）
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27PB-pm010	 スルホカリックスアレーンと水素結合部位を有する
蛍光性リガンドを用いた生体関連分子の簡便な蛍光
検出に関する検討
○佐竹 弘行 1（1神奈川県立保健福祉大保健福祉）

27PB-pm011	 高精度テラヘルツ分光スペクトル測定による中分子
量医薬品のスペクトル観察
○佐々木 哲朗 1, 坂本 知昭 2, 大塚 誠 3（1静岡大電研 , 
2国立医薬品食品衛生研 , 3武蔵野大薬）

27PB-pm012	 チオウレア誘導体を用いた新規抗酸化能測定法の構築
○佐野 佳弘 1, 林 麻里杏 1, 竹内 涼 1, 大野 賢一 2, 荒川 
秀俊 1（1昭和大薬 , 2東北医薬大）

27PB-pm013	 多核 NMRを用いたイオン液体ナノ粒子形成に及ぼ
す界面活性剤の影響の検討
○武上 茂彦 1, 渡辺 暉生 1, 山田 千草 1, 金田 浩明 1, 吉
田 真子 1, 小西 敦子 1, 北出 達也 1（1京都薬大）

27PB-pm014	 生物発光及び化学発光による硫化水素の高感度分析
法の開発
○大野 賢一 1, 山田 愛子 1, 渡部 莉奈 1, 藤井 優美子 1, 
藤村 務 1（1東北医薬大）

27PB-pm015	 6- アリールクマリンおよび 1,5- ナフチリジン -2- オン
誘導体の環境応答性蛍光物質としての機能解析
○平野 智也 1, 横尾 英知 1, 加藤 大輝 1, 影近 弘之 1

（1医科歯科大生材研）
27PB-pm016	 19F-NMRを用いた脂質ナノエマルションの温度応答

性の検討
○飯間 莉紗 1, 峯松 奈央 1, 田島 栞 1, 武上 茂彦 1, 小西 
敦子 1, 北出 達也 1（1京都薬大）

27PB-pm017	 医薬品検査に向けた高出力テラヘルツ波分光方式に
よる成分分析性能の評価
○志村 啓 1, 愛甲 健二 1, 茂原 瑞希 1, 川瀬 晃道 2（1（株）
日立ハイテクノロジーズ , 2名大院工）

27PB-pm018	 市場流通医薬品の品質確認のための分光分析　第	2	報　
抗マラリア薬	Riamet	錠のラマンスペクトル解析
○知久馬 敏幸 1, 坂本 知昭 1, 合田 幸広 1（1国立医薬
品食品衛生研究所）

27PB-pm019	 内部量子効率計測による医薬品主薬の状態解析
○藤巻 康人 1, 小金井 誠司 1, 坂本 知昭 2（1東京都立
産業技術研セ , 2国立医薬品食品衛生研）

27PB-pm020	 医薬品の品質評価技術としてのラマン分光法の活用	
～顕微ラマンイメージングを用いた原薬結晶多形の
空間分布評価～
○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日本分光株式会社 , 2国立医薬品食品衛生
研究所薬品部）

27PB-pm021	 市場流通医薬品の品質確認のための分光分析　第 1
報　抗マラリア合剤Riamet 錠における 2主薬成分
及び添加剤のテラヘルツ及び近赤外分光／イメージ
ング解析
○坂本 知昭 1, 佐々木 哲朗 2, 知久馬 敏幸 1, 香取 典子 1, 
合田 幸広 1（1国立医薬品食品衛生研 , 2静岡大学）

分析化学：機器分析
27PB-pm022	 神経突起内局所脂質代謝動態を解析可能にする分析

系の構築
○杉山 栄二 1, 瀬藤 光利 1（1浜松医大）

27PB-pm023S	イメージング質量分析法における超臨界洗浄法の開発
○松下 祥子 1, 正木 紀隆 1, 佐藤 浩平 2, 早坂 孝宏 3, 
Thanai PAXTON4, 杉山 栄二 1, 佐藤 太 4, 寺崎 真樹 4, 
惠 淑萍 3, 千葉 仁志 3, 間瀬 暢之 2, 瀬藤 光利 1（1浜松
医大 , 2静岡大 , 3北大 , 4ウォーターズ）

27PB-pm024S	qNMR/LCを用いた lycopene の新規定量法の開発
○芝﨑 健悟 1,2, 交久瀬 綾香 1,2, 石附 京子 2, 西﨑 雄三 2, 
兎川 忠靖 1, 末松 孝子 3, 黒江 美穂 4, 山﨑 太一 4, 斎藤 
直樹 4, 井原 俊英 4, 杉本 直樹 2, 佐藤 恭子 2（1明治薬大 , 
2国立衛研 , 3JEOL RESONANCE, 4産総研）

27PB-pm025	 定量 NMRによる院内製剤ジクロフェナク含嗽液の
品質評価法に関する研究
○明樂 一己 1, 宇都宮 悠花 1, 渡邉 真一 2, 見留 英路 1, 
高田 裕介 2, 田中 亮裕 2, 荒木 博陽 2（1松山大薬 , 2愛
媛大病院薬）

27PB-pm026	 イオン移動ストリッピングボルタンメトリーによる
イオン濃縮効果の検討
○市川 雄斗 1, 荒井 健介 1（1日本薬大）

27PB-pm027	 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いるHSAのイブ
プロフェン結合サイト解析
○大高 泰靖 1, 岡田 真於 1, 杉本 幹治 1, 澁川 明正 1

（1千葉科学大薬）
27PB-pm028	 インジウムのサイクリックボルタモグラムに及ぼす

酸及び作用電極の種類の影響
○仙田 貴也 1, 梶山 哲人 2, 國仙 久雄 3, 荒井 健介 1

（1日本薬大 , 2都産技研 , 3学芸大）
27PB-pm029	 シャープペンシル芯グラファイト描画電極の面積の

影響
○有馬 竜斗 1, 荒井 健介 1（1日本薬大）

27PB-pm030	 1 人の患者から得られた多発結石（上腎杯、中腎杯、
尿管）のプロテオーム解析
○渡辺 浩世 1, 松永 毅 1, 壁谷 瑞穂 1, 近藤 弘和 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）

27PB-pm031	 磁気的免疫検査システムを用いたスギ花粉抗原の検出
○髙安 結 1, 東牧 里奈 1, 円福 敬二 2, 隈 博幸 1（1長崎
国際大薬 , 2九大院シス情）

分析化学：生物学的分析法
27PB-pm032	 有機溶媒を用いないカビ毒オクラトキシンAの分析法

○大和 直樹 1, 山本 良平 1, 山本 敦 1, 小玉 修嗣 2, 笠井 
尚哉 3（1中部大応生 , 2東海大理 , 3大阪府大院生命環
境）

27PB-pm033	 抗 CD81 モノクローナル抗体を用いたリウマチ診断
用サンドイッチELISAの確立
○三島 遥 1, 山崎 勤 1, 秋山 勝紀 1, 秋山 亮子 1, 田仲 
美幸 1, 藤本 恵利香 2, 中西 徹 1（1就実大薬 , 2旭東病院）

27PB-pm034	 環境応答性蛍光リガンドを用いたエストロゲン受容
体結合アッセイの開発
○小松 祥子 1, 大野 賢一 1, 藤村 務 1（1東北医薬大）

分析化学：その他
27PB-pm035	 カテコールエストロゲンの位置選択的アシル化反応

（その２）
○伊藤 慎二 1, 笠谷 侑美 1（1北海道薬大）

27PB-pm036	 吸引式ボルテックス濃縮法を用いた高沸点溶媒の迅
速濃縮
○仙波 康之 1, 吉沢 賢一 1, 木下 一真 1, 大貫 貴史 2

（1株式会社バイオクロマト , 2第一三共 RD ノバーレ
株式会社）

27PB-pm037	 臨床検査におけるビタミンDおよび代謝物のLC-
MS/MS分析のための固相抽出前処理の最適化
○松本 真理子 1, Robert WARDLE2, Dominic 
FOLEY2, Lisa CALTON2（1日本ウォーターズ , 
2ウォーターズ）

27PB-pm038	 リポソームを用いたサプリメント成分の抗酸化評価
法の検討
○永田 佳子 1, 奥住 彩香 1, 浜崎 真衣 1, 白井 淳 1, 金澤 
秀子 1（1慶應大薬）

27PB-pm039	 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鋳型分子／機能性モノ
マー配合量の最適化と定量性能の検討
○小西 敦子 1, 住吉 綾 1, 行方 紗代 1, 藤田 利沙 1, 武上 
茂彦 1, 北出 達也 1（1京都薬科大学）
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3月 25日（土）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

糖質
25PB-am048	 細胞の癌化に伴うラクトシルセラミド合成酵素	( β

4GalT5 及びβ 4GalT6)	の遺伝子発現と転写制御
新田 美春 1, 川口 沙織 1, 金子 兼大 1, ○佐藤 武史 1

（1長岡技科大院・糖鎖生命工学）
25PB-am049	 低分子化サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンのチロシ

ナーゼ活性阻害
○商 怡 1, 内沢 秀光 1（1青森産技弘前研）

25PB-am050	 Syndecan-4の発現制御解析
○畠山 早織 1, 柳瀬 奏美 1, 溝上 達也 1, 那谷 耕司 1, 高
橋 巌 1（1岩手医大薬）

25PB-am051	 シンデカン -4 を過剰発現させたマウス膵臓由来
MIN6 細胞のヘパラン硫酸の構造解析
○加藤 丈子 1, 伊藤 ゆき乃 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）

25PB-am052	 APP 代謝におけるO型糖鎖修飾の影響
赤阪ー萬谷 啓子 1, 萬谷 博 1, ○遠藤 玉夫 1（1都健康
長寿研）

25PB-am053	 ヒト iPS 細胞膜由来ポドカリキシンのGlycomics 研
究 [1]
○永井 裕子 1, 中尾 広美 2, 小嶋 絢 1, 川嵜 伸子 2, 川嵜 
敏祐 2, 豊田 英尚 1（1立命館大薬 , 2立命館大糖鎖工学
研セ）

25PB-am054	 O-GlcNAc 化が RAW264 細胞の破骨細胞への分化に
与える影響
○笠原 静夏 1, 武内 智春 1, 田村 真由美 1, 荒田 洋一郎 1

（1城西大薬）
25PB-am055	 ガレクチン -1 が RAW264 細胞の破骨細胞への分化

を抑制する
○本間 俊輝 1, 浅井 梨絵 1, 武内 智春 1, 田村 真由美 1, 
荒田 洋一郎 1（1城西大薬）

25PB-am056	 組換えシアロ糖タンパク質CD43 の作製
○山中 将敬 1, 滝口 玲香 1, 永井 絵里香 1（1国際医福
大薬）

25PB-am057	 グルコサミン添加がRAW264 細胞の糖鎖構造に与え
る影響
○今里 奈央 1, 武内 智春 1, 田村 真由美 1, 荒田 洋一郎 1

（1城西大薬）
25PB-am058	 ガレクチン -2 とムチンの相互作用に関与する糖鎖構

造の検討
○中嶋 萌子 1, 田村 真由美 1, 佐藤 大 1, 亀井 聖平 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城西大学）

脂質
25PB-am059	 PHGPｘ欠損による細胞死とフェロトーシスとの違

い
○松岡 正城 1, 甘 天如 1, 小林 祈 1, 新井 洋由 2, 今井 
浩孝 1（1北里大薬 , 2東大院薬）

25PB-am060	 SMS2 過剰発現細胞における脂質酸化依存的新規細
胞死抑制機構の解析
○熊谷 剛 1, 大矢 梨里香 1, 部坂 由衣 1, 坂本 太郎 1, 馬
場 直道 2, 今井 浩孝 1（1北里大薬・衛生化学研究室 , 
2備前化成株式会社）

25PB-am061S	脂質酸化依存的新規細胞死は運動疲労心突然死の原
因となる
○一ノ瀬 栞 1, 幸村 知子 1, 中曽根 美咲 1, 今井 浩孝 1

（1北里大薬）

25PB-am062	 細胞内Ⅰ型 PAF－アセチルヒロドラーゼ欠損マウス
において観察される体重増加に関する遺伝子発現解析
○吉田 桃子 1, 中村 康宏 2, 谷川 和也 2, 原田 史子 2, 丸
山 桂司 2, 齋藤 百枝美 2, 唐澤 健 2, 小櫃 利浩 1, 吉本 
勝廣 1, 藤原 眞理子 1（1（株）ファーマみらい , 2帝京
大薬）

25PB-am063	 細胞内Ⅰ型 PAF- アセチルヒドロラーゼ欠損マウス
における脂質組成の解析
○中村 康宏 1, 吉田 桃子 2, 小櫃 利浩 2, 吉本 勝廣 2, 藤
原 眞理子 2, 谷川 和也 1, 原田 史子 1, 丸山 桂司 1, 齋藤 
百枝美 1, 唐澤 健 1（1帝京大薬 , 2（株）ファーマみらい）

25PB-am064S	ミオパチー原因遺伝子	HACD1	の生理機能と基質特
異性の解析
○澤井 恵 1, 内田 有紀子 2, 大野 祐介 1,2,3, 佐々 貴之 1,2,3, 
木原 章雄 1,2,3（1北大薬 , 2北大院生命 , 3北大院薬）

25PB-am065S	マウス表皮における水酸化セラミドの解析とジヒド
ロセラミドC-4 水酸化酵素（DEGS2）の関与
○宮本 政宗 1, 北村 拓也 1, 関 直哉 1, 澤井 恵 1, 松田 
純子 2, 木原 章雄 1（1北大院薬 , 2川崎医科大）

25PB-am066	 α - リノレン酸の給餌が脳リン脂質中エイコサノイド
前駆体脂肪酸含量に及ぼす影響
○道志 勝 1, 渡辺 志朗 2, 藤田 恭輔 2, 富岡 直子 1, 細山
田 真 1, 赤江 豊 3（1帝京大薬 , 2富山大和漢研 , 3赤江
クリニック）

25PB-am067	 細胞内ホスホリパーゼA1の培養膵臓癌細胞のミト
コンドリア機能への影響
○小泉 昂範 1, 稲垣 雄介 1, 松本 直樹 1, 林 康広 1, 佐々
木 洋子 1, 杉浦 隆之 1, 山下 純 1（1帝京大・薬）

25PB-am068	 ノンターゲットメタボロミクスを活用したエストロ
ゲン誘導性発がんメカニズムの解析
○岡本 誉士典 1, 青木 明 1, 植田 康次 1, 神野 透人 1

（1名城大・薬）
25PB-am069	 細胞内型ホスホリパーゼによるCoA非依存性トラン

スアシレーション反応
小泉 昂範 1, 林 康広 1, 松本 直樹 1, 佐々木 洋子 1, 杉浦 
隆之 1, ○山下 純 1（1帝京大・薬）

25PB-am070	 マクロファージの機能制御における長鎖アシルCoA
合成酵素 4の役割
○桑田 浩 1, 小泉 朱音 1, 加藤 卓 1, 幸井 花子 1, 宮﨑 
恵 1, 中谷 絵理子 1, 原 俊太郎 1（1昭和大薬）

25PB-am071	 コレステロール及び脂肪酸が細胞機能に及ぼす影響
の検討
○上敷領 淳 1, 葛神 美貴 1, 大西 正俊 1, 坂根 洋 1, 松岡 
浩史 1, 中村 徹也 1, 森田 哲生 1（1福山大薬）

25PB-am072	 Niemann-Pick	病 Type	C の病態モデル、Npc1 欠損
細胞の 6-O - α -maltosyl- β	cyclodextrin によるコレ
ステロールとコレステロールエステルのレベル変化
○岡田 安代 1, 上田 恵梨香 1, 木村 夏美 1, 松本 悠渚 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 2, 西川 淳一 1,2（1武庫川女大薬 , 2武庫川女子
大学・バイオサイエンス研究所 , 3熊本大院薬 , 4佐賀
大学医学部小児科 , 5鳥取大学生命機能研究所 , 6鳥取
大学医学部脳神経小児科）

25PB-am073	 脂肪細胞におけるケトン体利用酵素の役割
○長谷川 晋也 1, 今井 正彦 1, 山﨑 正博 1, 高橋 典子 1

（1星薬大）
25PB-am074	 ラット肝のオレイン酸含量の調節におけるPFOAと

クロフィブリン酸の相違
○川畑 公平 1, 川嶋 洋一 1, 工藤 なをみ 1（1城西大薬）

生　物　系　薬　学
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25PB-am075	 遺伝的肥満ラットの脂質代謝に対するマカダミア
ナッツオイル摂食の効果
○山崎 研 1, 竹内 恵 1, 大久保 美穂 1, 重冨 あかり 1, 川
畑 公平 1, 川嶋 洋一 1, 工藤 なをみ 1（1城西大薬）

25PB-am076	 プロスタサイクリン合成酵素の膀胱化学発がんにお
ける役割
○佐々木 由香 1, 遠藤 勇気 2, 鈴木 康友 2, 近藤 幸尋 2, 
横山 知永子 3, 原 俊太郎 1（1昭和大・薬・衛生薬学 , 
2日本医大 , 3神奈川工科大）

25PB-am077	 胆汁中の PC分子種に影響する要因の探索
○横田 晃良 1, 上田 鷹 1, 川手 真琴 1, 石川 葉月 1, 川嶋 
洋一 1, 工藤 なをみ 1（1城西大薬）

25PB-am078	 生活習慣病モデル SHR/NDmcr-cp(cp/cp) ラットの
病態に対するベザフィブラートの影響
○熊谷 直将 1, 川野 莉沙 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）

25PB-am079	 ジルチアゼムの脱アセチル化酵素が細胞内 I型 PAF-
アセチルヒドロラーゼである可能性について
○原田 史子 1, 中村 康宏 1, 谷川 和也 1, 唐澤 健 1（1帝
京大薬）

25PB-am080	 ヒト初代培養ケラチノサイトの分化過程へのPGES
の関与の解析
○中谷 良人 1, 星野 奈々 1, 三村 梨穂 1, 中川 まどか 1, 
中村 憲一 1, 佐々木 由香 1, 桑田 浩 1, 原 俊太郎 1（1昭
和大薬）

25PB-am081	 安定同位体リピドミクスを用いたHDLによる LDL
酸化抑制機構の解析
○笹部 直子 1, 小浜 孝士 1, 増田 しおり 1, 髙田 夏鈴 1, 
相内 敏弘 1, 加藤 里奈 1, 板部 洋之 1（1昭和大薬）

中枢神経（機能）
25PB-am082	 ヒトアストロサイトーマ細胞における IGF-1 の細胞

増殖作用に対する brefelamide の効果
○清住 由子 1, 石川 貴秀 1, 本間 成佳 1, 吉田 真 1（1高
崎健康福祉大薬）

25PB-am083	 ストレス関連ペプチドのボンベシンにより中枢性に誘
発される頻尿には脳内セロトニン神経系が関与する
○清水 孝洋 1,2, 清水 翔吾 1, 和田 直樹 2, 高井 峻 2, 清
水 信貴 2, 東 洋一郎 1, 嘉手川 豪心 2, 馬嶋 剛 2, 吉村 
直樹 2, 齊藤 源顕 1（1高知大医・薬理 , 2ピッツバーグ
大医・泌尿器科）

25PB-am084S	マウス共感行動の調節におけるオキシトシンの役割
○坂口 哲也 1, 岩嵜 諭嗣 1, 岡本 和樹 1, 池谷 裕二 1

（1東大院薬　薬品作用）
25PB-am085S	マウスによるコーヒー香気の嗜好性試験

○辻本 まどか 1, 北村 弥生 1, 林 泰資 1（1ノートルダ
ム清心女子大・食品栄養）

25PB-am086	 カフェインは	in	vitro	海馬鋭波を増加させる。
○渡邉 裕亮 1, 池谷 裕二 1（1東大院薬）

25PB-am087	 ミクログリアの IL-4 誘導性	arginase-1 発現制御にお
ける細胞内Zn2+ 放出の関与
○東 洋一郎 1, 新武 享朗 1, 清水 翔吾 1, 清水 孝洋 1, 中
村 久美子 1, 劉 南希 1, 山本 雅樹 1, 長尾 佳樹 1, 濱田 
朋弥 1, 齊藤 源顕 1（1高知大医・薬理）

25PB-am088	【演題取り下げ】
25PB-am089S	【演題取り下げ】
25PB-am090	 海馬において 15- デオキシ - デルタ 12,	14- プロスタ

グランジン J2は PI3 キナーゼを抑制して記憶想起を
低下させた
○高馬 宏美 1, 山本 泰弘 1, 西井 彩桂 1, 矢上 達郎 1

（1姫路獨協大薬）

25PB-am091	 葉酸欠乏によるうつ様行動と海馬における神経成熟
異常
○竹中 裕子 1, 西田 将治 1, 原田 郁代 1, 竹村 凌 1, 壷井 
美里 2, 中村 吉孝 2, 荒木 良太 1, 矢部 武士 1（1摂南大・
薬・複合薬物解析 , 2明治・研究本部・食機能科学研）

中枢神経系（神経変性）
25PB-am092	 アルツハイマー病治療薬ガランタミンによるα 4ニ

コチン受容体を介した線条体ドパミン遊離作用
○北村 佳久 1, 肱岡 雅宣 1（1立命館大薬）

25PB-am093	 in	vivo における光酸素化反応系により酸素化された
Aβの生化学的解析
○小澤 柊太 1, 谷口 敦彦 2,3,4, 城野 柳人 2, 齊藤 貴志 5, 
西道 隆臣 5, 相馬 洋平 2,3, 堀 由起子 1, 金井 求 2,3, 富田 
泰輔 1（1東大院薬機能病態学, 2東大院薬有機合成化学, 
3ERATO 金井触媒分子生命プロジェクト , 4東京薬大
薬 薬品化学 , 5理研神経蛋白制御）

25PB-am094	 タラウミジンによるAkt および Erk シグナル経路を
介した神経保護作用
○郡山 恵樹 1, 原田 研一 2, 久保 美和 2, 福山 愛保 2

（1鈴鹿医療大薬 , 2徳島文理大薬）
25PB-am095	 生薬	alkannin	と	shikonin	の Aβとタウタンパク凝

集阻害と神経細胞死阻害活性：抗アルツハイマー病
薬創製に向けて
○細井 徹 1, 俵 明里 1, 今田 理裕 1, 東田 千尋 2, 金子 
雅幸 3, 藤田 有紀 4, 奥田 充顕 4, 杉本 八郎 4, 小澤 光
一郎 1, 西 昭徳 5, 野村 靖幸 5（1広島大学医歯薬保健
学研究院　治療薬効学研究室 , 2富山大学　和漢医薬
学総合研究所　神経機能学分野 , 3広島大学医歯薬保
健学研究院　分子細胞情報学 , 4同志社大学　脳科学
研究科・神経疾患研究センター , 5久留米大学医学部　
薬理学講座）

25PB-am096	 グルタミン酸興奮毒性における酸化ストレスの役割
解明
○古川 絢子 1, 細井 礼子 1, 樋口 善博 1（1鈴鹿医療大薬）

25PB-am097	 運動神経疾患動物モデル脊髄における
neurovascular	unit 構築崩壊とグリア細胞
○草間－江口 國子 1, 櫻田 麻里沙 1, 上田 夏希 1, 皆川 
貴美乃 2（1日本大薬 , 2聖マリアンナ医大）

25PB-am098	 In	vitro パーキンソン病モデルにおけるミトコンド
リア融合阻害因子MiFI の機能解析
○井上 直紀 1,2, 新谷 紀人 1, 笠井 淳司 1, 小椋 紗恵 1, 
早田 敦子 1,3, 中澤 敬信 4, 橋本 均 1,3,5（1阪大院薬・神
経薬理 , 2阪大リーディング大学院・生体統御ネット
ワーク医学教育プログラム , 3阪大院・連合小児発達 , 
4阪大院歯・薬理 , 5阪大・データビリティフロンティ
ア機構）

25PB-am099	 神経細胞の機能維持薬創製のための基礎的研究
○田中 絢子 1, 小林 杏輔 1, 佐藤 聡 1,2, 田沼 靖一 1,2

（1東京理大薬・生化学 , 2東京理大ゲノム創薬研セ）
25PB-am100	 アディクションラットの hippocampus		と VTAに

補体H因子発現に関する研究
○许 嘉旻 1, 赵 欣 1, 孙 懿 1, 蒲 小平 1（1北京大学 药学
院）

25PB-am101	 MPTP誘発パーキンソン病マウスモデルにおけるβ
3受容体作用薬のドパミン神経細胞保護作用
○吉岡 靖啓 1, 田中 隆太 1, 柘植 良介 1, 山室 晶子 1, 石
丸 侑希 1, 前田 定秋 1（1摂南大薬）

25PB-am102	 脳卒中後疼痛における神経ペプチド	orexin-A	の役割
○原田 慎一 1, 増田 風香 1, 景山 絵理香 1, 松浦 渉 1, 徳
山 尚吾 1（1神戸学院大薬・臨床薬学）

25PB-am103	 霊芝酸性テルペノイド含有画分のALS治療効果に関
する検討
○野内 雄太 3, 古川 めぐみ 1, 石塚 真吾 1, 上田 夏希 1, 
櫻田 麻里沙 1, 牧野 三津子 1, 飯島 洋 1, 北中 進 1, 松崎 
桂一 1, 浅原 祐治 2, 大崎 愛弓 3, 草間－江口 國子 1

（1日本大薬 , 2日産化学 , 3日本大文理）
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25PB-am104	 ヒト染色体 15 番長腕重複モデルマウスのストレス負
荷によるドーパミン受容体への影響
北嶋 祥太郎 1,2, ○小澤 梓 1,2, 北村 陽二 1,2, 小阪 孝史 1,2, 
茂野 泰貴 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）

中枢神経系（疾患・治療①）
25PB-am105S	マウス脳における各種抗うつ薬のTrkB-mTOR系へ

の影響についての検討
○三木 瞳 1, 市原 悠希 1, 高見 真知子 1, 松井 敦聡 1, 赤
木 正明 1（1徳島文理大薬）

25PB-am106S	マウス脳における各種抗うつ薬のGSK-3 βへの影響
についての検討
○市原 悠希 1, 三木 瞳 1, 高見 真知子 1, 松井 敦聡 1, 赤
木 正明 1（1徳島文理大薬）

25PB-am107S	Mianserin によるTrkB-mTOR系路の活性化におけ
るα 2受容体の関与についての検討
○藤井 玲 1, 高見 真知子 1, 咸 謹柱 1, 松井 敦聡 1, 赤木 
正明 1（1徳島文理大薬）

25PB-am108	 フェルラ酸誘導体FAD012 の慢性脳低灌流ラットに
おける学習障害軽効果
○松﨑 広和 1, 清水 杏里 1, 金本 貴文 1, 奥平 嵩士 1, 浅
野 昂志 1, 玄 美燕 1, 林 浩輔 1, 坂本 武史 1, 日比野 康
英 1, 岡﨑 真理 1（1城西大薬）

25PB-am109S	慢性脳低灌流ラットにおいてフェルラ酸誘導体
FAD012 は黒質線条体ドパミン神経系を保護し嚥下
反射機能を改善する
○浅野 昂志 1, 松﨑 広和 1, 岩田 直洋 1, 林 浩輔 1, 玄 
美燕 1, 坂本 武史 1, 日比野 康英 1, 岡﨑 真理 1（1城西
大薬）

25PB-am110	 嗅球摘出マウスの精神機能障害に対する肝臓水解物
の効果：海馬AMP活性化プロテインキナーゼの関
与について
○中川西 修1, 山田 耕太郎2, 小平 貴代1, 佐久間 若菜1, 
根本 亙 1, 櫻井 英知 2, 丹野 孝一 1（1東北医薬大・薬・
薬理 , 2ゼリア新薬工業・CHC 製品開発部）

25PB-am111	 胎生期喫煙モデルマウスの行動障害に対するガラン
タミンの作用
○間宮 隆吉 1,3, 加藤 俊祐 1, 伊藤 愛 1, 森 美奈 1, 大谷 
駿人 1, 野口 七瀬 1, 竹内 詩乃 1, 棚瀬 将太 1, 衣斐 大祐 1, 
鍋島 俊隆 2,3,4, 平松 正行 1,3（1名城大薬 , 2藤田保健衛
生大医療科学 , 3NPO 医薬品適正使用推進機構 , 4藍
野大）

3月 25日（土）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

転写・複製・修復・翻訳修飾
25PB-pm051	 生殖細胞におけるRecQ5 について

小椋 裕司 1, 高井 理 2, 干場 和貴 1, 文殊 宏平 1, 筒井 
翔太 1, 田代（桜井） 春奈 2, 伊藤 文昭 2, ○川崎 勝己 1

（1摂南大理工 , 2摂南大薬）

転写・複製・修復・翻訳修飾
25PB-pm052	 核内受容体 CARに対する転写共役因子 cell	cycle	

and	apoptosis	regulator	1(CCAR1) の遺伝子選択的
活性調節機構
○氏家 葵 1, 飯島 里枝 1, 倉澤 友理恵 1, 土屋 佑実 1, 水
野 真理子 1, 根本 清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

25PB-pm053	 生体外異物センサーCARと酸化ストレ
スセンサーNrf2 応答系によるAldehyde	
dehydrogenase1A1(ALDH1A1) 発現調節機構
○倉澤 友理恵 1, 高橋 友美 1, 氏家 葵 1, 土屋 佑実 1, 水
野 真理子 1, 根本 清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

25PB-pm054	 CITCOによる CARを介した選択的遺伝子発現調節
機構
○土屋 佑実 1, 小林 沙織 1, 氏家 葵 1, 倉澤 友理恵 1, 水
野 真理子 1, 根本 清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

25PB-pm055	 Tripartite	motif-containing	24	(TRIM24) による核
内受容体CARの転写活性調節機構
○水野 真理子 1, 呉 由貴 1, 氏家 葵 1, 倉澤 友理恵 1, 土
屋 佑実 1, 根本 清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

25PB-pm056S	核酸構造を活用した抗デングウイルス化合物の探索
○伊藤 早織 1, 藤澤 紘希 1, 渡部 匡史 1, 日紫喜 隆行 2, 
加藤 文博 3, 岡野 裕貴 4, 田良島 典子 4, 南川 典昭 4, 藤
室 雅弘 1（1京都薬大 , 2東京都医学総合研 , 3感染研 , 
4徳島大院薬）

25PB-pm057S	網膜 ON型双極細胞発現遺伝子の転写制御解析
○渡邉 拓真 1, 小池 千恵子 1,2（1立命館大薬 , 2立命館
大院生命）

25PB-pm058	 Short	form	thymic	stromal	lymphopoietin	の恒常
的発現機構の解明
○飛田 亮三 1, 瀬川 良佑 1, 平澤 典保 1（1東北大院薬）

25PB-pm059	 β -Catenin による膵β細胞転写因子PDX-1 発現制御
○谷岡 利裕 1, 向田 汐里 1, 佐藤 会連 1, 深津 陽平 1, 原 
俊太郎 1（1昭和大薬）

25PB-pm060	 マウス肝臓における肝核内受容体Lxr	(liver	X	
receptor)	の in	vivo 動態解析
○山崎 泰広 1, 佐々木 里菜 1, 上野 歩美 1, 山口 賢彦 1, 
五十里 彰 2, 菅谷 純子 1, 黒川 洵子 1（1静岡県大・薬・
生体情報分子解析学 , 2岐阜薬大・生化学）

25PB-pm061	 SV40-miR-S1 の内因性テロメラーゼ発現に対する影響
○高橋 徹行 1, 岡山 由紀子 1, 土方 貴雄 1（1武蔵野大薬）

25PB-pm062	 DNA複製阻害タンパク質Geminin の構造と機能に
関する解析
○後藤 勇貴 1, 井堀 康太 1, 山内 直之 1, 森 洋介 1, 中崎 
祐太 2, 津山 崇 1, 東 祐太郎 1, 多田 周右 1（1東邦大薬 , 
2帝京平成大院薬）

25PB-pm063	 DNA鎖切断修復関連蛋白質を欠損した細胞の抗がん
剤に対する細胞毒性感受性の比較
○鈴木 哲矢 1, 紙谷 浩之 1（1広島大院医歯薬保）

25PB-pm064	 PCNAの翻訳後修飾が制御するDNA損傷トレラン
ス機構
○金尾 梨絵 1, 増田 雄司 1,2, 益谷 央豪 1（1名大環医研 , 
2名大院医）

25PB-pm065	 WRNIP1 による PrimPol の発現調節
○吉村 明 1, 神保 仁美 1, 長谷川 有里 1, 関 政幸 2, 榎本 
武美 1（1武蔵野大薬・分子細胞 , 2東北医薬大・生化学）

25PB-pm066	 ストレス応答キナーゼASK1 のユビキチン化修飾に
よる活性制御機構
○平田 祐介 1, 工藤 勇気 1, 森下 徹 1, 野口 拓也 1, 松沢 
厚 1（1東北大院薬・衛生化学）

25PB-pm067	 フォスタグ技術とプロテオミクス情報を活用した細胞
内MEK1 リン酸化ダイナミクスのプロファイリング
○木下 英司 1, 木下 恵美子 1, 小池 透 1（1広島大院医
歯薬）

タンパク質・核酸
25PB-pm068	 新規試薬による高純度エクソソームの調製

○犬塚 達俊 1, 栗本 綾子 1（1富士レビオ株式会社）
25PB-pm069S	MALDI-TOFMS	PMF	解析用マトリックスとしての

フェルラ酸誘導体の評価
○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）
25PB-pm070	 Immunoaffinity-FD-LC-MS/MS 法によるHepaRG

肝細胞中のHSP90 結合タンパク質の単離同定
○中田 勝紀 1,2, 齋藤 良一 2, 石谷 雅樹 2, 今井 一洋 1

（1武蔵野大薬プロテオ研 , 2中外製薬）
25PB-pm071	 分泌不全型アデノシンデアミナーゼ 2の性質と生理

機能の解析
○吉田 勇太 1, 桑島 遥 1, 伊藤 萌子 1, 渡辺 泰裕 1, 江川

（岩城） 祥子 1（1北海道薬大）
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25PB-pm072	 カイコ発現系によるCYP2C9-NanoDiscs の構築およ
び簡易CYP基質結合能評価法の開発
○久保 裕之 1, 加藤 昌彦 1（1シスメックス）

25PB-pm073	 抗体医薬アダリムマブFab の C末端ジスルフィド結
合が構造安定性に及ぼす影響
○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）

25PB-pm074	 AGPのマクロファージを介した腫瘍細胞に対する作
用について
○潘 程 1, 藤原 章雄 1, 入來 豊久 1, 西東 洋一 1, 中川 
雄伸 1, 宮川 育子 1, 竹屋 元裕 1, 菰原 義弘 1（1熊本大
院医）

25PB-pm075	 HepG2 細胞でのスフィンゴシン１リン酸（S1P）に
よるアポリポタンパク質A-I（apoA-I）発現の抑制
○船城 凌 1, 渋谷 菜摘 1, 大村 理紗 1, 田中 保 1, 小暮 
健太朗 1, 奥平 桂一郎 1（1徳島大薬）

25PB-pm076	 ヒトアポA-I 結合タンパク質AIBPの LPS 誘導性マ
クロファージ炎症反応抑制効果
○藤見 紀明 1, 杉原 涼 1, 西辻 和親 2, 坂下 直実 2, 辻 
大輔 1, 伊藤 孝司 1, 辻田 麻紀 3, 奥平 桂一郎 1（1徳島
大薬 , 2徳島大医 , 3名市大医）

25PB-pm077	 超高速光クロスリンカーを組み込んだ光応答性プ
ローブを用いたRNA	FISH法の開発
○ Zhiyong QIU1, 豊里 慧 1, 中村 重孝 1, 藤本 健造 1

（1北陸先端大マテ）

生理活性物質・その他
25PB-pm078	 HepG2 細胞を用いた抗酸化作用をもつ米由来ペプチ

ドの作用メカニズムの解明
○友國 綾香 1, 守谷 智恵 1, 川上 賀代子 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（株）
サタケ , 3岡山生物研）

25PB-pm079	 アセトアミノフェン肝障害に対する酒粕加水分解物
の保護作用
○大西 亜沙美1, 川上 賀代子1, 大塚 友貴1, 守谷 智恵1, 
藤田 明子 2, 川上 晃司 2, 畑中 唯史 3, 洲崎 悦子 1, 坪井 
誠二 1（1就実大薬 , 2（株）サタケ , 3岡山生物研）

25PB-pm080	 米ぬか由来ペプチドによるグルタチオン量上昇を介
した睡眠ホルモン合成酵素活性促進作用
○秋山 智哉 1, 川上 賀代子 1, 守谷 智恵 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（株）
サタケ , 3岡山生物研）

25PB-pm081	 白米ペプチドからの睡眠ホルモン合成酵素活性化因
子の同定とその解析
○守谷 智恵 1, 川上 賀代子 1, 藤田 明子 2, 川上 晃司 2, 
下田 博司 3, 畑中 唯史 4, 坪井 誠二 1（1就実大薬 , 2㈱
サタケ , 3オリザ油化㈱ , 4岡山生物研）

25PB-pm082	 血清中イサチン濃度測定によるパーキンソン病と
パーキンソン症候群との鑑別
○浜上 尚也 1, 緒方 昭彦 2, 土田 史郎 1, 飯塚 健治 1, 平
藤 雅彦 1, 青木 隆 1（1北医療大薬 , 2北海道脳神経外
科記念病院 神経内科）

25PB-pm083	 緑色蛍光タンパク質の消光タグの検討
○土田 史郎 1, 金敷 拓見 1, 浜上 尚也 1, 青木 隆 1（1北
医療大薬）

25PB-pm084	 Western	blotting のプロトコール改変による insulin
の定量検出の実現
○沖田 直之 1,2,6, 樋上 賀一 3,2, 深井 文雄 4,2, 御手洗 光
来 1,3, 小林 正樹 3,2, 関谷 剛男 5,2, 佐々木 敬 6,1,2（1佐々
木研附属佐々木研　内科系研究部門　分子代謝制御
学 , 2東京理大総研　トランスレーショナルリサーチ
セ , 3東京理大薬　分子病理・代謝学 , 4東京理大薬　
分子病態学 , 5佐々木研附属佐々木研　腫瘍ゲノム学
研究部門 , 6東京慈医大　総合医科学研究セ　臨床医
学研）

25PB-pm085	 Eudebeiolide	B のカルシウムシグナルのRANKLに
よる骨の損失の保護とゴール生成調節
○李 承在 1（1韓國生命工学研究院）

25PB-pm086	 滑り莧 ( ポーチュラカ ) アミドの紫外線の変化特性と
IL-6 による STAT3 阻害活性の研究
○李 勝雄 1（1韓国生命工学研究院）

25PB-pm087	 サルビア生理活性物質の IL-6 による STAT3 阻害効果
○魯 文喆 1（1韓国生命工学研究院）

25PB-pm088	 サルビア Eudesmane- タイプセスキテルペンの IL-6
による STAT3 活性抑制
○張 賢在 1（1韓国生命工学研究院）

25PB-pm089	 Evaluation	for	antitumor	response	and	immune	
activity	of	Phytochemicals	from	Zingiber	
officinale		Roscoe
Minji SOHN1, Jehyung LEE1, ○ Yongkyu LEE1（1Bio-
Science & Engineering,  Dongseo University）

25PB-pm090	 鬱金の成分と抗炎症活性
○李 雨松 1（1韓国生命工学研究院）

25PB-pm091	 ヤマカガシ（Rhabdophis	tigrinus）毒中の血液凝固
因子の精製と性質
○永田 彩加 1, 二改 俊章 1, 堺 淳 2, 山本 明彦 3, 一二三 
亨 4, 小森 由美子 1（1名城大薬 , 2日本蛇族学術研 , 
3感染研 - バイオセーフティ , 4香川大病院救命救急）

25PB-pm092S	ソフトコーラル（Sinularia	sp.）のパーオキシセスキ
テルペノイド代謝物から産生する過酸化水素による
大腸癌細胞のアポトーシス誘導とNrf2 シグナル活性
○宮里 春奈 1, 平良 淳誠 1（1沖縄高専 生物資源）

25PB-pm093	 カンショ葉とその含有成分のカフェオイルキナ酸に
よるヒト大腸癌細胞HCT116 の Nrf2-AREシグナル
活性抑制
○天久 奈菜 1, 宮里 春奈 1, 平良 淳誠 1（1沖縄高専　
生物資源工）

25PB-pm094	 Nrf2 活性を指標にした有用亜熱帯植物の網羅的探
索：ボタンボウフウ（Peucedanum	japonicum）に
よる高Nrf2 活性
○奥平 ちずか 1, 渡邉 雄介 1, 宮里 春奈 1, 天久 奈菜 1, 
平良 淳誠 1, 荻 貴之 2, 市場 俊雄 2（1沖縄高専　生物
資源工 , 2沖縄県工技センター）

25PB-pm095S	紫外線曝露による角化細胞のセクレチンmRNA発現
亢進
○若松 尚之 1, 井口 和明 2, 木村 道夫 1, 山本 博之 1

（1日本薬大・生命分子薬学 , 2静岡県大薬・生物薬品
化学）

25PB-pm096	 酸化ストレス誘発性肝線維化の進展過程における
IVA型ホスホリパーゼA２の役割の解明
○福本 紗与 1, 河下 映里 1, 石原 慶一 1, 泰地 健芳 1, 秋
葉 聡 1（1京都薬大）

25PB-pm097	 アルキルグリセリルアスコルビン酸誘導体の分子構
造とメラニン産生抑制作用の関係
○平 徳久 1, 勝山 雄志 1, 吉岡 正人 1, 村岡 修 2,3, 森川 
敏生 3（1成和化成 , 2近畿大・薬 , 3近畿大・薬総研）

25PB-pm098	 C2C12 筋管細胞への脂肪蓄積に栄養状態が与える影響
○島崎 遥加 1, 香取 彩 1, 長谷川 千織 1, 田中 直子 1

（1大妻女子大・食物）
25PB-pm099	 ペリリピン 4の発現抑制が	3T3-L1 脂肪細胞の脂肪

滴形成および代謝に与える影響
○小谷 実祐 1, 長谷川 千織 1, 山辺 智代 2, 岡崎 具樹 3, 
田中 光 4, 田中 直子 1（1大妻女子大・食物 , 2帝京大・
中央機器 , 3帝京大・医・生化学 , 4東邦大・薬）

25PB-pm100	 アミノ酸欠乏が小腸様細胞株Caco-2 の IL-16 発現量
に与える影響
○小林 ゆかり 1, 村野 晴香 1, 小池 さおり 1, 田中 直子 1

（1大妻女子大・食物）
25PB-pm101	 小腸上皮細胞に発現するアクアポリン３スプライス

バリアントの発現制御機構と細胞内局在
○西田 真夕 1, 中川 永美夏 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医薬基盤健康栄養
研・基礎栄養 , 3東邦大・薬）
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25PB-pm102	 小胞体移行性Ca2+インジケーターCEPIAを用いた
膵臓β細胞株 INS-1 の小胞体 Ca2+ の可視化
○川久保 愛美 1, 長山 恵理子 1, 田中 光 2, 田中 直子 1

（1大妻女子大・食物 , 2東邦大・薬）
25PB-pm103	 ウマサイタイエキスの美白作用

○大郷 由貴 1, 手計 雅彦 1, 川島 順市 1（1スノーデン）
25PB-pm104	 ブラジル原産アンディローバ由来リモノイドによる

脂肪細胞分化調節機構の解析
○松本 ちひろ 1, 馬場 靜 1, 田中 裕治 1, 天野 富美夫 1, 
田中 麗子 1, 藤森 功 1（1大阪薬大）

25PB-pm105	 5-fluorouracil（5-FU）誘導による骨髄抑制マウスに
対するプラセンタエキスの保護効果
○手計 雅彦 1, 大郷 由貴 1, 中村 美香 2, 川島 順市 1, 高
野 文英 2（1スノーデン㈱ , 2日薬大）

25PB-pm106	 カテキン類とカフェインの複合体の体内動態
○竹田 沙記 1, 中崎 千尋 2, 本屋敷 敏雄 1（1福山大薬 , 
2福山大生命工）

脳神経生理化学
25PB-pm107	 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：DNAマイクロアレイ法による
視床下部遺伝子の発現解析
○小崎 康子 1, 奥川 里沙子 1, 北森 一哉 2（1金城学院
大薬 , 2金城学院大生活環境）

25PB-pm108	 SD 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：cDNAサブトラクション法による脊髄後根
神経節細胞遺伝子の発現解析
○中西 菜緒 1, 鶴田 結巳 1, 小崎 康子 1（1金城学院大薬）

25PB-pm109	 SD 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：cDNAサブトラクション法による視床下部
遺伝子の発現解析
○甲斐 小雪 1, 奥川 里沙子 1, 小崎 康子 1（1金城学院
大薬）

25PB-pm110	 遅発性筋痛モデル SDラットの長指伸筋における
cDNAサブトラクション法を用いた遺伝子発現解析
○大西 利佳 1, 近藤 由梨 1, 田口 徹 2, 小崎 康子 1（1金
城学院大薬 , 2富山大院医薬）

25PB-pm111S	ラミニンによるアストロサイトの突起伸長の促進
○宇野 槙優 1, 堀部 紗世 1, 井上 咲那 1, 後藤 麻友 1, 西
岡 詩織 1, 河内 正二 2, 佐々木 直人 1, 平田 健一 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神戸大学大学院医学研究科）

25PB-pm112S	マウス脳血管とアストロサイトの相互作用モデルの
構築
○岡 奈津美 1, 河内 正二 2, 垣内 貴瑛 1, 小巻 美菜子 1, 
堀田 優衣 1, 堀部 紗世 1, 佐々木 直人 1, 平田 健一 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神戸大学大学院医学研究科）

25PB-pm113	 FP001 ポリマーを用いた神経細胞の三次元培養
○中道 範隆 1, 田中 悠一 1, 松本 侑大 1, 石本 尚大 1, 堀
川 雅人 2, 増尾 友佑 1, 加藤 将夫 1（1金沢大院薬 , 2日
産化学工業）

25PB-pm114S	C9orf72 結合タンパク質 Smcr8 の機能解析
○三好 潤子 1, 山本 洋司 1, 滝谷 美香 1, 紀 嘉浩 1, 佐藤 
準一 1（1明治薬大）

25PB-pm115	 筋萎縮性側索硬化症・前頭側頭型認知症と関連する
ジペプチドリピート凝集体の解析
○滝谷 美香 1, 三好 潤子 1, 紀 嘉浩 1, 佐藤 準一 1（1明
治薬大）

25PB-pm116	 CYP27B1 遺伝子欠損マウスおよびラットにおける
25- ヒドロキシビタミンD3投与の影響
○安田 佳織 1, 西川 美宇 1, 高松 将士 1, 阿部 圭祐 1, 生
城 真一 1, 中川 公恵 2, 津川 尚子 3, 岡野 登志夫 2, 榊 
利之 1（1富山県大 , 2神戸薬大 , 3大阪樟蔭女子大）

25PB-pm117	 三次元培養培地FCeMを用いた抗がん剤ハイスルー
プットスクリーニング
○西野 泰斗 1, 相原 彩子 1, 安部 菜月 1, 大塚 敬一郎 1, 
金木 達郎 1（1日産化学工業）

25PB-pm118S	ラット有郭乳頭におけるprostatic	acid	phosphatase	
(PAP)	及び ecto-nucleotide	pyrophosphatase/
phosphodiesrerase	(ENPP)	2 の発現局在について
○山田 由紀江 1, 西田 健太朗 1, 古井 真理 1, 大石 晃弘 1, 
長澤 一樹 1（1京都薬大）

25PB-pm119	 FoxO3a の皮膚における機能
○森田 貴士 1, 森山 麻里子 1, 後藤 ありさ 1, 森田 遼 1, 
早川 堯夫 1, 森山 博由 1（1近畿大　薬総研　先端バ
イオ薬研）

25PB-pm120	 microRNAが PARP1 タンパク質発現に与える影響
について
○水野 英哉 1, 河端 真実 1, 武富 彩子 1, 中林 利克 1

（1武庫川女大薬）
25PB-pm122	 ErbB2 過剰発現させた乳腺上皮細胞のエクソソーム

由来miRNAの解析
○竹野 孝慶 1, 長谷川 拓也 1, 高橋 尚暉 1, 丹野 智文 1, 
佐藤 浩二 1, 酒巻 利行 1（1新潟薬大薬）

25PB-pm123S	P19 細胞神経分化誘導過程におけるκ - カゼインの役割
○因藤 有里 1, 小林 隆信 1, 安部 千晶 1, 喜納 克仁 1, 宮
澤 宏 1（1徳島文理大香川薬）

25PB-pm124S	P19 細胞神経分化誘導初期におけるTal2遺伝子の発
現調節
○安部 千晶 1, 小林 隆信 1, 因藤 有里 1, 喜納 克仁 1, 宮
澤 宏 1（1徳島文理大香川薬）

25PB-pm125S	新規 DNA酸化損傷に対するDNAポリメラーゼ反応
○坪井 里奈 1, 喜納 克仁 1, 川田 大周 1, 所谷 匡祐 1, 鈴
木 雅代 3, 大吉 崇文 2, 宮澤 宏 1（1徳島文理大香川薬 , 
2静岡大理 , 3広島国際大薬）

中枢神経系（疾患・治療②）
25PB-pm126	 恐怖環境からの逃避行動とうつ病発症を制御する分

界条床核アドレナリンβ受容体の役割
○吉田 さとみ 1, 佐藤 佳澄 1, 松崎 望 1, 関 健二郎 1

（1奥羽大・薬・薬理）
25PB-pm127	 長期恐怖ストレス環境下における攻撃性獲得及び抑

うつ症状発症に関する嗅球及び海馬神経新生の役割
○松崎 望 1, 佐藤 佳澄 1, 山梨 穣 1, 吉田 さとみ 1, 関 
健二郎 1（1奥羽大・薬・薬理）

25PB-pm128	 オイゲノール芳香によるヒト心拍変動解析とコルチ
ゾール分泌に関する研究
○山梨 穣 1, 佐藤 佳澄 1, 関 健二郎 1（1奥羽大・薬・薬理）

25PB-pm129	 In	vitro での脳浮腫におけるTRPV4 の関与
○星 雄高 1, 小山 隆太 1, 松木 則夫 1, 柴崎 貢志 2, 池谷 
裕二 1,3（1東京大・院薬・薬品作用 , 2群馬大・院医・
分子細胞生物 , 3脳情報通信融合研究センター）

25PB-pm130	 断続的レム断眠負荷誘発性交替率低下に対するメチ
ルフェニデートの効果
○八百板 富紀枝 1, 永澤 佑佳 1, 土谷 昌広 2,3, 荒井 裕
一朗 4, 只野 武 5, 丹野 孝一 1（1東北医薬大 , 2東北福
祉大 , 3東北大 , 4東京有明医療大 , 5金沢大）

25PB-pm131	 腫瘍の形成に伴って認められる高次脳機能障害は腫
瘍切除後も持続する
○尾中 勇祐 1,2, 新谷 紀人 2, 中澤 敬信 3, 吾郷 由希夫 2, 
木野村 元彦 2, 田邊 航 2, 荻田 喜代一 1, 橋本 均 2,4,5

（1摂南大薬 , 2阪大院薬 , 3阪大院歯 , 4阪大院連合小
児発達・子どものこころセ , 5阪大附属創薬セ・iPS 
脳神経毒性プロジェクト）

25PB-pm132	 脊髄グリア細胞のアドレナリンβ 2受容体刺激を介
した神経障害性疼痛に対する緩和効果の検討
○森岡 徳光 1, 張 芳芳 1, 安部 裕美 1, 中島 一恵 1, 仲田 
義啓 1（1広島大院医歯薬保）
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25PB-pm133	 ザンドホッフ病モデルマウス由来 iPS 細胞の神経系
への分化異常に対するレトロマー構成因子VPS35 の
効果
○柳 勇介 1, 海津 勝俊 1, 原 佑太 1, 櫻庭 均 2, 小川 泰
弘 1, 大石 一彦 1（1明治薬大・薬理 , 2明治薬大・臨床
遺伝学）

25PB-pm134S	がん悪液質の全身性代謝障害における脳内グリア細
胞の役割
○森 美貴子 1, 濱田 祐輔 1, 小嶋 千潤 1, 相内 俊樹 1, 金
尾 奈穂美 1, 吉田 小莉 1, 浅野 克倫 1, 成田 道子 1, 田村 
英紀 2, 手塚 裕之 2, 鈴木 雅美 3, 葛巻 直子 1, 成田 年 1,2

（1星薬大・薬理 , 2星薬大・先端研 (L-StaR), 3国立が
ん研セ・がんゲノミクス）

25PB-pm135	 TRPV4刺激はマウス脳内出血モデルにおける神経機
能障害を改善する
○白川 久志 1, 浅尾 靖仁 1, 抱 将史 1, 永安 一樹 1, 中川 
貴之 2, 金子 周司 1（1京大院薬・生体機能解析 , 2京大
病院・薬剤部）

25PB-pm136	 視神経保護におけるアポE含有リポタンパク質とア
ルファ２- マクログロブリンの働き
○林 秀樹 1, 森 みすず 1, 橋爪 達哉 1, 原嶋 美奈 1, 降矢 
実穂 1, 森 寛子 1, 袁 博 1, 高木 教夫 1（1東京薬大薬・
応用生化）

25PB-pm137	 光化学誘導血栓法を用いた脳虚血モデルマウスに対
するスペルミンオキシダーゼ阻害剤の影響
○益子 崇 1, 高尾 浩一 2, 安藤 由佳 1, 川﨑 優里 1, 十河 
明枝 1, 中山 仁美 1, 草間 - 江口 國子 1, 木村 元気 1, 杉
田 義昭 2, 木澤 靖夫 1（1日本大薬 , 2城西大薬）

25PB-pm138S	マウス末梢血由来造血幹細胞からミクログリア様細
胞への分化誘導とその機能解析
○黒田 絵莉子 1, 高田 和幸 1, 河西 翔平 1, 戸田 侑紀 1, 
芦原 英司 1（1京都薬大・病態生理）

25PB-pm139	 悪性腫瘍による恐怖記憶の変化に対する脳内サイト
カインの関与
○大野 雄貴 1, 池田 弘子 1, 米持 奈央美 1, 高橋 美有 1, 
清水 孝恒 1, 亀井 淳三 1（1星薬大）

25PB-pm140	 NaIO3 誘発網膜障害モデルにおける網脈絡膜血流及
び網膜色素上皮細胞の変化
○森口 真結 1, 井上 雄有輝 1, 中村 真帆 1, 西中 杏里 1, 
鶴間 一寛 1, 嶋澤 雅光 1, 原 英彰 1（1岐阜薬大）

25PB-pm141	 光誘発網膜障害におけるマクロファージの関与
○矢古宇 智弘 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）

25PB-pm142	 老化促進モデルマウス SAMP8 に対する河内晩柑果
皮の脳保護効果
○奥山 聡 1, 古谷 慈美 1, 山本 加奈 1, 澤本 篤志 1, 中島 
光業 1, 古川 美子 1（1松山大薬・薬理）

25PB-pm143	 高脂肪食マウスによる自発運動量増加に対するLF
の効果
○山口 将史 1, 出雲 信夫 1, 加賀谷 伸治 2, 室橋 果澄 1, 
坂井 研太 1, 松上 拓矢 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 , 2（株）NRL ファーマ）

25PB-pm144	 社会敗北マウスの行動抑制に対するパロキセチンの
改善効果をピンドロールが増強する。
○村松 奈津実 1, 出雲 信夫 1, 稲葉 悠 1, 清水 優 1, 東方 
優大 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）
25PB-pm145	 MU-314 による石灰化促進作用におけるERK経路の

関与
○中嶋 舞 1, 出雲 信夫 1, 柏木 美結 1, 蒲谷 泰夏 1, 宮舘 
祐子 1, 福山 亮 2, 速水 耕介 1, 中野 真 1, 藤田 貢 2, 渡邉 
泰雄 1（1横浜薬大 , 2広島国際大・薬）

25PB-pm146	 デキサメタゾン誘導自発運動量低下に対するアリピ
プラゾールの効果
○稲葉 悠 1, 出雲 信夫 1, 遠藤 洋望 1, 山之内 義弘 1, 速
水 耕介 1, 中野 真 1, 渡邉 泰雄 1（1横浜薬大）

25PB-pm147	 高脂肪食マウスの骨障害に対するLFの効果
○室橋 果澄 1, 出雲 信夫 1, 加賀谷 伸治 2, 山口 将史 1, 
小松崎 遥 1, 大竹 早紀 1, 鈴木 隆索 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 , 2（株）
NRL ファーマ）

25PB-pm148	 アルツハイマー病モデルマウスのα 7ニコチン性ア
セチルコリン受容体を介した学習改善作用における
microRNA-134 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）

25PB-pm149	 社会敗北ストレスの種差の違いによる検討
○清水 優 1, 出雲 信夫 1, 村松 奈津実 1, 高崎 将樹 1, 清
登 啓之 1, 速水 耕介 1, 中野 真 1, 渡邉 泰雄 1（1横浜薬
大）

25PB-pm150	 PC12 細胞の伸長突起促進作用に対するG1の効果
○柏木 美結 1, 出雲 信夫 1, 中嶋 舞 1, 利根川 美香 1, 小
野 綾子 1, 速水 耕介 1, 中野 真 1, 渡邉 泰雄 1（1横浜薬
大）

25PB-pm151	 Pentylenetetrazole 誘発けいれん発作に及ぼす膜輸
送体OCTN1 の影響
○小森 友恵 1, 中道 範隆 1, 西山 美沙 1, 増尾 友佑 1, 加
藤 将夫 1（1金沢大院薬）

25PB-pm152S	バルプロ酸誘発性自閉症様モデルマウスに対する 4-
フェニル酪酸の効果
○竹内 佑灯 1, 川田 浩一 1, 三森 盛亮 1, 大熊 康修 1, 野
村 靖幸 2（1千葉科学大薬 , 2久留米大医）

25PB-pm153	 アスコルビン酸合成能欠如ラットの虚血性脳障害に
対するアスコルビン酸の保護効果
○小川 直人 1, 岩田 直洋 1, 神内 伸也 1, 岡﨑 真理 2, 日
比野 康英 1（1城西大薬医療栄養 , 2城西大薬薬）

25PB-pm154	 VGF過剰発現マウスにおける統合失調症様行動と抗
精神病薬の作用
○水口 裕子 1, 溝口 貴洋 1, 田中 美由 1, 鶴間 一寛 1, 嶋
澤 雅光 1, 原 英彰 1（1岐阜薬大）

25PB-pm307S	GINS	複合体に着目した膠芽腫における癌幹細胞の
病態解析
○白川 裕貴 1, 秀 拓一郎 2, 矢野 茂敏 2, 中村 英夫 2, 牧
野 敬史 2, 齋藤 秀之 1,3, 城野 博史 1,3（1熊本大院薬 , 
2熊本大病院医 , 3熊本大病院薬）

3月 26日（日）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

酵素
26PB-am001	 NK92MI 細胞によるGranzyme	3 の産生

○稲垣 弘文 1, 平田 幸代 1（1日本医大）
26PB-am002	 ラットグランザイム 3の基質アミノ酸配列の検索

○平田 幸代 1, 稲垣 弘文 1（1日本医大）
26PB-am003	 酵素法ヘモグロビンA1c 測定に用いる新規プロテ

アーゼの探索研究
○日置 善雄 1, 塚本 賢 1, 多々納 俊雄 1（1ユーエムエー）

26PB-am004	 ヤマブシタケ由来RNase	He1 の Zn	複合体のX線構
造解析
○小林 弘子 1, 元吉 尚美 1, 板垣 正 1, 武部 克希 3, 寒川 
剛 2, 鈴木 守 2（1日本大薬 , 2阪大蛋白研 , 3阪大歯）

26PB-am005	 アルド - ケト還元酵素AKR1B10 遺伝子転写調節領
域上のAntioxidant	Response	Element（ARE）を
介した発現調節機構の解析
○西中 徹 1, 渡辺 賢 1, 湯川 凌 1, 清水 かほり 1, 三浦 
健 2, 寺田 知行 1（1大阪大谷大薬 , 2武庫川女大薬）

26PB-am006	 ステロール 14- 脱メチル化酵素の真菌特有領域の機能
に関する解析
三木 正史 1, 柳澤 有記 1, 吉田 雄三 3, ○青山 由利 2,1

（1創価大院工学 , 2創価大理工 , 3武庫川女大薬）
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26PB-am007	 百日咳菌由来アミノペプチダーゼN（PepN）のクロー
ニング
高口 寛子 1, ○中村 裕喜 1, 渡邉 峰雄 2, 廣村 信 1, 小川 
和加野 1, 松原 大 1（1第一薬大 , 2北里生命科学研究所）

26PB-am008	 N 1- アセチルポリアミン酸化酵素活性測定法の開発
北澤 友貴 1, ○高尾 浩一 1, 杉田 義昭 1（1城西大・薬）

26PB-am009	 プロトン輸送ATPase を標的とした抗う蝕化合物の
探索
○泉澤 信太郎 1, 関谷 瑞樹 1, 櫛桁 安生 1, 芳賀 雅人 1, 
下山 佑 2, 木村 重信 3, 佐々木 由香 4, 岩本 昌子 4, 中西

（松井） 真弓 1（1岩手医大薬 , 2岩手医大歯 , 3関西女
子短大歯 , 4長浜バイオ大バイオサイエンス）

26PB-am010	 線維芽細胞のゼラチナーゼ分泌に対する光線曝露の
影響
○山本 博之 1, 田中 里佳 1, 木村 道夫 1（1日本薬大・
生命分子薬学）

26PB-am011	 シアリダーゼNeu1 による脂肪分解制御機構の解明
○名取 雄人 1, 那須井 美和子 1, 根岸 文子 1（1帝京大薬）

26PB-am012	 原核生物由来のオリゴペプチダーゼBの機能解析
○小西 菜々恵 1, 徳井 新治郎 1, 山澤 龍治 1, 桑名 利津
子 1, 高松 宏治 1, 伊藤 潔 1（1摂南大薬）

26PB-am013	 ヒドロキシ -D- アミノ酸の酵素合成法の開発
○角田 洋輔 1, 北澤 宏明 1, 岸本 高英 1, 杉山 明生 1, 小
園 祥子 2, 日比 慎 2, 小川 順 2（1東洋紡 , 2京大院農）

26PB-am014	 アフリカトリパノソーマ原虫由来GnT-I は，近縁の
リーシュマニア原虫では機能しない
○中西 雅之 1, 山﨑 由以 1, 髙橋 詩音 1, 日野 真美 1, 野
元 裕 1（1松山大薬）

酸化 還元・その他
26PB-am015	 イチョウ葉抽出液およびケンフェロールによる真皮

線維芽細胞のチオレドキシンリダクターゼ発現促進
効果
○勝田 雄治 1, 菅原 美郷 1（1資生堂グローバルイノ
ベーションセンター）

26PB-am016	 D- アミノ酸オキシダーゼを用いた細胞内局所での
H2O2 産生系の構築
○青山 芙由子 1, 藤川 雄太 1, 田邨 瑞希 1, 山﨑 えりか 1, 
井上 英史 1（1東京薬大生命）

26PB-am017	 抗酸化タンパク質Peroxiredoxin	2 による大動脈平
滑筋細胞の酸化ストレス制御と初期動脈硬化進展へ
の影響の解析
○加藤 里奈 1, 嶋﨑 萌夏 1, 鈴木 花菜 1, 小澤 雪乃 1, 知
念 良憲 1, 渡辺 窓香 1, 相内 敏弘 1, 笹部 直子 1, 小浜 
孝士 1, 板部 洋之 1（1昭和大薬）

26PB-am018	 グルタチオンによる水溶化 2,2- ジフェニル -1- ピクリ
ルヒドラジル (DPPH) ラジカル消去反応
○中西 郁夫 1, 小澤 俊彦 2, 松本 謙一郎 1（1量研機構
放医研 , 2昭和薬大）

26PB-am019	 ビオフェルミン	(BF)	製剤の抗酸化作用の検討
○赤﨑 さとみ 1, 泉 勇司 1, 石井 達也 1, 青木 涼平 1, 佐
藤 圭創 1（1九州保福大薬）

26PB-am020	 線虫の精子活性化における SODの機能解析
○坂本 太郎 1, 中川 由貴 1, 今井 浩孝 1（1北里大薬）

26PB-am021S	メラニン産生細胞におけるビンキュリンの膜移行と
紫外線曝露の影響
○山口 陽子 1, 木村 道夫 1, 山本 博之 1（1日本薬大・
生命分子薬学）

アポトーシス
26PB-am022	 Notch-1断片ペプチドが誘導する白血病細胞選択的ネ

クローシスとPTEN発現
○國安 明彦 1, 牧瀬 正樹 1（1崇城大薬）

26PB-am023	 網羅的 shRNAスクリーニングによる海洋天然物
aurilide	B の作用に関わる遺伝子の同定
高瀬 翔平 1,2, 黒川 留美 1, 新井 大祐 3, 中尾 洋一 3, 久
城 哲夫 2, 吉田 稔 1, ○松本 健 1（1理研 , 2明治大院農 , 
3早稲田大院先進理工）

26PB-am024	 メラノーマ細胞に対するプラズマ照射培養メディウ
ムのアポトーシス誘導活性
○村田 富保 1, 小泉 貴義 2, 徳井 麗佳 1, 金田 典雄 1, 呉 
準席 2, 堀 勝 3, 伊藤 昌文 2（1名城大薬 , 2名城大理工 , 
3名大未来社会創造機構）

26PB-am025S	神経芽腫に対するMyrceugenia	euosma	(Murta)	由
来化合物の抗腫瘍効果の検索
○吉田 優美 1, 栗田 雅弘 1, 及川 直毅 1, 野伏 康仁 1, 堤 
重敏 3, 安川 憲 1, 浅見 覚 1, 小野 真一 1, 鈴木 孝 1,2

（1日本大薬 , 2日本大医 , 3アマゾンフード）
26PB-am026	 ヒキノカサ抽出物は Jurkat 細胞に対して細胞死を誘

導する
○方 明 1, 謝 佩廷 2, 菅原 二三男 2, 四宮 貴久 1, 長原 
礼宗 1（1東京電大理工 , 2東京理大理工）

26PB-am027	 マグノロールによるヒト膵臓がん細胞に対する細胞
死誘導活性に関する研究
○五十鈴川 和人 1, 竹田 大樹 1, 高橋 哲史 1, 金 成俊 1

（1横浜薬大）
26PB-am028	 ヒト急性前骨髄球性白血病細胞株HL-60 における

Doxorubicin または Cytarabine と (S 	)-Erypoegin	
K の併用効果
外山 葵 1, ○疋田 清美 1, 村田 富保 1, 浅尾 直樹 2, 加藤 
國基 1, 田中 斎 1, 金田 典雄 1（1名城大薬 , 2信州大繊維）

26PB-am029	 Cordyceps	roseostromata二次代謝産物のヒト癌細
胞に対する抗腫瘍効果
○小川 由起子 1, 森永 紀 2, 高堤 雄貴 1, 青木 結以 1, 竹
下 慎太郎 1, 西村 悠吾 1, 倉岡 卓也 1, 藤井 佑樹 1, 矢萩 
信夫 3, 矢萩 禮美子 3, 小林 秀光 1（1長崎国際大薬 , 
2第一薬大 , 3自然薬食微生物研）

26PB-am030	 フォルモノネチンによる過酸化水素誘導神経細胞死
の抑制
○杉本 万裕子 1, 五嶋 裕益 1, 天野 富美夫 1, 芝野 真喜
雄 1, 藤森 功 1（1大阪薬大）

26PB-am031	 ネクローシスとアポトーシスの切替え制御機構の解析
○佐藤 聡 1,2,3, 金 惠淑 4, 益谷 美都子 3,5, 綿矢 有佑 4, 田
沼 靖一 1,2（1東京理大薬・生化学 , 2東京理大・ゲノ
ム創薬研セ , 3国がん研セ・研・創薬臨床 , 4岡山大院
医歯薬 , 5長崎大院医歯薬）

26PB-am335S	冬虫夏草の有効成分である	Cordycepin	の抗がん作
用機序の追究
○島田 眞子 1, 芝下 瑠璃 1, 山下 美珠貴 1, 吉川 紀子 1, 
木下 恵理子 1, 畑井 麻友子 1, 籠田 智美 1, 篠塚 和正 1, 
中村 一基 1（1武庫川女大薬）

細胞分裂・細胞接着・細胞骨格
26PB-am032S	Hsp105/110 ファミリータンパク質の細胞分裂の進行

への関与
○手島 皓子 1, 岡本 菜美子 1, 柿花 采那 1, 齊藤 洋平 1, 
久家 貴寿 1, 中山 祐治 1（1京都薬大）

26PB-am033S	神経芽腫に対する	Eurycoma	longifolia 		由来化合物
の細胞周期停止効果
○坂爪 真依子 1, 林田 沙綾 1, 花岡 幸恵 1, 栗田 雅弘 1, 
稲垣 祐太 2, 浅見 覚 1, 小野 真一 1, 浮谷 基彦 2, 秋久 
俊博 2, 鈴木 孝 1,3（1日本大薬 , 2日本大理 , 3日本大医）

26PB-am034	 アミロイド様線維形成ラセミ混合ペプチドの生物活性
○片桐 文彦 1, 森 香子 1, 保住 建太郎 1, 吉川 大和 1, 野
水 基義 1（1東京薬大薬）
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26PB-am035	 環状ペプチドを用いたP-cadherin の細胞接着阻害に
関する細胞イメージングとin	vitroにおける解析
○妹尾 暁暢 1, 田島 卓実 1, 工藤 翔太 1, 長門石 曉 1, 津
本 浩平 2（1東大院工 , 2東大医科研）

26PB-am036	 基底膜成分を用いたヒト iPS 細胞由来小腸幹細胞の
単離
○邱 施萌 1, 長崎 瑞佳 2, 壁谷 知樹 1, 岩尾 岳洋 1,2, 松
永 民秀 1,2（1名市大院薬 , 2名市大薬）

26PB-am037	 ラミニン由来ペプチドによる骨芽細胞分化への影響
の検討
○武富 彩子 1, 河端 真実 1, 野水 基義 2, 矢内 信昭 3, 水
野 英哉 1, 中林 利克 1（1武庫川女大薬 , 2東京薬科大薬 , 
3宮城学院女大食栄）

26PB-am038	 ヒトセミノーマ	JKT-1	およびヒト結腸腺がん細胞
HT29 に対するナマズ卵レクチンの効果
○菅原 栄紀 1, 佐藤 繭 1, 立田 岳生 1, 細野 雅祐 1（1東
北医薬大・分子認識学）

26PB-am039	 核膜孔因子Nup88 の過剰発現が誘導する細胞多核化
に対するビメンチンの関与
○牧瀬 正樹 1, 秀徳 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）

免疫・生体防御 1
26PB-am040	 マウス粘膜型マスト細胞培養モデルにおけるATP

応答性の解析
○亀尾 剛士 1, 柿木 彩 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）

26PB-am041	 マウスマスト細胞におけるTrkAの発現とその機能
○岩崎 克也 1, 穂刈 敏史 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）
26PB-am042	 可溶性βグルカンの構造の違いによるサイトカイン

産生誘導作用への影響
○山中 大輔 1, 石橋 健一 1, 安達 禎之 1, 元井 章智 2,1, 
元井 益郎 2, 大野 尚仁 1（1東京薬大薬 , 2東栄新薬）

26PB-am043	 リグニン様ポリフェノールによる新規アジュバント
の開発
○奥山 直哉 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）

26PB-am044	 リグニンによるマクロファージ活性化と細胞内シグ
ナル伝達機構の解析
○荻島 成美 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）

26PB-am045S	黒穂菌菌糸体由来の抽出画分が免疫応答に与える影響
○小島 泰貴 1, 矢島 義正 1, 西海 敬太 1, 長坂 淳子 1, 築
地 信 1, 辻 勉 1（1星薬大）

26PB-am046S	リノール酸酸化物 13-HODEおよび 13-HPODEが免
疫応答に与える影響
○小鷹 篤 1,3, 小島 泰貴 1, 矢島 義正 1, 西海 敬太 1, 安
原 義 2, 供田 洋 2, 築地 信 1, 辻 勉 1（1星薬大 , 2北里
大薬 , 3望星薬局）

26PB-am047	 マスト細胞におけるARFペプチドの抗アレルギー効
果の構造活性相関
○内田 亮太 1, 西田 圭吾 1（1鈴鹿医療大薬）

26PB-am048	 濾胞性ヘルパーT細胞の機能解析のための新たなマ
ウスの作製
○武部 友 1, 原田 陽介 1（1東京理大薬）

26PB-am049	 顆粒内糖鎖ヘパリンの切断酵素ヘパラナーゼはマス
ト細胞に取り込まれて機能する
○東 伸昭 1, 中島 元夫 2, 入村 達郎 3（1星薬大 , 2SBI
ファーマ , 3順天堂大医）

26PB-am050S	トレランス状態にあるマクロファージで見られるリ
ポ多糖の積極的取り込みにクラスAスカベンジャー
受容体が関与する
○西原 冴佳 1, 眞鍋 貴行 1, 川崎 清史 1（1同志社女大薬）

26PB-am051	 Toll-like	receptor シグナリングに対する非活性型
AKT1の抑制作用
○善家 孝介 1, 室井 正志 1, 井戸 貴彬 1, 田野邊 竜平 1, 
井橋 佑太 1, 棚元 憲一 1（1武蔵野大・薬）

26PB-am052	 ヒト皮膚ケラチノサイトにおけるプロテアーゼ活性
化受容体を介したサイトカイン応答
○石橋 芳雄 1（1明治薬大）

26PB-am053S	A.	brasiliensis由来の重合polyphenol の polyglobin	
N との反応性
○田島 克哉 1, 元井 章智 1, 元井 益郎 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）

26PB-am054	 貪食はToll 様受容体シグナルを増幅し、細菌成分の
認識によって誘導される炎症応答を強める
○上野 貴之 1, 川崎 清史 1（1同志社女大薬）

26PB-am055	 体内リズム崩壊における免疫系への影響
○佐藤 大介 1, 金成 俊宏 2, 永田 隆之 2, 村田 和子 1,2

（1いわき明星大院理工 , 2いわき明星大薬）
26PB-am056S	異なるシグナル誘導活性を持つToll 様受容体 4刺激

抗体による抗原特異的抗体産生抑制効果
○小林 洋平 1, 小坂井 沙緖 1, 久保田 佳苗 1, 武内 偲乃 1, 
金光 祥臣 1, 松本 洋太郎 1, 塚本 宏樹 1, 富岡 佳久 1

（1東北大院薬）
26PB-am057	 マウス免疫機能に対するヘプタメトキシフラボンの

効果
○中島 光業 1, 小川 峰太郎 2, 天倉 吉章 1, 好村 守生 1, 
奥山 聡 1, 古川 美子 1（1松山大薬 , 2熊本大発生研）

26PB-am058	 IL-17 誘導性 Iκ B- ζ発現におけるTyk2-STAT3
経路の役割
○室本 竜太 1, 多和 佳佑 1, 松田 正 1（1北大院薬）

末梢神経系
26PB-am059	 ドデシル硫酸ナトリウム誘発の表皮内神経伸長にお

ける表皮ヒスタミンの関与
○井浪 義博 1,2,3, 佐藤 睦 2, 大津 浩 2, 真野 陽介 3, 佐々
木 淳 1, 倉石 泰 1, 安東 嗣修 1（1富山大院・薬・応用
薬理 , 2東北大院・工・量子エネルギー工学 , 3ホーユー
株式会社・総合研究所）

26PB-am060	 末梢性顔面神経麻痺の回復過程におけるプロスタグ
ランジン類の関与の解析
○亀井 大輔 1, 伊波 樹 1, 中村 彩音 1, 滝（竹本） 伊織 1, 
髙田 昂輔 1, 村上 信吾 2, 増田 豊 1, 岩井 信市 1（1昭和
大薬 , 2名市大医）

内分泌・代謝系
26PB-am061	 血糖値に対するエストロゲンの一酸化窒素合成酵素

を介した作用について
○間杉 拓紀 1, 松島 涼太 1, 三反崎 聖 1, 長岡 沙有里 1, 
加藤 菜穂 2, 須藤 美和子 2, 黒田 直人 2, 阿部 すみ子 1

（1高崎健康福祉大薬 , 2福島医大医）
26PB-am062	 肥満・糖尿病時における薬物性肝障害リスク上昇メ

カニズムの解析
○濱田 和真 1, 武石 麗菜 1, 瀧川 めぐみ 1, 上野 聡彦 1, 
中埜 貴文 1, 堀江 利治 1（1帝京平成大薬）

26PB-am063	 高脂肪食誘導性肥満マウスの脂肪組織への免疫細胞
浸潤に対するナリンゲニンの影響
○津波古 梨花 1, 吉田 裕樹 1, 渡辺 渡 2, 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・微生物学）

26PB-am064	 自然発症肥満・糖尿病モデルマウス（TSOD）の肥
満発症に対する脂肪分解障害の関与について
○多河 典子 1, 大谷 典子 1, 中瀬 貴恵 1, 藤波 綾 1, 小林 
吉晴 2,1, 加藤 郁夫 1（1神戸薬大 , 2森ノ宮医療大）

26PB-am065	 糖尿病モデルラット（Goto-Kakizaki ラット）腎組
織のプロテオーム解析
○三浦 ゆり 1, 早川 敦子 1,2, 秋元 義弘 3, 津元 裕樹 1, 
岩本 真知子 1, 福井 浩二 2, 遠藤 玉夫 1（1都健康長寿
医セ研 , 2芝浦工大システム理工 , 3杏林大医）
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26PB-am066	 高脂肪食による肥満誘導に抵抗性を示す ddYマウス
個体の性状解析
枝久保 宏貴 1, 菊地 智香 1, 中村 亮太 1, 宮﨑 可奈子 1, 
○田邉 由幸 1（1横浜薬大）

炎症・免疫系
26PB-am067S	ケモカイン CCL28 の欠損はDSS 腸炎モデルマウス

における病態を増悪させる
○神原 弘和 1, 松尾 一彦 1, 山本 真也 1, 長久保 大輔 3, 
義江 修 2, 中山 隆志 1（1近畿大薬 , 2近畿大医 , 3滋賀
医大）

26PB-am068S	ケモカイン受容体CCR4 の欠損はメラノーマ担癌モ
デルマウスの病態を増悪させる
○高橋 周平 1, 松尾 一彦 1, 小山 篤 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）

26PB-am069S	ケモカイン受容体CCR4 の欠損はアトピー様皮膚炎
の病態を改善させる
○木村 勇太 1, 松尾 一彦 1, 小森 悠平 1, 畑中 翔太 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）

26PB-am070S	CCR4 欠損マウスおよびCCR6 欠損マウスを用いた
イミキモド誘発性乾癬の解析
○伊藤 茉奈 1, 松尾 一彦 1, 長沼 孝典 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）

26PB-am071S	CCR4 阻害剤はTreg の筋肉組織への遊走を阻害する
ことでワクチン効果を向上させる
○東山 慎太郎1, 松尾 一彦1, 松永 奈緒子1, 山田 祐毅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）

26PB-am072S	高活性型 lymphotactin/XCL1 を用いたがんワクチ
ンアジュバントの開発
○石橋 美保 1, 松尾 一彦 1, 川端 史花 1, 北畑 孝祐 1, 中
山 隆志 1（1近畿大薬）

26PB-am073	 アスピリン不耐性の発症メカニズムについての考察
○山下 正道 1（1日本大生物資源）

26PB-am074	 ミクログリアの血液脳関門機能発達促進作用を介す
る因子の解明
○最上（重本） 由香里 1, 干川 和枝 1, 関野 祐子 1, 佐藤 
薫 1（1国衛研・薬理）

26PB-am075	 ビベンジル化合物の肥満細胞脱顆粒に与える影響
○鈴木 萌 1, 高橋 美怜 1, 宮田 恵里花 1, 赤木 正明 2, 福
石 信之 1（1金城学院大学　薬学部　薬理学教室 , 2徳
島文理大学　薬学部　薬理学教室）

26PB-am076	 TGF- β刺激による骨髄由来肥満細胞膜表面の c-kit
切断に関与するメタロプロテアーゼの検討
○永井 里奈 1, 高橋 果歩 1, 赤木 正明 2, 福石 信之 1

（1金城学院大学　薬学部　薬理学教室 , 2徳島文理大
学　薬学部　薬理学教室）

26PB-am077	 塩分の過剰摂取がコラーゲン誘導関節炎病態モデル
マウスの病態に及ぼす影響
○岡本 能弘 1, 服部 康隆 1, 上村 英梨子 1（1千葉科学
大薬）

26PB-am078	 脂質代謝異常による骨髄由来肥満細胞の分化と機能
への影響についての検討
○浅井 遥 1, 深見 優衣 1, 堂前 純子 2, 福石 信之 1（1金
城学院大学　薬学部　薬理学教室 , 2名古屋市立大学　
医学部　第一生化学教室）

26PB-am079	 細胞外 pHの酸性化は関節リウマチ滑膜細胞の
ADAMTS4 発現を誘導する
○深田 和寛 1, 田元 浩一 2, 岡島 史和 2, 野地 裕美 1

（1徳島文理大学香川薬 , 2青森大薬）
26PB-am080	 非炎症性分子 SHILs は、破骨細胞の分化に影響を与

える
○豊村 隆男 1, 渡邊 政博 1, 和氣 秀徳 2, 勅使川原 匡 2, 
劉 克約 2, 高橋 英夫 3, 西堀 正洋 2, 森 秀治 1（1就実大・
薬 , 2岡山大・院・医歯薬総研 , 3近畿大・医）

26PB-am081S	プリン受容体阻害薬による遅延型過敏症抑制効果
○森山 保乃花 1, 月本 光俊 1（1東京理大薬）

26PB-am082	 ラパマイシンは内臓脂肪細胞の敗血症誘発性小胞体
ストレス反応を抑制する
○重田 萌 1, 田村 和広 1, 黒田 陽仁 1, 吉江 幹浩 1, 加藤 
光陽 1, 松谷 毅 2, 桑原 直子 1, 立川 英一 1（1東京薬大薬 , 
2日本医大）

26PB-am083S	ヒト Toll 様受容体 4活性化に必要な leucine-rich	
repeat	13 は抑制抗体によって認識される
山形 由貴 1, ○大久保 美咲 1, 鵜飼 一歩 1, 金光 祥臣 1, 
松本 洋太郎 1, 塚本 宏樹 1, 富岡 佳久 1（1東北大院薬）

26PB-am084	 マクロファージ由来細胞株RAW264.7 を用いたアロ
マテラピー精油の免疫調節作用スクリーニング系
○水野 大 1, 水野 敬子 1, 川原 正博 2, 久合田 伸子 1, 山
崎 健太郎 1（1山形大医 , 2武蔵野大薬）

26PB-am085	 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, 長原 礼宗 1（1東
京電大理工）

26PB-am086S	気道のアレルギー性 IL-33 産生過程における種々免
疫担当細胞による抗原取り込みについての解析
○金谷 春奈 1, 高橋 弘夢 1, 石田 有希 1, 辻本 奈有 1, 松
田 将也 1, 奈邉 健 1（1摂南大薬）

26PB-am087	 チシャトウおよびその含有成分の抗アレルギー作用
機序に関する研究
○稲垣 勇翔 1, 澤井 陽 1, 藤本 啓太 2, 趙 秋娥 3, 我如古 
菜月 4, 伊東 秀之 4, 林 泰資 5, 杉本 幸雄 1（1岡山大薬 , 
2岡山大院医歯薬 , 3大森ヘルスケア , 4岡山県立大保
健福祉 , 5ノートルダム清心女大食品栄養）

26PB-am088	 胆汁酸及びそのアルコール体によるヒスタミン遊離
抑制作用の作用機序について
○吉井 美智子 1, 多羅尾 愛 1, 田中 ふみ 1, 市野瀬 靖子 1, 
小澤 光一郎 1（1広大院医歯薬保）

26PB-am089S	ワイン発酵残渣由来化合物と核酸誘導体からの抗デ
ングウイルス化合物の探索
○藤澤 紘希 1, 太田 智絵 1, 中村 誠宏 1, 松田 久司 1, 日
柴喜 隆行 2, 加藤 文博 3, 岡野 裕貴 4, 田良島 典子 4, 南
川 典昭 4, 伊藤 早織 1, 渡部 匡史 1, 藤室 雅弘 1（1京都
薬大 , 2東京都医学総合研 , 3感染研 , 4徳島大院薬）

循環器系
26PB-am090	 胎児期の高食塩曝露は成人期の心血管機能障害のリ

スクファクターである
○籠田 智美 1, 丸山 加菜 1, N Van Vliet BRUCE2, 
小柳 志織 1, 篠塚 和正 1（1武庫川女大薬・薬理 2, 
2Memorial 大医）

26PB-am091	 血管平滑筋細胞におけるERストレス誘導性細胞死
に対するYAP1 の役割
久保 貴司 1, ○高栗 郷 1, 佐藤 久美 1（1北海道薬大）

26PB-am092S	血管平滑筋の膜脱分極刺激によるPyk2 を介した
RhoA/Rho キナーゼ活性化機構におけるPI3 キナー
ゼの関与
○相田 和輝 1, 松島 千晶 1, 瀬山 悠 1, Michael P. 
WALSH2, 三田 充男 1, 庄司 優 1（1明治薬大・薬効 , 
2カルガリー大）

26PB-am093S	雌性 Otsuka	Long-Evans	Tokushima	Fatty ラット
上腸間膜動脈における内皮由来過分極誘発弛緩反応
の検討
○大橋 沙央里 1, 松本 貴之 1, 安藤 眞 1, 小林 翔太 1, 井
口 舞香 1, 大島 早貴 1, 大田 優香 1, 尾関 ありさ 1, 竹野 
直 1, 谷 めぐみ 1, 田村 愛 1, 上岡 平 1, 田口 久美子 1, 小
林 恒雄 1（1星薬大・薬）
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26PB-am094S	雌性	Otsuka	Long-Evans	Tokushima	Fatty	
(OLETF) ラット摘出胸部大動脈におけるウリジン二
リン酸	(UDP)	誘発弛緩反応
○大島 早貴 1, 松本 貴之 1, 小林 翔太 1, 安藤 眞 1, 井口 
舞香 1, 大田 優香 1, 谷 めぐみ 1, 大橋 沙央里 1, 尾関 あ
りさ 1, 田村 愛 1, 竹野 直 1, 田口 久美子 1, 小林 恒雄 1

（1星薬大・薬）
26PB-am095S	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	kinase	inhibitors	の影響
○高橋 真理 1, 松本 貴之 1, 渡邊 駿 1, 竹内 美紀 1, 永田 
麻子 1, 馬島 美紀 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・薬）

26PB-am096S	長期罹患	2	型糖尿病ラット大腿動脈におけるノルア
ドレナリン誘発収縮反応の検討
○井口 舞香 1, 松本 貴之 1, 安藤 眞 1, 小林 翔太 1, 大島 
早貴 1, 大田 優香 1, 大橋 沙央里 1, 尾関 ありさ 1, 竹野 
直 1, 谷 めぐみ 1, 田村 愛 1, 田口 久美子 1, 小林 恒雄 1

（1星薬大・薬）
26PB-am097S	2	型糖尿病	Goto-Kakizaki	ラット胸部大動脈におけ

る	urotensin	II	誘発収縮反応と週齢差
○小林 翔太 1, 松本 貴之 1, 渡邊 駿 1, 安藤 眞 1, 田口 
久美子 1, 小林 恒雄 1（1星薬大・薬）

26PB-am098S	ラット摘出上腸間膜動脈における	NO	/	cGMP	
signaling	に対する	Poly	I:C	暴露の影響
○安藤 眞 1, 松本 貴之 1, 小林 翔太 1, 井口 舞香 1, 大橋 
沙央里 1, 尾関 ありさ 1, 田村 愛 1, 谷 めぐみ 1, 大島 早
貴 1, 大田 優香 1, 竹野 直 1, 田口 久美子 1, 小林 恒雄 1

（1星薬大・薬）
26PB-am099S	高血圧を併発した 2型糖尿病時における降圧薬と

GRK2 阻害薬の併用投与は、休薬後のリバウンド現
象を抑制する
○古米 典 1, 田口 久美子 1, 成松 遥 1, 飛田 麻里 1, 長谷
川 麻美 1, 木畑 安捺 1, 小俣 文香 1, 源田 彩夏 1, 松本 
貴之 1, 小林 恒雄 1（1星薬大）

26PB-am100S	糖尿病性血管機能障害におけるレスベラトロールの
影響
○齋藤 恵美 1, 田口 久美子 1, 成松 遥 1, 飛田 麻里 1, 松
本 貴之 1, 小林 恒雄 1（1星薬大）

26PB-am101S	糖尿病マウスの血中細胞外小胞はNO合成酵素を減
少させ、血管機能障害を引き起こす
○金子 直子 1, 田口 久美子 1, 成松 遥 1, 飛田 麻里 1, 長
谷川 麻美 1, 長谷川 彩乃 1, 上沖 千佳子 1, 仁木 のどか 1, 
森田 裕香子 1, 松本 貴之 1, 小林 恒雄 1（1星薬大）

26PB-am102S	Tunicamycin によるラット上腸間膜動脈の弛緩反応
変化
○保戸塚 里美 1, 松本 貴之 1, 安藤 眞 1, 永田 麻子 1, 渡
邊 駿 1, 井口 舞香 1, 小林 翔太 1, 諏訪 晶代 1, 指首 晴
加 1, 野本 純 1, 馬島 美紀 1, 竹内 美紀 1, 高橋 真理 1, 田
口 久美子 1, 小林 恒雄 1（1星薬大・薬）

26PB-am103S	2 型糖尿病Goto-Kakizaki	ラット頸動脈における
収縮反応と 3-phosphoinositide-dependent	protein	
kinase	1 の関連
○馬島 美紀 1, 松本 貴之 1, 渡邊 駿 1, 竹内 美紀 1, 永田 
麻子 1, 諏訪 晶代 1, 野本 純 1, 保戸塚 里美 1, 指首 晴加 1, 
高橋 真理 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・薬）

26PB-am104	 アンジオテンシン	II　の	p38	を介した血管収縮機構
○青木 柚子 1, 竹田 萌絵 1, 内海 遥 1, 屋山 勝俊 1（1神
戸学院大薬）

26PB-am105S	皮膚血管の冷却誘発性収縮亢進反応におけるα 1ア
ドレナリン受容体のサブタイプとそのシグナル伝達
の解析
○石田 裕丈 1, 齊藤 真也 1, 石川 智久 1（1静岡県大院薬・
薬理）

26PB-am106	 アンジオテンシン	II　による血管収縮は、ERKを介
する。
○深津 三芙由 1, 岡田 瑞希 1, 松田 和可子 1, 屋山 勝俊 1

（1神戸学院大薬）
26PB-am107	 高血圧ラット大動脈のアンジオテンシン	II	による血

管収縮はEGF受容体、MAPキナーゼ系を介する
○岡田 瑞希 1, 松崎 麻衣 1, 米田 恭太 1, 屋山 勝俊 1

（1神戸学院大薬）
26PB-am108	 モネンシン暴露心筋細胞の細胞内Ca、膜電位・膜電

流に及ぼすイオン置換、薬物の影響
○岩谷 知美 1, 広瀬 仁美 1, 小澤 祥佳 1, 石田 晴香 1, 前
田 絢葉 1, 松本 麗 1, 杉原 舞 1, 清水 嘉子 1, 土田 勝晴 1

（1同志社女子大薬）
26PB-am109	 ラット心筋梗塞後の心筋	histone	deacetylase	6

○長田 志保 1, 丸ノ内 徹郎 1, 田野中 浩一 1（1東京薬
大薬）

26PB-am110	 ヒト内胸動脈および伏在静脈におけるアンギオテン
シンⅡ誘発性収縮反応に対する糖尿病の影響
○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）

26PB-am111	 運動負荷によるマウス耐糖能と腸間膜動脈血管機能
の改善
○伊藤 政明 1, 小島 卓也 1, 篠原 康誉 1, 松岡 功 1（1高
崎健康福祉大薬）

26PB-am112	 モノクロタリン肺高血圧ラットに対するアンギオテ
ンシン II	AT1	受容体遮断薬オルメサルタンの治療
的投与の効果
○金子 遥 1, 斉藤 麻希 1, 佐藤 綾花 1, 田辺 由幸 1, 鎌滝 
章央 2, 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月 26日（日）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

ストレス・その他
26PB-pm001	 亜鉛輸送タンパク質	mRNA	の発現における	Nrf2-

ARE	signaling	の関与
○石田 卓巳 1, 武知 進士 1（1崇城大薬）

26PB-pm002	 3T3-L1 分化脂肪細胞の抗酸化能におけるオートファ
ジーの役割
○村岡 早苗 1, 新田 侑生 1, 桜井 光一 1（1北海道薬大）

26PB-pm003	 酸素ストレスによるNF- κ B活性化は細胞膜リモデ
リングに伴うTLR2/4 のリガンド非依存的活性化に
よっておこる
○早川 磨紀男 1, 熊谷 優美 1, 竹鼻 瑞希 1, 上田 愛奈 1

（1東京薬大薬）
26PB-pm004	 リネゾリドによる INS-1 細胞の傷害とオートファ

ジーの防御作用
○東 敬太 1, 村岡 早苗 1, 桜井 光一 1（1北海道薬大）

26PB-pm005	 3T3-L1 脂肪細胞への分化に伴うミトコンドリア機能
の変化とオートファジーの発生
○新田 侑生 1, 村岡 早苗 1, 桜井 光一 1（1北海道薬大）

26PB-pm006	 ナノ粒子二酸化チタンの培養細胞における細胞死誘
導について
濱田 亮 1, ○池田 梨香子 1, 高木 圭子 2, 古川 絢子 1, 樋
口 善博 1（1鈴鹿医療大薬 , 2京都工繊大生命物質）

26PB-pm007	 紫外線照射での細胞種の違いによる感受性と細胞内
活性酸素発生について
奥 博樹 1, 高木 基輝 1, 近藤 将 1, 古川 絢子 1, ○樋口 
善博 1（1鈴鹿医療大薬）

26PB-pm008S	ヒト唾液エキソソームの消化酵素に対する安定性
○粂田 奈宝子 1, 小川 裕子 1, 秋元 義弘 2, 川上 速人 2, 
矢ノ下 良平 1（1帝京平成大薬 , 2杏林大医）
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26PB-pm009	 ヒト唾液由来エキソソーム画分中LPSの結合状態お
よびマクロファージの活性化への影響
○小川 裕子 1, 粂田 奈宝子 1, 秋元 義弘 2, 川上 速人 2, 
矢ノ下 良平 1（1帝京平成大薬 , 2杏林大医）

26PB-pm010	 C2C12 筋芽細胞の筋管細胞への分化における beta-
Taxilin の機能解析
○坂根 洋 1,3, 牧山 智彦 1, 野上 識 2, 堀井 幸美 1, 赤崎 
健司 3, 白瀧 博通 1（1獨協医科大・医・分子細胞生物 , 
2東京大学・院・理 , 3福山大薬・免疫生物）

26PB-pm011S	弾性線維コート培養における肺線維芽細胞の細胞応
答性の検討
○中曽根 彩華 1, 小口 美乃里 1, 甲斐 友規 1, 酒井 寛泰 1, 
湯本 哲郎 1, 里 史明 1（1星薬大・疾患病態解析学）

26PB-pm012	 Gamma-glutamylcyclotransferase	(GGCT)	の発現
低下は乳癌細胞にオートファジーを誘導する
○谷口 恵香 1, 中田 晋 1, 松村 健吾 1, 飯居 宏美 1, 影山 
進2, 河内 明宏2, 吉貴 達寛1,2（1京都薬大, 2滋賀医科大）

26PB-pm013	 ヒト骨肉種由来骨芽細胞の分化・増殖時に発現して
いるアルカリ性ホスファターゼアイソザイムの判定
に関する研究
○河端 真実 1, 武富 彩子 1, 水野 英哉 1, 戸苅 彰史 2, 平
野 和行 3, 中林 利克 1（1武庫川女大薬 , 2愛知学院大歯 , 
3岐阜薬大）

生体防御・神経・老化
26PB-pm014	 好中球細胞外トラップにおけるエストロゲンの作用

○安田 浩之 1, 山本 真季 1, 川嶋 佑奈 1, 瀧下 裕 1, 佐藤 
英介 1（1鈴鹿医療大薬）

26PB-pm015	 主要組織適合抗原クラス II	(MHC-II) の誘導するシ
グナルを介したMHC-II のエンドサイトーシス誘導
○古田 和幸 1, 平木 勇次 1, 政木 健人 2, 田中 智之 1

（1岡山大院・医歯薬・免疫生物 , 2岡山大・薬・免疫生物）
26PB-pm016	 ダニ抗原曝露による幼若マウスのアレルギー性気道

炎症進展には系統差が存在する
○森 哲哉 1, 宮城 如江 1, 坂本 彩乃 1（1高崎健康福祉
大薬免疫・アレルギー）

26PB-pm017S	In	vitro 	MDSC 分化誘導系の最適化に関する基礎的
検討
○合田 寛 1, 立花 雅史 1,2,4, 櫻井 文教 1,2, 水口 裕之 1,2,3,4

（1阪大薬 , 2阪大院薬 , 3医薬健栄研 , 4阪大 MEI セ）
26PB-pm018	 アトピー性皮膚炎重症化における皮膚－肝連関の解析

○古賀 貴之 1, 日高 龍 1, 井上 貴恵 1, 武田 知起 2, 石井 
祐次 2, 山田 英之 2, 副田 二三夫 1, 廣村 信 1, 戸田 晶久 1

（1第一薬大 , 2九大院薬）
26PB-pm019	 霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）のメラノーマに

対する抗腫瘍効果
○村田 絵莉子 1, 神内 伸也 1, 福原 千尋 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）

26PB-pm020	 CD14 の異常が及ぼすLPS- シクロヘキシミドによっ
て誘導されるクロファージ細胞死に及ぼす影響
○小池 敦資 1, 藤森 功 1, 天野 富美夫 1（1大阪薬大）

26PB-pm021	 トポテカンによる細胞死を介したDNA内包エクソ
ソームの放出と STING依存的がん免疫誘導機構の
解明
○鍛代 悠一 1,2, 川崎 拓実 2, 末吉 拓也 2, 小檜山 康司 3, 
石井 健 3, 雛 健 3, 審良 静男 3, 松田 正 1, 河合 太郎 2

（1北大院薬 , 2奈良先端 , 3阪大）
26PB-pm022	 マウス培養ミクログリア細胞に対するレチノイン酸

の効果
○岡﨑 與德 1, 中村 絢香 1, 波多野 亮 1, 浅野 真司 1

（1立命館大薬）
26PB-pm023	 マウス海馬 CA2 におけるペリニューロナルネットの

形成
○野口 朝子 1, 松本 信圭 1, 田村 英紀 2, 池谷 裕二 1

（1東京大院薬薬品作用 , 2星薬大先端研 (L-StaR)）

26PB-pm024	 脳活動、心電図、筋電図、呼吸リズムの網羅的記録
○西村 侑也 1, 岡田 桜 1, 佐々木 拓哉 1, 池谷 裕二 1

（1東大院薬）
26PB-pm025S	マウス嗅覚系における神経活動依存的な回路形成機構

○伊原 尚樹 1, 中嶋 藍 1, 池谷 裕二 1, 竹内 春樹 1（1東
大院薬）

26PB-pm309	 CRISPR/Cas9 スクリーニングによる膠芽腫の造腫
瘍機構の解明
○葉山 侑理 1, 林 寛敦 1, 秋山 徹 1（1東京大学　分子
細胞生物学研究所）

26PB-pm026	 薬物誘発糖尿病ラット網膜における神経細胞障害の
組織学的解析
○嶋田 新 1, 倉岡 信弘 1, 宮田 佳樹 1, 小佐野 博史 1

（1帝京大薬）
26PB-pm027	 Effect	of	dietary	restriction	from	old	on	the	

levels	of	Akt1	and	mTOR	in	rat	liver
○ Keiko ODERA1, Yi SHANG2, Ramesh SHARMA3, 
Shizuko KAKINUMA2, Yoshiya SHIMADA2, Ryoya 
TAKAHASHI1（1Fac. of Pharm. Sci., Toho Univ., 
2Dept. of Radiation Effects Research, NIRS, QST, 
3Dept. of Biochem., North-Eastern Hill Univ.）

26PB-pm028	 老化に伴う細胞老化形質とホスホイノシチド 3- キ
ナーゼ各サブタイプの発現パターンの変動
○松岡 耕二 1, 佐々木 啓子 1, 飯田 拓朗 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）

26PB-pm029	 マウス脂肪組織由来脂肪前駆細胞の分化過程におけ
る転写因子GATA2 の機能解析
○大森 慎也 1, 和田 圭祐 1, 鈴木 美穂 1, 風間 由紀子 1, 
石嶋 康史 1, 大根田 絹子 1（1高崎健康福祉大薬）

26PB-pm030S	【演題取り下げ】
26PB-pm031	 bcl2 ファミリー分子BNIP3はオートファジーを介し

た表皮における形態維持を担う。
○丸谷 祐樹 1, 森山 麻里子 1, 森田 貴士 1, 中島 佑香 1, 
後藤 ありさ 1, 森田 遼 1, 夏賀 健 2, 早川 堯夫 1, 森山 
博由 1（1近畿大薬総研 , 2北大院医）

26PB-pm032	 妊娠期におけるTissue	inhibitor	of	
metalloproteinase	(TIMP) ファミリーの発現制御
○鈴木 篤史 1, 正木 美有 1, 鎌尾 まや 1, 中川 公恵 1, 瀬
木 恵里 2, 長谷川 潤 1（1神戸薬大 , 2東京理大基礎工）

呼吸器系
26PB-pm033	 LPS 及びタバコ主流煙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抗凝血薬の効果
○樺澤 延保 1, 舛田 千奈津 1, 宮本 瑶子 1, 福家 史織 1, 
木村 元気 1, 上田 敬太郎 1, 中沖 貴宏 1, 西本 裕樹 1, 益
子 崇 1, 木澤 靖夫 1（1日本大薬）

26PB-pm034	 dsRNA及びタバコ主流煙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抗凝血薬の効果
○鈴木 悠斗 1, 山内 玲奈 1, 渡邉 美月 1, 木村 元気 1, 上
田 敬太郎 1, 中沖 貴宏 1, 西本 裕樹 1, 益子 崇 1, 木澤 
靖夫 1（1日本大薬）

26PB-pm035	 モノクロタリン肺高血圧ラット肺における炎症性応
答に対するアンギオテンシン	IIAT1	受容体遮断薬オ
ルメサルタンの効果
○佐藤 綾花 1, 斉藤 麻希 1, 金子 遥 1, 田辺 由幸 1, 鎌滝 
章央 2, 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）
26PB-pm036	 ラット梗塞心への	c-Kit	及び	Sca-1	陽性心筋前駆細

胞移植の効果
○丸ノ内 徹郎 1, 田村 昌子 1, 矢野 絵美 1, 田野中 浩一 1

（1東京薬大薬）
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消化器系
26PB-pm037S	大腸炎および大腸炎関連がんの病態におけるTRPV4

チャネルの関与
○深見 安希 1, 松本 健次郎 1, 内海 大知 1, 天ヶ瀬 紀久
子 1, 富永 真琴 2, 加藤 伸一 1（1京都薬大・病態薬科・
薬物治療 , 2生理学研・細胞生理）

26PB-pm038S	Helicobacter	pylori 誘起胃粘膜病変に対するグルタ
ミン酸の保護効果
○加納 嘉太郎1, 北居 香菜子1, 宗本 尚子1, 中井 千秋1, 
松本 健次郎 1, 天ヶ瀬 紀久子 1, 加藤 伸一 1（1京都薬大・
病態薬科・薬物治療）

26PB-pm039S	大腸炎の病態におけるTRPV1 およびTRPA1 チャ
ネルの役割
○加藤 壮真 1, 内海 大知 1, 塚原 卓矢 1, 松本 健次郎 1, 
天ヶ瀬 紀久子 1, 富永 真琴 2, 加藤 伸一 1（1京都薬大・
病態薬科・薬物治療 , 2生理学研・細胞生理）

26PB-pm040S	術後麻痺性イレウスの病態におけるTRPM2チャネ
ルの機能解析
○小川 温子 1, 松本 健次郎 1, 天ヶ瀬 紀久子 1, 堀 正敏 2, 
尾崎 博 2, 加藤 伸一 1（1京都薬大・病態薬科・薬物治
療 , 2東大・農・獣医薬理）

26PB-pm041S	GPR35 シグナルを介した大腸上皮修復促進および大
腸炎抑制作用
○橋本 奈生子 1, 塚原 卓矢 1, 松本 健次郎 1, 天ヶ瀬 紀
久子 1, 加藤 伸一 1（1京都薬大・病態薬科・薬物治療）

26PB-pm042S	GPR40 活性化によるマウスデキストラン硫酸ナトリ
ウム誘起大腸炎に対する保護的役割
○磯山 加奈 1, 塚原 卓矢 1, 松本 健次郎 1, 天ヶ瀬 紀久
子 1, 加藤 伸一 1（1京都薬大・病態薬科・薬物治療）

26PB-pm043	 ラット胃粘膜培養細胞における細胞内Ca2+濃度上昇
に対するPGPの効果
田中 享 1, ○鹿島 美歩 1（1城西大薬）

26PB-pm044	 細胞培養系を用いたNASH病態進展における IVA
型	phospholipase	A2の機能解析
○今田 百南 1, 河下 映里 1, 石原 慶一 1, 江川 奈生 1, 木
原 望 1, 倉田 麻未 1, 種草 大貴 1, 秋葉 聡 1（1京都薬大）

26PB-pm045S	非アルコール性脂肪性肝疾患モデルマウスにおける	
high	mobility	group	box-1 およびその受容体の変容
解析
○宮城 景 1, 原田 慎一 1, 中本 賀寿夫 1, 森本 泰子 2, 金 
啓二 3, 金 秀基 4, 金 守良 4, 徳山 尚吾 1（1神戸学院大薬・
臨床薬学 , 2神戸学院大薬・衛生化学・健康支援 , 3神
戸朝日病院 薬剤部 , 4神戸朝日病院　消化器科）

26PB-pm046	 ラクトフェリンの潰瘍性大腸炎抑制作用
河西 勇太 1, 川隅 綾子 1, 倉持 智樹 1, 小林 夏実 1, 糸井 
彩 1, ○安藤 堅 1, 早川 磨紀男 1（1東京薬大薬）

腎・泌尿・生殖器官
26PB-pm047	 ラット妊娠初期子宮におけるPGRMC1 の発現解析

○吉江 幹浩 1, 田村 和広 1, 米川 涼 1, 千葉 翼 1, 井坂 
惠一 2, 桑原 直子 1, 立川 英一 1（1東京薬大薬 , 2東京
医大医）

26PB-pm048S	ニフェジピンによる胎盤栄養膜細胞の分化促進機構
○毛野 恵理子 1, 吉江 幹浩 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東京医大医）

26PB-pm049	 一側尿管結紮モデルマウスにおけるN-acetyl-
cysteine の効果と対側の腎臓への影響
○谷 伊織 1, 栗山 強志 1, 本間 成佳 1, 吉田 真 1（1高崎
健康福祉大薬）

26PB-pm050	 FXa 阻害剤の片側尿管結紮モデルマウスにおける腎
間質線維化抑制作用
○堀ノ内 裕也 1, 池田 康将 1, 石澤 有紀 1, 石澤 啓介 2,3, 
土屋 浩一郎 4, 玉置 俊晃 1（1徳島大院医歯薬薬理 , 
2徳島大院医歯薬臨床薬剤 , 3徳島大病院薬 , 4徳島大
院医歯薬医薬品機能生化）

26PB-pm051	 YC-1 は尿細管上皮細胞においてグルタチオン分解酵
素CHAC1 の発現を誘導する
○藤村 よしの 1, 木平 孝高 1, 吉冨 博則 1, 佐藤 英治 1

（1福山大薬）

骨・関節
26PB-pm052S	糖化ストレスによる骨質劣化への影響とトコトリエ

ノールによる予防の可能性
○石塚 綾 1, 河野 翔 2, 山田 和佳奈 3, 太田 昌子 1,2, 宮
西 伸光 1,2, 矢野 友啓 1,2（1東洋大食 , 2東洋大ライフ
イノベーション研 , 3東洋大院食）

26PB-pm053	 酸性オリゴペプチド共役EphrinB2 は卵巣切除マウ
スにおける骨量減少を抑制した
山崎 京介 1, ○高橋 達雄 1, 本山 佳太 1, 野村 政明 1, 古
林 伸二郎 1（1北陸大薬）

血液・造血器官
26PB-pm054	 ブラジル産プロポリス	(AF-08)	の血小板凝集抑制効

果に対する含有フラボノイドの影響
○杉田 千泰 1, 高橋 佑依 1, 西田 千祐 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（1九州保福大院薬 , 2宮崎大医 , 3アマゾ
ンフード）

26PB-pm055	 レチノイン酸受容体アゴニストの急性前骨髄球性白
血病細胞の増殖抑制効果
○日塔 武彰 1, 大貫 康子 1, 田中 彩咲子 1, 松田 莉奈 1, 
松田 朋子 1, 澤木 康平 1（1横浜薬大）

皮膚・感覚器官
26PB-pm056	 ノリウツギエキスの抗糖化および抗炎症作用

○萩野 輝 1, 伊藤 ゆう子 1, 西浦 英樹 1（1日本コルマー
（株））

26PB-pm057	 キクバヤマボクチエキスのUVBにより誘導される炎
症抑制効果
伊藤 ゆう子 1, 萩野 輝 1, 牧野 正知 2, 勝部 拓矢 2, ○西
浦 英樹 1（1日本コルマー（株）, 2島根県産業技術セ
ンター）

26PB-pm058	 E.faecalis 	EC-12 株殺菌菌体の摂取が尋常性ざ瘡に
及ぼす影響
○牧岡 祐子 1, 伊地知 哲生 1, 佐藤 直哉 2,3, 藤村 響男 3

（1コンビ（株）ファンクショナルフーズ事業部 , 2東
芝林間病院　皮膚科 , 3北里大学医学部皮膚科）

26PB-pm059	 殺菌乳酸菌体EC-12 の皮膚外用バイオジェニックス
素材としての新規有用性
○高山 和江 1, 牧岡 祐子 2, 伊藤 賢一 1, 神谷 ちさと 3, 
立木 亜依 3, 田中 絢子 3, 牧 明日香 3, 大口 健司 3, 坪井 
誠 1（1一丸ファルコス株式会社 , 2コンビ株式会社 , 
3椙山女学園大学生活科学部　管理栄養学科）

26PB-pm060S	騒音反復曝露による永久的聴力損失に対するクロロ
ゲン酸の予防的効果
○三羽 尚子 1, 山口 太郎 1, 山田 彩加 1, 米山 雅紀 1, 尾
中 勇祐 1, 荻田 喜代一 1（1摂南大薬・薬理）

26PB-pm061	 蝸牛外側壁のギャップ結合機能の破綻は音受容細胞
である有毛細胞を障害する
○山口 太郎 1, 西山 徳人 1, 藤本 頼門 1, 米山 雅紀 1, 尾
中 勇祐 1, 荻田 喜代一 1（1摂南大薬・薬理）

26PB-pm062	 CRISPR/Cas9 を用いた IGR-1R(CD221) 欠損表皮角
化細胞の作製
○村口 太一 1, 田代 朋子 1, 難波 大輔 2, 西村 栄美 2, 永
田 幸三 1（1富士フイルム , 2東京医科歯科大学）

26PB-pm063	 両親媒性ビタミンC誘導体を用いたナノカプセルに
おける皮膚老化に対する改善作用
○久間 將義 1, 泉 宏樹 1, 長谷川 真弓 1, 吉尾 公男 1, 木
暮 彰 2, 川﨑 みどり 2, 浅田 盾子 2, 奥山 敦啓 2, 増井 
勝信 1, 瀧見 良平 1（1東洋ビューティ , 2フヨウサキナ）
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26PB-pm064	 有機ゲルマニウム化合物Ge-132 の皮膚への塗布にお
ける分布イメージング解析と酸化ストレスに対する
防御効果
○武田 知也 1,5, 島田 康弘 1, 土井山 爽太 1, 山口 浩明 2, 
得字 圭彦 3, 坂本 直哉 4, 麻生 久 5, 中村 宜司 1（1浅井
ゲルマニウム研 , 2東北大病院薬 , 3帯畜大食品科 , 
4北大創成研 , 5東北大院農）

26PB-pm065	 奈良県産タチバナの抗老化および美白作用に関する
検討
○山口 真奈美 1, 重山 佳太 1, 吉川 正人 2, 松本 卓也 2, 
米澤 靖 2, 植山 高光 2, 坂口 育代 1（1クラブコスメチッ
クス , 2奈良県薬事研究センター）

26PB-pm066	 多価不飽和脂肪酸が誘導するトランスグルタミナー
ゼ活性の制御について
○須藤 秀 1, 宮崎 翔平 2, 及川 弘崇 2, 藤川 隆彦 2（1御
木本製薬 , 2鈴鹿医療大薬）

26PB-pm067	 カエデタンニンはセラミド合成促進と分解抑制の
デュアルアクションにより角質層内セラミド量を増
加させる
○加藤 敦 1, 宮脇 章太 1, 小山 純奈 1, 神守 彰子 1, 友原 
啓介 1, 足立 伊佐雄 1, 竹内 ちひろ 2, 新谷 恵 2, 三浦 大
介 2, 石川 文博 2（1富山大病院薬 , 2伏見製薬所）

26PB-pm068	 メラニン分析を用いたアルブチンとアスコルビン酸
グルコシドの併用による美白効果亢進作用の検証
○杉原 守 1, 亀丸 美里 1, 加藤 亜希子 1, 若松 一雅 2, 伊
藤 祥輔 2（1ちふれ化粧品 , 2藤田保健衛生大医療科学）

26PB-pm069	 糖化による表皮の機能低下の解明とその防止改善素
材の探索
○庄野 裕子 1, 本村 陽介 1, 山﨑 香枝 1, 大塚 良一 1, 森
本 遥香 2, 栗原 弥羽 2, 前田 憲寿 2（1上野製薬 , 2東京
工科大応生）

26PB-pm070	 大気汚染物質による酸化ストレスに対するジカルボ
エトキシパントテン酸エチルの有効性
○横田 真理子 1, 矢作 彰一 1, 正木 仁 2（1ニッコール
グループ㈱コスモステクニカルセンター , 2東京工科
大学　応用生物学部）

26PB-pm071	 蜂蜜発酵産物の皮膚への有効性
○芳賀 麻美 1, 八巻 礼訓 1, 八木 政幸 2, 木村 友香 1

（1( 株 ) 山田養蜂場 , 2ロゼット ( 株 )）
26PB-pm072	 薬用化粧品「ピーチローズ」の抗酸化、抗炎症、お

よび抗糖化作用による美容効果について
○松田 佳和 1, 斉藤 貴弘 1, 大須賀 理奈 1, 渋谷 知世 1, 
尾花 美波 1, 笠原 華子 1, 冨永 隆生 2, 渡邉 和晃 2, 野口 
綾子 3, 野口 裕 3（1日本薬大 , 2㈱ラフィーネインター
ナショナル , 3㈱ライブナビ）

26PB-pm073	 Staphylococcus	epidermidis 	は表皮角化細胞のAh
受容体を活性化する
○新井 実柚 1, 服部 研之 1, 杉田 隆 1, 石井 一行 1（1明
治薬大）

26PB-pm074	 虚血性網膜症モデルマウスの網膜における異常血管
形成に対するBMP9 の apelin 発現抑制を介した抑制
作用
○柴垣 郁弥 1, 石丸 侑希 1, 鳥居 久人 1, 金沢 裕美 1, 四
斗邊 学 1, 山室 晶子 1, 吉岡 靖啓 1, 前田 定秋 1（1摂南
大薬・薬物治療）

26PB-pm075	 アロエベラ液汁による皮膚浸透促進効果
○赤木 淳二 1, 森山 麻里子 2, 後藤 ありさ 2, 森田 貴士 2, 
中島 佑香 2, 森田 遼 2, 福田 敬子 1, 國友 栄治 1, 上田 太
郎 1, 松岡 信也 1, 早川 堯夫 2, 森山 博由 2（1小林製薬
中研 , 2近畿大薬総研）

26PB-pm076	 TNF- α硝子体内投与による網膜のグルタミン酸受容
体発現誘導に対するアペリンの抑制作用
○石丸 侑希 1, 住野 彰英 1, 小倉 菜々美 1, 鈴木 麻友 1, 
山室 晶子 1, 吉岡 靖啓 1, 前田 定秋 1（1摂南大薬）

26PB-pm077	 ミネラル含有クリーム使用の消炎鎮痛効果について
○山下 道生 1, 平林 敬浩 1, 亀井 淳三 1, 池田 弘子 1, 竹
ノ谷 文子 1, 塩田 清二 1（1星薬大）

その他①
26PB-pm306	 ラットにおける個性と学習能力との関連性に関する

研究
○石田 綾菜 1, 東 優花 1, 中川 遥香 1, 石田 萌香 1, 中西 
由佳 1, 現王園 明里 1, 鈴木 美悠 1, 伊藤 大河 1, 近藤 孝
介 1, 筑波 知己 1, 中西 博亮 1, 加藤 里奈 2, 宮崎 翔平 2, 
中川 美和 2, 及川 弘崇 2, 中尾 祥代 3, 竹腰 英夫 4, 星崎 
昌子 4, 藤川 隆彦 2,3（1三重県立松阪高校 , 2鈴鹿医療大
薬 , 3三重大医 , 4サン・クロレラ）

3月 27日（月）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

オルガネラ・生体膜
27PB-am072S	蛍光ビーズを用いたメラノサイトとケラチノサイト

におけるメラノソームの挙動解析
○木村 友香 1, 日下部 美帆 1, 亀川 沙知 1, 鈴木 亮 1, 平
嶋 尚英 1（1名市大院薬）

27PB-am073S	ヒト ABC輸送体ABCC4遺伝子上の非同義一塩基多
型に依存した薬剤耐性の定量評価
○塚本 めぐみ 1, 佐竹 一紘 1, 三宅 美月 1, 石川 智久 2, 
中川 大 1（1中部大応用生物 , 2NPO 地方再興・個別
化医療支援）

27PB-am074S	パーキンソン病関連化学物質によるオートファジー
選択的基質の核内蓄積
○桑原 由佳 1, 宮良 政嗣 1,2, 坂本 修一朗 1, 石田 慶士 1,3, 
徳永 航 1, 古武 弥一郎 1, 太田 茂 1（1広島大院医歯薬保 , 
2グローバルキャリアデザインセ , 3学振 DC）

27PB-am075	 線虫（C.	elegans）の腸細胞内顆粒状オルガネラの形
成に及ぼすエタノールの影響
○阿部 綾乃 1, 近藤 拓也 1, 若佐 春奈 1, 高梨 貴正 1, 錦
織 健児 1, 丹治 貴博 1, 白石 博久 1, 大橋 綾子 1（1岩手
医大薬）

27PB-am076S	線虫腸細胞オルガネラHEBE顆粒の形成へのプロト
ン輸送体の関与
○井筒 智成 1, 田代 和己 1, 高橋 怜衣 1, 錦織 健児 1, 丹
治 貴博 1, 白石 博久 1, 大橋 綾子 1（1岩手医大薬）

27PB-am077S	線虫の腸細胞オルガネラ	HEBE	顆粒の形成異常をも
たらす菌種の同定
○小松 快晴 1, 奥山 咲 1, 鈴木 俊介 1, 丹治 貴博 1, 錦織 
健児 1, 白石 博久 1, 大橋 綾子 1（1岩手医大薬）

細胞内情報伝達
27PB-am078	 L- アスコルビン酸 2- グルコシドと植物エキスによる

メラニン産生抑制効果および作用メカニズムの解析
○中村 牧 1, 恒松 希 2, 中村 行雄 2, 内山 めぐ 3, 湯川 
誠也 3, 山村 達郎 1, 高杉 正史 4, 栗山 健一 5, 前田 憲
寿 3（1小林製薬株式会社　中央研究所　基盤研究部　
評価研究 G, 2小林製薬株式会社　スキンケア事業部　
研究開発部　スキンケア開発 G, 3東京工科大学 応用
生物学部 , 4小林製薬株式会社　中央研究所　基盤研
究部 , 5小林製薬株式会社　スキンケア事業部　研究
開発部）

27PB-am079	 HMGB1 による EGFR活性化とEMT誘導
○柿木 優里 1, 正田 千晶 1, 坂本 光 1（1北里大薬）

27PB-am080S	GSK3 βによる Snail の不安定化とKSHVによる
Snail の安定化
○寺尾 友岐 1, 松本 遼太郎 1, 渡部 匡史 1, 藤室 雅弘 1

（1京都薬大・細胞生物学）
27PB-am081S	がん細胞における Shroom3 を介した IRBITファミ

リーの機能制御
○五月女 諒介 1, 濱田 浩一 1, 三森 皐介 1, 伊藤 諒 1, 加
藤 心一郎 1, 川崎 聡子 1, 齋藤 千秋 1, 波多野 直哉 2, 御
子柴 克彦 3, 水谷 顕洋 1（1昭和薬大　薬物治療 , 2神
戸大学　質量分析 , 3理化研　脳研）



– 159 –

生
物
系
薬
学

27PB-am082S	IRBITファミリーと陰イオン交換体 SLC4A2	/	AE2
の相互作用の解析
○川崎 聡子 1, 濵田 浩一 1, 伊藤 諒 1, 三森 皐介 1, 加藤 
心一郎 1, 五月女 諒介 1, 波多野 直哉 2, 御子柴 克彦 3, 
水谷 顕洋 1（1昭和薬大　薬物治療 , 2神戸大学　質量
分析 , 3理化研　脳研）

27PB-am083	 メタロチオネイン遺伝子欠損のインスリン誘導性老
化シグナルに及ぼす影響の解析
○宗野 龍海 1, 門田 佳人 1, 水野 雄登 1, 川上 隆茂 1, 佐
藤 政男 1, 鈴木 真也 1（1徳島文理大薬）

27PB-am084S	低酸素状態下でのヒト脂肪由来間葉系幹細胞におけ
るNotch シグナルの役割
○井上 翔 1, 森山 麻里子 1, 野澤 一輝 1, 木村 徳仁 1, 藤
村 朱美香 1, 小澤 俊幸 2, 早川 堯夫 1, 森山 博由 1（1近
畿大薬総研 , 2大阪市大医）

27PB-am085	 β 2- アドレナリン受容体とGPRC5Bの相互作用に
よる脱感作の制御
○小松 伊織 1, 黒田 喜幸 1, 中川 哲人 1, 東 秀好 1（1東
北医薬大）

27PB-am086	 SLC39A9 遺伝子の転写調節制御因子の探索
田中 宏和 1, ○廣村 信 1, 古賀 貴之 1, 副田 二三夫 1, 戸
田 晶久 1（1第一薬大）

薬効・安全性評価
27PB-am087	 Iduronate	2-sulfatase ノックアウトマウスにおける

J-Brain	Cargo®融合型 Iduronate	2-sulfatase の中
枢神経症状に対する薬効評価
○森本 秀人 1, 木下 正文 1, 越村 友理 1, 薗田 啓之 1

（1JCR ファーマ）
27PB-am088	 in	vitro 遺伝毒性試験法BlueScreenTM	HC の自動化

と毒性スクリーニング試験への適用性の検証
○赤堀 容子 1,2, 藤井 義峰 1,2, 鈴木 恭介 1,2, 村山 宣之 1,2, 
高橋 雅行 1,2（1第一三共 RD ノバーレ , 2分析研究部）

27PB-am089	 パッションフラワー抽出物及びその含有成分による
マウス線維芽細胞の時計遺伝子発現振幅増強作用
○戸田 一弥 1, 竹田 翔伍 1, 清水 稔仁 1, 下田 博司 1

（1オリザ油化）
27PB-am090	 米由来グルコシルセラミド分画に共存するβ

-sitosterol-3-O-glucoside の角層セラミド含量に及ぼ
す影響
竹田 翔伍 1, 寺澤 周子 2, ○下田 博司 1, 芋川 玄爾 2

（1オリザ油化 , 2中部大 生物機能開発研）
27PB-am091	 PC12 細胞におけるフェルラ酸誘導体FAD012 の酸

化ストレス障害抑制メカニズムの検討
○玄 美燕 1, 中村 梨花 1, 林 浩輔 1, 加藤 洋介 1, 髙山 
淳 1, 坂本 武史 1, 松崎 広和 1, 岡崎 真理 1（1城西大薬）

27PB-am092	 マウスにおいて血中Glutathione	peroxidase はアセ
トアミノフェン肝障害の抑制因子となる
○菅野 秀一 1, 冨澤 亜也子 1, 蓬田 伸 1, 原 明義 1（1東
北医薬大）

27PB-am093	 パラオキソンはニコチン性アセチルコリン受容体を
活性化して振戦を発現する
○アルベス伊波 イーゴル 1, 國澤 直史 1, 清水 佐紀 1, 
尾西 美咲 1, 野村 有治 1, 松原 菜美 1, 岩井 千紘 1, 小川 
瑞葵 1, 橋村 舞 1, 河合 悦子 1, 大野 行弘 1（1大阪薬大・
薬品作用解析）

27PB-am094	 非定型抗精神病薬 blonanserin の海馬長期増強反応
に対する作用評価
○徳留 健太郎 1, 國澤 直史 1, アルベス伊波 イーゴル 1, 
大野 行弘 1（1大阪薬大・薬品作用解析）

27PB-am095	 青しそ抽出液配合美容液によるヒト有用性評価
○吉岡 涼介 1, 奥川 洋司 1, 丸茂 愛 1, 石澤 太市 1, 金谷 
裕敏 1, 綱川 光男 1, 谷野 伸吾 1（1バスクリン）

27PB-am096	 ラットにおけるアルギン酸カルシウムによる血中ト
リグリセリドおよび体脂肪重量増加抑制効果の検討
○藤井 健太1, 井戸田 陽子1, 加藤 多佳子1, 横山 朱里1, 
矢野 健太郎 1, 柿沼 千早 1, 宮島 千尋 2, 笠原 文善 2, 荻
原 琢男 3（1高崎健康福祉大薬 , 2キミカ , 3高崎健康
福祉大院薬）

27PB-am097	 早期化学発がんマーカー候補の検証
天ヶ瀬 葉子1, ○松尾 由季子1, 今井 千晶1, 朝日 美怜1, 
竹内 はるか 1, 武谷 瑠璃 1, 水川 裕美子 1, 漆谷 徹郎 1

（1同志社女大薬 病態生理）
27PB-am098	 MEAを用いたヒト iPS細胞由来ニューロンのてんか

ん様現象の誘発と抗てんかん薬作用
○小田原 あおい 1,2,3, 鈴木 郁郎 2（1東北大学 , 2東北
工業大学 , 3特別研究員）

27PB-am099S	トロバフロキサシン -アシルグルクロニドによる肝毒
性発現メカニズムの解明
○三ツ木 諒 1, 澄田 恭平 1, 藤江 佳子 1, 藤原 亮一 1, 伊
藤 智夫 1（1北里大薬）

27PB-am100S	P2X7 受容体阻害薬の担癌モデルマウスに対する効果
○吉田 一貴 1, 伊藤 政明 1, 松岡 功 1（1高崎健康福祉
大学薬）

薬理ゲノミクス
27PB-am101	 温州ミカン成分 beta-cryptoxanthin による LPS 起

炎ヒト単球系細胞における遺伝子発現の調節
○高田 万莉子 1, 懸川 友人 1, 大室 弘美 2（1城西国際
大薬 , 2武蔵野大薬）

27PB-am102	 第一世代抗ヒスタミン薬による眠気とCYP2D6・
2C19 遺伝型との関連性
○元村 博美 1, 石崎 泰斗 1, 山 佳織 1, 田所 重紀 2, 佐々
木 春喜 2, 町田 麻依子 1, 早勢 伸正 1, 三浦 淳 1（1北海
道薬大 , 2室蘭工大）

27PB-am103	「ラット海馬および培養細胞の translatome に対する
フルオキセチンの作用の解析」
○岡澤 秀人 1, 懸川 友人 1, 河合 洋 1, 光本 篤史 1（1城
西国際大薬）

受容体・チャネル・トランスポーター
27PB-am104	 初代培養 pig	Leydig 細胞からのテストステロン分泌

に対するMATE型輸送体の役割
○合田 光寛 1, 小田 温子 1, 那須 義人 1, 池原 李 1, 小林 
直木 1, 大塚 正人 1（1摂南大薬）

27PB-am105S	MATE型輸送体の基質結合部位の構造と基質特異性
の関連
○崎谷 眞子 1, 池原 李 1, 合田 光寛 1, 小林 直木 1, 大塚 
正人 1（1摂南大薬）

27PB-am106S	hMATE1 と hNHE3 の機能的相互作用の解析
○吉田 智美 1, 片山 翔太 1, 池原 李 1, 内田 翠 1, 寺島 
魁 1, 合田 光寛 1, 小林 直木 1, 大塚 正人 1（1摂南大薬）

27PB-am107S	hMATE1 を含む膜輸送体複合体の相互作用解析
○内田 翠 1, 寺島 魁 1, 片山 翔太 1, 吉田 智美 1, 池原 
李 1, 合田 光寛 1, 小林 直木 1, 大塚 正人 1（1摂南大薬）

27PB-am108S	hMATE1 と hpodocalyxin の相互作用解析
○高橋 沙矢佳 1, 岡田 翠里 1, 合田 光寛 1, 小林 直木 1, 
大塚 正人 1（1摂南大薬）

27PB-am109S	Dextran	sulfate	sodium	(DSS)	誘発炎症性腸疾患に
対するマグネシウム投与の影響について
○本田 梨紗 1, 大堀 健史 1, 藤原 麻紀子 1, 大石 晃弘 1, 
西田 健太朗 1, 魚住 嘉信 2, 長澤 一樹 1（1京都薬大 , 
2赤穂化成）

27PB-am110S	二価金属カチオンによるP2X7 受容体の活性化に対
する阻害効果のヒト及びマウス間での比較
○小林 真実 1, 藤原 麻紀子 1, 大石 晃弘 1, 西田 健太朗 1, 
長澤 一樹 1（1京都薬大）
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27PB-am111	 抗がん作用をもつHSP90 拮抗薬は P2X7 受容体応答
を調節する
○右田 啓介 1, 松本 太一 1, 木村 公彦 1, 原 周司 1（1福
岡大薬　医薬品情報学）

27PB-am112	 DS60290263	:	経口投与可能な新規酸感受性イオン
チャネル（ASIC）選択的阻害剤
中村 弘明 1, 藤井 邦彦 1, 谷本 達夫 4, 脇元 聡子 1, 
○劉 思丹 1, 泉 正憲 2, 吉田 昌生 1, 梅崎 優真 1, 高野 
理恵子 1, 沼田 幸伸 3, 松尾 珠代 4, 平山 隆 4（1第一三
共　疼痛神経ラボラトリー , 2第一三共　臓器保護ラ
ボラトリー , 3第一三共　モダリティ研究所 , 4第一三
共　RD ノバーレ）

27PB-am113S	マウスT細胞におけるヒストン脱アセチル化酵素阻
害によるカルシウム活性化カリウムチャネルKCa3.1
転写抑制
○寺澤 杏子 1, 松井 未来 1, 村岸 沙也加 1, 村瀬 実希 1, 
鬼頭 宏彰 1, 丹羽 里実 1, 鈴木 孝禎 2, 大矢 進 1（1京都
薬大 , 2京都府医大）

27PB-am114	 ウリカーゼKOマウスにおけるNa負荷による血漿
尿酸濃度及び尿酸トランスポーター遺伝子発現量の
変化
○髙橋 蓮 1, 富岡 直子 2, 関根 祐子 1, 細山田 真 2（1千
葉大院薬 , 2帝京大薬）

27PB-am115	 脳内中枢時計におけるオーファンG蛋白質共役受容
体GPRLの発現プロファイル
○後藤 馨 1, 村井 伊織 1, 土居 雅夫 1,2, 岡村 均 1,2（1京
大院薬・医薬創成情報科学 , 2科学技術振興機構・
CREST）

27PB-am116S	活性化T細胞における pre-mRNAスプライシング阻
害剤によるカリウムチャネルK2P5.1 発現・活性制御
○田中 涼 1, たぎし 和隆 1, 清水 彩夏 1, 遠藤 京子 1, 鬼
頭 宏彰 1, 丹羽 里実 1, 藤井 正徳 1, 大矢 進 1（1京都薬
大）

27PB-am117	 亜鉛トランスポーター特異的化合物の創薬スクリー
ニング系構築に向けた検討
○増尾 優人 1, 原 貴史 1, 佐藤 克哉 1, 川真田 朗子 1, 高
岸 照久 1, 深田 俊幸 1（1徳島文理大学薬）

細胞内情報伝達・内因性生理活性物質
27PB-am118	 ラット初代培養肝実質細胞におけるインターロイキ

ン -1 βの増殖促進作用機構に関する検討
○内藤 浩太 1, 茂木 肇 1, 木村 光利 1, 荻原 政彦 1（1城
西大薬）

27PB-am119	 プロテインキナーゼCによる小胞体ストレス応答制
御機構の解明
○森本 純加 1, 細井 徹 1, 末澤 隆浩 1, 櫨木 薫 2, 櫨木 
修 2, 小澤 光一郎 1（1広島大院医歯薬保　治療薬効学 , 
2広島大院医歯薬保　生理化学）

27PB-am120S	神経栄養因子様化合物NVC	(neovibsanin	core	
structure) の機序についての検討
○鈴木 加奈 1, 中内 樹里 1, 近藤 静香 1, 清水 奈津美 1, 
井上 みなみ 1, 井西 紫乃 1, 柳本 剛志 1, 葛西 祐介 1, 山
本 博文 1, 久保 美和 1, 福山 愛保 1, 今川 洋 1, 松井 敦
聡 1, 赤木 正明 1（1徳島文理大薬）

27PB-am121	 ヒト結腸癌HCA-7 細胞株におけるEP4 受容体発現
制御機構へのHIF-1 αおよび PARP14 発現の関与の
解明
○清良 尚史 1, 藤野 裕道 2, 大竹 翔 1, J.W. REGAN3, 高
橋 弘喜 4, 村山 俊彦 1（1千葉大院・薬 , 2徳島大院・
医歯薬 , 3アリゾナ大・薬 , 4千葉大真菌医学研セ）

27PB-am122	 UVA誘導性MMP-1 発現へのHMGB1 の関与
○倉林 友南 1, 原田 美香 1, 坂本 光 1（1北里大薬）

27PB-am123S	アストロサイト由来 IL-6 ファミリーサイトカインの
血液脳関門機能調節
○南島 拓矢 1, 人羅 菜津子 1, 松原 滉 1, 井出 聡一郎 1,2, 
南 雅文 1（1北大院薬 , 2東京都医学研依存性薬物）

薬剤耐性
27PB-am124S	病院とクリニックの皮膚感染症外来患者から分離さ

れた黄色ブドウ球菌の分子疫学的解析
○杉山 拓 1, 中南 秀将 1, 野口 雅久 1（1東京薬大・薬・
病原微生物）

27PB-am125S	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌における多剤排出遺
伝子qacA/B	のサブタイプと消毒薬感受性の関連性
○佐々木 摩利 1, 中南 秀将 1, 高玉 駿介 1, 輪島 丈明 1, 
野口 雅久 1（1東京薬大・薬・病原微生物）

27PB-am126S	口腔内レンサ球菌から肺炎球菌へのキノロン耐性の
伝播
○三森 ひかり 1, 輪島 丈明 1, 野口 雅久 1（1東京薬大・
薬・病原微生物）

27PB-am127S	臨床分離インフルエンザ菌の薬剤感受性とA549 細
胞に対する付着性
○湯澤 優奈 1, 輪島 丈明 1, 瀬山 翔史 1, 中南 秀将 1, 野
口 雅久 1（1東薬大薬・病原微生物）

27PB-am128S	臨床分離されたβ溶血性レンサ球菌の分子疫学的特
徴と薬剤耐性伝播
○佐伯 成美 1, 輪島 丈明 1, 瀬山 翔史 1, 中南 秀将 1, 野
口 雅久 1（1東京薬大薬・病原微生物）

27PB-am129	 Acinetobacter	baumannii のキノロン薬間の不完全
交差耐性機構
○山岸 純一 1, 神野 実桜 1, 石川 麻衣 1, 山崎 聖司 2, 西
野 邦彦 2, 賀来 満夫 3（1日本薬大 , 2阪大産研 , 3東北
大院医）

27PB-am130S	レボフロキサシン耐性アシネトバクターのGyrAお
よび ParC 変異
○神野 実桜 1, 石川 麻衣 1, 山岸 純一 1（1日本薬大）

27PB-am131S	枯草菌の網羅的遺伝子破壊株を用いたキノロン耐性
関連遺伝子の探索
○石川 麻衣 1, 神野 実桜 1, 山岸 純一 1（1日本薬大）

27PB-am132S	薬学生より分離したブドウ球菌属の薬剤感受性
○井本 了介 1, 山本 博之 1, 高橋 栄造 1, 斎藤 博 1, 山岸 
純一 1（1日本薬大）

27PB-am133	 黄色ブドウ球菌の生存に与える抗菌薬耐性度の影響
○山田 陽一 1, 塩田 澄子 1（1就実大薬）

27PB-am134	 二成分転写制御系遺伝子kdrABが関与する多剤耐性化
○世良 希央 1, 堂段 駿太 2, 松原 大 1, 黒田 照夫 2,3, 小
川 和加野 1,2（1第一薬大 , 2岡山大院医歯薬 , 3広島大
院医歯薬保）

27PB-am135	 Legionella	pneumophilaの多剤排出ポンプの解析
○石田 里和 1, 田平 明啓 1, 塩田 澄子 1, 山田 陽一 1

（1就実大薬）
27PB-am136	 Bacillus 属細菌が保有するカルバペネム分解酵素の

機能解析
○亀永 早代 1, 森 隆明 1, 吉田 陽樹 1, 山澤 龍治 1, 桑名 
利津子 1, 高松 宏治 1, 伊藤 潔 1（1摂南大薬）

免疫・生体防御 2
27PB-am137S	人工βグルカン認識タンパク質の結合安定性に関す

る検討
○菅野 峻史 1, 安達 禎之 1, 花山 結香 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）

27PB-am138	 人工β - グルカン認識タンパク質の作製とβ - グルカ
ン検出への応用
○花山 結香 1, 安達 禎之 1, 鉄井 絢子 1, 菅野 峻史 1, 石
橋 健一 1, 山中 大輔 1, 大野 尚仁 1（1東京薬大薬）

27PB-am139	 β -mannan 合成酵素欠損株C.albicans由来
mannoprotein 画分の生物活性の検討
○川村 誉 1, 石橋 健一 1, 山中 大輔 1, 安達 禎之 1, 大野 
尚仁 1（1東京薬大薬）

27PB-am140	 C.	albicans菌糸型及び酵母型由来β -glucan の食細
胞に対する生物活性の比較検討
○田原 清美 1, 石橋 健一 1, 山中 大輔 1, 安達 禎之 1, 大
野 尚仁 1（1東京薬大薬）
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27PB-am141	 Aspergillus細胞壁α -1,3-glucan の白血球活性化作
用の検討
○佐藤 恵理子 1, 石橋 健一 1, 山中 大輔 1, 安達 禎之 1, 
大野 尚仁 1（1東京薬大薬　免疫学教室）

27PB-am142	 Aspergillus細胞壁α -1,3-glucan 投与マウスの炎症
反応誘発作用の検討
○中嶋 唯 1, 石橋 健一 1, 山中 大輔 1, 安達 禎之 1, 大野 
尚仁 1（1東京薬大薬）

27PB-am143	 SV40 ウイルスタンパク質による感染細胞の自然免疫
応答の調節
○土方 貴雄 1, 高橋 徹行 1（1武蔵野大・薬）

27PB-am144S	Achromobacter	xylosoxidans 由来水酸化オルニチ
ン脂質の免疫刺激活性
○安藤 美菜子 1, 橋村 咲良 1, 川崎 清史 1（1同志社女
大薬）

27PB-am145	 NC/Nga マウスのアトピー性皮膚炎様皮膚病変に対
するジョサマイシン軟膏の治療効果について
○松井 勝彦 1, 立岡 幹太 1, 小野寺 けい 1, 池田 玲子 1

（1明治薬大）
27PB-am146S	発酵霊芝の内因性敗血症モデルマウスに対する影響

について
○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）

27PB-am147	 STAT1 における二量体化とGASへの結合に必要な
アミノ酸配列
○室井 正志 1, 善家 孝介 1, 土屋 光平 1, 棚元 憲一 1

（1武蔵野大薬）
27PB-am148	 糸状菌細胞壁ガラクトフラノース糖鎖の免疫細胞パ

ターン認識受容体阻害能の解析
○田中 大 1, 佐々木 雅人 1, 伊藤 文恵 1, 柴田 信之 1

（1東北医薬大）
27PB-am149S	血小板培養上清によるマクロファージのアルギナー

ゼ発現およびNO産生抑制
○安藤 祐介 1, 奥 輝明 1, 辻 勉 1（1星薬大）

ウイルス・その他
27PB-am150	 新たな作用機序をもつ抗インフルエンザウイルス薬

の開発
○渡辺 健 1, 石川 岳志 1, 水田 賢志 1, 中垣 岳大 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）

27PB-am151S	カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス複製における	ウイ
ルスキナーゼORF21 の機能解析
○山口 達生 1, 渡部 匡史 1, 藤室 雅弘 1（1京都薬大）

27PB-am152	 フィトヘムアグルチニンのヒトパラインフルエンザ
ウイルス 2型増殖への作用
○植松 淳 1, 酒井 香江 2, 山本 秀孝 3, 河野 光雄 4, 鶴留 
雅人 4, 駒田 洋 4（1鈴鹿医療大院医療科学 , 2鈴鹿医療
大保健衛生 , 3鈴鹿医療大薬 , 4三重大院医感染制御）

27PB-am153S	ゲノム編集による遺伝子改変ヒト iPS 細胞由来肝細
胞を用いたC型肝炎ウイルスによる自然免疫応答の
解析
○橋本 里菜 1, 櫻井 文教 1,2, 國戸 偉丸 1, 長基 康人 2, 
岡本 涼太 2, 立花 雅史 1,2, 高山 和雄 2,3,4,8, 坂本 直哉 5, 
脇田 隆字 6, 水口 裕之 1,2,3,7（1阪大薬 , 2阪大院薬 , 3医
薬健栄研 , 4JST・さきがけ , 5北大医 , 6国立感染研 , 
7阪大 MEI セ , 8京阪神コンソ）

27PB-am154	 多層型カーボンナノチューブ曝露によるRSV感染初
期応答への影響
○渡辺 渡 1, 権藤 喜貴 1, 橋口 誠子 1, 加藤 雄大 1, 広瀬 
明彦 2, 宮内 亜宜 3, 明石 敏 3, 吉田 裕樹 1, 杉田 千泰 1, 
黒川 昌彦 1（1九州保福大院薬 , 2国立衛研 , 3九州保
福大薬）

27PB-am155	 チタン酸カリウム曝露のRSV肺炎への影響
○寺田 央子 1, 加藤 雄大 1, 橋口 誠子 1, 権藤 喜貴 1, 広
瀬 明彦 2, 宮内 亜宜 3, 明石 敏 3, 吉田 裕樹 1, 杉田 千
秦 1, 黒川 昌彦 1, 渡辺 渡 1（1九州保福大院薬 , 2国立
衛研 , 3九州保福大薬）

27PB-am156	 パルボウイルス	B19	感染性の迅速測定系の開発
○内田 恵理子 1, 豊田 淑江 1,2, 古田 美玲 1, 山口 照英 2,3

（1国立衛研 , 2日本薬大 , 3金沢工大加齢研）
27PB-am157S	新型インフルエンザウイルスにおけるノイラミニ

ダーゼの季節性化に伴う酸性安定性の変化
○大谷 渚紗 1, 紅林 佑希 1, 高橋 忠伸 1, 鈴木 隆 1（1静
岡県大薬）

27PB-am158	 エボラウイルスのヌクレオプロテイン (NP) と VP40
におけるアセチル化リジンの同定
畠山 大 1, 大海 菜穂 1, 齋藤 彩香 1, 森岡 真澄 1, 岡崎 
洋樹 1, ○葛原 隆 1（1徳島文理大薬）

27PB-am159	 水痘帯状疱疹ウイルスによる急性網膜壊死発症機序
に関する検討
○澤野 楓 1, 武本 眞清 1, 定成 秀貴 1, 松原 京子 1, 大黒 
徹 1, 村山 次哉 1（1北陸大薬）

27PB-am160	 カフェ酸によるC型肝炎ウイルス感染阻害
○白砂 圭崇 1, 谷田 以誠 2, 鈴木 咲帆 1,3, 稲森 陽子 1, 
小林 哲幸 3, 花田 賢太郎 1, 深澤 征義 1（1国立感染研・
細胞化学 , 2順天大・医 , 3お茶大・理・生物）

27PB-am161	 低温大気圧プラズマによる黄色ブドウ球菌毒素の不
活化の検討
○二村 文悟 1, 伊藤 昌文 2, 小森 由美子 1（1名城大薬 , 
2名城大理工）

27PB-am162	 テルミサルタンメグルミン塩のBacillus	subtilisに
対する増殖抑制作用（第二報）
○並河 知子 1, 甲田 雄也 1, 田中 祥之 1（1沢井製薬）

3月 27日（月）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

細胞応答
27PB-pm040	 オキサゾロン塗布皮膚炎モデルマウスにおける抗酸

化物質プロビタミンAの効果
掛 貴達 1, 長谷川 晋也 1, 今井 正彦 1, 山崎 正博 1, ○高
橋 典子 1（1星薬大・医薬研・病態機能制御学）

27PB-pm041S	HL60 細胞分化における核内プロテインキナーゼA
に関する研究
○山王 豊盛 1, 今井 正彦 1, 酒井 亜沙子 1, 高橋 勝彦 1, 
長谷川 晋也 1, 山崎 正博 1, 高橋 典子 1（1星薬大・医
薬研・病態機能制御学）

27PB-pm042	 レチノールによる難治胆嚢癌細胞の増殖抑制メカニ
ズムの解明
○今井 正彦 1, 李 川 1, 長谷川 晋也 1, 山﨑 正博 1, 高橋 
典子 1（1星薬大・医薬研・病態機能制御学）

27PB-pm043	 乳腺細胞による乳腺構造の形成におけるAhRの役割
○國徳 宝珠実 1, 齋藤 菜緒 1, 山下 直哉 1, 趙 帥 1, 根本 
清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大学）

27PB-pm044	 乳がん細胞におけるHER2 過剰発現によるAhR活
性化機構
○齋藤 菜緒 1, 山下 直哉 1, 國徳 宝珠実 1, 趙 帥 1, 根本 
清光 1, 菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

27PB-pm045	 抗がん剤耐性ヒト胃がん細胞株に対するBcl-2 ファ
ミリー分子阻害剤併用による抗がん作用の増強
○竹内 健治 1, 尾澤 麻里 1, 今岡 加奈恵 1（1摂南大薬・
細胞生物）

27PB-pm046	 がん細胞に刺激されたマクロファージのサイトカイ
ン産生
○山崎 耕喜 1, 中島 雄太 2, 藤原 章雄 3, 菰原 義弘 3, 竹
屋 元裕 3, 中西 義孝 2（1熊本大院工 , 2熊本大院工 , 
3熊本大院医）
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27PB-pm047	 低濃度 LPS 活性化単球系細胞との共培養による脂肪
細胞の遺伝子発現変動
○本田 晃子 1, 稲川 裕之 2（1麻布大生命・環境 , 2香
川大医）

27PB-pm048	 グルタミン依存的に増殖する培養がん細胞のグルタ
ミン利用経路
生方 睦美 1, ○北 加代子 1, 斉木 友美 1, 西本 詩織 1, 鈴
木 俊英 1, 越智 崇文 1（1帝京大薬）

27PB-pm049	 HMGB1/RAGE相互作用を標的とする新規阻害剤の
創製
○玉田 賢弥 1, 中島 槙吾 1, 佐藤 聡 1,2, 吉森 篤史 3, 田
沼 靖一 1,2（1東京理大薬・生化学 , 2東京理大ゲノム
創薬研セ , 3（株）理論創薬研究所）

27PB-pm050	 培養乳がん細胞株MCF7 細胞におけるベルベリンで
誘導される核小体ストレス応答
○北口 大毅 1, 宮田 早紀 1, 山口 眞希 1, 森南 志保 1, 酒
井 弥侑 1, 田中 智 1, 坂口 実 1（1大阪薬大）

27PB-pm051S	低温真空抽出した桜セルエキストラクトの抗腫瘍効
果について
○豊田 陽子 1, 平林 敬浩 1, 柴藤 淳子 1, 亀井 淳三 1, 川
人 紫 2, 竹ノ谷 文子 1, 塩田 清二 1（1星薬大 , 2熊本大）

27PB-pm052S	乳癌細胞に対する	triterpenoid	化合物の抗腫瘍効果
の検索
○長谷川 菜摘 1, 山田 亜美 1, 栗田 雅弘 1, 野伏 康仁 1, 
及川 直毅 1, 堤 重敏 3, 安川 憲 1, 浅見 覚 1, 小野 真一 1, 
鈴木 孝 1,2（1日本大薬 , 2日本大医 , 3アマゾンフード）

27PB-pm053	 エストロゲン依存性乳癌細胞のタモキシフェン耐性
獲得におけるNF- κ B経路の役割
○山口 憲孝 1, 中山 祐治 2, 山口 直人 1（1千葉大院薬・
分子細胞生物学 , 2京都薬大・生化学）

27PB-pm054	【演題取り下げ】
27PB-pm055	 エパルレスタットの新規作用に関する研究：カドミ

ウム誘導細胞傷害の抑制作用
村尾 優 1, ○立浪 良介 1, 佐藤 恵亮 1, 丹保 好子 1（1北
海道薬大）

薬物代謝
27PB-pm056S	マーモセット、カニクイザルおよびヒト肝によるメ

トプロロール酸化的代謝の比較
○石井 さくら1, 上原 正太郎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）

27PB-pm057S	マーモセット、カニクイザルおよびヒト肝および小
腸P450 酵素によるテルフェナジンの酸化的代謝
○結城 友香子1, 上原 正太郎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）

27PB-pm058S	チトクロム	P450	2C9	遺伝子多型を有するカニクイ
ザル個体のエファビレンツ血中動態推移予測
○三浦 智徳 1, 草間 崇史 1, 三井 満里奈 1, 河野 未来 1, 
平野 貴弘 1,2, 宇野 泰広 2, 鵜藤 雅裕 1,2, 清水 万紀子 1, 
山崎 浩史 1（1昭和薬大 , 2新日本科学）

27PB-pm059S	チトクロム P450	2C19 多型性を示すカニクイザル個
体別のR- ワルファリン血中濃度推移予測
○草間 崇史 1, 三浦 智徳 1, 三井 満里奈 1, 河野 未来 1, 
平野 貴弘 1,2, 宇野 泰広 2, 鵜藤 雅裕 1,2, 清水 万紀子 1, 
山崎 浩史 1（1昭和薬大 , 2新日本科学）

27PB-pm060S	ヒト肝細胞移植マウスの薬物血中濃度および生理学
的薬物動態モデルを組み合わせたヒト薬物血中濃度
推移予測
○三井 満里奈 1, 清水 万紀子 1, 山崎 美穂 1, 末水 洋志 2, 
山崎 浩史 1（1昭和薬大 , 2実中研）

27PB-pm061	 ５－アミノレブリン酸を用いるがん光線力学的療法
に対する耐性化機構
○遠藤 良夫 1, 宇都 義浩 2, 安部 千秋 2,3, 小倉 俊一郎 4, 
米村 豊 5（1金沢大・がん研 , 2徳島大・院・生物資源
産業学研究部 , 3先端医療振興財団・医薬品開発研究
部 , 4東工大・院・生命理工 , 5腹膜播種治療支援機構）

27PB-pm062	 マーモセットP450	3A 酵素の臓器分布および薬物酸
化酵素活性：ヒトP450	3A との類似性
上原 正太郎 1, 中西 一志 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）

27PB-pm063	 カニクイザル肝グルタチオンS- 転移酵素 theta クラ
ス分子種の酵素機能解析
○村山 典恵 1, 加藤 雅巳 1, 大越 智子 1, 宇野 泰広 2, 山
崎 浩史 1（1昭和薬大 , 2新日本科学）

27PB-pm064	 日本人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	変異型酵素の触媒機能
○清水 万紀子 1, 依田 紘美 1, 五十嵐 成美 1, 武井 まど
か 1, 中莖 昂明 1, 山崎 浩史 1（1昭和薬大）

27PB-pm065S	単一チトクロム	P450	を不活化したヒト肝ミクロ
ゾームを用いた薬物代謝反応への	P450	分子種の寄
与率とmetabolic	switch 効果の検討
○日川 美紀子 1, 村山 典恵 1, 志村 果南 1, 石井 裕 1, 高
田 将季 1, 矢島 加奈子 1,2, 鵜藤 雅裕 1,2, 山崎 浩史 1

（1昭和薬大 , 2新日本科学）
27PB-pm066	 新規マーモセットP450	2F 酵素の同定および機能解析

○上原 正太郎 1, 大塩 徹 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）

27PB-pm067	 ヒト肝臓がん細胞を用いた 2次元培養細胞と 3次元
細胞塊の薬物応答解析
○山本 悠貴 1, 神馬 瑶子 1, 博多 修子 1, 寺島 潤 1, 幅野 
渉 1, 小澤 正吾 1（1岩手医大薬）

27PB-pm068	 5-Fluorouracil 系抗がん剤治療にて重篤な副作用症
状を示した dihydropyrimidine	dehydrogenase 低活
性者の活性測定と遺伝子解析
○小倉 健一郎 1, 外郎 和弘 1, 熊木 絵美 1, 細井 紫絹 1, 
大沼 友和 1, 西山 貴仁 1, 田中 俊裕 2, 平塚 明 1（1東京
薬大薬 , 2福岡大医）

27PB-pm069S	肝細胞増殖過程におけるマウス肝臓および小腸の薬
物代謝酵素の発現変動
○藤野 智恵里 1, 佐能 正剛 1, 石田 雄二 2, 立野 知世 2, 
太田 茂 1（1広島大院医歯薬保 , 2フェニックスバイオ）

27PB-pm070	 Nrf2 欠損マウスにおけるペントバルビタールの薬効
延長とCYP2B遺伝子発現低下
○芦野 隆 1, 山本 雅之 2, 沼澤 聡 1（1昭和大薬 , 2東北
大院医）

27PB-pm071	 UDP-glucuronosyltransferase	1A9 のフェニルブタ
ゾンC- グルクロン酸活性に影響を及ぼす因子
○西山 貴仁 1, 比田 智子 1, 阿久根 彩 1, 大沼 友和 1, 小
倉 健一郎 1, 平塚 明 1（1東京薬大薬）

27PB-pm072	 結合 DNA配列の相違がPXR依存的転写活性化に及
ぼす影響
○保坂 卓臣 1, 山崎 悠里子 1, 曽田 勇介 1, 佐々木 崇光 1, 
吉成 浩一 1（1静岡県大薬）

27PB-pm073S	免疫抑制剤による皮膚発がん誘導メカニズムの解明
○平島 梨夏 1, 田中 優史 1, 藤原 亮一 1, 伊藤 智夫 1

（1北里大薬）
27PB-pm074	 アゾール基を有するビタミンＤ誘導体のCYP24A1

による代謝
○遠山 枝李 1, 安田 佳織 1, 真野 寛生 1, 鎌倉 昌樹 1, 生
城 真一 1, 高野 真史 2, 橘高 敦史 2, 太田 美穂 3, 榊 利
之 1（1富山県大工 , 2帝京大薬 , 3相愛大人間）

27PB-pm075S	ヘムオキシゲナーゼ‐ 1	(HO-1)	阻害剤を用いた
Crigler-Najjar 症候群 I型の致死性回避
○植村 明日香 1, 三ツ木 諒 1, 藤原 亮一 1, 伊藤 智夫 1

（1北里大薬）
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27PB-pm076	 グルタチオンエチルエステル及びその安定同位体ラ
ベル化合物を用いたLC/MSによる反応性代謝物の
網羅的解析
○黒野 定 1, 山田 裕子 1（1和光純薬工業）

化学療法剤
27PB-pm077S	シスプラチン誘発筋萎縮作用における運動負荷の効果

○伊佐 洋佑 1, 丸山 明秀 1, 鶴野 結花理 1, 矢部 早織 1, 
田端 祥子 1, 木村 三奈美 1, 甲斐 友規 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
解析学 , 2星薬大・生理分子科学）

27PB-pm078S	各種抗がん薬におけるMuRF1	および	Atrogin-1	発
現変化
○丸山 明秀 1, 鶴野 結花理 1, 木村 三奈美 1, 矢部 早織 1, 
伊佐 洋佑 1, 田端 祥子 1, 甲斐 友規 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
学 , 2星薬大・生理分子科学）

27PB-pm079S	シスプラチン誘発筋萎縮作用におけるエイコサペン
タエン酸の抑制効果
○矢部 早織 1, 伊佐 洋佑 1, 丸山 明秀 1, 鶴野 結花理 1, 
田端 祥子 1, 木村 三奈美 1, 甲斐 友規 1, 里 史明 1, 湯本 
哲郎 1, 山田 岳史 2, 酒井 寛泰 1（1星薬大・疾患病態
解析学 , 2日医大・消化器外科）

27PB-pm080S	血小板凝集抑制薬クロピドグレルのがん転移抑制作
用機序の追究
○渡部 彩葉1, 吉川 紀子1, 木下 恵理子1, 畑井 麻友子1, 
籠田 智美 1, 篠塚 和正 1, 中村 一基 1（1武庫川女大薬）

27PB-pm081	 がん細胞の悪性化に対するがん抑制遺伝子	Pdcd4	の
影響
○木下 恵理子 1, 吉川 紀子 1, 井上 侑香 1, 北 佐知子 1, 
栗林 千尋 1, 畑井 麻友子 1, 籠田 智美 1, 篠塚 和正 1, 中
村 一基 1（1武庫川女大薬）

27PB-pm083	 新規ナフトキノン誘導体 6-TMNQの血管新生および
腫瘍増殖に対する抑制効果
○新屋 智寛 1, 山村 早紀 1, 前田 恭佳 1, 阪中 麻利子 1, 
山下 裕佳 2, 葉山 登 2, 稲本 浄文 2, 來海 徹太郎 2, 高橋 
悟 1（1武庫川女大薬・免疫生物学 , 2武庫川女大薬・
薬化学Ⅱ）

その他②
27PB-pm084	 子宮頸がんワクチン投与後における血漿中副腎皮質

ホルモンの変化について
○長岡 沙有里 1, 髙田 実結 1, 三反崎 聖 1, 松島 涼太 1, 
加藤 菜穂 2, 須藤 美和子 2, 黒田 直人 2, 阿部 すみ子 1

（1高崎健康福祉大薬 , 2福島医大医）
27PB-pm085	 ローズヒップ抽出物のキサンチンオキシダーゼ

（XOD）活性およびCYP3A4 活性に及ぼす影響
○菊地 秀与 1, 木暮 里美 1, 新井 理絵 1, 齋野 幸樹 1, 大
久保 温子 1, 津田 整 1, 須永 克佳 1（1城西大薬・医療
栄養）

27PB-pm087	 ユーグレナ抽出液が脂肪細胞分化に及ぼす影響
○大湖 菜央子 1, 阿閉 耕平 1, 三輪 由布子 1, 中島 綾香 1, 
岩田 修 1, 鈴木 健吾 1（1( 株 ) ユーグレナ）

27PB-pm088	 Sonic	hedgehog	伝達経路活性素材のまつ毛への影響
○桑原 亜希子 1, 柏木 沙予 1, 大久保 有理 1, 松本 康助 1, 
須田 一真 1, 本間 陽一 1（1ロート製薬株式会社）

漢方薬
27PB-pm089	 医療用漢方製剤の効能効果に関する比較検討

○荒井 いずみ 1, 高橋 哲史 1, 五十鈴川 和人 1, 金 成俊 1

（1横浜薬大）
27PB-pm090S	生薬煎液の pH実測値を用いた漢方薬の pH推測シス

テムの検討
○杉山 央輔 1, 吉永 芽以 1, 髙橋 哲史 1, 五十鈴川 和人 1, 
金 成俊 1（1横浜薬大）

27PB-pm091	 防己黄耆湯のリトコール酸誘導胆汁うっ滞モデルマ
ウスに対する改善効果
○藤田 恭輔 1, 渡辺 志朗 1（1富山大和漢研）

27PB-pm092	 マウスの掻痒モデルに対する梔子柏皮湯エキスの鎮
痒効果
○野島 浩史 1, 佐藤 賢志 1, 大堀 萌生 1, 阿部 賢志 2

（1奥羽大薬 , 2日本薬大）
27PB-pm093	 運動疾患モデルを用いた柴胡加竜骨牡蛎湯による神

経・血管保護作用の検討
○皆川 貴美乃 1, 熊井 俊夫 1, 矢久保 修嗣 2, 飯島 洋 3, 
北中 進 3, 草間 - 江口 國子 3（1聖マリ医大 , 2日本大医 , 
3日本大薬）

27PB-pm094	 食餌による腸内細菌叢の変動が及ぼす大黄甘草湯の
下剤活性変化
○髙山 健人 1, 篠原 沙緒里 1, 川村 彩佳 1, 髙重 朱未 1, 
田淵 紀彦 1, 岡村 信幸 1（1福山大薬）

病原性
27PB-pm095	 lasR 変異臨床分離緑膿菌の病原因子に対する

quorum	sensing 阻害化合物の作用について
○太田 登志子 1,2, 鞠子 藍 2, 吉村 洋樹 2, 福本 敦 2, 飯
坂 洋平 2, 安齊 洋次郎 2（1東邦大大橋病院薬 , 2東邦
大薬）

27PB-pm096	 Pseudmonas	aeruginosa 	2S1	の赤色色素産生メカニ
ズムについて
○福本 敦 1, 佐藤 沙弥香 1, 太田 登志子 1,2, 飯坂 洋平 1, 
安齊 洋次郎 1（1東邦大薬 , 2東邦大大橋病院薬）

27PB-pm097	 疑似微小重力環境で皮膚常在真菌Malasseziaが皮膚
角化細胞に与える影響
○張 音実 1, 井上 瑞菜 1, 杉田 隆 1（1明治薬大）

27PB-pm098	 アトピー性皮膚炎治療薬が皮膚常在菌Malasseziaに
与える影響
○大久保 友隆 1, 張 音実 1, 杉田 隆 1（1明治薬大）

27PB-pm099	 皮膚炎患者皮膚におけるAcinetobacter叢の解析と
ヒト皮膚角化細胞に及ぼす影響
○井上 瑞菜 1, 張 音実 1, 杉田 隆 1（1明治薬大）

27PB-pm100	 黄色ブドウ球菌毒素 Staphylococcal	superantigen-
like	10	(SSL10）の血液凝固因子との相互作用に関わ
る最小機能領域の同定
○伊藤 佐生智 1, 肥田 重明 1（1名市大院薬）

27PB-pm101	 Trichosporon	asahiiの菌体表面疎水性と表層多糖類
○市川 智恵 1, 平田 千裕 1, 武井 瑞季 1, 田上 尚之 1, 村
澤 寛美 1, 池田 玲子 1（1明治薬大・感染制御）

27PB-pm102	 Aspergillus	oryzae	HL-1009 の産生するエラスター
ゼ、Asorylase1009 の性質
○吉田 茜 1, 小森 由美子 1, 山下 伸雄 2, 奥村 欣由 1, 二
改 俊章 1（1名城大薬 , 2白鶴酒造）

27PB-pm103S	特定のClostridium	sp.	は UCモデルマウスにおける
病態悪化因子となり得る
○久綱 僚 1, 富田 純子 1, 森田 雄二 1, 河村 好章 1（1愛
知学院大院薬・微生物）

27PB-pm104	 病原性酵母Trichosporon	asahiiのバイオフィルム
形成に寄与する形態および微量金属元素の影響
○千葉 亮太 1, 佐藤 千聖 1, 倉門 早苗 1, 杉田 隆 1（1明
治薬大・微生物）

27PB-pm105	 マクロファージ内増殖性を欠損したレジオネラ強細
胞毒性株の細胞内における遺伝子発現の網羅的解析
○津嶋 芳裕 1, 丸川 敬大 1, Yousef ABU KWAIK2, 三
宅 正紀 1, 今井 康之 1（1静岡県大薬 , 2ルイビル大医）

27PB-pm106	 Vibrio	vulnificus 	M2799 株の Fe3+-Vulnibactin 還元
酵素の探索
○宮本 勝城 1, 河野 広朗 1, 熊田 アンリオバディア 1, 
土屋 孝弘 1, 田邊 知孝 2, 舟橋 達也 2, 辻坊 裕 1（1大阪
薬大 , 2松山大薬）
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27PB-pm107	 Candida	glabrata細胞壁糖鎖合成酵素遺伝子欠損株
alg6Δ及び mnn2Δの性質
○伊藤 文恵 1, 高橋 静香 2, 田中 大 1, 工藤 敦 3, 佐々木 
雅人 1, 岡本 美智代 4, 高橋 梓 4, 山口 正視 4, 山本 秀輝 5, 
丹野 大樹 5, 横山 隣 5, 川上 和義 5, 知花 博治 4, 柴田 信
之 1（1東北医薬大, 2東北労災病院, 3仙台オープン病院, 
4千葉大真菌医学研セ , 5東北大院医）

感染症薬
27PB-pm108	 病原性真菌Trichosporon	asahiiの抗真菌薬耐性機

序 :ERG11に関する検討
○髙田 慎太郎 1, 張 音実 1, 倉門 早苗 1, 杉田 隆 1（1明
治薬大 ･ 微生物）

27PB-pm109	 皮膚常在真菌Malassezia	furfurのバイオフィルム
形成と抗真菌薬耐性
○須藤 綾子 1, 張 音実 1, 倉門 早苗 1, 杉田 隆 1（1明治
薬大）

27PB-pm110	 角栓中に存在するPropionibacterium	acnesと
Malassezia 	のヒト表皮角化細胞に対する作用と抗真
菌薬ケトコナゾールのリパーゼ阻害作用
○海野 瑞季 1, 安藤 ゆりあ 1, 張 音実 1, 杉田 隆 1（1明
冶薬大）

27PB-pm111	 Capsaicin による尋常性ざ瘡原因菌
Propionibacterium	acnesのリパーゼ阻害作用
○安藤 ゆりあ 1, 海野 瑞季 1, 張 音実 1, 杉田 隆 1（1明
冶薬大）

27PB-pm112	 Dryobalanops	aromatica 葉部からのオリゴスチル
ベノイド、vaticanol	B は C型肝炎ウイルスの感染
を阻害する
○靱 千恵 1, Muhanmad HANAFI2, Aty 
WIDYAMAWARUYANTI3, Tri Destia ARMANTI4, 
渕野 裕之 5, 川原 信夫 5, Pratiwi SUDARMONO4, 堀
田 博 1（1神戸大院保健 , 2インドネシア科学院 , 3ア
イルランガ大 , 4インドネシア大 , 5医薬基盤研）

27PB-pm113	 新規 B型肝炎治療薬候補化合物の抗HBV作用の解析
○奥村 啓樹 1, 山下 綾 2, 西村 祐香 2, 坡下 真大 1,2, 堤 
進 3, 田中 靖人 3, 松永 民秀 1,2（1名市大・院薬・臨床
薬学 , 2名市大・薬・臨床センター , 3名市大・院医・
病態医科学）

27PB-pm114	 マヌカハニーのHIV-1 の逆転写酵素阻害効果に関す
る研究
○森 和也 1, オボス コチョレエテェン 1, 新明 祐季 1, 
木村 みやび 1, 吉川 明花 1, 上野 遥香 1, 星野 裕紀 1, 石
橋 雪子 1, 鹿本 康生 1, 中条 茂男 1（1横浜薬大）

27PB-pm115	 日和見ウイルス感染症に対する宿主因子依存性抗ウ
イルス薬の検索
赤井 佑三子 1, 定成 秀貴 1, 茂木 香保里 1, 武本 眞清 1, 
松原 京子 1, 大黒 徹 1, ○村山 次哉 1（1北陸大薬）

27PB-pm116	 カンジダ属真菌に対するアゾール系抗真菌薬とテト
ラサイクリン系抗菌薬の併用療法
○田中 穂南 1, 木村 道夫 1, 山本 博之 1, 下川 修 1（1日
本薬大）

27PB-pm117	 ワインの発酵残渣からの抗HSV化合物の単離と作用
機序解析
○石丸 華子 1, 太田 智絵 2, 中村 誠宏 2, 松田 久司 2, 渡
部 匡史 1, 藤室 雅弘 1（1京都薬科大学 細胞生物学分野, 
2京都薬科大学 生薬学分野）

27PB-pm118	 香料の	Pseudomonas	aeruginosa	薬剤排出ポンプに
対する影響
○野村 陽恵 1, 作田 圭亮 2, 佐久間 克也 2, 一色 恭徳 1, 
近藤 誠一 1（1城西大薬 , 2小川香料（株））

27PB-pm119S	B 型肝炎ウイルスの侵入受容体の解析とその新規阻
害剤の同定
○深野 顕人 1,2, 志村 聡美 1,3, Michael PEEL3, Ann 
SLUDER3, 河合 文啓 4, 九十田 千子 1,5, 鈴木 亮介 1, 相
崎 英樹 1, 朴 三用 4, 脇田 隆字 1, 小笠原 裕樹 2, 渡士 
幸一 1,6（1国立感染研 , 2明薬大 , 3SCYNEXIS, 4横浜
市大 , 5理研 CLST, 6東京理科大）

27PB-pm120	 黄色ブドウ球菌および大腸菌に対する新規化合物
CNTI による抗菌活性の検討
○細野 哲司 1, 長井 静香 1, 大川原 正 2, 大場 正志 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）

微生物
27PB-pm121	 Campylobacter	lariの cmeABC遺伝子領域の比較

解析
○津田 文佳 1, 松原 京子 1, 大黒 徹 1, 村山 次哉 1（1北
陸大薬）

27PB-pm122	 Aeromonas	hydrophilaにおけるアモナバクチン受
容体遺伝子の同定と解析
○舟橋 達也 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）

27PB-pm123	 病原真菌Candida	albicans 	から分離した呼吸変異株
KA1	において発現変化のみられるタンパク質の同定
○木村 道夫 1, 石川 綾乃 1, 長澤 綱城 1, 山本 博之 1, 下
川 修 1（1日本薬大）

27PB-pm124S	病原真菌	Candida	albicans 	から分離された呼吸変異
株KA1に見られる代謝変化
○野口 遥 1, 木村 道夫 1, 喜名 あかね 1, 山本 博之 1, 下
川 修 1（1日本薬大）

27PB-pm125	 ピロリ菌のチアミン要求性とチアミンピロリン酸オ
ペロンの同定
○野坂 和人 1, 林 麻利亜 1, 遠藤 祐里奈 1, 内山 良介 2, 
三室 仁美 3（1武庫川女大薬 , 2兵庫医大 , 3東大医科研）

27PB-pm126	 c-di-GMP生成量を調節する膜蛋白質高発現大腸菌株
の表現型比較
鮫島 憲 1, 山地 紳太郎 1, 高橋 明子 1, 大山 美咲 1, 安藤 
友美 1, 菅井 隆 1, 高梨 優 1, 大野 あすみ 1, ○北村 昭夫 1, 
平田 隆弘 1（1城西国際大薬）
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3月 26日（日）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

衛生化学・公衆衛生学①
26PB-am113	 ヒト脂肪細胞における分化および腫瘍壊死因子—α

で誘導されるアディポサイトカインの発現とα -マン
ゴスチンの影響
○秋田 佳小里 1, 佐野 友香 1, 佐藤 成実 1, 山形 一雄 1

（1日本大学生物資源科学部）
26PB-am114	 生活習慣病に関連した刺激による肝細胞障害誘導と

食品成分の影響
○久野 琢也 1, 柳川 陸 1, 坂田 愛湖 1, 山形 一雄 1（1日
本大学生物資源科学部）

26PB-am115S	HNRNPMノックダウンによる遺伝子発現変化の解
析　～リキッドバイオプシーによる非アルコール性
脂肪肝炎の診断を目指して～
○鈴木 美琴 1, 長嶺 憲太郎 1, 瀧野 純一 1, 佐藤 拓真 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）

26PB-am116	 生活習慣病の発症・進展における新規バイオマーカー
としてのToxic	AGEs	(TAGE)
○竹内 正義 1, 瀧野 純一 2, 逆井 亜紀子 1, 高田 尊信 1, 
上田 忠司 1（1金沢医大総医研 , 2広島国際大薬）

26PB-am117	 杜仲葉エキス成分による非アルコール性脂肪性肝炎
（NASH）進行リスク低減機能
○藤原 由理 1, 高山 房子 2, 江頭 亨 2, 細尾 信悟 3, 杉万 
直 3, 平田 哲也 3, 山口 康代 3, 山崎 寛生 3, 川崎 博己 4, 
豊田 博 5, 渡邊 律子 5, 山主 智子 6, 加太 英明 6, 万倉 三
正 7, 大倉 朋子 1, 近藤 史織 1, 吉野 真帆 1, 岡田 茂 2

（1岡山大薬 , 2岡山大院医歯薬 , 3小林製薬 中央研究所 , 
4松山大薬 , 5岡山協立病院病理部 , 6香川県立保健医
療大学 , 7くらしき作陽大学）

26PB-am118	 非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）病態下サルコ
ペニア進展リスクに対する杜仲葉エキスの影響
○近藤 史織 1, 高山 房子 2, 細尾 信悟 3, 杉万 直 3, 平田 
哲也 3, 山口 康代 3, 山崎 寛生 3, 川崎 博己 4, 豊田 博 5, 
渡邊 律子 5, 山主 智子 6, 加太 英明 6, 万倉 三正 7, 大倉 
朋子 1, 藤原 由理 1, 吉野 真帆 1, 江頭 亨 2, 岡田 茂 2

（1岡山大学薬学部 , 2岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科 , 3小林製薬株式会社 中央研究所 , 4松山大学薬
学部 , 5岡山協立病院病理部 , 6香川県立保健医療大学 , 
7くらしき作陽大学）

26PB-am119	 フコキサンチノールはがん幹細胞様細胞の腫瘍形成
とスフィア形成を弱める
○寺崎 将 1, 武藤 倫弘 2（1北医療大薬 , 2国立がん研
究セ・社会と健康研究セ・予防研究部）

26PB-am120	 納豆による高血圧予防効果の解明：納豆菌酵素発酵
代謝物は本態性高血圧の発症を抑制する
○長井 紀章 1, 真野 裕 1, 船上 仁範 1, 緒方 文彦 1, 伊藤 
吉將 1, 後藤 和子 2, 川﨑 直人 1（1近畿大薬 , 2ナットー
ファーム）

26PB-am121	 FGF-2 による内皮細胞のプロテオグリカン合成の調節
○原 崇人 1, 薮下 栞 1, 吉田 映子 1, 鍜冶 利幸 1（1東京
理大薬）

26PB-am122	 TGF- βによる血管内皮細胞の増殖抑制におけるヌク
レオリンの役割
○高橋 勉 1, 本間 雄太 1, 篠田 陽 1, 鍜冶 利幸 2, 藤原 
泰之 1（1東京薬大薬 , 2東京理大薬）

26PB-am123	 アミロイドβを曝露したヒトアストロサイトーマに
おけるアポトーシス誘導に関する研究
○三好 知穂 1, 奥野 智史 1, 阪田 愛 1, 谷上 知絵理 1, 青
木 大輔 1, 村野 晃一 1, 荻野 泰史 1, 荒川 友博 1, 上野 
仁 1（1摂南大薬）

26PB-am124	 パルマチンは単球系THP-1 細胞におけるLPSによ
る	Tissue	factor	発現誘導を抑制する
○広田 あずさ 1, 石山 俊介 1, 平沢 百合 1, 立花 研 1, 高
野 文英 1, 樋口 敏幸 1（1日本薬大）

26PB-am125S	インスリン分泌不全GKラットを用いた亜鉛錯体の
抗糖尿病作用の評価 -硫黄を配位原子に持つ高活性錯
体による検討 -
○青木 貴浩 1, 三輪 剛志 1, 内藤 行喜 1, 吉川 豊 2, 安井 
裕之 1（1京都薬大 , 2神戸女子大）

26PB-am126S	インスリン標的細胞におけるインスリン抵抗性とセ
レンタンパク質発現との関連性
○村野 晃一 1, 仲江 美咲 1, 西田 侑樹 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）

26PB-am127	 脂肪細胞におけるカリウムチャネルの発現と役割の
解析
○西塚 誠 1, 中野 友香 1, 成田 沙智世 1, 長田 茂宏 1, 今
川 正良 1（1名市大院薬）

26PB-am128	 メタボリックシンドロームにおける腎糸球体血管内皮
細胞でのDNAメチル化変化を介したNLRP3 の発現
○大久保 櫻 1, 今村 仁美 1, 佐々木 彩香 1, 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）
26PB-am129	 霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）の抗疲労効果

○岩田 直洋 1, 岩崎 真里奈 1, 遠藤 未紗希 1, 佐々木 柚
衣 1, 神内 伸也 1, 飯塚 博 2, 岡﨑 真理 1, 日比野 康英 1

（1城西大薬 , 2野田食菌工業）
26PB-am130	 2 型糖尿病マウス肝臓での脂質代謝に与える霊芝菌糸

体培養培地抽出物（MAK）の影響
○神内 伸也 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（株））

社会と薬学
26PB-am131	 開発中および上市済医薬品の正味現在価値の分析を

通じた製薬企業戦略の考察
○菅 愛子 1, 高橋 大志 1（1慶應大経営）

26PB-am132	 薬局をはじめとした特殊空間を必要とする木造建築物
の制震化：DIT制震金物を設置した薬局の耐震性能
○吉武 毅人 1,2, 申 吉峰 2, 中尾 方人 3, 小武家 優子 1, 
古田 智基 2（1第一薬大 , 2第一工大 , 3横国大）

26PB-am133	 医薬品有害事象データベースを活用した薬物乱用リ
スクの評価
○藪内 弘昭 1（1耐久医療研）

26PB-am134	 薬による有害事象の発生防止に対する薬剤師の役割
について
○岡本 祐美 1, 田村 泰大 1, 平沢 賢人 1, 山田 晃弘 1, 星
野 理恵子 1, 深町 伸子 1, 鈴木 順子 1（1北里大薬）

26PB-am135S	サリドマイド被害者の補償の比較検討：日本、カナダ、
英国を事例に
○市村 太秀 1, 堀内 正子 1, 串田 一樹 1, 佐藤 嗣道 2

（1昭和薬大 , 2東京理大薬）
26PB-am136	 薬害被害者の生活実態と被害者会の取組み実態に関

する調査研究
○杉浦 弘樹 1, 木村 恒太 1, 進藤 陽介 1, 今泉 智弘 1, 
平澤 天晴 1, 竹内 聡郎 1（1薬害被害者支援サークル
balloons+）

26PB-am137	 超高齢・人口減少社会における薬物規制
○田村 泰大 1, 岡本 祐美 1, 平沢 賢人 1, 山田 晃弘 1, 深
町 伸子 1, 山本 大介 1, 鈴木 順子 1（1北里大薬）

26PB-am138	 薬局における患者満足度と薬剤師の満足度の関連性
○櫻井 秀彦 1, 野呂瀬 崇彦 1, 恩田 光子 2（1北海道薬大 , 
2大阪薬大）

環　境　・　衛　生　系　薬　学
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26PB-am139	「未病」の認知と理解拡大を目指した教育広報活動充
実への研究成果活用とその効果の検証
○秋山 晴代1, 鈴木 麻希1, 五十鈴川 和人2, 富田 基郎3, 
甲斐 茂美 1, 金 成俊 2, 宮澤 眞紀 1（1神奈川衛研 , 2横
浜薬大 , 3昭和大・薬）

26PB-am140	 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（２）ー女性の健康と安全を守るた
めにー
○大塚 邦子 1,2,3,4, 対馬 ルリ子 2, 唐澤 淳子 3, 渡辺 陸子 3, 
中村 渚紗 1, 鈴木 啓太郎 1, 細野 哲司 1, 内田 直樹 4, 安
原 一 5（1横浜薬大 , 2女性と医療ネットワーク , 
3神奈川県女性薬剤師会 , 4昭和大医・臨床薬理 , 5昭
和大学医学医療振興財団）

26PB-am141	 乳幼児における医薬品誤飲リスクの認識と家庭内の
対策に関する質的調査
○髙橋 実咲 1, 小林 典子 1, 藤本 和子 1, 岩田 紘樹 1, 山
浦 克典 1（1慶應大薬）

26PB-am142	 平成 28 年度薬剤服用歴管理指導料に対する薬局薬剤
師および一般生活者の評価の比較
○岩下 真由紗 1, 小林 典子 1, 藤本 和子 1, 岩田 紘樹 1, 
山浦 克典 1（1慶應大薬）

26PB-am143	 在宅訪問経験薬剤師の実施業務および現場での薬物
療法に関する意識調査研究
○柳本 ひとみ 1, 櫻井 秀彦 1, 黒澤 菜穂子 1, 古田 精一 1

（1北海道薬大）
26PB-am144	 OTC医薬品と医療用医薬品の患者負担額に関する疾

患群ごとの比較研究
○永崎 勝也 1, 古澤 康秀 1（1明治薬大）

26PB-am145	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－１　薬剤師
による患者教育とセカンドオピニオン
○海寳 美月 1, 柿澤 愛 1, 柴里 紅実子 1, 高野 幸泉 1, 横
澤 智大 1, 平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am146	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－２
○横澤 智大 1, 海寳 美月 1, 柿澤 愛 1, 柴里 紅実子 1, 高
野 幸泉 1, 平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am147	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－３　副作用
防止のための検査と薬剤師による経過観察
○柴里 紅実子 1, 海寳 美月 1, 柿澤 愛 1, 高野 幸泉 1, 横
澤 智大 1, 平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am148	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－４　副作用
発現と使用薬剤記録の重要性
○柿澤 愛 1, 海寳 美月 1, 柴里 紅実子 1, 高野 幸泉 1, 横
澤 智大 1, 平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am149	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－５　医薬品
副作用被害救済制度と薬剤師の役割
○平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am150	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－６　過量服
用傾向のある患者への調剤と薬剤師の役割１
○高野 幸泉 1, 海寳 美月 1, 柿澤 愛 1, 柴里 紅実子 1, 横
澤 智大 1, 平賀 秀明 1, 秋本 義雄 1（1東邦大薬）

26PB-am151	 医療過誤裁判から考える薬剤師の役割－７　過量服
用傾向のある患者への調剤と薬剤師の役割２
○秋本 義雄 1, 平賀 秀明 1（1東邦大薬）

26PB-am152	 地域サロンを通じた薬学生との交流が高齢者の心理
に与える影響
○金子 明日香 1, 布施川 絢音 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　地域医療薬学
研究室）

26PB-am153	 地域高齢者との交流が薬学生の高齢者イメージに与
える影響
○布施川 絢音 1, 金子 明日香 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　地域医療薬学
研究室）

26PB-am154	 複合型医薬品企業における問合せ内容の傾向と性別・
年代別分析
○椎名 恭子 1, 横山 名美 1, 岩崎 紘子 1, 佐野 睦美 1, 小
関 雅裕 1, 中林 久佳 1（1富士薬品）

26PB-am155	 薬剤師の道徳的感受性と年齢、実務経験との関連
○尾関 佳代子 1,2（1杏林堂薬局 , 2浜松医大健康社会
医学）

26PB-am156	 かかりつけ薬剤師とかかりつけ薬局についての諸考
○山田 晃弘 1, 岡本 祐美 1, 田村 泰大 1, 平沢 賢人 1, 山
本 大介 1, 鈴木 順子 1（1北里大薬）

26PB-am157	 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（第 3報）
○山田 哲也 1, 渡部 多真紀 2, 北 加代子 2, 高橋 和子 2, 
佐藤 典子 2, 齋藤 百枝美 2, 宮本 法子 1, 栗原 順一 2

（1東京薬大薬 , 2帝京大薬）
26PB-am158	 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【第 2報】
○橋田 麻菜美 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　地域医療薬学研究室）
26PB-am159	 中学校で「医薬品に関する授業」を受けた高校生の

医薬品の適正使用理解度調査
○小林 克義 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　地域医療薬学研究室）
26PB-am160	 小学生を対象とした喫煙防止教室の効果についての

検討
○浅見 修平 1, 高橋 良徳 2, 高橋 恵美利 1, 小見 暁子 1, 
小林 克義 1, 土井 信幸 1（1高崎健康福祉大薬　地域
医療薬学研究室 , 2株式会社ファーマみらい）

26PB-am161	 飲酒を控えてくださいの真意は禁酒か、それとも節
酒か？
○中村 武夫 1, 秋本 義雄 2（1近畿大薬 , 2東邦大薬）

26PB-am162	 非喫煙中高生における喫煙への寛容意識が及ぼす薬
物乱用リスクへの影響
○杉原 成美 1, 土屋 達彦 1, 梶原 基 1, 瀬尾 誠 1（1福山
大薬）

26PB-am163S	クリッカー（授業応答システム）を用いた「薬物乱
用防止教育」－双方向授業と事前意識調査に基づい
た授業の実践－
○堀本 孝典 1, 中市 脩 1, 山本 理沙 1, 吉田 依里 1, 牛澤 
侑美 1, 小川 祥子 1, 加藤 百合絵 1, 武井 ひかり 1, 山本 
郁男 2, 佐藤 安訓 1, 木村 敏行 1, 宇佐見 則行 1（1北陸
大薬 , 2元九州保福大薬）

26PB-am164	 発達障害を持つ人々が暮らしやすい社会とは
○平沢 賢人 1, 岡本 祐美 1, 田村 泰大 1, 山田 晃弘 1, 深
町 伸子 1, 星野 理恵子 1, 鈴木 順子 1（1北里大薬）

26PB-am165	 薬物乱用防止教室の継続による成果～小学校高学年
における喫煙・飲酒に関するイメージ調査から見え
てきたもの～
○畠山 歩 1, 高井 謙 1, 小笠原 慈夫 2（1やまぶき薬局 , 
2創志白澤会）

26PB-am166	 健康・機能性食品の各国状況比較と国内関連製品の
海外展開戦略に関する調査研究
○ Siwen YANG1, 岡崎 敬 2, 荒戸 照世 3, 池田 秀子 4, 
仙石 慎太郎 5, 児玉 耕太 1（1立命館大学 , 2㈱リバネス , 
3北海道大学 , 4日本健康食品規格協会 , 5東京工業大
学）

26PB-am167	 セルフメディケーション推進に向けた「くすり教育」
イベントに関する調査研究
○村上 美穂 1, 菊地 颯 1, 藤松 真由 1, 岸本 桂子 1（1北
海道薬大）

26PB-am168	 国民の院外処方賛否に関連する要因の検討
男全 恵里花 1, ○岸本 桂子 1, 櫻井 秀彦 1, 福島 紀子 2

（1北海道薬大 , 2慶應大）
26PB-am169	 リスクベースドアプローチを用いた非臨床試験の信

頼性確保
○須藤 宏和 1,2, 鈴村 真一 1,3, 平山 葉子 1,4, 松原 靖人 1,5, 
日渡 恒子 1,6, 伊藤 素之 1,7, 長谷川 弘和 1,8（1日本 QA
研究会 , 2中外製薬 , 3マルホ , 4日本新薬 , 5キッセイ
薬品工業 , 6新日本科学 , 7第一三共 , 8テルモ）
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26PB-am170	 2015 年度に承認された新医療用医薬品の治験での
GCP遵守状況について
○西村（鈴木） 多美子 1,2, 時岡 寛臣 2, 和田 一葉 1,3

（1就実大院薬 , 2就実大薬 , 3岡大院医歯薬）
26PB-am171	 分子標的薬オフターゲット効果の新しい評価法開発

○大岡 伸通 1, 鈴木 孝昌 1, 橋井 則貴 3, 出水 庸介 2, 栗
原 正明 2, 石井 明子 3, 内藤 幹彦 1（1国立衛研 , 遺伝
子医薬 , 2国立衛研 , 有機化学 , 3国立衛研 , 生物薬品）

26PB-am172	 医療用医薬品添付文書の「妊婦・産婦・授乳婦への
投与」の項の改訂根拠情報の調査
○三浦 早央里 1, 櫻田 大也 1, 小林 江梨子 1, 佐藤 信範 1

（1千葉大院薬）
26PB-am173	 より効率的な骨粗鬆症治療薬の開発に資するための

調査研究
○高見 秀雄 1, 大室 弘美 1（1武蔵野大学大学院薬科
学研究科）

26PB-am174	 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７：ミャンマー国内で流通しているレボフ
ロキサシン注射液
○坂井 愛 1, 岡留 あゆ 1, 小池 恵里奈 1, 宮西 佳奈 1, 上
床 知佐奈 1, 作田 未来 2, 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）

26PB-am175	 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８：ミャンマー国内で流通しているメトホ
ルミン塩酸塩錠
○藏樂 愛 1, 五明 千歩 1, 西村 聡子 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）

26PB-am176	 血液適合性試験におけるMPC	polymer に対するタ
ンパク質マーカの挙動について
○宮島 敦子 1, 小森谷 薫 1, 比留間 瞳 1, 加藤 玲子 1, 蓜
島 由二 1（1国立衛研）

26PB-am177	 慢性ストレスモデルラットのうつ病様状態に及ぼす
バレニクリン投与の影響 :	HRMAS	1H	NMRによる
脳内メタボローム解析
○秋元 勇人 1, 大島 新司 1, 根岸 彰生 1, 大原 厚祐 2, 廣
山 華子 3, 根本 直 3, 小林 大介 1（1城西大薬 , 2城西国
際大薬 , 3産総研　バイオメディカル研究部門）

26PB-am178	 日局参考情報　単糖分析及びオリゴ糖分析 /糖鎖プ
ロファイル法への代表的な分析手順追記のための予
備的検討
○原園 景 1, 木吉 真人 1, 石井 明子 1（1国立衛研）

3月 26日（日）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

衛生化学・公衆衛生学②
26PB-pm078	 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 5報）
○石川 美香 1, 伊藤 みなみ 1, 吉村 昭毅 1, 小林 大祐 1, 
和田 啓爾 1（1北医療大薬）

26PB-pm079S	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 6報）
○伊藤 みなみ 1, 石川 美香 1, 鎌田 翔太 1, 吉村 昭毅 1, 
小林 大祐 1, 和田 啓爾 1（1北医療大薬）

26PB-pm080	 Vibrio	furnissiiにおける転写抑制因子 IutR による
Fe3+-aerobactin 受容体遺伝子iutAの発現調節機構
○田邊 知孝 1, 一色 彩加 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）

26PB-pm081	 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス遺伝子ORF36( ウ
イルス性キナーゼ ) の性状解析
○橋本 彩 1, 渡部 匡史 1, 藤室 雅弘 1（1京都薬大）

26PB-pm082S	蛍光イメージングによる薬剤耐性インフルエンザウ
イルスの一斉スクリーニング法の開発
○田本 千尋 1, 紅林 佑希 1, 大坪 忠宗 2, 高橋 忠伸 1, 南 
彰 1, 池田 潔 2, 鈴木 隆 1（1静岡県大薬 , 2広島国際大薬）

26PB-pm083	 HPLC-FL 及び ELISAによる二枚貝の麻痺性貝毒モ
ニタリングの検討
○上野 健一 1, 林 玲子 1, 武田 忠明 2, 渡邊 龍一 3, 鈴木 
敏之 3（1北海道衛研 , 2道総研中央水試 , 3水産機構中
央水研）

26PB-pm084	 衛生試験法・注解　高速液体クロマトグラフィー
によるアフラトキシンM1の定性および定量並びに
ELISAによる農薬のスクリーニング試験
○永山 敏廣 1, 中島 正博 2, 三宅 司郎 3, 小木曽 基樹 4, 
小島 尚 5, 高取 聡 6, 高野 伊知郎 7, 根本 了 8, 松木 宏
晃 9, 宮下 隆 10, 望月 直樹 11（1明治薬大 , 2名古屋市衛
研 , 3（株）堀場製作所 , 4日本食品分析セ , 5帝京科学
大医療 , 6大阪公衛研 , 7都健安研セ , 8国衛研 , 9サン
トリービジネスエキスパート（株）, 10キユーピー ( 株 ), 
11横浜薬大）

26PB-pm085	 生活用品試験法	器具・容器包装および玩具試験法　
プラスチック製品中金属類の定量法
○六鹿 元雄 1, 河村 葉子 1, 有薗 幸司 2, 大野 浩之 3, 尾
崎 麻子 4, 金子 令子 5, 中西 徹 6, 羽石 奈穂子 7, 松井 
秀俊 8, 村上 亮 9（1国立衛研 , 2熊本県大 , 3名古屋市
衛研 , 4大阪市環科研 , 5前東京健安研セ , 6日本食品
分析セ , 7東京健安研セ , 8東洋製罐 , 9前日食協）

26PB-pm086	 衛生試験法・注解　空気試験法　多環芳香族炭化水
素（新規）
○鳥羽 陽 1, 中島 大介 2, 遠藤 治 3, 香川（田中） 聡子 4, 
神野 透人 5, 斎藤 育江 6, 杉田 和俊 7, 酒井 信夫 8, 星 純
也 9（1金沢大院医薬保 , 2国環研 , 3麻布大生命・環境
科学 , 4横浜薬大 , 5名城大薬 , 6都健安研セ , 7麻布大
獣医 , 8国立衛研 , 9都環科研）

26PB-pm087	 環境試験法　水質試験法　アルデヒド類
○西村 哲治 1, 鈴木 俊也 2, 川元 達彦 3, 小林 浩 4, 高木 
総吉 5, 森田 久男 6, 石橋 融子 7, 川崎 直人 8, 北村 壽朗 9

（1帝京平成大薬 , 2都研安研セ , 3兵庫県健科研 , 4山梨
衛環研 , 5大阪府公衛研 , 6埼玉県企業局 , 7福岡県保環
研 , 8近畿大薬 , 9神奈川県企業庁）

26PB-pm088	 急性カフェイン中毒例におけるカフェインおよび代
謝物の血中濃度推移
○光本（貝崎） 明日香 1, 渡邉 円香 1, 宮本 和幸 2, 佐々
木 純 2, 林 宗貴 2, 沼澤 聡 1（1昭和大薬 , 2昭和大藤が
丘病院）

26PB-pm089	 薬毒物試験法　Ⅱ‐４　向精神薬試験法　抗うつ薬
○佐々木 千寿子 1, 寺田 賢 2, 殿岡 恵子 2, 田中 真優 2, 
村上 千香子 1, 入江 渉 1, 篠塚 達雄 2, 佐藤 文子 1（1北
里大医 , 2横浜薬大）

26PB-pm090	 自動前処理装置を用いた精神神経病薬の高感度一斉
分析
○中野 史保子1, 志摩 典明1, 和田 美暁1, 浅井 龍太郎1, 
新田 篤志 1, 三木 昭宏 1, 片木 宗弘 1（1大阪府警科捜研）

26PB-pm091	 LC/TOF	MS 及び薬物受容体アッセイを用いた危険
ドラッグ成分のスクリーニング
○武内 伸治 1, 佐藤 正幸 1, 小島 弘幸 1（1北海道衛研）

26PB-pm092	 新規亜硝酸エステル系危険ドラッグの構造解析
○石津 隆 1, 堤 広之 1, 相澤 満 2, 河村 真帆 2, 八幡 み
どり 2（1福山大薬 , 2広島県警科捜研）

26PB-pm093	 指定薬物 2-(Ethylamino)-1-(indan-5-yl)pentan-1-one
（通称 bk-IVP）の位置異性体識別
○石井 宏和 1, 横山 敦志 1（1岡山県警科捜研）

26PB-pm094	 危険ドラッグの呈色反応 - メトカチノン類、ジフェニ
ジン類を中心に -
○今村 優希 1, 神田 康司 1（1三重県警察科捜研）

26PB-pm095	 新規危険ドラッグ 4-Fluoro-methylphenidate の分析
及び立体異性体の識別
○掛橋 秀直 1, 淺田 安紀子 2, 土井 崇広 2, 沢辺 善之 2, 
松田 駿太朗 1, 鎌田 徹 1, 西岡 裕 1, 片木 宗弘 1, 三木 
昭宏 1（1大阪府警察科学捜査研究所 , 2大阪府立公衆
衛生研究所）
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26PB-pm096	 都内における危険ドラッグの分析
○宮元 礼生奈1, 飯田 英己1, 黒澤 英俊1, 佐々木 慎一1, 
滝口 貴広 1, 伊澤 秀二郎 1, 工藤 雅孝 1（1警視庁科捜研）

26PB-pm097	 危険ドラッグ使用者の尿中薬物分析
○伊澤 秀二郎 1, 宮元 礼生奈 1, 飯田 英己 1, 黒澤 英俊 1, 
滝口 貴広 1, 工藤 雅孝 1（1警視庁科捜研）

26PB-pm098	 危険ドラッグ中の有害金属の分析
○服部 夏実 1, 沼澤 聡 1（1昭和大薬）

26PB-pm099	 固相マイクロ抽出法による大麻香気成分の分析及び
実サンプル化
○湯村 広美 1, 藤井 広志 1（1九州麻取）

26PB-pm100	 臭素化法を用いた位置異性体 3,4-Methylenedioxy	
pyrovalerone	と	2,3-Methylenedioxy	pyrovalerone	
の液体クロマトグラフィー四重極飛行時間型質量分
析による簡便な識別
○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）

26PB-pm101	 核酸クロマト型チップを用いた大麻DNA検出系の
開発と性能評価
○山室 匡史 1, 宮本 重彦 2, 北村 雅史 3, 室 友紀 4, 瀬川 
尋貴 1, 桑山 健次 1, 辻川 健治 1, 金森 達之 1, 岩田 祐子 1, 
井上 博之 1（1科警研 , 2カネカ , 3石川県警科捜研 , 4島
根県警科捜研）

26PB-pm102	 合成カンナビノイドUR-144 熱分解物のマウスにおけ
る精神薬理作用
○籏岡 恭子 1, 光本（貝崎） 明日香 1, 沼澤 聡 1（1昭和
大薬）

26PB-pm103	 合成カンナビノイドがマウスの学習・記憶に及ぼす
影響：Δ 9-THCとの比較
○李 任時 1, 武田 知起 1, 森元 聡 1, 山田 英之 1, 石井 
祐次 1（1九大院薬）

26PB-pm104	 微小分画分析による毛髪及び爪内の薬物分布測定
○桑山 健次 1, 宮口 一 1, 岩田 祐子 1, 金森 達之 1, 辻川 
健治 1, 山室 匡史 1, 瀬川 尋貴 1, 井上 博之 1（1科警研）

26PB-pm105	 ヒト iPS 細胞由来肝細胞によるフェンタニル類の代謝
○金森 達之 1, 岩田 祐子 1, 瀬川 尋貴 1, 山室 匡史 1, 桑
山 健次 1, 辻川 健治 1, 井上 博之 1（1科警研）

26PB-pm106	 フルオラスタグを用いた硫化水素及びチオ硫酸の法
科学的分析法の検討
○岡崎 英彦 1, 辻田 明 1, 長坂 麻美 1, 松本 光史 1（1福
岡科捜研）

26PB-pm107S	高品質な機能性食品の開発を目指した、非晶質クル
クミンの吸収性評価
○武田 真梨子1, 長野 一也1, 黒田 博隆1, 平井 はるな1, 
前北 光 1, 原田 和生 1, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,2（1阪大
院薬 , 2阪大 MEI セ）

26PB-pm108S	高品質な機能性食品の開発を目指した、非晶質クル
クミンの最適化
○黒田 博隆 1, 長野 一也 1, 張 天斎 1, 武田 真梨子 1, 平
井 はるな 1, 前北 光 1, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,2（1阪大
院薬 , 2阪大 MEI セ）

26PB-pm109S	高品質な機能性食品の開発を目指した、非晶質クル
クミンの安全性評価
○平井 はるな 1, 長野 一也 1, 前北 光 1, 武田 真梨子 1, 
黒田 博隆 1, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,2（1阪大院薬 , 2阪
大 MEI セ）

26PB-pm110	 高品質な機能性食品・医薬品の開発を目指した、非
晶質クルクミンの活性評価
○前北 光 1, 長野 一也 1, 平井 はるな 1, 武田 真梨子 1, 
黒田 博隆 1, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,2（1阪大院薬 , 2阪
大 MEI セ）

26PB-pm111S	クルクミン及びモノアセチルクルクミンによるオー
トファジーの誘導は細胞老化を改善する
○森澤 弥桜 1, 小野寺 章 1, 井上 雅己 1, 三宅 亜紀穂 1, 
古来 明沙香 1, 大前 拓也 1, 森田 茜 1, 屋山 勝俊 1, 角田 
慎一 1, 河合 裕一 1（1神戸学院大薬）

26PB-pm112S	クルクミンとモノアセチルクルクミンによるオート
ファジーの誘導発現メカニズムの解明
○三宅 亜紀穂 1, 小野寺 章 1, 井上 雅己 1, 森澤 弥桜 1, 
大前 拓也 1, 古来 明沙香 1, 森田 茜 1, 屋山 勝俊 1, 角田 
慎一 1, 河合 裕一 1（1神戸学院大薬）

26PB-pm113	 食肉加工品等抽出液中亜硝酸の安定性向上を目的と
した添加物質の検討
○小林 淳 1, 石田 愛香 1, 奥平 千尋 1, 池田 啓一 2, 杉山 
英男 3（1日獣大獣医 , 2北陸大薬 , 3松本大院健康科学）

26PB-pm114	 食品中の合成甘味料分析における迅速な透析法の検討
○山本 純代 1, 田原 正一 1, 山嶋 裕季子 1, 宮川 弘之 1, 
植松 洋子 1, 門間 公夫 1（1東京健安研セ）

26PB-pm115	 食品添加物確認試験の赤外スペクトル測定における
ATR法の適用に関する検討
○北村 陽二 1, 佐藤 恭子 2, 小川 数馬 3, 小阪 孝史 1, 中
島 美由紀 1, 茂野 泰貴 3, 高橋 茉衣夏 4, 小澤 梓 4, 斎藤 
寛 5, 柴 和弘 1（1金沢大学際科学セ , 2国立衛研 , 3金
沢大院医薬保 , 4金沢大保健 , 5岡山大薬）

26PB-pm116	 LPS 刺激によるマクロファージ系細胞の活性化に及
ぼすオレイン酸過酸化物の影響
○荻野 泰史 1, 柿花 美沙紀 1, 村野 晃一 1, 荒川 友博 1, 
奥野 智史 1, 上野 仁 1（1摂南大薬）

26PB-pm117	 セレンによる慢性皮膚アレルギー反応抑制作用
○松浦 遥香 1, 荒川 友博 1, 杉山 貴洋 1, 荻野 泰史 1, 奥
野 智史 1, 上野 仁 1（1摂南大薬）

26PB-pm118	 肥満細胞におけるアレルギー応答に及ぼすセレノメ
チオニンの影響
○荒川 友博 1, 前 みどり 1, 大久保 春輝 1, 荻野 泰史 1, 
奥野 智史 1, 上野 仁 1（1摂南大薬）

26PB-pm119	 ルテオリンおよびアピゲニンを添加したヒト乳癌細
胞MCF-7 における細胞内リン酸化量の変化
○佐藤 安訓 1, 佐藤 望 2, 陣内 美樹 2, 上野 明道 2（1北
陸大薬 , 2奥羽大薬）

26PB-pm120	 海産カロテノイドであるペリディニンの抗腫瘍作用
小林 唯 1, 豊島 一輝 1, 上林 愛 1, 鍋田 明穂 1, ○里見 
佳子 1（1鈴鹿医療大薬）

26PB-pm121	 脳卒中易発症高血圧自然発症ラット（SHRSP）にお
ける植物油摂取によるステロイド代謝系の変化とそ
の性差
○金森 裕未 1, 夏目 沙矢香 1, 角屋 美帆 1, 花井 仁美 1, 
八木 聡美 1, 内藤 由紀子 2, 立松 憲次郎 3, 大原 直樹 1, 
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）

26PB-pm122	 植物油摂取による脳卒中易発症高血圧自然発症ラッ
ト（SHRSP）の短命化とその性差
○福原 彩 1, 二宮 理紗子 1, 恒川 有里 1, 西川 真衣 1, 豊
田 祐理子 1, 内藤 由紀子 2, 立松 憲次郎 3, 奥山 治美 1, 
大原 直樹 1（1金城学院大学薬学部 , 2北里大学医療衛
生学部 , 3岐阜薬科大学薬学部）

26PB-pm123	 納豆のインフルエンザウイルス感染症予防効果の評価
○林 京子 1, 田谷 有紀 2, 西谷 啓 2, 小林 知世 2, 李 貞
範 3, 河原 敏男 1, 林 利光 1（1中部大学 , 2タカノフーズ , 
3富山大院薬）

26PB-pm124	 更年期モデルラットを利用した閉経後うつや物忘れ
に対するエリンギの改善効果の評価
○南 彰 1, 松下 宏 2, Vikineswary SABARATNAM3, 
堀井 雄樹 1, 家野 太輔 1, 松田 夕妃乃 1, 齋藤 正和 1, 金
澤 寛明 4, 若槻 明彦 2, 鈴木 隆 1（1静岡県大薬 , 2愛知
医科大医 , 3マラヤ大理 , 4静岡県大看）

26PB-pm125	 水溶性食物せんいは種類によってだけでなく分子量
によっても消化管への作用が異なる
○髙林 ふみ代 1（1静岡県大看）
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26PB-pm126	 畜水産食品中に残留する動物用医薬品の検査におけ
る信頼性確保への取組
○神田 真軌 1, 林 洋 1, 松島 陽子 1, 中島 崇行 1, 吉川 
聡一 1, 鶴岡 由実 1, 小池 裕 1, 永田 麻里絵 1, 永野 智恵
子 1, 関村 光太郎 1, 橋本 常生 1, 新藤 哲也 1（1東京健
安研セ）

26PB-pm127	 アベルメクチンB1a 及びB1b 標準品の獲得を目指し
た高速向流クロマトグラフィーの効率的な単離精製
法の確立
○佐々木 一貴 1, 棚田 千尋 2, 原田 修一 2, 井之上 浩一 1

（1立命館大薬 , 2林純薬工業）
26PB-pm128	 オクラトキシンAのモノクローナル抗体を使ったオ

ンレジン検出法
○岡 紋乃 1, 山本 良平 1, 山本 敦 1, 三宅 司郎 2, 河野 
猛 2, 東海林 秀典 3, 加藤 祐史 3（1中部大応用生物 , 
2堀場製作所 , 3東海光学）

3月 27日（月）　午後
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

衛生化学・公衆衛生学③
27PA-pm001S	粒子径の異なるナノ白金経口曝露時の吸収性解析

○泉 雅大 1, 長野 一也 1, 岡田 桃子 1, 石坂 拓也 1, 清水 
雄貴 1, 桑形 麻樹子 2, 齋藤 滋 3,4, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,5

（1阪大院薬 , 2食薬安全セ・秦野研 , 3富山大院医 , 4富
山大病院 , 5阪大 MEI セ）

27PA-pm002S	ナノ白金の安全性情報の収集を目指した、生体内組
織移行性の定量的評価
○岡田 桃子 1, 長野 一也 1, 泉 雅大 1, 石坂 拓也 1, 清水 
雄貴 1, 桑形 麻樹子 2, 斎藤 滋 3,4, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,5

（1阪大院薬 , 2食薬安全セ・秦野研 , 3富山大院医 , 4富
山大病院 , 5阪大 MEI セ）

27PA-pm003	 簡易懸濁法適応時におけるNaClの影響およびチュー
ブ通過性に関する基礎的研究
○緒方 文彦 1, 林 友典 2, 平田 敦士 2, 能登 啓介 2, 松岡 
寛 2, 川﨑 直人 1（1近畿大薬 , 2近畿大奈良病院薬）

27PA-pm004	 シイタケ菌糸体培養培地抽出物（LEM）のエタノー
ル分画毎の抗アレルギー活性
○小早川 幸子 1, 飯塚 大 1, 飯塚 博 1（1野田食菌工業
株式会社）

27PA-pm005	 DPRAによる揮発性及び準揮発性有機化合物類の感
作性評価
○河上 強志 1, 伊佐間 和郎 2, 五十嵐 良明 1, 神野 透人 3

（1国立衛研 , 2帝京平成大薬 , 3名城大薬）
27PA-pm006	 インターネットから購入したいわゆる健康食品の変

遷と医薬品成分の含有結果
○小島 尚 1, 滝沢 竜ノ介 1, 中村 優太 1, 宮田 悠花 1, 甲
斐 茂美 2（1帝京科学大 , 2神奈川衛研）

27PA-pm007	 カンボジアにおけるRoxithromycin 製剤の品質実態
調査
高岡 駿 1, ○吉田 直子 1, 坪井 宏仁 1, 谷本 剛 2, 木村 
和子 1（1金沢大院医薬保 , 2同志社女大薬）

27PA-pm008	 平成 15-27 年度における強壮を標榜する健康食品中の
専ら医薬品成分含有調査
○最所 和宏 1, 花尻（木倉） 瑠理 1, 袴塚 高志 1（1国立
衛研）

27PA-pm009S	健康維持サプリメントAM/PM	ESSENTIALSTMの
マウスにおける抗腫瘍効果
○甲斐 智之 1, 日髙 宗明 1, 大富 斗史輝 1, 溝口 昴平 1, 
小田 祐一郎 1, 鈴木 彰人 1（1九州保福大薬）

27PA-pm010	 薄毛の進行に影響を及ぼす生活スタイルとその予防
策について
○風間 賢彦 1, 高石 雅樹 1, 浅野 哲 1（1国際医福大薬）

27PA-pm011	 イミダゾリジニルウレアを構成する化合物について
○土井 崇広 1, 淺田 安紀子 1, 沢辺 善之 1（1大阪府公
衛研）

27PA-pm012	 受動喫煙が及ぼす健康影響について
○大川 隆源 1, 高石 雅樹 1, 浅野 哲 1（1国際医福大薬）

27PA-pm013	 核酸クロマト型チップを用いたHelicobacter 検出系
の開発と性能評価
○宮本 重彦 1, 足立 達司 1, 直原 啓明 1, 友野 潤 1（1株
式会社カネカ）

27PA-pm014S	非晶質ナノシリカは、獲得免疫系を介してその急性
毒性を増悪する
○衛藤 舜一 1, 東阪 和馬 1, 半田 貴之 1, 和泉 夏実 1, 桑
形 麻樹子 2, 齋藤 滋 3,4, 長野 一也 1, 堤 康央 1,5（1阪大
院薬 , 2食薬安全セ・秦野研 , 3富山大院医 , 4富山大
病院 , 5阪大 MEI セ）

27PA-pm015S	ナノ銀粒子曝露による嗅覚過敏の誘導機序解明に向
けた in	vitro での検討
○笠原 淳平 1, 東阪 和馬 1, 真木 彩花 1, 青山 道彦 1, 桑
形 麻樹子 2, 齋藤 滋 3,4, 長野 一也 1, 堤 康央 1,5（1阪大
院薬 , 2食薬安全セ・秦野研 , 3富山大院医 , 4富山大
病院 , 5阪大 MEI セ）

27PA-pm016	 足浴によるリラクゼーション効果と湯温との関係
○鈴木 玲央那 1, 高石 雅樹 1, 浅野 哲 1（1国際医福大薬）

27PA-pm017S	単一粒子 ICP-MS 法を利用した母乳中ナノ銀粒子の
存在様式に関する基礎的検討
○石坂 拓也 1, 長野 一也 1, 清水 雄貴 1, 泉 雅大 1, 岡田 
桃子 1, 桑形 麻樹子 2, 齋藤 滋 3,4, 東阪 和馬 1, 堤 康央 1,5

（1阪大院薬 , 2食薬安全セ・秦野研 , 3富山大院医 , 4富
山大病院 , 5阪大 MEI セ）

27PA-pm018	 腎がん細胞におけるCRIM1 膜タンパク質の役割
○工藤 碧美 1, 杉山 晶規 1, 小笠原 信敬 1, 小野 美咲 1, 
森 陽介 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）

27PA-pm019	 多様な生理活性を示す多価不飽和脂肪酸誘導体の簡
便な調製法の確立
○安原 義 1, 大城 太一 1, 福田 隆志 1, 供田 洋 1（1北里
大院薬）

27PA-pm020	 LC-TOF	MS を用いた医薬品成分のノンターゲット
分析
○中山 秀幸 1, 吉村 博文 1, 大槻 光彦 2, 森田 敦 2, 春田 
祐輔 2, 内川 貴志 2（1佐賀県衛薬セ , 2佐賀県警科捜研）

27PA-pm021	 スフィア形成法により調整したHT-29 癌幹細胞にお
けるCYP1A1 遺伝子発現
○小山 真捺美1, 山本 知美1, 栗栖 加奈子1, 細野 由季1, 
木下 由佳 1, 眞田 法子 1, 木津 良一 1（1同志社女大薬）

27PA-pm022	 C17.2 細胞の増殖・分化に対する向精神薬の影響
○塙 理沙 1, 岩崎 晴美 1, 眞田 法子 1, 木下 由佳 1, 木津 
良一 1（1同志社女大学）

27PA-pm023	 PC12 細胞の増殖・分化に対する向精神薬の効果
○濱田 小梅 1, 木村 早希 1, 眞田 法子 1, 木下 由佳 1, 木
津 良一 1（1同志社女大学）

27PA-pm024	 高齢者の血清ビタミンD濃度とビタミンD摂取量が
運動および認知機能に及ぼす影響
○望月 美也子 1, 長谷川 昇 2, 山田 恭子 3, 加藤 真弓 4, 
鳥居 昭久 4, 清水 暢子 2（1京都文教短食物 , 2石川県
大看護 , 3佛大保健作業 , 4愛知医療短理学）

27PA-pm025	 ビタミンD受容体およびビタミンD活性化酵素遺伝
子欠損マウスの生殖機能低下に及ぼすカルシウム補
充の影響
○鎌尾 まや 1, 川本 実穂 1, 倉本 舞 1, 持田 七瀬 1, 中村 
友紀 1, 岡野 登志夫 1, 長谷川 潤 1（1神戸薬大）

27PA-pm026	 水素添加したビタミンK1（2',3'-PKH2）の代謝機構
○廣田 佳久 1,2, 中川 公恵 2, 須原 義智 1, 岡野 登志夫 2

（1芝浦工大・システム理工 , 2神戸薬大・衛生化学）
27PA-pm027	 脳神経特異的ビタミンK2合成酵素UBIAD1 欠損マ

ウスの表現型解析
○中川 公恵 1, 原 香織 1, 三宅 智子 1, 泰井 麻由奈 1, 横
田 衣利 1, 澤田 夏美 1, 須原 義智 2, 長谷川 潤 1, 岡野 
登志夫 1（1神戸薬大・衛生化学 , 2芝浦工大）
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27PA-pm028	 LC-MS/MS による粉ミルク中ビタミンB12 定量法の
構築
○中小路 里佐 1, 小口 圭子 2, 秋場 高司 2, 井之上 浩一 1

（1立命館大薬 , 2アサヒグループ食品株式会社）
27PA-pm029	 ヒドロキシプロピルメチルセルロースによる水溶性

ビタミン類の溶出時間及び溶出率の制御
○影山 将克 1, 深江 拓朗 1, 勝野 貴臣 2, 郭 穎 3, 山浦 
信明 1, 小橋 理代 1, 水口 潤子 1, 秋吉 克昴 1, 伊藤 伸
郎 1, 中島 野枝 1（1ディーエイチシー　第二研究所 , 
2BASF 東南アジア ニュートリション＆ヘルス事業
部 , 3BASF ジャパン　ニュートリション＆ヘルス事
業部）

27PA-pm030	 Hep	G2 細胞内での外来性Coenzyme	Q10還元に対す
るα - リポ酸およびリポアミドの影響
○渡辺 未佑 1, 尾﨑 摩依 1, 尾川 友佳 1, 神田 礼子 1, 岩
佐 千尋 1, 木下 優香 1, 峯 幸稔 1, 髙橋 隆幸 1, 岡本 正
志 1（1神戸学院大薬）

27PA-pm031S	水溶液中での還元型コエンザイムQ10の安定化とそ
の作製
○峯 幸稔 1, 大原 直己 1, 髙橋 隆幸 1, 岡本 正志 1（1神
戸学院大薬）

27PA-pm032	 培養細胞による細胞外Coenzyme	Q10の還元
○岩佐 千尋 1, 木下 優香 1, 神田 礼子 1, 渡辺 未佑 1, 峯 
幸稔 1, 髙橋 隆幸 1, 岡本 正志 1（1神戸学院大薬）

27PA-pm033	 イノシトール経口投与によるインスリン感受性への
影響：メタアナリシスによる検討
○平良 英華 1, 速水 耕介 1, 九鬼 ののか 1, 柳川 卓摩 1, 
出雲 信夫 1, 松山 真貴 1, 中野 真 1, 渡邉 泰雄 1（1横浜
薬大）

27PA-pm034	 男性不妊症に対するイノシトール経口投与の影響：
システマティックレビュー
○柳川 卓摩 1, 速水 耕介 1, 九鬼 ののか 1, 平良 英華 1, 
出雲 信夫 1, 松山 真貴 1, 中野 真 1, 渡邉 泰雄 1（1横浜
薬大）

27PA-pm035	 SMP30/GNLノックアウトマウスのビタミンC不足
は生体内の炎症反応と皮膚老化を促進する
○山﨑 博章 1, 藤田 陽平 1, 若命 浩二 1, 小松 健一 1, 増
冨 裕文 2, 石神 昭人 2（1北海道薬大 , 2都健康長寿研）

27PA-pm036S	A βを産生する神経細胞における必須微量元素セレ
ンの機能解明に向けたアプローチ
○門冨 竜之介 1, 吉田 さくら 1, 岩田 修永 1, 浅井 将 1, 
淵上 剛志 1, 原武 衛 2, 丸山 敬 3, 中山 守雄 1（1長崎大
院医歯薬 , 2崇城大薬 , 3埼玉医大）

27PA-pm037	 毛髪中の金属濃度測定による花粉症発症の予測に関
する研究
○川﨑 直人 1,2, 山城 海渡 1, 緒方 文彦 1（1近畿大薬 , 
2近畿大アンチエイジングセ）

27PA-pm038	 植物の細胞型特異的プロモーターと微生物由来の金
属輸送体MerC を用いたシロイヌナズナの分子育種
○清野 正子 1, 曽根 有香 1, 中村 亮介 1, 高根沢 康一 1, 
浦口 晋平 1（1北里大薬）

27PA-pm039	 水銀トランスポーターMerC,	MerE,	MerF,	MerT
のヒ素およびクロム輸送に関する研究
○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）

27PA-pm040	 メチル水銀の毒性に対するAtg5 依存的オートファ
ジーによる防御機構
○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）

27PA-pm041	 メチル水銀による神経障害に対するOA3Glu の効果
○中村 亮介 1, 高根沢 康一 1, 曽根 有香 1, 浦口 晋平 1, 
白畑 辰弥 1, 岩井 孝志 1, 小林 義典 1, 田辺 光男 1, 清野 
正子 1（1北里大薬）

27PA-pm042	 アクリルアミド経口曝露による中枢神経系ノルアド
レナリンレベル抑制作用のメカニズムの解明
○酒井 麻実 1, 原 怜 2, 一瀬 宏 2, 張 霊逸 1, 若山 優里
奈 1, 森田 喬 1, 櫻井 敏博 1, 市原 佐保子 3, 市原 学 1

（1東京理大薬 , 2東京工業大学 , 3三重大学）
27PA-pm043	 ジメチルモノチオアルシン酸のCaspase-8 を介した

アポトーシスの誘発
○下田 康代 1, 黒澤 英俊 1,2, 加藤 孝一 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圓藤労働衛生コン
サルタント事務所 , 5労働科学研）

27PA-pm044	 Caco-2 細胞におけるペルフルオロオクタン酸の取り
込み
○木村 治 1, 藤井 由希子 2, 原口 浩一 2, 加藤 善久 3, 太
田 千穂 4, 古賀 信幸 4, 遠藤 哲也 1（1北医療大薬 , 2第
一薬大 , 3徳島文理大香川薬 , 4中村学園大栄養）

27PA-pm045S	バイオセレン化合物の変異原性評価
○小林 浩宜 1, 鈴木 紀行 1, 小椋 康光 1（1千葉大院薬）

27PA-pm046	 タバコ煙中の有害なα , β―不飽和カルボニル化合物
の細胞内における代謝産物のLC/MS/MSによる分析
○堀山 志朱代 1,2, 本田 千恵 2, 市川 厚 1,2, 畑井 麻友子 2, 
吉川 紀子 2,1, 中村 一基 2, 國友 勝 2, 高山 光男 3（1武
庫川女大バイオサイエンス研 , 2武庫川女大薬 , 3横市
大院）

27PA-pm047	 アルミナミニカラムを用いた下痢性貝毒の精製手法
の検討
井口 えい子 1, 陳 杏玲 1, 西村 泰樹 1, ○高柳 学 1, 宮林 
武司 1（1ジーエルサイエンス株式会社）

27PA-pm048	 Rhododendrol 及び構造類似化合物のCys 含有ペプ
チドへのチロシナーゼ依存的な結合
○秋山 卓美 1, 清水 久美子 1, 富田 由花 2, 伊藤 祥輔 3, 
最上（西巻） 知子 1, 五十嵐 良明 1（1国立衛研 , 2北里
大理 , 3藤田保健衛生大医療科学）

27PA-pm049	 ヒト小腸ミクロソームによるカンナビジオールおよび
カンナビノールの代謝に関与する主要なCYP分子種
○渡辺 和人 1, 岡﨑 裕之 1, 荒牧 弘範 1, 宇佐見 則行 2, 
山本 郁男 3（1第一薬大 , 2北陸大薬 , 3元九州保福大薬）

27PA-pm050	 食品中芳香族アミン類によるヒトPXRの活性化
○関本 征史 1, 山下 夏樹 1, 前田 晟一朗 1, 遠藤 治 1, 出
川 雅邦 2（1麻布大生命環境 , 2静岡県大薬）

27PA-pm051	 化学物質のヒトP450 阻害活性とその肝障害発症との
関連性
○佐々木 崇光 1, 渡邉 美智子 1, 清水 佑記 1, 櫛田 まど
か 1, 隠岐 仁美 1, 竹下 潤一 2, 保坂 卓臣 1, 吉成 浩一 1

（1静岡県大薬 , 2産総研安全科学）
27PA-pm052	 4-tert- オクチルフェノールの肝および小腸ミクロ

ゾームによるグルクロン酸抱合反応の種差
○礒部 隆史 1, 黒田 勝也 1, 大河原 晋 1, 香川（田中） 
聡子 1, 神野 透人 2, 埴岡 伸光 1（1横浜薬大 , 2名城大薬）

27PA-pm053	 粒子径による銀ナノ粒子の傷害性と薬物相互作用に
関する検討
○青木 幸菜 1, 磯田 勝広 1, 上田 舞子 1, 小林 直樹 1, 平 
郁子 1, 平 裕一郎 1, 石田 功 1（1帝京平成大薬）

27PA-pm054	 活性酸素種によりN- ニトロソモルホリンから生成す
る変異原物質の推定構造
○前田 直紀 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-pm055S	膀胱発がん性N-butyl-N -(carboxypropyl)
nitrosamine の酸化反応系で生成する直接的変異原
の同定
○渡辺 舞 1, 稲見 圭子 1, 望月 正隆 1（1東京理大薬）

27PA-pm056	 3,6-Dinitrobenzo[e ]pyrene のin	vivoにおけるDNA
付加体形成
○彦坂 好美 1, 長谷井 友尋 1, 川本 明佳 1, 松崎 温士 1, 
松本 崇宏 1, 岩本 憲人 2, 渡辺 徹志 1（1京都薬大 , 2静
岡県大薬）
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27PA-pm057	 ヒキオコシ	(Isodon	japonicus )	地上部からの抗変異
原性成分の探索研究
○松本 崇宏 1, 中村 誠宏 1, 川添 智子 1, 長谷井 友尋 1, 
松田 久司 1, 渡辺 徹志 1（1京都薬大）

27PA-pm058	 レモン	(Citrus	limon )	果皮からの抗変異原性成分の
探索研究
○中野 結華 1, 松本 崇宏 1, 高橋 一輝 1, 金山 菫玲 1, 吉
備 万純 1, 井上 枝里子 1, 長谷井 友尋 1, 渡辺 徹志 1

（1京都薬大）
27PA-pm059	 アブラナ科葉物野菜の抗変異原活性 (2)

○山本 聖也 1, 舟腰 昇太 1, 樋木 真夏 1, 水沼 佳奈 1, 内
山 華奈子 1, 秋場 望 1, 関本 征史 1, 遠藤 治 1（1麻布大
学）

27PA-pm060	 Bhas42 細胞の薬物代謝酵素CYP発現解析と化学物
質による細胞形質転換誘導における役割
○廣岡 孝志 1, 阿部 啓子 1, 大森 清美 2（1KAST, 2神
奈川衛研）

27PA-pm061	 Bhas	42 細胞形質転換試験法による動物用医薬品の
発がんプロモーション活性の検討
○福光 徹 1, 大森 清美 1（1神奈川衛研）

27PA-pm062	 クレオソート油を含有する防腐剤等で処理された木
材の発がんプロモーション活性
○西 以和貴 1, 大森 清美 1, 河上 強志 2（1神奈川衛研 , 
2国立衛研）

27PA-pm063S	Telomerase 活性化剤 FINITITMが及ぼすがんへの
影響
○大富 斗史輝 1, 甲斐 智之 1, 川添 信忠 1, 小田 祐一郎 1, 
日髙 宗明 1, 鈴木 彰人 1（1九州保福大薬）

27PA-pm064	 尿素存在下でのヌクレオシドと次亜臭素酸の反応
○熊谷 政志 1, 鈴木 利典 1（1就実大薬）

27PA-pm065	 8-Br-cAMPとシステインの反応
○出納 慎也 1, 鈴木 利典 1（1就実大薬）

27PA-pm066	 生体内光増感剤からの一重項酸素の検出とそのスペ
クトル解析
○小林 豊明 1, 内山 理文 2, 成 英次 1, 笠 明美 1, 鈴木 
仁子 2, 赤尾 賢一 2, 永森 浩司 2, 林 昭伸 1（1コーセー , 
2日本分光）

27PA-pm067	 サリチル酸存在下におけるチミジンのUV反応生成
物の同定と定量
○太田 浩幹 1, 難波 祐真 1, 藤野 稔史 1, 鈴木 利典 1

（1就実大薬）
27PA-pm068	 定量 NMR法を用いた危険ドラッグの純度決定

○田中 理恵 1, 花尻（木倉） 瑠理 1, 袴塚 高志 1（1国立
衛研）

27PA-pm069	 GC-CI-QTOFMSを用いた危険ドラッグ分析について
○河村 麻衣子 1, 水谷 佐久美 1, 花尻（木倉） 瑠理 1, 袴
塚 高志 1（1国立衛研）

27PA-pm070	 新規流通危険ドラッグ 4-acetoxy-N,N -
diethyltryptamine の代謝に関する研究
○簾内 桃子1, 河村 麻衣子1, 曽我 慶介1, 蜂須賀 暁子1, 
最上 知子 1, 宇佐見 誠 1, 関野 祐子 1, 袴塚 高志 1, 花尻

（木倉） 瑠理 1（1国立衛研）
27PA-pm071	 Mitragyna	speciosa 	(Kratom)　製品のDNA塩基配

列調査およびPCR-RFLP法による識別
○緒方 潤 1, 河村 麻衣子 1, 花尻（木倉） 瑠理 1, 袴塚 
高志 1（1国立衛研）

27PA-pm072	 合成カンナビノイドの異性体識別　5F-PB-22 について
○神山 恵理奈 1, 筑本 貴郎 1, 古川 諒一 1,2, 川島 英頌 1,2, 
多田 裕之 1, 北市 清幸 2, 伊藤 哲朗 1（1岐阜県保環研 , 
2岐阜薬大）

27PA-pm073	 質量分析計を用いた合成カンナビノイドのフラグメ
ントイオン解析
○赤松 成基 1, 吉田 昌史 1（1兵庫県立健科研）

27PA-pm074	 ACQUITY	UPC2 システムとTrefoil キラルカラム
を用いたΔ 8-THC,	Δ 9-THC及びその立体異性体の
分離
○堀江 真之介 1, Jacquelyn RUNCO2, Andrew 
AUBIN2, Catharine LAYTON2（1日本ウォーターズ , 
2Waters）

27PA-pm075	 タバコ製品	( 無煙タバコ、加熱式タバコおよび紙巻
きタバコ )	中の Nicotine 測定
○平田 紀美子 1, 勝又 聖夫 1, 小林 麻衣子 1, 稲垣 弘文 1, 
川田 智之 1（1日本医大）

27PA-pm076	 精度の高い	Vitamin	A	定量法の確立とマウス肝臓・
血清サンプルへの応用
○横田 理 1, 渡辺 小百合 1, 松浦 祥子 1, 押尾 茂 1（1奥
羽大薬）

27PA-pm077	 LC-MS/MS による食品中のD- 及び L- アミノ酸の分析
鈴木 優理子 1, ○堀江 正一 1（1大妻女子大）

27PA-pm078	 ジエタノールアミンのGC-MS 分析
○五十嵐 良明1, 河上 強志1, 小濱 とも子1, 宮澤 法政2, 
久世 哲也 3, 武知 めぐみ 4, 林 正人 5, 安田 純子 6, 高野 
勝弘 7, 小島 尚 8, 坂口 洋 9, 藤井 まき子 10（1国立衛研 , 
2埼玉衛研 , 3カネボウ化粧品 , 4ポーラ化成 , 5資生堂 , 
6コーセー , 7粧工連 , 8帝京科大医療科学 , 9日本毛髪
科学協会 , 10日大薬）

27PA-pm079	 亜酸化窒素の固相吸着 - 加熱脱着GC/MS分析法
○竹熊 美貴子 1, 河辺 充美 1, 石井 里枝 1（1埼玉衛研）

27PA-pm080	 亜酸化窒素のヘッドスペースGC/MS分析法
○河辺 充美 1, 竹熊 美貴子 1, 石井 里枝 1（1埼玉衛研）

27PA-pm081	 マルチタスク機能を付加した Short-strip ろ紙電気泳
動による食品中ヒスタミン分解酵素 (DAO) 阻害物質
検索の試み
○小栗 重行 1, 片岡 史歩 1, 三宅 麻井 1（1愛知学泉大）

27PA-pm082	 ポータブル検査装置を用いた等温核酸増幅モニタリ
ング
○髙橋 孝治 1, 足立 達司 1, 兼﨑 祐介 1, 宮本 重彦 1, 友
野 潤 1（1カネカ）

27PA-pm083	 都内公園内雨水ます中の昆虫成長抑制剤ピリプロキ
シフェンの存在実態
○鈴木 俊也 1, 渡邊 喜美代 1, 小杉 有希 1, 播田實 千恵
子 1, 五十嵐 剛 1, 大久保 智子 1, 高橋 久美子 1, 井口 智
義 1, 小西 浩之 1, 保坂 三継 1, 西村 哲治 2（1都健安研 , 
2帝京平成大薬）

27PA-pm084	 化粧品中のステロイド成分Triamcinolone	
acetonide	21-acetate の分析について
○中村 絢 1, 橋本 秀樹 1, 蓑輪 佳子 1, 立川 孟 1, 中村 
義昭 1, 中嶋 順一 1, 鈴木 仁 1, 守安 貴子 1, 保坂 三継 1

（1東京都健安研セ）
27PA-pm085	 健康食品の安全性に関する研究（第 21 報）健康食品

ワイルドヤム中のジオスゲニンおよびジオスシン含
有量について
橋口 真侑 1, 田中 理紗 1, 奥村 明日香 1, ○川添 禎浩 1

（1京都女大食物栄養）

環境科学
27PA-pm086S	間欠サンプリング法による室内空気中総揮発性有機

化合物測定法の開発
○秋月 真梨子 1, 田原 麻衣子 2, 遠山 友紀 2, 青木 明 1, 
岡本 誉士典 1, 植田 康次 1, 榎本 孝紀 3, 埴岡 伸光 4, 
五十嵐 良明 2, 香川（田中） 聡子 4, 酒井 信夫 2, 神野 
透人 1（1名城大薬 , 2国立衛研 , 3柴田科学 , 4横浜薬大）

27PA-pm087	 PM2.5 と黄砂の単一及び複合暴露がアレルギー気道
炎症に与える影響
○市瀬 孝道 1, 吉田 成一 1（1大分県立看護科学大学）

27PA-pm088	 PM2.5 の水溶性成分が免疫細胞に及ぼす影響（第２報）
○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）
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27PA-pm089	 中国北京の大気中PM2.5に含まれる多環芳香族炭化
水素類の特徴
○唐 寧 1, 森崎 博志 2, 鳥羽 陽 2, 島 正之 3, 魏 永杰 4, 
張 露露 4, 早川 和一 1（1金沢大環日本海域環境研究セ , 
2金沢大院医薬保 , 3兵庫医科大医 , 4中国環境科学研
究院）

27PA-pm090	 ダイオキシン母体曝露による雌児の低育児体質の継承
○武田 知起 1, 松下 武志 1, 伊豆本 和香 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）

27PA-pm091	 胎児期の成長ホルモン発現低下を規定する新たなダ
イオキシン標的因子の探索
○服部 友紀子 1,2, 武田 知起 1, 石井 祐次 1, 山田 英之 1

（1九大院薬 , 2学振 DC）
27PA-pm092	 乳幼児用製品を中心にした家庭用品中のフタル酸エ

ステルの分析について
○佐藤 芳樹 1, 菅谷 なえ子 1（1横浜市衛研）

27PA-pm093	 カルバメート系農薬のラットおよびヒトでのin	vitro
代謝とその核内受容体活性への影響
藤野 智恵里 1, 渡部 容子 2, 浦丸 直人 2, 佐能 正剛 1, 小
島 弘幸 3, 吉成 浩一 4, 太田 茂 1, ○北村 繁幸 2（1広島
大院医歯薬保 , 2日本薬大 , 3北海道衛研 , 4静岡県大
院薬）

27PA-pm094	 都市河川水におけるヒト用医薬品の実態調査
○小杉 有希 1, 渡邊 喜美代 1, 鈴木 俊也 1, 保坂 三継 1, 
西村 哲治 2（1都健安研 , 2帝京平成大薬）

27PA-pm095	 中国における飲料水中フィブラート系薬物およびそ
の代謝物の存在実態調査
○井戸 章子1, 廣森 洋平1,2, Meng LIPING3, 臼田 春樹1, 
Yang MIN4, Hu JIANYING3, 中西 剛 1, 永瀬 久光 1

（1岐阜薬大 , 2鈴鹿医療大・薬 , 3北京大学・都市環境
学院 , 4中国科学院・生態環境研究中心）

27PA-pm096	 ヒト由来培養細胞株における 2-n-Octyl-4-
isothiazolin-3-one に対する感受性の差違
○大河原 晋 1, 岩田 哲 1, 礒部 隆史 1, 埴岡 伸光 1, 神野 
透人 2, 香川 ( 田中 ) 聡子 1（1横浜薬大 , 2名城大薬）

27PA-pm097	 消毒副生成物・ハロアセトアミドよるヒト侵害受容
体TRPA1 の活性化
○香川（田中） 聡子 1, 大河原 晋 1, 礒部 隆史 1, 埴岡 
伸光 1, 神野 透人 2（1横浜薬大 , 2名城大薬）

27PA-pm098	 抗菌剤トリクロサンの腸内細菌叢への影響評価
○藤井 由希子 1, 久我 歩佳 1, 木下 真璃伽 1, 加藤 善久 2, 
太田 千穂 3, 古賀 信幸 3, 木村 治 4, 遠藤 哲也 4, 原口 浩
一 1（1第一薬大, 2徳島文理大香川薬, 3中村学園大栄養, 
4北医療大薬）

27PA-pm099	 山中温泉水をはじめとする石川県内の地下水の水質
について（その２）
西村 香奈 1, 林 拓也 1, 神保 洋平 1, 宇佐見 則行 1, 佐藤 
安訓 1, ○木村 敏行 1（1北陸大薬）

27PA-pm100	 Microcystis 属ラン藻の浮揚および沈降メカニズム解
明（１）
○韋 凱 1, 山下 竜司 2, 明壁 博彦 2, 有井 鈴江 2, 原田 
健一 2,1（1名城大院総術 , 2名城大薬）

27PA-pm101	 淡水由来微生物	B-9	株の機能に関する研究（7）	‐新
たな加水分解酵素存在の追究‐
金 海燕 1, ○川島 湖都美 2, 平柳 里奈 2, Andrea R. J. 
ANAS2, 辻 清美 3, 原田 健一 1,2（1名城大院総合学術 , 
2名城大薬 , 3神奈川衛研）

27PA-pm102	 淡水由来微生物B-9 株の機能解明に関する研究（6）
－加水分解における多様性－
○金 海燕 1, 平岡 佳子 2, 宮地 淳 2, Andrea R. J. 
ANAS2, 辻 清美 5, 原田 健一 6（1名城大院総術 , 2名
城大薬 , 3名城大薬 , 4名城大薬 , 5神奈川衛研 , 6名城
大薬・名城大院総術）

27PA-pm103	 ラン藻の制御に関する研究（XXXXIV）ラン藻由来
VOCの生産挙動および光合成色素との相関に関する
考察
○冨田 浩嗣 1,2, 吉田 莉奈 2, 山下 竜司 2, 辻 清美 3, 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）

27PA-pm104	 前処理にマイクロウェーブ法を用いた ICP/MSによ
る底質中の金属分析法の検討
○中川 慎也 1, 渡邊 喜美代 1, 小杉 有希 1, 鈴木 俊也 1, 
保坂 三継 1（1東京都健康安全研セ）

27PA-pm105	 内分泌撹乱物質がマウス雄性生殖器のエストロゲン
関連受容体βアイソフォームの発現に及ぼす影響
○佐藤 浩二 1, 田中 ちはや 1, 長谷川 拓也 1, 竹野 孝慶 1, 
酒巻 利行 1（1新潟薬大薬）

27PA-pm106	 海洋生物由来のフェノール性臭素化合物によるエス
トロゲンシグナルかく乱作用の解析
○岡﨑 裕之 1, 池田 ( 高露 ) 恵理子 1, 水之江 来夢 1, 松
尾 紗樹 1, 古田 恵梨果 1, 竹田 修三 2, 藤井 由希子 1, 原
口 浩一 1, 渡辺 和人 1, 荒牧 弘範 1（1第一薬大 , 2広島
国際大薬）

27PA-pm107S	リン系難燃剤のラットカルボキシルエステラーゼ活
性に対する阻害効果
○津越 幸枝 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）
27PA-pm108	 リン系難燃剤のラット核内受容体PXR、CARおよ

び PPARαに対するアゴニスト活性
○柳川 ひらり 1, 渡部 容子 1, 小島 弘幸 2, 吉成 浩一 3, 
北村 繁幸 1（1日本薬大 , 2北海道衛研 , 3静岡県大院薬）

27PA-pm109	 合成ムスク類のラット in	vivo における肝シトクロム
P450 活性への影響
○渡部 容子 1, 服部 祥子 1, 立花 研 1, 佐能 正剛 2, 太田 
茂 2, 北村 繁幸 1（1日本薬大 , 2広島大院医歯薬）

27PA-pm110	 メチル水銀により活性化される転写因子の同定およ
びその役割
王 妍コウ 1, 外山 喬士 1, 金 ミンソク 1, ○黄 基旭 1, 永
沼 章 1（1東北大・薬）

27PA-pm111	 メチル水銀投与マウス脳内でのTNF- α発現誘導お
よびその機構
○外山 喬士 1, 村上 聡一 1, 黄 基旭 1, 永沼 章 1（1東北
大・薬）

27PA-pm112S	オンコスタチンMが示すメチル水銀毒性増強機構
許 思迪 1, ○長谷川 貴 1, 永沼 章 1, 黄 基旭 1（1東北大
院薬）

27PA-pm113	 水銀化合物による脳内ケモカイン遺伝子の発現変動
におけるメタロチオネイン - Ⅲの関与
○李 辰竜 1, 木俣 隆太郎 1, 徳本 真紀 1, 佐藤 雅彦 1

（1愛知学院大薬）
27PA-pm114	 発がん性金属カドミウムによるハムスター細胞の染

色体構造異常と数的異常 ( 異数性 ) の誘発とプロオキ
シダントの関与
○越智 崇文 1,2, 小島 尚 2（1帝京大薬 , 2帝京科学大）

27PA-pm115	 カドミウムの血管内皮細胞傷害作用におけるヌクレ
オリンの役割
湯本 藍 1, 高橋 勉 1, 篠田 陽 1, 鍜冶 利幸 2, ○藤原 泰
之 1（1東京薬大薬 , 2東京理大薬）

27PA-pm116	 DNA脱メチル化剤処理P1798 細胞でのカドミウムに
よるMT誘導の単一細胞解析
木村 皓平 1, 吉田 侑矢 2, 宮本 憧子 2, ○木村 朋紀 1

（1摂南大理工 , 2摂南大薬）
27PA-pm117	 ラットメサンギウム細胞におけるカドミウムが誘導

するオートファジーの役割
○藤代 瞳 1,2, Douglas M. TEMPLETON1

（1Department of Laboratory Medicine and 
Pathobiology, University of Toronto, 2徳島文理大学
薬）
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27PA-pm118	 三価無機ヒ素 [iAs(III)] による EGR1 の転写誘導につ
いて
○鈴木 俊英 1, 北 加代子 1, 越智 崇文 1（1帝京大薬）

27PA-pm119	 有機ヒ素ジフェニルアルシン酸経口投与によるマウ
ス線条体細胞外ドパミン・レベルの低下
○梅津 豊司 1, 柴田 康行 1（1（国）国環研）

27PA-pm120	 シスチン輸送系によるグルタチオン結合セレンの細
胞内取り込み
○植田 康次 1, 戸邊 隆夫 1, 青木 明 1, 岡本 誉士典 1, 神
野 透人 1（1名城大・薬）

27PA-pm121	 転写因子MTF-1 による遺伝子発現制御の精母細胞に
おける包括的解析
○下山 多映 1, 長田 洋一 1, 大塚 文徳 1（1帝京大薬）

27PA-pm122	 亜鉛依存性転写因子MTF-1 の（マウス精巣）精母細
胞における高発現
○長田 洋一 1, 下山 多映 1, 大塚 文徳 1（1帝京大薬）

27PA-pm123S	金属中毒の消化管除染に用いる吸着剤の検討	ー活性
炭および陽イオン交換樹脂の吸着能の比較ー
○友田 吉則 1, 川内 葵 1, 福本 真理子 1（1北里大薬　
臨床薬学研究・教育センター　中毒学）

27PA-pm124S	トリブチルスズによる局所的高メチル化を介した核
呼吸因子 -1	発現減少
○花岡 早紀 1, 石田 慶士 1,2, 田中 早紀 1, 古武 弥一郎 1, 
太田 茂 1（1広島大院医歯薬保 , 2学振 DC）

27PA-pm125S	インビボ毒性試験データを用いた核内受容体PXRお
よび CARの新規機能の探索
○橘内 陽子 1, 竹下 潤一 2, 佐々木 崇光 1, 保坂 卓臣 1, 
吉成 浩一 1（1静岡県大薬 , 2産総研安全科学）

27PA-pm126	 PCBの新規代謝経路：オルト置換	MeSO2- の代謝に
及ぼす影響	～ 6-MeSO2-CB52 と 6-MeSO2-CB92 の
ラット肝ミクロソームによる代謝比較～
○黒木 広明 1, 山田 健人 1, 飯野 葵 1, 本丸 文菜 1, 戸田 
晶久 1（1第一薬大）

27PA-pm127	 2,2',3,4,4',5,6'- 七塩素化ビフェニル (PCB182) の動物
およびヒト肝ミクロゾームによる代謝
○太田 千穂 1, 藤井 由希子 2, 原口 浩一 2, 加藤 善久 3, 
木村 治 4, 遠藤 哲也 4, 古賀 信幸 1（1中村学園大栄養 , 
2第一薬大 , 3徳島文理大香川薬 , 4北医療大薬）

27PA-pm128	「水中放電技術による殺菌効果とその持続性」
○三村 聖将 1, 山田 陽一 1, 楠目 裕子 1, 大田黒 功紘 2, 
西村 政弥 3, 山口 幸子 3, 齋藤 智己 3, 平野 智也 3, 塩田 
澄子 1（1就実大薬 , 2立命大薬 , 3ダイキン工業株式会
社 TIC）

27PA-pm129	 放線菌Streptomyces 	sp.	K202 におけるK+チャネ
ルKcsA2 の Cs+取込みについて
○飯坂 洋平 1, 福本 敦 1, 佐藤 夕希 1, 加藤 健太郎 1, 田
原 麻里 1, 酒井 藍 1, 太田 瑛文 1, 桑原 千雅子 2, 杉山 
英男 3, 加藤 文男 1, 安齊 洋次郎 1（1東邦大薬 , 2神奈
川衛研 , 3松本大院健康科学）

27PA-pm130	 市中環境中の人体常在菌の分布
○橋爪 卓巳 1, 松原 京子 1, 村山 次哉 1（1北陸大薬）

27PA-pm131	 Microcystin 分解性微生物B-9	株によるアミノ酸取
り込み機能に関する検討
○加藤 創 1, 富澤 優美香 1, 落合 美伽 1, 藤村 務 1, 原田 
健一 2,3（1東北医薬大薬 , 2名城大薬 , 3名城大院総合
学術）

27PA-pm132	 東日本大震災に起因する健康被害の実情及び今後の
課題
○阿邊 皓一 1, 高石 雅樹 1, 浅野 哲 1（1国際医福大薬）

27PA-pm133	 THP-1 細胞でのサイトカインmRNA発現に及ぼす
3-methylcholanthrene の影響
赤城 俊介 1, 大竹 佑果 1, ○田中 廣輝 1, 木村 理夢 1, 吉
川 夕貴 1, 遠藤 治 1, 関本 征史 1（1麻布大・生命環境）

27PA-pm134	 qNMRによるアルデヒド類のトレーサビリティの確保
○田原 麻衣子 1, 神野 透人 2, 香川（田中） 聡子 3, 酒井 
信夫 1, 五十嵐 良明 1（1国立衛研 , 2名城大薬 , 3横浜
薬大）

27PA-pm135	 多能性幹細胞を用いた大気汚染物質の毒性評価系の
検討
○伊藤 智彦 1, 戸次 加奈江 2, 市瀬 孝道 3, 曽根 秀子 1

（1国環研 , 2保健医療科学院 , 3大分看護大）
27PA-pm136S	胎児の脳形成期における自動車排出粒子の曝露は仔

マウスの学習・記憶を低下させる
○森田 茜 1, 小野寺 章 1, 井上 雅己 1, 大前 拓也 1, 古来 
明沙香 1, 三宅 亜紀穂 1, 森澤 弥桜 1, 屋山 勝俊 1, 角田 
慎一 1, 河合 裕一 1（1神戸学院大薬）
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3月 25日（土）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

コントロールド・リリース
25PB-am113S	乾式微粒子コーティングにおけるコーティング剤ナ

ノ粒子の複合化が被覆特性に及ぼす影響
○安永 峻也 1, 安藤 徹 2, 福森 義信 2, 市川 秀喜 2,1

（1神戸学院大院薬 , 2神戸学院大薬）
25PB-am114	 Kissing-loop 相互作用を介して多足型DNA構造体

を連結したDNAハイドロゲルの開発
○野々村 茉緒 1, 毛利 浩太 1, 西川 元也 2, 佐久間 信至 1

（1摂南大薬 , 2京大院薬）
25PB-am115S	ナノ粒子の表面修飾基が及ぼす皮膚透過性への影響

○天本 宇紀 1, 三田 智文 1, 船津 高志 1, 加藤 大 1（1東
大院薬）

ターゲティング
25PB-am117	 コンドロイチン硫酸 -グリシルプレドニゾロン結合体

の潰瘍性大腸炎治療DDSとしての評価
○大西 啓 1, 大勝 真理子 1, 平間 智博 1, 池内 由里 1, 服
部 喜之 1（1星薬大）

25PB-am118S	Oxytocin の鼻腔内投与：直接移行経路を介した脳内
送達の可能性
○田中 晶子 1, 新井 真理 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 3, 山本 昌 1（1京都薬
大 , 2就実大薬 , 3神戸薬大）

25PB-am119	 鼻腔内投与による生理活性ペプチドCPN-116 の脳内
送達
○坂根 稔康 1, 田中 晶子 2, 竹村 有希 2, 前田 千晶 2, 湯
谷 玲子 1, 寺岡 麗子 1, 武田 康嗣 3, 高山 健太郎 3, 草森 
浩輔 2, 勝見 英正 2, 林 良雄 3, 山本 昌 2（1神戸薬大 , 
2京都薬大 , 3東京薬大）

25PB-am120S	Ｂ型肝炎ウイルス由来ウイルス様粒子（ＶＬＰ）の
ＤＤＳへの応用
○石田 真紗子 1, 藤田 昂志 1, 杉本 温子 1, 渡部 匡史 1, 
上田 啓次 2, 藤室 雅弘 1（1京都薬大　細胞生物学 , 
2阪大院医　ウイルス学）

25PB-am121	 腫瘍部位の可視化を目指した新規蛍光プローブの開発
松浦 みなみ 1, ○大島 麻理子 1, 吉岡 仁美 1, 三木 厚 1, 
蛭田 勇樹 1, 金澤 秀子 1（1慶應大薬）

25PB-am122	 EI 法によるDOX封入ヒアルロン酸修飾リポソーム
の開発
○山之内 翔 1, 根本 遼 1, 蛭田 勇樹 1, 米谷 芳枝 1, 金澤 
秀子 1（1慶應大薬）

25PB-am123	 悪性貧血の治療を目的としたリポソーム製剤の開発
検討
玉山 康太 1, ○杉山 育美 1, 佐塚 泰之 1（1岩手医大薬）

25PB-am124	 糖尿病ラット腎尿細管領域への薬物送達
○米澤 正 1, 高橋 瑠衣 1, 加賀谷 俊輔 1, 川崎 靖 1, 杉山 
晶規 1, 名取 泰博 1（1岩手医大薬）

25PB-am125	 温度応答性ナノ粒子による細胞取り込み機構の評価
○勝山 直哉 1, 根本 遼 1, 佐野 文比古 1, 綾野 絵理 1, 蛭
田 勇樹 1, 金澤 秀子 1（1慶應大薬）

癌治療 DDS
25PB-am126	 細胞間隙浸透型リポソームによる腫瘍スフェロイド

への核酸導入
○金沢 貴憲 1, 岩谷 景子 1, 間渕 萌 1, 石井 啓太 1, 茨木 
ひさ子 1, 高島 由季 1, 瀬田 康生 1（1東京薬大薬）

25PB-am127S	中性子捕捉療法のための高ホウ素濃度化リポソーム
の開発
白川 真 1,2, ○野村 彰一 1, 小笠原 菜子 1, 中井 啓 3, 吉
田 文代 2, 山本 哲哉 2, 松村 明 2, 冨田 久夫 1（1福山大
薬 , 2筑波大医 , 3茨城県立医療大病院）

25PB-am128S	明細胞肉腫（CCS）に対するホウ素中性子捕捉療法：
CCSの LAT1 の発現がp-borono-L-phenylalanine
の取込に与える影響
○和田 恵二郎 1, 安藤 徹 1, 藤本 卓也 2, 須藤 保 3, 盛武 
浩 4, 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セ , 2兵庫県立がんセ整形外 , 
3兵庫県立がんセ研 , 4宮崎大医小児）

25PB-am129	 柔軟構造によって腫瘍組織に浸透可能な siRNAキャ
リアーの開発
鄭 賢卿 1, 島谷 悠里 1, Mahadi HASAN1, 宇野 晃平 1, 
濵 進 1, ○小暮 健太朗 2（1京都薬大 , 2徳島大院医歯薬）

25PB-am130	 グアニンを豊富に含むオリゴヌクレオチドを付与し
た多足型DNA構造体のがん細胞指向性の評価
○松下 奈央 1, 毛利 浩太 1, 林 英美 1, 西野 真名仁 1, 西
川 元也 2, 佐久間 信至 1（1摂南大薬 , 2京大院薬）

25PB-am131S	エクソソーム膜脂質より再構成したリポソームのが
ん細胞移行性評価
○鵜飼 幸永佳 1, 戸田 侑紀 1, 川上 光 1, 高田 和幸 1, 芦
原 英司 1（1京都薬大）

25PB-am132	 EPR効果の向上を目指した一酸化窒素放出型ナノサ
イズ医薬の開発
○森 由樹菜 1, 芳川 拓真 2, 田原 宥 1, 岸村 顕広 1,2, 森 
健 1,2, 片山 佳樹 1,2（1九大院シス生 , 2九大院工）

25PB-am133	 がん化学療法における患者のQOL向上を目的とした
環状ジペプチドの併用効果
宮田 健司 1, 杉山 育美 1, ○佐塚 泰之 1（1岩手医大薬）

25PB-am134	 がん光線力学療法への応用を企図したC60 －プロト
ポルフィリン IX	ハイブリッドナノ粒子の調製
○庵原 大輔 1, 安楽 誠 1, 上釜 兼人 1, 平山 文俊 1（1崇
城大薬）

25PB-am135	 がん治療用細菌マシンを目的としたRGDペプチド提
示大腸菌の作製とがん細胞に対する相互作用の評価
○高橋 麻衣子 1,2, 渡辺 恭良 2,3, 向井 英史 1（1理研
CLST・分子ネットワーク制御イメージングユニット , 
2大阪市大院医 , 3理研 CLST・健康・病態科学研究チー
ム）

25PB-am137	 p -borono-L-phenylalanine を用いた異なる粒子径を
持つナノサスペンションの調製と投与方法が及ぼす
体内動態への影響
○安藤 徹 1, 門田 直紀 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セ , 
2兵庫県立がんセ整形外）

25PB-am138S	機能性パクリタキセルナノ結晶の吸入粉末製剤化を
指向した処方最適化
○山東 史佳 1, 奥田 知将 1, 丹羽 菜実起 1, 岡本 浩一 1

（1名城大薬）

遺伝子 DDS
25PB-am139	 コンドロイチン硫酸と siRNAリポプレックスの連続

投与におけるコンドロイチン硫酸が及ぼす siRNAの
生体内分布への影響
○服部 喜之 1, 花屋 志織 1, 吉池 悠貴 1, 菊地 拓人 1, 大
西 啓 1（1星薬大・医療薬剤学）

25PB-am140S	コンドロイチン硫酸と siRNAリポプレックス連続投
与後のマウス生体内分布に及ぼすリポソーム組成の
影響
○竹内 のぞみ 1, 服部 喜之 1, 大西 啓 1（1星薬大・医
療薬剤学）

医　療　系　薬　学
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25PB-am141S	正電荷リポプレックスを用いたリバース・トランス
フェクション法によるがん細胞への siRNA送達
○吉池 悠貴 1, 服部 喜之 1, 大西 啓 1（1星薬大・医療
薬剤学）

25PB-am142	 正電荷リポソーム /siRNA複合体形成メカニズムの
検討
○高村 宏平 1, 遠藤 朋宏 2, 郡司 美穂子 1, 古石 誉之 1, 
福澤 薫 1, 米持 悦生 1（1星薬大 , 2東京薬大薬）

25PB-am143S	自己組織化 siRNA/ 脂質ナノ粒子を静脈内 /肺内投
与した際の	siRNAの体内動態 /構造安定性
○三浦 忠将 1, 奥田 知将 1, 杉浦 朋恵 1, 西口 祥生 1, 岡
本 浩一 1（1名城大薬）

25PB-am144	 機能性リポソームによるRNAトランスフェクショ
ンの効率化および制御
○王 堅 1, 長谷川 桃子 1, 綾野 絵理 1, 米谷 芳枝 1, 金澤 
秀子 1（1慶応義塾大学薬学部）

その他①
25PB-am145	 キトサンナノファイバーゲルの滞留性を利用した潰

瘍性大腸炎モデルマウスへの応用
○安楽 誠 1,2, 田渕 良 1, 庵原 大輔 1, 伊福 伸介 3, 小田
切 優樹 1,2, 平山 文俊 1,2（1崇城大薬 , 2崇城大 DDS 研 , 
3鳥取大院工）

25PB-am146S	キトサンナノファイバー /シクロデキストリンゲル
シートの調製と物性評価
○田渕 良 1, 安楽 誠 1,2, 伊福 伸介 3, 庵原 大輔 1, 小田
切 優樹 1,2, 平山 文俊 1,2（1崇城大薬 , 2崇城大 DDS 研 , 
3鳥取大院工）

25PB-am147	 共鳴音響振動混合技術（RAMT）を用いた小児用製
剤の開発検討について
○芦澤 一英 1,2,3, 岡井 一喜 2, 阿部 皓一 2,3, 板井 茂 5, 大
塚 誠 4（1国立成育医療研究セ , 2武蔵野大学 SSCI 研
究所 , 3エーザイフード・ケミカル , 4武蔵野大学薬 , 
5静岡県立大薬）

臨床生化学
25PB-am148S	血小板機能検査に用いるADP試薬の評価（6）

清水 美衣 1,2, ○酒井 麻衣 1, 水谷 拓也 1, Andrea R. J. 
ANAS1, 服部 真奈 1, 松尾 昂法 1, 若菜 雅世 1, 今西 進 1, 
山本 正博 2, 原田 健一 1,3（1名城大薬 , 2横浜市立脳卒
中神経脊椎セ , 3名城大院総合学術）

25PB-am149	 血小板凝集能検査の注意点とその対策法
清水 美衣 1,2, ○今西 進 1, 原田 健一 1,3, 山本 正博 4

（1名城大薬 , 2横浜市立脳卒中神経脊椎セ , 3名城大院
総合学術 , 4横浜市立脳血管医療セ）

25PB-am150	 AGEs 結合因子刺激に対するマクロファージ系細胞
の応答性
○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岡山大医 , 3近畿大医）

25PB-am151	 基本的検査項目の複数組合せから膵のう胞性疾患を
スクリーニングする試み：	自己組織化マップを用い
た予測モデルの構築
○青木 空眞 1, 東谷 優希 1, 野地 満 2, 伊藤 哲 3, 星 憲
司 1, 川上 準子 1, 佐藤 憲一 1（1東北医薬大 , 2新赤坂
クリニック , 3IDAC セラノスティクス）

25PB-am152	 血栓モデルラットを用いた不飽和脂肪酸の血栓予防
効果の検討
○松下 貴英 1, 古邊 航太 1, 平山 慎之介 1, 太田 一寿 1, 
波多江 日成子 1, 隈 博幸 1（1長崎国際大薬）

25PB-am153	 ダビガトランのプロテイン S	比活性測定に与える影響
○中島 明日菜 1, 明吉 祥花 1, 市山 朋樹 1, 高崎 伸也 1, 
隈 博幸 1（1長崎国際大薬）

25PB-am154	 妊娠高血圧腎症患者の胎盤における SERPINA1 とセ
リンプロテアーゼHTRA1 の発現
○田村 和広 1, 吉江 幹浩 1, 大丸 貴子 2, 加藤 聖子 2, 石
川 源 3, 奥隅 奈都希 1, 桑原 直子 1, 立川 英一 1（1東京
薬大薬 , 2九大院医 , 3日本医大）

25PB-am155	 Stopped-flow法による尿エクソゾームの水透過性測定
○宮澤 優子 1, 三上 早紀 1, 木村 春光 1, 櫻井 宏樹 1, 
佐々木 成 1, 石橋 賢一 1（1明治薬大）

25PB-am156	 クラスタ解析による喘息・COPDオーバーラップ症
候群における診断マーカーの構築
○平井 啓太 1, 白井 敏博 2, 鈴木 将之 1, 植田 萌美 1, 辻 
大樹 1, 井上 和幸 1, 伊藤 邦彦 1（1静岡県大薬 , 2静岡
県立総合病院呼吸器）

病態モデル
25PB-am157S	マウスにおけるアセトアミノフェン誘発肝障害に対

するメタ異性体の抑制効果
○熊切 真綾 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学大薬）

25PB-am158	 アセトアミノフェンによる急性肝障害に対するクマ
ザサ抽出液の効果
○吉岡 弘毅 1, 深谷 栞 1, 永津 明人 1, 藤井 広久 1,2, 野々
垣 常正 1（1金城学院大薬 , 2（株）サンクロン）

25PB-am159	 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
○野々垣 常正 1, 森 美保子 1, 藤井 広久 1,2, 吉岡 弘毅 1

（1金城学院大学 , 2（株）サンクロン）
25PB-am160	 急性房室ブロックウサギはアドレナリンα 1受容体

遮断作用を有するQT延長薬の催不整脈作用を検出
できる
○萩原 美帆子 1, 神林 隆一 1, 仲條 美佐子 1, 永澤 悦伸 1, 
相本 恵美 1, 高原 章 1（1東邦大薬）

25PB-am161	 新規心房細動モデルラットの心房細動の持続化にお
ける aldosterone の役割
○相本 恵美 1, 永澤 悦伸 1, 高原 章 1（1東邦大薬）

25PB-am162	 新生児低酸素性虚血性脳症モデルラットにおける脳
損傷と脳機能障害の経日的変化
○瓜生 彩佳 1, 入江 圭一 1, 高瀬 友美 1,2, 坂元 佑哉 2, 
中野 貴文 1, 山下 郁太 1, 明瀬 孝之 1, 城島 絵里 1, 佐藤 
朝光 1, 松尾 宏一 1,2, 佐野 和憲 1, 三島 健一 1（1福岡大
学薬 , 2福岡大筑紫病院薬）

25PB-am163S	クラッシュ症候群モデルラットにおける皮膚傷害性
評価による病態の重症度判定
○川西 遼太 1, 岩﨑 徹 1, 井上 将 1, 村田 勇 1, 井上 裕 1, 
大井 一弥 2, 金本 郁男 1（1城西大薬 , 2鈴鹿医療大薬）

25PB-am164	 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	－	オピオイド受容体に関す
る検討	－
○渡邊 彩香 1, 野島 浩史 1, 田口 恭治 2, 阿部 賢志 3

（1奥羽大薬 , 2昭和薬大 , 3日本薬大）
25PB-am165	 GFAP-Cre	calcineurin	B α fl/fl	mice の小腸におけ

る変性と炎症
○田中 正彦 1, 大倉 宇海 1, 山本 康介 1, 平嶋 尚英 1

（1名市大院薬）
25PB-am166	 低密度リポ蛋白質受容体欠損ブタの特性解析：肝臓

における脂質代謝および異物代謝酵素の遺伝子発現
変動
○小島 美咲1, 淵本 大一郎1, 鈴木 俊一1, 中井 美智子1, 
Yuxin LI2, 出川 雅邦 3, 岩元 正樹 4, 大西 彰 5（1農研
機構 , 2日大医 , 3静岡県大薬 , 4プライムテック ( 株 ), 
5日大生物資源）

25PB-am167	 fcN ε -(carboxymethyl)　lysine　(CML) は毛球部
の凝集抑制によって毛包形成の阻害を引き起こす
○田中 公輔 1, 島田 侑季 1, 石原 直幸 1, 夏目 知佳 1, 高
西 美沙紀 1, 水野 佳奈 1, 藤田 隆司 1（1立命館大薬）

25PB-am168	 急性妊娠脂肪肝 (AFLP) 原因遺伝子LCHADの胎盤
細胞における発現抑制がもたらす	肝細胞脂質代謝機
能への影響評価：ヒト iPS 細胞由来肝細胞を用いた
検討
○林 在恩 1, 酒井 英子 1, 鈴木 瑠々香 1, 高山 和雄 1,2,3,4, 
櫻井 文教 1, 水口 裕之 1,3,5（1阪大院薬 , 2京阪神コンソ , 
3医薬健栄研 , 4JST さきがけ , 5阪大 MEI セ）
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25PB-am169S	ウルソデオキシコール酸の肝保護効果におけるメタ
ロチオネインの関与
○小峰 丈 1, 伊藤 大貴 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学大薬）

25PB-am170	 近位尿細管嚢胞腎マウスモデル（AQP11 欠損マウス）
の網羅的タンパク質解析
斎藤 達也 1, 田中 靖子 1, 佐々木 成 1, ○石橋 賢一 1

（1明治薬大）
25PB-am171	 ヒト iPS 細胞由来脳毛細血管内皮細胞を利用した in	

vitro 重症熱中症モデルの構築
○山口 朋子1, 國分 康博1, 西島 美妙江1, 清水 健太郎2, 
小倉 裕司 2, 川端 健二 1,3（1医薬健栄研・幹細胞制御 , 
2阪大・救命セ , 3阪大院薬・医薬基盤科学）

疾病と遺伝子・遺伝子治療
25PB-am172	 ファブリー病の診断における病因遺伝子変異と機能

的多型
○重永 雅志 1, 月村 考宏 1, 佐藤 温子 1, 兎川 忠靖 1, 櫻
庭 均 1（1明治薬大）

25PB-am173	 NPC1L1 遺伝子と 2型糖尿病発症に関する検討
○西村 英尚 1, 服部 泰輔 2, 齋尾 友希江 2, 後藤 忍 2, 長
井 孝太郎 2（1羽島市民病院薬剤部 , 2羽島市民病院糖
尿病内科）

25PB-am174	 SMN遺伝子の変異が蛋白質の安定性に及ぼす影響
○竹内 敦子 1, 寳田 徹 1, 野洲 朋花 1, 西尾 久英 2（1神
戸薬大 , 2神戸大院医）

25PB-am175	 ドロップレットデジタルPCR	(ddPCR) を用いたア
デノ随伴ウイルスベクターの含量及び品質評価
○古田 美玲 1, 山口 照英 2,3, 内藤 幹彦 1, 内田 恵理子 1

（1国立衛研 , 2日本薬科大 , 3金沢工業大学）
25PB-am176S	改良型アデノウイルスベクターを用いたAN1 型ジン

クフィンガータンパク質の糖尿病への関与の検討
○扇谷 祐哉 1, 清水 かほり 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）

がん
25PB-am177	 去勢抵抗性前立腺がん細胞株PC3 における各種抗が

ん剤の影響
○大野 恵一 1, 大城 研 1, 太田 昌一郎 1（1城西大学薬）

25PB-am178S	肺がんにおけるEGFRチロシンキナーゼ阻害剤の耐
性化機序の解明に向けた検討
○林 穎 1, 東阪 和馬 1, 真木 彩花 1, 新谷 拓也 1,2, 前田 
真一郎 1,2, 長野 一也 1, 藤尾 慈 1,2, 堤 康央 1,3（1阪大院薬, 
2阪大病院 , 3阪大 MEI セ）

25PB-am179	 P- 糖タンパク質の発現におけるKeap1-Nrf2	
pathway の関与
○蓬田 伸 1, 染谷 明正 2, 數野 彩子 3, 上野 隆 3, 三浦 
芳樹 3, 菅野 秀一 1, 冨澤 亜也子 1, 原 明義 1, 藤村 務 4

（1東北医薬大・薬・薬物治療学 , 2順大・院・医・生化学・
生体防御学 , 3順大・院・医・研基セ・生体分子 , 4東
北医薬大・薬・臨床分析化学）

25PB-am180	 細胞外基質 Lumican の発現抑制による新規膵臓癌細
胞増殖抑制法の開発
○山本 哲志 1, 谷田 和香奈 1, 橋本 知樹 1, 三田村 邦子 1, 
多賀 淳 1（1近畿大薬）

25PB-am181	 プロテインノックダウン法を利用したアンドロゲン
受容体タンパク質分解誘導剤の開発
○柴田 識人 1, 永井 克典 2, 森田 陽子 2, 宇治川 治 2, 大
岡 伸通 1, 服部 隆行 1, 今枝 泰宏 2, 奈良 洋 2, 長 展生 2, 
内藤 幹彦 1（1国立衛研・遺伝子医薬部 , 2武田薬品）

25PB-am182	 グルコース飢餓環境下でのB16 メラノーマ細胞の生
存に対する細胞外酸性 pHの影響
○松尾 泰佑 1, 佐塚 泰之 1（1岩手医大薬）

25PB-am183	 高濃度グルコース環境がヒト乳がん細胞MCF-7 の低
酸素適応能獲得に与える影響と亜鉛 /亜鉛トランス
ポーターZIP6 の重要性
○松井 千紘 1, 中瀬 朋夏 1, 波多野 有紀 1, 髙橋 幸一 1

（1武庫川女大薬）
25PB-am184	 15- デオキシ - デルタ 12,	14- プロスタグランジン J2の

腎臓がん細胞遊走におけるシグナル制御機構
○山本 泰弘 1, 高馬 宏美 1, 西井 彩桂 1, 矢上 達郎 1

（1姫路獨協大薬）
25PB-am185	 新規	poly(ADP-ribose)	glycohydrolase	(PARG) 阻

害剤の探索
○矢作 有希 1, 大山 貴央 3, 鈴木 亮介 1, 阿部 英明 3, 吉
森 篤史 4, 佐藤 聡 1,2, 田沼 靖一 1,2（1東京理大薬・生
化学 , 2東京理大ゲノム創薬研セ , 3ヒノキ新薬 , 4理
論創薬研究所）

25PB-am186S	ALDH1 陽性乳癌幹細胞におけるPKCλ /ι依存的
な糖代謝機構の解析
○南島 治 1, 片山 鈴花 1, 小野寺 佑佳 1, 野崎 優香 1, 柳
川 拓哉 1, 佐藤 圭子 2, 神保 美穂 6, 原 泰志 4, 安部 良 4, 
今井 美沙 8, 田沼 靖一 1,5, 大野 茂男 7, 川上 隆雄 6, 秋
本 和憲 1,3（1東京理大薬 , 2東京理大理工 , 3東京理大・
TR センター , 4東京理大・生命研 , 5東京理大・ゲノ
ム創薬研セ , 6( 株 ) メディカルプロテオスコープ , 7横
浜市大医 , 8順天大院 JLRCDR）

25PB-am187	 メラノーマに対するTRPV1 阻害剤の効果
○佐藤 拓仁 1, 倉林 友南 1, 宮田 昌英 1, 木村 奈々美 1, 
坂本 光 1（1北里大薬）

25PB-am188S	5-FU 耐性ヒト乳癌細胞株の 5-FU感受性に及ぼすヒ
ストン脱アセチル化酵素阻害剤の影響
○鈴木 藍 1, 峯垣 哲也 1, 森 美里 1, 藤井 啓子 1, 眞弓 万
里奈 1, 池上 歩花 1, 奥田 博允 1, 楠 斐未 1, 辻本 雅之 1, 
西口 工司 1（1京都薬大）

25PB-am189	 ブファジエノライドに誘導されるヒトグリオブラス
トーマ細胞U-87 の G2/Mアレスト
○韓 玲玉 2,1, 袁 博 1, 林 秀樹 1, 辺 宝林 2, 高木 教夫 1

（1東京薬大薬 応用生化 , 2中国中医科学院 中薬研究
所）

25PB-am190	 高脂質食摂取がマウスの癌転移に関わる接着因子発
現に及ぼす影響
○平石 さゆり 1, 香川 靖雄 1, 堀江 修一 1（1女子栄養大）

25PB-am191	 低酸素下におけるビスホスホネート系薬物の細胞毒
性増強とそのメカニズムの解明
○峯垣 哲也 1, 戀木 沙耶 1, 道家 雄太郎 1, 山根 千尋 1, 
鈴木 藍 1, 森 美里 1, 辻本 雅之 1, 西口 工司 1（1京都薬
大）

25PB-am192S	NSAIDs は難治性の膵臓がんに対して栄養飢餓選択
的に作用する
○新澤 健太 1, 加藤 敦 1, 林崎 修也 1, 金田 理 1, 倉島 
由紀子 2, 畑 友佳子 2, 鍛冶 聡 2, 友原 啓介 1, 足立 伊佐
雄 1（1富山大病院薬 , 2北陸大薬）

25PB-am193S	乳がん細胞を用いたTriple	Negative	Breast	
Cancer の分子病態解明に向けた検討
○芳賀 優弥 1, 東阪 和馬 1, 下田 雅史 2,3, 野口 眞三郎 2,3, 
長野 一也 1, 堤 康央 1,4（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3阪
大病院 , 4阪大 MEI セ）

25PB-am194S	脳転移性メラノーマ細胞由来 exosomes によるヒト
脳毛細血管内皮細胞株 hCMEC/D3 のエネルギー代
謝抑制制御
○陳 瓊芳 1,2, 内田 康雄 2, 黒田 広樹 2, 梅津 美奈 2, 八
木 悠太 2, 立川 正憲 2, 寺崎 哲也 2（1ハイデルベルグ
大医 , 2東北大院薬）

25PB-am195	 ABCB5発現細胞における基質化合物の輸送及びメタ
ボローム解析
○髙木 佳奈 1, 近藤 慎吾 1, 杉本 芳一 1, 野口 耕司 1, 片
山 和浩 1（1慶應大薬）
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25PB-am196	 新規抗がん物質M-COPAの三次元培養下における抗
がん効果
○筒井 咲妃 1, 大橋 愛美 1, 岡村 睦美 1, 赤塚 明宣 1, 椎
名 勇 2, 吉松 賢太郎 3, 矢守 隆夫 1, 旦 慎吾 1（1（公財）
がん研・がん化療セ・分子薬理部 , 2東京理科大・理・
応用化学科 , 3エーザイ株式会社）

25PB-am197	 乳癌細胞におけるCD81 の発現とその病態における
役割
○片岡 貴史 1, 山崎 勤 1, 松本 彩加 1, 竹原 美紀 1, 橋川 
直也 2, 紅林 淳一 3, 中西 徹 1（1就実大学薬学部 , 2岡
山理科大学理学部 , 3川崎医科大学・附属病院）

25PB-am198	 シスプラチン耐性獲得におけるCD44v9 の役割
○本木 千恵 1, 堀部 紗世 1, 高木 妙子 1, 坂野 友莉恵 1, 
渡辺 優希 1, 河内 正二 2, 佐々木 直人 1, 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）

25PB-am199	 ヒト肺腺癌 PC-14 細胞の gefitinib 細胞内濃度に対す
る粉防已成分 tetrandrine の影響
○西田 紗妃 1, 小川 智彦 1, 佐藤 栄子 1, 髙橋 達雄 1, 古
林 伸二郎 1, 野村 政明 1（1北陸大薬）

25PB-am200S	タバコ煙成分である	Methyl	Vinyl	Ketone	及び	
Crotonaldehyde	のがん転移抑制作用の検討
○伊藤 瞭子 1, 古川 莉彩 1, 畑井 麻友子 1, 吉川 紀子 1, 
木下 恵理子 1, 籠田 智美 1, 篠塚 和正 1, 中村 一基 1

（1武庫川女大薬）
25PB-am201S	日本人喫煙者におけるCYP1B1遺伝子多型と膀胱が

ん発症リスクの関連
○中西 悠悦 1, 公文代 將希 1, 新井 冨生 2, 椙村 春彦 3, 
折笠 一彦 4, 平澤 典保 1, 平塚 真弘 1（1東北大院薬 , 
2東京都健康長寿医療セ , 3浜松医大医 , 4気仙沼市立
病院）

25PB-am202	 ヒト大腸がん由来Caco-2 細胞におけるGSK3 阻害剤
の細胞増殖抑制機構の解析
○佐京 智子 1, 佐々木 悠稀 1, 横田 優希 1, 福嶋 梢 1, 奈
良場 博昭 2, 及川 亜美 3, 北川 隆之 1（1岩手医大薬・
細胞病態生物 , 2岩手医大薬・薬学教育 , 3岩手医大附
属病院）

25PB-am203S	銅および亜鉛を含有する多核金属錯体のB16/BL6 細
胞への殺細胞活性および抗腫瘍効果
○二木 珠希 1, 平内 孝典 1, 中川 結稀 1, 内藤 行喜 1, 安
井 裕之 1（1京都薬大）

25PB-am204	 がん予防作用としての南米大陸産薬用植物の評価
○徳田 春邦 1, 福田 陽一 2, 山下 光明 2, 飯田 彰 2（1京
都大院　農 , 2近畿大　農）

25PB-am205	 尿中排泄された抗がん剤の汚染拡散防止を目的とし
た吸着シート「HDセーフシート -U」の開発と評価（第
1報）
○佐々木 ゆうき 1, 佐藤 淳也 1,2, 大久保 春香 1, 横井 
誠 3, 堀田 靖則 3, 工藤 賢三 1,2（1岩手医大薬 , 2岩手医
大病薬 , 3フタムラ化学株式会社）

25PB-am206	 尿中排泄された抗がん剤の汚染拡散防止を目的とし
た吸着シート「HDセーフシート -U」の開発と評価（第
2報）
○大久保 春香 1, 佐藤 淳也 1,2, 佐々木 ゆうき 1, 横井 
誠 3, 堀田 靖則 3, 工藤 賢三 1,2（1岩手医大薬 , 2岩手医
大病薬 , 3フタムラ化学㈱）

25PB-am207	 バイアル注射薬の陰圧調製を練習する陰圧トレー
ナーの開発
○佐藤 淳也 1,2, 杉浦 明仁 3, 竹内 敦 3, 工藤 賢三 1,2

（1岩手医大薬 , 2岩手医大病薬 , 3三田理化工業㈱）
25PB-am208	 経口抗がん薬の薬剤師による外来指導に対するアン

ケート調査
○松井 礼子 1,2, 櫻田 大也 1, 小林 江梨子 1, 山口 正和 2, 
佐藤 信範 1（1千葉大学院薬 , 2国立がん研究センター
東病院　薬剤部）

薬理活性
25PB-am209S	アトピー性皮膚炎患者の末梢血単核細胞に対するビ

タミンK1とK2の抑制作用
○孟 科含 1, 板垣 清楓 1, 許 文成 1, 河口 尚史 1, 石川 
芽 1, 田中 祥子 1, 杉山 健太郎 1, 平野 俊彦 1, 三浦 太郎 2, 
鈴木 俊輔 2, 河島 尚志 2（1東京薬大薬 , 2東京医大病
院小児科）

25PB-am210S	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
○小林 徹也 1, 内田 樹 1, 野澤（石井） 玲子 1, 福田 枝
里子 1, 馬場 正樹 1, 岡田 嘉仁 1, 加賀谷 肇 1（1明治薬大）

25PB-am211S	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
○内田 樹 1, 小林 徹也 1, 野澤（石井） 玲子 1, 福田 枝
里子 1, 馬場 正樹 1, 岡田 嘉仁 1, 加賀谷 肇 1（1明治薬大）

25PB-am212	 後肢拘束ラットの廃用性筋萎縮における選択的 iNOS
阻害剤の効果
○内田 博之 1, 庄村 吉貴 1, 齋藤 文 1, 大竹 一男 1, 八巻 
努 1, 内田 昌希 1, 夏目 秀視 1, 小林 順 1（1城西大薬）

25PB-am213	 後肢拘束ラットの骨格筋萎縮に対するグルタミン経
口投与の保護効果
○齋藤 文 1, 内田 博之 1, 大竹 一男 1, 伊東 順太 1, 小林 
順 1（1城西大薬）

25PB-am214	 In	vitroおよび in	vivoにおけるドコサヘキサエン酸
のオクタノイルグレリン産生・分泌抑制効果
○大磯 茂 1,2, 永瀬 翔子 2, 中島 健輔 1,2, 仮屋薗 博子 1,2

（1長崎国際大院薬 , 2長崎国際大薬）
25PB-am215S	2 型糖尿病ラットの末梢神経障害に対するファスジル

の影響
○梅田 雄也 1, 小石川 衛 1, 野澤（石井） 玲子 1, 加賀谷 
肇 1（1明治薬大）

その他②
25PB-am216S	心不全に対する新規診断法の開発に向けたバイオ

マーカーの探索
○大須賀 絵理 1, 東阪 和馬 1, 笠原 淳平 1, 豊田 麻人 1, 
鎌田 春彦 2, 前田 真貴子 1, 長野 一也 1, 藤尾 慈 1,3,4, 坂
田 泰史 3,4, 堤 康央 1,5（1阪大院薬 , 2医薬基盤健栄研 , 
3阪大院医 , 4阪大病院 , 5阪大 MEI セ）

25PB-am217	 新規心不全バイオマーカーの確立に向けた、モデル
マウスによる有用性評価
○豊田 麻人 1, 東阪 和馬 1, 大須賀 絵里 1, 笠原 淳平 1, 
尾花 理徳 1, 鎌田 春彦 2, 長野 一也 1, 藤尾 慈 1,3,4, 坂田 
泰史 3,4, 堤 康央 1,5（1阪大院薬 , 2医薬基盤健栄研 , 
3阪大院医 , 4阪大病院 , 5阪大 MEI セ）

25PB-am218	 慢性腎臓病の早期診断に向けた新規バイオマーカー
の探索
○竹谷 苑子 1, 東阪 和馬 1, 井阪 亮 1, 石田 菜南 1, 鎌田 
春彦 2, 尾花 理徳 1, 前田 真貴子 1, 長野 一也 1, 楽木 宏
実 3, 藤尾 慈 1,3,4, 神出 計 3,4, 堤 康央 1,5（1阪大院薬 , 
2医薬基盤健栄研 , 3阪大院医 , 4阪大病院 , 5阪大 MEI
セ）

25PB-am219S	慢性腎臓病に対する診断バイオマーカ―の確立に向
けた、モデルマウスによる有用性評価
○石田 菜南 1, 東阪 和馬 1, 竹谷 苑子 1, 井阪 亮 1, 尾花 
理徳 1, 鎌田 春彦 2, 長野 一也 1, 楽木 宏美 3, 藤尾 慈 1,3,4, 
神出 計 3,4, 堤 康央 1,5（1阪大院薬 , 2医薬基盤健栄研 , 
3阪大院医 , 4阪大病院 , 5阪大 MEI セ）

25PB-am220S	慢性腎臓病の分子機序解明に向けた、線維化モデル
細胞での細胞骨格系蛋白質の発現変動評価
○井阪 亮 1, 東阪 和馬 1, 竹谷 苑子 1, 石田 菜南 1, 長野 
一也 1, 楽木 宏美 2, 藤尾 慈 1,2,3, 神出 計 2,3, 堤 康央 1,4

（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3阪大病院 , 4阪大 MEI セ）
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25PB-am221S	異種間キメラマウス作出方法がラットES細胞のマウ
ス肝臓への寄与に与える影響
○中西 杏菜 1, 奥村 啓樹 2, 山野上 舞 1, 山田 果奈 1, 宮
本 智美 3, 平林 真澄 4, 田川 陽一 5, 坡下 真大 1,2, 岩尾 
岳洋 1,2, 松永 民秀 1,2（1名市大・薬・臨床薬学教育研
究センター , 2名市大・院薬・臨床薬学 , 3名市大・院
医・実験動物研究教育センター , 4生理研・行動 - 代
謝分子解析センター , 5東工大・生命理工学院）

25PB-am222S	糖尿病モデルラット脳内における pHとアミロイド
β量の解析
○山本 景子 1, 高田 和幸 1, 松枝 小夜 1, 吉本 寛司 2, 細
木 誠之 3, 戸田 侑紀 1, 丸中 良典 3, 芦原 英司 1（1京都
薬大・病態生理 , 2広島工業大・生命・食品生命 , 3京
都府医大・医・細胞生理）

25PB-am223	 骨髄間葉系幹細胞に対する放射線照射の影響
○甘利 圭悟 1, 久米 伶奈 1, 戸田 侑紀 1, 高田 和幸 1, 芦
原 英司 1（1京都薬大・病態生理）

25PB-am224	 非侵襲的超音波による脳血管再閉塞予防法の検討
菊池 蘭 1, 伊藤 創馬 1, 王 作軍 2, 山本 博之 1, 立花 研 1, 
中島 孝則 1, 中田 典生 2, ○澤口 能一 1,2（1日本薬科大
学 , 2東京慈恵会医科大学）

25PB-am225S	拡張型心筋症の早期診断に向けたバイオマーカー探索
○佐藤 建太 1, 東阪 和馬 1, 衛藤 舜一 1, 松長 由里子 2,3, 
長野 一也 1, 澤 芳樹 2,3, 宮川 繁 2,3, 堤 康央 1,4（1阪大薬 , 
2阪大院医 , 3阪大病院 , 4阪大 MEI セ）

25PB-am228	 DSS 誘発性腸炎に対する高脂肪食の影響
○川上 文貴 1, 渡辺 望 1, 湯原 ひかる 1, 丸山 弘子 2, 川
島 麗 1, 前川 達則 1, 市川 尊文 1（1北里大院・医療系・
生体制御生化学 , 2北里大院・医療系・分子病理）

3月 25日（土）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

医薬品情報
25PB-pm155	 添付文書における抗インフルエンザウイルス薬オセ

ルタミビルと局所麻酔薬の副作用の類似性
○小野 秀樹 1, 岡村 真彩 1, 福島 章紘 1（1武蔵野大薬）

25PB-pm156S	特殊な患者集団に関する添付文書改訂と医薬品リス
ク管理計画書の比較 ( 第 2 報 )
○幕田 里奈 1, 西岡 明子 1, 草間 真紀子 2, 赤沢 学 1, 門
田 佳子 1（1明治薬大 , 2東大院薬）

25PB-pm157	 特殊な患者集団に関する添付文書改訂と医薬品リス
ク管理計画書の比較 ( 第 1 報 )
○西岡 明子 1, 幕田 里奈 1, 草間 真紀子 2, 門田 佳子 1, 
赤沢 学 1（1明治薬大 , 2東大院薬）

25PB-pm158	 医薬品リスク管理計画（RMP）をお薬手帳で活用す
る方策の検討
○池田 博昭 1, 柴田 ゆうか 3, 中妻 章 1, 髙瀨 久光 2, 池
田 純子 4, 二宮 昌樹 1（1徳島文理大香川薬 , 2日本医
科大学多摩永山病院薬剤部 , 3広島大病院薬剤部 , 4池
田博愛堂薬局）

25PB-pm159	 医薬品副作用データベースを用いたエチゾラムとゾ
ピクロンの副作用解析
○熊坂 春奈 1, 三原 潔 1, 小川 潤子 1, 小川 ゆかり 1, 小
島 可寿子 1, 小清水 治太 1, 田島 純一 1, 西牟田 章戸 1, 
益戸 智香子 1, 吉井 智子 1, 小野 秀樹 1（1武蔵野大薬）

25PB-pm160	 添付文書の重大な副作用と物性データとの関連性　
－重大な肺障害－
○矢野 玲子 1, 川端 雅 1, 野末 圭希 1, 南 穂波 1, 山本 
希穂 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）

25PB-pm161	 副作用情報のインフォマティクスによるビジュアル
化と網羅的解析～抗アレルギー薬 69 剤での臨床応用
○川上 準子 1, 早川 圭 1, 林 誠一郎 2, 星 憲司 1, 佐藤 
憲一 1（1東北医薬大 , 2明治薬大）

25PB-pm162	 有害事象自発報告データベースを用いた薬剤性QT
延長症候群の有害事象 - 時間解析
○笹岡 沙也加 1, 松井 利亘 1, 羽根 由基 1, 阿部 純子 2, 
上田 夏実 1, 元岡 佑美 1, 畠平 春奈 1, 福田 昌穂 1, 長沼 
美紗 1, 長谷川 栞 1, 紀ノ定 保臣 3, 中村 光浩 1（1岐阜
薬大 , 2メディカルデータベース , 3岐阜大院連合創薬
医療情報）

25PB-pm163	 日米の有害事象自発報告データベースを用いたプロ
スタグランジン系点眼薬の血圧上昇に関する解析
○川上 春奈 1, 大山 勝宏 1, 倉本 敬二 1, 井上 みち子 1

（1東京薬大薬）
25PB-pm164S	有害事象 FAERS データベースの網羅的解析による

ドラッグ・リポジ	ショニング
○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・生体機能解析 , 2京大病院・薬剤部）
25PB-pm165	 有害事象自発報告データベース	（FAERS）	を用いた

SSRI と自殺行動との関連性についての解析
○阿部 純子 1,2, 梅津 亮冴 1, 上田 夏実 1, 加藤 大和 1, 
松井 利亘 1, 中山 蓉子 1, 紀ノ定 保臣 3, 中村 光浩 1

（1岐阜薬科大学医薬品情報学研究室 , 2メディカル
データベース株式会社 , 3岐阜大学大学院連合創薬医
療情報研究科）

25PB-pm166S	自発報告データベースを用いた睡眠薬と認知症の関
連性の評価
○上野 杏莉 1, 野口 義紘 1, 大坪 愛実 1, 勝野 隼人 1, 杉
田 郁人 1, 林 勇汰 1, 吉田 阿希 1, 江﨑 宏樹 1, 齊藤 康
介 1, 舘 知也 1, 寺町 ひとみ 1（1岐阜薬大）

25PB-pm167S	自発報告データベースを用いたインクレチン関連薬
の上部消化管障害の発現時期の解析
○勝野 隼人 1, 野口 義紘 1, 上野 杏莉 1, 大坪 愛実 1, 杉
田 郁人 1, 林 勇汰 1, 吉田 阿希 1, 江崎 宏樹 1, 齊藤 康
介 1, 舘 知也 1, 寺町 ひとみ 1（1岐阜薬大）

25PB-pm168	 医薬品副作用データベースにおける情報抽出と解析
の自動化を目的としたアプリケーションの開発
○堀口 大介 1, 地嵜 悠吾 1, 松村 千佳子 1, 矢野 義孝 1

（1京都薬大）
25PB-pm169S	医薬品副作用データベース JADERを用いた血小板

減少症被疑薬の化学構造的特徴の解析
○吉田 有梨江 1, 寺岡 諄 1, 樋口 涼太 1, 増山 雄平 1, 加
賀谷 肇 1, 植沢 芳広 1（1明治薬大）

25PB-pm170	 我が国の副作用データベースにおける薬剤性間質性
肺疾患の化学構造情報に基づく網羅的解析
○樋口 涼太 1, 吉田 有梨江 1, 寺岡 諄 1, 増山 雄平 1, 加
賀谷 肇 1, 植沢 芳広 1（1明治薬大）

25PB-pm171	 化学構造情報を付与した副作用データベースに基づ
く薬剤因性重症多形滲出性紅斑の網羅的解析
○増山 雄平 1, 吉田 有梨江 1, 樋口 涼太 1, 寺岡 諄 1, 加
賀谷 肇 1, 植沢 芳広 1（1明治薬大）

25PB-pm172S	毒性発現経路統合データベースに基づくNFκ B活
性化薬物の副作用解析
○寺岡 諄 1, 吉田 有梨江 1, 樋口 涼太 1, 増山 雄平 1, 加
賀谷 肇 1, 植沢 芳広 1（1明治薬大）

25PB-pm173	 国立衛研「医薬品安全性情報」から見えてくる海外
医薬品規制機関のリスク管理動向とその効果
○前田 初代 1, 青木 良子 1（1国立衛研）

25PB-pm174	 EudraVigilance のウェブ公開データの活用―糖尿病
薬クラス別の副作用報告パターンの比較
○青木 良子 1, 鈴木 菜穂 1, 前田 初代 1（1国立衛研）

25PB-pm175	 インフルエンザワクチン重篤有害事象発生時の予診票
記載状況－有害事象自発報告データベースでの検討
○藤森 美代子 1（1丸森町国民健康保険丸森病院総務
班）

25PB-pm176	 日本人を対象とした食後血糖値上昇に対する難消化
性デキストリンの効果：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
○波多江 崇 1, 田中 智啓 1, 猪野 彩 1, 田内 義彦 1, 竹下 
治範 1, 辰見 明俊 1, 濵口 常男 1（1神戸薬大）
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25PB-pm177	 JADERを用いた副作用プロファイル解析の有用性
○中村 仁 1, 山村 拓海 1, 鈴木 裕之 1, 菊池 大輔 2, 八木 
朋美 1, 薄井 健介 1,2, 岸川 幸生 1, 渡邊 善照 1,2（1東北
医薬大薬 , 2東北医薬大病院薬）

25PB-pm178	 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム剤の
製剤特性に関する研究
○山本 佳久 1, 杉田 みすず 1, 瀬田 昌子 2, 小出 達夫 3, 
深水 啓朗 2（1帝京平成大薬 , 2明治薬大 , 3国立衛研）

25PB-pm179	 医薬品関連スマートフォンアプリの現状調査
○八木 朋美 1, 駒林 幸太郎 1, 鈴木 裕之 1, 薄井 健介 1,2, 
岸川 幸生 1, 渡邊 善照 1,2, 中村 仁 1（1東北医薬大薬 , 
2東北医薬大病院薬）

25PB-pm180S	性差に着目した有害事象の重篤化を起こす可能性の
ある内用医薬品の探索
○大坪 愛実 1, 野口 義紘 1, 勝野 隼人 1, 上野 杏莉 1, 杉
田 郁人 1, 林 勇汰 1, 吉田 阿希 1, 江﨑 宏樹 1, 齊藤 康
介 1, 舘 知也 1, 寺町 ひとみ 1（1岐阜薬大）

25PB-pm181	 病院薬剤師による授乳婦に対する情報提供について
○永澤 佑佳 1, 鈴木 敬雄 2, 小山田 光孝 2（1国立病院
機構福島病院薬剤科 , 2国立病院機構仙台医療セン
ター薬剤部）

25PB-pm182	 日中韓の添付文書における分子標的抗腫瘍薬の薬物
動態・有効性・副作用情報の比較
○斎藤 嘉朗 1, 佐井 君江 1, 今任 拓也 1, 頭金 正博 2

（1国立衛研 , 2名古屋市大・薬）
25PB-pm183	 救命救急センターにおける持続注射薬使用状況に基

づく配合変化早見表の検討
○近藤 匡慶 1, 長野 槙彦 1, 田上 隆 2, 菅谷 量俊 1, 津田 
充穂 1, 田杭 直哉 1, 久野 将宗 2, 畝本 恭子 2, 髙瀬 久光 1

（1日本医科大学多摩永山病院薬剤部 , 2日本医科大学
多摩永山病院救命救急センター）

25PB-pm184S	インターネットオークションにおける無承認無許可
医薬品の取引実態
○藤井 萌未 1, 今岡 鮎子 1, 秋好 健志 1, 大谷 壽一 1

（1慶應大薬）
25PB-pm185	 経口抗がん薬副作用の自己組織化マップ（SOM）を

用いたビジュアル化と網羅的解析
小林 大介 1, ○宇山 佳奈 1, 濵本 知之 1, 増田 豊 1, 川上 
準子 2, 佐藤 憲一 2（1昭和薬大　臨床薬学教育研究セ
ンター , 2東北医薬大　医薬情報科学）

25PB-pm186	 薬物性QT延長症候群に関連する有害事象報告数の
抗ヒスタミン薬世代間の違い		－薬物の心臓電気薬理
学的作用からの検討
○永澤 悦伸 1, 小林 加寿子 1,2, 相本 恵美 1, 高原 章 1

（1東邦大薬 , 2東邦大大橋病院薬）
25PB-pm187	 NDBオープンデータを用いた総合感冒剤及び抗不整

脈剤の小児に対する使用実態の解析
○齋藤 充生 1,2, 林 譲 1, 矢島 毅彦 1, 松澤 杏美 3, 寺田 
夏菜子 3, 湯田 康勝 3, 大室 弘美 3（1へヴィ研 , 2日本
医薬情報センター , 3武蔵野大薬）

25PB-pm188	 薬剤師の情報提供と患者のニーズに関する比較調査
○宮田 滉平 1, 黒澤 光 1, 志村 侑里江 1, 鈴木 榛華 1, 古
川 綾 2, 山本 健 1, 土肥 弘久 1, 山本 美智子 1（1昭和薬
大 , 2多摩大）

25PB-pm189	 RCT論文中の安全性情報をもとにした漢方製剤の副
作用分析
○萩原 ユカ 1, 新井 一郎 1, 元雄 良治 2（1日本薬大 , 
2金沢医大）

25PB-pm190	 肺癌におけるレジメンとDPCに基づく収支の関連性
の検討
○吉田 直樹 1, 田杭 直哉 1, 吉田 真人 1, 長谷川 茉莉子 1, 
近藤 匡慶 1, 髙瀬 久光 1（1日本医科大学多摩永山病院
薬剤部）

25PB-pm191	 保険薬局から寄せられた静注用脂肪乳剤に関する問
合せ内容の分析
○星 泉 1, 堀越 由里 1, 津田 朋枝 1, 竹林 佑花 1, 佐々木 
美由紀 1, 吉岡 小都子 1, 松田 直子 1, 岡崎 哲也 1, 福田 
まゆみ 1, 河野 裕則 1, 岩原 良晴 1（1株式会社大塚製
薬工場　信頼性保証本部　輸液 DI センター）

25PB-pm192	 トレーシングレポートの運用における課題について
○牧野 洸太朗 1, 浦松 敬宏 1, 四方 敬介 1（1京都府立
医科大学附属病院薬剤部）

25PB-pm193S	一般向け消炎鎮痛貼付製剤の俯瞰的特性評価
○神志那 萌子 1, 鈴木 啓一郎 1, 合葉 哲也 2（1岡山大
学薬学部 , 2岡山大院医歯薬）

25PB-pm194S	ビタミン剤の配合成分量に基づく類似性解析
○鈴木 啓一郎 1, 神志那 萌子 1, 合葉 哲也 2（1岡山大
学薬学部 , 2岡山大院医歯薬）

TDM・投与設計
25PB-pm195	 当院バンコマイシン使用患者における抗菌薬TDM

ガイドライン新旧の比較
○古川 涼香 1,2, 伊藤 孝史 1,2, 前田 和彦 1,2, 岡本 知子 1, 
安武 美紀 2,3, 餘家 浩樹 2,3, 新田 由美子 2,4, 桒原 隆一 2,5

（1JR 広島病院薬 , 2JR 広島病院 ICT, 3JR 広島病院呼
吸器 , 4JR 広島病院看 , 5JR 広島病院検査）

25PB-pm196	 後方向視的解析に基づくバンコマイシン初回投与ノ
モグラムの検討
○住吉 霞美 1, 山本 和宏 1, 田中 雄大 1, 久木田 礼子 1, 
阪上 倫行 1,2, 木村 丈司 1,2, 西岡 達也 1, 久米 学 1, 槇本 
博雄 1, 矢野 育子 1, 平井 みどり 1（1神戸大病院薬 , 
2神戸大病院・感染制御部）

25PB-pm197	 小児における腎機能を考慮したバンコマイシン血中
濃度の予測精度の評価
○森下 啓 1, 野田 あおい 1, 高崎 新也 1, 田中 雅樹 1, 佐
藤 紀宏 1, 菊池 正史 1, 木皿 重樹 1, 山口 浩明 1, 眞野 
成康 1（1東北大病院薬）

25PB-pm198S	HPLCによる簡便な血漿中リネゾリド濃度測定系の
確立
○下田 遥香 1, 片桐 七海 1, 眞栄城 安貴 1, 曽田 翠 1, 小
倉 真治 2, 伊藤 善規 2, 北市 清幸 1（1岐阜薬大 , 2岐阜
大医）

25PB-pm199	 リネゾリドおよびその代謝物の血中濃度測定法に関
する検討
○角野 円香 1, 花屋 賢悟 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 庄
司 満 1, 須貝 威 1, 木津 純子 1（1慶應大薬）

25PB-pm200	 TDMへの応用を目指したHPLCによる血漿中ア
ファチニブ濃度測定法の確立
○等 浩太郎 1, 斉藤 佑治 1, 加藤 美紀 1, 灘井 雅行 1

（1名城大薬）
25PB-pm201S	LC-MS/MS を用いた血漿中におけるカルシウム拮抗

薬濃度測定系の確立
○左髙 侑奈 1, 宮原 有里 1, 曽田 翠 1, 堀 晃代 2, 水井 
貴詞 2, 後藤 千寿 2, 北市 清幸 1（1岐阜薬大 , 2岐阜市
民病院薬）

25PB-pm202S	薬物血中濃度解析に基づく重症頭蓋内圧亢進状態に
対するバルビツレート療法の有効性検証
○山川 祐可子 1,2, 篠原 喬 1, 薮内 希実 1, 藤本 友季 1, 
飯田 優美 1, 折戸 公彦 3, 竹内 靖治 3, 尾田 一貴 1,2, 城
野 博文 1,2, 森岡 基浩 3, 齋藤 秀之 1,2（1熊本本大院薬 , 
2熊本大病院薬 , 3久留米大病院）

25PB-pm203	 胎児頻拍性不整脈における母体へのジゴキシン投与
の一例
○平野 祥子 1, 石上 仁美 1, 猪岡 真己 1, 河野 一実 1, 鈴
木 穂奈美 1, 万塩 裕之 1, 勝見 章男 1（1安生更生病院薬）

25PB-pm204	 アミカシンのNBD-F蛍光誘導体化法を用いたHPLC
測定法の最適化ならびに	ラットにおける薬物動態の
検討
○飛田 悠里加 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）



– 180 –

医
療
系
薬
学

25PB-pm205	 エタンブトールのNBD-F 蛍光誘導体化法を用いた
HPLC測定法の最適化ならびにラットにおける薬物
動態の検討
○吉村 拓音 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）
25PB-pm206	 抗ダビガトランモノクローナル抗体を用いたダビガ

トランELISAにおける発色基質の比較
○尾形 真帆 1, 大磯 茂 1,2, 森永 紀 3, 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 , 3第一薬科大）

25PB-pm207	 ELISAによる血清中レボフロキサシン濃度測定条件
の検討
○下宮園 彩 1, 大磯 茂 1,2, 吉村 美沙希 1, 森永 紀 3, 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 , 3第一薬科大）

25PB-pm208	 オンライン血液透析濾過時におけるセファゾリン最
適投与法の検討
○土生 章太郎 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 安野 伸浩 2, 
木津 純子 1（1慶應大薬 , 2関越病院薬）

25PB-pm209	 HPLCによる血中エルトロンボパグ濃度の測定（第
2報）
○柳町 直哉 1,2, 小原 直 3, 坂田 麻実子 3, 長谷川 雄一 3, 
千葉 滋 3, 土岐 浩介 1,2, 本間 真人 1,2（1筑波大病院薬 , 
2筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床薬剤学 , 
3筑波大学大学院人間総合科学研究科血液内科学）

25PB-pm210S	LC-MS/MS によるリバビリン１リン酸化体と３リン
酸化体の分割定量
○井上 愛季子 1, 水沼 知彦 1, 田中 庸一 1, 渋谷 清 1, 久
保田 理恵 1, 尾鳥 勝也 1（1北里大薬）

25PB-pm211	 タンパク結合阻害を利用した効果的な血液透析法の
構築
○瀬戸口 奈央 1, 髙村 徳人 1, 緒方 賢次 1, 徳永 仁 1, 園
田 徹 1, 小川 修 2（1九州保福大 , 2おがわクリニック）

25PB-pm212	 ヒト血漿中ラモトリギンおよび主要代謝物の同時モ
ニタリング
○藤吉 正哉 1, 鈴木 貴明 2, 石井 伊都子 1,2（1千葉大院
薬 , 2千葉大病院薬）

25PB-pm213	 同種造血幹細胞移植患者における抗ヒト胸腺細胞ウ
サギ免疫グロブリン製剤の血中濃度と急性GVHD発
症との関係解析
○水﨑 友理佳 1, 松元 加奈 1, 海田 勝仁 2, 西尾 澪子 1, 
高岡 葵 1, 我山 紗也 1, 東 彩華 1, 木村 文香 1, 山下 真
央 1, 中西 由加里 1, 小川 啓恭 2, 森田 邦彦 1（1同志社
女大薬 , 2兵庫医科大学病院）

25PB-pm214S	てんかん治療をガイドラインに基づいて実践支援す
る病院・薬局TDMツールの構築
○鈴鹿 真子 1, 猪川 和朗 1, 右川 博明 1, 嶋野 仁 1,2, 森
川 則文 1（1広島大学薬学部臨床薬物治療学 , 2ライオ
ン薬局）

25PB-pm215S	donepezil 薬物動態と遺伝子多型との関連性
○榊原 綾海 1, 山本 吉章 2, 小尾 智一 2, 前田 利男 1, 谷
澤 康玄 1, 賀川 義之 1（1静岡県大薬 , 2静岡てんかん・
神経医療センター）

25PB-pm216	 液体クロマトグラフィー質量分析における両イオン
交換型マルチモードODSカラムの有用性
○長谷川 栞 1, 笹岡 沙也加 1, 松井 利亘 1, 羽根 由基 1, 
元岡 佑美 1, 畠平 春奈 1, 長沼 美紗 1, 福田 昌穂 1, 加納 
宏行 2, 加藤 善一郎 3, 清島 真理子 2, 中村 光浩 1（1岐
阜薬大 , 2岐阜大医学系研究科皮膚病態学 , 3岐阜大医
学系研究科小児病態学）

治験
25PB-pm217	 国際共同治験データを用いた糖尿病治療薬の有効性

に関するアジア諸国間の民族差解析
○佐井 君江 1, 吉田 顕臣 2, 今任 拓也 1, 竹内 正弘 2, 成
川 衛 2, 渡邉 裕司 3, 宇山 佳明 4, 斎藤 嘉朗 1（1国立衛
研, 2北里大薬, 3浜松医大, 4医薬品医療機器総合機構）

25PB-pm218	 治験の正しい理解と推進のための治験啓発活動方法
の検討	～治験被験者経験者に対する治験イメージ調
査～
○平田 千裕 1, 是佐 由香 1, 小沢 淳 1, 千代田 健志 2, 古
澤 康秀 1, 市川 智恵 1, 門田 佳子 1（1明治薬大 , 2墨田
病院）

リスクマネージメント
25PB-pm219	 併用薬剤によるプラスチック製医療機器破損リスク

評価法の開発
○配島 由二 1, 迫田 秀行 1, 戸井田 瞳 1, 相澤 雅美 1, 中
岡 竜介 1, 宮島 敦子 1（1国立衛研）

25PB-pm220	 錠剤の色彩分布と服薬許容調査結果のギャップに見
る薬剤色彩多様性の考察
○石崎 真紀子 1, 大井 春菜 1, 高橋 飛翔 1, 前田 初男 1

（1兵庫医療大薬）
25PB-pm221	 点眼薬に類似した容器の事故防止対策と容器類似性

について
○坂東 貴司 1, 楠瀬 日刀美 1, 溝田 佳奈子 1, 北川 真衣 1, 
上村 昂平 1, 樋口 大貴 1, 土屋 浩一郎 2, 庄野 文章 1

（1徳島文理大学薬学部医療薬学講座 , 2徳島大学大学
院医歯薬学研究部医薬品機能生化学分野）

25PB-pm222	 院外外来処方箋発行に伴う調剤過誤の調査（第 2報）
○添田 真司 1, 内藤 久志 1, 尾﨑 昌大 1, 三村 一平 1, 渡
邊 昌之 1（1東海大八王子病院薬）

25PB-pm223	 重大な転倒事故発生状況の解析―医療事故情報を用
いたテキストマイニング―
○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）

25PB-pm224	 P-mSHELLモデルを用いた調剤インシデントの分析
○大澤 香苗 1, 田坂 祐一 2, 藤本 恵利加 1, 田坂 友紀 1, 
越智 理香 1, 井門 敬子 1, 田中 守 1, 田中 亮裕 1, 荒木 
博陽 1（1愛媛大病院薬 , 2愛媛大病院医療安全）

25PB-pm225	 数理モデルを用いた類似医薬品名の網羅的リストの
作成とその評価
○江藤 壮志 1, 巣山 郁子 1, 土屋 純一 1, 高橋 信 1, 山田 
雄一郎 2, 畑田 英彦 2, 村﨑 理史 2, 越田 晃 1（1東京都
保健医療公社　多摩北部医療センター　薬剤科 , 2東
京都保健医療公社　多摩北部医療センター　循環器
内科）

25PB-pm226	 医薬品副作用データベースを用いた眼部有害事象の
調査解析
有山 智博 1, ○田中 博之 1, 石井 敏浩 1（1東邦大薬）

25PB-pm227	 プレドニンゾロン使用時のB型肝炎再活性化の対策
の実施状況
○冨田 真理 1, 谷本 祐子 2, 上田 佳澄 2, 辻井 佳代 2, 土
生 康司 1, 杉山 正敏 1, 大﨑 往夫 3, 小林 政彦 2（1神戸
薬大 , 2大阪赤十字病院薬 , 3大阪赤十字病院消化器内
科）

25PB-pm228	 入院抗がん剤における閉鎖式薬物移送システム導入
に向けた取り組みと評価
○沖野 真季 1, 河添 仁 1, 泉 智基 1, 矢野 安樹子 1, 白石 
沙弥 1, 芳野 知栄 1, 田坂 友紀 1, 田中 守 1, 田中 亮裕 1, 
荒木 博陽 1（1愛媛大学医学部附属病院薬剤部）

ジェネリック
25PB-pm229	 小児におけるドライシロップの服用実態に関するア

ンケート
○伊藤 理恵 1, 柴山 咲紀 1, 藤原 沙絵 1, 岡村 善裕 1

（1共和薬品工業株式会社）
25PB-pm230	 小児におけるドライシロップの処方・調剤実態アン

ケート
○藤原 沙絵 1, 伊藤 理恵 1, 柴山 咲紀 1, 岡村 善裕 1, 米
子 真記 2, 小嶋 純 2,3（1共和薬品工業株式会社 , 2一般
社団法人　医療健康資源開発研究所 , 3日本大学医学
部脳神経外科）
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25PB-pm231	 ドセタキセル点滴静注の後発医薬品における安全性
評価 - 製剤の違いによる有害事象発現への影響 -
○田川 菜緒 1,2, 田島 正教 1, 杉山 恵理花 1, 奥山 裕美 4, 
中村 清吾 4, 佐々木 康綱 3, 佐々木 忠徳 1,2, 佐藤 均 1

（1昭和大薬 , 2昭和大病薬 , 3昭和大医 腫内 , 4昭和大
病 ブレスト）

25PB-pm232	 タケプロンOD錠とその後発医薬品の簡易懸濁法へ
の適応に関する研究
宮澤 るみ 1, ○木下 雅子 1, 田中 博之 1, 渡辺 朋子 1, 藤
枝 正輝 1, 有山 智博 1, 石井 敏浩 1（1東邦大薬）

25PB-pm233	 フェンタニル注射液の後発医薬品（ジェネリック医
薬品）への切り替えに関する意識調査
○辻 繁子 1, 谷 久美子 1, 久保 裕香里 1, 磯部 芳江 1, 田
中 裕章 1, 加地 雅人 1, 朝倉 正登 1, 樋口 和子 1, 小坂 
信二 1, 芳地 一 1（1香川大病院薬）

25PB-pm234S	後発医薬品普及率に及ぼす影響の探索
○福井 匠 1, 柴田 佳太 1, 倉田 なおみ 1（1昭和大薬）

25PB-pm235	 ベタメタゾン含有点眼薬の製剤学的特性に関する先
発医薬品と後発医薬品の比較検討
○村上 雅裕 1, 太田 千裕 1, 安田 恵 1, 天野 学 1（1兵庫
医療大薬）

25PB-pm236	 タゾバクタム /ピペラシリン製剤先発品と後発品間
の溶解性の比較検討
○横山 里穂 1, 松元 加奈 1, 三木 芳晃 2, 塚本 啓介 2, 室
岡 夏泉 1, 草野 早紀 1, 園山 莉加 1, 寺本 明日美 1, 川合 
麻貴 1, 溝渕 真耶子 1, 岡田 朋子 1, 羽石 真美 1, 菅野 勇
一郎 2, 森田 邦彦 1（1同志社女大薬 , 2大阪府済生会中
津病院 薬剤部）

その他③
25PB-pm237	 結腸直腸癌患者に対する腸管切除術における周術期

栄養管理の現状と課題
○米井 太志1, 熊澤 里美1, 太田 真紀子1, 大西 真理子1, 
荒川 悠樹 1, 松田 日出三 1, 上田 真紀子 1, 蟹江 孝樹 1, 
今井 一輝 1, 福山 隼平 1, 林 高弘 1, 山田 成樹 1（1藤田
保健衛生大病院薬）

25PB-pm238	 薬剤師への栄養教育に対する有効性
○荒川 悠樹 1, 平岡 佳子 1, 林 高弘 1, 大西 真理子 1, 太
田 真紀子 1, 松田 日出三 1, 上田 真紀子 1, 蟹江 孝樹 1, 
今井 一輝 1, 米井 太志 1, 山田 成樹 1（1藤田保健衛生
大病院薬）

25PB-pm239	 ラタノプロスト含有点眼剤の先発医薬品および各種
後発医薬品における製剤学的特性
○柳井 理沙 1, 樋本 慶 2, 和田 侑子 1, 下川 健一 1, 石井 
文由 1（1明治薬科大学 , 2株式会社葵調剤）

25PB-pm240	 医療用医薬品とＯＴＣ医薬品における製剤比較研究
Ⅳ	- ジクロフェナクナトリウム含有テープ剤 -
○元日田 阿子 1, 和田 侑子 1, 下川 健一 1, 石井 文由 1

（1明治薬大）
25PB-pm241	 アスコルビン酸水溶液の安定化に及ぼす各種添加剤

の影響
○緑川 雄介 1, 和田 侑子 1, 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）

25PB-pm242	 特殊電解還元水に関する研究（11）　特殊電解還元水
の洗浄力評価
○久我 俊彦 1, 岡島 眞裕 2, 和田 侑子 1, 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エー・アイ・システムプロダクト）

25PB-pm243	 葛根湯と一般用かぜ薬の証に基づく効果の比較
○弥吉 優希 1, 冲田 光良 2, 大原 厚佑 3, 根岸 彰生 1, 秋
元 勇人 1, 井上 直子 1, 沼尻 幸彦 1, 大嶋 繁 1, 大野 泰
規 4, 大島 新司 1, 小林 大介 1（1城西大薬 , 2城西大学
薬局 , 3城西国際大薬 , 4ヴェルペンファルマ）

25PB-pm244	 薬物治療アドバイザーとしての薬剤師の役割に対す
る患者と薬剤師の認識の違い：社会科学的理論に基
づく解析
○大島 新司 1, 妹尾 和彦 2, 根岸 彰生 1, 秋元 勇人 1, 大
原 厚祐 3, 井上 直子 1, 大嶋 繁 1, 久津間 信明 4, 從二 
和彦 1, 小林 大介 1（1城西大薬 , 2フォーナイン・ファー
マシーズ（株）, 3城西国際大薬 , 4あさひ調剤）

25PB-pm245	 D- セリン投与後の脳内及び血漿中D- セリン濃度の変
動解析 :	ラット脳マイクロダイアリシスを用いた検討
○小野里 磨優 1, 中澤 宏実 1, 石丸 勝之 1, 永嶋 千紘 1, 
福本 実理 1, 秤屋 瞳 1, 一場 秀章 1, 福島 健 1（1東邦大
薬）

25PB-pm246	 LC-MS/MS による EPA製剤経口投与ラットの血中
遊離不飽和脂肪酸濃度の解析
○川崎 将人 1, 田中 陽菜 1, 坂本 達弥 1, 小野里 磨優 1, 
一場 秀章 1, 福島 健 1（1東邦大薬）

25PB-pm247	 トリアゾール型固定相を用いたLC-MS/MSによる
ラット血漿中キヌレン酸の分離分析とその応用
○田代 明日香 1, 遠藤 茂士 1, 坂本 達弥 2, 植草 綾乃 1, 
泉 真央 1, 小野里 磨優 1, 飯塚 英昭 1, 一場 秀章 1,2, 福
島 健 1,2（1東邦大薬 , 2東邦大院薬）

25PB-pm248	 ARMS患者、健常人血清中L-Trp 及びその代謝物の
濃度比較解析
○小山田 紘子 1, 内藤 瑛子 1, 高橋 周平 1, 鈴木 祥 1, 福
本 実理 1, 小野里 磨優 1, 一場 秀章 1, 福島 健 1, 辻野 
尚久 2, 船渡川 智之 2, 田形 弘実 2, 根本 隆洋 2, 水野 雅
文 2（1東邦大薬 , 2東邦大医）

25PB-pm249	 High-Sensitive	Allergy	Test	(HiSAT)	に用いる遊走
細胞の走化性に関与する因子の検討
○安高 勇気 1,2, 芝口 浩智 2,3, 緒方 憲太郎 1,2, 神村 英
利 1,2（1福岡大薬 , 2福岡大病院薬 , 3福岡大医）

25PB-pm250	 乳酸菌 Lactobacillus	casei 抽出物のヒト薬物代謝関
連遺伝子の発現におよぼす効果
○渋谷 美瑠 1, 武藤 里志 1（1東邦大薬）

25PB-pm251	 LC/ESI-MS/MS を用いた薬毒物中毒原因物質迅速ス
クリーニングの有用性
○田中 雅樹 1, 前川 正充 1, 小梶 哲雄 2, 菊地 正史 1, 髙
﨑 新也 1, 池端 泰奈 1, 矢内 一成 1, 鈴木 博也 1, 赤坂 
和俊 1, 木皿 重樹 1, 野村 亮介 3, 久志本 成樹 3, 山口 浩
明 1, 眞野 成康 1（1東北大病院薬 , 2エービー・サイエッ
クス , 3東北大病院救急セ）

25PB-pm252	 透析患者のQOLが介護者のQOLに及ぼす影響
○長澤 宏之 1,2, 舘 知也 1, 杉田 郁人 1, 林 勇太 1, 吉田 
阿希 1, 上野 杏莉 1, 大坪 愛実 1, 勝野 隼人 1, 野口 義紘 1, 
小林 由喜夫 3, 一川 悦子 4, 寺町 ひとみ 1（1岐阜薬大 , 
2セコメディック病院薬 , 3千葉中央メディカルセン
ター薬 , 4セコム医療システム）

25PB-pm253	 乾燥ろ紙を用いた母乳中の抗アレルギー薬
cetirizine・levocetirizine 測定系確立
○齊藤 順平 1, 八鍬 奈穂 2, 鈴木 朋 3, 中島 研 1,2, 村島 
温子 2,3, 左合 治彦 3, 石川 洋一 1,2（1国立成育医療研究
センター　薬剤部 , 2同　妊娠と薬情報センター , 3同　
周産期・母性診療センター）

25PB-pm254	 バイオ医薬品の免疫原性評価に用いられる抗薬物抗
体分析に関する技術的要件
○西村 和子 1, 秦 信子 2, 若林 弘樹 3, 橋本 勉 3, 森 民
樹 3, 中村 隆広 4, 野村 達希 4, 齊藤 哲 5, 箕浦 恭子 5, 青
山 宗夫 6, 細木 淳 7, 相馬 雅子 8, 角辻 賢太 9, 西宮 一
尋 10, 柴田 寛子 1, 斎藤 嘉朗 1, 香取 典子 1, 坂本 典久 11, 
石井 明子 1（1国立衛研 , 2Ig-M, 3LSI メディエンス , 
4新日本科学 , 5アステラス , 6エーザイ , 7協和発酵キ
リン , 8第一三共 , 9大日本住友製薬 , 10中外製薬 , 
11医薬品医療機器総合機構）

25PB-pm255	 ステロイド外用剤の服薬指導に関する薬剤師の意識
調査
望月 彩加 1, ○今田 啓介 1, 加村 潤 2, 佐藤 弘人 1, 高橋 
浩司 1, 安藤 堅 1, 福岡 勝志 2, 稲葉 二朗 1（1東京薬大薬 , 
2日本調剤（株））
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25PB-pm256	 アルゴリズムによる来局者症候に対応したOTC医薬
品選択のためのコンピュータシステム「問診ナビ®」
の開発に関する検討
○藤原 邦彦 1, 長澤 円佳 1, 福田 哲夫 2, 加藤 隆 2（1日
本薬大 , 2メトロネット株式会社）

25PB-pm257	 複数抗がん薬の測定方法とトレシーの抗がん薬保持
性能に関する検討
○千田 純子 1, 髙見 陽一郎 1, 新城 唯 1, 星島 祐美子 1, 
吉田 昭昌 2, 田頭 尚士 2, 佐藤 祐里 1, 柴田 飛鳥 1, 永井 
恵 1, 佐下橋 伸寧 3, 木内 司 2, 江川 孝 1, 島田 憲一 1

（1就実大学薬学部 , 2国立病院機構岡山医療センター , 
3東レ・メディカル株式会社）

25PB-pm258	 薬学生によるセルフメディケーション発信の有用性
－健康意識向上に対する地域医療支援－
○井沼 道子 1, 相馬 理佐 1, 邉見 華菜恵 1, 佐々木 智江 1, 
澤田 陽生 1, 中村 祐介 1, 村井 収平 1, 村上 浩一 1, 本木 
雅大 1, 竹林 優佳 1, 小笠原 大樹 1, 大越 絵実加 1, 佐藤 
芳久 1, 三浦 裕也 1, 上田 條二 1（1青森大薬）

25PB-pm259	 医薬品による色素沈着に関する比較検討
○志村 紀子 1, 蜷川 歩美 1, 木幡 裕里 1（1奥羽大薬）

25PB-pm260	 ヒト肝癌細胞株におけるメトトレキサートの耐性機
構に対するコーヒーの影響
○小安 実希 1, 武藤 里志 1（1東邦大薬）

25PB-pm261	 病院情報システムデータを二次利用した整腸剤使用
実態調査
○松本 健吾 1,2, 山口 崇臣 1,3, 塚本 名奈子 1,2, 田中 三晶 1,2, 
本田 芳久 1,3（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）

25PB-pm262	 認知症予備軍の早期発見事業	～千葉県内の薬局にお
ける事業継続の調査～
○小嶋 文良 1, 飯嶋 久志 2（1東北医薬大臨床薬剤学
実習セ , 2千葉県薬剤師会薬事情報セ）

25PB-pm263	 医療麻薬への誤解解消のための患者教育に関する検
討（第１報）
○武井 佐和子 1, 上利 伊和里 2, 勝山 壮 1, 倉本 敬二 1, 
井上 みち子 1（1東京薬大薬 , 2みよの台薬局）

25PB-pm264S	熊本地震における大分県の薬剤師とモバイルファー
マシーの貢献に対する質的解析
○永田 実沙 1, 岩田 加奈 1, 安原 智久 1, 曽根 知道 1

（1摂南大薬）
25PB-pm265	 薬物アレルギーの簡便で精度の高い in	vitro 検査法

の開発とその臨床応用
○齊藤 彩花 1, 三津山 信治 2, 樋口 哲也 2, 穂苅 郷美 3, 
井澤 香 3, 真坂 亙 3, 武藤 里志 1（1東邦大薬 , 2東邦大
医療セ・佐倉病院・皮膚科 , 3東邦大医療セ・佐倉病院・
薬剤部）

25PB-pm266	 サプリメントの適正使用に関する研究：コラーゲン
含有製品
○宮地 佑佳 1, 榊原 早織 1, 仲山 千佳 1, 大嶋 耐之 1

（1金城学院大薬）
25PB-pm267	 日本における大腸がん術後補助化学療法のレジメン

別医療経済評価
○髙田 昂輔 1, 藤田 健一 2, 滝 伊織 1, 亀井 大輔 1, 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昭和大学医）

25PB-pm268	 ロキソプロフェンナトリウム錠のOTC医薬品におけ
る製品間の品質の比較検討
○久保 儀忠 1, 條野 晃平 1, 田中 梓 1, 柴山 良彦 1, 平野 
剛 1, 八木 直美 1（1北医療大薬）

25PB-pm269	 糖尿病の治療モチベーションを維持する要因を探る
○菅原 直人 1,2, 大野 尚仁 2, 樋口 奈緒子 3, 町田 充 1, 
生井 一之 4（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看 , 4さいたま赤十字病院糖内
科）

25PB-pm270	 各職種の診療録調査によるがん専門薬剤師外来の有
用性の検討
○高瀬 友美 1,2, 松尾 宏一 1,2, 宮崎 元康 1, 中島 章雄 1,2, 
今給黎 修 1,2（1福岡大筑紫病院薬 , 2福岡大薬）

25PB-pm271	【演題取り下げ】
25PB-pm272	 平成 28 年度診療報酬改定に伴う湿布薬処方への影響

○田中 有紀 1, 竹澤 崇 1, 神田 博仁 1, 大森 栄 1（1信州
大病院薬）

3月 26日（日）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

調剤・処方監査・オーダリング
26PB-am179S	MRI を用いた自転公転コンディショニングミキサー

の混合評価
○齋藤 勇太 1, 町田 昌明 1, 鮒谷 千明 1, 湧井 宣行 1, 髙
山 幸三 1, 大貫 義則 2, 渡邉 一則 1（1星薬大 , 2富山大
院薬）

26PB-am180	 検査値の記載された処方せんに関する薬剤師の意識
調査
○永田 隆之 1,2, 飯塚 康人 1,6, 赤津 雅美 1,5, 溝井 武尊 1,4, 
藤田 雄一 1,3, 鈴木 隆広 1,8, 村井 華代 1,7, 吉川 真一 1,2, 
渡邉 義久 1,6（1いわき市薬薬学連携協議会 , 2いわき
明星大薬, 3植田薬局, 4アイランド薬局, 5アイル薬局, 
6福島労災病院薬 , 7新田目病院薬 , 8かしま病院薬）

26PB-am181	 精神科療養病院入院患者における体表面積未補正
eGFRに基づいた処方介入
○米澤 健 1,2, 堤 順子 1, 小林 啓子 1, 猪狩 恭子 1, 飛永 
たまみ 1（1杠葉病院薬剤部 , 2長崎大学院医歯薬）

輸液・経腸栄養管理
26PB-am182	 深紫外線 LEDの輸液セットに対する殺菌効果

○面谷 幸子 1, 谷 佳津治 2, 長井 克仁 1, 初田 泰敏 1, 向
井 淳治 1, 名徳 倫明 1（1大阪大谷大薬 実践医療薬学
講座 , 2大阪大谷大薬 衛生・微生物学講座）

26PB-am183	 エルネオパ 2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
○佐藤 英治 1, 前田 翔太 1, 藤村 よしの 1, 木平 孝高 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（株）ファーマシィ）

薬品管理
26PB-am184	 注射用抗がん剤の使用実態調査と大容量規格の検討

○東條 真大 1, 渡辺 享平 2, 後藤 伸之 1, 佐々木 忠徳 3, 
原田 幸子 4, 松浦 克彦 5, 山川 雅之 6, 濱 宏仁 6, 大津 
史子 1, 田辺 公一 1（1名城大薬 , 2福井大病院薬 , 3昭
和大薬 , 4北大病院薬 , 5愛知医科大病院薬 , 6公立甲
賀病院薬 , 7神戸市医療セ西市民病院薬）

26PB-am185	 インスリングラルギン製剤中のインスリングラルギ
ンの安定性における温度の影響の検討
松田 真歩 1, 三浦 麻衣 1, ○興村 桂子 1（1北陸大薬）

26PB-am186	 分割使用医薬品の使用における Infection	Control	
Teamの介入
○丹羽 英二 1,2, 成田 知里 1,2, 田中 嘉一 1, 赤間 陽太 2, 
岩船 久子 2, 黒田 文伸 2, 濱田 潤 1（1千葉県済生会習
志野病院薬 , 2千葉県済生会習志野病院 ICT）

薬剤管理指導（病棟服薬指導）
26PB-am187	 当院集中治療室における病棟薬剤業務実施加算 2の

算定への取り組み
○小原 健人 1, 高橋 千紘 1, 湯浅 貴裕 1, 矢野 忠 1, 市川 
訓 1（1東海大病院薬）
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26PB-am188	 服薬アドヒアランスに関する実態調査
○篠原 ひろみ 1, 大道 恒輝 1, 百 賢二 1, 髙木 彰子 1, 細
川 幸二 2, 中村 均 1, 濃沼 政美 1（1帝京平成大薬 , 2あ
さひの丘病院薬）

26PB-am189	 薬物療法に関する糖尿病教室の意義と治療効果に与
える影響
○原田 紗希 1, 西田 承平 1, 小林 亮 1, 鈴木 昭夫 1, 伊藤 
善規 1（1岐阜大病院薬）

26PB-am190	 認知症治療薬間での副作用発現時期の検討
○濱田 武 1, 畑 武生 1, 鈴木 薫 1, 西原 雅美 1, 勝間田 
敬弘 1（1大阪医大病院薬）

26PB-am191	 ケアユニットにおける病棟薬剤業務　-ICUでの薬学
的介入事例分析とその評価 -
○柳澤 成佳 1, 岡﨑 萌水 1, 上田 倫子 1, 岩瀬 瑠美 1, 岡
本 茉奈実 1, 細木 加寿子 1, 小松 仁美 1, 橋田 和佳 1, 前
田 志津 1, 野村 政孝 1, 白石 久 1, 森田 靖代 1, 横田 淳
子 1, 宮村 充彦 1（1高知大病院薬）

薬剤管理指導（外来服薬指導）
26PB-am192	 薬局での認知症の早期発見のための方法論

○中村 芙美 1, 羽田 好範 1, 上田 真弓 1, 中平 真理子 1, 
中原 保裕2（1ベル薬局グループ, 2ファーマシューティ
カルケア研究所）

26PB-am193	 薬局で行う多剤処方の副作用管理～副作用発現重複
評価ツールの活用～
○涌井 愛子 1, 大向 香織 1, 上野 雄大 1, 宮田 昌英 1, 中
坪 みなみ 2, 佐藤 憲一 2（1クオール , 2東北医薬大）

26PB-am194	 保険薬局来局患者の服薬アドヒアランスと生活習慣
の関連性の検証
○関谷 茜 1, 菊池 千草 1, 三好 真琴 1, 長谷川 和彦 2, 鍋
谷 伸子 3, 重森 裕之 4, 田中 美葉子 5, 鈴木 匡 1（1名市
大院薬 , 2コスモス調剤薬局 , 3はるか薬局 , 4フロン
ティア薬局 , 5スズケン）

26PB-am195	 がん患者に対する薬剤師外来の取り組み
○川瀬 洋次 1, 浅野 寿規 1, 杉野 善彦 1, 伊藤 弘美 1, 竹
田 優作 1, 桜田 宏明 1, 山村 益己 1（1一宮市立市民病
院薬）

26PB-am196	 気管支喘息患者に対する ask-12 を用いたアドヒアラ
ンス評価と喘息の病識理解度との関連についての検討
○河合 香奈 1, 長谷川 栞 1, 伊藤 光 2, 平松 哲夫 2, 矢野 
玲子 1, 池田 義明 1（1金城学院大薬 , 2平松内科・呼吸
器内科）

26PB-am197	 直接作用型抗ウイルス薬を用いたＣ型肝炎治療に対
する薬剤師の役割
○越智 理香 1, 高田 裕介 1, 鈴木 麻矢 1, 内舛 健 1, 田坂 
友紀 1, 髙取 真吾 2, 井門 敬子 1, 田中 守 1, 田中 亮裕 1, 
荒木 博陽 1（1愛媛大病院薬 , 2松山大薬）

26PB-am198	 ステロイド吸入の実態調査～患者にあったデバイス
と吸入補助具の提案について～
○髙井 謙 1, 畠山 歩 1, 小笠原 慈夫 2（1やまぶき薬局 , 
2創志白澤会）

26PB-am199	 英語ロールプレイにおけるビジュアル・エイド使用
～患者理解の促進を目指して
○池上 小湖 1, 西村 真澄 1, フォン フーワー 1（1京都
薬大）

26PB-am200	 東洋医学治療における歯車型チーム医療の必要性
○日置 智津子 1, 伊藤 エミ 1, 村重 史子 1, 中井 賀世子 1, 
椎名 昌美 1, 武田 卓 1（1近大東洋医学研）

調剤薬局・在宅医療・地域医療
26PB-am201	 お薬手帳の普及と本来の意義の再確認（徳島県の調

査）
○山口 裕加 1, 小西 壽久 1, 山田 弘明 1, 飯原 なおみ 2

（1スマイル調剤薬局 , 2徳島文理大学香川薬学部）

26PB-am202	 電子お薬手帳で利用される薬剤情報の検討　－患者
が求める情報、薬剤師が求める情報－
○田代 朋子 1, 本田 卓也 1, 折井 孝男 2（1ティ辞書企画 , 
2河北総合病院）

26PB-am203	 薬局薬剤師によるステロイド外用薬の適切な塗布量
に関する指導実態
○渡辺 瑠五 1, 大石 信雄 1, 岩田 紘樹 1,2, 小林 典子 1, 
藤本 和子 1, 山浦 克典 1,2（1慶應大薬 , 2慶應大薬局）

26PB-am204	 小児の粉薬服用状況実態調査
○佐藤 健祐 1, 小笠原 慈夫 2（1れもん薬局 , 2( 有 ) 創
志白澤会）

26PB-am205S	一般用医薬品に焦点を当てた授乳中の母親の服薬状
況調査	：どのような安全性情報が今、必要とされて
いるのか
○生嶋 純子 1, 東郷 りか 1, 平野 健二 2, 廣川 恵子 2, 本
多 由起子 3,4, 伊藤 美子 1,5, 藤井 由希子 1, 小武家 優子 1, 
吉武 毅人 1, 原口 浩一 1（1第一薬大 , 2サンキュード
ラッグ , 3横浜市大 , 4京大院医 , 5ひかり薬局）

26PB-am206	 薬局における認知症患者の早期発見への取り組み　
その１
○星野 佑弥 1, 三谷 陽子 1, 高木 諭志 1, 武政 景太 1, 中
本 淳子 1, 山本 博子 1, 山崎 純世 1, 佐々木 愛 1, 里吉 
良子 1, 髙原 愛 1, 馬島 彬 1, 中原 保裕 2（1三谷調剤薬局 , 
2ファーマシューティカルケア研）

26PB-am207	 糖尿病患者を対象としたインスリン自己注射の使用
性に関するアンケート調査
○田中 里佳 1,2, 村上 雅裕 3, 東 大輔 4, 前田 有輝 1, 内
田 恵実 1, 安田 恵 3, 天野 学 2,3（1阪神調剤薬局 , 2兵
庫医療大院薬 , 3兵庫医療大薬 , 4クオール薬局）

26PB-am208	 継続的な骨密度測定に関する薬剤師の効果的な介入
○中島 正登 1, 大塚 美帆 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）
26PB-am209	 薬局薬剤師を対象とした外来化学療法患者に対する

服薬指導の実践と評価
○吉木 悠子 1, 渡邉 みなみ 1（1クラフト㈱さくら薬
局駿河台店）

26PB-am210	 ホスピス緩和ケア病院在宅医療部門における医療用
麻薬の処方動向調査
○椎崎 正秀 1,2, 平田 久美子 1, 笹原 典子 1,2, 真井 健吾 1,2, 
前間 邦生 1,2, 原口 勝 3（1みどりの杜病院薬剤科 , 2公
立八女総合病院薬剤科 , 3みどりの杜病院ホスピス緩
和ケア科）

26PB-am211	 終末期がん患者の生命予後に対する化学療法実施と
死亡場所・療養場所の関係
○佐藤 大輔 1, 田辺 公一 1, 浜野 淳 2, 馬場 美華 3, 森田 
達也 4, 酒井 隆全 1, 大津 史子 1, 後藤 伸之 1（1名城大薬 , 
2筑波大医学医療 , 3大阪大病院 , 4聖隷三方原病院）

26PB-am212	 薬局における外来化学療法受療患者支援について
○坂本 亜矢子 1, 小橋 紀子 1, 唐澤 淳子 1, 鈴木 順子 2

（1汐田薬局 , 2北里大薬）
26PB-am213S	患者が薬局に求めることと、薬局が患者のために取

り組んでいることの比較調査
○松田 洋祐 1, 柴田 佳太 1, 倉田 なおみ 1（1昭和大薬）

26PB-am214S	長期処方患者に対する薬剤師の積極的介入の効果検証
○岩崎 鉄平 1, 三上 明子 1, 赤沢 学 1（1明治薬大）

26PB-am215S	経口抗凝固薬の使用実態調査から見た過少投与の現状
○神田 早紀 1, 上田 彩 1,2, 土岐 真路 2, 坂上 逸孝 2, 横
山 美恵子 2, 増原 慶壮 2, 赤沢 学 1（1明治薬大 , 2聖マ
リアンナ大病院薬）

26PB-am216S	糖尿病専門医院における患者背景のデータベース構築
○米川 拓渡 1, 沖村 悠希 1, 梶山 里奈 1, 小泉 聖人 1, 仙
石 悠紀子 1, 宮下 紗季 1, 森田 修司 1, 金井 紀仁 1,3, 櫛
山 暁史 2, 山崎 広貴 2, 菊池 貴子 2, 赤沢 学 1（1明治薬
大 , 2朝日生命成人病研究所附属医院 , 3新座病院薬）
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26PB-am217	 糖尿病専門医による 2型糖尿病患者の処方変更の実態
○仙石 悠紀子 1, 米川 拓渡 1, 櫛山 暁史 2, 山崎 広貴 2, 
菊池 貴子 2, 庄野 あい子 1, 金井 紀仁 1,3, 赤沢 学 1

（1明治薬大 , 2朝日生命成人病研究所附属医院 , 3新座
病院薬）

26PB-am218S	在宅医療における薬剤師の役割に関するケアマネ
ジャーの意識調査　～テキストマイニング手法を用
いた客観的解析～
○岡村 美代子 1, 今西 孝至 1, 髙山 明 1, 楠本 正明 1

（1京都薬大）
26PB-am219	 地域医療貢献を目指した介護事業者との取り組み

○五月女 圭佑 1, 櫻井 千晶 1（1モリキ薬局）
26PB-am220	 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 –介護職に対する学生主体による
出前研修の実施と評価　(2)–
○貝田 奈美季 1, 辻井 美輝 1, 前川 弘輝 1, 金子 誠 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 , 2一般社団法人　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）

26PB-am221S	在宅医療への薬剤師の取り組みに関する文献学的調査
○久芳 惠子 1, 富永 宏治 1, 甲斐 麻美子 1, 石橋 誠 1, 二
神 幸次郎 1（1福岡大薬）

26PB-am222	 岐阜薬科大学附属薬局の薬学部教員を対象とした在
宅医療に関する研修の効果
○横山 聡 1,2, 小林 篤史 3, 渡辺 康介 4, 井口 和弘 1,2, 山
下 修司 1,6, 堺 千紘 1,2, 野口 義紘 1,5, 伊野 陽子 1,2, 山脇 
正永 7, 寺町 ひとみ 1,5（1岐阜薬科大学附属薬局 , 2岐
阜薬大実践薬学大講座薬局薬学研究室 , 3ゆう薬局グ
ループ , 4京都府医師会 , 5岐阜薬大実践薬学大講座病
院薬学研究室 , 6岐阜薬大実践薬学大講座実践社会薬
学研究室 , 7京都府立医科大学）

26PB-am223	 岐阜市における「健康サポート薬局」としての薬局
サービスに関する調査
○舘 知也 1, 吉田 阿希 1, 杉田 郁人 1, 林 勇汰 1, 江﨑 
宏樹 1, 齊藤 康介 1, 野口 義紘 1, 寺町 ひとみ 1（1岐阜
薬大）

26PB-am224	 保険薬局の有効活用を目的とした在宅医療資源マッ
プの検討
○岡島 茉莉 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　地域医療薬学研究室）
26PB-am225	 当院と介護老人保健施設におけるPolypharmacy 改

善への取り組みと評価
○河合 優 1, 宮崎 永里子 1, 恩田 佐智子 1（1医療法人
珪山会鵜飼病院　薬局）

26PB-am226	 管理栄養士の栄養指導に対する検体測定利用者の
ニーズと満足度
○日向 沙樹枝 1, 長谷川 裕菜 1, 野本 禎 1,4, 岩田 紘樹 2,3, 
岡﨑 光洋 4,5, 山浦 克典 2,3（1東日本メディコム , 2慶
應大薬連携センター , 3慶應大薬局 , 4スマートヘルス
ケア協会 , 5北大院保健科）

26PB-am227	 多職種連携で日々の服薬を支援するための今後の課
題～認知症患者との関わりから～
○小野寺 佳美 1, 小笠原 慈夫 2（1こぶし薬局 , 2創志
白澤会）

26PB-am228	 地域住民が求める「健康サポート薬局」とは？
○柴田 淑子 1, 坂口 眞弓 2, 田中 雪葉 2（1志宝薬局 , 
2みどり薬局）

26PB-am229	 健康コミュニティースポットとしての薬局づくり
○土谷 加代子 1, 空野 陽子 1, 石尾 信子 1, 根津 雅代 1, 
佐藤 晴美 1, 天野 伶美 1, 廣島 亜祐 1, 森岡 なつみ 1, 山
口 智子 1, 久保川 晴香 1, 糸井 亜弥 2, 重福 京子 2, 吉川 
豊 2（1有限会社イトーヤク , 2神戸女子大学　健康福
祉学部）

26PB-am230	 保険薬局における地域住民を対象とした健康相談の
実施状況に関する調査
○岡田 賢二 1, 宮田 祥一 2, 幸地 拓也 2, 堤 一晃 2, 政岡 
三沙子 2, 宮田 英理 2, 山上 千子 2, 山本 雅裕 2, 藤原 英
憲 2（1横浜薬大 , 2つちばし薬局）

26PB-am231	 保険薬局の業務体験会を通じた地域住民とのコミュ
ニケーション
○花之枝 利幸 1, 坪内 麻衣 2, 本多 望美 3, 佐鳥 彩香 1, 
大内 香里 1, 西澤 満里子 4, 前田 守 5, 長谷川 佳孝 5, 月
岡 良太 5, 森澤 あずさ 5, 大石 美也 5（1アイン薬局　
行田店 , 2つきみ野薬局 , 3アイン薬局　羽生店 , 4ア
インファーマシーズ , 5アインホールディングス）

26PB-am232	 地域におけるかかりつけ薬局に対するニーズ調査～
愉しみながらニーズを確認
○長谷部 太相 1, 金箱 剛 1, 上岡 美沙 1, 小松 佑綺 1, 柴
﨑 友紀 1, 前 香菜子 1, 山本 栞 1, 川村 真樹子 1, 伊藤 
雅史 1, 竹内 大悟 2（1薬樹株式会社, 2一般社団法人ソー
シャルユニバーシティ）

26PB-am233	 かかりつけ薬剤師認知と薬局薬剤師の役割
○大橋 綾子 1, 平賀 秀明 2, 秋本 義雄 2（1株・健栄　
みずき薬局成田店 , 2東邦大薬）

26PB-am234	 かかりつけ薬剤師による服薬ケアの有用性について
報告
○岩下 弘輝 1（1クオール薬局）

26PB-am235	 かかりつけ薬剤師業務の評価と課題
○藤田 茂起 1,2, 守 博史 1,2, 飯塚 敏美 1, 堀口 雅巳 1

（1望星薬局 , 2秦野市薬剤師会）
26PB-am236	 かかりつけ薬局・薬剤師へのニーズ

○井原 綾子 1, 山﨑 静 1, 橋本 伸枝 1, 弓削 吏司 1（1日
本調剤株式会社）

26PB-am237	「なぜなぜ分析」導入によるクレーム再発防止策の検討
○橋本 伸枝 1, 南保 智宏 1, 東 真理子 1, 弓削 吏司 1

（1日本調剤）
26PB-am238	 健康寿命延伸のための地域薬局機能の創造　第一報

○中西 務 1, 中西 喜美子 2（1尾張瀬戸薬局 , 2あおい
調剤薬局）

26PB-am239	 地域包括ケアにおける薬局薬剤師業務の在り方：オ
ランダの薬剤師業務との比較調査
○長谷川 フジ子 1,2, 木村 廣道 1, 柴山 創太郎 1（1東大
院薬 , 2株式会社スズケン）

26PB-am240	 地域包括ケアにおける医療モールの活用に関する研究
○三澤 翔平 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）

26PB-am241	 若者の健康意識と健康食品・サプリメントの活用に
関する研究
○村瀬 杏奈 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）

26PB-am242	 健康維持増進を目的としたダンスの活用
○吉田 実世 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）

26PB-am243	 カフェイン摂取に対する意識・使用調査と問題点の
検討
○柿﨑 真奈美 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）

26PB-am244	 OTC医薬品の添付文書使用実態調査と適正使用の検討
○鈴木 涼太 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）

26PB-am245	 保険薬局における「プロトコールに基づいた薬物治
療管理」の推進に向けて	―疑義照会調査による一考
察―
○伊藤 理恵 1,2, 伊藤 裕至 2, 神林 弾 1, 安井 浩 1, 山本 
健 1, 廣原 正宜 1, 串田 一樹 1（1昭和薬科大学 , 2株式
会社伊藤薬局）
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26PB-am246	 薬局および患者居宅でのマイクロTDMにおける
dried	blood	spot 法の導入
○毛利 有貴 1, 猪川 和朗 1, 木下 裕貴 1, 大津 真央 1, 花
桐 由佳子 1, 岩見 泰佳 1, 比嘉 浩一 2, 池田 尚代 3, 森川 
則文 1（1広島大学薬学部臨床薬物治療学 , 2株式会社
薬正堂すこやか薬局グループ , 3株式会社ケイ・アイ
堂薬局）

26PB-am247	 認知症カフェを実施したうえでの検討課題
○清塚 千夏 1, 小寺 美里 1（1クラフト　さくら薬局
本店）

26PB-am248	 重複投薬・相互作用等防止加算算定から見る医薬品
適正使用への効果検証
○矢野 哲平 1, 中居 利恵 1, 弓削 吏司 1（1日本調剤）

26PB-am249S	コミュニティヘルスケアに関する参加型セミナーが
受講者に与える影響について
○平賀 汰一 1, 三浦 剛 1, 仲佐 祐希男 1, 笹川 仁美 2, 小
林 みゆき 2, 佐々木 美喜 2, 高柳 千賀子 2, 井上 映子 2, 
川上 総士 3, 篠原 靖志 3, 光本 篤史 1（1城西国際大薬 , 
2城西国際大看 , 3さんむ医療センター）

26PB-am250	 検体測定室利用による意識および行動変化に関する
調査研究
○須藤 奏美 1, 佐藤 直樹 2, 田中 佑加子 2, 村越 元子 2, 
日原 美由 2, 柴田 有貴子 2, 佐野 敦彦 1,2, 赤川 圭子 1, 
倉田 なおみ 1（1昭和大薬 , 2田辺薬局）

26PB-am251	 保険薬局における疑義照会の実態と法制度における
問題点
○三木 知博 1, 十万 佐知子 1, 高道 二千香 1, 奥田 浩人 1, 
小西 知世 2（1武庫川女大薬 , 2明治大法）

26PB-am252	 保険薬局薬剤師の認知症対応力向上に向けた基盤調査
○村川 公央 1, 猪田 宏美 1, 正岡 康幸 1, 木下 晴菜 1, 金
井 美緒 1, 肥後 昇平 1, 服部 真幸 1, 余田 陽佳 1, 加地 
弘明 1, 成広 紀子 1, 三田 修一 1, 萱 佳晃 1, 岩野 寛樹 1, 
役重 昌広 2, 堀部 徹 2, 赤澤 昌樹 2（1岡山県薬剤師会
在宅介護特別委員会 , 2岡山県薬剤師会）

26PB-am253	 劇的に改善した糖尿病患者症例から学んだエンパ
ワーメント・アプローチ
○堀 正信 1, 今野 章之 2, 阿部 真也 2, 吉町 昌子 2, 後藤 
輝明 2（1調剤薬局ツルハドラッグ郡山駅東店 , 2( 株 )
ツルハ調剤運営本部）

26PB-am254	 精神疾患患者に対するカフェインの心理教育ツール
の開発とその評価
○齋藤 百枝美 1, 野木 匠 1, 出川 えりか 2, 村野 哲雄 3, 
馬場 寛子 4（1帝京大薬 , 2埼玉精神神経センター薬 , 
3井之頭病院薬 , 4常盤病院薬）

26PB-am255	 薬局薬剤師がアロマセラピーを活用する意識および
現状に関する調査
○梅田 純代 1, 柳本 ひとみ 1, 黒澤 菜穂子 1（1北海道
薬大）

26PB-am256	 レセプトデータを用いた抗認知症薬の不適切処方の実
態－福岡県後期高齢者医療制度の被保険者の事例－
○小武家 優子 1,2, 安井 みどり 1, 馬場園 明 1（1九大院
医 , 2第一薬大）

26PB-am257	 ポリファーマシーに対する保険薬局向けPIMs スク
リーニングツールGheOP3S	tool の有用性検討
○齊藤 亮 1, 袖山 剛 1, 金田 直子 1, 大橋 綾子 2（1健栄 
みずき薬局星久喜店 , 2健栄 みずき薬局成田店）

26PB-am258	 ポートフォリオを導入した薬剤師教育の取り組み
○柴田 奈央1, 田中 彩弥加1, 橋本 良太1, 矢羽田 和哉1, 
服部 亜美 1, 岩出 賢太郎 1, 下路 静佳 1, 恩田 光子 2, 岡
田 唯男 3（1サエラ薬局 , 2大阪薬大 , 3亀田メディカ
ルセンター）

26PB-am259	 薬学教育が薬学生の意識に与える影響について（１）
○渡辺 朋子 1, 藤枝 正輝 1, 加藤 裕芳 1, 岡村 麻子 2, 石
井 敏浩 1, 小池 一男 1（1東邦大薬 , 2つくばセ病院婦）

26PB-am260	 薬局の活用方法と薬剤師の役割に関する講演が地域
住民の理解度に与える影響についての検討
○姉帯 詠和 1, 本田 昭ニ 2, 野舘 敬直 2, 高橋 寛 1,2

（1岩手医大薬 , 2岩手県薬剤師会）
26PB-am261	 患者背景を含めた便秘のフォロー

○杉山 陽香 1, 畑中 典子 2, 喜納 美枝 2, 武笠 真由美 2, 
上妻 加奈 2, 石井 文由 1, 熊澤 美裕紀 1, 飯田 舞子 1, 深
沢 茉利子 1, 山本 実可子 1, 圓子 沙織 1（1明治薬大 , 
2かくの木薬局）

薬物治療（臨床）
26PB-am262	 フロセミド錠後発品の品質評価に関する研究		―溶出

性から予測した血中濃度と尿量からの検討－
○杉山 加奈 1, 河野 洋平 1, 下村 斉 2, 永田 将司 3, 青山 
隆夫 1（1東京理大薬 , 2国際医療福祉大学臨床医学研
究センター化研病院薬 , 3東京医科歯科大学医学部附
属病院薬）

26PB-am263	 腎機能低下によりセフェピム脳症が疑われた患者へ
の介入
○西場 弘美 1, 大熊 範和 1, 田子 尚史 1, 森田 淳介 1, 小
材 直人 1, 新木 美枝 1, 山賀 章一 1（1ＪＣＨＯ群馬中
央病院　薬剤科）

26PB-am264	 臨床的に実用性のある血液透析時の薬物補充投与量
予測法の提案：透析クリアランス予測式の開発
○中村 健登 1, 高橋 雅弘 1, 小川 竜一 1, 越前 宏俊 1

（1明治薬大）
26PB-am265	 EICU入院患者における	Augmented	Renal	

Clearance 発症に関与する要因の探索および蓄尿ク
レアチニンクリアランスに最も相関するGFR推算式
の探索
○藤田 眞紀子 1, 竹内 正幸 2, 武山 直志 2, 室谷 健太 2, 
松浦 克彦 2, 斉藤 寛子 1, 脇田 康志 1（1名城大学薬学部 , 
2愛知医科大学病院）

26PB-am266	 透析患者におけるランタスXR注ソロスターの症例
報告
○小川 義敬 1, 飯田 優太郎 1, 相馬 真志 1, 中村 悦子 1, 
伊藤 香織 1, 佐々木 貴寛 1, 鈴木 美恵 1, 鈴木 美千代 1, 
小川 巴瑠奈 1,2（1岩切病院薬 , 2東北医薬大薬）

26PB-am267	 腎細胞癌患者のスニチニブ治療効果に及ぼす組織
STAT3 発現の影響
○山本 和宏 1, 劉 兵 2, 原 琢人 2, 渡邉 愛未 3, 西岡 達
也 1, 久米 学 1, 槇本 博雄 1, 中川 勉 1,3, 矢野 育子 1,3, 三
宅 秀明 2, 藤澤 正人 2, 平井 みどり 1,3（1神戸大病院薬 , 
2神戸大院医・腎泌尿器科学分野 , 3神戸大院医・薬
物動態学分野）

26PB-am268S	mTOR阻害薬によるトリグリセリド合成亢進作用に
おけるACAA2 の役割
○渡邉 愛未 1,2, 山本 和宏 2, 中川 勉 1,2, 矢野 育子 1,2, 平
井 みどり 1,2（1神戸大院医・薬物動態学分野 , 2神戸
大病院薬）

26PB-am269S	エベロリムスによる間質性肺疾患発症メカニズムに
おけるTGF- βの関与
○穐原 裕奈 1,3, 山本 和宏 1, 渡邉 愛未 2, 七里 博章 2, 
中川 勉 1,2, 濵口 常男 3, 矢野 育子 1,2, 平井 みどり 1,2

（1神戸大病院薬 , 2神戸大院医・薬物動態学分野 , 3神
戸薬大・薬学臨床教育センター）

26PB-am270	 エルロチニブによる皮膚障害におけるアクアポリン 3
の発現変動
○小野 ひとみ 1,2, 山本 和宏 1, 七里 博章 3, 渡邉 愛未 3, 
中川 勉 1,3, 濵口 常男 2, 矢野 育子 1,3, 尾藤 利憲 4, 錦織 
千佳子 4, 平井 みどり 1,3（1神戸大病院薬 , 2神戸薬大・
薬学臨床教育センター , 3神戸大院医・薬物動態学分
野 , 4神戸大院医・皮膚科学分野）

26PB-am271	 緩和ケア病棟におけるオピオイド増量クリニカルパ
スの作成と効果
○北野 智英1, 佐藤 ちづる1, 藤井 沙織1, 上野 みどり2, 
片岡 恭子 3（1AOI 国際病院　薬剤科 , 2AOI 国際病院　
看護部 , 3AOI 国際病院　緩和ケア科）
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26PB-am272	 疼痛緩和が食事摂取量の改善に寄与した悪性リンパ
腫の一症例
○竹内 里哉 1, 倉島 弘道 1, 大谷 俊和 1, 横山 朝子 1, 新
崎 祐馬 1, 宮本 康史 1, 菱村 祐介 2, 上野 英文 1（1砂川
市立病院薬 , 2砂川市立病院耳鼻咽喉科）

26PB-am273	 スボレキサントの睡眠障害における効果の比較調査
○卜蔵 俊仁 1, 頼光 美紀 1, 山本 恭平 1, 原 和輝 1（1島
根県立こころの医療センター薬剤科）

26PB-am274	 リバスチグミン経皮吸収型製剤導入時における保湿
外用剤併用の有用性の検討
○飛田 修康 1, 前田 美由紀 1, 祖川 倫太郎 1, 木村 早季
子 1, 田﨑 正信 1, 成澤 寬 1（1佐賀大病院薬）

26PB-am275	 睡眠薬を服用している精神疾患患者を対象とした服
薬状況と満足度に関わる調査
○真鍋 英里香 1, 亀井 浩行 1, 竹内 一平 1,3, 半谷 眞七
子 1, 宇野 準二 3, 藤田 潔 3, 内藤 宏 2, 岩田 仲生 2, 北島 
剛司 2（1名城大学薬学部病院薬学研究室 , 2藤田保健
衛生大学医学部精神医学教室 , 3桶狭間病院藤田ここ
ろケアセンター）

26PB-am276	 精神科病院に入院した男性乳がん患者との関わり～
精神症状コントロールへのアプローチを行った 1症
例～
○加藤 剛 1,2, 山本 大介 1, 鈴木 順子 1（1北里大学薬学
部 , 2所沢慈光病院）

26PB-am277	 膵β細胞機能に対するDipeptidyl	Peptidase-4 阻害
薬の影響に関するメタ解析のサブグループ解析
○吉田 紗里菜 1, 柴崎 美紗 1, 高橋 雅弘 1, 小川 竜一 1, 
越前 宏俊 1（1明治薬大）

26PB-am278	 糖尿病教室受講が糖尿病患者の治療満足度、QOLに
及ぼす影響の検討
○力武 真由 1, 傍示 幸 1, 江本 晶子 1, 安西 慶三 2, 成澤 
寛 1（1佐賀大病院薬 , 2佐賀大病院医）

26PB-am279	 早朝高血圧患者の降圧目標を阻害する要因に関する
検討
○甲斐 麻美子 1, 大津 友紀 1, 甲斐 久史 2, 二神 幸次郎 1

（1福岡大薬 , 2久留米大医療セ）
26PB-am280	 愛知医科大学病院外来における経口抗凝固薬の有効

性・安全性に関する実態調査
○加藤 眞冬 1, 水野 翼 2, 加藤 隆寛 2, 松浦 克彦 2, 斎藤 
寛子 1, 脇田 康志 1（1名城大学薬学部 , 2愛知医科大学
病院薬剤部）

26PB-am281	 賦形剤に対するアレルギー反応とその対処法の考察
○林 美沙 1, 須川 秀夫 2,3, 稲垣 暢也 3, 森 徹 2, 森山 賢
治 1,2（1武庫川女大薬 , 2森甲状腺会　須川クリニック , 
3京大院医　糖尿病・内分泌・栄養内科学）

26PB-am282	 ＣＴ画像に基づき医師に対してより適切な薬物治療
を提案した症例
○原 竜太郎 1, 濱浦 睦雄 1（1川口工業総合病院薬）

26PB-am283	 外来患者におけるトルバプタン長期内服の安全性
○加戸 義大 1, 奥村 佳史 1, 森田 孝子 1（1心臓病セン
ター榊原病院薬）

26PB-am284	 服薬アセスメント指標の現状と確立の必要性
○村井 ユリ子 1,2, 赤坂 和俊 2, 小原 拓 2,3, 木皿 重樹 2, 
佐藤 真由美 2, 久道 周彦 2, 松浦 正樹 2, 山口 浩明 2,1, 
佐藤 博 1,2, 富岡 佳久 1,2, 眞野 成康 2,1（1東北大院薬 , 
2東北大病院薬 , 3東北メディカルメガバンク）

26PB-am285	 術後疼痛の現状とAPSラウンドの課題
○米澤 龍 1,2, 宮坂 善之 1,2, 黒沢 由香理 2, 川添 潤 2, 上
嶋 浩順 3, 奥 和典 3, 安田 佑紀子 4, 大原 桜 4, 只野 江
理子 4, 栗原 竜也 1, 大嶽 浩司 3, 佐々木 忠徳 1（1昭和
大薬病院薬剤学 , 2昭和大病院薬 , 3昭和大医麻酔科学 , 
4昭和大病院看）

26PB-am286	 当院でのダパグリフロジン投与後 16 週間における効
果の検討
○吉門 真穂 1, 奥村 佳史 1, 髙森 愛子 1, 森田 孝子 1

（1心臓病センター榊原病院薬）

26PB-am287	 未熟児無呼吸発作に対するカフェインとアミノフィ
リンの有効性および安全性に関する比較検討
○長郷 あかね 1,2, 神村 英利 1,2（1福岡大薬 , 2福岡大
病院薬）

26PB-am288	 小児造血幹細胞移植患者におけるボリコナゾールの
タクロリムス血中濃度に及ぼす影響
○河野 光 1, 歌野 智之 1, 長谷川 彩薫 1, 赤羽 三貴 1, 大
隅 朋生 2, 加藤 元博 2, 富澤 大輔 2, 松本 公一 2, 石川 
洋一 1（1国立成育医療研究センター　薬剤部 , 2同　
小児がんセンター）

26PB-am289	 スピロノラクトンゲルの尋常性ざ瘡に対する効果	―
健常人に適用後の皮脂の変動からの検討―
○藤原 桜子 1, 加藤 由香 1, 河野 洋平 1, 下村 斉 2, 青山 
隆夫 1（1東京理大薬 , 2国際医療福祉大学臨床医学研
究センター化研病院薬）

3月 26日（日）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

新薬・剤形の開発
26PB-pm129	 水溶アルギン酸ナトリウムとペクチンを用いた吸水

膨潤ゲル化顆粒の調製と評価
○和氣 彩香 1, 佐藤 美樹 1（1明治薬大）

26PB-pm130	 アルギン酸ナトリウムとペクチンを用いた吸水膨潤
ゲル化顆粒の物性に及ぼす添加剤の影響
○佐藤 美樹 1, 和氣 彩香 1, 伊東 明彦 1（1明治薬大）

26PB-pm131	 10%Gelatin 含有 Vildagliptin の経皮投与に関する検
討	Ⅴ　-L-menthone 配合による経皮吸収性への影響 -
○小林 盟 1, 福田 恵 1, 小泉 史 1, 新井 惠子 1, 伊東 明
彦 1（1明治薬大）

26PB-pm132	 10%Gelatin 含有 Vildagliptin の経皮投与に関する検
討Ⅵ　‐Glycerol 並びに L-menthone 配合による経
皮吸収性への影響‐
○福田 恵 1, 小林 盟 1, 新井 惠子 1, 伊東 明彦 1（1明治
薬大）

26PB-pm133	 カラギーナンを用いた吸水膨潤ゲル化顆粒の調製と
評価
○柳下 恵璃 1, 須田 詩織 1, 伊東 明彦 1（1明治薬大）

26PB-pm134	 セルロース系水溶性高分子を用いた吸水膨潤ゲル化
顆粒の物性に及ぼす添加剤の影響
○須田 詩織 1, 柳下 恵璃 1, 伊東 明彦 1（1明治薬大）

26PB-pm135	 デキサメタゾンの口腔内崩壊錠に関する製剤学的検討
○澤上 克彦 1, 澤上 健太郎 1, 信田 重成 2, 住谷 賢治 3, 
村田 和子 3, 村田 亮 3（1サワカミ薬局 , 2いわき明星
大学産学連携研究センター , 3いわき明星大学薬）

26PB-pm136	 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 3
○金丸 ほのか 1, 永江 健太郎 2, 田川 大輔 2, 村田 慶史 1

（1北陸大薬 , 2森下仁丹）
26PB-pm137	 原薬結晶形の微量探索を可能とするナノスポット法

の改良
○田邊 佑太 1, 前野 祐介 2, 久田 浩史 1, 井上 元基 1, 深
水 啓朗 1（1明治薬大 , 2日産化学工業）

26PB-pm138	 ラット一本鎖Fvフラグメントライブラリーを用いる
PCSK9 阻害薬創製の試み
○加藤 芳徳1, 重本 佳代子1, 篠崎 拓哉1, 長谷川 奈菜1, 
遠藤 和輝 1, 細川 悠悟 1, 松本 准 1, 山田 治美 1,2（1国
際医福大薬 , 2国際医福大院薬）

26PB-pm139	 ナノテクノロジー応用医薬品の分類とサイズ・形態
解析法に関する研究
○加藤 くみ子 1, 南條 邦江 1, 原矢 佑樹 1, 合田 幸広 1, 
奥田 晴宏 1（1国立医薬品食品衛生研究所）
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ドラッグデリバリーシステム
26PB-pm310S	シクロデキストリンの包接特性を活用した活性保持

型自己会合超分子	PEG	化技術の構築
○弘津 辰徳 1,2, 東 大志 1, Irhan ABU HASHIM3, 本山 
敬一 1, 有馬 英俊 1,2（1熊本大院薬 , 2熊本大学リーディ
ング大学院 HIGO プログラム , 3マンスーラ大薬）

26PB-pm311	 ニーマンピック病	C	型治療薬としての新規膜透過性
シクロデキストリンの可能性評価
○西山 怜奈 1, 本山 敬一 1, 前田 有紀 1,2,3, 東 大志 1, 川
口 祥正 4, 二木 史朗 4, 石塚 洋一 1, 近藤 悠希 1, 入江 
徹美 1,3, 江良 択実 5, 有馬 英俊 1,3（1熊本大院薬 , 2日
本学術振興会 , 3熊本大学リーディング大学院 HIGO 
プログラム , 4京都大化学研 , 5熊本大発生医学研）

26PB-pm312S	がん治療を企図した	PEG	化葉酸修飾デンドリマー /
α - シクロデキストリン結合体	(G4)	による	Tumor	
suppressor	microRNA	デリバリー
○大山 歩務 1,2, 乙須 勇希 1, 東 大志 1, 本山 敬一 1, 有
馬 英俊 1,2（1熊本大院薬 , 2熊本大学リーディング大
学院 HIGO プログラム）

製剤試験
26PB-pm140	 ジクロフェナクナトリウム坐剤からの主薬溶出性

○今井 公江 1, 長束 祥平 1, 岩﨑 綾乃 1（1摂南大薬）
26PB-pm141S	テオフィリン徐放性製剤の簡易懸濁法実施による溶

出挙動の比較
○三谷 ひかる 1, 下山 哲哉 1, 伊藤 邦彦 1, 櫻田 渉 1, 小
林 道也 1（1北医療大薬）

26PB-pm142	 各種保管条件下における分包後調剤用パンビタン末
の外観変化と葉酸含量の検討
○鈴木 裕之 1, 宮浦 誠治 2, 猪岡 京子 2, 中村 達也 1, 村
山 朋美 1, 八木 朋美 1, 岸川 幸生 1, 我妻 恭行 1, 鈴木 
常義 1, 髙村 千津子 2, 鈴木 幹子 2, 中村 仁 1（1東北医
薬大 , 2宮城県立がんセンター薬）

26PB-pm143	 酸化マグネシウム錠製剤の硬度に関する研究
○大塚 進 1, 木村 高久 1, 吉田 善一 1（1日本大学医学
部附属 板橋病院 . 薬剤部）

26PB-pm144	 耐酸性を考慮したカプセル製剤の検討
○岩山 訓典 1, 神山 直也 2, 小野 尚志 1, 福土 将秀 1, 田
﨑 嘉一 1（1旭川医大病院薬 , 2旭川医大病院臨床研究
支援センター）

26PB-pm145S	ミニタブレットの服用性および取り扱い性に関する
評価
○石坂 優佳 1, 内田 信也 1, 鷺ノ森 拓生 1, 早川 佳之 1,2, 
柏倉 康治 1, 伊藤 譲 3, 並木 徳之 1（1静岡県大薬 , 2ア
ステラス製薬 , 3レモン薬局）

薬剤疫学
26PB-pm146	 Cost	Analysis	for	Treatment	of	Adult	Patient	in	

Universal	Coverage	Healthcare	in	Systemic	Lupus	
Erythematosus	and	Lupus	Nephritis	in	Fiscal	
Year	2013	at	Srinagarind	Hospital,	Khon	Kaen	
University,	Thailand
○ Theera RITTIROD1, Jananya TANABOON1, 
Phattranit KAMTUO1, Nungruthai SOOKSAI1, 
Siraphop SUWANNAROJ2（1Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, 
2Faculty of Medicine Khon Kaen University）

26PB-pm147	 レセプトデータを用いた妊娠高血圧の実態と治療薬
の出生児への影響の解析
○中條 はるか 1, 前田 恵里 1, 岡田 裕子 1（1高崎健康
福祉大薬）

26PB-pm148	 レセプトデータを用いた妊娠中の抗うつ薬が出生児
出生児への影響の解析
○大貫 玲香 1, 木村 佳世子 1, 前田 恵里 1, 岡田 裕子 1

（1高崎健康福祉大薬）

26PB-pm149	 医療ビックデータを利用したスタチン製剤と間質性
肺疾患の関連性についての検討
○髙木 彰子 1, 百 賢二 1, 小林 統 2, 濃沼 政美 1（1帝京
平成大薬 , 2帝京平成大現代ライフ）

26PB-pm150	 JADERを用いた薬剤性嚥下障害の発症時期に及ぼす
要因の探索（第 2報）
○輿石 徹 1,2, 百 賢二 2, 高木 彰子 2, 濃沼 政美 2, 奥山 
清 1, 中村 均 2（1東京医科大八王子医療セ薬 , 2帝京平
成大薬）

26PB-pm151	 認知症治療薬における JADER有害事象のPRRと
NDBによる使用量との関係
○渡邉 佳之 1, 成田 延幸 1, 熊田 翔太 1, 朝野 樹 1, 舘野 
智子 1, 飯塚 徹 1, 水島 規子 2（1横浜薬大 , 2メディカ
ル　サポート）

26PB-pm152	 JADERを用いたスタチン製剤の有害事象発症実態の
調査
○池田 裕 1, 百 賢二 1, 高木 彰子 1, 濃沼 政美 1（1帝京
平成大薬）

26PB-pm153	 医薬品副作用データベース	(JADER)	を用いた
NSAIDs 起因性下部消化管傷害に対するレバミピド
の予防効果・有効性の検討
○福井 めい 1, 今井 徹 1, 鈴木 慎一郎 1, 鷲巣 晋作 1, 堤 
大輔 1, 間 勝之 1, 藤條 拓 1, 中原 久美子 1, 大塚 進 1, 早
坂 正敏 1, 木村 高久 1, 吉田 善一 1（1日大板橋病院薬）

26PB-pm154	 副作用報告データベース	(JADER)	を用いたジスチ
グミンによるコリン作動性症候群に対する行政施策
に基づく添付文書の用量変更の効果に関する検討
○中原 久美子 1, 今井 徹 1, 鈴木 慎一郎 1, 鷲巣 晋作 1, 
堤 大輔 1, 福井 めい 1, 間 勝之 1, 西村 桃子 1, 大塚 進 1, 
早坂 正敏 1, 木村 高久 1, 吉田 善一 1（1日大板橋病院薬）

26PB-pm155	 漢方治療薬における JADER有害事象のPRRと
NDBによる使用量との関係
○舘野 智子 1, 成田 延幸 1, 熊田 翔太 1, 朝野 樹 1, 渡邉 
佳之 1, 飯塚 徹 1, 水島 規子 2（1横浜薬大 , 2メディカ
ルサポート）

26PB-pm156	 セルオートマトンに基づく結核感染拡大の数理的解析
○伊藤 優 1, 杉野 裕太 1, 九川 文彦 1（1兵庫医療大薬）

26PB-pm157	 気象変化と小児および高齢者の喘息患者来局数の関
係性について
○岩出 賢太郎 1,2, 田辺 公一 1, 大津 史子 1, 後藤 伸之 1

（1名城大学 , 2サエラ薬局）
26PB-pm158	 気象変化による気管支喘息患者動向の地域別調査

○武田 悠 1, 岩出 賢太郎 1,2, 田辺 公一 1, 大津 史子 1, 
後藤 伸之 1（1名城大薬 , 2サエラ薬局）

26PB-pm159S	社会が必要とする薬剤の市販化による効果の検討
○酒井 隆全 1, 佐藤 大輔 1, 大津 史子 1, 田辺 公一 1, 渡
辺 享平 2, 後藤 伸之 1（1名城大薬 , 2福井大病院薬）

26PB-pm160	 高度急性期病院における漢方薬使用実態の調査
○小川 莉奈 1, 喩 静 1, 亀卦川 真美 1, 石毛 敦 1, 金 成
俊 2, 西 悠吾 3, 山谷 武司 3, 菅野 浩 3（1横浜薬大漢方
薬物学研 , 2横浜薬大漢方治療学研 , 3恩賜財団済生会
横浜市東部病院薬剤部）

26PB-pm161	 進行再発大腸癌に対するファーストライン治療	
(mFOLFOX6Base)	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, 白石 正 1, 吉岡 孝志 2, 鈴木 
薫 3, 小林 由佳 3, 小野 裕紀 3, 井上 忠夫 4（1山形大病
院薬 , 2山形大医学部　臨床腫瘍学講座 , 3山形県立中
央病院薬 , 4奥羽大薬　薬理学分野）

26PB-pm162	 絶対過敏期におけるアリルイソプロピルアセチル尿
素服薬後の妊娠転帰に関する研究
○山根 律子 1, 菱沼 加代子 1, 菊永 里子 1, 田中 真砂 1, 
林 昌洋 1（1虎の門病院薬）
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院内製剤
26PB-pm163	 院内製剤 10％フェノールグリセリン注射液 2mLの

新規申請について
○山崎 肇 1,2, 米田 勇太 1, 藤本 史朗 1, 松本 数博 1, 小川 
充恵 1, 香川 雅一 2, 義間 友佳子 3, 蔵 昌宏 3, 西川 満則 4, 
三輪 芳弘 4, 浦嶋 庸子 5, 池田 賢二 5, 廣谷 芳彦 5（1八
尾市立病院薬 , 2八尾市立病院臨床研セ , 3八尾市立病
院緩和ケアセ , 4大阪大病院薬 , 5大阪大谷大薬）

26PB-pm164	 院内製剤であるベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル内用液の新旧製剤での比較検討
○後藤 総太郎 1, 疋田 絵梨 1, 阪口 正洋 2, 土岐 典子 2, 
白石 範子 1, 大橋 一輝 2（1都駒込病院薬 , 2都駒込病
院血）

26PB-pm165	 含量均一性に優れたアセトアミノフェン高含量坐剤
調製法の提案
○山本 浩充 1, 記井 郁佳 1, 小川 法子 1, 高橋 知里 1, 吉
村 知哲 2, 鈴木 宣雄 2（1愛知学院大薬 , 2大垣市民病院）

26PB-pm166	 近赤外分光法を用いた院内製剤「ウリナスタチン膣
坐薬	1	万単位」の水分含量と硬度の予測
○岸野 亨 1,4, 井上 芳洋 2, 井上 嘉余子 2, 齋藤 健一 2, 
近藤 正巳 2, 大塚 邦子 3, 照喜納 孝之 4, 服部 祐介 4, 大
塚 誠 4（1埼玉医科大学病院薬 , 2埼玉医大総医セン
ター , 3横浜薬科大 , 4武蔵野大薬）

26PB-pm167	 院内製剤ウリナスタチン膣坐剤の安定性と切迫早産
に対する有効性について
○熊谷 奈々 1, 宮下 和紘 1, 福原 優美 1, 佐竹 清 1,2, 町
田 充 2, 澤口 能一 1, 森本 一洋 1, 岩田 政則 1, 中島 孝
則 1（1日本薬大臨床薬剤学分野 , 2さいたま赤十字病
院）

26PB-pm168	 がん化学療法 /放射線療法に対するアズノール・キ
シロカイン含嗽液使用増加に伴う循環器動態への影
響調査
○竹野 敏彦 1（1日本歯科大学新潟病院薬剤科）

26PB-pm169	 院内製剤口腔用軟膏におけるグアイアズレンおよび
トリアムシノロンアセトニドの安定性
○細沼 萌美 1, 藤原 里紗 1, 合田 ひとみ 1, 沖畠 里恵 2, 
原澤 秀樹 2, 渋谷 文則 3, 工藤 敏之 1, 伊藤 清美 1（1武
蔵野大薬 , 2東京医科歯科大歯病薬 , 3多摩北部医療セ
薬）

26PB-pm170	 ボリコナゾール点眼液の安定性、安全性および眼刺
激性に関する検討
○金 聖暎 1, 牛尾 聡一郎 1, 住吉 佑介 2, 江角 悟 1, 河崎 
陽一 1, 北村 佳久 1,2, 千堂 年昭 1,2（1岡山大学病院薬 , 
2岡山大薬）

26PB-pm171S	アリピプラゾール含有グミ製剤の開発に関する研究	
( 第 5 報 ) －ココアパウダーおよびフレーバーを用い
た官能的マスキング－
○関 秀太 1, 内田 信也 1, 田中 紫茉子 1, 中嶋 小百合 1, 
袴田 晃央 2, 乾 直輝 2, 渡邉 裕司 2, 小田切 圭一 2, 並木 
徳之 1（1静岡県大薬 , 2浜松医大医）

26PB-pm172	 Mohs ペーストに関する研究 - 第１３報 - 長期保存に
よる物性変化の検討
○田口 真穂 1,3, 田村 大喜 1, 村田 実希郎 1, 森 和也 1, 
埴岡 伸光 1, 山本 浩充 2, 重山 昌人 1, 寺町 ひとみ 3

（1横浜薬大 , 2愛知学院大薬 , 3岐阜薬大）

医薬品適正使用（薬物間相互作用含む）
26PB-pm173	 抗菌薬適正使用推進手順の拡張

○安藤 幸彦 1, 伊藤 由佳子 1, 向井 聡志 1, 佐々木 幸博 1, 
新井田 敦浩 1, 松田 俊之 1（1釧路労災病院薬）

26PB-pm174	 細菌培養結果をふまえた抗菌薬治療への積極的介入
○向井 聡志 1, 伊藤 由佳子 1, 安藤 幸彦 1, 石橋 芳昭 2, 
松田 俊之 1（1釧路労災病院薬 , 2釧路労災病院検査）

26PB-pm175	「抗菌薬管理システム」導入による指定抗菌薬の使用
状況の変化
○西 彩夏 1,2, 武良 由香 2, 福地 祐司 3, 竹下 光弘 1, 江
坂 尚枝 1, 早乙女 浩之 1（1常磐病院薬 , 2常磐病院Ｉ
ＣＴ , 3いわき明星大薬）

26PB-pm176	 簡易懸濁法に関する基礎的研究 - １．キノロン系抗菌
薬の溶解性に及ぼす金属イオンの影響
○萩原 卓也 1, 吉田 久博 1（1明治薬大）

26PB-pm177	 簡易懸濁法に関する基礎的研究 - ２．抗血小板薬の溶
解性に及ぼす併用薬の影響
○宮下 真実 1, 貞永 浩平 2, 吉田 久博 1（1明治薬大 , 
2麻見江ホスピタル）

26PB-pm178	 簡易懸濁法に関する基礎的研究 - ３．抗てんかん薬の
溶解性に及ぼす併用薬の影響
○田中 祐希 1, 貞永 浩平 2, 吉田 久博 1（1明治薬大 , 
2麻見江ホスピタル）

26PB-pm179	 簡易懸濁法に関する基礎的研究－４．パロキセチン
塩酸塩の溶解性に及ぼす併用薬の影響
○小山 朋子 1, 貞永 浩平 2, 吉田 久博 1（1明治薬大 , 
2麻見江ホスピタル）

26PB-pm180	 簡易懸濁法に関する基礎的研究 - ５．レボドパ製剤に
対する併用薬の影響
○岩田 早佑理 1, 貞永 浩平 2, 吉田 久博 1（1明治薬大 , 
2麻見江ホスピタル）

26PB-pm181	 簡易懸濁法に関する基礎的研究－６．アムロジピン
ベシル酸塩の溶解性に及ぼす併用薬の影響
○西村 麻由 1, 貞永 浩平 2, 吉田 久博 1（1明治薬大 , 
2麻見江ホスピタル）

26PB-pm182	 簡易懸濁法と服薬補助ゲル法に関する基礎的検討．
抗精神病薬の溶解性に及ぼす酸化マグネシウムの影
響
○鈴木 沙樹 1, 菅野 彩夏 1, 安藤 正純 2, 吉田 久博 1

（1明治薬大 , 2ハートフル川崎病院）
26PB-pm183	 抗精神病薬の血中濃度に及ぼす酸化マグネシウム投

与の影響
○本田 実鈴 1, 高橋 みのり 1, 安藤 正純 2, 吉田 久博 1

（1明治薬大 , 2ハートフル川崎病院）
26PB-pm184	 オキシコドン製剤のレスキュー使用状況調査

○矢野 陽子 1, 檜垣 宏美 1, 渡邉 真一 1, 飛鷹 範明 1, 田
中 亮裕 1, 荒木 博陽 1（1愛媛大病院薬）

26PB-pm185	 リウマチ膠原病患者の骨粗鬆症に対する副甲状腺ホ
ルモン (PTH) 製剤テリパラチド連日皮下注射製剤の
治療継続率、安全性、血清カルシウム値変動に関す
る検討
○小林 俊介 1, 安 武夫 1, 細野 治 2, 黒川 陽介 1（1東大
医科研病院薬剤部 , 2医療法人社団慈誠会上板橋病院
リウマチ科）

26PB-pm186	 成人急性リンパ性白血病寛解導入療法時におけるビ
ンクリスチンによる麻痺性イレウス
○安 武夫 1, 黒川 陽介 1, 大野 伸広 2（1東京大医科研
病院薬 , 2東京大医科研病院血液腫瘍内科）

26PB-pm187	 食道がん docetaxel	+	cisplatin	+	5-fluorouracil	
(DCF) 療法に対するPegfilgrastim の有効性の検討
○高橋 克之 1, 豕瀬 諒 1, 永山 勝也 1（1大阪市大病院薬）

26PB-pm188	 腎尿細管上皮細胞LLC-PK1 単層細胞膜を用いた薬
物相互作用研究	　バルプロ酸の移行性に及ぼす精神
疾患作用薬の影響
○高橋 みのり 1, 本田 実鈴 1, 安藤 正純 2, 吉田 久博 1

（1明治薬大 , 2ハートフル川崎病院）
26PB-pm189	 LC-MS による血漿中抗結核薬の多剤同時定量に関す

る研究、移動相の影響
○菅野 彩夏 1, 鈴木 沙樹 1, 伊藤 瑚乃美 1, 深沢 弘樹 1, 
宮下 真実 1, 吉田 久博 1（1明治薬大）

26PB-pm190	 ヘパリン類似物質含有製剤選択のための情報構築
○石渡 涼子 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）
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26PB-pm191	 2 型糖尿病入院患者におけるDPP-4 阻害薬の適正使
用評価
○荻野 優季 1, 岩澤 真紀子 1, 友田 明子 2, 椎 崇 2, 坂倉 
智子 2, 近藤 留美子 2, 厚田 幸一郎 1,2（1北里大薬 , 2北
里大病院薬）

26PB-pm192S	抗炎症薬貼付剤の使用と光線過敏症予防状況に関す
る研究
○満野 遥 1, 柴田 佳太 1, 赤川 圭子 1, 倉田 なおみ 1

（1昭和大薬）
26PB-pm193	 ラルテグラビルの薬物動態に及ぼす多価陽イオン製

剤ならびにカルシウム非含有リン吸着剤の影響
○伊藤 基泰 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）
26PB-pm194	 インスリン製剤の薬効比較

○宮下 諒 1, 織本 桂 2, 関根 仁彦 2, 矢吹 直寛 2, 吉田 
久博 1（1明治薬大 , 2彩の国東大宮メディカルセン
ター）

26PB-pm195	 ドルテグラビルの薬物動態に及ぼす多価陽イオン製
剤ならびにカルシウム非含有リン吸着剤の影響
○坂本 和紀 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）
26PB-pm196	 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム製剤の適正使用

に関する検討
○中田 美樹 1, 片峰 祐矢 1, 飯田 浩子 2, 松野 純男 3, 中
野 行孝 2, 片岡 裕美 4, 田鶴谷（村山） 惠子 1（1第一薬
大 , 2九州中央病院薬 , 3近畿大薬 , 4武庫川女大薬）

26PB-pm197	 Pharmacokinetic-Pharmacodynamic モデルに基づ
くスボレキサントの適正使用に関する考察
○戸田 貴大 1, 大岩 みか 1, 加藤 由佳 1, 向 祐志 1, 猪爪 
信夫 1（1北海道薬大）

26PB-pm198S	有害事象自発報告データベースを基にしたベバシズ
マブの抗腫瘍効果を減弱させる薬剤の探索研究
○三井 茉綸 1, 座間味 義人 1,2, 石澤 有紀 3, 漆崎 汐里 1, 
桐野 靖 2, 斉家 和仁 1, 森口 浩史 1, 武智 研志 4, 今西 正
樹 2, 堀ノ内 裕也 3, 池田 康将 3, 藤野 裕道 6, 土屋 浩一
郎 5, 玉置 俊晃 3, 石澤 啓介 1,2（1徳島大院医歯薬臨床
薬剤 , 2徳島大病院薬 , 3徳島大院医歯薬薬理 , 4徳島大
病院臨床試験 , 5徳島大院医歯薬生化 , 6徳島大院医歯
薬分子情報薬理）

26PB-pm199	 セフェム系抗菌薬に及ぼす多価陽イオン製剤の影響
○吉田 亜沙美 1, 横山 雄太 1, 松元 一明 1, 木津 純子 1

（1慶應大薬）
26PB-pm200	 ラットにおけるワルファリンの薬効・体内動態に対す

るアゾール系抗真菌剤による相互作用の薬剤間比較
○松下 良 1, 五十嵐 綾 2, スタッブ 由紀子 1, 菅 幸生 1, 
石田 奈津子 1, 石﨑 純子 1（1金沢大院医薬保 , 2金沢
大学医薬保薬学類）

26PB-pm201	 粘稠化した内服薬懸濁液の経鼻栄養チューブ通過性
とそのテクスチャー解析、注入器プランジャー押力
との関係
○石田 志朗 1, 小林 昌司 1, 浜田 茂明 2, 森本 真仁 2, 鈴
江 朋子 3, 岡野 善郎 4, 山川 和宣 1（1徳島文理大薬 , 
2徳島赤十字ひのみね総合療育セ薬 , 3徳島赤十字病
院薬 , 4第一薬大）

26PB-pm202	【演題取り下げ】
26PB-pm203	 一般用漢方製剤の安全性確保に関する研究（6）：「漢

方セルフメディケーション」ホームページの作成
政田 さやか 1, 内山 奈穂子 1, ○袴塚 高志 1（1国立衛研）

26PB-pm204	 大規模データベースを用いた睡眠薬多剤処方と有害
事象の関係の調査
○石橋 拓也 1, 河合 洋 1, 光本 篤史 1（1城西国際大薬）

26PB-pm205	 多施設共同データベース研究の疫学研究体制につい
て～HIS 蓄積データ二次利用～
○山口 崇臣 2,1, 松本 健吾 3,1, 別府 博仁 4,1, 中西 彩子 5,1, 
井上 敦介 2,1, 本田 富得 6,1, 中野 一也 2,1, 荒川 宗德 2,1, 
塚本 名奈子 3,1, 飯沼 公英 3,1, 山下 大輔 7,1, 香川 邦彦 9, 
関本 裕美 5,1, 石塚 正行 8,1, 本田 芳久 2,1（1近畿国立病
院薬剤師会 , 2NHO 大阪南医療センター , 3NHO 姫路
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 , 6NHO 東近江総合医療センター , 
7NHO 神戸医療センター , 8NHO 近畿中央胸部疾患セ
ンター , 9タキオン株式会社）

26PB-pm206	 当院における緑膿菌薬剤感受性率の推移とDDDと
DOTを用いた抗緑膿菌薬使用状況の評価
○藤田 玲奈 1, 谷川 昇 1, 野中 敏治 1（1浜の町病院）

26PB-pm207	 抗菌薬の適正使用や廃棄薬の削減に対する病棟薬剤
師の薬学的介入
○久保 靖憲 1, 大滝 康一 1,2, 山本 譲 1, 山下 恭範 1, 飯
田 慎也 1, 神山 直也 1, 三嶋 一登 1, 小野 尚志 1, 小川 
聡 1, 福土 将秀 1, 粟屋 敏雄 1,3, 田﨑 嘉一 1（1旭川医大
病院薬 , 2北海道薬大 , 3旭川市立病院薬）

26PB-pm208	 一般用医薬品の「適正使用情報」の確認状況に関す
る現状調査	―感冒薬を例に―
○塚原 さおり 1, 柴田 佳太 1, 赤川 圭子 1, 倉田 なおみ 1

（1昭和大薬）
26PB-pm209	 トレースレポート活用例にみる安全な薬物治療に向

けた情報提供のあり方
○池田 優子 1, 四百刈 敦子 1, 吉川 岳彦 1, 近 拓哉 1, 西
澤 満里子 2, 前田 守 3, 長谷川 佳孝 3, 月岡 良太 3, 森澤 
あずさ 3, 大石 美也 3（1アイン薬局 鹿浜店 , 2アイン
ファーマシーズ , 3アインホールディングス）

26PB-pm210	 特定抗菌薬使用届の電子カルテへの運用変更による
効果
○三浦 岳彦 1, 寿 伸一郎 1（1天陽会中央病院薬）

26PB-pm211	 高齢者の安全な薬物療法ガイドラインに基づく不適
切処方の実態調査
○風間 彩 1, 庄野 あい子 1, 大木 稔也 2, 佐藤 秀昭 2, 赤
沢 学 1（1明治薬大 , 2イムス三芳総合病院薬）

26PB-pm212	 漢方薬と西洋薬の併用に関する実態調査
○井口 智恵 1,2, 依田 真由子 1, 清原 寛章 3, 伊藤 千裕 1,2, 
井上 岳 1,2, 松原 肇 1,2（1北里大薬 , 2北里研病院薬 , 
3北里大生命研）

薬物治療（基礎）
26PB-pm213	 新生児低血糖発症リスクに関する検討－母体投与薬

剤が新生児血糖に及ぼす影響－
○濱﨑 菫 1, 熊澤 美裕紀 2, 古賀 ひとみ 3, 鈴木 典子 3, 
鈴木 裕 4, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・医薬品安全性学 , 
2明治薬大・薬・数学 , 3共立習志野台病・薬 , 4共立
習志野台病・小児科）

26PB-pm214	 新生児低血糖発症リスクに関する検討－リトドリン
が新生児血糖に及ぼす影響とその関連因子－
○齋藤 友佳莉 1, 熊澤 美裕紀 2, 古賀 ひとみ 3, 鈴木 典
子 3, 鈴木 裕 4, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・医薬品
安全性学 , 2明治薬大・薬・数学 , 3共立習志野台病・薬 , 
4共立習志野台病・小児科）

26PB-pm215	 ゾニサミドを併用した進行期パーキンソン病患者に
おけるL-DOPAおよび L-DOPA代謝物の血中濃度
推移に関する検討
○三橋 範子 1, 中野 優子 1, 土井 啓員 2, 真坂 亙 2, 榊原 
隆次 3, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・医薬品安全性学 , 
2東邦大・佐倉病院・薬 , 3東邦大・佐倉病院・神内）

26PB-pm216	 ヒスタミンH2拮抗薬のコリンエステラーゼ阻害活性
に関する検討
○斎藤 百恵 1, 三橋 範子 1, 土井 啓員 2, 真坂 亙 2, 榊原 
隆次 3, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・医薬品安全性学 , 
2東邦大・佐倉病院・薬 , 3東邦大・佐倉病院・神内）
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26PB-pm217	 腎不全において酸化マグネシウム製剤が及ぼす影響
-5/6 腎切除腎不全モデルラットを用いた検討 -
○笠原 幸子 1, 長島 真大 1, 小園 幸輝 2, 小杉 隆祥 2, 西
澤 健司 2, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・医薬品安全性学 , 
2東邦大・大森病院・薬）

26PB-pm218	 シスプラチン誘発性腎障害に対するマグネシウム製
剤による予防効果の検討
○鎌田 敦音 1, 笠原 幸子 1, 寺尾 茉莉奈 1, 小園 幸輝 2, 
小杉 隆祥 2, 西澤 健司 2, 佐藤 光利 1（1明治薬大・薬・
医薬品安全性学 , 2東邦大・大森病院・薬）

26PB-pm219S	イリノテカン誘発遅発性下痢モデルにおける大腸
aquaporins の変化
○坪田 結香 1, 五十嵐 信智 1, 今 理紗子 1, 皆見 萌 1, 松
永 佑香里 1, 加藤 咲 1, 木村 博 1, 落合 和 1, 杉山 清 1

（1星薬大）
26PB-pm220S	クラッシュ症候群ラットに対する astragaloside-IV

の腎傷害の抑制効果と一酸化窒素を介したミトコン
ドリア機能改善メカニズムによる抗炎症作用
村田 勇 1, ○岩﨑 徹 1, 篠田 祐子 1, 井上 裕 1, 金本 郁
男 1（1城西大薬）

26PB-pm221	 血液脳関門機能低下マウスにおけるタイトジャンク
ション関連タンパク質に及ぼす葛根湯投与の影響
○大原 厚祐 1,2, 森 勇人 2, 倉持 圭 2, 長山 佳世 2, 蛭川 
紗希 2, 秋元 勇人 2, 冲田 光良 3, 根岸 彰生 2, 井上 直子 2, 
大嶋 繁 2, 沼尻 幸彦 2, 大島 新司 2, 秋元 雅之 1, 本間 精
一 4, 小林 大介 2（1城西国際大薬 , 2城西大薬 , 3城西
大学薬局 , 4温故堂漢方あけぼの薬局）

26PB-pm222	 白内障患者の眼房水中アルブミンへのジクロフェナ
ク結合とタンパク結合阻害を利用した投与法とその
メカニズム
○高村 徳人 1, 石井 紗綾 2,4, 尾崎 峯生 2, 大崎 卓 3, 徳
永 仁 1, 緒方 賢次 1, 瀬戸口 奈央 1, 有森 和彦 4（1九州
保福大薬 , 2尾崎眼科 , 3津田沼眼科 , 4宮崎大病院薬）

26PB-pm223	 Dorsomorphin を用いた新規成人T細胞白血病治療
法の検討
○相川 晃慶 1, 小迫 知弘 1, 福田 梓 1, 吉満 誠 2, 有馬 
直道 2, 本田 伸一郎 1, 添田 秦司 1（1福岡大薬 , 2鹿児
島大医）

26PB-pm224	 PBA投与による血中マウスDSS 誘発性 IBD発症抑
制性物質の探索
○小野 和彦 1, 櫨川 舞 1, 西中川 拓也 1, 安河内(川久保) 
友世 1, 中島 学 1（1福岡大薬）

26PB-pm225	 PBA代謝物 PAGln の抗炎症作用に関する in	vitro
評価
○櫨川 舞 1, 小野 和彦 1, 西中川 拓也 1, 安河内（川久
保） 友世 1, 中島 学 1（1福岡大薬）

26PB-pm226	 STF-62247 による白血病細胞株の細胞死に対する検討
○佐藤 啓介 1,2, 小迫 知弘 1, 豊島 萌恵 1, 今石 果奈 1, 
相川 晃慶 1, 本田 伸一郎 1, 神村 英利 1,2, 添田 秦司 1

（1福岡大学薬学部 , 2福岡大学病院）
26PB-pm227S	抗がん剤エルロチニブ投与時の皮膚乾燥におけるア

クアポリンの役割
○金子 未歩 1, 横山 貴俊 1, 吉野 真花奈 1, 今 理紗子 1, 
楠 欣己 1, 水上 七帆 1, 落合 和 1, 五十嵐 信智 1（1星薬
大）

26PB-pm228	 茵陳蒿による抗腫瘍活性
○松岡 芹佳 1, 木村 健人 1, 池谷 幸信 1, 角本 幹夫 1, 岡
野 友信 1（1立命館大薬）

26PB-pm229S	Bortezomibはマウスの酸味感受性を可逆的に増大さ
せる
○岩村 萌美 1, 大石 晃弘 1, 小林 恭子 1, 林 亜希子 1, 西
田 健太朗 1, 長澤 一樹 1（1京都薬大）

26PB-pm230S	シスプラチン投与マウスにおける苦味感受性の変化
○牧野 愛美 1, 大石 晃弘 1, 林 亜希子 1, 小林 恭子 1, 西
田 健太朗 1, 長澤 一樹 1（1京都薬大）

26PB-pm231	 β -Hydroxy β -Methylbutylate 含有栄養素投与マ
ウスにおけるリポタンパク質リパーゼの挙動
○大久保 友貴1, 相澤 実穂1, 藤岡 奈緒美1, 藤井 朋保1, 
中村 徹也 1, 上敷領 淳 1, 森田 哲生 1（1福山大薬生化学）

26PB-pm307	 メトトレキサートによるラット回腸 glucagon-like	
peptide-2 発現の変動について
○田渕 千倫 1, 町田 麻依子 1, 志賀 咲紀 2, 町田 拓自 2, 
平藤 雅彦 2（1北海道薬大 , 2北医療大薬）

26PB-pm308	 月経周期と酸化ストレス・うつ傾向との関連性
○南 英里 1, 山 佳織 1, 町田 麻依子 1, 早勢 伸正 1, 三浦 
淳 1（1北海道薬大）

薬物治療（がん）
26PB-pm232	 Afatinib により生じる皮膚障害に対する

minocycline の効果
○佐野 和美 1, 佐藤 陽香 1, 増山 美咲 1, 池上 洋二 1, 吉
田 久博 1（1明治薬大）

26PB-pm233	 ヒト血漿中エルロチニブの測定
○江島 康平 1,2, 吉岡 準平 1,2, 佐野 和美 1,2, 池上 洋二 1,2, 
吉田 久博 1,2（1明治薬大 , 2薬物体内動態）

26PB-pm234	 ラットにおける erlotinib	投与液の溶解性と副作用に
関する検討
○吉岡 準平 1,2, 江島 康平 1,2, 本田 優気 1,2, 佐野 和美 1,2, 
池上 洋二 1,2, 吉田 久博 1,2（1明治薬大 , 2薬物体内動態）

26PB-pm235	 オキサリプラチン誘発性末梢神経障害発症に及ぼす
関連因子に関する研究
○篠 加奈子 2,3, 加藤 芳徳 1, 中村 裕義 1,2,3, 山田 治美 1,2

（1国際医福大薬 , 2国際医福大院薬 , 3国際医福大三田
病院薬）

26PB-pm236	 カプサイシンのB細胞性リンパ腫に対する抗腫瘍活性
○森口 美里 1, 白石 大理 1, 渡辺 匡史 1, 藤室 雅弘 1

（1京都薬大）
26PB-pm237S	胆汁酸が慢性骨髄性白血病細胞の増殖と抗がん剤感

受性に与える影響の検討
○津守 美希 1, 鈴木 小夜 1, 廣本 有紀 1, 高木 彰紀 1, 青
森 達 1,2, 中村 智徳 1（1慶應大薬 , 2慶應大病院薬）

26PB-pm238S	非ステロイド性抗炎症薬	(NSAIDs) の	COX	阻害活
性に基づく抗腫瘍効果に関する研究
○中野 大輝 1, 鈴木 小夜 1, 林 由梨果 1, 高木 彰紀 1, 青
森 達 1,2, 中村 智徳 1（1慶應大薬 , 2慶應病院薬）

26PB-pm239	 ゲフィチニブによる非小細胞肺がんのミトコンドリ
ア機能への影響
○竹中 智哉 1,2, 片山 未来 1,2, 中瀬 朋夏 3, 藤井 郁雄 2, 
小林 進 4, 中瀬 生彦 1（1大阪府大 N2RC, 2大阪府大理 , 
3武庫川女大薬 , 4ハーバード大医）

26PB-pm240	 頭頸部がん患者における cisplatin と強度変調放射線
同時併用療法の完遂率を低下させる因子の検討
○伊藤 雄大 1, 志田 有里 1, 西岡 達也 1, 久米 学 1, 槇本 
博雄 1, 矢野 育子 1, 平井 みどり 1（1神戸大病院薬）

26PB-pm241	 当院における胃切除後胃がん患者の鉄欠乏と鉄剤の
適正使用について
○新井 雄高 1, 森下 真奈 1, 森下 広嗣 1, 浅原 慶徳 1

（1島田市民病院薬）
26PB-pm242	 重篤な骨転移のためにペグフィルグラスチムによる

予防効果が十分に得られなかった一例
○藤田 愛 1, 香川 実咲 1, 鎌田 瑞菜 1, 中山 順子 1, 細田 
美穂 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）

26PB-pm243	 当院における胃癌に対するラムシルマブの使用状況
と副作用調査
○鎌田 瑞菜 1, 中筋 美保 1, 中島 彰子 1, 宮川 幸子 1, 野
﨑 純子 1, 細田 美穂 1, 中山 順子 1, 仲川 三春 1, 宮川 
真澄 1（1香川県立中央病院薬）

26PB-pm244S	ヒト大腸がん細胞株 SW620 細胞におけるデシタビン
長期処置による耐性の獲得
○徳野 翔太 1, 細川 美香 1, 高津 汐李 1, 田中 章太 1, 上
田 久美子 1, 岩川 精吾 1（1神戸薬大）



– 191 –

医
療
系
薬
学

26PB-pm245	 マイクロRNA-124-5p が LRP1Bの発現に及ぼす効
果
○柴山 良彦 1, 久保 義忠 1, 井関 健 2（1北医療大薬 , 
2北大院薬）

26PB-pm246	 肝細胞株HepG2 細胞におけるEGFR-TKI および代
謝物による細胞障害
○高橋 優 1, 大橋 養賢 1,2, 桧貝 孝慈 1（1東邦大薬・病
態生化 , 2東京医療センター薬）

26PB-pm247	 HepG2 細胞におけるHGF刺激およびTivantinib に
よる 5-FU代謝への影響
○吉武 江奈 1, 林 佑樹 1, 小林 康次郎 1,2, 桧貝 孝慈 1, 
和久井 紀貴 2, 永井 英成 2（1東邦大薬・病態生化 , 
2東邦大医療セ・大森病院 消化器内科）

26PB-pm248	 抗 EGFR抗体薬における副作用としての低Mg血症
発現率の比較検討
○井上 貴久 2, 櫻田 巧 2, 柴田 高洋 2, 岡田 直人 2,1, 座
間味 義人 2,1, 今西 正樹 2,1, 中村 敏己 2, 寺岡 和彦 2, 石
澤 啓介 2,1（1徳島大院医歯薬 , 2徳島大病院）

26PB-pm249S	TDCM誘導体ビザンチンによる血管新生阻害作用の
検討
○北田 卓也 1, 山本 博文 1, 阿部 友美 1, 瀬津 弘順 1, 葛
西 祐介 1, 今川 洋 1, 井上 正久 1（1徳島文理大薬）

26PB-pm250	 TS-1 誘発性食欲不振ラットの消化管解析
○久保田 夕貴1, 白石 ちひろ1, 入江 圭一1, 山下 郁太1, 
明瀬 孝之 1, 中野 貴文 1, 松本 麻美 1, 岩橋 理紗 4, 高瀬 
友美 1, 松尾 宏一 1, 林 稔展 3, 三島 健司 2, 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 , 2福
岡大工 , 3九州医療センター , 4鹿児島大病院薬）

26PB-pm251S	前立腺がん悪性化因子としてのPI3K/Akt シグナル
○並木 梢 1, 菅原 綾介 2, 矢野 友啓 1,2（1東洋大食環 , 
2東洋大院生命）

26PB-pm252S	シスプラチンベースのがん化学療法に伴う消化器症
状を軽減した最適な治療法に関する調査
○岩田 未来 1, 後藤 綾 2, 太田 美里 1, 田中 理子 3, 宮崎 
雅之 1,3, 山田 清文 3, 吉見 陽 1,3, 野田 幸裕 1,2,3（1名城
大薬 , 2名城大院薬 , 3名大病院薬）

26PB-pm253	 タキサン系抗がん薬パクリタキセルが遺伝性神経疾
患Charcot-Marie-Tooth 病原因遺伝子の発現量に与
える影響
○山下 郁太 1, 入江 圭一 1, 幸地 茜 1, 木村 奈美 1, 明瀬 
孝之 1, 中野 貴文 1, 高瀬 友美 1, 松尾 宏一 1, 林 稔展 2, 
三島 健司 3, 佐藤 朝光 1, 佐野 和憲 1, 三島 健一 1（1福
岡大薬 , 2九州医療センター , 3福岡大工）

26PB-pm254	 ヒト大腸がん細胞株HCT116 細胞における浸潤能及
び遊走能に及ぼすニトロベンジルチオイノシンの影響
山口 真実 1, ○上田 久美子 1, 杉木 紗代 1, 茶村 流衣 1, 
吉井 鷹之 1, 田中 章太 1, 細川 美香 1, 岩川 精吾 1（1神
戸薬大・薬剤）

26PB-pm255	 微小管機能阻害薬による皮膚傷害に関与する添加剤
の影響
○日浦 綾菜 1, 田村 雄志 1, 山室 愛子 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）

26PB-pm256	 皮膚傷害メカニズムに対するビノレルビンの微小管
重合阻害作用の関与
○原 あや乃 1, 武田 利明 2, 高石 雅樹 1, 浅野 哲 1（1国
際医福大薬 , 2岩手県大看護）

26PB-pm257	 ビノレルビンによる皮膚傷害に対するHSP70 の細胞
傷害抑制作用への関与
○藤田 康介 1, 山室 愛子 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）

26PB-pm258	 マイトマイシンC血管外漏出時の皮膚傷害に関する
メカニズムの検討
○阿部 翔 1, 藤田 康介 1, 武田 利明 2, 高石 雅樹 1, 浅野 
哲 1（1国際医福大薬 , 2岩手県大看護）

26PB-pm259	 乳がん薬物療法の効果に影響を与える亜鉛と亜鉛ト
ランスポーター
○中瀬 朋夏 1, 波多野 有紀 1, 久下 愛加 1, 南賀 茉里 1, 
松井 千紘 1, 髙橋 幸一 1（1武庫川女大薬）

26PB-pm260	 フッ化ピリミジン系抗がん剤TS-1 が味覚に及ぼす影響
○白石 ちひろ1, 山下 郁太1, 松本 麻美1, 久保田 夕貴1, 
岩橋 理紗 1, 明瀬 孝之 1, 本多 健治 1, 入江 圭一 1, 佐野 
和憲 1, 佐藤 朝光 1, 松尾 宏一 1, 林 稔展 2, 三島 健一 1

（1福岡大薬 , 2国立機構九州医療セ薬）
26PB-pm261	 外来癌化学療法中の発熱に対するメシル酸ガレノキ

サシン水和物事前処方の有用性評価
○高橋 正也 1, 高橋 克之 1, 小川 和樹 1, 高島 勉 2, 光川 
康子 1, 柏木 伸一郎 2, 野田 諭 2, 小野田 尚佳 2, 大平 雅
一 2, 永山 勝也 1（1大阪市立大病院薬 , 2大阪市立大学
大学院　腫瘍外科）

26PB-pm262	 外来化学療法室におけるB型肝炎ウイルス関連検査
の実施状況
○大久保 真貴 1, 竹内 徹也 1, 柳町 直哉 1, 山中 陽平 1, 
福田 啓人 1, 井坂 江吏香 1, 鈴木 嘉治 1, 細野 智美 1, 神
林 泰行 1, 本間 真人 1（1筑波大病院薬）

26PB-pm263	 当院におけるペグフィルグラスチムの使用状況と有
効性・安全性の検討
○五十嵐 信生 1, 富山 徹 1, 蛭谷 一彦 1（1富山赤十字
病院薬）

26PB-pm264	 がん疼痛スコアと副作用スコアに関する患者報告値
と緩和ケアチームの評価値の一致度に関する検討
○榮 穂乃香 1, 松村 千佳子 1, 渡邉 美貴 2, 山田 正実 3, 
矢野 義孝 1（1京都薬科大学 , 2大阪府済生会野江病院
看 , 3大阪府済生会野江病院薬）

26PB-pm265	 抗体医薬品の臨床薬物動態に影響する変動要因の文
献調査（第 2報）
○沢井 真理子 1, 高橋 雅弘 1, 小川 竜一 1, 越前 宏俊 1

（1明治薬大）

薬物治療（個別化）
26PB-pm266S	経口抗凝固薬エドキサバンの定量法の確立と体内動

態の基礎検討
○松本 真一 1, 花田 和彦 1, 山口 千賢 1, 大野 里咲 1, 高
橋 晴美 1, 井口 智恵 2,3, 小林 義和 2, 柴田 壮一 2, 松原 
肇 2,3, 月村 泰規 4（1明治薬大 , 2北里大北里研病薬 , 
3北里大薬 , 4北里大北里研病人工関節・軟骨移植セ）

26PB-pm267S	人工膝関節置換術施行患者におけるエノキサパリン
の投与中止の要因解析と体内動態の個体差要因探索
○中村 悠人 1, 花田 和彦 1, 早崎 裕太 1, 萩原 千晴 1, 高
橋 晴美 1, 井口 智恵 2,3, 小林 義和 2, 柴田 壮一 2, 松原 
肇 2,3, 月村 泰規 4（1明治薬大 , 2北里大北里研病薬 , 
3北里大薬 , 4北里大北里研病人工関節・軟骨移植セ）

26PB-pm268	 UPLC-MS を用いた尿中 6β -hydroxycortisol の迅
速定量法の開発
○高橋 麗華 1, 志賀 翔太 1, 高橋 雅弘 1, 小川 竜一 1, 越
前 宏俊 1（1明治薬大）

26PB-pm269S	抗体医薬品の薬剤感受性と一塩基多型との関連
○小口 美乃里1, 吉村 紫2, 稲葉 健二郎3, 中曽根 彩華1, 
酒井 寛泰 1, 湯本 哲郎 1, 五十嵐 敦之 2, 里 史明 1（1星
薬大・疾患病態解析学 , 2NTT 東日本関東病院 , 3総
合相模更生病院）

26PB-pm270S	腎不全時における肝固有クリアランスの変化に関す
る考察
○向井 翔也 1, 花田 和彦 1, 上田 幸穂 1, 清水 麻衣 1, 高
橋 晴美 1（1明治薬大）

26PB-pm271S	抗凝固薬投与後のProthrombinase-Induced	
Clotting	Time	(PiCT) 測定条件の検討
○奥山 直樹 1, 花田 和彦 1, 立澤 綾梨 1, 高橋 晴美 1

（1明治薬大）
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26PB-pm272	 イリノテカン低用量レジメンにより誘発される重篤
な副作用発現とABCG1および ABCC5遺伝子変異
との関連
○守屋 寛之 1, 大石 梨乃 1, 早坂 優輝 1, 牧野 愛弓 1, 横
井 雄一 1, 横川 詩於理 1, 山下 美妃 1, 郡 修徳 1, 山﨑 
将英 2, 本郷 文教 3, 菅谷 文子 4, 宮本 篤 2, 樫村 暢一 5

（1北海道薬大 , 2札幌医科大病院薬 , 3手稲渓仁会病院
薬 , 4手稲渓仁会病院呼吸器内科 , 5手稲渓仁会病院外
科）

26PB-pm273	 小児急性リンパ性白血病患児における高用量メトト
レキサート投与後の血中濃度に影響を与える因子の
検討
○田中 庸一 1, 浦山 ケビン 2, 森 麻希子 3, 長谷川 大輔 4, 
太田 節雄 5, 柳町 昌克 6, 康 勝好 3, 尾鳥 勝也 1, 真部 淳 4

（1北里大薬 , 2聖路加国際大 , 3埼玉県立小児医療セン
ター血液・腫瘍科 , 4聖路加国際病院小児科 , 5帝京大
ちば総合医療センター小児科 , 6横浜市立大小児科）

26PB-pm274S	がん化学療法に伴う消化器症状の発現におけるセロ
トニン関連分子の関連性
○加藤 奈波 1, 後藤 綾 2, 市川 和哉 3, 宮崎 雅之 1,3, 松
岡 史華 1, 髙木 修平 1, 岡本 誉士典 1, 神野 透人 1,2, 山
田 清文 3, 吉見 陽 1,3, 野田 幸裕 1,2,3（1名城大薬 , 2名城
大院薬 , 3名大病院薬）

26PB-pm275	 がん患者のオピオイド導入に対する地域連携
○澤登 保子 1, 指宿 貴博 1, 濱野 遥 1, 原 朋子 1, 早川 
裕里 1, 中田 由香里 1, 北村 美和 1（1松本協立病院薬）

3月 27日（月）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

消化管吸収
27PB-am163	 Dissolution	&	artificial	membrane	permeation	

assay	(DAMPA)	を用いた二価カチオン併用後のノ
ルフロキサシン吸収挙動の解析
○八木 繁典 1（1塩野義製薬 CMC 研究本部）

27PB-am164	 細胞膜透過ペプチドを利用した難吸収性薬物の経口
吸収促進基盤技術の確立
○亀井 敬泰 1, 武田 真莉子 1（1神戸学院大薬）

27PB-am165	 Dipyridamole のラット経口吸収に及ぼす過飽和の影響
○神田 真由美 1, 河合 幸紀 1, 小林 英夫 1（1第一三共
RD ノバーレ）

27PB-am166	 カニクイザル iPS 細胞由来腸管オルガノイドの長期
培養
○木田 有里子 1, 小野里 太智 2, 赤川 巧 1, 小枝 暁子 2, 
岩尾 岳洋 1,2, 松永 民秀 1,2（1名市大薬　臨床センター , 
2名市大院薬　臨床薬学）

27PB-am167	 小腸吸収過程におけるアルミノプロフェンの体内動
態に関する研究
○山田 晃己 1, 笹森 奈津美 1, 皆川 佑太 1, 佐藤 隆司 1, 
渡辺 一弘 1（1北海道薬科大学）

27PB-am168	 Caco-2 細胞におけるロキソプロフェンの輸送特性
○鳴海 克哉 1, 小林 正紀 2, 古堅 彩子 1, 高橋 夏子 3, 井
関 健 1,2（1北大院薬 , 2北大病院薬 , 3北海道薬大）

経皮吸収
27PB-am169	 SIS 系新規粘着基剤を用いたリドカイン - プリロカイ

ン貼付剤の開発
○荻野 弘幸 1, 水谷 仁弥 1, 田中 辰佳 1, 赤澤 満児 1

（1カネカ）
27PB-am170	 ビソノテープ 8時間貼付時におけるビソプロロール

の放出性と体内動態の評価
○小林 真理子 1, 三星 知 2, 長井 一彦 2, 渡邊 賢一 3, 天
澤 香里 1, 平出 美紀 1, 宮澤 奈緒 1, 上野 和行 1（1新潟
薬大薬 薬物動態学研究室 , 2下越病院薬 , 3新潟薬大
薬 臨床薬理学研究室）

27PB-am171S	天然型セラミドの組み合わせによる皮膚角層細胞間
脂質モデルの調製と評価
○表 萌々 1, 小幡 誉子 1, 太田 昇 2, 石田 賢哉 3, 髙山 
幸三 1（1星薬大 , 2SPring-8/JASRI, 3高砂香料㈱）

27PB-am172	 ジェルポリマーを基剤とした新規テルビナフィン製
剤の調製と評価
○新井 裕子 1, 小幡 誉子 1, 和田 直久 2, 島谷 隆夫 2, 髙
山 幸三 1（1星薬大 , 2テイカ製薬）

27PB-am173S	【演題取り下げ】
27PB-am174	 3 次元空間充填構造を支持体としたPSAテープの開発

鈴木 貴雅 1, 嵜迫 優真 1, 山邊 敦美 2, 金松 俊宏 2, ○藤
堂 浩明 1, 杉林 堅次 1（1城西大薬 , 2株式会社リコー）

27PB-am175	 表皮ランゲルハンス細胞の langerin 発現に対するマ
イクロニードル適用の影響
○江原 悠香 1, 濱鍜 圭登 1, 田鎖 惣一郎 1, 木村 聡一郎 1, 
森本 雍憲 2, 上田 秀雄 1（1城西大薬 , 2ティ・ティ・エ
ス技術研）

27PB-am176	 High-throughput	screening 法を用いた吸収促進能
を有する経皮適用型リポソームの製剤設計
○岡田 明恵 1, Pajaree SAKDISET1, 藤堂 浩明 1, 杉林 
堅次 1（1城西大学薬学部）

粘膜吸収
27PB-am177	 ポリエチレングリコール修飾 poly-L-ornithine	は鼻

腔内滞留性及び経鼻吸収促進効果を改善する
○神矢 佑輔 1, 雨宮 怜香 1, 八巻 努 1, 内田 昌希 1, 夏目 
秀視 1（1城西大薬）

27PB-am178	 ヒト舌細胞における有機アニオントランスポーター
の 6‐ carboxyfluorescein 輸送に関する研究
○太田 鮎子 1, 常廣 玲央 1, 毎田 千恵子 1, 小藤 恭子 1, 
村田 慶史 1, 佐々木 将太郎 1（1北陸大薬）

27PB-am179	 口腔粘膜におけるカチオン性薬物のトランスポー
ター介在輸送について
○常廣 玲央 1, 太田 鮎子 1, 毎田 千恵子 1, 小藤 恭子 1, 
村田 慶史 1, 佐々木 将太郎 1（1北陸大薬）

27PB-am180	 各種培養細胞系の薬物経鼻吸収性評価に対する適合
性比較
○古林 呂之 1, 井上 大輔 1, 田中 晶子 2, 草森 浩輔 2, 勝
見 英正 2, 山本 昌 2, 坂根 稔康 3（1就実大薬 , 2京都薬
大 , 3神戸薬大）

トランスポーター（ABC）
27PB-am181	 微小管阻害抗がん薬によるヒトP- 糖タンパク質の誘

導機構
○鍋倉 智裕 1, 水野 光一 1, 地村 美鈴 1, 川嵜 達也 1, 上
井 優一 1（1愛知学院大薬）

27PB-am182	 脳内非結合型薬物濃度の種差～各種動物でのP-gp の
影響～
○五十嵐 裕美 1, 木戸 康人 1, 渡 亮輔 1, 橋本 広志 1, 松
本 智子 1, 土屋 栄一 1, 根笹 賢一 1（1塩野義製薬）

27PB-am183	 ABCG2を介したチロシンキナーゼ阻害剤の相互作用
に関する検討
○井上 裕貴 1, 森田 隆 1, 小野塚 真理 2, 中川 大 3, 佐野 
元彦 2, 齋藤 健一 2, 近藤 正巳 2, 吉田 久博 1, 岸野 亨 2,4, 
池上 洋二 1（1明治薬大 , 2埼玉医大総合医療センター
薬 , 3中部大応用生物 , 4埼玉医大病院薬）

トランスポーター（SLC）①
27PB-am184S	蛍光基質を用いた新規有機アニオントランスポー

ターの輸送機能解析
○関口 裕太朗 1, 三村 佳久 1, 保嶋 智也 1, 太田 欣哉 2, 
井上 勝央 3, 湯浅 博昭 1（1名市大院薬 , 2金城学院大薬 , 
3東京薬大薬）
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27PB-am185	 PMATによるatenolol 輸送に対するオレンジジュー
ス成分の阻害効果の解析
○三村 佳久 1, 柘植 彩花 1, 保嶋 智也 1, 井上 勝央 2, 太
田 欣哉 3, 湯浅 博昭 1（1名市大院薬 , 2東京薬大薬 , 
3金城学院大薬）

27PB-am186	 蛍光基質利用によるOATP2B1 に対するフラボノイ
ド類の即時性作用の解析
○渡辺 理奈 1, 保嶋 智也 1, 太田 欣哉 2, 湯浅 博昭 1

（1名市大院薬 , 2金城学院大薬）
27PB-am187S	equilibrative	nucleobase	transporter	1（ENBT1/

SLC43A3）による 6-mercaptopurine の細胞内取り
込みの解析
○細馬 あかね 1, 保嶋 智也 1, 太田 欣哉 2, 湯浅 博昭 1

（1名市大院薬 , 2金城学院大薬）
27PB-am189	 PCFTを介した葉酸輸送に対するルイボスティーの

影響
○小池 美和 1, 奈良輪 知也 1, 伊藤 智夫 1（1北里大薬）

27PB-am190	 OATP2B1 を介した Estrone-3-sulfate の輸送におけ
るコーヒー抽出物の影響
○高野 修平 1, 阿部 紘美 1, 濵田 祥之 1, 伊藤 智夫 1

（1北里大薬）
27PB-am191	 ヒト血液脳関門プロトン /有機カチオンアンチポー

ターの機能制御因子の解析
○樋口 慧 1, 近藤 麻美 1, 上松 祐貴 1, 黒澤 俊樹 1, 黄倉 
崇 1, 出口 芳春 1（1帝京大薬）

27PB-am192	 pH 依存性 2,4-dichloro	phenoxyacetate	(2,4-D)	の肝
取り込み機構の解明
増田 雅行 1,2, 大野 裕樹 1, 中村 美穂 1, 坂本 由佳 1, 下
野 和実 1, ○宮内 正二 1（1東邦大薬 , 2東邦大佐倉病
院薬）

トランスポーター（その他）
27PB-am193	 血液脳関門 P糖タンパクの in	vivo 輸送機能の病態

変動に “寄与 ”する分子機構の解明戦略：	酸化スト
レス病態におけるAbl・Src	kinases の寄与
○内田 康雄 1, 星 裕太朗 1, 立川 正憲 1, 大槻 純男 2, 寺
崎 哲也 1（1東北大院薬 , 2熊本大院薬）

27PB-am194S	発現量変動に基づく脳発達期におけるラット血液脳
関門の細胞膜タンパク質群の分類化
○大森 広太郎 1, 立川 正憲 1, 太田 悠介 1, 内田 康雄 1, 
寺崎 哲也 1（1東北大院薬）

27PB-am195S	トランスフェリン受容体結合性ペプチドの retro-
enantio	(D-THRre) の体内分布機構の解明と血液脳
関門透過性の証明
○鳥羽 定徳 1, 立川 正憲 1, Fuster CRISTINA2, 
Teixido MERITXELL2, Giralt ERNEST2,3, 寺崎 哲也 1

（1東北大院薬 , 2IRB Barcelona, 3バルセロナ大）
27PB-am196S	中枢関門における androgen 刺激に応答した

claudin-11 発現調節作用の解明と血液クモ膜関門に
おける claudin-11 の発現解析
○住谷 智仁 1, 内田 康雄 1, 山川 達也 1, 村田 将 1, 張 
正宇 1, 立川 正憲 1, 大槻 純男 2, 寺崎 哲也 1（1東北大
院薬 , 2熊本大院薬）

27PB-am197S	クレアチン脳欠乏症治療を指向したカチオン性アミ
ノ酸トランスポーターを輸送経路とするクレアチン
プロドラッグの開発
○太田 悠介 1, 立川 正憲 1, 吉田 将人 1, 土井 隆行 1, 和
田 敬仁 2, 寺崎 哲也 1（1東北大院薬 , 2京都大院医）

27PB-am198	 果物由来ナノ粒子が及ぼす小腸輸送体への影響
○荒井 俊樹 1, 白崎 佑磨 1, 小森 久和 1, 中西 猛夫 1, 玉
井 郁巳 1（1金沢大院医薬保）

27PB-am199	 メトトレキサート誘発肺胞上皮細胞障害時における
OATP4C1 の関与
○大林 真幸 1, 神山 紀子 1, 小林 靖奈 1, 山元 俊憲 1, 向
後 麻里 1（1昭和大薬）

27PB-am200	 大黄甘草湯を長期投与した際の腎トランスポーター
の変化
○今 理紗子 1, 木村 博 1, 松永 佑香里 1, 皆見 萌 1, 加藤 
咲 1, 五十嵐 信智 1（1星薬大）

27PB-am201	 蛍光物質との競合反応を利用した肝型脂肪酸結合タ
ンパク質に結合する薬物の探索とその特徴解析
○山本 篤司 1, 立松 洋平 1, 篠原 康雄 2, 大倉 一人 1

（1鈴鹿医療大薬 , 2徳島大薬）

分布
27PB-am202	 脳内 tyramine クリアランスへの血液脳脊髄液関門排

出輸送機構の関与
山﨑 雄平 1, ○赤沼 伸乙 1, 久保 義行 1, 細谷 健一 1

（1富山大院薬）
27PB-am203	 内側血液網膜関門における cyanocobalamin 輸送機

構の解明
木下 由梨 1, 野上 暁生 1, 阿部 肇 1, 井上 将彦 1, 赤沼 
伸乙 1, ○久保 義行 1, 細谷 健一 1（1富山大院薬）

27PB-am204	 外側血液網膜関門 riboflavin 輸送機構における輸送
担体の関与
○三木 智史 1, 赤沼 伸乙 1, 久保 義行 1, 細谷 健一 1

（1富山大院薬）
27PB-am205	 ヒト網膜色素上皮細胞における物質輸送へのヘミ

チャネル分子の関与
○丸山 蒼平 1, 赤沼 伸乙 1, 久保 義行 1, 細谷 健一 1

（1富山大院薬）
27PB-am206S	肺線維症発症時の肺胞上皮細胞のin	vitroモデル確

立のための上皮間葉移行及び薬物透過性の評価
○山口 広太郎 1, 戸上 紘平 1, 多田 均 1, 丁野 純男 1

（1北海道薬大）
27PB-am207	 肺線維症発症時における肺胞閉塞に伴う肺投与型薬

物の肺内動態変化
○戸上 紘平 1, 北山 晏利 1, 大聖 貴之 1, 丁野 純男 1, 多
田 均 1（1北海道薬大）

27PB-am208	 免疫組織化学的検出法および酵素免疫測定法を用い
たダブトマイシンの動態解析
○斉田 哲也 1, 山本 祐太朗 1, 中島 裕美 1, 進 正志 1

（1崇城大学生物生命学部応用生命科学科）
27PB-am209	 シリマリンの主成分	シリビニンのタンパク結合特性

評価
○山崎 啓之 1,2, 佐藤 弘希 3, 皆越 彩織 1, 給分 かりん 1, 
安楽 誠 1, 宮村 重幸 3, 渡邊 博志 3, 田口 和明 1, 瀬尾 
量 1,2, 丸山 徹 3, 小田切 優樹 1,2（1崇城大薬 , 2崇城大
DDS 研 , 3熊本大院薬）

27PB-am210	 近赤外蛍光ナノ粒子を用いたマウス気道の深部イ
メージング
○梅澤 雅和 1,2, 上村 真生 1,2, 関山 翔太 2, 須鎗 聡 2, 吉
田 萌 2, 飯泉 陽子 3, 岡崎 俊也 3, 曽我 公平 1,2（1東理大・
総研院 , 2東理大・基礎工 , 3産総研）

代謝
27PB-am211	 β - エストラジオール	17- グルクロン酸抱合反応の種

差および臓器差に関する検討
○朝居 祐貴 1, 加藤 美紀 1, 榊原 有季子 1, 近藤 雅 1, 灘
井 雅行 1（1名城大薬）

27PB-am212	 ヒト胎児肝細胞における糖質コルチコイドによる硫
酸転移酵素 SULT1E1 の発現誘導
○山折 大 1,2, 相川 香織 2, 上条 しのぶ 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）

27PB-am213	 CYP3A	系遺伝子の発現に関わる	miR433-3p	および	
miR883b-5p	の影響
○杉野 佑太 1, 石川 祐子 1, 九川 文彦 1（1兵庫医療大薬）
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27PB-am214	 インドメタシン誘発小腸粘膜障害モデルにおける小
腸と肝臓でのCYPs およびmdr1a	の発現変動機序の
検討
○河内 正二 1, 中村 任 2, 堀部 紗世 3, 佐々木 直人 3, 濱
口 常男 1, 力武 良行 3（1神戸薬大薬学臨床教育セン
ター , 2大阪薬大臨床薬学教育研究センター , 3神戸薬
大医療薬学）

27PB-am215S	アリルイソプロピルアセチル尿素によるアセトアミ
ノフェン肝障害リスクの軽減
○原 実咲 1, 柳堀 真由気 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学大薬）

27PB-am216S	Mechanism-based	inhibitor による CYP2E1 阻害に
対する有機溶媒のマスキング作用
○米倉 詩織 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学大薬）

27PB-am217	 エピガロカテキンガレートは腸内細菌叢を変動させ、
肝臓特異的にCYP3Aの発現量を低下させる
○五十嵐 信智 1, 小川 壮介 1, 廣部 隆太 1, 今 理紗子 1, 
楠 欣己 1, 山下 真鈴 1, 水上 七帆 1, 金子 未歩 1, 涌井 
宣行 1, 町田 昌明 1, 落合 和 1, 杉山 清 1（1星薬大）

27PB-am218	 ミダゾラムに対する薬物代謝酵素 cytochrome	P450
（CYP）3A分子種の代謝能の解析
○落合 和 1, 北岡 諭 1, 鳩貝 壌 1, 飯塚 美沙 1, 大庭 こ
のみ 1, 新倉 七菜子 1, 平田 美帆 1, 五十嵐 信智 1, 杉山 
清 2（1星薬大　薬動学教室 , 2星薬大　食品動態学）

27PB-am219	 ヒト結腸癌由来HT-29 細胞におけるカルボキジルエ
ステラーゼ発現分子種の同定とその培養条件による
影響の検討
○橋本 満 1, 大政 翔平 1, 酒井 祐輝 1, 大浦 華代子 2, 今
井 輝子 3, 三代 奈都湖 1, 水間 俊 1（1松山大薬 , 2熊本
大学院先導機構 , 3熊本大学院薬）

27PB-am220	 ソフトドラッグ型コルチコステロイドの代謝に関与
するヒトエステラーゼの同定
○今井 輝子 1, Ahmed SAMIR1, 大浦 華代子 1, 
Nicholas BODOR2（1熊本大院薬 , 2フロリダ大薬）

27PB-am221	 ラット小腸における p-Aminobenzoic	acid の代謝お
よび吸収性の定量的評価
○大浦 華代子 1, 田中 啓一郎 2, 米満 崇広 2, 今井 輝子 2

（1熊本大　大学院先導機構 , 2熊本大院薬）

排泄
27PB-am222S	腎上皮 LLC-PK1細胞およびラットにおけるH +/ 脂

溶性カチオン対向輸送機構
○松葉 映美 1, 松井 隆太郎 1, 西野 博喜 1, 小山 真澄 1, 
橋本 征也 1（1富山大院薬）

ADME, PK/PD
27PB-am223S	腎虚血・再灌流モデルラットにおけるミダゾラム動

態評価および変動要因の解析
○徳永 彩子 1, 宮元 敬天 1, 麓 伸太郎 1, 西田 孝洋 1

（1長崎大院医歯薬）
27PB-am224	 腹腔内投与したバンコマイシンの吸収性に与える腹

膜障害の影響評価とその予測
○宮元 敬天 1, 高橋 由紀奈 1, 森塚 暁裕 1,2, 麓 伸太郎 1, 
西田 孝洋 1（1長崎大院医歯薬 , 2長崎大病院薬）

27PB-am225S	急性腎不全モデルラットにおけるフェノバルビター
ルの薬効変動機構の解明
○原 啓介 1, 岡田 淳芳 2, 鈴木 啓一郎 2, 合葉 哲也 1

（1岡山大院医歯薬 , 2岡山大学薬学部）
27PB-am226S	強制利尿法の用量が抗がん剤 cisplatine の薬物動態

および腎障害軽減作用に及ぼす影響
○岡田 章 1, 大江 裕之 1, 平崎 美花 1, 中西 真那 1, 藤田 
まい 1, 福島 恵造 1, 杉岡 信幸 1（1神戸学院大薬）

27PB-am227	 フルオロキノロン系抗菌薬のMechanism-based	PK/
PD理論による細菌学的効果の予測
○佐藤 信雄 1, 菅野 利恵 2, 粟飯原 一弘 1, 矢野 義孝 3

（1Meiji Seika ファルマ株式会社　医薬研究所　動態
分析研究室 , 2Meiji Seika ファルマ株式会社　医薬研
究所　薬理研究室 , 3京都薬科大学　臨床薬学教育研
究センター）

27PB-am228	 アジア人と白人におけるWarfarin 投与後の抗凝固
因子Protein	C 動態の変動要因の定量的解析
○清水 里彩 1, 大原 みなみ 1, 横山 晋太郎 1, 熊谷 静梨
香 1, Michael TM LEE2, Crystal SCHMERK3, Richard 
B KIM3, 高橋 晴美 1（1明治薬大 , 2台湾中央研究院 , 
3ウエスタンオンタリオ大医）

27PB-am229	 ラットにおけるクロザピン単回投与による血糖値上
昇のメカニズム
○木村 有里 1, 永田 将司 2, 石渡 泰芳 2, 高橋 弘充 2, 安
原 眞人 1（1東医歯大院 , 2東医歯大病院薬）

27PB-am230	 がん化学療法に伴う高尿酸血症に対するラスブリ
カーゼの母集団薬力学解析
○木村 耕二 1, 簑原 豪人 2, 本間 真人 2, 山田 安彦 1

（1東京薬大薬 , 2筑波大病院薬）
27PB-am231	 アルツハイマー型認知症治療薬ドネペジルのラット

における薬物動態と効果について
○藤川 怜子 1, 坂本 真実 1, 木村 峻輔 1, 喜里山 暁子 1, 
伊賀 勝美 1（1同志社女大薬）

27PB-am232	 糖尿病モデルラットを用いた glimepiride の体内動
態と効果－正常ラットとの比較
○東 真理子 1, 西 絵理 1, 木村 峻輔 1, 喜里山 暁子 1, 伊
賀 勝美 1（1同志社女大薬）

27PB-am233	 トシリズマブHPLC蛍光法の生体試料への適用に関
する検討
○住吉 真太朗 1, 高田 誠 1, 神谷 誠太郎 1, 中島 憲一郎 1

（1長崎国際大薬）
27PB-am234S	新規血圧降下剤Amlodipine-proxyl の抗酸化活性評

価および降圧作用のPK-PD解析
○北村 卓巳 1, 出井 小百合 1, 杉浦 友映 1, 降旗 正和 1, 
安井 裕之 1（1京都薬大）

27PB-am235	 小児に対するバンコマイシン注の至適投与量の検討
○秋月 萌 1, 赤沢 翼 1, 海老原 卓志 1, 近藤 直樹 1, 桒原 
健 1（1国立国際医療研究センター病院薬剤部）

27PB-am236	 マイクロダイアリシス法におけるプローブ挿入と灌
流が与える脳内ダメージの調査研究
○大山 要 1, 池下 結花 2, 渕上 由貴 1, 川上 茂 1, 中嶋 
弥穂子 3, 中嶋 幹郎 1（1長崎大院医歯薬 , 2長崎大薬 , 
3崇城大薬）

27PB-am237S	妊娠中の cannabidiol 接種による胎児への薬物移行
性とその動態学的解析
○北岡 諭 1, 鳩貝 壌 1, 安川 知花 1, 吉田 浩之 1, 山口 
直人 1, 五十嵐 信智 1, 杉山 清 2, 落合 和 1（1星薬大　
薬動学教室 , 2星薬大　食品動態学研究室）

薬物間相互作用
27PB-am238	 メトホルミンのCaco-2 細胞への取り込みに対する食

物繊維の影響
○岩崎 綾乃 1, 西川 尚子 1, 今井 公江 1（1摂南大薬）

27PB-am239S	ヒト有機アニオントランスポータに対するランソプ
ラゾール光学異性体の阻害効果の評価
○濱田 裕悟 1, 池村 健治 1,2, 岩本 卓也 1,2, 奥田 真弘 1,2

（1三重大院医 , 2三重大病院薬）
27PB-am240S	OATP1B1 を介した基質の取り込みに及ぼす分子標

的薬の影響
○田中 美優 1, 辻本 雅之 1, 小出 博義 1, 竹内 あい 1, 池
上 葉子 1, 田上 真優 1, 阿部 祥子 1, 橋本 実季 1, 峯垣 
哲也 1, 西口 工司 1（1京都薬大）

27PB-am241	 メトトレキサートとNSAIDs の同時定量法の開発と
応用に関する基礎検討
○坂本 貴俊 1, 高田 誠 1, 神谷 誠太郎 1, 中島 憲一郎 1

（1長崎国際大薬）
27PB-am242S	ラットにおける胃内 pHと gefitinib および erlotinib

の血漿中濃度との関係
○鈴木 綾恵 1, 内田 信也 1, 安室 修 1, 田中 紫茉子 1, 柏
倉 康治 1, 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）
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27PB-am243	 バルプロン酸とカルバペネム系抗菌薬の相互作用機
序の計算化学的考察
○水田 賢志 1, 石川 岳志 1, 大滝 大樹 1, 栗山 正巳 1, 尾
野村 治 1, 樋口 則英 2, 中嶋 弥穂子 3, 中嶋 幹郎 1, 大山 
要 1（1長崎大院医歯薬 , 2長崎みなとメディカルセン
ター市民病院薬剤部 , 3崇城大薬）

27PB-am244	 副作用・耐性が生じた免疫抑制剤 /併剤のメカニズ
ム解明から対処物質の適用
○秦 信子 1, 坂本 美智子 1, 森下 明彦 1, 川北 昌晃 1, 伊
藤 康之 2（1Ｉｇ－Ｍ , 2精神・神経医療研セ）

27PB-am245	 ミコフェノール酸とシクロスポリンとの相互作用に
関する研究－ラット週齢間での比較－
北川 佳奈 1, ○石﨑 純子 1, 菅 幸生 1, 崔 吉道 2, 松下 
良 1（1金沢大院医薬保 , 2金沢大病院薬）

27PB-am246	 Excel	VBAを用いたグレープフルーツジュースによ
る薬物相互作用の定量的予測
○松本 徳人 1, 尾崎 友基 1, 藤野 秀樹 1（1兵庫医療大薬）

27PB-am247S	グレープフルーツジュース成分および	resveratrol	
の	CYP2C9	阻害特性解析
○内山 茉里夏 1, 秋好 健志 1, 今岡 鮎子 1, 大谷 壽一 1

（1慶応大薬）
27PB-am248S	レボフロキサシンプロドラッグの	Caco-2	単層膜透過

性に対する金属カチオンの影響
○若林 嘉代 1, 今岡 鮎子 1, 秋好 健志 1, 松山 賢治 2, 大
谷 壽一 1（1慶応大薬 , 2近畿大薬）

27PB-am249	 新規抗てんかん薬 perampanel の cytochrome	P450
を介した抗凝固剤の代謝に対する in	vitro 阻害作用
の検討
○永冶（北田） 陽子 1, 野崎 芳胤 1, 小森 高文 1, 草野 
一富 1（1エーザイ）

27PB-am250	 Warfarin とチロシンキナーゼ阻害薬のCYP2C9 を
介した相互作用予測
○三好 淳也 1, 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）

27PB-am251S	スチリペントールによるCYP1A2 の阻害とそのメカ
ニズム
○玄道 璃奈 1, 梅澤 美弥子 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学
大薬）

27PB-am252S	クラリスロマイシンとエリスロマイシンによる
CYP3A阻害とmetabolic	intermediate	complex 形
成の対応
○野口 航平 1, 田﨑 智也 1, 桝渕 泰宏 1（1千葉科学大薬）

27PB-am253S	CYP3A4	genetic	variants	に対する各種アゾール系
抗真菌薬の阻害特性の比較
○川村 豪 1, 今岡 鮎子 1, 秋好 健志 1, 日比野 英幸 1, 荒
木 拓也 2, 宮崎 光江 2, F.P GUENGERICH3, 中村 克
徳 4, 中村 智徳 1, 山本 康次郎 2, 大谷 壽一 1（1慶応
大薬 , 2群馬大医 , 3Vanderbilt University School of 
Medicine, 4琉球大医）

27PB-am254S	Gefitinib	の	CYP2D6	各種遺伝的多型に対する阻害
特性の比較解析
○仙波 友理香 1, 日比野 英幸 1, 今岡 鮎子 1, 秋好 健志 1, 
大谷 壽一 1（1慶応大薬）

27PB-am255	 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, 錦織 
和真 2, 天野 学 1, 福島 昭二 2（1兵庫医療大薬 , 2神戸
学院大薬）

3月 27日（月）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

製剤の設計・製造（固形）
27PB-pm127	 タンニン酸を含むコンスターチベースのOD錠用プ

レミックス賦形剤の設計
○石川 学 1, 近藤 啓太 1, 山田 篤志 2, 島谷 隆夫 2, 丹羽 
敏幸 1（1名城大薬 , 2テイカ製薬株式会社）

27PB-pm128	 添加剤ビーズを用いたコンタミレス超低温粉砕法に
よる難溶性薬物の溶出性改善
○加藤 万貴 1, 上本 好文 1, 近藤 啓太 1, 丹羽 敏幸 1

（1名城大薬）
27PB-pm129	 固形化粉ミルクの圧縮成形過程と乳化破壊挙動の解析

○丸山 志歩 1, 近藤 啓太 1, 丹羽 敏幸 1（1名城大薬）
27PB-pm130S	マイクロウェーブ照射を利用した漢方薬口腔内崩壊

錠の設計と評価
○泉川 雅裕 1, 岩尾 康範 1, 高山 卓大 1, 水野 初 1, 豊岡 
利正 1, 木村 晋一郎 1, 板井 茂 1（1静岡県大薬）

27PB-pm131	 苦味マスキング顆粒含有OD錠の製剤設計
○廣田 英一郎 1, 相本 正治 1, 吉井 宏子 1, 渡邉 陽子 1, 
太田 元洋 1, 井澤 直人 1, 友田 寛 1（1協和発酵キリン　
CMC 研）

27PB-pm132	 側方噴霧法によるビルベリーコーティング粒子の調製
○眞霜 昌裕 1, 清水 篤史 1, 本城 政稔 1, 寺本 祐之 1

（1株式会社ファンケル 総合研究所 機能性食品研究
所）

27PB-pm133S	錠剤における滑沢剤分散状態の定量的評価
○関根 朋美 1, 小幡 誉子 1, 村井 崇章 2, 髙山 幸三 1

（1星薬大 , 2あいちシンクロトロン光セ）
27PB-pm134	 原薬の物理化学的性質が錠剤引張強度に及ぼす影響

度の評価
○林 祥弘 1, 丸茂 勇輝 1, 大石 卓弥 1, 白鳥 楓 1, 髙山 
幸三 2, 大貫 義則 1（1富山大院薬 , 2星薬大）

27PB-pm135	 スルファメサジンの粉砕による結晶性低下挙動に対
する構造類似不純物の影響
○浜田 義人 1,2, 小野 誠 1, 大原 求 1, 米持 悦生 2（1第
一三共分析評価研 , 2星薬大）

27PB-pm136	 ポリマー医薬TRK-390 錠剤の摩損性評価法の確立
○百武 有紀 1, 太田 琴恵 2, 堀内 保秀 2（1東レ医薬研
究所 , 2東レ医薬 CMC 技術部）

27PB-pm137	 スプレードライヤーを用いた健康食品原料の表面改
質による成形性改善に関する検討
○清水 篤史 1, 本城 政稔 1, 寺本 祐之 1（1株式会社ファ
ンケル総合研究所 機能性食品研究所）

27PB-pm138	 錠剤製造における処方粉体の流動性評価による滑沢
剤混合時間の設定
○中村 承平 1, 山口 沙織 1, 平出 力覇 1, 伊賀 久美 1, 坂
本 宜俊 1, 湯淺 宏 1（1松山大薬）

27PB-pm139	 ポリビニルアルコールあるいはヒドロキシプロピルセ
ルロースを含む口腔粘膜付着錠の製剤処方の最適化
○對馬 公平 1, 池内 由里 1, 大和田 結 1, 小林 文香 2, 大
西 啓 1（1星薬大 , 2日本合成化学工業）

27PB-pm140	 熱溶解積層方式 3Dプリンターを用いた錠剤の開発と
その評価
○久保田 紫帆 1, 小俣 亮 1, 篠田 考史 2, 服部 祐介 1, 大
塚 誠 1（1武蔵野大学薬学部 , 2奈良機械製作所）

27PB-pm141	 テラヘルツ時間領域分光法を用いたOD錠の吸湿性
評価
○秦 欣淼 1, 伊藤 雅隆 1, 坂本 知昭 2, 菅野 清彦 1, 野口 
修治 1, 寺田 勝英 3（1東邦大薬 , 2国立衛研 , 3高崎健
康福祉大薬）

27PB-pm142	 連続打錠プロセスパラメータによる医療用錠剤の製
剤特性モニタリング	-	テオフィリン処方粉末の水分
含量が錠剤の直接圧縮挙動に及ぼす影響	-
○斎藤 秀至 1, 服部 祐介 1, 大塚 誠 1（1武蔵野大薬）
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27PB-pm143S	口腔内の疼痛緩和を目的とした口腔粘膜付着性製剤
の開発
○岩瀬 萌奈 1, 池内 由里 1, 林 愛莉 1, 大西 啓 1（1星薬
大）

27PB-pm144	 崩壊剤による錠剤特性への作用の包括的理解を目的
とした自己組織化マップ解析
丸茂 勇輝 1, 浜口 雅史 1, 熊田 俊吾 2, 小杉 敦 2, 林 祥
弘 1, ○大貫 義則 1（1富山大院薬 , 2日医工）

27PB-pm145S	多孔性ケイ酸カルシウムを用いたニフェジピン徐放
性製剤の調製と評価　－ポリビニルピロリドンによ
る徐放化－
○上垣 由布子 1, 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）

27PB-pm146	 天然高分子素材を用いたナテグリニド徐放錠の調製
○片山 博和 1, 古寺 沙織 1（1福山大薬）

27PB-pm147S	糖転移ナリンジンを用いた難溶性薬物の溶解性改善
の検討
○山下 力也 1, 内山 博雅 1, 門田 和紀 1, 戸塚 裕一 1

（1大阪薬大）
27PB-pm148	 3D プリンターによるPVA・PLA複合錠剤のデザイ

ンが薬物溶出に与える影響
○福重 香 1, 安藤 睦美 1, 長田 典子 1, 林 直美 1, 小川 
恵美 1, 田上 辰秋 1, 酒井 紀人 2, 尾関 哲也 1（1名市大
院薬 , 2日本合成化学工業）

27PB-pm149S	PVP 及びシクロデキストリンを用いたクルクミンの
溶解性改善に関する研究
○北浦 祐衣 1, 内山 博雅 1, 門田 和紀 1, 戸塚 裕一 1

（1大阪薬大）
27PB-pm150	 錠剤２重コーティング工程のNIRモニタリングによ

る皮膜量と溶出時間予測
○南 桃子 1, 菅田 光涼 1, 鎌田 人志 2, 長門 琢也 2, 服部 
祐介 1, 大塚 誠 1（1武蔵野大学薬学部製剤学研究室 , 
2（株）パウレック）

27PB-pm151S	Spray	Freeze	Drying 法による	KLEPTOSE®	
Linecaps/ レバミピド複合体形成と	その溶出性及び
苦味の改善
○冨田 湧矢 1, 照喜名 孝之 2, 服部 祐介 1,2, 大塚 誠 1,2

（1武蔵野大学薬学部 , 2武蔵野大学薬学科研究所）
27PB-pm152	 Rutin 糖転移体を用いた carbamazepine 非晶質の安

定化メカニズムの解明
○植田 圭祐 1, 青木 千咲 1, 東 顕二郎 1, 門田 和紀 2, 戸
塚 裕一 2, 川上 亘作 3, 森部 久仁一 1（1千葉大院薬 , 
2大阪薬大 , 3物質・材料研究機構）

27PB-pm153	 加熱混練による薬物ナノ結晶形成メカニズムの解明
○森部 久仁一 1, 尾曲 克彦 1, 植田 圭祐 1, 東 顕二郎 1

（1千葉大院薬）
27PB-pm154	 小角 X線散乱法による糖転移ルチンと Itraconazole

の非晶質複合体評価
○門田 和紀 1, 赤土 了介 1, 内山 博雅 1, 有馬 寛 2, 杉山 
和正 2, 戸塚 裕一 1（1大阪薬大 , 2東北大金研）

27PB-pm155	 シクロデキストリンにより粉末化したインドメタシ
ン /リドカイン非晶質複合体の物理学的特徴
○菅井 舞子 1, 鈴木 直人 1, 鈴木 豊史 1, 伴野 和夫 1

（1日本大薬）
27PB-pm156	 凍結乾燥によるGlycine-Glutaric	acid 共結晶の形成

と昇温による変化
○伊藤 雅隆 1, 荒井 椋子 1, 伊豆津 健一 2, 吉田 寛幸 2, 
柴田 寛子 2, 合田 幸広 2, 菅野 清彦 1, 野口 修治 1, 寺田 
勝英 3（1東邦大薬 , 2国立衛研 , 3高崎健康福祉大薬）

27PB-pm157	 粉末吸入製剤の肺内運動挙動のコンピュータ・シミュ
レーション
○藤原 咲 1, 仲村 英也 1, 綿野 哲 1（1大阪府立大学大
学院）

27PB-pm158	 連続式二軸押し出し造粒機における湿潤粉体の流動
状態の数値解析
○奈良 沙菜恵 1, 仲村 英也 1, 綿野 哲 1, 浅井 直親 2, 逵 
隆信 2（1大阪府立大学大学院 , 2ダルトン）

製剤の設計・製造（半固形）
27PB-pm159	 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ポリエチレングリコール
の影響
○伊藤 邦彦 1, 小林 賢史 1, 西巻 宏将 1, 下山 哲哉 1, 小
林 道也 1（1北医療大薬）

27PB-pm160	 メチルセルロース／ジェランガム液剤の消化管内滞
留性に及ぼす付着性の影響
○下山 哲哉 1, 松原 沙耶 1, 伊藤 邦彦 1, 小林 道也 1

（1北医療大薬）
27PB-pm161S	アルギン酸ナトリウム液剤のイオン応答性による構

造変化と付着性の関係
○小木曽 一樹 1, 中鉢 聡 1, 松原 沙耶 1, 下山 哲哉 1, 伊
藤 邦彦 1, 小林 道也 1（1北医療大薬）

27PB-pm162S	ゼリー製剤の処方設計を目的とした機械的強度と薬
物放出挙動との因果関係の解明
○横川 雅光 1, 大貫 義則 2, 鮒谷 千明 1, 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）

27PB-pm163S	エマルション製剤の長期保存安定性予測における時
間温度換算則の有用性
○辻 貴大 1, 林 祥弘 1, 大貫 義則 1（1富山大院薬）

27PB-pm164	 ビタミンB6誘導体の皮内浸透性に関する研究
○藤井 美佳 1,2, 我籐 勝彦 2,3, 井上 元基 2, 深水 啓朗 2

（1株式会社ミロット , 2明治薬大 , 3アステラス製薬株
式会社）

27PB-pm165	 貼付型爪白癬治療製剤の調製と in	vitro	抗真菌効果
に関する検討
○堀谷 紘史 1, 清水 勝 1, 木村 聡一郎 1, 森本 雍憲 2, 上
田 秀雄 1（1城西大薬 , 2ティ・ティ・エス技術研）

27PB-pm166	 Microemulsion	formulation	optimization	for	
topical	application
○吴 宝珠 1, Yu-Hsiang LIN1（1高雄医大）

医薬品製剤の試験・性状・安定性
27PB-pm167	 固形製剤への放射線照射効果－丸剤

○山沖 留美 1, 木村 捷二郎 1（1大薬大）
27PB-pm168	 ナルフラフィン塩酸塩含有軟カプセル剤の溶出試験

に関する検討
○遠藤 隆浩 1, 後藤 正浩 1, 高橋 雅人 1, 望月 直樹 2

（1東洋カプセル , 2横浜薬大）
27PB-pm169	 タンパク質医薬品注射剤の微粒子測定におけるFlow	

Imaging 法の有用性評価
○柴田 寛子 1, 木吉 真人 1, 伊豆津 健一 1, 石井 明子 1, 
合田 幸広 1（1国立衛研）

27PB-pm170	 透過ラマン分光法を用いた測定試料数が多い場合の
製剤均一性評価に関する研究
○小出 達夫 1, 島村 りえ 2, 荻原 聖弥 2, 久田 浩史 2, 井
上 元基 2, 深水 啓朗 2, 香取 典子 1, 合田 幸広 1（1国立
衛研 , 2明治薬大）

27PB-pm171	 動的水分吸着測定による吸入用粉末微粒子の吸湿性
および吸湿成長の評価
○奥田 知将 1, 鵜飼 あすか 1, 岡本 浩一 1（1名城大薬）

27PB-pm172	 フロースルーセル法を用いた非晶質固体分散体の経
口吸収性予測
○川上 亘作 1, 佐藤 桂子 1, 福島 繭子 1, 宮崎 葵 1, 山村 
優子 2, 毛利 浩太 2, 佐久間 信至 2（1物材機構 MANA, 
2摂南大薬）

27PB-pm173S	シクロデキストリンによるエトドラクの包接能評価
○先原 香織 1, 坂和 あゆみ 1, 尾崎 友香 1, 小幡 早季子 1, 
前田 秀子 1, 中山 尋量 1（1神戸薬大）

27PB-pm174	 アルギン酸フィルムの崩壊挙動解析
○坂野 ひとみ 1, 毎田 千恵子 1, 佐々木 将太郎 1, 小藤 
恭子 1, 村田 慶史 1（1北陸大薬）
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27PB-pm175	 日本薬局方各条における確認試験法としての携帯型
ラマン分光計の実用性
○佐久間 発 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）

27PB-pm176	 5 種のリドカインクリームの麻酔効果持続性の比較
○山岡 尚世 1, 渡部 多真紀 2, 齋藤 百枝美 2, 西澤 悟 5, 
丸山 桂司 2, 丸山 一雄 2, 鈴木 亮 2, 安田 誠 2, 向山 智
也 4, 土屋 雅勇 2, 小田 雄介 2, 山辺 智代 3, 中込 和哉 2, 
山岡 桂子 2, 小室 裕造 1（1帝京大医形成 , 2帝京大薬 , 
3帝京大中央機器室 , 4帝京大病院薬 , 5東大病院）

27PB-pm177	 撹拌操作に伴う白色ワセリンのレオロジー特性の経
時的変化
○田路 隆了 1, 湯谷 玲子 1, 寺岡 麗子 1, 坂根 稔康 1

（1神戸薬大）
27PB-pm178S	シクロデキストリンを用いたアセメタシンの溶解性

の改善
○坂和 あゆみ 1, 先原 香織 1, 尾崎 友香 1, 小幡 早季子 1, 
前田 秀子 1, 中山 尋量 1（1神戸薬大）

27PB-pm179	 保存条件がインドメタシンカプセル内容物に及ぼす
影響
○栗林 和美 1, 菅田 歩 1, 中山 大 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）

27PB-pm180S	ニフェジピンとウルソデオキシコール酸の複合体非
晶質に及ぼす調製法の影響
○芳田 雅 1, 吉本 愛香 1, 内山 博雅 1, 門田 和紀 1, 戸塚 
裕一 1（1大阪薬大）

27PB-pm181	 プルリフロキサシンとサッカリン塩及び種々の有機
酸塩の光安定性及び熱安定性
○土居 千沙 1, 寺岡 麗子 1, 湯谷 玲子 1, 都出 千里 1, 坂
根 稔康 1（1神戸薬大）

27PB-pm182	 シプロフロキサシンサッカリン塩結晶多形の新規調
製方法とその物理化学的特性および光安定性
○松川 美佐子 1, 宮崎 智子 1, 寺岡 麗子 1, 湯谷 玲子 1, 
都出 千里 1, 坂根 稔康 1（1神戸薬大）

新規剤形
27PB-pm183S	傷を綺麗に治すための新技法：トラニラスト・セリ

シン配合製剤による難治性創傷治癒
○福岡 侑也 1, 出口 粧央里 1, 長井 紀章 1, 伊藤 吉將 1

（1近畿大薬）
27PB-pm184S	ナノ化技術が可能としたドラック・リポジショニン

グ：ニルバジピンナノ結晶点眼製剤による糖尿病網
膜症治療
○上野 祥奈 1, 出口 粧央里 1, 長井 紀章 1, 伊藤 吉將 1, 
岡本 紀夫 2, 下村 嘉一 2（1近畿大薬 , 2近畿大医）

27PB-pm185S	次世代型経皮治療システムの開発：ケトプロフェン
ナノ結晶含有軟膏による関節リウマチ治療
○石井 美有 1, 岩前 亜弥 1, 長井 紀章 1, 伊藤 吉將 1

（1近畿大薬）
27PB-pm186	 ナノ結晶製造技術を核とした骨粗鬆症治療薬 “ラロ

キシフェン経皮吸収製剤 ”の開発
○伊藤 吉將 1, 中塚 淳生 1, 中屋 仁美 1, 長井 紀章 1

（1近畿大薬）
27PB-pm187	 中空顆粒 (OPUSGRAN ℗ ) のインラインモニタリング

○大須賀 仁 1, 栗山 淳 2, 服部 祐介 3, 大塚 誠 3（1武蔵
野大学薬学部 , 2大日本住友製薬 , 3武蔵野大学薬学研
究所）

27PB-pm188S	肺結核治療のための高度分岐環状デキストリンを利
用した中空吸入粉末合剤の開発
○立川 智子 1, タギシ 英彰 1, 内山 博雅 1, 門田 和紀 1, 
戸塚 裕一 1（1大阪薬大）

27PB-pm189	 油脂‐ポリマー異方性粒子の形態と薬物分布に関す
る検討
○松本 昭博 1,2, 村尾 聡 1, 渡辺 知恵 1, 村上 正裕 1

（1大阪大谷大薬 , 2株式会社阪神薬局）
27PB-pm190S	昇温赤外スペクトルによるイブプロフェンとニコチ

ンアミドのコクリスタル生成過程の分子挙動とその
速度論
○石原 聡恵 1, 服部 祐介 1, 佐々木 哲朗 2, 大塚 誠 1

（1武蔵野大薬 , 2静岡大電子工学研）

トランスポーター（SLC）②
27PB-pm191	 OCT2 及びMATE１による histamine 輸送の解析

○河村 繁宏 1, 保嶋 智也 1, 太田 欣哉 2, 湯浅 博昭 1

（1名市大院薬 , 2金城学院大薬）
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3月 25日（土）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

薬学教育①
25PB-pm273	 チーム基盤型学習（Team-Based	Learning：TBL）

の 1年次「薬剤師の使命Ⅰ」への導入
○飯田 耕太郎 1, 野田 幸裕 1（1名城大薬）

25PB-pm274S	地域包括ケアシステムの概念を意識した早期臨床体
験の実施とその評価
○藤井 俊成 1, 串畑 太郎 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）

25PB-pm275S	多変量解析を用いた早期臨床体験における学修成果
の検討　―薬学部入学生の志向に関するプレアン
ケートの解析―
○生田 陽光 1, 串畑 太郎 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）

25PB-pm276	 多変量解析を用いた早期臨床体験における学修成果
の検討　―施設訪問で受けた印象に関するポストア
ンケートの解析―
○曽根 知道 1, 串畑 太郎 1, 生田 陽光 1, 西川 智絵 1, 栗
尾 和佐子 1, 安原 智久 1（1摂南大薬）

25PB-pm277	 多変量解析を用いた早期臨床体験における学修成果
の検討　―臨床現場依存の見聞・体験との関連性―
○串畑 太郎 1, 生田 陽光 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）

25PB-pm278	 医系総合大学における学部連携による初年次在宅訪
問実習の実施
○大幡 久之 1, 田中 一正 1, 小倉 浩 1, 刑部 慶太郎 1, 吉
川 祐介 1, 稲垣 昌博 1, 平井 康昭 1, 天野 弘美 1, 倉田 
知光 1, 亀井 大輔 2, 大林 真幸 2, 木内 祐二 2（1昭和大
富士吉田教育部 , 2昭和大薬）

25PB-pm279	 薬学部学生における一次救命処置のスキル評価
○丸山 桂司 1, 竹内 保男 2, 金子 一郎 2, 渡辺 京美 3, 横
山 正巳 4, 秋山 暢 2（1帝京大薬 , 2帝京大医 , 3帝京高看 , 
4帝京大医療）

25PB-pm280	 広範な現場体験からみた早期体験学習の意義
○内海 美保 1, 奥井 順子 1, 山原 弘 1（1神戸学院大薬）

25PB-pm281	 当事者性をもたせた薬害教育の実践と評価Ⅲ
○奥井 順子 1, 内海 美保 1, 山原 弘 1（1神戸学院大薬）

25PB-pm282	 早期体験学習を通しての地域薬局見学における学生
の意識調査
○八軒 浩子 1, 伊藤 栄次 1, 中村 武夫 1, 大内 秀一 1, 和
田 哲幸 1, 松野 純男 1（1近畿大薬）

25PB-pm283	 薬学教育コアカリキュラムの改訂に基づく 1年次早
期体験学習の再編と評価
○田口 忠緒 1, 黒野 俊介 1, 小森 由美子 1, 谷野 秀雄 1, 
早川 伸樹 1, 村田 富保 1, 山田 重行 1（1名城大薬）

25PB-pm284	 1 年生ハンディキャップ体験実習における 2年生によ
る少人数指導の効果
○西川 智絵 1, 山本 祐実 1, 栗尾 和佐子 1, 山澤 龍治 1, 
串畑 太郎 1, 安原 智久 1, 曾根 知道 1（1摂南大薬）

25PB-pm285	 2016 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, 川崎 郁勇 2, 稲本 浄文 3, 來海 徹太郎 3, 
河井 伸之 1, 北山 友也 1, 三浦 健 1, 安井 菜穂美 1, 三木 
知博 1（1武庫川女大薬・薬学教育推進センター , 2武
庫川女大薬・薬化学Ⅰ , 3武庫川女大薬・薬化学Ⅱ）

25PB-pm286	 初年次生物学における成績の伸びに関する主要 5因
子性格検査からのアプローチ
○三浦 健 1, 中林 利克 2, 野坂 和人 3, 水野 英哉 2, 安井 
菜穂美 1, 三木 知博 1（1武庫川女大薬・薬学教育推進セ , 
2武庫川女子薬・生化学 I, 3武庫川女大薬・生化学 II）

25PB-pm287	 物理リメディアル教育による苦手意識の克服と検証
○糸山 美紀 1, 刀根 菜七子 1, 能田 均 1, 藤岡 稔大 1

（1福岡大薬）
25PB-pm288	 昭和薬科大学におけるリメディアル教育

○井上 能博 1, 池野 聡一 1, 宇都宮 郁 1（1昭和薬大）
25PB-pm289	 イグナイト教育を基盤とする薬学基礎教育：１年次

の数学における講義型およびグループ型授業の比較
○角田 大 1, 宮本 拓歩 2, 野原 幸男 1, 田島 裕久 1, 川口 
基一郎 1（1いわき明星大薬 , 2福島高専）

25PB-pm290	 イグナイト教育を基盤とする薬学基礎教育：日本薬
局方の役割を実感させるための品質管理業務を模し
た分析化学実習の試み
○野原 幸男 1, 田島 裕久 1, 角田 大 1, 中越 元子 1（1い
わき明星大薬）

25PB-pm291	 学校薬剤師の活動を想定した衛生薬学実習の導入と
その学習効果の検証
○平野 和也 1, 今井 純 1, 石黒 真衣 1, 鎌田 行 1, 久住 
竜次 1, 酒井 大貴 1, 波多腰 康 1, 八田 愼一 1（1高崎健
康福祉大薬）

25PB-pm292S	薬学部環境分析実習におけるGC/MSの導入
○水谷 拓也 1, 小久保 縁 1, 川原 聖也 1, 今尾 弘樹 1, 今
西 進 1, 神野 透人 1, 植田 康次 1, 原田 健一 1,2（1名城
大薬 , 2名城大院総合学術）

25PB-pm293	 スペクトル構造解析学の習熟度別授業の実践と評価
○河井 伸之 1, 川崎 郁勇 2, 北山 友也 1, 西村 奏咲 1, 三
浦 健 1, 安井 菜穂美 1, 三木 知博 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）

25PB-pm294	 患者安全教育プログラムの構築
○辻 琢己 1, 岩﨑 綾乃 1, 眞島 崇 1, 曽根 知道 1, 河野 
武幸 1（1摂南大薬）

25PB-pm295	 実験実習教育における予習教材の利用と自主的な取
り組みを促進する工夫と効果
○大谷 有佳 1, 平山 恵津子 1, 河野 享子 1, 髙尾 郁子 1, 
木村 徹 1, 小関 稔 1, 千原 佳子 1, 徳山 友紀 1, 北出 達
也 1（1京都薬大）

25PB-pm296	 地域児童を対象とした理科実験講座 “身近な夏の不
思議体験 2016	イン	山科 ”の実践
○髙尾 郁子 1, 河野 享子 1, 大谷 有佳 1, 小関 稔 1, 木村 
徹 1, 平山 恵津子 1, 千原 佳子 1, 徳山 友紀 1, 北出 達也 1

（1京都薬大）
25PB-pm297	 学習意欲を引き出す支援方法の検討～薬学教育支援

センター４年次生での取り組み～
○刀根 菜七子 1, 能田 均 1, 糸山 美紀 1, 藤岡 稔大 1

（1福岡大薬）
25PB-pm298	 自己学習時間の実態調査と成績との関係に関する調

査研究
○北山 友也 1, 河井 伸之 1, 西村 奏咲 1, 三浦 健 1, 安井 
菜穂美 1, 三木 知博 1, 篠塚 和正 1（1武庫川女大薬）

25PB-pm299	 キャリア形成：「なりたい自分の将来」に関する薬学
生の思考タイプ
○栗尾 和佐子 1, 永田 実沙 1, 西川 智絵 1, 串畑 太郎 1, 
安原 智久 1, 曽根 知道 1（1摂南大薬）

25PB-pm300	 全国統一模擬試験結果からみる薬剤師国家試験合格
への道筋	～国試と模試の相関性と学生の学力推移把
握～
○猪又 雄太 1, 横井 宏哉 1, 茂木 雄輔 1, 関城 裕介 1, 尾
島 良太 1, 坂口 努 1, 林 美樹子 1, 小林 あつみ 1, 菊池 
聡 1, 後藤 健太 1, 大内 邦弘 1, 村上 理 1, 高田 直樹 1, 木
暮 喜久子 1（1学校法人医学アカデミー薬学ゼミナー
ル）

25PB-pm301	 薬剤師国家試験合格を指向したAB解析による補習
対象者のスクリーニング
○高橋 真樹 1, 森 雅博 1（1千葉科学大薬）

教　育　系　薬　学　・　そ　の　他
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25PB-pm302	 卒業後の進路における薬剤師免許の必要性と 6年次
の一斉試験の成績との関連性
○渡邉 雅行 1,2, 山内 理恵 1,2, 大野 修司 1,2, 久保 元 1,2, 
浅井 和範 1,2（1星薬大 , 2薬剤師教研部門）

25PB-pm303	 薬学部６年次生の将来ビジョン
○向井 淳治 1, 面谷 幸子 1, 長井 克仁 1, 初田 泰敏 1, 名
徳 倫明 1（1大阪大谷大薬）

25PB-pm304	 武蔵野大学薬学キャリア教育研究センターにおける
国家試験対策およびキャリア支援に関する５年間の
取り組みと成果
○西丸 宏 1, 馬場本 絵未 1, 弓削田 祥子 1, 油田 正樹 1

（1武蔵野大薬学キャリア教育研究セ）
25PB-pm305	 現場薬剤師の国家試験問題に対する理解度と意識に

関する調査
○児島 惠美子 1, 倉元 涼 1, 堀 里子 2,3, 三木 晶子 3, 佐
藤 広樹 3, 澤田 康文 3（1メディセレスクール , 2東大
院情報学環 , 3東大院薬）

25PB-pm306	 薬剤師に求められる知識の日米比較　- 国家試験問題
の分類より -
○太田 誠実 1, 田辺 公一 1, 後藤 伸之 1, 大津 史子 1

（1名城大薬）

3月 26日（日）　午前
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

薬学教育②
26PB-am290	 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムを見据えた

事前学習の構築
○益戸 智香子 1, 吉井 智子 1, 小島 可寿子 1, 小川 潤子 1, 
小川 ゆかり 1, 小清水 治太 1, 田島 純一 1, 西牟田 章戸 1, 
三原 潔 1, 小野 秀樹 1（1武蔵野大薬）

26PB-am291	 患者とのコミュニケーションスキル向上に対する実
務実習事前学習の効果
○浦山 由衣 1, Denise A. EPP1,2, 小林 大介 1, 窪田 敏
夫 1, 岸本 淳司 3, 吉田 素文 4, 島添 隆雄 1（1九大院薬 , 
2第一薬大 , 3九大院医 , 4国際医福大院医福）

26PB-am292	 価値観の多様性を気づかせるコミュニケーション実習
○高田 公彦 1, 山本 健 1, 富澤 崇 2, 廣澤 伊織 1, 増田 
豊 1, 渡部 一宏 1, 廣原 正宜 1, 山本 美智子 1（1昭和薬大 , 
2城西国際大薬）

26PB-am293	 服薬指導のためのロールプレイによる学習
○ Foo Wah FOONG1, 池上 小湖 1, 西村 真澄 2（1京
都薬大 , 2兵庫県立大）

26PB-am294	 医療面接における患者心理への配慮	～模擬患者参加
型授業を通して～
○竹平 理恵子 1, 池谷 博美 1, 有田 悦子 1（1北里大薬）

26PB-am295	 事前実習における調剤業務シミュレーションの学習
効果の検証
○小清水 治太 1, 小川 潤子 1, 小川 ゆかり 1, 小島 可寿
子 1, 田島 純一 1, 西牟田 章戸 1, 益戸 智香子 1, 吉井 智
子 1, 加藤 眞由美 1,2, 加村 潤 1,3, 田村 祐輔 1,4, 宮川 昌和 1,5, 
三原 潔 1, 小野 秀樹 1（1武蔵野大薬 , 2つむぎ薬局 , 3日
本調剤 , 4しもれん２丁目薬局 , 5エコ薬局）

26PB-am296S	調剤過誤事例を用いた実務実習事前学習における学
習効果の検討
○門前 一輝 1, 串畑 太郎 1, 安富 暉浩 1, 林 奈央 1, 安原 
智久 1, 曽根 知道 1（1摂南大薬）

26PB-am297	 実務事前実習における patient-oriented に関連する
潜在因子探索の試み
○小野 真一 1, 亀井 美和子 1, 松田 美和 1, 泉澤 恵 1, 林 
宏行 1（1日本大薬）

26PB-am298	 3 年間の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）

26PB-am299	 日本薬科大学における「プレ教育」の取り組み～プ
レ教育から実務事前学習へ～
○久保田 洋子 1, 佐古 兼一 1, 松村 久男 1, 有冨 桂子 1, 
松田 佳和 1, 藤原 邦彦 1（1日本薬大）

26PB-am300	 SOAP式指導記録の書き方における仮想患者ビデオ
を用いた実務実習事前学習の効果
○福地 祐司 1, 住谷 賢治 1, 安島 加奈子 2, 永田 隆之 1, 
吉田 進 1, 吉川 真一 1, 村田 亮 1（1いわき明星大薬 , 
2常磐病院薬）

26PB-am301	 東北地域における 5年次実務実習前の意識付け学修
が成績におよぼす影響
○阿部 光平1, 大久保 健太1, 中野 正康1, 遠藤 友理恵1, 
佐々木 駿 1, 長本 哲明 1, 谷内 理枝子 1, 本橋 英也 1, 山
本 幸奈 1, 村上 理 1, 高田 直樹 1, 木暮 喜久子 1（1学校
法人医学アカデミー薬学ゼミナール）

26PB-am302	 薬学教育における事前実務実習へのルーブリック評
価導入の報告
○増田 多加子 1, 井上 みち子 1（1東京薬大薬）

26PB-am303	 ルーブリック評価を導入したプレ実務実習における
学生の意識調査
○住谷 賢治 1, 福地 祐司 1, 吉川 真一 1, 吉田 進 1, 永田 
隆之 1, 富岡 節子 1, 小佐野 磨子 2, 村田 亮 1（1いわき
明星大薬 , 2かしま病院薬）

26PB-am304	 エッセンシャルドラッグ学習支援システムの評価と
品目内容の更新について
○高村 茂生 1, 金濱 鴻太 1, 藤岡 遼 1, 櫻田 渉 1, 中山 
章 1, 吉田 栄一 1, 二瓶 裕之 1, 平野 剛 1（1北医療大薬）

26PB-am305	 点過程データ解析およびテキストマイニングを用い
た SGDによる教育成果の評価
○濃沼 政美 1, 井手口 直子 1, 久保田 俊一郎 1, 小池 勝
也 1, 清野 敏一 1, 中村 均 1, 水野 惠司 1, 飯島 道生 1, 百 
賢二 1, 山本 佳久 1, 栗林 和美 1, 高山 信子 1, 髙木 彰子 1, 
世永 由里子 1, 安西 偕二郎 1（1帝京平成大薬）

26PB-am306	 立命館大学薬学部における事前学習としての簡易懸
濁法の取り組み
○蓮元 憲祐 1, 横井 正之 1,2, 角本 幹夫 1, 岡野 友信 1

（1立命館大薬 , 2パスカル薬局）
26PB-am307	 薬学共用試験OSCEの結果解析－ 2016 －

○富岡 佳久 1,2, 岡村 昇 1,3, 橋詰 勉 1,4, 入江 徹美 1,5, 野
田 幸裕 1,6, 有田 悦子 1,7, 石田 志朗 1,8, 木内 祐二 1,9, 木
津 純子 1,10, 田村 豊 1,11, 中嶋 幹郎 1,12, 松下 良 1,13, 松元 
一明 1,10, 吉冨 博則 1,11, 宮崎 智 1,14, 伊藤 智夫 1,7, 奥 直
人 1,15（1薬学共用試験セ , 2東北大院薬 , 3武庫川女大
薬 , 4京都薬大 , 5熊本大院薬 , 6名城大薬 , 7北里大薬 , 
8徳島文理大薬 , 9昭和大医 , 10慶應大薬 , 11福山大薬 , 
12長崎大院医歯薬 , 13金沢大院医薬保 , 14東京理大薬 , 
15静岡県大薬）

26PB-am308	 薬学共用試験CBTの結果解析－ 2016 －
○石川 さと子 1,2, 伊藤 智夫 1,3, 中村 明弘 1,4, 増野 匡
彦 1,2, 伊藤 喬 1,4, 宮崎 智 1,5, 前田 定秋 1,6, 山口 政俊 1,7, 
出口 芳春 1,8, 石塚 忠男 1,9, 三田 智文 1,10, 飯島 史朗 1,11, 
松野 純男 1,12, 奥 直人 1,13（1薬学共用試験セ , 2慶應大
薬 , 3北里大薬 , 4昭和大薬 , 5東京理大薬 , 6摂南大薬 , 
7福岡大薬 , 8帝京大薬 , 9熊本大薬 , 10東大薬 , 11文京
学院大保 , 12近畿大薬 , 13静岡県大薬）

26PB-am309	 改訂モデル・コアカリキュラムに対応した当院と横
浜薬科大学での病院実習の取り組み
○倉沢 祥貴 1, 安次嶺 ゆか 1, 高橋 信裕 1, 伊東 崇仁 1, 
加藤 将 1, 座間 隆行 1, 豊間 恵里子 1, 川井 龍美 1, 山口 
友明 2, 矢野 裕一 2, 増田 寛樹 2, 鷲見 正宏 2（1日本鋼
管病院薬 , 2横浜薬大）

26PB-am310	 改訂コアカリキュラムに示された代表疾患の実習実
施状況
○菅野 敦之 1, 宮沢 伸介 1, 山﨑 紀子 1, 石井 文由 1

（1明治薬大）
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26PB-am311	 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応した
薬学実務実習に向けた取り組み	―服薬指導症例の疾
患解析―
○新藤 真由美 1,2, 金田 孝子 2, 石﨑 純子 1,2, 石田 奈津
子 1, 松下 良 1（1金沢大院医薬保 , 2アカンサス薬局）

26PB-am312	 薬局実務実習におけるパフォーマンス評価―服薬指
導評価用Rubric の開発
○安原 智久 1, 隠岐 英之 2, 曽根 知道 1（1摂南大薬 , 
2滋賀県薬剤師会）

26PB-am313	 薬学病院実務実習における体験型臨床研究実習の評価
○岩佐 昌広 1, 内藤 あかり 1, 市川 訓 1, 八木 圭太 2, 小
林 広幸 3（1東海大病院薬 , 2東海大病院診療情報解析
室 , 3東海大病院治験・臨床研究管理部）

26PB-am314	 昭和大学における薬学生の病院クリニカルクラーク
シップ教育プログラムの評価
○大戸 祐治 1,2, 田中 広紀 1,2, 宮坂 善之 1,2, 縄田 修一 1,2, 
藤原 久登 1,2, 阿部 誠治 1,2, 栗原 竜也 1,2, 齋藤 勲 1,2, 小
林 文 2, 滝 伊織 2, 田島 正教 2, 木内 祐二 2, 加藤 裕久 2, 
中村 明弘 3, 佐々木 忠徳 1,2（1昭和大薬　病院薬剤学
講座 , 2昭和大薬　病院実務実習ワーキンググループ , 
3昭和大薬）

26PB-am315	 6 学科連携による地域参加型体験学習の教育効果
○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）

26PB-am316	 学部連携地域医療実習の取り組みと成果　ー昭和大
学在宅チーム医療教育推進プロジェクトー
○福村 基徳 1, 倉田 なおみ 1, 大林 真幸 1, 田中 佐知子 1, 
坂田 穣 1, 前田 昌子 1, 刑部 慶太郎 1, 加藤 裕久 1, 中村 
明弘 1, 平井 康昭 1, 大幡 久之 1, 倉田 知光 1, 田中 一正 1, 
木内 祐二 1（1昭和大）

26PB-am317	「地域チーム医療を担う薬剤師の養成プログラム」に
おける薬薬学連携地域医療実務実習（八尾モデル）
－薬学部実習生の視点から－
○野村 加奈子 1, 中 雄一郎 1, 篠原 裕子 2, 奥村 隆司 2, 
小川 充恵 3, 小枝 伸行 3, 山崎 肇 3, 井上 知美 4, 伊藤 
栄次 4, 西田 升三 4, 小竹 武 4, 村岡 未彩 1, 西野 隆雄 1, 
平田 收正 1（1阪大院薬 , 2八尾市薬剤師会 , 3八尾市
立病院 , 4近畿大薬）

26PB-am318S	「地域チーム医療を担う薬剤師育成プログラム」にお
ける地域連携医療関連実習について‐薬学部実習生
の視点から‐
○山下 佑麻 1, 假屋 幸音 1, 小川 充恵 2, 小枝 伸行 3, 山
崎 肇 2, 篠原 裕子 4, 奥村 隆司 4, 中野 道雄 4, 村岡 未
彩 5, 西野 隆雄 5, 平田 收正 5, 井上 知美 1, 伊藤 栄次 1, 
西田 升三 1, 小竹 武 1（1近畿大薬 , 2八尾市立病院薬 , 
3八尾市立病院事務局 , 4八尾市薬剤師会 , 5阪大院薬）

26PB-am319	「地域チーム医療を担う薬剤師養成プログラム」にお
けるチーム医療関連実習について -薬学部実習生の視
点から -
○假屋 幸音 1, 山下 佑麻 1, 小川 充恵 2, 小枝 伸行 3, 山
崎 肇 2, 篠原 裕子 4, 奥村 隆司 4, 中野 道雄 4, 村岡 未
彩 5, 西野 隆雄 5, 平田 收正 5, 井上 知美 1, 伊藤 栄次 1, 
西田 升三 1, 小竹 武 1（1近畿大薬 , 2八尾市立病院薬 , 
3八尾市立病院事務局 , 4八尾市薬剤師会 , 5阪大院薬）

26PB-am320	 薬局実務実習における学生の満足度に影響を及ぼす
要因について
○中村 英里 1, 下平 秀夫 1, 長谷川 仁美 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）

26PB-am321	 シックデイ・マニュアルを活用した実践的な服薬指
導実習プログラムの構築
○中島 章雄 1, 高瀬 友美 1, 松尾 宏一 1, 今給黎 修 1

（1福岡大薬）

26PB-am322	 長期実務実習におけるＯＴＣ実習の改善の取り組み
○岩佐 洋之 1, 橋本 義人 2, 佐々木 壮大 2, 阿部 真也 2, 
吉町 昌子 2, 後藤 輝明 2（1ツルハ薬局西町店 , 2ツル
ハ調剤運営本部）

26PB-am323	 アクティブラーニングの手法を取り入れた薬局実務
実習
○藤崎 玲子 1, 霧生 奈穂 1, 滑川 可奈 1, 原島 しのぶ 1, 
小塩 真以子 1, 細井 拓真 1, 前田 顕 1, 外川 陽子 1, 尾上 
涼子 1, 西村 有加 1, 飯塚 敏美 1, 堀口 雅巳 1（1望星薬局）

26PB-am324	 医療版・三種の神器による患者との関係性づくりへ
の一仮説　‐実務実習期間における薬剤指導業務を
通じて‐
○山本 裕介 1, 伊藤 克洋 2, 高橋 真樹 1, 森 雅博 1（1千
葉科学大薬 , 2はつほ薬局）

26PB-am325	 学生の実務実習時におけるダイワファーマガードを
用いた抗がん剤調剤の提案
山城 佑樹 1, 田中 耕平 1, 手塚 直宙 1, 星野 志歩 1, 中山 
季昭 2, 淺野 稔浩 3, 高橋 直之 3, ○齋藤 博 1, 松田 佳和 1

（1日本薬大 , 2埼玉県立がんセ , 3大和製罐）
26PB-am326	 薬学実務実習生を対象とした災害医療講義の実施に

対するアンケート調査
○加藤 夢来 1, 北村 渉 1, 木村 康人 1, 添田 真司 1, 渡邊 
昌之 1（1東海大八王子病院薬）

26PB-am327	 薬効説明ができる学生とできない学生の学習志向性・
実習効果の違い
○下田 浩子 1, 岡本 裕司 2, 松村 泰志 2, 武田 裕 3, 高橋 
良輔 1（1京都大学院医 , 2大阪大学院医 , 3滋慶医療科
学大学院大学）

26PB-am328	 薬学長期実務実習における唾液アミラーゼ活性値を
指標としたストレス評価
○松浦 誠 1, 藤澤 美穂 2, 工藤 賢三 1, 高橋 寛 1, 佐塚 
泰之 1（1岩手医大薬 , 2岩手医大教養教育セ）

26PB-am329	 明治薬科大学における「地域医療コース」の 7年間
の成果報告
○山﨑 紀子 1, 足立 茂 1, 飯田 克己 1, 石橋 芳雄 1, 井上 
元基 1, 植沢 芳広 1, 菅野 敦之 1, 北原 嘉泰 1, 小関 珠美 1, 
斎坂 ゆかり 1, 鈴木 正 1, 中舘 和彦 1, 服部 豊示 1, 深水 
啓朗 1, 宮沢 伸介 1, 山田 俊二 1, 山田 聖子 1, 下川 健一 1, 
石井 文由 1（1明治薬大・地域医療コース）

26PB-am330	 一般用医薬品（OTC）販売場面のロールプレイ実習
で患者役を演じた薬学生の学び
○村岡 千種 1, 野呂瀬 崇彦 1（1北海道薬大）

26PB-am331	 模擬医療面接における薬学部 5年生の臨床的コミュ
ニケーション能力の評価：	会話分析による妥当性の
検討
○長谷川 仁美 1, 中村 英里 1, 岩澤 晴代 1, 三浦 菜摘 1, 
奥秋 美香 1, 板垣 文雄 1, 渡邊 真知子 1, 齋藤 百枝美 1, 
岸本 成史 1（1帝京大薬）

26PB-am332	 薬学生の薬物治療に関するスキルアップのための教
育的アプローチ：病院薬学コースにおける事前教育
の実施とその有用性の検証
○野澤（石井） 玲子 1, 大野 恵子 1, 町田 いづみ 1, 三田 
充男 1, 高橋 雅弘 1, 田中 靖子 1, 松本 邦洋 1, 伊東 明彦 1, 
吉田 久博 1（1明治薬大）

26PB-am333	 臨床現場を意識した実践的薬物治療学習における高
機能患者シミュレーターの活用
○瀧澤 聡 1, 森 雅博 1, 高橋 真樹 1（1千葉科学大薬）

26PB-am334	 薬学部・看護学部合同学外実習トライアルの実施
○菊田 真穂1, 亀田 直子2, 山本 十三代2, 鎌田 佳奈美2, 
後閑 容子 2, 河野 武幸 1, 辻 琢己 1（1摂南大薬 , 2摂南
大看）
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3月 26日（日）　午後
PB会場　仙台国際センター　「展示棟」　1F　展示室

薬学教育③
26PB-pm276S	下位学年の実習支援（ピアサポート）がもたらす学

習に対する意識変化
○出納 いずみ 1, 岩田 加奈 1, 栗尾 和佐子 1, 安原 智久 1, 
串畑 太郎 1, 曽根 知道 1（1摂南大薬）

26PB-pm277	 SGDチューターの経験がもたらす学生の成長に関す
る質的分析
○草野 奈央 1, 串畑 太郎 1, 安原 智久 1, 岩田 加奈 1, 林 
奈央 1, 曽根 知道 1（1摂南大薬）

26PB-pm278	 実験実習へのルーブリック評価導入の効果
○小倉 力斗 1, 曽根 知道 1, 安原 智久 1, 栗尾 和佐子 1, 
串畑 太郎 1, 水納 いずみ 1（1摂南大薬）

26PB-pm279	 アンケートとルーブリック評価による健康フォーラ
ム参加型学習の効果の検証
○小寺 未季 1, 近藤 真奈美 1, 栗尾 和佐子 1, 安原 智久 1, 
串畑 太郎 1, 曽根 知道 1（1摂南大薬）

26PB-pm280	 上級生が作成に関与した教材を	1	年生の講義で用い
た事が与えた影響
○佐藤 亜希子 1（1奥羽大薬）

26PB-pm281	 5 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, 渡辺 茂和 1, 土屋 雅勇 1

（1帝京大薬）
26PB-pm282	 ヒューマニズム教育の一環としての人体臓器観察の

有用性
○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）

26PB-pm283	 KJ 法を用いた協調学習が学生の学業意欲及び授業意
欲に及ぼす影響
○児玉 典子 1, 西村 克己 1, 藤波 綾 1, 小山 淳子 1（1神
戸薬大）

26PB-pm284S	薬学教育の評価に対する学生の要望の抽出と可視化
○林 奈央 1, 安原 智久 1, 串畑 太郎 1, 曽根 知道 1（1摂
南大薬）

26PB-pm285	 倫理系科目の教育効果に対する新カリキュラム移行
の影響
○横田 恵理子 1, 阿部 芳廣 1（1慶應大薬）

26PB-pm286S	学習行動調査による薬学部生の学習傾向の解析
○近藤 真奈実 1, 安原 智久 1, 曽根 知道 1, 太田 壮一 1, 
河野 武幸 1（1摂南大薬）

26PB-pm287S	TBL-PBLハイブリッド型統計演習における学生の
評価・姿勢と気付きの混合手法を用いた分析
○岩田 加奈 1, 永田 実沙 1, 安原 智久 1, 串畑 太郎 1, 曽
根 知道 1（1摂南大薬）

26PB-pm288	 薬理系実習におけるTBL教育の導入（第 3報）：ピ
ア評価の解析
○武藤 純平 1, 橋口 誠子 1, 鳥取部 直子 1, 比佐 博彰 1

（1九州保福大薬）
26PB-pm289	 薬理系実習におけるTBL教育の導入（第 4報）

-IRAT・TRATの難易度設定 -
○橋口 誠子 1, 武藤 純平 1, 鳥取部 直子 1, 比佐 博彰 1

（1九州保福大薬）
26PB-pm290	 薬物療法における実践的能力育成に向けたルーブ

リック評価の活用
○佐藤 智恵美 1, 阿部 真治 1, 岡田 直人 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分野 , 
2徳島大薬　医薬品機能生化学分野）

26PB-pm291	 ルーブリック評価を用いたProblem	based	learning
における学習効果の可視化
○仁木 一順 1, 幡生 あすか 1, 上島 悦子 1（1阪大院薬）

その他
26PB-pm292	 薬剤師の喫煙状況	(1)

○田中 三栄子 1, 小本 健博 2, 設楽 拓哉 2, 小松 健一 3, 
川嶋 恵子 1（1北海道科学大学 , 2ココカラファインヘ
ルスケア , 3北海道薬大）

26PB-pm293	 タバコに関する薬剤師の意識調査（1）
○川嶋 恵子 1, 小本 健博 2, 設樂 拓哉 2, 小松 健一 3, 田
中 三栄子 1（1北海道科学大学 , 2ココカラファインヘ
ルスケア , 3北海道薬大）

26PB-pm294	 新指導要領による中学校・高等学校のくすり教育の
現状についての調査報告
○金澤 幸江 2,1, 真野 泰成 2, 水上 勝義 3（1ポプリ薬局 , 
2東京理科大 , 3筑波大学）

26PB-pm295	 女子中高生の医療系進路選択を支援する取り組みに
おける病院見学プログラム
○岡田 みどり 1, 中村 裕子 1, 佐藤 梓 1, 岡谷 理恵子 1, 
吉田 珠子 1, 内田 啓子 1, 齋藤 加代子 1（1東京女子医
大医）

26PB-pm296	 健康食品の適正使用に関する使用実態ー青汁につい
てー
○中村 祐太 1, 町田 いづみ 1（1明治薬大）

26PB-pm297	 軟膏混和機における混和条件の検討
○西沢 佳佑 1, 長谷川 博 2, 吉原 達哉 3, 蝿田 稔 4, 土田 
和子 5, 新田 剛永 6, 阿部 真也 6, 吉町 昌子 6, 後藤 輝明 6

（1ツルハ横浜日ノ出町駅前店 , 2ツルハ六会駅前店 , 
3ツルハ海老名駅前店 , 4ツルハ大和駅前店 , 5ツルハ南
林間駅前店 , 6ツルハ調剤運営本部）

26PB-pm298	「患者から望まれる剤形」の調査
○林 良行 1, 水村 亮介 1, 糸井 彩乃 1, 伊藤 護之 1, 杉本 
修 1, 岸野 亨 1（1埼玉医大病院薬）

26PB-pm299	 獣医療および薬物治療に関する犬の飼い主の意識調査
○島田 祐輔 1, 町田 いづみ 1（1明治薬大）

26PB-pm300	 顔面・身体刺激による美容効果の検討
○張 文平 1, 宮本 悠帆 1, 田中 里香 1, 竹内 栄梨 1, 加藤 
友里 1, 藤川 隆彦 2（1鈴鹿医療大学 , 2鈴鹿医療大薬）

26PB-pm301	 心臓カテーテル検査予定者を対象とした睡眠と心身
状態の関係性の検討
○宮内 美佳 1, 町田 いづみ 1, 佐藤 照美 2, 大宮司 貴子 2

（1明治薬大 , 2那須赤十字病院看）
26PB-pm302	 健康食品の薬剤師、登録販売者及び消費者に対する

意識調査
○沼尻 幸彦 1, 吉田 優仁果 1, 山田 沙奈恵 1, 山王丸 靖
子 1, 古地 壯光 1, 新津 勝 1（1城西大薬）

26PB-pm303	 医薬品の効果に対する服用方法や保存方法の影響に
関する認知度調査
○土屋 舞莉奈 1, 長井 千夏 1, 藤本 浩介 1, 嶋田 隆之 1, 
杉原 多公通 2（1新津高校 , 2新潟薬大薬）

26PB-pm304	 界面活性剤分子複合体を利用した香りマスキング法
の開発
○田中 沙依 1, 稲垣 佳奈 1, 村川 梨沙 1, 飯村 菜穂子 2

（1新潟県立新津高校 , 2新潟薬大薬）
26PB-pm305	 薬剤師が関わったアンチドーピング

○高氏 秀展 1, 後藤 圭一 1（1国家公務員共済組合連
合会　横浜南共済病院　薬剤科）
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3月 27日（月）　午前
PA会場　仙台国際センター　「会議棟」　2F　展示・レセプションホール「桜」

薬学史
27PA-am105	 濃尾地震 ( 明治 24 年 ) における薬剤師の活動

○五位野 政彦 1（1東京海道病院薬）
27PA-am106	 医史学的資料の分析～江戸期の医師井上貫流の遺し

た異物資料の成分検査～
○大森 毅 1, 大津留 修 1, 中西 宏明 2, 笠松 正昭 1, 杉田 
律子 1, 長岡 功 2, 齋藤 一之 2, 落合 則子 3, 酒井 シヅ 2

（1科警研 , 2順天堂大医 , 3江戸東京博物館）
27PA-am107	 日本漢方黎明期における漢方処方の命名法に関する

研究
○鈴木 達彦 1（1帝京平成大薬）

薬学教育④
27PA-am108	 小学校 5年生への ”くすりの飲み方教育（薬育）”に

対する評価
○堀内 正子 1, 足助 麻理 2, 亀井 淳三 1（1星薬大 , 2品
川区立第四日野小学校）

27PA-am109	 中学生に対する添付文書を用いた薬授業の効果
○飯田 舞子 1, 圓子 沙織 1, 杉山 陽香 1, 深沢 茉利子 1, 
山本 実可子 1, 吉田 浩一郎 1, 大塚 雅史 1, 熊澤 美裕紀 1

（1明治薬大）
27PA-am110	 中学校における薬教育～授業による薬の知識に対す

る理解度の変化～
○圓子 沙織 1, 飯田 舞子 1, 杉山 陽香 1, 深沢 茉利子 1, 
山本 実可子 1, 三村 あずさ 1, 熊澤 美裕紀 1（1明治薬大）

27PA-am111	 加速度脈波測定システムを用いたコミュニケーショ
ン分析	第 2 報：薬剤師のコミュニケーションが患者
の感情に及ぼす影響について
○仲山 千佳 1, 谷口 奈央 1, 宮地 佑佳 1, 大嶋 耐之 1

（1金城学院大薬）
27PA-am112	 医療機器材に関する学習補助用映像資材の開発と評価

○田辺 公一 1,2, 折笠 秀樹 3, 西谷 美幸 3, 八塚 美樹 3, 
安田 智美 3, 新田 淳美 1, 細谷 健一 1（1富山大院薬 , 
2名城大薬 , 3富山大院医）

27PA-am113	 薬学生のためのストレスマネジメント教育 -自立訓練
法習得が睡眠に及ぼす影響 -
○村上 絢 1, 宮原 麻衣 1, 飛松 麻衣子 1, 永野 愛夏 1, 小
山 進 1（1第一薬大）

27PA-am114	 薬学生のためのストレスマネジメント教育 -自律訓練
法習得が不安に及ぼす影響 -
○宮原 麻衣 1, 村上 絢 1, 飛松 麻衣子 1, 永野 愛夏 1, 小
山 進 1（1第一薬大）

27PA-am115	 薬学生のためのストレスマネジメント教育 -自律訓練
法習得が気分に及ぼす影響 -
○飛松 麻衣子 1, 宮原 麻衣 1, 村上 絢 1, 永野 愛夏 1, 小
山 進 1（1第一薬大）

27PA-am116	 薬学生のためのストレスマネジメント -自律訓練法習
得が疲労に及ぼす影響 -
○永野 愛夏 1, 宮原 麻衣 1, 村上 絢 1, 飛松 麻衣子 1, 小
山 進 1（1第一薬大）

27PA-am117	 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
○磯﨑 美和 1, 町田 いづみ 1（1明治薬大）

27PA-am118	 頭痛医療における保険薬局薬剤師の役割に関する調
査：2008 年調査との比較
○片岡 千佳 1, 石井 正和 1, 加藤 大貴 2, 石橋 正祥 1, 笠
井 英世 2, 巖本 三壽 1, 木内 祐二 3（1昭和大薬・生理・
病態学 , 2昭和大藤が丘病院・脳神経内科 , 3昭和大医・
医科薬理学）

27PA-am119	 静岡での禁煙支援活動　静岡県立大学での取り組み
○岡村 信子 1, 清水 果奈 1, 依光 奈津美 1, 天野 七菜 1, 
若林 弘樹 1, 小川原 慎太郎 1, 源平 麻衣 1, 佐々木 華 1, 
本多 大樹 1, 岩崎 祐子 2, 砂川 陽一 1,3, 刀坂 泰史 1,3, 長
谷川 浩二 3, 高橋 裕子 4, 森本 達也 1,3,5（1静岡県大薬 , 
2静岡県立 COC, 3京都医療セ , 4京大医 , 5静岡県総病
院）

27PA-am120	 薬学部１年生を対象とした喫煙に関する意識調査研究
○古賀 多津子 1, 前田 共秀 1, 大脇 裕一 1, 鹿毛 優次 1, 
三嶋 基弘 1（1第一薬大）

27PA-am121	 帝京大学医学部 5年生に対する「受動喫煙」に関す
る意識調査
○土屋 雅勇 1, 渡部 多真紀 1, 西島 知哉 1, 渡辺 茂和 1, 
齋藤 百枝美 1, 細野 浩之 1,2, 渡邊 真知子 1,2, 菊地 弘敏 3, 
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）

27PA-am122	 乱用薬物に関する医療系学部生の意識調査
○山本 緑 1, 石井 祐次 2（1保医経大 , 2九大院薬）

27PA-am123	 遺伝子解析を利用した疾病予防に対する教育・啓発
活動
○内野 結花1, 志摩 亜季保1, 松岡 浩史1, 水谷 友莉香1, 
宇田 有沙 1, 見土 万由子 1, 小田 茜咲 1, 江崎 洋貴 1, 道
原 明宏 1（1福山大薬）

27PA-am124S	東北大学大学院薬学研究科スーパージェネラリスト・
ファーマシスト養成事業：台湾での臨床薬学トレー
ニングに参加して
○浅川 三喜 1, 齋藤 雄大 1, 平澤 典保 1（1東北大院薬）

27PA-am125	 学校薬剤師としての活動報告と今後の展望について
○五郎丸 ( 新海 ) 美智子 1, 石川 稚佳子 2, 一場 秀章 1, 
岩佐 澄子 2, 木下 雅子 1, 黒田 潤 1, 牧田 みどり 2, 武藤 
里志 1, 中沢 克江 1（1東邦大薬 , 2元東邦大薬）

27PA-am126S	健康サポート薬局をはじめとする諸制度に対する薬
局薬剤師の意識の質的解析
○北野 萌 1, 安原 智久 1, 串畑 太郎 1, 曽根 知道 1（1摂
南大薬）

27PA-am127S	静岡県立大から発信！「県民の健康を支えるための
仕組みの提案」
○中村 洸友 1, 市川 理恵子 1, 前田 ちなつ 2, 梶山 澄怜 3, 
篠瀬 さやか 4, 岩ケ谷 あゆみ 5, 南條 淑 5, 樅山 早紀奈 5, 
砂川 陽一 1, 新井 英一 2, 三崎 健太郎 3, 東野 定律 4, 井
上 和幸 1, 金澤 寛明 3, 合田 敏尚 2, 森本 達也 1（1静岡
県大薬 , 2静岡県大食 , 3静岡県大看 , 4静岡県大経 , 5静
岡県大国）

27PA-am128	 双方向型社会連携教育 ISCEの試み：薬学教育を支
える参加住民の意識調査
○安藤 昌幸 1, 浅田 真一 1, 齊藤 幹央 1, 冨塚 江利子 1, 
宮下 しずか 1, 高津 徳行 1, 継田 雅美 1, 杉原 多公通 1

（1新潟薬大薬）
27PA-am129	 双方向型社会連携教育 ISCEの試み：学生の学習習

慣に与える影響
○浅田 真一 1, 齊藤 幹央 1, 冨塚 江利子 1, 宮下 しずか 1, 
安藤 昌幸 1, 高津 徳行 1, 継田 雅美 1, 杉原 多公通 1

（1新潟薬大薬）
27PA-am130	 双方向型社会連携教育 ISCEの試み：住民と学生が

考える薬剤師像に関する調査
○継田 雅美 1, 浅田 真一 1, 齊藤 幹夫 1, 冨塚 江利子 1, 
宮下 しずか 1, 安藤 昌幸 1, 高津 徳行 1, 杉原 多公通 1

（1新潟薬大薬）
27PA-am131	 患者シミュレータの使用実態調査から見えてきた問

題点とその改善に向けての取り組み
○徳永 仁 1, 矢田 哲也 2, 藤木 清志 3, 中嶋 真也 2, 谷 
修介 2, 畠 和幸 2, 藤本 俊之 3, 大和田 丈尋 3, 原口 真由 3, 
緒方 賢次 1, 瀬戸口 奈央 1, 高村 徳人 1（1九州保健大薬 , 
2京都科学 , 3テレメディカ）
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27PA-am132	 平成 28 年熊本地震に対する支援の検証～就実大学薬
学部総合医療薬学講座の活動について～
○島田 憲一 1, 髙見 陽一郎 1, 成澤 貴子 2, 菅波 茂 2, 江
川 孝 1（1就実大薬 , 2AMDA）

27PA-am133S	薬局薬剤師による災害時避難所支援図上研修プログ
ラム（DT-Ph）の実施と検証
○安富 暉浩 1, 落合 千波 1, 永田 実沙 1, 岩田 加奈 1, 安
原 智久 1, 串畑 太郎 1, 池内 淳子 2（1摂南大薬 , 2摂南
大理工）

27PA-am134S	避難所運営ゲーム（HUG）を用いた薬学生に対する
災害支援教育の検証
○落合 千波 1, 小寺 未季 1, 岩田 加奈 1, 近藤 真奈実 1, 
永田 実沙 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）

27PA-am135	 当保険薬局グループ２支店における薬剤師の学習状
況調査（第 2報）
○森 厚司 1, 山本 有人 1, 山田 隆博 2（1株式会社ミッ
ク　岐阜支店 , 2株式会社ミック　名古屋北支店）

27PA-am136	 2 年次薬剤師研修実施による薬剤師職能に対する受講
者の意識の変化
○阿部 真也 1, 吉町 昌子 1, 後藤 輝明 1（1( 株 ) ツルハ
調剤運営本部）

27PA-am137	 かかりつけ薬局・薬剤師のための研修会の実施とそ
の評価
○伊野 陽子 1,2, 舘 知也 3, 堺 千紘 1,2, 大久保 沙知 1, 山
下 修司 4,2, 野口 義紘 3,2, 横山 聡 1,2, 井口 和弘 1,2, 寺町 
ひとみ 3,2（1岐阜薬大薬局薬学研究室 , 2岐阜薬大附
属薬局 , 3岐阜薬大病院薬学研究室 , 4岐阜薬大実践社
会薬学研究室）

27PA-am138	 薬局における運動指導を目的とした研修会の導入
○金森 弘一郎 1, 水野 智博 1, 北村 菜々子 1, 吉岡 遼 1, 
永松 正 1, 梅田 孝 1, 大島 秀康 2（1名城大薬 , 2愛知県
薬剤師会）

27PA-am139S	薬局薬剤師が認知行動療法的アプローチを用いた服
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～WAISMによる前後比較～
○田沼 和紀 1,2,3, 渡邉 文之 2,3, 前田 初代 3, 斉藤 延孝 4, 
亀井 美和子 2（1カメガヤ（フィットケアデポ）, 2日
本大学薬学部 , 3CBTA 服薬支援研究会 , 4シーエスグ
ループ）

27PA-am140	 薬剤師生涯教育としての「化学構造式ワークショッ
プ」の試みとその評価
中尾 周平 1, 上田 昌宏 1,2, 橋本 佳奈 1, 豊山 美琴 3, 藤
野 秀樹 1, 天野 学 1, ○清水 忠 1（1兵庫医療大薬 , 2兵
庫医大病院薬 , 3関西労災病院薬）

27PA-am141	 高齢者薬物治療認定薬剤師制度の構築と評価
○塚本 由弥子 1,2, 浅山 亨 1, 篠原 悦子 1, 徳田 安春 3, 
矢吹 拓 4, 今井 博久 5（1薬局共創未来人財育成機構 , 
2熊本大 GSIS, 3地域医療機能推進機構 , 4栃木医療セ , 
5保健医療科学院）


