化学系薬学（ポスター発表）
PA 会場

3 月 27 日（火）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

有機化学 1
27PA-am001S 医薬品に含まれるスルホキシドの光によるラセミ化
現象の検討
○木村 翼1, 牧野 宏章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）
27PA-am002S メトキシ基の位置選択的脱保護によるオメプラゾー
ル代謝物の合成
○長谷川 結美1, 牧野 宏章1, 田畑 英嗣1, 忍足 鉄太1,
夏苅 英昭1, 伊藤 清美2, 高橋 秀依1（1帝京大薬, 2武蔵
野大薬）
27PA-am003S 新規ジアリールヨードニウム塩を用いる効率的ア
リール化法 ～N－ヘテロ環への芳香環選択的 C－N
カップリング反応～
○小関 大地1, 青砥 絵里佳1, 渡邉 和真1, 土肥 寿文1,
北 泰行2（1立命館大薬, 2立命館大総研）
27PA-am004S キラルリチウムアミドによるイブプロフェンジアニ
オンのエナンチオ選択的重水素化、フッ素化および
水酸化
○川﨑 みどり1, 白井 隆一1（1同志社女大薬）
27PA-am005 ピペリジンによるスチレンオキシドの位置選択的開
環反応
川﨑 みどり1, ○白井 隆一1（1同志社女大薬）
27PA-am006S アクリルアミドを用いたジアステレオ選択的スピロ
環化反応の開発研究
○若槻 雅哉1, 横江 弘雅1, 津吹 政可1（1星薬大）
27PA-am007S Ullmann アリール化/2-アミド化カスケード反応の
開発
○松原 裕希1, 高橋 侑加1, 山田 康司1, 阿部 匠1（1北医
療大薬）
27PA-am008S 銀カルベノイドの特性を生かしたインドール類の化
学選択的な不斉脱芳香化反応の開発
○神田 彩香1, 中山 弘貴1, 原田 慎吾1, 根本 哲宏1（1千
葉大院薬）
27PA-am009S ベンゾチアゾール誘導体を原料とした 2-アリールチ
オアニリン誘導体への銅触媒的変換反応
○松尾 知寛1, 市川 智大1, 澤間 善成1, 佐治木 弘尚1
（1岐阜薬大）
27PA-am010S 酸素をバルク酸化剤とするカテコール類酸化反応の
開発とインドリン骨格構築法への応用
○岡田 康佑1, 川上 亮英1, 植田 浩史1, 徳山 英利1（1東
北大院薬）
27PA-am011S シリル亜鉛試薬を用いる meso-シリルポルフィリン
の合成及びその分光学・電気化学的特性
○遠藤 大雅1, 林 賢1, 高波 利克1（1明治薬大）
27PA-am012S 固定化されたキラルバナジウム錯体を用いたホモア
リルアルコールの不斉エポキシ化
○山口 裕章1, 野地 匡裕1, 高波 利克1（1明治薬大）
27PA-am013S 電気化学的手法を用いた光学活性アルデヒドの絶対
配置および光学純度決定
○小島 恵子1, 林 賢1, 高波 利克1（1明治薬大）
27PA-am014S 複素環融合型シロキシジエンの触媒的不斉 DielsAlder 反応の開発
○中嶋 早紀1, 山田 航1, 森川 貴裕1, 原田 真至1,2, 西田
篤司1,2（1千葉大院薬, 2千葉大MCRC）
27PA-am015S 電子豊富ジエンとマレイミド誘導体の触媒的不斉
Diels-Alder 反応の開発
○大石 若奈1, 坂本 駿1, 江森 皓亮1, 池田 亮平1, 原田
真至1,2, 西田 篤司1,2（1千葉大院薬, 2千葉大MCRC）

27PA-am016S 相間移動触媒を用いたマロン酸ジエステルの不斉マ
イケル付加反応の開発
○岩崎 加奈子1, 望月 優貴子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）
27PA-am017S 新規 C2 対称光学活性ジケトンの縮合環化連続反応
○瀧澤 伊織1, 小林 豊晴1, 川本 諭一郎1, 伊藤 久央1
（1東京薬大生命科学）
27PA-am018S パラジウム触媒を用いた炭酸プロパルギルエステル
の連続的環化反応によるジヒドロベンゾ[1,4]オキサ
ジン骨格の構築
○森 俊也1, 廣兼 司1, 松本 健司1, 吉田 昌裕1（1徳島文
理大薬）
27PA-am019S パラジウム触媒を用いた環状アリルジエステルと 4ヒドロキシ-2-ピロンの連続的環化反応
○向江 早彩1, 柴田 弥希2, 難波 康祐2, 吉田 昌裕1（1徳
島文理大薬, 2徳島大院薬）
27PA-am020S 酸素を共酸化剤として用いる触媒的 C-H ラクトン化
反応の開発
松本 健司1, ○橋本 紀子1, 廣兼 司1, 吉田 昌裕1（1徳島
文理大薬）
27PA-am021S 有機分子触媒を用いたフラン誘導体の不斉 ε 位アル
キル化反応
○阿久津 裕士1, 松本 光1, 中島 康介1, 平島 真一1, 古
石 裕治1, 三浦 剛1（1東京薬大薬）
27PA-am022S オキサチアジナン N,O-ケタールの立体選択的還元と
アミノアルコール類合成への展開
○広澤 千晃1, 南部 寿則1, 藤原 朋也1, 矢倉 隆之1（1富
山大院薬）
27PA-am023S ヨウ化物イオン触媒を用いるスピロシクロプロパン
の位置選択的開裂―環化反応
南部 寿則1, ○大貫 悠太1, 小野 直樹1, 矢倉 隆之1（1富
山大院薬）
27PA-am024S キラルビススルホキシドシッフ塩基錯体によるアリ
ル位不斉 C-H 官能基化反応
○突廻 雄太1, 文野 優華2, 吉野 達彦2, 松永 茂樹2（1北
大薬, 2北大院薬）
27PA-am025S Pd 触媒を用いたアリールゲルマンの新規合成法の
開発
○松岡 慶太郎1, 駒見 成実2, 吉野 達彦2, 松永 茂樹2
（1北大薬, 2北大院薬）
27PA-am026S 核酸塩基ヨードニウム塩の効率的合成と反応
武永 尚子1, ○上田 祥平2, 土肥 寿文2, 北垣 伸治1（1名
城大薬, 2立命館大薬）
27PA-am027S 芳香族メトキシメチルエーテルの穏和な脱保護法
○柳原 瑞士1, 太田 礼伊也1, 村井 健一1, 有澤 光弘1,
藤岡 弘道1（1阪大院薬）
27PA-am028S ポリエチレンイミン修飾ポリマーのユニークな機能
性：パラジウムスカベンジャーとしての有用性と不
均一系パラジウム触媒担体としての適用
○市川 智大1, 小林 悠1, 水野 将弘1, 上田 舜1, 國島
康樹1, 澤間 善成1, 門口 泰也1,2, 佐治木 弘尚1（1岐阜薬
大, 2第一薬大）
27PA-am029S 4-ニトロピリジン N-オキシドによる触媒的脱シリル
化反応の開発
吉田 圭佑1, ○田辺 雄也1, 佐野 恭平1, 北垣 伸治1（1名
城大薬）
27PA-am030S 面不斉シクロファン含有ホスフィン触媒を用いたメ
チレンインドリノンと MBH 付加体の[3+2]環化反応
吉田 圭佑1, ○辻 真由香1, 寺本 英樹1, 北垣 伸治1（1名
城大薬）
27PA-am031S キラルビスチオウレア触媒を用いたニトロアルカン
のニトロアルケンへの不斉 Michael 付加反応
吉田 圭佑1, ○武田 紗和1, 霜 依莉子1, 北垣 伸治1（1名
城大薬）
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27PA-am032S 不均一系パラジウム触媒を用いた異種アニリン間で
の酸化的クロスカップリング反応の開発
松本 健司1, ○武田 哲1, 廣兼 司1, 吉田 昌裕1（1徳島文
理大薬）
27PA-am033S Pd 触媒を利用した分子内アリル位置換-異性化-Cope
転位カスケードを用いた七員環骨格の合成法
○徳本 尭久1, 鶴田 和輝1, 井上 直也1, 中島 誠也1, 根
本 哲宏1（1千葉大院薬）
27PA-am034S Staudinger 反応によるアジド置換型ベンゾシクロブ
テンの環開裂促進効果に関する研究
○是澤 恵莉1, 高山 亜紀1, 松谷 裕二1（1富山大院薬）
27PA-am035 四員環開裂活性化を鍵とする生体直交型ライゲー
ション反応の開発
○高山 亜紀1, 是澤 恵莉1, 松谷 裕二1（1富山大院薬）
27PA-am036S 位置選択的反応を指向した新規 DHTP 類縁配位子の
開発
○秋浜 健人1, 川口 智也1, 山口 深雪1, 眞鍋 敬1（1静岡
県大薬）
27PA-am037S Ni 触媒[4+2]環化付加反応による多置換ベンゼン合
成法の開発
○稲垣 早紀1, 荒井 秀1,2, 西田 篤司1,2（1千葉大院薬,
2
千葉大MCRC）
27PA-am038S 酸素分子を用いた可視光酸化還元触媒によるスチレ
ン誘導体の酸化反応の開発
○松田 大樹1, 原田 真至1,2, 森川 貴裕1, 西田 篤司1,2
（1千葉大院薬, 2千葉大MCRC）
27PA-am039S フタラン誘導体を用いる酸化/分子間 Diels-Alder 連
続反応の開発
○中津川 瑛美1, 山越 博幸1, 中村 精一1（1名市大院
薬）
27PA-am040S 水中で進行するヒドロキノン触媒的 Knoevenagel
反応
○小山 華穂1, 鍬田 麻里奈1, 高倉 稜弥1, 山田 強1, 佐
治木 弘尚1, 澤間 善成1（1岐阜薬大）
27PA-am041S 7 員環含有 Wieland-Miescher ケトン誘導体の 2 位水
酸基に対するリパーゼの不斉アセチル化反応
○庄子 佳穂1, 野田 貴子1, 猪股 浩平1, 遠藤 泰之1（1東
北医薬大薬）
27PA-am042 7 員環含有 Wieland-Miescher ケトンのリパーゼによ
る速度論的光学分割
三浦 亜里沙1, ○猪股 浩平1, 遠藤 泰之1（1東北医薬大
薬）
27PA-am043S 3,3-ジメトキシプロピルスルホニル基で活性化した
窒素求核剤の光延条件下での反応性評価
○佐渡山 裕美1, 加来 裕人1, 堀川 美津代1, 角田 鉄人1
（1徳島文理大薬）
27PA-am044S テンプレート効果を利用する β-ヒドロキシアミド選
択的アシル化反応の開発: アシル化剤の基質一般性
について
西川 泰弘1, ○亀澤 友紀1, 松井 孝美1, 原 脩1（1名城大
薬）
27PA-am045S 新規 CO 等価体を用いる CO 挿入を伴う還元的クロ
スカップリングの開発
○上原 尚也1, 小西 英之1, 眞鍋 敬1（1静岡県大薬）
27PA-am046S 律速段階の水素移動を加速する NHC 触媒の創製: 酸
素原子の反応加速効果の解明
○喜屋武 龍二1, 佐藤 浩平2, 間瀬 暢之1,2, 鳴海 哲夫1,2
（1静岡大創造大院, 2静岡大院総合）
27PA-am047 ピリジンカルバルデヒドを出発原料に用いたニトロ
オレフィン構築の検討
○中曽根 拓朗1, 矢内 龍之介1, 峯野 知子1（1高崎健康
福祉大薬）
27PA-am048 5 員環複素芳香族におけるニトロアルケンのワンポッ
ト合成の検討
○矢内 龍之介1, 中原 和秀1, 峯野 知子1（1高崎健康福
祉大薬）
27PA-am049 水を溶媒としたベンジルアルコールの触媒的脱水素
化反応を経由するベンゾイミダゾールの合成
○氷川 英正1, 一之瀬 理沙1, 吉川 晶子1, 東屋 功1（1東
邦大薬）

27PA-am050

27PA-am051

27PA-am052

27PA-am053

27PA-am054

27PA-am055

27PA-am056

27PA-am057

27PA-am058

27PA-am059

27PA-am060

27PA-am061

27PA-am062

27PA-am063

27PA-am064

27PA-am065

27PA-am066
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Borrowing hydrogen 機構に基づく 2-アミノピリジン
の N-ベンジル化反応
○中山 拓1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1（1東邦大
薬）
不斉アザマイケル付加－環化連続反応による多置換
ピロリジン骨格構築
○田林 里織1, 新保 茜1, 宮脇 あかり1, 山本 康友1, 富
岡 清1（1同志社女大薬）
ホスファゼン塩基触媒による分子内ヒドロアミノ化
反応
○寺下 真希1, 平野 真有1, 徳田 那積1, 宮脇 あかり1,
山本 康友1, 富岡 清1（1同志社女大薬）
Catalytic Intramolecular Mannich Reaction of
Hydroxylactam-Enals for Access to Bicyclic NHeterocycles
○Krishna YARKALI1, 田中 富士枝1（1沖縄科学技術
大学院大）
イミニウムカチオンを用いたインドール誘導体の
Friedel-Crafts 反応への 1 位置換基の影響
○杉浦 玖瑠美1, 牛丸 莉緒1, 柴田 菜央1, 今井 幹典1,
南雲 紳史2（1金城学院大薬, 2工学院大）
α,β-不飽和ヒドラゾンを親ジエンとした α-ピロンと
の逆電子要請型 Diels－Alder 反応
○橋本 善光1, 安部 凌1, 伴 慎太郎1, 森田 延嘉1, 田村
修1（1昭和薬大）
縮環シロキシシクロブタノンの環縮小転位反応
高須 清誠1, ○重永 晃一1, 下田 和摩1, 山岡 庸介1, 瀧
川 紘1（1京大院薬）
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
○岩本 憲人1, 長野 拓実1, 眞鍋 敬1（1静岡県大薬）
スルホキソニウムメチリドを用いる 3-oxa-2oxobicyclo[4.2.0]oct-4-ene-1-carboxylate 体の骨格変換
反応
○謝 昀翰1, 山西 涼菜1, 武知 理菜子1, 田中 徹1, 田邊
佑季1, 岩井 佑未南1, 岩﨑 宏樹1, 小島 直人1, 山下
正行1（1京都薬大）
長鎖疎水性置換基を有する β-proline を触媒とした水
溶媒中での Mannich 反応の検討
○横山 和花奈1, 永田 和弘1, 中川 ちひろ1, 金光 卓也1,
宮崎 倫子1, 伊藤 喬1（1昭和大薬）
カプラザマイシン関連化合物の構造活性相関研究：
α 選択的リボシル化反応の開発
○木村 智之1, 佐々木 和重1, 五十嵐 雅之1, 高橋 良昭1,
渡辺 匠1, 柴﨑 正勝1（1微化研）
超原子価ヨウ素反応剤を活性化剤に用いた新規グル
クロニル化反応
梶本 哲也1, ○森本 功治1, 柳瀬 伽奈1, 小高 いぶき1,
土肥 寿文1, 北 泰行1（1立命館大）
ケチミンの触媒的不斉アジリジン化
○Raphael ORIEZ1, 熊谷 直哉1, 柴﨑 正勝1（1微生物化
学研究所）
不斉配位子―遷移金属触媒によるアルキルニトリル
類のアルデヒド類への不斉付加反応の開発
○大朏 彰道1, Youmei BAO1, Shaoquan LIN1, 熊谷
直哉1, 柴崎 正勝1（1微化研）
パラジウム触媒を用いたイナミドの位置選択的炭素
炭素結合形成反応
○若松 秀章1, 池内 麻衣1, 吉村 祐一1（1東北医薬大
薬）
カルベノイドの高エナンチオ選択的 N－H 挿入反応
を目指した ロジウム(II)錯体触媒の合成と機能評価
○篠原 秀幸1, 齋藤 弘明1, 内山 武人1, 宮入 伸一1（1日
本大薬）
チオ炭酸 S-ピリジニル誘導体を利用したエステル化
反応
宇佐美 駿1, ○真野 滉大1, 鈴木 智行1, 伴 慎太郎1, 橋
本 善光1, 森田 延嘉1, 田村 修1（1昭和薬大）

27PA-am067

27PA-am068

27PA-am069

27PA-am070

27PA-am071

27PA-am072

27PA-am073

27PA-am074

27PA-am075

27PA-am076

27PA-am077

27PA-am078

27PA-am079

27PA-am080

27PA-am081
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α-クロロエポキシドに対する求核剤の位置選択的反
応について
○中北 敏賀1, 宮本 万里1, 仲川 剛1, 小山 佳祐1, 植木
章晴1, 鈴木 克彦1（1青森大薬）
低温活性酵素リパーゼ TL を用いるグリセロール誘
導体の光学分割反応（2）
○堀場 加恋1, 野村 祥子1, 大村 優実1, 大宮 寛子1, 矢
野 玲子1, 一柳 幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1（1金城学院
大薬, 2東京薬大薬）
中性条件下におけるシアノホスフェートからアルキ
リデンカルベンの発生： β-ケトエステルからシクロ
ペンテン及びビシクロ［3,3,0］ラクトンへの変換反応
○有馬 健太郎1, 米山 弘樹1, 宇佐美 吉英1, 春沢 信哉1
（1大阪薬大）
極性転換反応を利用したメチルケトン類の立体選択
的 α－フェニル化反応の開発
武田 紀彦1, ○二木 恵里佳1, 古石 瑞希1, 宮田 興子1,
上田 昌史1（1神戸薬大）
固体光触媒を用いたアルコールの脱水素化反応の
評価
○小林 健祐1, 永田 良子1, 野依 良治1,2, 斎藤 進1,2, 中
寛史2（1名大院理, 2名大物国研セ）
N-ヒドロキシルアミン類と α-ヒドロキシアルデヒド
との Petasis 反応
○新垣 恵大1, 豊岡 優朗1, 伊藤 元気1, 樋口 和宏1, 杉
山 重夫1（1明治薬大）
3-エトキシシクロブタノンとシロキシジエンとの形
式的[4+4]付加環化反応の開発
○西 優奈1, 吉村 智之1, 松尾 淳一1（1金沢大院医薬
保）
PhSTMS-NBS 組み合わせ条件を用いたメチレンアセ
タールからブロモホルメート体への変換反応におけ
る反応機構の考察
○前川 智弘1, 野方 美沙1, 廣瀬 優香1, 中村 光1, 三木
康義1, 藤岡 弘道2（1近畿大薬, 2阪大院薬）
シス型アミドの立体特性を活かした環拡張キノリン
オリゴアミドの創製
○漆原 紅1, Yann FERRAND2, 桝 飛雄真3, Brice
KAUFFMANN2, 棚谷 綾1, Ivan HUC4（1お茶大院理,
2
ヨーロッパ化学・生物学研, 3千葉大共用機器セ,
4
ミュンヘン大薬）
近赤外光増感剤を目指した近赤外フタロシアニンの
光特性解析
○羽田 茉代1, 杉森 麻莉亜2, 岩本 敬之3, 田村 大地3,
柳澤 崚3, 古山 渓行3（1金大附属高, 2尾山台高, 3金沢
大院自然科学）
弱い刺激で色調を大きく変えるフタロシアニン
○内山 栞里1, 前多 肇1, 千木 昌人1, 古山 渓行1（1金沢
大院自然科学）
テトラアザポルフィリン ルテニウム錯体の分光特性
における置換基効果
○島崎 史佳1, 齊川 夏美1, 前多 肇1, 千木 昌人1, 古山
渓行1（1金沢大院自然科学）
種々の側鎖官能基を有する環状 a,a-ジ置換アミノ酸
の合成と含有ペプチドの機能評価
○辻 厳一郎1, 小林 寛幸1,2, 三澤 隆史1, 木下 恵愛1, 松
野 研司2, 出水 庸介1（1国立衛研, 2工学院大）
多様な官能基修飾を志向したヘリカルテンプレート
ペプチドの開発
○三澤 隆史1, 諫田 泰成1, 出水 庸介1（1国立医薬品食
品衛生研）
キラルな α-トリフルオロメチルジ置換アミノ酸を導
入したペプチドの合成と二次構造解析
池田 美鈴1, 笠江 卓也2, 上田 篤志2, 大庭 誠2, 土井
光暢3, ○田中 正一2（1長崎大薬, 2長崎大院医歯薬, 3大
阪薬大）
強酸性炭素酸の合成を指向した複素環式芳香族化合
物の 2,2-ビス（トリフリル）エチル化反応
矢内 光1, ○干川 翔貴1, 松本 隆司1（1東京薬大薬）

27PA-am083

Ni 触媒による内部アルキンを有するイナミドのヒド
ロホスフィニル化反応の開発
○金原 淳1, 河西 遥1, 佐藤 楓1, 渡辺 有李1, 山岸 丈洋1
（1奥羽大薬）
27PA-am084 パラジウム触媒によるアレンの分子間不斉メトキシカルボニル化反応
○日下部 太一1, 岡崎 駿1, 橋本 侃1, 高橋 圭介1, 加藤
恵介1（1東邦大薬）
27PA-am085 パラジウム触媒による光学活性 3,3’-ビベンゾチオ
フェンの合成
○彭 程1, 日下部 太一1, 高橋 圭介1, Daulat Dhage
YOGESH1, 笹井 宏明2, 吉川 晶子1, 東屋 功1, 持田
智行3, 加藤 恵介1（1東邦大薬, 2阪大産研, 3神戸大理）
27PA-am086 ピリジン-IBX 系を用いたアルコールの酸化反応
○芳山 健太郎1, 高橋 真人1, 國分 彩佳1, 二見 萌花1,
佐々木 秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大）
27PA-am087 四塩化炭素を塩素源とするラジカル塩素化における
金属の触媒効果
○市丸 嘉1, 林 一彦1（1金城学院大薬）
27PA-am088 カテキン存在下の Morita-Baylis-Hillman 反応の活
性化
○小林 真帆1, 中塚 遥子1, 堤 広之1, 石津 隆1（1福山大
薬）
27PA-am089 疎水性側鎖を有するアミノ酸残基およびプロリン残
基からなるジケトピペラジンのコンホメーション
○友松 明日香1, 森重 李南1, 萩原 遼平1, 川本 晴香1,
堤 広之1, 石津 隆1（1福山大薬）
27PA-am090 茶ガレート型カテキン類と疎水性置換基を有するジ
ケトピペラジンとの相互作用
○高木 祐加莉1, 徳永 ミク1, 藤岡 侑祐1, 竹本 壮志1,
堤 広之1, 石津 隆1（1福山大薬）
27PA-am091 室温で進行する芳香族重水素標識反応
○中野 晃宏1, 川尻 貴大1, 澤間 善成1, 佐治木 弘尚1
（1岐阜薬大）
27PA-am092 アトロプジアステレオ選択的非対称化による軸不斉
ビフェニルの立体選択的合成法
○鶴田 英利奈1, 渡辺 明香1, 前田 拓哉1, 杉山 奈々美1,
湯山 大輔1, 藤本 裕貴1, 山口 悟1, 矢内 光1, 松本 隆司1
（1東京薬大薬）
27PA-am093 イオン液体中金触媒存在下ベンジルアルコール類と
スチレン類の反応
○森田 延嘉1, 池田 佳奈絵1, 伴 慎太郎1, 橋本 善光1,
田村 修1（1昭和薬大）
27PA-am094 キノンモノアセタールを用いるフェノールクロスカッ
プリング体合成とその応用
○上田中 徹1, 坪島 昂平2, 森本 功治2, 土肥 寿文2, 北
泰行1（1立命館大総研, 2立命館大薬）
27PA-am095 BINOL 誘導体のグラフト重合による不斉反応場の形
成と不斉触媒反応
○大谷 和暉1, 奥野 義規1, 川嶋 貴士1, 森光 亮星1, 佐
野 拓也1, 磯村 茂樹1, 佐藤 康夫1（1横浜薬大）
27PA-am096 ヒドラジドの触媒的ワンポットエステル化反応の
開発
○久保 友梨香1, 森本 浩之1, 大嶋 孝志1（1九大院薬）
27PA-am097S Pro-D-Val 型メチルアルケンジペプチドイソスターの
高立体選択的合成とペプチド触媒への応用
○西澤 拓真1, 児玉 有輝2, 今井 智之2, 佐藤 浩平1,2, 間
瀬 暢之1,2, 鳴海 哲夫1,2（1静岡大工, 2静岡大院総合）
27PA-am098S 不斉触媒を目指したヘテロ二官能化 β-シクロデキス
トリンの合成
○安永 瞬1, 福留 誠1, 袁 德其1（1神戸学院大薬）
27PA-am099 pH2.5-3.5 McIlvaine 緩衝液中におけるシクロデキス
トリン誘導体の開環
○福留 誠1, 小手川 和行1, 袁 德其1（1神戸学院大薬）
27PA-am100 シクロアルトリン誘導体の立体配座及び包接能の
検討
○冨永 達朗1, 福留 誠1, 袁 德其1（1神戸学院大薬）
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27PA-am101S 5-ホルミルシトシン含有二重鎖 DNA を認識する修飾
オリゴ核酸の開発研究
○山本 一輝1, 伊藤 勇太1, 山下 若菜1, 大澤 昂志1, 張
功幸1（1徳島文理大薬）
27PA-am102S V 型アダマンタン分子と芳香族炭化水素の共結晶化
○兵頭 直1, 川幡 正俊2, 富永 昌英2, 山口 健太郎1,2
（1徳島文理大院工, 2徳島文理大香川薬）
27PA-am103S 光学活性キャリア分子によるジカルボン酸の不斉液
膜移送（Ⅰ）
○多田 なつみ1, 加来 裕人1, 兼松 楓1, 伊勢 綾香1, 大
津留 更1, 堀川 美津代1, 角田 鉄人1（1徳島文理大薬）
27PA-am104S 光学活性キャリア分子によるジカルボン酸の不斉液
膜移送（Ⅱ）
○伊勢 綾香1, 加来 裕人1, 多田 なつみ1, 堀川 美津代1,
角田 鉄人1（1徳島文理大薬）
27PA-am105 コレステンハイブリッド型 GFP 蛍光発色団アナログ
の開発： 粘度依存性およびコレステロール濃度応答
性の評価
○池尻 昌宏1, 小西 莉乃1, 宮城 里奈1, 森 謙太1, 千原
佳子1, 宮下 和之1（1大阪大谷大薬）
27PA-am106 FRET を動作原理とする HSe-蛍光プローブの開発
○木村 遥1, 小椋 康光1, 鈴木 紀行1（1千葉大院薬）
27PA-am107 拡散 NMR スペクトルによる糖質類の α-と β-アノ
マー異性体の分離
○鬘谷 要1, 小田 慶喜2, 山ノ井 孝3（1和洋女大, 2東海
大研究推進部, 3城西大薬）
27PA-am108 濃度変化に伴い包接構造がスイッチする C-グルコピ
ラノシド結合型シクロデキストリン誘導体の NMR
解析
○山ノ井 孝1, 小田 慶喜2, 鬘谷 要3（1城西大薬, 2東海
大研究推進部, 3和洋女大）
27PA-am109 ヘアピン RNA に結合する 1,3-ジアザフェノキサジン
誘導体の開発
○村瀬 裕貴1, 永次 史1（1東北大多元研）
27PA-am110 グアニン PNA モノマーの新規カチオン性アナログ
○杉山 亨1, 小原 美咲1, 桑田 啓子2, 今村 保忠3, 出水
庸介4, 栗原 正明5, 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, 5国際医福大）
27PA-am111 脂溶性化合物修飾マイクロ RNA の開発
○宮本 寛子1, 近藤 良徳1, 石川 竣也1, 伊藤 絵里1, 柴
原 涼太1, 木村 健二1, 多戸 智洋1, 中島 礼美1, 北出
幸夫1（1愛知工業大）
27PA-am112 アプタマー取得の際に用いるライブラリの多様化を
目指した 5’位修飾核酸の伸長効率評価
石田 健太2, ○笠原 勇矢1,2, 星野 秀和1, 小比賀 聡1,2
（1医薬健栄研, 2阪大院薬）
27PA-am113 新規二核亜鉛錯体とバルビタール、銅から成る自己
集積的多核銅錯体の構築と反応活性
○嵯峨 裕1, 宮澤 有哉1, 青木 伸1,2（1東京理大, 2東京理
大イメージングフロンティアセ）
27PA-am114 プロトポルフィリン IX およびその鉄(III)錯体を認識
するピンセット型ホスト分子の設計・合成と応用
○久松 洋介1, 梅澤 直樹1, 樋口 恒彦1（1名市大院薬）
27PA-am115 基質認識能を有するルテニウムポルフィリンによる
触媒的アルカン酸化における選択性
○寺前 将太1, 鬼頭 茜1, 久松 洋介1, 梅澤 直樹1, 樋口
恒彦1（1名市大院薬）
27PA-am116S 含フッ素イソキサゾールの蛍光特性評価
○川崎 亨1, 佐藤 和之1, 樽井 敦1, 表 雅章1（1摂南大
薬）
27PA-am117S クロロアルケン型ペプチド結合等価体のグアニン四
重鎖結合性ペプチドへの応用
○加藤 由奈1, 大吉 崇文1, 佐藤 浩平1, 間瀬 暢之1, 鳴
海 哲夫1（1静岡大院総合）
27PA-am118S 可視光で光活性化可能なキノリニウム型ケージド神
経伝達物質の創製と光反応性の評価
○宮田 光一1, 二位 明崇2, 喜屋武 龍二3, 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,
3
静岡大創造大院）

27PA-am119S Calix[3]aramide 構造を基本骨格とする大環状ブロッ
ク分子の合成および立体化学
○齋藤 裕喜1, 守 龍一1, 佐竹 美紗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）
27PA-am120S N-(6-アズレニル)型芳香族アミドの立体構造特性
○石井 亜椰子1, 伊藤 愛1, 天木 崇真1, 浅見 優希1, 福
田 和男1, 山﨑 龍1, 岡本 巌1（1昭和薬大）
27PA-am121S チオフェン環又はフラン環を組み込んだ新奇 CPP 誘
導体の合成
○若林 沙依1, 正田 孝明1, 中西 研太朗1, 深津 大輔2,
今吉 亜由美1, 川端 猛夫2, 椿 一典1（1京府大生命環境,
2
京大化研）
27PA-am122 炭素ジアニオン等価体の合成素子としての利用
○矢内 光1, 鈴木 琢己1, 松本 隆司1（1東京薬大薬）
27PA-am123 末端にアリールブタジイニル基を持つ四脚アダマン
タン誘導体の合成
○砂川 稔貴1, 池田 充1, 高森 祥大1, 田崎 実1, 吉川
晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1（1東邦大薬）
27PA-am124 Z 型優先 McMurry coupling を利用した大環状芳香族
化合物の合成
○土屋 凌平1, 吉川 晶子1, 氷川 英正1, 東屋 功1（1東邦
大薬）
27PA-am125 [2+2]戦略によるメゾアリール-ベータアルキルハイ
ブリッド拡張ポルフィリン類の合成
○米田 友貴1, 星野 忠次1, 根矢 三郎1（1千葉大院薬）
27PA-am126 ジフェニルアダマンタンを基本骨格とする大環状芳
香族アミドの合成
○高松 圭1, 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）
27PA-am127 芳香族第三級スルホンアミドの不斉結晶化
○小林 美穂子1, 吉川 晶子1, 桝 飛雄真2, 片桐 幸輔3,
氷川 英正1, 東屋 功1（1東邦大薬, 2千葉大共用機器セ,
3
甲南大理工）
27PA-am128 新たな低分子蛍光物質の合成と酵素活性測定への
利用
○中治 智愛子1, 小川 風太1, 宮永 佳苗2, 谷 敬太2, 樽
井 敦1, 佐藤 和之1, 表 雅章1（1摂南大薬, 2阪教育大）
27PA-am129 末端にアミノ基を導入した直鎖ジアミド分子の分子
集合とゲル化機能
○山田 智代1, 小柳 茜1, 宮脇 あかり1, 山本 康友1, 富
岡 清1（1同志社女大薬）
27PA-am130S N-ベンゾイルおよび N-スルホニル-1.6-ベンゾジアゾ
シン類の軸不斉に基づく立体化学
○村井 和哉1, 竹前 千尋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）
27PA-am131S N-ベンゾイル及び N-スルホニル-1,5-ベンゾジアゼピ
ノン類の軸不斉と 6 位置換基の効果
○舟木 かおる1, 森 瑞希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）
27PA-am132S 標的指向型アフィボディ修飾 RNA の開発
○東 小百合1, 柴田 綾1, 喜多村 徳昭1, 池田 将1,2, 北出
幸夫1,3（1岐阜大院工, 2岐阜大院連合創薬, 3愛工大工）
27PA-am133S チオール担持型シリカモノリスのパラジウムスカベ
ンジャーとしての活性評価
○小川 綾1, 松尾 知寛1, 市川 智大1, 宮本 利一2, 白
鴻志2, 澤間 善成1, 佐治木 弘尚1（1岐阜薬大, 2エスエ
ヌジー）
27PA-am134S アミノ酸リガンドを有する超原子価ヨウ素化合物の
合成と反応に関する研究
○木野村 月南1, 多田 教浩1, 山口 英士1, 伊藤 彰近1
（1岐阜薬大）
27PA-am135S 5－アルキニルトリアゾールの一般合成：銅触媒下で
の 5－スチバノトリアゾールとブロモアセチレンと
のクロスカップリング反応
○山田 瑞希1, 長谷川 舞1, 松浦 大樹1, 村田 裕基1, 角
澤 直紀2, 安池 修之1（1愛知学院大薬, 2北陸大薬）
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27PA-am136

27PA-am137

27PA-am138

27PA-am139

27PA-am140

27PA-am141

27PA-am142

27PA-am143

27PA-am144

27PA-am145

27PA-am146

2－アミノベンゾオキサゾールのワンポット合成：有
機ビスマス試薬を利用したアミノフェノールとイソ
チオシアネートとの反応
○村田 裕基1, 松本 夏帆1, 宮田 真弥1, 北村 有希1, 松
村 実生1, 角澤 直紀2, 安池 修之1（1愛知学院大薬, 2北
陸大薬）
アンチモンを含む新規多環式複素環の合成と物性
解析
○松村 実生1, 松橋 勇輝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）
銅触媒下でおこなうヨードフェニルイミダゾピリジ
ンからの含セレン四環性複素環の合成
○安池 修之1, 坂田 友美1, 岩瀬 篤哉1, 川幡 正俊2, 村
田 裕基1, 山口 健太郎2, 角澤 直紀3, 松村 実生1（1愛知
学院大薬, 2徳島文理大香川薬, 3北陸大薬）
不斉アルドール反応を触媒する ψ(CH2NH)結合含有
テトラペプチドについて
○安保 明博1, 海老 裕一1, 菅野 木綿1, 長尾 結花1（1東
北医薬大薬）
蛍光官能基を持つ 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzyl
Alcohol 誘導体の合成研究（2）
○池口 芙由佳1, 中村 康宏1, 寺岡 文照1, 大坪 忠宗1,
池田 潔1（1広島国際大薬, 2静岡県大薬）
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（2）
○土井 彩加1, 福間 彩加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
国際大薬, 2静岡県大薬）
蛍光標識 Neu5Ac-(2α,3/6)-Gal 誘導体の合成
○磯野 櫻季花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広島国際大薬,
2
静岡県立大薬）
蛍光組織染色可能な水溶性ガラクトシダーゼ基質の
開発
○大坪 忠宗1, 寺岡 文照1, 池田 潔1（1広島国際大薬）
新規デングウイルス感染阻害剤の合成（VIII）
○寺岡 文照1, 左 一八2, 靱 千恵3, 大坪 忠宗1, 池田 潔1
（1広島国際大薬, 2会津大短期大学部食物栄養, 3神戸
大院保健）
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（3）
○釜池 和大1, 網野 裕章1, 西原 由有1, 小河原 諒1, 大
月 晃煕1, 太田 浩一朗1, 宮岡 宏明1（1東京薬大薬）
高分子電解質を用いる包括ゲル化による固相担持型
金属酸化物触媒調製法の開発
○濱本 博三1, 大岡 すみれ1, 松本 侑也2, 三木 康義2
（1名城大農, 2近畿大薬）

27PA-am150

27PA-am151

27PA-am152S

27PA-am153

27PA-am154

27PA-am155S

27PA-am156S

27PA-am157

27PA-am158

27PA-am159S

27PA-am160

27PA-am161S

27PA-am162
27PA-am163S

生薬・天然物化学①
27PA-am147

27PA-am148

27PA-am149

薬用植物の種子発芽に関する研究－オクラ、ヒナタ
イノコズチ、トウイノコズチ、チリメンアカジソ、
クララ、カリン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医薬健栄研・
薬植セ・筑波）
育苗期間を短縮したトウキ(Angelica acutiloba)の開発
研究 ‐栽培研究およびリグスチリドの定量分析‐
○酒井 悠太1, 深谷 匡2, 月岡 淳子2, 中村 誠宏2, 松岡
史郎1, 菱田 敦之3, 川原 信夫3, 松田 久司2（1武田薬品
京都薬用植物園, 2京都薬大, 3医薬健栄研・薬植セ）
薬用植物の国内栽培推進を指向した基盤技術に関す
る研究 －種苗供給と栽培指導－
○飯田 修1, 熊谷 健夫1, 林 茂樹1, 安食 菜穂子1, 五十
嵐 元子1, 河野 徳昭1, 吉松 嘉代1, 渕野 裕之1, 菱田
敦之1, 川原 信夫1（1医薬健栄研・薬植セ）

27PA-am164

27PA-am165

27PA-am166

27PA-am167
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Glycyrrhiza glabra 及び G. inflata 選抜クローン苗の水
耕栽培、及び、地上茎挿木による増殖
○乾 貴幸1, 河野 徳昭1, 川原 信夫1, 吉松 嘉代1（1医薬
健栄研・薬植セ）
セリバオウレンの室内養液栽培における照度条件
検討
○樋山 肇1, 熊澤 広明1, 近藤 健児1, 橋本 和則1, 乾
貴幸2, 河野 徳昭2, 川原 信夫2, 吉松 嘉代2（1ツムラ・生
薬研, 2医薬健栄研・薬植セ）
人工水耕－圃場ハイブリッド栽培で育成したエゾウ
コギの品質評価（1）
○髙尾 汐織1, 村上 守一2, 田村 隆幸2, 朱 シュウ1, 川
本 元裕3, 中井 秀人3, 吉松 嘉代4, 小松 かつ子1（1富山
大和漢研, 2富山県薬事研・薬植セ, 3北陸機材, 4医薬健
栄研・薬植セ）
シナマオウ（Ephedra sinica Stapf）の挿し木増殖
○吉川 舜1, 乾 貴幸2, 吉松 嘉代2, 河野 徳昭2, 川原
信夫2, 木内 文之1（1慶應大薬, 2医薬健栄研・薬植セ・
筑波）
脂肪組織からのヒトコラーゲンの分離
○山岡 尚世1, 山辺 智代3, 安田 誠4, 中込 和哉4, 田中
秀幸2, 山岡 桂子4, 小室 裕造1（1帝京大医形成, 2帝京
大医解剖, 3帝京大 中央機器室, 4帝京大薬）
ニチニチソウにおける植物内生糸状菌の探索
○菅原 明莉1, 浅野 孝1, 藤村 優1, 藤井 勲1（1岩手医大
薬）
ラッセルルピナスにおける毛状根培養系の確立
○佐々木 万里1, 浅野 孝1, 加賀 由莉奈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）
ハナトリカブトにおける植物内生糸状菌の探索
○浅野 孝1, 菅原 明莉1, 谷口 敦哉1, 竹澤 信也1, 藤井
勲1（1岩手医大薬）
形質転換利用に向けたイチイ培養細胞株の評価
○多葉田 誉1, 南 洋1, 加藤 嘉博1, 草野 博彰2, 矢崎
一史2（1北海道三井化学LSC, 2京大生存研）
糸状菌マクロライド天然物のポストゲノム型探索
研究
○森下 陽平1, 浅井 禎吾1（1東大院総合文化）
麹菌異種発現系を用いる新規ポリケタイド二量体の
創生研究
岡崎 裕亮1, 塚田 健人1,2, ○浅井 禎吾1（1東大院総合
文化, 2東北大院薬）
キズ付け刺激によって発現誘導されるイエバエ抗菌
ペプチド遺伝子
○安藤 美菜子1, 上野 貴之1, 川崎 清史1（1同志社女大
薬）
白朮の基原植物オケラの核 DNA によるタイプ分け
○石川 寛1, 山本 亜優1, 福田 達男1（1北里大薬）
安定同位体標識を用いたカンプトテシン生合成の動
的代謝プロファイリング
○中谷 泰貴1, Amit RAI1, 中林 亮2, 森 哲哉2, 斉藤
和季1,2, 山崎 真巳1（1千葉大院薬, 2理研CSRS）
アルカロイド耐性・輸送体タンパク質を用いた効率
的なアルカロイド生産系の検討
○炭田 奈々1, 山田 泰之1, 大木 秀浩1, 松井 治幸1, 潤
井 みや1, 南 博道2, 佐藤 文彦3, 士反 伸和1（1神戸薬大,
2
石川県大, 3京大院・生命科学）
多機能型 P450 酵素 RosC の多段階酸化反応に関与
するアミノ酸残基の同定
○飯坂 洋平1, 金井 大1, 鈴木 智子1, 丸山 結菜1, 福本
敦1, 安齊 洋次郎1（1東邦大薬）
ニンニクのフィトケラチン合成酵素のシステインス
ルホキシド誘導体生合成における機能の解析
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, ○吉本 尚子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）
ジオウの根肥大化に関わる遺伝子の探索（3）
○河野 徳昭1, 桑原 佑典2, 乾 貴幸1, 平川 英樹2,3, 鈴木
秀幸3, 川原 信夫1, 吉松 嘉代1（1医薬健栄研・薬植セ,
2
東北大院生命科学, 3かずさDNA研）

27PA-am168

Streptomyces cinnamonensis の MonAVII 遺伝子破壊
株の生産する二次代謝物質の解析
○神谷 浩平1, 足立 冴美1, 中原 桃子1（1神戸学院大薬）
27PA-am169 植物および昆虫病原性糸状菌が生産する THF 環を
有するジテルペノイドピロン類の麹菌異種生産
○金子 秋穂1, 塚田 健人1,2, 浅井 禎吾1（1東大院総合
文化, 2東北大院薬）
27PA-am170 ゲノムマイニングと麹菌異種発現系を利用する
Fusarium 属および Macrophomina 属糸状菌の新規ジ
テルペノイドピロン類の探索
○新木 翔之1, 塚田 健人1,2, 浅井 禎吾1（1東大院総合
文化, 2東北大院薬）
27PA-am171S 生合成遺伝子クラスターの麹菌内再編成による非天
然型ジテルペノイドピロン類の創生研究
○塚田 健人1,2, 新木 翔之1, 金子 秋穂1, 大島 吉輝2, 浅
井 禎吾1（1東大院総合文化, 2東北大院薬）
27PA-am172 ゲノム編集によるカンプトテシン生合成経路関連遺
伝子の機能解析系の確立
○矢野 涼介1, Rai AMIT1, 刑部 祐里子2,3, 齊藤 和季1,
山崎 真巳1（1千葉大院薬, 2徳島大院生物資源産業,
3
理研RInC）
27PA-am173 麹菌異種発現系を利用する非天然型芳香族ポリケタ
イド化合物の創生研究
○青木 優1, 塚田 健斗1,2, 森下 陽平1, 浅井 禎吾1（1東
大院総合文化, 2東北大院薬）
27PA-am174S 日本薬局方『ボクソク』の生薬学的研究（第 5 報）
○大野 眞1, 山路 誠一1, 石内 悠美子1, 新井 一郎1, 寺
林 進2, 酒井 英二3, 三宅 克典4, 合田 幸広5, 川原 信夫5,
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医薬基盤健栄研・薬植セ）
27PA-am175S 日本薬局方『ボクソク』の生薬学的研究（第 6 報）
○石内 悠美子1, 山路 誠一1, 大野 眞1, 寺林 進2, 酒井
英二3, 合田 幸広4, 川原 信夫5, 飯田 修5（1日本薬大,
2
横浜薬大, 3岐阜薬大, 4国立衛研, 5医薬基盤健栄・薬
植セ）
27PA-am176 国内及びアメリカ市場で流通するカツアバ製品の基
原種について
後藤 佑斗1, 鎌倉 浩之1, ○袴塚 高志1, 丸山 卓郎1（1国
立衛研）
27PA-am177 シソ科香草類の抗男性ホルモン作用
○都築 啓晃1, 加藤 瑞1, 渡邉 尚子1, 岡村 勝正1（1毛髪
クリニックリーブ21）
27PA-am178 ユーカリの 5α リダクターゼ阻害作用
○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）
27PA-am179 人工知能を用いた虫よけ植物スクリーニング手法の
評価
○藪内 弘昭1, 橋爪 崇1, 石原 理恵1, 河島 眞由美1, 石
井 光代1（1和工技セ）
27PA-am180S ヘンナの機能性開拓研究－枝部のがん細胞浸潤抑制
作用－
○尾田 好美1,2, 中嶋 聡一1, 宇野 京1, 岸本 真里子1, 柴
田 かおり1, 中村 結有1, 久保田 知沙1, 田中 大輝1, 中
村 誠宏1, 松田 久司1（1京都薬大, 2エヌ･ティー･エイ
チ 研）
27PA-am181 血中尿酸低下作用物質の探索（24） ―HPLC-UV 法
による血漿アラントインの定量―
○田中 龍一郎1, 西久保 南苗1, 山口 昌之1, 秋澤 俊史1
（1摂大薬）
27PA-am182S 血中尿酸低下作用物質の探索（25） ―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（II）―
田中 龍一郎1, ○森 龍介1, 山口 昌之1, 村田 咲樹1, 坂
崎 文俊2, 伴野 豊3, 秋澤 俊史1（1摂大薬, 2大阪大谷大
薬, 3九大農）
27PA-am183S 血中尿酸低下作用物質の探索（26）―o06 系統油蚕
の 5 齢期における血中尿酸の代謝と排泄（II）―
田中 龍一郎1, ○西久保 南苗1, 細木 美来1, 坂崎 文俊2,
伴野 豊3, 秋澤 俊史1（1摂大薬, 2大阪大谷大薬, 3九大
農）

27PA-am184

ラン科セッコク属植物の二次代謝産物の化学的多様
性解析（1）
○草薙 真弓1, 金子 実樹1, 古川 めぐみ1, 北中 進1, 遊
川 知久2, 飯島 洋1, 高宮 知子1（1日本大薬, 2国立科学
博物館筑波実験植物園）
27PA-am185 麻黄に含まれるエフェドリンの簡易測定法の開発
○織田 枝里子1, 安藤 広和1, 佐々木 陽平1（1金沢大院
医薬保）
27PA-am186 分子生物学的手法を用いた動物由来生薬の基原動物
鑑定法の構築
○中西 宏明1,2, 米山 克美2, 林﨑 義映2, 原 正昭2, 髙田
綾2, 齋藤 一之1,2（1順天堂大医, 2埼玉医大医）
27PA-am187 ヤマトトウキ葉の機能性成分
○清水 浩美1, 首藤 明子1（1奈良県産総セ）
27PA-am188 オンジ中の Polygalaxanthone III の夾雑物を分離した
UHPLC での複数成分同時定量法の検討
○西原 正和1, 抜井 啓二1, 大住 優子1, 塩田 裕徳1（1奈
良県薬事研セ）
27PA-am189 漢方生薬「神麹」の発酵による成分変化
○奥津 果優1, 吉﨑 由美子1, 二神 泰基1, 玉置 尚徳1,
髙峯 和則1（1鹿大農）
27PA-am190 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 3 報）
○山﨑 勝弘1, 久保田 耕司1, 岸本 清子2（1いわき明星
大薬, 2東京都健康安全研究セ）
27PA-am191 LC/MS を用いた漢方処方の確認試験に関する研究
（1) 抑肝散の検討
○中村 理恵1, 及川 直毅1, 豊嶋 貴弘1, 濱口 隆1, 諸田
隆1（1ツムラ）
27PA-am192S 生薬中のシュウ酸定量のための電気化学検出 HPLC
の開発
○石川 久喜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）
27PA-am193 漢方薬中の生薬成分に関する研究（8）大建中湯構成
生薬の成分分析－カンキョウ中のシュウ酸量および
コウイ中の糖類量について－
○黒田 明平1, 米倉 萌笑1, 椎 崇2, 小谷 明1, 袴田 秀樹1,
三巻 祥浩1（1東京薬大薬, 2北里大病院薬）
27PA-am194 レーザー顕微解剖と UPLC-MS/MS によるツルドク
ダミの特定組織部位の代謝物質の分析
梁 麗鳥1, 許 軍1, 楊 細平2, 呉 雄輝2, ○楊 智鈞1, 董
小萍1, 陳 虎彪1, 趙 中振1（1香港浸会大学中医薬学院,
2
深セン津村薬業）
27PA-am195 マツホド煎じ薬規格と適合性の評価
朱 利霞1, 許 軍1, 呉 芸2, 蘇 麗飛2, 楊 智鈞1, 董 小萍1,
陳 虎彪1, ○趙 中振1（1香港浸会大学中医薬学院, 2深
せん津村薬業）
27PA-am196 レーザー顕微解剖と UPLC-QTOF-MS/MS による
キャッツクローの特定組織部位のアルカロイドの
分析
周 雯雯1, ○許 軍1, 劉 濤2, 楊 振興2, 楊 智鈞1, 董 小
萍1, 陳 虎彪1, 趙 中振1（1香港浸会大学中医薬学院,
2
深せん津村薬業）
27PA-am197S LC-MS 法を用いたモンゴル産防風のメタボロミック
プロファイリング
○Zolboo BATSUKH1, 當銘 一文1, Batkhuu JAVZAN2,
数馬 恒平3, 堀田 健一郎1, 蔡 少青4, 林 茂樹5, 川原
信夫5, 小松 かつ子1（1富山大和漢研, 2モンゴル大, 3名
大院情報, 4北京大薬, 5医薬健栄研）
27PA-am198 骨砕補の品質標準化を指向した成分分析
○君島 伸1, 當銘 一文1, 張 含培1, 朱 シュウ1, 何 毓敏2,
蔡 少青3, 袴塚 高志4, 丸山 卓郎4, 小松 かつ子1（1富山
大和漢研, 2三峡大, 3北京大薬, 4国立衛研）
27PA-am199S ボルタンメトリーによる酸度測定に基づく北五味子
と南五味子の鑑別
○金子 真紀1, 小谷 明1, 大嶋 龍誠1, 山本 法央1, 袴田
秀樹1（1東京薬大薬）
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27PA-am200

NMR メタボロミクスによる海藻の代謝産物解析
○宮野 桃子1, 松原 考宏1, 植沢 芳広2, 鈴木 龍一郎1,
吉積 一真3, 岡田 嘉仁2, 白瀧 義明1（1城西大薬, 2明治
薬大, 3カネリョウ海藻）
27PA-am201 アマチャの採取時期による RBL-2H3 細胞を用いた脱
顆粒抑制効果の差
○松田 久司1, 月岡 淳子1, 中嶋 聡一1, 深谷 匡1, 安達
勇之介1, 植村 紗也1, 村上 穂波1, 眞野 みのり1, 武上
茂彦1, 川田 奈美1, 北出 達也1, 中村 誠宏1（1京都薬大）
27PA-am202 宮城県山元町産 Gynura bicolor の成分分析
○小野木 弘志1,2, 山口 政人3, 曽根 稔雅1, 只野 武4
（1東北福祉大健康科学, 2東北福祉大せんだんホスピ
タル, 3東北福祉大総合マネジメント, 4金沢大院医薬
保健学補完代替医療）
27PA-am203 オウバクの界面活性剤によるタンパク質変性抑制
効果
○抜井 啓二1, 西原 正和1, 大住 優子1, 塩田 裕徳1（1奈
良県薬事研セ）
27PA-am204 官能データ情報（味・色）及び成分分析データ情報
を活用した生薬オウバクの品質評価
○安食 菜穂子1, 天倉 吉章2, 渕野 裕之1, 川原 信夫1
（1医薬健栄研・薬植セ, 2松山大薬）
27PA-am205 定量 NMR(1H-qNMR)を応用した生薬コウカ中の
carthamin の定量
○森 美保菜1, 寺倉 理央奈1, 間瀬 貴巳1, 藤原 裕未1,
永津 明人1, 西崎 雄三2, 杉本 直樹2, 佐藤 恭子2（1金城
学院大薬, 2国立衛研）
27PA-am206 LC-MS を用いた柑橘系生薬のメタボローム解析に関
する研究
○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栃本天海堂）
27PA-am207S 漢方処方の科学的解析（第 22 報）甘草配合処方にお
けるグリチルリチン酸含量及びその抽出効率につい
て（その 2）
○加藤 明日香1, 多田 百花1, 日坂 真輔1, 政田 さやか2,
袴塚 高志2, 本間 真人3, 能勢 充彦1（1名城大薬, 2国立
衛研, 3筑波大医）
27PA-am208 高極性成分に着目した多変量解析によるサンヤクの
品質評価
○吉冨 太一1, 山本 豊2, 袴塚 高志1, 丸山 卓郎1（1国立
医薬品食品衛生研, 2栃本天海堂）
27PA-am209 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 メタボローム解析と特徴成分の
同定
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医薬健栄
研, 4日本粉末薬品, 5栃本天海堂, 6富山大和漢研）
27PA-am210 漢方生薬麻黄の煎法による煎液中の成分変化
○伊藤 ほのか1, 安藤 広和1, 佐々木 陽平1（1金沢大院
医薬保）
27PA-am211S 鈴鹿産シャクヤクの生薬原料化の可能性
近藤 俊哉1, ○亀谷 春香1, 水野 佑美1, 角谷 優1, 岩島
誠1, 内山 達也2, 小林 泰子2（1鈴鹿医療大薬, 2三重県
農業研）
27PA-am212 Kaempferia 属植物の品質と成分特性に関する研究
○福井 ななみ1, 渕野 裕之2, 飯田 修2, 和田 浩志1, 川
原 信夫2（1東京理大薬, 2医薬健栄研・薬植セ）
27PA-am213 NMR メタボロミクスを活用した成人 T 細胞白血病
(ATL)細胞増殖抑制活性の予測モデル
○甲斐 久博1, 長友 志帆1, 植沢 芳広2, 鈴木 龍一郎3,
國武 久登4, 森下 和広5, 岡田 嘉仁2, 松野 康二1（1九州
保福大薬, 2明治薬大, 3城西大薬, 4宮崎大農, 5宮崎大
医）
27PA-am214 抗センノシド A，B モノクローナル抗体を用いた経
口便秘薬中の刺激性成分についての化学的評価（第
2 報）
○森永 紀1, 岡崎 啓介2（1第一薬大, 2岡崎外科消化器
肛門クリニック）

27PA-am215

27PA-am216

27PA-am217

27PA-am218

27PA-am219

27PA-am220

27PA-am221

27PA-am222

27PA-am223

27PA-am224

27PA-am225

27PA-am226

27PA-am227

27PA-am228

27PA-am229
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丹波産大和当帰の末梢血流量改善効果に関する検討
○岩岡 恵実子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）
半夏の適正使用に向けた品質評価
○矢作 忠弘1, 渥美 聡孝2, 若園 脩一朗1, 菊池 優菜1,
古川 めぐみ1, 楊 志剛3, 松﨑 桂一1（1日本大薬, 2九州
保福大薬, 3蘭州大薬）
漢方エキス中のヒ素，カドミウム，水銀及び鉛につ
いて（第 5 報）
○鎌倉 浩之1, 袴塚 高志1, 合田 幸広1（1国立衛研）
ウルソール酸含有シーベリーエキスの過活動膀胱改
善作用
○下田 博司1, 竹田 翔伍1（1オリザ油化）
α-Mangostin による AMPK 活性化を通じた肺線維症
の治療とその機構解析
○李 任時1, 曹 娟2, 楊 金玉2, Gonghao XU2, 石井 祐
次1, 張 朝鳳2（1九大院薬, 2中国薬科大）
天然由来成分の抗かゆみ活性
芦部 文一朗1, ○松見 繁1, 丸山 徹也1, 溝口 広一2, 櫻
田 忍2（1養命酒製造, 2東北医薬大薬）
クロモジの各種ウイルス増殖阻害活性
○芦部 文一朗1, 松見 繁1, 丸山 徹也1, 遠矢 幸伸2, 梅
澤 公二3,4, 轟 拓磨4, 吉仲 由之1,6, 切替 照雄5,6, 秋山
徹6（1養命酒製造, 2日大生物資源, 3信大バイオメディ
カル研, 4信大農, 5順天堂大医, 6国立国際医療研究セ
研）
エゾウコギエキスの経口投与による新奇環境摂食抑
制試験における摂食行動及び自律神経活動への影響
○宮﨑 翔平1, 中尾 祥代2, 及川 弘崇3, 竹腰 英夫4, 星
崎 昌子4, 緒方 正人2, 藤川 隆彦1,2,3（1鈴鹿医療大院薬,
2
三重大医, 3鈴鹿医療大薬, 4サン・クロレラ 生産開発）
杜仲葉エキスの揮発性成分による明期 NREM 睡眠
誘導
○森 聖太1, 宮﨑 翔平7, 別府 大輔1, 中道 翔子2, 中尾
祥代3, 及川 弘崇1, 平田 哲也4, 細尾 信悟4, 山口 康代4,
山﨑 寛生4, 張 文平5, 西部 三省6, 緒方 正人3, 藤川
隆彦1,3,7（1鈴鹿医療大薬, 2三重県立総合医療セン
ター, 3三重大医, 4小林製薬中研, 5鈴鹿医療大保健衛
生, 6北医療大薬, 7鈴鹿医療大院薬）
甘草の副作用、偽アルドステロン症の真の原因物質
の探索（第 2 報）
石内 勘一郎1, 森永 紀2, 田 川テイ1, 大北 剛司1, ○牧
野 利明1（1名市大院薬, 2第一薬大）
サンズコン由来 RXR アゴニストによるアミロイド
β が誘導するアポトーシスの保護作用に関するメカ
ニズムの解析
○王 蔚1, 中島 健一1, 平居 貴生1, 井上 誠1（1愛知学院
大薬）
Acrofolione A、 B のヒト白血病細胞株に対するアポ
トーシス誘導効果
○松井 卓哉1,2, 井藤 千裕2, 糸魚川 政孝3, 呉 天賞4
（1愛知医科大, 2名城大薬, 3東海学園大, 4国立成功大）
社会的ストレス誘発うつ様行動に対する漢方方剤
「香蘇散」と抗うつ薬の併用による治療効果
○伊藤 直樹1, 廣瀬 栄治2, 長谷川 綾那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北里大北里生命研）
生薬育毛剤のマイクロエマルション化による育毛成
分の浸透性向上と効果の増強
○松浦 大輔1, 丸茂 愛1, 鈴木 茂1, 金谷 裕敏1, 綱川
光男1, 谷野 伸吾1, 久保 宜明2（1バスクリン, 2徳島大
医）
ヒト卵巣がん細胞 KOC7C 株に対する漢方薬とシス
プラチンの併用効果
○石飛 遥奈1, 中川 朋美1, 田中 萌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）

27PA-am230

27PA-am231

27PA-am232

27PA-am233

27PA-am234S

27PA-am235S

27PA-am236

27PA-am237

27PA-am238

27PA-am239

27PA-am240

27PA-am241

27PA-am242S

27PA-am243S

27PA-am244S

睡眠延長作用を示す白朮由来セスキテルペノイドの
探索
○竹元 裕明1, 阿部 樹1, 小西 貴弘1, 福田 達男1, 小林
義典1（1北里大薬）
高脂肪食負荷マウスにおけるアシタバ由来成分カル
コンの抗糖尿病作用
○藤波 綾1, 二村 優歩1, 長谷川 愛1, 名草 由貴1, 多河
典子1, 加藤 郁夫1（1神戸薬大）
緑茶・紅茶抽出物含有食品（製品名：エクサージ）
摂取によるヒト運動機能への影響
○藤田 蒼太1, 松岡 黎治1, 若命 浩二1, 小松 健一1, 三
浦 直樹2, 荘厳 哲哉3（1北海道薬大, 2花音会みうらク
リニック, 3わかさ生活）
終末糖化産物 (AGEs) に及ぼす冠元顆粒の作用
朴 鑽欽1, ○小山内 暎代2, 東海林 正弘3, 小栗 延子4,
手嶋 敏子5, 岡本 拓也6, 張 立也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開気堂薬局, 4天心
堂薬局, 5開生薬局, 6イスクラ産業, 7富山大院理工）
呼吸器悪性腫瘍患者の吃逆に対する柿蔕の治療効果
及び効果寄与因子に関する検討
○原田 萌衣1, 鈴木 小夜1, 田中 将貴2, 川澄 賢司2, 野
村 久祥2, 市田 泰彦2, 山口 正和2, 中村 智徳1（1慶應大
薬, 2国立がん研究センター東病院薬）
加味温胆湯は抗うつ様作用と細胞外セロトニン量増
加作用を有する
○荒井 雄樹1, 南園 友紀1, 和田 梨沙1, 田中 翔斗1, 藤
原 博典2, 松本 欣三2, 當銘 一文3, 吾郷 由希夫4, 荒木
良太1, 矢部 武士1（1摂南大薬・複合薬物解析, 2富山大
和漢研・複合薬物薬理, 3富山大和漢研・生薬資源科
学, 4阪大院薬・神経薬理）
植物発酵エキス（OM-X）のビタミン C 欠乏症マウ
ス投与時おける肝臓メタボローム解析
○圓田 恭平1, 若命 浩二1, 松岡 黎治1, 小松 健一1, 高
畑 宗明2, 三宅 康賀2, 岡田 将史2, 下宮 淑恵2（1北海道
薬大, 2バイオバンク）
アカネ根のヒト卵巣がん細胞株に対する抗腫瘍活性
成分の探索 2
○池水 奈々子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）
ビャクシ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
○滝川 侑衣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）
Osteoprotective Effect of Wedelolactone, a Component
from Eclipta prostrata L., in Indoxyl Sulfate-Induced
Toxicity on Mice Osteoblast Cells
○Jia -Feng ZHANG1, Shiow-Yunn SHEU1, Jui-Sheng
SUN2, Ching-Hsuan WU1, Chiao-Wei CHANG1, Jen-Ai
LEE1, Man-Hai LIU3（1台北医大薬, 2台湾大医, 3中華
科大食品）
高脂肪食摂取肥満モデルマウスに対する厚真産ハス
カップ水エキスの効果
○髙橋 勇希1, 高橋 拓也1, 渡邊 さおり1, 若命 浩二1,
小松 健一1, 中村 峰夫2（1北海道薬大, 2中村薬局）
高脂肪食摂取肥満モデルマウスに対する温胆湯の
効果
○服部 和桂1, 髙田 真綾1, 渡辺 楓1, 若命 浩二1, 小松
健一1（1北海道薬大）
漢方薬・天然物由来化合物のセロトニン受容体に対
する作用の評価系の構築
○板原 倭1, 平城 陽介1, 土屋 友美1, 小林 佑至1, 荒木
良太1, 矢部 武士1（1摂南大薬・複合薬物解析）
フェルラ酸の BPSD 改善作用に関する基礎的研究
○田中 翔斗1, 和田 梨紗1, 南園 友紀1, 荒井 雄樹1, 村
瀬 仁章2, 荒木 良太1, 矢部 武士1（1摂南大薬・複合薬
物解析, 2グロービア）
脳卒中発症に対する薬用人蔘とその成分の予防効果
○渡邊 里奈1, 桑原 直子1, 大原 彩1, 池田 莉帆1, 吉江
幹浩1, 田村 和広1, 吉岡 芳親2, 立川 英一1（1東京薬大
薬 内分泌・神経薬理学, 2阪大・先導的学際研究機構）

27PA-am245

木香より得られた血管弛緩作用について（III）
○飯塚 徹1, 大口 美悠1, 川上 由加里1, 山田 晃大1, 藤
田 綺羅1, 水島 規子1, 成田 延幸1, 寺林 進1（1横浜薬
大）
27PA-am246 細胞モデルにて Nypa fruticans Wurmb.エタノールエ
キスの抗糖尿病作用検討
○金 少晶1, Sa-Haeng KANG2,3, Jong-Hyun LEE1（1同
徳女大, 2全北大, 3円光大）
27PA-am247 生薬を活用した生理活性強化および脂肪食の風味改
善検討
○姜 思行1,2, Yong Deok JEON1, Young Jae SONG1,
Jong Sik JIN1（1全北大學 韓藥資源學科, 2圓光大學 韓
藥學科）
27PA-am248S スコポラミン誘発記憶障害モデルマウスにおける五
苓散の認知機能改善作用の評価
○米田 遥香1, 藤井 めぐみ1, 加藤 美奈1, 永田 和也1,
李 巍1, 小池 一男1（1東邦大薬）
27PA-am249 Comparison of Antioxidant Components and Activities
between Pleurotus ostreatus and Pleurotus cornucopiae
○Ji Hye YOON1, Gwi Yeong JANG1, Jehun CHOI1,
Dong Hwi KIM1, Yu Su SHIN1, Chan Hum PARK1
（1Rural Development Administration, Korea）
27PA-am250 Cordyceps pentatomi Koval 二次代謝産物のメラニン
産生抑制能
○峰 由樹1, 本田 真美1, 青木 結以1, 矢萩 禮美子2, 矢
萩 信夫2, 倉岡 卓也1, 小林 秀光1, 小川 由起子1（1長崎
国際大薬, 2自然薬食微生物研）
27PA-am251S フレイルに対する漢方薬の有効性に関する検討 -糖
尿病性サルコペニアに対する十全大補湯の予防効果○石田 智滉1,2, 飯塚 美知郎1, 藤田 博子1, オウヤン
ラン1, 白石 久1,2, 石田 七生1,2, 森沢 惇平1, 阿部 譲
朗1,2, 平田 歩1, 八木 祐助1, 常風 興平1, 横田 淳子1, 宮
村 充彦1（1高知大病院薬, 2高知大学院）
27PA-am252 中鎖脂肪酸ラクトン誘導体による PPARs アゴニスト
活性
○松浦 信康1, 辻本 健二2, 白石 武利2, 磯崎 陽平2, 大
平 進1, 飯沼 宗和3（1岡山理科大, 2辻本化学工業, 3岐
阜薬科大）
27PA-am253 麻黄と杏仁の化学的相互作用
○林 美穂1, 大嶋 直浩1, 羽田 紀康1（1東京理大薬）
27PA-am254 EPA, DPA または DHA を結合する新規重水素化リン
脂質の化学合成
○対馬 忠広1, 三澤 嘉久1, 大谷 昌士1, 馬場 直道1,2
（1備前化成, 2岡山大 名誉教授）
27PA-am255S 放線菌二次代謝産物からの BMI1 プロモーター阻害
剤の探索
○横山 夕将1, 荒井 緑1, 石橋 正己1（1千葉大院薬）
27PA-am256S 放線菌 Nocardia 属からの新規二次代謝産物の探索
○小林 菜摘1, 原 康雅1, 荒井 緑1, 五ノ井 透2, 矢口
貴志2, 石橋 正己1（1千葉大院薬, 2千葉大真菌セン
ター）
27PA-am257 昆虫生薬「九香虫」の成分研究（3）－モノアシルグ
リセロールとその絶対配置について－
兼平 真衣1, ○榎本 太一1, 稲冨 由香1, 中谷 尊史1, 矢
部 武士1（1摂南大薬）
27PA-am258 マボヤ及びアカボヤ由来糖脂質の合成研究
○金谷 貴行1, 羽田 紀康2（1国際医福大薬, 2東京理大
薬）
27PA-am259S Tellimagrandin I アナログの合成と α-グルコシダーゼ
阻害活性評価
○河野 里奈1, 内山 武人1, 向井 咲紀1, 仁科 淳良2, 宮
入 伸一1（1日本大薬, 2日本大理工）
27PA-am260 Benanomicin A を用いた冬虫夏草由来マンノース含
有多糖の分離
○岩永 彩希1, 倉岡 卓也1, 宿利 桃花1, 藤松 範彦1, 小
林 秀光1,2, 小川 由起子1,2（1長崎国際大薬, 2長崎国際
大院）
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27PA-am261

赤松葉成分のヒト肝臓がん HepG2 細胞に及ぼす細胞
傷害作用
○内手 昇1, 大畠 京子1, 淺野 直樹2（1北陸大薬, 2バイ
オアプライ）
27PA-am262S カワラケツメイ Cassia nomame 地上部のフラボノイ
ド成分について
○北出 翔子1, 竹中 麻子1, 川田 幸雄1, 木津 治久1（1北
陸大薬）
27PA-am263 モンゴル国ユキノシタ科植物 Saxifraga spinulosa の抗
ピロプラズマ活性フラボノイド
○村田 敏拓1, Duger BADRAL2, Batsukh
ODONBAYAR1, Tserendorj MUNKHJARGAL3,
Bumduuren TUVSHINTULGA3, 五十嵐 郁男3, 菅沼
啓輔3, 井上 昇3, Brantner ADELHEID H.4, Gendaram
ODONTUYA5, Javzan BATKHUU2, 佐々木 健郎1（1東
北医薬大薬, 2モンゴル国大, 3帯広畜産大, 4グラーツ
大, 5モンゴル科学アカデミー）
27PA-am264 カエデ属植物に含まれるアントシアニン化合物とそ
の機能性
○藤原 裕未1, 三輪 真子1, 本間 篤史2, 永津 明人1（1金
城学院大薬, 2もみじかえで研究所）
27PA-am265 ヒト腸内細菌株による代謝研究(14) -ヒト腸内細菌に
よるクワの葉フラボノイドの代謝研究○土橋 良太1, 吉積 侑希1, 福家 成美1, 中野 大輔1, 大
川 雅史1, 金城 順英1（1福岡大薬）
27PA-am266 フィリピン産モダマの茎の成分研究（2）
○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明治薬大）
27PA-am267 リュウキュウガキ葉部の成分研究（5）
○川上 晋1, 野辺 彩香1, 西村 基弘1, 稲垣 昌宣1, 大塚
英昭1, 松浪 勝義2（1安田女大薬, 2広島大院医歯薬保）
27PA-am268 サフラン雌蕊抽出成分と 2 単糖類の α グルコシダー
ゼ阻害効果
○角谷 晃司1,2, 河村 夏季1, 香川 真由美1, 中村 恭子1
（1近畿大薬学総合研, 2近畿大アンチエイジングセ）
27PA-am269 2 種の真菌の共培養により産生誘導された altertoxin
類の構造
佐々木 賢1, ○加藤 光1, 塚本 佐知子1（1熊本大院薬）
27PA-am270S 海綿より得られた新規 1,3-アルキルピリジニウムの
化学構造と細胞周期停止作用について
○前田 莉花1, 人羅 勇気1, 塚本 佐知子1（1熊本大院
薬）
27PA-am271S Hes1 二量体形成阻害活性を有する神経幹細胞分化
活性化剤の探索
○盛田 かおり1, 荒井 緑1, Samir K. SADHU2, Firoj
AHMED3, 石橋 正己1（1千葉大院薬, 2クルナ大, 3ダッ
カ大）
27PA-am272S 細胞毒性をもつ Murraya paniculata 抽出物からのク
マリン型化合物の探索
○戸次 雄一1, 荒井 緑1, 小谷野 喬2, Thaworn
KOWITHAYAKORN3, 石橋 正己1（1千葉大院薬, 2テム
コ, 3コンケン大）
27PA-am273S Amonum villosum 等からの TRAIL 耐性克服作用を持
つ天然物の探索
○石川 龍翔1, Seephonkai PRAPAIRAT1,2, 荒井 緑1,
Sadhu SAMIR K.3, Ahmed FIROJ4, 小谷野 喬5,
Kowithayakorn THAWORN6, 石橋 正己1（1千葉大院
薬, 2マハサラカン大理, 3クルナ大薬, 4ダッカ大薬, 5テ
ムコ, 6コンケン大農）
27PA-am274S Ricinus communis と Clinogyne dichotoma からの Wnt
シグナル阻害作用をもつ天然物の探索
○佐藤 知幸1, 荒井 緑1, Samir K. SADHU2, Firoj
AHMED3, 石橋 正己1（1千葉大院薬, 2クルナ大薬,
3
ダッカ大薬）
27PA-am275S Notch シグナル阻害作用を有する天然物の探索
○土屋 杏奈1, 荒井 緑1, 小谷野 喬2, Kowithayakorn
THAWORN3, K. Sadhu SAMIR4, Ahmed FIROJ5, 石橋
正己1（1千葉大院薬, 2テムコ, 3コンケン大, 4クルナ大,
5
ダッカ大）

27PA-am276S Notch シグナル阻害作用を持つ放線菌代謝産物の成
分探索
○合田 芙二子1, 林 奈留美1, 荒井 緑1, 石橋 正己1（1千
葉大院薬）

PA 会場

3 月 27 日（火）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

有機化学➁
27PA-pm001S 3,6-ジヒドロ-1,2-オキサジン誘導体を基質とした
Cu/C 触媒的タンデム型ピロール合成法
安川 直樹1, ○鍬田 麻里奈1, 今井 拓哉1, 佐治木 弘尚1,
澤間 善成1（1岐阜薬大）
27PA-pm002S 超原子価ヨウ素試薬を用いたスピロオキシインドー
ル類の合成と応用
○林 浩輔1, 高橋 菜都美1, 須田 岬2, 玄 美燕1, 髙山 淳1,
寺前 裕之2, 坂本 武史1（1城西大薬, 2城西大理）
27PA-pm003S アセタールの脱離を鍵とした多置換ナフトール誘導
体の合成
○川尻 貴大1, 宍戸 裕子1, 後藤 諒太1, 佐治木 弘尚1,
澤間 善成1（1岐阜薬大）
27PA-pm004S Napyradiomycin 類の不斉全合成研究
豊田 裕介2, ○傘谷 拓貴1, 衣斐 勇人2, Maung
THEINGI1, 向井 玖実2, 好光 健彦1（1岡山大院医歯薬,
2
阪大院薬）
27PA-pm005S アニリン誘導体とフェニルビニルケトン誘導体から
の新規カルコン合成法の開発
前川 智弘1, ○水井 亮太1, 浦﨑 美希1, 藤村 一真1, 中
村 光1, 三木 康義1（1近畿大薬）
27PA-pm006S アシロキシ化アントラセンの Diels-Alder 反応による
官能基トリプチセン類の合成
松本 健司1, ○中野 李菜1, 廣兼 司1, 吉田 昌裕1（1徳島
文理大薬）
27PA-pm007S N-アリール基上に嵩高い置換基を有するイミダゾリ
リデン触媒を用いた 4,5-トランス選択的な γ-ブチロ
ラクトン合成法の開発
○北川 裕也1, 井出 竜司2, 喜屋武 龍二3, 佐藤 浩平1,2,
間瀬 暢之1,2,3, 鳴海 哲夫1,2,3（1静岡大工, 2静岡大院総
合, 3静岡大創造大院）
27PA-pm008S 新規スピロ型キラルカルボン酸の合成
○加藤 佳美1, 谷本 郁3, 吉野 達彦3, 穴田 仁洋2, 松永
茂樹3（1北大薬, 2武蔵野大薬, 3北大院薬）
27PA-pm009S 光酸化還元反応を用いる置換環状エーテルの合成
○平濱 俊哉1, 川瀬 美咲1, 高橋 孝志1, 庄司 満1（1横浜
薬大）
27PA-pm010S 軸性不斉アミノ酸を用いた人工環状ペプチドの合成
○王 爍1, 陸 文傑1, 新宮 るり1, 村井 琢哉1, 古田 巧1,
川端 猛夫1（1京大化研）
27PA-pm011S α,α,α-トリフルオロチミジン含有オリゴ核酸の直接的
化学変換法
○松尾 美咲1, 伊藤 勇太1, 大澤 昂志1, 張 功幸1（1徳島
文理大薬）
27PA-pm012S 高度に酸素官能基化されたフラボン類の合成研究
○藤田 理愛1, 倉林 一樹1, 恒川 龍二1, 東林 修平1, 須
貝 威1（1慶應大薬）
27PA-pm013S Rh(I)触媒による 4-アレナールとアルキンの[6+2]環化
付加反応を鍵工程とした Longpene B の合成研究
○櫻谷 宙生1, 大西 英博1, 佐藤 美洋1（1北大院薬）
27PA-pm014 種々のアリールセラニル基を有する化合物の合成と
プロテインホスファターゼ阻害能
○澤本 佳佑1, 神谷 憲児1, 沢柳 大1, 依藤 知洋1, 饒村
修1, 加藤 友佳2, 大西 素子2（1中部大工, 2中部大応生）
27PA-pm015 新規アルツハイマー病治療薬の創製 : スチルベン誘
導体の合成と構造活性相関
木村 真也1, ○安部 隆蔵1, Sirimangkalakitti
NATCHANUN1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1, 齋藤 直樹1（1明
治薬大）
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27PA-pm016

27PA-pm017

27PA-pm018
27PA-pm019

27PA-pm020

27PA-pm021

27PA-pm022

27PA-pm023

27PA-pm024

27PA-pm025

27PA-pm026

27PA-pm027
27PA-pm028

27PA-pm029

27PA-pm030

27PA-pm031

27PA-pm032

27PA-pm033

3,3’-Bis(o-phenylcarbaboranyl)-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）
三置換(E)-α,β-不飽和エステルの簡便で立体選択的な
合成法の開発
○仁木 亜弥1, 小関 稔1, 繁田 尭1, 八野 愛結美1, 岩崎
宏樹2, 小島 直人2, 中村 亮博2, 堀江 文乃2, 山下 正行2,
川崎 郁勇1（1武庫川女大薬, 2京都薬大）
二成分制御系阻害剤・ハロトリエン酸の合成研究
○金 成優1, 北山 隆1（1近畿大院農）
4-ブロモ-4,4-ジフルオロクロトン酸エステルを用い
た四置換ピロリジン誘導体の合成
○中村 裕子1, 岡田 みどり1, 矢内 光2, 田口 武夫3（1東
京女子医大医, 2東京薬大薬, 3相模中研）
グリセリンの銅触媒不斉非対称化を鍵反応としたセ
ラミド類の不斉合成研究
○山本 耕介1, 上野 瑞貴1, 宮本 圭輔1, 栗山 正巳1, 尾
野村 治1（1長崎大院医歯薬）
アリル位 C(sp3)-H 結合カルボキシル化反応を用いた
(–)-クラビラクトン B の不斉合成研究
○内山 雅史1, 道上 健一1, 美多 剛1, 佐藤 美洋1（1北大
院薬）
Tofacitinib 合成中間体の立体選択的合成法の検討
高橋 良輔1, ○山際 教之1, 須藤 豊1, 岩崎 源司1（1高崎
健康福祉大薬）
接触－接合型ポリマーを応用した薬物放出制御を目
指した検討
○北川 秀典1, 小池 祐太朗1, 山根 麻緒1, 日置 和人1
（1神戸学院大薬）
ペプチドミメティックスとしての活用を指向したケ
トピペラジンのライブラリー合成
増井 悠1, ○美濃島 麻衣1, 庄司 満1, 高橋 孝志1（1横浜
薬大）
Methyl cyano(3-cyanofuranylidene)acetate、hydrazine 類
および dimethylformamide dimethyl acetal との反応に
よる新規 angular および linear [5-6-5] 縮合ヘテロ環化
合物の合成
○岡部‐中原 史1, 益本 英一1, 丸岡 博1, 山方 健司1
（1福岡大薬）
2-Amino-4,5-dihydro-3-furancarbonitrile と
Phenylenediamine 類のドミノ反応を利用した新規
Benzimidazole 誘導体の合成
岡部-中原 史1, ○長渕 颯1, 志波 泰子1, 益本 英一1, 丸
岡 博1, 山方 健司1（1福岡大薬）
含窒素複素環キノンに対する新規光反応の開発
○望月 萌1, 横屋 正志1, 齋藤 直樹1（1明治薬大）
Renieramycin 類の光学活性 CDE 環モデルの合成
○松原 健浩1, 横屋 正志1, Sirimangkalakitti
NATCHANUN1, 齋藤 直樹1（1明治薬大）
ピラゾール-4,5-ジオン類、2-アミノベンゾフェノン
類および酢酸アンモニウムを用いた三成分連結反応
による新規スピロ[ピラゾール-4,2’-キナゾリン]誘導
体の合成研究
益本 英一1, ○土生 陵太1, 平野 沙也香1, 長渕 颯1, 岡
部-中原 史1, 山方 健司1, 丸岡 博1（1福岡大薬）
新規スピロ[シクロブタチアゾール-4,4’-ピラゾール]
誘導体の合成研究
○白水 英未1, 益本 英一1, 岡部-中原 史1, 山方 健司1,
丸岡 博1（1福岡大薬）
BMeS-p-A 標識サルーシン類縁体の合成研究
○石川 舞子1, 山崎 直人1, 葛西 祐介1, 山本 博文1, 今
川 洋1（1徳島文理大薬）
DHMEQ 類縁体の合成とその活性評価
○安井 英子1, 大月 理央1, 今西 善政1, 寺崎 拓郎1, 大
野 修1, 松野 研司1, 南雲 紳史1（1工学院大先進工）
酸性条件下でのジスピロケタールの平衡における共
役効果の検証
渡部 智啓1, ○山越 博幸1, 中村 精一1（1名市大院薬）

27PA-pm034

27PA-pm035

27PA-pm036

27PA-pm037

27PA-pm038

27PA-pm039

27PA-pm040

27PA-pm041

27PA-pm042

27PA-pm043

27PA-pm044

27PA-pm045

27PA-pm046

27PA-pm047

27PA-pm048

27PA-pm049
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抗菌ペプチド Lacrain の高活性誘導体の合成
○興村 桂子1, 松原 京子1, 伊波 由美1, 島田 祐衣1（1北
陸大薬）
側鎖架橋構造を導入したペプチドの二次構造解析と
有機分子触媒としての応用
○上田 篤志1, 樋口 明1, 平山 和浩1, 松本 卓1, 土井
光暢2, 田中 正一1（1長崎大院医歯薬, 2大阪薬大）
ジスルフィド先導型環状ペプチド合成法による生理
活性ペプチドの効率的合成
○飯田 啓斗1, 田口 晃弘1, 崔 岩1, 福本 早穂子1, 小林
清隆1, 倉石 彩恵香1, 高山 健太郎1, 谷口 敦彦1, 林
良雄1（1東京薬大薬）
膜透過性ペプチドへの応用のための環状ジ置換アミ
ノ酸の合成
○加藤 巧馬1, 大庭 誠2, 田中 正一2, 土井 光暢1（1大阪
薬大, 2長崎大院医歯薬）
硫酸化ペプチドヒドラジドを用いた one-pot Native
Chemical Ligation の検討
○関川 由美1, 浅田 真一1, 北川 幸己1（1新潟薬大薬）
カルノシン誘導体の合成
○要 衛1, 大橋 春香1, 佐藤 安訓1, 木村 敏行1（1北陸大
薬）
ホウ素中性子捕捉療法のための含ホウ素糖誘導体の
開発
○伊藤 太基1, 上田 大貴1, 田村 佳1, 水野 皓介1, 澤本
泰宏1, 田中 智博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）
2’-フルオロ BCA 誘導体の合成と抗ウイルス作用の
評価
○熊本 浩樹1, 榎本 彩花1, 鈴木 桃子1, 中城 健夫1, 鄭
侑利1, 井本 修平2, 鍬田（東）伸好3, 天野 将之4, 青木
学5, 阿部 洋6, 福原 潔1, 満屋 裕明3,7, 原口 一広8（1昭和
大薬, 2崇城大薬, 3国立国際医研セ, 4熊本大医, 5熊本
保科大, 6名大理, 7NIH, 8日本薬大）
生分解性保護基を結合したプロドラッグ型核酸医薬
の開発
○小野 晶1, 山本 祐太1, 實吉 尚郎1（1神奈川大工）
毒性の低い抗 HCV 薬を指向した 4´-チオヌクレオシ
ド誘導体の合成研究
○片岡 裕樹1, 熊本 裕樹2, 窪田 豊2, 清水 将貴1, 野口
陽香1, 土屋 慶1, 杉村 真奈香1, 住吉 昭彦1, 山崎 龍
之介1, 高尾 昌宏1, 藤井 瞳2, 松本 奈穂美2, 谷 拓紀2, 坂
口 めぐみ2, 小野寺 遼太郎2, 原口 一広1（1日本薬大,
2
昭和大薬）
シアノ基の求電子的多重活性化を指向した 2 核金属
錯体の合成研究
○齊藤 誠1, 熊谷 直哉1, 柴崎 正勝1（1微化研）
抗腫瘍活性・抗 MRSA 活性を志向したケルセチン配
糖体の合成
前野 ひとみ1, ○西岡 弘美2, 黒田 照夫3, 森田 大地3,
波多野 力2, 坂上 宏4, 竹内 靖雄2（1岡山大薬, 2岡山大
院医歯薬, 3広島大院医歯薬保, 4明海大歯）
Stereoselective Synthesis of Iminosugar C-Glycosides
via a Mannich-Aminocyclization Reactions
○Lingaiah MARAM1, Fujie TANAKA1（1沖縄科学技
術大学院大）
カルコンの転位反応を利用した 3,4－二置換イソオキ
サゾール類の合成研究
○中村 光1, 嘉瀬 泰仁1, 木根 燈子1, 上西 春奈1, 前川
智弘1（1近畿大薬）
遷移金属を用いないエナミノンの分子内環化反応に
よるピリジン誘導体の合成
○宮重 空攝1, 近行 祐也1, 山内 貴靖1, 佐々木 秀1, 東
山 公男1（1星薬大）
酸化銅を用いたジベンゾジアゾシンのワンポット
合成
○阿部 匠1, 木田 恒志郎1, 山田 康司1（1北医療大薬）

27PA-pm050

27PA-pm051

27PA-pm052

27PA-pm053

27PA-pm054

27PA-pm055

27PA-pm056

27PA-pm057

27PA-pm058

27PA-pm059

27PA-pm060

27PA-pm061

27PA-pm062

27PA-pm063

27PA-pm064

27PA-pm065

27PA-pm066

異なる置換基を有する 1,3,5-トリオキサアザトリキ
ナン誘導体の効率的な合成法の検討
○平山 重人1,2, 大林 康司1, 大山 皓介1, 福 しず穂1, 唐
木 文霞1,2, 伊藤 謙之介1,2, 長瀬 博3, 藤井 秀明1,2（1北
里大薬, 2北里大薬医薬研, 3筑波大睡眠研究機構）
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
○小畑 久美1, 井上 暁斗1, 岩﨑 宏樹1, 小島 直人1, 山
下 正行1（1京都薬大）
酸化剤を必要としない isoquinoline N-oxide 誘導体の
合成
○篠崎 莉穂1, 岩﨑 宏樹1, 夏目 若菜1, 山中 三佳1, 小
島 直人1, 山下 正行1（1京都薬大）
イナミドを用いた新規スピロインドリン合成法の
開発
山岡 庸介1, ○山﨑 大資1, 篠崎 麻紀子1, 山田 健一1,
瀧川 紘1, 高須 清誠1（1京大院薬）
ortho-アルキニルベンズアルデヒドのタンデム反応に
よるトリアゾール縮環型イソインドール誘導体の合
成 (2)
○岡本 典子1, 藤岡 陽水1, 和田 卓也1, 末田 拓也1, 柳
田 玲子1（1広島国際大薬）
N-アレニルフタルイミドの環の開裂及び再構築によ
る複素環合成
○末田 拓也1, 岡本 典子1, 柳田 玲子1（1広島国際大
薬）
アミドのワンポット還元的アリル化反応の開発とア
ルカロイド合成への応用
○坂田 樹理1, 板橋 優1, 徳山 英利1（1東北大院薬）
金カルベノイド種を用いた化学選択的 C-H 官能基化
を経由するナフトフラノン骨格の一挙構築法の開発
○原田 慎吾1, 酒井 ちがや1, 根本 哲宏1（1千葉大院
薬）
ロジウム触媒還元的アルドール反応の改善法と生物
活性物質合成への展開
○亀多 健太1, 佐藤 和之1, 若林 香奈1, 磯田 紀之2, 樽
井 敦1, 表 雅章1（1摂南大薬, 2理研）
直接的マンニッヒ型反応による β2,2-アミノ酸の触媒
的不斉合成
○雨宮 冬樹1, 野田 秀俊1, 柴崎 正勝1（1微化研）
ペプチド型テンプレート分子を利用した糖鎖合成法
の開発
○加藤 萌1, 伊藤 太基1, 染谷 英寿1, 直井 竜大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）
銅触媒を用いたイナミドの位置選択的カルボ亜鉛化
によるエナミドの合成法：β3-アミノ酸の不斉合成へ
向けて
○松井 寿雅子1, 尾形 美咲1, 田湯 正法1, 齋藤 望1（1明
治薬大）
位置選択的 SNAr 反応を基盤とするキサントン類の
効率的合成法
○藤本 裕貴1, 伊藤 宏美1, 星 大樹1, 望月 美歩1, 矢内
光1, 松本 隆司1（1東京薬大薬）
アミノ酸ユニットの aza-Michael 付加反応による対称
ジエノンの非対称化
沖津 貴志1, ○堀家 有理紗1, 和田 昭盛1（1神戸薬大）
イナミドのヨード環化反応を用いたスピロ環の即時
合成
沖津 貴志1, ○吹上 愛1, 和田 昭盛1（1神戸薬大）
3,5-ジニトロベンゾイル基のアミンによる温和なメ
タノリシスと CPB-フェロモン合成への応用
○山野 由美子1, 笹木 春奈1, 和田 昭盛1（1神戸薬大）
Pd 触媒による sp3C-H 結合アリル化を活用した 1 位
四置換 2,2,2-トリフルオロエチルアミン類合成法の
開発
○森本 浩之1, 森崎 一宏1, 近藤 優太1, 澤 真尚1, 大嶋
孝志1（1九大院薬）

27PA-pm067

27PA-pm068

27PA-pm069

シアノヒドリンの水移動型水和反応による α-ヒドロ
キシアミドの合成
○神田 智哉1, 野依 良治1,2, 中 寛史2（1名大院理, 2名大
物国研セ）
オキサゾール誘導体におけるトリフルオロアセチル
化反応について
○栗原 健一1, 西條 亮介1, 河瀬 雅美1（1松山大薬）
4－トリフルオロアセチルアズラクトンの銅(II)錯体
の合成と物性
○西條 亮介1, 栗原 健一1, 河瀬 雅美1（1松山大薬）

医薬化学
27PA-pm070S N－メチルピラゾール環をスルホンアミドで連結し
たアセトゲニン誘導体の合成と抗腫瘍活性評価
○上田 拓1, 松本 卓也1, 赤塚 明宣2, 岡村 睦美2, 旦
慎吾2, 矢守 隆夫2, 岩﨑 宏樹1, 山下 正行1, 小島 直人1
（1京都薬大, 2がん研・がん化療セ）
27PA-pm071S オキサジアゾール環を有するアルケニルジアリール
メタン類の抗 HIV-1 活性の評価
○片桐 明美1, 星 絢子1, 武井 貴紀1, 中村 佳菜美1, 吉
川 優眞1, 玄 美燕1, 高山 淳1, 岡﨑 真理1, 坂本 武史1,
Mark CUSHMAN2（1城西大薬, 2パデュー大）
27PA-pm072S スルホキシド置換アルケニルジアリールメタン類の
不斉合成と抗 HIV-1 活性の評価
○武井 貴紀1, 林 浩輔1, 星 絢子1, 東原 美和子1, 玄
美燕1, 高山 淳1, 友田 美紗2, 宮前 博2, 坂本 武史1,
Mark CUSHMAN3（1城西大薬, 2城西大理, 3パデュー
大）
27PA-pm073S 非ステロイド性抗炎症薬の β-セクレターゼ阻害効果
○島村 優香理1, 橋本 千聡1, 佐々木 寛朗1, 山川 直樹1
（1就実大薬）
27PA-pm074 フルオロロキソプロフェン異性体の合成と薬理活性
の評価
○杉本 早紀1, 浅野 帝太2, 水島 徹3, 山川 直樹1（1就実
大薬, 2聖マリアンナ医大難病治療研究セ, 3LTTバイオ
ファーマ）
27PA-pm075 ジクロフェナク類縁体のヒト角膜上皮細胞に対する
保護効果
○原田 佳菜子1, 土屋 玲子2, 笠井 智香3, 水島 徹3, 山
川 直樹1（1就実大薬, 2聖マリアンナ医大難病治療研
究セ, 3LTTバイオファーマ）
27PA-pm076S マトリン型アルカロイドの構造活性相関 Part 32;
Quinolidizinone 誘導体の合成と抗侵害作用
○若松 真理子1, 寺本 寛明1, 福壽 徹1, 佐々木 秀1, 山
内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大）
27PA-pm077 マトリン型アルカロイドの構造活性相関 Part 31;
3-Arylpiperidine 誘導体に着目した k オピオイド受
容体作動薬の開発
○寺本 寛明1, 中村 美穂1, 山下 優歩1, 佐々木 秀1, 山
内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大）
27PA-pm078 マトリン型アルカロイドの構造活性相関 Part 30;
Benzene 環を有する piperidine 誘導体の合成と抗侵害
作用
○山下 優歩1, 寺本 寛明1, 安斉 柚衣1, 中村 美穂1,
佐々木 秀1, 山内 貴靖1, 東山 公男1（1星薬大）
27PA-pm079S 新規 HIV 侵入阻害剤を指向したオレアノール酸誘導
体の構造活性相関研究
荻原 香澄1, 原田 恵嘉2, ○竹内 伶音3, 喜屋武 龍二4,
佐藤 浩平1,3,4, 間瀬 暢之1,3,4, 鳴海 哲夫1,3,4（1静岡大院
総合, 2感染研エイズ研セ, 3静岡大工, 4静岡大院創造）
27PA-pm080S 新規 GSTP1 選択的阻害剤の開発およびその作用メ
カニズムと構造活性相関研究
○南保 泰希1, 藤川 雄太1, 森崎 芙美花1, 佐々木 将1,
齋藤 聡1, 小島 宏建2, 岡部 隆義2, 長野 哲雄2, 井上
英史1（1東京薬大生命, 2東大創薬機構）
27PA-pm081 隣接アミドによるアミンの pKa 値の低下 －タミフ
ルの一級アミンの pKa 値と副作用についての考察－
○藤岡 晴人1, 稗田 雄三1, 小池 透2（1福山大薬, 2広島
大院医歯薬保）
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27PA-pm082

27PA-pm083

27PA-pm084

27PA-pm085

27PA-pm086

27PA-pm087

27PA-pm088

27PA-pm089

27PA-pm090

27PA-pm091

27PA-pm092

27PA-pm093

27PA-pm094

27PA-pm095

27PA-pm096

27PA-pm097

抗がん剤排出トランスポーター BCRP による薬剤耐
性を低下させるフラボノイドの構造活性相関研究
○恒川 龍二1, 花屋 賢悟1, 東林 修平1, 片山 和浩1, 杉
本 芳一1, 須貝 威1（1慶応大薬）
非営利団体やアカデミック研究における化合物最適
化支援
Matthew SEGALL1, ○田島 澄恵2, Peter HUNT1, Kelly
CHIBALE3, Paquet TANYA3, James DUFFY4
（1Optibrium Ltd., 2ヒューリンクス, 3ケープタウン大,
4
Medicines for Malaria Ventures）
S2’ サブサイトを標的としたプラスミン阻害剤の設
計と活性の検討
杉浦 成香1, 日高 興士1,2, 北條 恵子1,2, 合田 圭吾3, 手
納 直規4, 和中 敬子5, ○津田 裕子1,2（1神戸学院大薬,
2
神戸学院大薬LSC, 3関西分子設計研究会, 4広島国際
大栄, 5血研）
Nafuredin-γ の構造活性相関研究
○有馬 志保1, 大多和 正樹1, 清水 理紗1, 大村 智2, 長
光 亨1（1北里大薬, 2北里大生命研）
オーロン誘導体の合成およびモノアミン酸化酵素阻
害における構造活性相関
○久保田 夕香1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
アミン修飾ベンゾピラノン及びベンゾフラノン誘導
体及び生物活性における構造活性相関
○坂詰 つかさ1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
三環系クロモン及びクマリン誘導体の合成及びモノ
アミンオキシダーゼ阻害における構造活性相関
○矢城 歩1, 久保田 夕香1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城
西大薬）
環状ジ置換アミノ酸を含有するコイルドコイルペプ
チドの開発
○大庭 誠1, 伊東 千佳1, 田中 正一1（1長崎大院医歯
薬）
Cinnamoyl-Flavonoid ester 誘導体の合成及び生物活
性における構造活性相関
○佐藤 晴香1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
変異 1 型リアノジン受容体の Ca2+遊離を抑制する新
規化合物の創製
○森 修一1, 飯沼 大翔1, 間中 紀暁1, 湯浅 磨里1, 村山
尚2, 呉林 なごみ2, 影近 弘之1（1医科歯科大生材研,
2
順天堂大・医・薬理）
脂肪酸エステル誘導体の合成および生物活性におけ
る構造活性相関
○折戸 靖子1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
4,5-ジデヒドロアポルフィン型アルカロイドの合成
およびメラニン形成抑制活性評価
白戸 美希1, 萬瀬 貴昭2, 二宮 清文2, 丸本 真輔3, 石川
文洋1, 村岡 修2, 森川 敏生2, ○田邉 元三1,2（1近畿大
薬, 2近畿大薬総研, 3近畿大共同利用セ）
経口吸収性に優れた PAI-1 阻害薬の創出：新規 N-ア
シルアントラニル酸誘導体の構造最適化研究
○山岡 長寿1, 村埜 賢司1, 前田 彰久1, 目黒 寛司1, 段
孝2, 宮田 敏男2（1浜理薬品工業, 2東北大院医）
Itraconazole の NPC1 シャペロンとしての構造活性相
関研究
○安藤 有輝1, 塩井 隆太1, 吉岡 広大1, 谷内出 友美1,
石川 稔1, 橋本 祐一1, 大金 賢司1,2（1東大分生研, 2理
研）
抗菌活性を有するナフトキノン類の合成と評価
○澤ノ 潤1, 山下 光明1, 岸田 智行1, 嶋内 翔1, 久米田
裕子2, 福田 陽一1, 飯田 彰1（1近畿大農, 2大阪食品衛
生協会）
プリン骨格を有する新規 CK2 阻害剤の構造活性相
関研究
中川 愛理1, ○吉岡 賢司1, 露口 正人2, 木下 誉富2, 中
村 真也1, 西脇 敬二1, 仲西 功1（1近畿大薬, 2阪府大院
理）

27PA-pm098

抗酸化活性を有する非フェノール型尿酸アナログの
創製
伊藤 理人1, 比留川 史也1, ○高橋 恭子1, 中村 成夫2,
大江 知之1, 増野 匡彦1（1慶應大薬, 2日本医大）
27PA-pm099 Cinnamic acid polyamine amide 誘導体の合成及びポ
リアミン酸化酵素阻害における構造活性相関
○戸塚 優香1, 高尾 浩一1, 杉田 義昭1（1城西大薬）
27PA-pm100 Noreremophilane 誘導体の合成とトリプルネガティブ
乳がん細胞選択的増殖抑制効果
○佐賀野 桃子1, 斎藤 洋平1, 後藤 益生2, 後藤（中川）
享子1,2（1金沢大院医薬保, 2ノースカロライナ大）
27PA-pm101 ホウ素クラスター誘導体の抗腫瘍活性とそのメカニ
ズムについて
○皆瀨 麻子1, 白田 智七美1, 太田 公規1, 遠藤 泰之1
（1東北医薬大）
27PA-pm102 ベンゾチオフェンフラボノイド誘導体のがん細胞増
殖抑制効果と構造活性相関
○平澤 幸香1, 谷口 由花子1, 斎藤 洋平1, 後藤 益生2,
後藤（中川）享子1,2（1金沢大院医薬保, 2ノースカロラ
イナ大）
27PA-pm103 アミロイド β 凝集阻害活性を有する L-755,807 の構
造活性相関研究
○田中 耕作三世1, 本間 祐介1, 小林 健一1, 荒幡 一博1,
木下 薫1, 小山 清隆1, 古源 寛1（1明治薬大）
27PA-pm104S Humulene 骨格を基盤としたテルペノイドアルカロイ
ド様化合物群の創出
○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）
27PA-pm105S Humulene を基盤としたアザ中員環を有するテルペノ
イドアルカロイド様化合物群の構築
○志賀 皓介1, 西村 壮央1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東
北大院薬）
27PA-pm106 眼圧低下作用を有する新規ヘム非依存性 sGC 活性
化剤の創製
○高谷 昭行1, 岡田 直樹1, 佐藤 佳倫1, 飯森 絵美子1,
澤部 壽浩1, 長谷川 健志1, 上元 和広1（1トーアエイ
ヨー）
27PA-pm107 CRF1 受容体拮抗薬 1,2,3,4-テトラヒドロピリミド
[1,2-a]ベンゾイミダゾール誘導体の合成研究
○小島 拓人1, 望月 倫代1, 高井 隆文1, 帆足 保孝1, 森
本 幸恵1, 瀬戸 雅樹1, 中村 実1, 小林 克己1, 佐子 優1,
田中 麻衣子1, 神崎 直之1, 小杉 洋平1, 矢野 孝彦1, 麻
生 和義1（1武田薬品工業）
27PA-pm108 ペンダント型ゼルンボン誘導体が示すヒト白血病 T
細胞株 Jurkat 細胞増殖抑制効果
○宇高 芳美1, 藤原 裕子1, 田島 幸子2, 伊藤 智広3, 北
山 隆1,2（1近畿大院農, 2近畿大農, 3三重大院生物資
源）
27PA-pm109 シコニンの各種がんおよび正常細胞株に対する細胞
傷害活性の検討
○岩永 篤文1, 谷 憲三朗2, 宮本 将平2（1新日本製薬,
2
東大医科研）
27PA-pm110 天然物コマロビキノン及び関連化合物の骨髄腫細胞
に対する抗腫瘍活性の評価
○須藤 豊1, 佐藤 真梨子2, 北畠 翔太朗2, 藤森 宏太2,
岡山 幹夫2, 市川 大樹2, 松下 麻衣子2, 山際 教之1, 岩
崎 源司1, 木内 文之2, 服部 豊2（1高崎健康福祉大薬,
2
慶応大薬）
27PA-pm111 細胞膜透過性の向上を目指した Chrysin 誘導体の
合成
○山根 真歩1, 熊野 由起1, 村津 圭俊1, 三原 義広1, 高
梨 香織1, 伊藤 慎二1（1北海道薬大）
27PA-pm112 薬用植物スクリーニングプロジェクトについて（そ
の 4）―エキスラブラリーへの情報付加及びベニバ
ナトチノキからの抗がん活性成分探索―
○米山 達朗1, 河上 仁美1, 渕野 裕之1, 川原 信夫1（1医
薬基盤健栄研 薬植セ筑波）

– 34 –

27PA-pm113

薬用植物スクリーニングプロジェクトについて（そ
の 3） ―エキスライブラリーにおける植物サンプル
の多様性評価について―
○河上 仁美1, 米山 達朗1, 河野 徳昭1, 渕野 裕之1, 川
原 信夫1（1医薬健栄研薬植セ）
27PA-pm114 脊髄損傷モデルラットにおけるブタ肝臓分解物の治
癒効果の検討
○上田 勝也1, 鎌仲 貴之2, 滝沢 崇2, 黒田 千佳2, 石田
悠1, 塚本 圭祐3, 佐藤 和三郎4, 塚原 完5, 松田 佳和3, 齋
藤 直人1,6, 羽二生 久夫1,6（1信大院総合理工, 2信大院
医, 3日本薬大臨床薬学教育セ, 4シュガーレディ化粧
品, 5長崎大院医歯薬, 6信大バイオメディカル研）
27PA-pm115 生物活性イソキノリン抗生物質を基軸とする新規認
知症改善薬の創出
○Natchanun SIRIMANGKALAKITTI1, 中井 啓陽1, 山
﨑 未来1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1, 齋藤 直樹1（1明治薬
大）
27PA-pm116 マクロファージ由来細胞株 (RAW264.7 細胞) を用い
た、IL-12 発現に対して影響を与えるアロマテラピー
精油のスクリーニング
○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）
27PA-pm117S 光親和性標識体を用いたネオビブサニン類の受容体
探索
○岸本 卓1, 清水 奈津美1, 柳本 剛志1, 柳井 翠1, 小松
加奈1, 高岸 照久1, 葛西 祐介1, 竹原 正也1, 松井 敦聡1,
久保 美和1, 山本 博文1, 永浜 政博1, 喜多 紗斗美1, 赤
木 正明1, 福山 愛保1, 今川 洋1（1徳島文理大薬）
27PA-pm118S 経口投与化を目指したペメトレキセドのプロドラッ
グ化の研究
○佐野 令奈1, 冨田 英里1, 泉 ありさ1, 葉山 登1, 宮崎
杏奈1, 稲本 浄文1, 太田 彪嗣2, 大林 優夢2, 坂井 裕美2,
中村 光2, 前川 智弘2, 大鳥 徹2, 松山 賢治3, 來海 徹
太郎1（1武庫川女大薬, 2近畿大薬, 3第一薬大）
27PA-pm119S 新規相互作用部位を導入したオクタヒドロイソクロ
メン型 SARS 3CL プロテアーゼ阻害剤の設計と合成
○藤原 采耶花1, 大西 康司1, 吉澤 慎一郎1, 濱本 凪彩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-pm120S Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) 新規阻害剤
の創製
○渋井 祐登1, 鈴木 亮介1, 矢作 有希1, 大山 貴央2, 真
辺 友香1, 阿部 英明2, 吉森 篤史3, 佐藤 聡1, 田沼 靖一1
（1東京理大薬・生化学, 2ヒノキ新薬, 3理論創薬研究
所）
27PA-pm121S 塩基部欠損ヌクレオシド類を 3’末端に有する siRNA
の合成と性質評価
○長屋 優貴1, 喜多村 徳昭2, 柴田 綾2, 池田 将1,2, 赤尾
幸博1, 北出 幸夫3（1岐阜大院連合創薬, 2岐阜大院工,
3
愛工大工）
27PA-pm122S マイクロフロー式 C3 位配糖化を鍵反応とするデオ
キシ糖と二糖が結合したオレアノール酸型サポニン
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, 梶
英輔1, 小林 義典1（1北里大薬）
27PA-pm123 AF-2 固定モチーフのアンタゴニスト摂動メカニズ
ム：レチノイド X レセプターアンタゴニストの活性
コンフォメーションとドッキングモード
○辻 一徳1（1分子機能研）
27PA-pm124 選択的 PTP1B 阻害活性を有する新規テトラヒドロイ
ソキノリン誘導体の創製
○森下 巧1, 庄子 幸倫1, 伊東 佑真1, 北尾 達哉1, 小澤
新一郎2, 広野 修一2, 白波瀬 弘明1（1京都薬品創薬研,
2
北里大薬）
27PA-pm125 7-アザノルボルナンの修飾による立体的な創薬候補
化合物ライブラリーを構築する手法の開発
梅本 翔1, ○唐木 文霞1, 芦沢 夏鈴1,2, 荻野 拓海1,2, 石
橋 尚人1,2, 染谷 僚人1,2, 宮野 加奈子2, 平山 重人1, 上
園 保仁2, 藤井 秀明1（1北里大薬, 2国立がん研セ研）

27PA-pm126

27PA-pm127

27PA-pm128

27PA-pm129

27PA-pm130

27PA-pm131

27PA-pm132

27PA-pm133

27PA-pm134

27PA-pm135

27PA-pm136

27PA-pm137

27PA-pm138

27PA-pm139
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14-エピ-19-ノルタキステロールの 8,9-ジヒドロ化と
高いビタミン D 活性
○川越 文裕1,2, 澤田 大介1, 竹内 明子3, 上杉 志成2,4,
橘高 敦史1,2（1帝京大薬, 2AMED-CREST, AMED., 3帝
人ファーマ生医総研, 4京大物質-細胞統合システム拠
点）
インドメタシンプロドラッグの合成とカルボキシル
エステラーゼ 1 による代謝活性化
○高橋 正人1, 小川 悌央1, 柏木 裕史1, 福島 史也1, 吉
次 美咲1, 巾 正美1, 細川 正清1（1千葉科学大薬）
ビタミン D 活性を有するカルボラン含有カルボン酸
誘導体
○塚本 理穂1, 増野 弘幸1, 藤井 晋也2, 河内 恵美子1,
影近 弘之1（1医科歯科大生材研, 2東大分生研）
新規トリポーダル型 C3 および CS 対称性ベンジルア
ミノ置換-1,3,5-トリアジン誘導体の合成：抗ウイル
ス活性と糖認識
○森本 健太1, 壬生 伸子1, 横溝 和美2, 大波多 友規1,
佐野 麻璃奈1, 川口 裕奈1, 下村 俊介1, 平賀 希2, 松永
綾2, 周 建融2, 安藝 初美1, 須本 國弘1（1福岡大薬, 2崇
城大薬）
N-アシルアミノ置換フェニルボロン酸誘導体の合成
とその生物活性：1 価及び多価フェニルボロン酸誘
導体類の生物活性の比較
○爲永 徹也1, 古舘 信1, 周 建融2, 松永 綾2, 平賀 希2,
横溝 和美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）
フルオロサリドマイドにおける光学異性と多発性骨
髄腫活性，血管新生および催奇形性に関する考察
○徳永 恵津子1, 秋山 秀彦2, 柴田 哲男1（1名工大院工,
2
藤田保大医療）
マラリア治療薬としての新規なキニーネプロドラッ
グ
○濵田 芳男1（1甲南大フロンティアサイエンス研究
科）
側鎖末端にかさ高い置換基を有する共有結合型
VDR リガンドに関する研究
○吉澤 麻美1, 藤木 麻衣花1, 伊藤 俊将1, 山本 恵子1
（1昭和薬大）
Identification of o-substituted anilide compounds as
histone lysine demethylase inhibitors
○ジャイカーン パッタポーン1, 伊藤 幸裕1, 鈴木 孝
禎1（1京都府立医科大）
X 線結晶構造に基づく多剤耐性菌由来 DPP-7 阻害剤
の設計と評価 -国際宇宙ステーションで抗菌薬を開
発する関 拓海1, ○奥野 優香1, 櫻井 有紀1, 日高 興士1,2, 宮崎
杏奈1,2, 北條 恵子1,2, 六本木 沙織3, 阪本 泰光3, 伊藤
康広4, 鈴木 義之4, 小笠原 渉4, 田中 信忠5, 木平 清人6,
山田 貢6, 吉崎 泉6, 田仲 広明7, 伊中 浩治8, 津田 裕
子1,2（1神戸学院大薬, 2神戸学院大LSC, 3岩手医科大
薬, 4長岡技科大工, 5昭和大薬, 6JAXA, 7コンフォーカ
ルサイエンス, 8丸和栄養食品）
インドメタシン誘導体の IDO 阻害活性
○白谷 沙羅1, 小幡 徹1, 郡司（水上）茜1, 有澤 光弘2,
周東 智3, 田中 基裕1（1愛知学院大薬, 2阪大院薬, 3北
大院薬）
抗がん剤耐性克服物質 spiciferone A の類縁体探索と
その作用
○江藤 忠洋1, 小野 慎史1, 小薗江 真弓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）
核酸、希少糖核酸および抗腫瘍性核酸の血管新生抑
制作用の網羅的解析
○榊原 紀和1, 小西 良士2, 丸山 徳見1, 加藤 善久1, 塚
本 郁子2（1徳島文理大香川薬, 2香川大医）
南米産植物 Brosimum parinarioides の NO 産生抑制
活性成分に関する研究（2）
○朴 炫宣1, 山口 諒1, 細谷 孝博2, 一栁 幸生1（1東京薬
大薬, 2横浜薬大）

27PA-pm140

27PA-pm141

27PA-pm142

27PA-pm143

27PA-pm144

27PA-pm145

27PA-pm146

27PA-pm147

繊維型大麻草主成分 Cannabidiolic acid の抗侵害作用
○渡辺 和人1, 山折 大2, 宇佐見 則行3, 竹田 修三4, 小
松 生明1, 荒牧 弘範1（1第一薬大, 2信州大病院薬, 3北
陸大薬, 4広島国際大薬）
2-[2-(テトラゾール-2-イル)エチル]-1α,25(OH)2-19-ノ
ルビタミン D3 の合成
○高野 真史1, 橘高 敦史1（1帝京大薬）
RXFP3 アゴニストの合成とアゴニストの一過性脳虚
血モデルにおける脳保護作用
相坂 洋平1, ○北條 恵子1, 原田 慎一1, 日高 興士1, 徳
山 尚吾1, 津田 裕子1（1神戸学院大薬）
日本薬局方化学薬品を対象とした qNMR とマスバラ
ンス法の比較と qNMR の経済的利点
○合田 幸広1, 小出 達夫1, 細江 潤子1, 内山 奈穂子1,
杉本 直樹1, 近藤 加奈子2, 村林 美香2, 藤谷 敏彦2, 小
野 誠3, 小林 謙吾3, 藤峰 慶徳4, 横瀬 俊幸4, 岡本 寿
美子5, 大藤 克也5, 長谷部 隆6, 浅井 由美6, 江奈 英里6,
菊池 純子7, 清田 浩平7, 藤田 和弘7, 牧野 吉伸8, 八十
歩 直子8, 小幡 泰子8, 山田 裕子9, 鈴木 裕樹9, 三浦 亨9,
水井 浩司9, 末松 孝子10, 朝倉 克夫10（1国立衛研, 2武
田薬品, 3第一三共, 4大塚製薬, 5中外製薬, 6エーザイ,
7
塩野義製薬, 8富士フィルム, 9和光純薬, 10日本電子）
インディルビン 3'-オキシム類の脂肪蓄積抑制効果
○野伏 康仁1, 齋藤 弘明1, 及川 直毅1, 宮入 伸一1, 岸
川 幸生1（1日本大薬）
水中での 1,4-ジヒドロピリジン誘導体合成反応
○吉澤 祐香里1, 堀米 亜実1, 久保 幸太郎1, 奥野 義規1,
磯村 茂樹1, 東屋 功2, 佐藤 康夫1（1横浜薬大, 2東邦大
薬）
ペプチド性 siRNA キャリア MAP(Aib)-cRGD のヘ
リックス軸の長さ及び N-末端置換基の影響
○和田 俊一1, 武貞 安納1, 曽我部 絵里1, 大木 理恵子1,
河北 亜希1, 林 淳祐1, 浦田 秀仁1（1大阪薬大）
C14PE ベシクル崩壊活性を指標とした抗ピロリ菌化
合物のケミカルハイスループット法の構築
鰐渕 清史1, ○伊原 聖人1, 下村 裕史2, 庄司 満1, 高橋
孝志1（1横浜薬大, 2尚絅大）

生薬・天然物化学②
27PA-pm148S 真菌由来の新規 SOAT 阻害剤 celludinone A の立体
化学に関する研究
○関 怜子1, 大城 太一1, 供田 洋1（1北里大院薬）
27PA-pm149S 桜樹を寄主とするヤドリギの成分研究（第 1 報）
○寺田 有里1, 幅 愛実1, 阿部 尚仁1, 大山 雅義1, 福井
良盟2（1岐阜薬大, 2吉野山保勝会）
27PA-pm150S タンキリマメの成分研究（第 1 報）
○大坪 祥子1, 阿部 尚仁1, 幅 愛実1, 田中 稔幸1, 大山
雅義1（1岐阜薬大）
27PA-pm151 生薬オンジの TLC 指標成分の探索と単味エキス製剤
の評価への応用
○内倉 崇1,2, 杉脇 秀美1, 好村 守生1, 三橋 ひろみ2, 渕
野 裕之3, 川原 信夫3, 袴塚 高志4, 天倉 吉章1（1松山大
薬, 2レデイ薬局, 3医薬健栄研, 4国立衛研）
27PA-pm152S 抗マラリア物質 cladosporin の誘導体合成
○佐藤 瑞生1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北大院薬）
27PA-pm153 A new ellagitannin monomer from arils of Punica
granatum
○Februadi BASTIAN1, Natsuki GANEKO1, Morio
YOSHIMURA2, Yoshiaki AMAKURA2, Hideyuki ITO1
（1Okayama Prefectural University, 2Matsuyama
University）
27PA-pm154 メトキシフラボン類の抗炎症作用および細胞膜親和
性の評価
○齊藤 広樹1, 清水 智史1, 藤井 拓弥1, 植草 義徳1, 木
内 文之1（1慶應大薬）
27PA-pm155S 天然由来の新規 PTP1B 阻害剤の探索研究
○高島 舞1, 佐々木 辰憲1, 李 巍1, 小池 一男1（1東邦大
薬）

27PA-pm156

オオバヤシャブシのタンニン
吉田 梨維1, ○下津 祐樹1, 波多野 力1（1岡山大院医歯
薬）
27PA-pm157 タイ薬用植物 Millettia brandisiana 中の抗熱帯感染症
活性物質の探索
○梅原 薫1, 天野 広之2, 田中 志都香1, 榊原 巌1, 菅沼
啓輔3（1横浜薬大, 2静岡県大薬, 3帯広畜大畜）
27PA-pm158 麻黄の産地の違いを反映する非アルカロイド成分
○大嶋 直浩1, 山下 忠俊2, 日向 須美子3, 天倉 吉章4,
日向 昌司5, 竹元 裕明6, 中森 俊輔3,6, 内山 奈穂子5, 楊
金緯2, 伊東 秀之7, 小林 義典6, 袴塚 高志5, 小田口 浩3,
花輪 壽彦3, 合田 幸広5（1東理大薬, 2常磐植物化学研
究所, 3北里大東医研, 4松山大, 5国立衛研, 6北里大薬,
7
岡山県大）
27PA-pm159 麻黄エキス及びエフェドリンアルカロイド除去麻黄
エキスの活性画分の構造特性解析と評価
○天倉 吉章1, 好村 守生1, 日向 須美子2, 日向 昌司3,
伊東 秀之4, 楊 金緯5, 岡 秀樹6, 中森 俊輔2,7, 大嶋 直
浩8, 内山 奈穂子3, 小林 義典2,7, 小田口 浩2, 花輪 壽
彦2, 袴塚 高志3, 合田 幸広3（1松山大薬, 2北里大東医
研, 3国立衛研, 4岡山県大保健福祉, 5常磐植物化学研
究所, 6ゼリア新薬, 7北里大薬, 8東理大薬）
27PA-pm160S CFA 誘発関節炎モデルマウスに対するエフェドリン
アルカロイド除去麻黄エキス (EFE) の治療効果及び
鎮痛効果の検討
○宮嶋 直紀1,2, 中森 俊輔1,2, 日向 須美子2, 能村 啓
佑1,2, 坂本 麗華1,2, 佐藤 一輝1,2, 杉岡 弥幸1,2, 楊 金緯3,
内山 奈穂子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常磐植物化学研
究所, 4国立衛研, 5東京理大薬, 6松山大薬）
27PA-pm161 鎮痛作用及び抗インフルエンザウイルス作用を指標
としたエフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス
(EFE) の活性画分の探索
○中森 俊輔1,2, 日向 昌司3, 天倉 吉章4, 日向 須美子2,
髙橋 純1,2, 楊 金緯5, 岡 秀樹6, 内山 奈穂子3, 大嶋 直
浩7, 袴塚 高志3, 合田 幸広3, 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国立衛研, 4松
山大薬, 5常磐植物化学研究所, 6ゼリア新薬, 7東京理
大薬）
27PA-pm162 c-Met キナーゼ阻害作用及びがん細胞運動抑制作用
を指標とした麻黄エキスの活性画分の探索
○日向 須美子1, 日向 昌司2, 天倉 吉章3, 中森 俊輔1,4,
楊 金緯5, 岡 秀樹6, 大嶋 直浩7, 内山 奈穂子2, 小林
義典1,4, 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松山大薬, 4北里大薬, 5常
磐植物化学研究所, 6ゼリア新薬, 7東理大薬）
27PA-pm163 4 種の高度に酸素官能基化されたステロールの立体
構造訂正
○八百板 康範1, 町田 浩一1（1東北医薬大薬）
27PA-pm164 臨床研究における LC-MS/MS による血清中アンドロ
ゲンおよびコルチコステロイドの分析
○松本 真理子1, 佐々木 俊哉1, 岩崎 裕子1, 朝日 優介1,
Dominic FOLEY2, Lisa CALTON2（1日本ウォーター
ズ, 2Waters Corporation）
27PA-pm165 タモギタケ子実体の新規ステロイド
○菊地 崇1, 三好 英理香1, 森 万季1, 山田 剛司1, 田中
麗子1（1大阪薬大）
27PA-pm166S Avena sativa 全草のステロイド配糖体の構造と腫瘍細
胞毒性
○石原 慧太1, 横須賀 章人1, 三巻 祥浩1（1東京薬大
薬）
27PA-pm167 キンポウゲ科植物の化学成分（27）Helleborus foetidus
全草の新規スピロスタン配糖体の構造
○高野 真吾1, 井口 巴樹1, 横須賀 章人1, 三巻 祥浩1
（1東京薬大薬）
27PA-pm168S ポリフェノール酸化酵素によるテアシネンシン類の
酸化機構
○木下 遼祐1, 奥田 慶太2, 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）
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27PA-pm169

カテキンの異性化と抗酸化剤
○竹元 万壽美1, 新田 真菜1, 樋口 夏輝1, 横田 一樹1,
風間 辰吉1（1奥羽大薬）
27PA-pm170 香気性化合物の脂肪族鎖の構造の違いが摂食促進作
用に与える影響について
○工藤 千尋1, 小川 鶴洋1, 森永 紀1（1第一薬大）
27PA-pm171 タイ天然薬物 Mammea siamensis 花部含有クマリン
成分のアロマターゼ阻害活性 －阻害様式と酵素特異
性に対する検討－
○二宮 清文1, 柴谷 華苗1, 末吉 真弓1, Saowanee
CHAIPECH1,2, Yutana PONGPIRIYADACHA2, 村岡
修1, 森川 敏生1（1近畿大・薬総研, 2ラジャマンガラ工
科大）
27PA-pm172S メース (Myristica fragrans Houtt. 仮種皮) 含有ネオリ
グナン成分の糖消費促進活性
二宮 清文1, ○宮坂 賢知1, 八幡 郁子1, 村岡 修1, 森川
敏生1（1近畿大薬総研）
27PA-pm173S サイコ (Bupleurum falcatum L.) 含有サポニン成分の
抗 TNF-α 作用
二宮 清文1, ○赤木 駿1, 今野 拓哉1, 森川 敏生1（1近畿
大薬総研）
27PA-pm174S Furanocoumarins from the Citrus hystrix peel and their
antiausterity activity against human pancreatic cancer
cell lines
○孫 思嘉1, Dya Fita DIBWE1, Chandrasekar
BALACHANDRAN1, Ampai
PHRUTIVORAPONGKUL2, Suresh AWALE1（1富山大
和漢研, 2Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University,
Thailand）
27PA-pm175 Discovery of potential antiausterity agents from Thai
Derris scandens
○Dya Fita DIBWE1, Nusrin PONGTERDSAK1,2,
Kritsaya CHAITHATWATTHANA1,2, Ampai
PHRUTIVORAPONGKUL2, Ahmed M. TAWILA1,
Chandrasekar BALACHANDRAN1, Suresh AWALE1
（1富山大和漢研, 2Faculty of Pharmacy, Chiang Mai
University, Thailand）
27PA-pm176 Antiausterity activity of isopanduratin-A and its
mechanism of action against PANC-1 human pancreatic
cancer cells
○Chandrasekar BALACHANDRAN1, Dya Fita
DIBWE1, Suresh AWALE1（1富山大和漢研）
27PA-pm177 ハシカンボク（Bredia hirsuta）地上部の抗 Leishmania
活性を指標とした成分探索
○尾崎 葵1, 杉本 幸子1, 山野 喜1, 大塚 英昭2, 松浪
勝義1（1広島大院医歯薬保, 2安田女大薬）
27PA-pm178 上皮細胞におけるジャバラ果皮成分のアレルギー誘
導抑制作用
○村上 能庸1, 吾妻 正章1,2, 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）
27PA-pm179 茶カテキン類の酵素酸化における β-シクロデキスト
リンならびに A 環置換基の影響
奥田 慶太1, ○松尾 洋介1, 齋藤 義紀1, 田中 隆1（1長崎
大院医歯薬）
27PA-pm180S 多様性拡大抽出物を利用した新規ビアリールアミン
型化合物ライブラリーの創出
○船山 将太1, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北大院薬）
27PA-pm181S キンポウゲ科植物の化学成分（28） Helleborus 属植
物から単離されたステロイド誘導体の細胞毒性とア
ポトーシス誘導活性
○髙取 和広1, 井口 巴樹1, 田村 直椰1, 横須賀 章人1,
三巻 祥浩1（1東京薬大薬）
27PA-pm182 酸性条件下におけるゼルンボンおよび 12 員環ゼルン
ボン誘導体の反応挙動解析
○北村 優斗1, 宇高 芳美1, 北山 隆1（1近畿大院農）
27PA-pm183 藍藻を用いたゼルンボンの変換反応による
Buddledone A の合成
○川阪 昌代1, 宇高 芳美1, 山中 理央2, 北山 隆1（1近畿
大院農, 2姫路獨協大薬）

27PA-pm184

マオウの化学成分と PPAR-γ 活性化作用に関する研
究 (2)
○松尾 侑希子1, 佐々木 麻有1, 三宅 克典1, 三巻 祥浩1
（1東京薬大薬）
27PA-pm185 反応多様な中間体である光学活性 2,3-ジブロモゼル
ンボンの合成研究
○本村 亘1, 宇高 芳美1, 北山 隆1（1近畿大院農）
27PA-pm186 反応活性アレン型ゼルンボンの酸化反応検討
○加藤 寛之1, 北村 優斗1, 宇高 芳美1, 河合 靖2, 北山
隆1（1近畿大院農学研究科バイオサイエンス専攻, 2長
浜バイオ大）
27PA-pm187 ゼルンボンエポキシマトリックスの合成とその立体
選択性
○川村 彩夏1, 宇高 芳美1, 北山 隆1（1近畿大院農）
27PA-pm188 シワタケ培養菌糸体に含有されるセスキテルペノイ
ドに関する研究
○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）
27PA-pm189S Pterodon emarginatus に含まれる新規フラノカッサン
型ジテルペンの成分研究
○中川 一則1, 舟崎 真理子1, 大崎 愛弓1（1日大院総合
基）
27PA-pm190S トウダイグサ科 Euphorbia ammak 由来ジテルペンの
メラニン産生抑制活性と活性発現メカニズムの解析
(2)
○矢萩 弘晃1, 小吹 優美香1, 川上 正義1, 矢作 忠弘1,
古川 めぐみ1, 松﨑 桂一1（1日本大薬）
27PA-pm191 モンゴル民族伝統薬物に関する研究 (9) -｢チャーガ｣
子実体由来の発毛･育毛活性成分の探索研究○嵯峨山 和美1, 丹羽 莞慈1, 田中 直伸1, 福元 隆俊2,
柏田 良樹1（1徳島大院薬, 2スヴェンソン）
27PA-pm192S アーティチョーク (Cynara scolymus L.) 葉部含有成分
の iNOS 誘導抑制作用
○松本 朋子1, 中嶋 聡一1, 植村 紗也1, 村上 穂波1, 中
塔 早紀1, 清水 麻央1, 中村 誠宏1, 松田 久司1（1京都薬
大）
27PA-pm193 ビャクジュツ成分の脂肪細胞分化に対する影響
○成川 佑次1, 鶴田 侑也1, 木内 文之1（1慶應大薬）
27PA-pm194S 金属イオン添加による細胞性粘菌由来二次代謝産物
の誘導
○佐々木 瞳1, Van Hai NGUYEN1, 菊地 晴久1, 大島
吉輝1（1東北大院薬）
27PA-pm195 中国横断山脈地域のサルビア属植物の成分研究
○大崎 愛弓1, 桑田 佳奈1, 川邊 浩史1, 廣田 洋1（1日大
院総合基）
27PA-pm196 抗腫瘍性カッシノイド brusatol の C 環部の構造変換
について
○任 恵宇1, 金 益輝1, 朴 炫宣1, 一栁 幸生1（1東京薬大
薬）
27PA-pm197S 沖縄産海綿の成分探索
○平出 裕美1, 田中 淳一1（1琉球大院理工）
27PA-pm198 セリ科植物 Ferula communis 根の成分研究
○吉野 悠希1, 田中 直伸1, 柏田 良樹1（1徳島大院薬）
27PA-pm199S クロタネソウ (Nigella damascena) 種子含有化合物の
抗ヘルペス活性
○小川 慶子1, 中村 誠宏1, 中嶋 聡一1, 藤室 雅弘1, 松
田 久司1（1京都薬大）
27PA-pm200 3 位水酸基の立体配置に着目した天然薬物由来ポリ
ヒドロキシトリテルペンの単離, 誘導体合成および活
性比較研究
○米田 太一1, 中村 誠宏1, 松本 朋子1, 田中 葵1, 松村
桐子1, 村上 穂波1, 中嶋 聡一1, 松田 久司1（1京都薬大）
27PA-pm201 キタコブシ (Magnolia kobus DC. var. borealis Sarg.) の
成分研究（2）
○原田 真弓1, 高橋 周兵1, 上坂 優希1, 加藤 ナンシー
マリセル1, 藤川 加奈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）
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27PA-pm202

27PA-pm203

27PA-pm204

27PA-pm205

27PA-pm206

27PA-pm207

27PA-pm208

27PA-pm209

27PA-pm210

27PA-pm211

27PA-pm212

27PA-pm213

27PA-pm214

ヌメリアイタケ (Albatrellus yasudae) CHCl3 ext. から
の Aβ 凝集抑制活性物質の探索
○秋庭 愛1, 木下 薫1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1, 小山 清隆1
（1明治薬大）
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, 吉田 真史1, 﨡原 絹子2, 村上 志緒2,3
（1東京都市大環境, 2東京都市大知識, 3トトラボ）
化学生態学的応答を用いたトウキの機能性強化に関
する研究
○中原 陽平1, 南 和輝1, 原田 将光2, 小野 直亮2, 金谷
重彦2, 田中 謙1（1立命館大薬, 2奈良先端大院大情報
科学研究科）
インドネシアおよび八重山諸島産 Lantana camara よ
り得られた oleanane 型トリテルペンの構造と protein
tyrosine phosphatase 1B 阻害活性
○山﨑 寛之1, Abdjul DELFLY B.2,3, Maarisit
WILMAR3, Rotinsulu HENKI3, Wewengkang DEFNY
S.3, Sumilat DEISKE A.3, Kapojos MAGIE M.4, Losung
FITJE3, 浪越 通夫1（1東北医薬大薬, 2North Sulawesi
Research and Development Agency, 3Sam Ratulangi
University, 4University of Pembangunan Indonesia）
モンゴル民族伝統薬物に関する研究(10) －シソ科植
物 Lophanthus chinensis 地上部の成分研究(2)－
○山田 健太1, 田中 直伸1, 川添 和義2, 村上 光太郎3,
Davaadagva DAMDINJAV4, Enkhjargal DORJVAL4, 柏
田 良樹1（1徳島大院薬, 2昭和大薬, 3崇城大薬, 4モンゴ
ル国立医科大薬）
カイメン由来真菌の産生する 6-5-6-6 複合環を有す
る新規ジテルペン
○山田 剛司1, 新井 貴順1, 藤井 彩乃1, 菊地 崇1, 田中
麗子1（1大阪薬大）
細胞毒活性 ent-アビエタン型ジテルペンアナログの
合成
○前川 恵里佳1, 犬飼 陽子1, 小沢 圭2, 朴 炫宣2, 一柳
幸生2, 竹谷 孝一2, 矢野 玲子1, 青柳 裕1, 桂 明玉1, 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
化）
細胞毒活性 kamebanin アナログの合成
○藤井 由起1, 小林 明日美1, 冨田 香織1, 中村 朱里1,
小沢 圭2, 朴 炫宣2, 一柳 幸生2, 竹谷 孝一2, 矢野 玲子1,
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吉林大化）
サワラ（Chamaecyparis pisifera）由来ジテルペンの単
離とアナログ合成
○戸田 真奈美1, 大林 里沙1, 青柳 裕1, 矢野 玲子1, 吉
田 耕治1, 朴 炫宣2, 一柳 幸生2（1金城学院大薬, 2東京
薬大薬）
抗肥満活性デヒドロアビエチン酸アナログの合成
○尾邊 典子1, 西村 千里1, 藤井 菜央1, 吉岡 弘毅1,
野々垣 常正1, 山口 智広1, 矢野 玲子1, 朴 炫宣2, 一柳
幸生2, 竹谷 孝一2, 青柳 裕1（1金城学院大薬, 2東京薬
大薬）
ミカン科 Glycosmis montana より単離した新規アクリ
ドンアルカロイド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, 佐藤 愛美1, 松井 卓哉2, 糸魚川 政孝3,
Nijsiri RUANGRUNGSI4（1名城大薬, 2愛知医科大,
3
東海学園大, 4ランシット大）
過ヨウ素酸ナトリウムによるハリントニン誘導体の
作出及びヒト前骨髄性白血病細胞 HL60 に対する増
殖阻害活性
○坂元 政一1, 宮本 智文1, 臼井 一晃1, 田中 宏幸1, 森
元 聡1（1九大院薬）
ホヤ由来の β-カルボリンアルカロイド・eudistomidin
F の合成研究
○石山 玄明1,2, 高橋 和樹2, 小林 淳一2（1奥羽大薬, 2北
大院薬）

27PA-pm215S 冬虫夏草菌培養物から得られた含窒素化合物の構造
と化学合成による絶対配置の決定
○大城 彩里1, 濵 眞壱1, Abdelsamed I. ELSHAMY1,2,
葛西 祐介1, 野路 征昭1, 今川 洋1, 伴 さやか3, 梅山
明美1（1徳島文理大薬, 2National Research Centre,
Egypt, 3製品評価技術基盤機構）
27PA-pm216 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（15） -イヌガヤ地上部について○中野 大輔1, 石塚 賢治2, 松江 由樹1, 倉園 千穂1, 佐
藤 文1, 土橋 良太1, 大川 雅史1, 田村 和夫3, 金城 順英1
（1福岡大薬, 2鹿児島大医, 3福岡大医）
27PA-pm217 茜草根より単離したフェニルプロパノイド単位を持
つ RA 系ペプチド化合物の構造（I）
○深谷 晴彦1, 一栁 幸生1, 安斉 竜郎1, 青柳 裕2（1東京
薬大薬, 2金城学院大薬）
27PA-pm218S ペプチド‐ポリケチド複合体を用いた新規天然化合
物類縁体の創出
○倉島 勇気1, 菊地 晴久1, 菅原 章公1, 大島 吉輝1（1東
北大院薬）
27PA-pm219S 多様性拡大抽出物を利用した免疫チェックポイント
阻害剤の探索
○鈴木 佳英1, 一戸 佳祐1, 村瀬 新也2, 喜田 進也2, 山
田 修2, 菊地 晴久1, 大島 吉輝1（1東北大院薬, 2扶桑薬
品工業）
27PA-pm220 Phlegmariurus nummulariifolius より単離した新規リ
コポジウムアルカロイドの構造
中山 和香1, Orawan MONTHAKANTIRAT2, 藤川 和
美3, Santi WATTHANA4, 北中 進5, 牧野 利明1, ○石内
勘一郎1（1名市大院薬, 2コンケン大薬, 3高知県立牧野
植物園, 4スラナリー工科大, 5日本大薬）
27PA-pm221 抗腫瘍性環状ペプチド RA-VII のフッ化アナログの
合成研究（I）
○吉田 悠生1, 永石 千尋1, 朴 炫宣1, 一栁 幸生1（1東京
薬大薬）
27PA-pm222 Theonellapeptolides IV, V, および VI の構造決定
○ハエダル ジャバール1, 榎本 歩1, 倉永 健史1, 脇本
敏幸1（1北大院薬）
27PA-pm223 苦木 (Picrasma quassioides)由来アルカロイドの p53
安定化作用
○平田 佳之1, 篠田 薫子1, 小梅 修平1, 佐々木 勉2, 上
里 新一1, 芝野 真喜雄1, 谷口 雅彦1（1大阪薬大, 2阪大
院医）
27PA-pm224 ベトナム産薬用植物 Piper lolot の成分探索
○古川 めぐみ1, 森谷 貴史1, 野口 慎也1, 工藤 あかね1,
牧野 三津子1, 矢作 忠弘1, 松﨑 桂一1（1日本大薬）
27PA-pm225 Quinoline Alkaloids from Melochia umbellata (Houtt.)
Stapf. var. degrabrata
○Abdul RAHIM1, Yohei SAITO1, Gemini ALAM2,
Masuo GOTO3, Kyoko GOTO-NAKAGAWA1,3（1金沢
大院医薬保, 2ハサヌディン大, 3ノースカロライナ大）
27PA-pm226S 沖縄産 Pseudoceratina 属海綿から単離した新規ブロ
モチロシンアルカロイドの構造
○大野 泰斗1, 栗本 慎一郎1, 小林 淳一2, 久保田 高明1
（1昭和薬大, 2北大院薬）
27PA-pm227S 沖縄産 Hyrtios 属海綿から単離した新規インドール
アルカロイドの構造
○髙橋 秀彰1, 栗本 慎一郎1, 小林 淳一2, 久保田 高明1
（1昭和薬大, 2北大院薬）
27PA-pm228S 沖縄産 Dysidea 属海綿から単離した新規ポリヒドロ
キシステロールの構造
○武田 郁恵1, 栗本 慎一郎1, 小林 淳一2, 久保田 高明1
（1昭和薬大, 2北大院薬）
27PA-pm229 含チオアミド抗生物質 thioalbamide に関する研究
○青木 春菜1, 曽根 りさ子1, 並木 瞭太1, 伊澤 真澄1,
早川 洋一1（1東京理大薬）
27PA-pm230 アデノウイルスがん遺伝子導入細胞に対して選択的
細胞死を誘導する抗腫瘍抗生物質の探索
○曽根 りさ子1, 木股 祥子1, 青木 春菜1, 早川 洋一1
（1東京理大薬）
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27PA-pm231

Chemical Study on the Bioactive Constituents Produced
by Fungus Penicillium chrysogenum Derived from the
Red Sea Sponge Stylissa carteri (Part 1)
Abdelhameed REDA1,2, S. Elhady SAMEH3, K.
Thomford AMA4, ○山田 耕史1（1長崎大院医歯薬,
2
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy,
Suez Canal University, 3Department of Natural Products
and Alternative Medicine, Faculty of Pharmacy, King
Abdul-Aziz University, 4Department of Biomedical and
Forensic Sciences, University of Cape Coast）
27PA-pm232 遠志のエストロゲン様作用を有する成分の単離・同定
○黄 雪丹1, 吉村 航1, 坂本 華穂1, 竹元 裕明1, 小林
義典1（1北里大薬）
27PA-pm233 【演題取り下げ】
27PA-pm234 Phytochemical investigation of Cameroonian medicinal
plant Maytenus senegalensis
Simplice Joel TATSIMO NDENDOUNG1,2, ○當銘
一文1, Leopold HAVYARIMANA3, 小松 かつ子1（1富
山大和漢研, 2Higher Teachers’ Training College, Univ.
Maroua, Cameroon, 3National Univ., Burundi）
27PA-pm235 ペルー産薬用植物マカの更年期障害に対する改善効
果（第 2 報）
○治京 玉記1, 吉田 弘子2（1大夕短大食栄, 2中村短大
食栄）
27PA-pm236 じゃがいも皮由来ポリフェノール類はヒト正常皮膚
線維芽細胞のⅠ型コラーゲン合成を増加させる
○須藤 麻里1, 増冨 裕文1, 中村 純也1, 石原 克之1, 正
木 仁2（1カルビー, 2東京工科大）
27PA-pm237 抗老化を目指した生薬及び漢方薬の評価
○高松 智1, 米野 真織1, 小谷野 響子1, 林 真雪1, 小池
佑果1, 福村 基徳1, 安田 佳代2, 石井 直明3, 川添 和義1
（1昭和大薬, 2東海大生命科学統合支援セ, 3東海大ス
ポーツ医科研）
27PA-pm238 甘茶含有イソクマリン類および誘導体のアルドース
レダクターゼ阻害作用および赤血球内ソルビトール
蓄積抑制作用
○中嶋 聡一1, 住田 将也1, 門 麻衣子1, 島田 あつみ1,
井上 知紘1, 中村 誠宏1, 中村 早紀1, 吉川 佳那1, 岩﨑
宏樹1, 山下 正行1, 松田 久司1（1京都薬大）
27PA-pm239 新品種の食用菊『上大野』花部の機能性に関する研究
○中村 隆典1, 栗本 慎一郎2, 川口 恵未3, 久保田 高明2,
佐々木 有3（1姫路獨協大薬, 2昭和薬大, 3八戸高専）
27PA-pm240 アサナ（Pterocarpus marsupium）樹皮の抗糖化作用
○出口 貴浩1, 宮本 佳奈1, 吉岡 百合2, 松村 晋一2, 藤
田 貴則3, 河田 拓也3, 村田 和也1, 松田 秀秋1（1近畿大
薬, 2稲畑香料, 3日本タブレット）
27PA-pm241 ゴマ由来セサミン・セサモリンの水中油型乳剤の粒
子径が脳内移行に及ぼす影響
○松村 晋一1, 岩本 和子2, 久後 裕菜2, 橋本 佳祐2, 宮
本 智絵2, 財満 信宏2, 森山 達哉2, 吉岡 百合1（1稲畑香
料, 2近畿大農）
27PA-pm242 未利用農産資源の機能性素材としての開発研究 －ウ
ンシュウミカン花のリパーゼ阻害作用－
○伊藤 仁久1, 村田 和也2, 山上 桃奈2, 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）
27PA-pm243 蚕生薬の α-glucosidase 阻害作用に関する研究
○郭 中天1, 松田 秀秋1, 村田 和也1（1近畿大薬）
27PA-pm244 アルコール性肝障害に及ぼす生薬製剤松寿仙の影響
（第 2 報）
○福田 徹1, 市川 智也1, 新井 紗希1, 沼尻 智美1, 高橋
礼子1, 小屋 佐久次1, 岩田 尚登1（1和漢薬研究所・総合
開発研）
27PA-pm245S 森野旧薬園の生薬資源学的意義：土茯苓の基原と導
入帰化
○木村 康人1, 髙浦 佳代子1,2, 森野 燾子3, 髙橋 京子1,2
（1阪大院薬, 2阪大博, 3森野旧薬園）

27PA-pm246S 海洋由来放線菌 OPMA1245 株が産生する
nosiheptide の抗 MAC 活性
○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）
27PA-pm247 抗 Rhizopus 剤 tanzawaic acid B のビオチン誘導体の
合成及び結合タンパク質の解析
○富永 剛広1, 小山 信裕1, 供田 洋1（1北里大院薬）
27PA-pm248 大花紅景天根エキス及び大花紅景天根発酵エキスに
よるスキンケア効果－美白効果について－
○羽田 容介1, 道善 聡1, 山下 智彦1, 岩野 英生1, 呂 智2,
洪 民華2, 劉 丹2, 顧 潔2, 澤木 茂豊1（1テクノーブル,
2
Shanghai Inoherb Cosmetics）
27PA-pm249 抗炎症作用を有するピーマン葉水抽出エキス中の成
分探索
○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）
27PA-pm250S 出芽酵母ケミカルジェネティクスを利用した甘草エ
キス高感受性株の選抜及び解析
○平田 早樹子1, 太田 一寿2, 太田 智絵1, 宇都 拓洋1,
正山 征洋1（1長崎国際大薬・薬品資源学, 2長崎国際大
薬・分子病態学）
27PA-pm251S シリビニンのメラニン合成誘導能とその作用機序
解析
○片山 幸樹1, Bua SIRITANTIWAT2, 宮嶋 祥吾1, 太田
智絵1, 宇都 拓洋1, 正山 征洋1（1長崎国際大薬, 2コン
ケン大薬）
27PA-pm252 Morinda lucida 含有テトラサイクリックイリドイドの
定量分析法の開発
○太田 智絵1, Tanatorn TILKANONT2, Tung NGUYEN
HUU3, Frederick AYERTEY4, 田上 兼輔1, Alfred
APPIAH AMPOMAH4, Augustine OCLOO4, 大橋 光
子5,6, 宇都 拓洋1, 山口 泰史1, 岩永 史郎6, 太田 伸生6,
正山 征洋1（1長崎国際大薬, 2コンケン大薬, 3ベトナム
国家大ハノイ校, 4ガーナ生薬研, 5ガーナ大野口記念
医学研, 6東京医科歯科大）
27PA-pm253 熱帯雨林植物ハスノハギリ科 Hernandia peltata の成
分研究
○Aimaiti SIMAYIJIANG1, 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）
27PA-pm254 海洋由来放線菌 KM15-11 株からの含ハロゲン化合
物の取得
○小林 啓介1, 福田 隆志1,2, 長井 賢一郎1, 寺原 猛3, 今
田 千秋3, 供田 洋1（1北里大薬, 2近畿大農, 3海洋大院）
27PA-pm255S 中性脂質蓄積阻害剤 dinapinone A の結合タンパク質
の解析
○奥畑 颯眞1, 小林 啓介1, 供田 洋1（1北里大薬）
27PA-pm256 Chemical constituents from the stems of Machilus
philippinensis Merr.
Ping-Chung KUO1, Hsin-Yi HUNG1, Yi-Zhuan KUO2,
○Tian-Shung WU1（1School of Pharmacy, College of
Medicine, National Cheng Kung University, 2Department
of Chemistry, National Cheng Kung University）
27PA-pm257 Chemical constituents from the roots of Lindera
aggregata
○Ping-Chung KUO1, Hsin-Yi HUNG1, Guo-Hao MA2,
Tian-Shung WU1（1School of Pharmacy, College of
Medicine, National Cheng Kung University, 2Department
of Chemistry, National Cheng Kung University）
27PA-pm258 The Evaluation of Canned corns product on gastric
intestinal motility
○Daih-Huang KUO1, Shu-Yu LI1, Chia-Chen YU1,
Chin-Cheng KUO1, Shun-Ho LEE1, Jen-Chien KAO1,
Hui-min LAI2, Bo-Han HONG2, Yi-Jen TSAI1
（1Graduate Institute of Pharmaceutical Technology,
Tajen University, Taiwan, 2AVG production Cooperation,
Taiwan）
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27PA-pm259

27PA-pm260

27PA-pm261

27PA-pm262

27PA-pm263

27PA-pm264

27PA-pm265

27PA-pm266

The implementation of the e-OSCE in pharmacy
education
Wen-Ho CHUO1, Chun-Yann LEE1, Hsin-Hsin LIN2,
Tzong-Song WANG3, Daih-Huang KUO1, ○Po-Chuen
SHIEH1（1Department of Pharmacy, Tajen University,
Taiwan, 2Department of Nursing, Tajen University,
Taiwan, 3Graduate Institute of Cultural and Creative
Industries, Tajen University, Taiwan）
A feasible and practical 1H NMR analytical method for
the quality control and quantification of bioactive
principles in Lycii Fructus
○Hsin-Yi HUNG1, Ping-Chung KUO1, Tian-Shung
WU1（1School of Pharmacy, College of Medicine,
National Cheng Kung University, Taiwan）
Aquaculture Soft Coral Lobophytum crassum as a
Producer of Anti-Proliferative Cembranoids
Po-Rong PENG1, Mei-Chin LU2,3, Mohamed ELSHAZLY4, Shwu-Li WU5, Kuei-Hung LAI2, ○Jui-Hsin
SU2,3（1Doctoral Degree Program in Marine
Biotechnology, National Sun Yat-sen University, Taiwan,
2
National Museum of Marine Biology and Aquarium,
Taiwan, 3Graduate Institute of Marine Biology, National
Dong Hwa University, Taiwan, 4Department of
Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty
of Pharmacy, Ain-Shams University, Egypt, 5General
Study Center, National Kaohsiung Marine University,
Taiwan）
Process optimization of Phenylethyl Glycosides from
Anisomeles indica
Ya-Ting KUO1, ○Li-Shian SHI1（1Department of
Biotechnology, National Formosa University, Taiwan）
Chemical constituents from the stems of Tinospora
sinensis
○Sio Hong LAM1, Po-Hsun CHEN2, Ping-Chung
KUO1, Tian-Shung WU1（1School of Pharmacy, College
of Medicine, National Cheng Kung University, Taiwan,
2
Department of Biotechnology, National Formosa
University, Taiwan）
Proteomic Profile of the Rhopaloic acid A treated
Colorectal Cancer HCT-116 Cell: Effects on Cell
Apoptosis Through Mitochondria-mediated Pathway
○Ching-Wen CHIU1,4, Yu-Jen WU2, Jui-Hsin SU3,4,
Wei-Hsien WANG1（1Department of Marine
Biotechnology and Resources, National Sun Yat-sen
University, Taiwan, 2Department of Biological
Technology, Mei-ho University, Taiwan, 3Graduate
Institute of Marine Biotechnology, National Dong Hwa
University, Taiwan, 4National Museum of Marine
Biology & Aquarium, taiwan）
A flavone constituent from Myoporum bontioides
induces M-phase cell cycle arrest of breast cancer cells
○Jing-Ru WENG1, Wei-Yu LIN2（1Department of
Marine Biotechnology and Resources, National Sun Yatsen University, Taiwan, 2Department of Pharmacy,
Kinmen Hospital, Taiwan）
7-Acetylsinumaximol B induces apoptosis and
autophagy in human gastric carcinoma cells through
mitochondria dysfunction and activation of the PERK/
eIF2α/CHOP signaling pathway
○Tsung-Chang TSAI1, Kuei-Hung LAI2, Jui-Hsin SU2,
Yu-Jen WU3, Jyh-Horng SHEU1（1Department of Marine
Biotechnology and Resources, National Sun Yat-sen
University, Taiwan, 2National Museum of Marine
Biology and Aquarium, Taiwan, 3Department of
Biological Technology, Mei-ho University, Taiwan）

27PA-pm267

27PA-pm268

27PA-pm269

27PA-pm270

27PA-pm271

27PA-pm272

27PA-pm273

27PA-pm274
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Anti-inflammatory flavonol acylglycosides from the
aerial part of Lindera akoensis Hayata
Hui-Chi HUANG1, Chung-Ping YANG1, Guan-Jhong
HUANG1, ○Yueh-Hsiung KUO1（1Department of
Chinese Pharmaceutical Sciences and Chinese Medicine
Resources, China Medical University, Taiwan）
Pharmacokinetic interaction of Xiang-Sha-Liu-Jun-ZiTang on paclitaxel in rats
○Chia-Jung LEE1, Alinafe Magret KAPELEMERA2,
Li-Hsuan WANG2, Ching-Chiung WANG1,2,3（1PhD
Program for Clinical Drug Discovery of Chinese Herbal
Medicine, College of Pharmacy, Taipei Medical
University, Taiwan, 2School of Pharmacy, College of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan,
3
Orthopedics Research Center, Taipei Medical University
Hospital, Taiwan）
Evaluation of anti-acne properties of marine-derived
compound and in vivo
○Hsuan-Lien CHUNG1, Chia-Jung LEE1,2（1School of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan, 2Graduate
Institute of Pharmacognosy, Taipei Medical University,
Taiwan）
Adverse effects of traditional herbal decoction contained
Fu-zi (附子): a case report
○Pei-Ying CHOU1,2, You-Jen TANG2, Cheng-Pang
CHOU2, Chen-Jei TAI1,2, Ching-Chiung WANG1,3（1Ph
D. Program in Clinical Drug Development of Chinese
Herbal Medicine, Taipei Medical University, Taiwan,
2
Department of Traditional Chinese Medicine, Taipei
Medical University Hospital, Taiwan, 3School of
Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei Medical
University, Taiwan）
Chemopreventive effects of Ling-Kuei-Chu-Kan-Tang
on paclitaxel stimulated dorsal root ganglion cell
○Li-Ying HUANG1, Li-Geeng CHEN3, Chia-Jung
LEE2, Ching-Chiung WANG1,2,4（1Graduate Institute of
Pharmacognosy, Taipei Medical University, Taiwan,
2
Ph.D Program for the Clinical Drug Discovery from
Botanical Herbs, Taiwan, 3Department of Microbiology,
Immunology and Biopharmaceuticals, National Chiayi
University, Tiwan, 4School of Pharmacy, Taipei Medical
University, Taiwan）
Pharmacokinetic interaction of Gui-Pi-Tang on
doxorubicin in rats
○Shi-Hao LIN1, Ching-Chiung WANG1,2,3, Chia-Jung
LEE2（1Graduate Institute of Pharmacognosy, Taipei
Medical University, Taiwan, 2PhD Program for Clinical
Drug Discovery of Chinese Herbal Medicine, College of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan, 3School of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan）
Discovery of inhibitors that dually target histone
deacetylase and β-amyloid (Aβ) aggregation
○Yun-Yi HUANG1, Liang-Chieh CHEN1, Chun-Yung
CHEN1, Cheng-Chung YEN1, Wei-Jan HUANG1,2
（1Graduate Institute of Pharmacognosy, Taipei Medical
University, Taiwan, 2Ph.D Program for the Clinical Drug
Discovery from Botanical Herbs, Taipei Medical
University, Taiwan）
Chemical analysis and antioxidant activities of plants
from different regions in Taiwan
○Zheng-Zhe LI1, Yi-Tzu LIN2, Mei-Hsien LEE1,2
（1Graduate Institute of Pharmacognosy, College of
Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan, 2Ph.D.
Program for the Clinical Drug Discovery from Botanical
Herbs, College of Pharmacy, Taipei Medical University,
Taiwan）

27PA-pm275

27PA-pm276

27PA-pm277

Gastric acid-suppressive agents and the risk of dementia
in patients with upper gastrointestinal diseases
○Kuan-Tzu HUANG1, Li-Hsuan WANG1（1School of
Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei Medical
University, Taiwan）
Evaluation of polyphenols content in leaves of different
varieties of Morus alba in Taiwan
○Jerome G GANZON1, Lih-Geeng CHEN2, Yun-Jen
JAN3, Ching-Chiung WANG1（1School of Pharmacy,
College of Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan,
2
Department of Microbiology, Immunology and
Biopharmaceuticals, National Chiayi University, Taiwan,
3
Miaoli District Agricultural Research and Extension
Station, Taiwan）
Stilbenoids production in five peanuts (Arachis
hypogaea L.) cultivar of Taiwan
○Shun-Xin DENG1, Lih-Geeng CHEN1（1Department
of Microbiology, Immunology and Biopharmaceuticals,
National Chiayi University, Taiwan）

PA 会場

3 月 28 日（水）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

有機化学③
28PA-am001S トリシアノシクロペンタジエニド類合成法の開発と
官能基変換
○新帯 雅之1, 大野 義哲1, 坂井 健男1, 森 裕二1（1名城
大薬）
28PA-am002S マクロライド天然物(+)-CJ-12,950 立体異性体の網羅
的合成研究
○小熊 義史1, 三浦 優佳1, 杉本 健士1, 松谷 裕二1（1富
山大院薬）
28PA-am003S 含複素環スフィンゴシン関連天然物 penaresidin B の
全合成
藤原 朋也1, ○村山 咲1, 劉 波1, 橋本 和樹1, 南部 寿則1,
矢倉 隆之1（1富山大院薬）
28PA-am004S エピメリ化平衡条件下，分子認識を利用した立体制
御とセダミン類の不斉合成への応用
○中田 百香1, 加来 裕人1, 堀川 美津代1, 角田 鉄人1
（1徳島文理大薬）
28PA-am005S Phaitanthrin E 異性体の合成
○高橋 侑加1, 松原 裕希1, 山田 康司1, 阿部 匠1（1北医
療大）
28PA-am006S (S)-ケトロラックの短段階合成
○山崎 直人1, 作見 和1, 大住 悠介1, 葛西 祐介1, 山本
博文1, 今川 洋1（1徳島文理大薬）
28PA-am007S ドラグマシジン E の合成研究
○丸岡 花香1, 崔 東一1, 井上 直也1, 仲野 駿一1, 根本
哲宏1（1千葉大院薬）
28PA-am008 para-ビニリデンキノンメチド中間体を経由する 3，
4 位縮環 2－ヒドロキシアリールジヒドロベンゾピラ
ン類の合成法開発
○崔 東一1, 滋賀 直樹1, Robert FRANZEN1, 根本 哲
宏1（1千葉大院薬）
28PA-am009S Lycopodium アルカロイド Lycopodine の生合成経路
を模擬した不斉全合成
○和田 健太郎1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山 廣光1
（1千葉大院薬）
28PA-am010S 新規 Kopsia アルカロイド Kopsiyunnanine L の生合成
経路にヒントを得た全合成研究
○福田 勇斗1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山 廣光1
（1千葉大院薬）
28PA-am011S マリバトール A の合成研究
○近藤 雄介1, 仲野 駿一1, 中島 誠也1, 根本 哲宏1（1千
葉大院薬）

28PA-am012S PIP-LSD1 選択的阻害剤ハイブリッド分子の合成と
機能評価
○覃 睿1, 高柳 志穂里1, 滋賀 直樹1, Alagarswamy
KOKILADEVI2, 篠原 憲一2, 鈴木 孝禎3, 金田 篤志2,
根本 哲宏1（1千葉大院薬, 2千葉大院医, 3京府医大院
医）
28PA-am013S 2-アザ 6π 電子系熱電子環状反応を利用した
marinoquinoline 類の全合成研究
○村上 真璃1, 西山 卓志1, 谷中 希三子1, 小峠 里佳1,
波多江 典之2, 町支 臣成1（1福山大薬, 2北医療大薬）
28PA-am014S Benzofuro[3,2-c]pyridine 類の合成と新規 5HT2C アゴ
ニストの探索研究
○小橋川 花1, 波多江 典之2, 西山 卓志1, 豊田 栄子2,
吉村 昭毅2, 町支 臣成1（1福山大薬, 2北医療大薬）
28PA-am015S Pyrano[3,2-a]carbazole 類の全合成研究
○武内 菜緒1, 西山 卓志1, 町支 臣成1（1福山大薬）
28PA-am016S Pyrrlo[2.3-c]carbazole アルカロイド dictyodendrinC の
全合成研究
○横山 知佳1, 西山 卓志1, 町支 臣成1（1福山大薬）
28PA-am017S デヒドロアントフィンの全合成
○岩崎 郁弥1, 山崎 直人1, 作見 和1, 葛西 祐介1, 山本
博文1, 今川 洋1（1徳島文理大薬）
28PA-am018 フェナンスリジンアルカロイド asiaticumine A の不
斉全合成研究
○髙岩 秀也1, 西山 卓志1, 日比野 俐1, 町支 臣成1（1福
山大薬）
28PA-am019S Hamigeran B の全合成研究
○鈴木 伽奈1, 朔 優樹2, 好光 健彦1（1岡山大院医歯薬,
2
阪大院薬）
28PA-am020S エナンチオ選択的アルドール反応による不斉四級炭
素の構築と (－)-chenopodene の合成研究
原田 研一1, ○枝沢 由衣1, 坂下 正倫1, 茨木 大輔1, 久
保 美和1, 福山 愛保1（1徳島文理大薬）
28PA-am021S Tsuji-Trost 反応を用いた二連続四級炭素構築法とフ
ラノピングイサノールの合成研究
原田 研一1, ○井下 伊久美1, 武田 真弥1, 大西 菜月1,
板東 裕大1, 久保 美和1, 福山 愛保1（1徳島文理大薬）
28PA-am022S v-ATPase 阻害活性を有する天然物の合成研究
○鹿子木 匡貴1, 森兼 悠太1, 大内 仁志1, 稲井 誠1, 浅
川 倫宏2, 吉村 文彦1, 菅 敏幸1（1静岡県大薬, 2東海大
創科技研）
28PA-am023S アブラムシ色素 uroleuconaphin B1 の合成研究
○大境 千晴1, 加来 裕人1, 西村 太一1, 徳田 勇人1, 堀
川 美津代1, 稲井 誠1,2, 角田 鉄人1（1徳島文理大薬, 2静
岡県大薬）
28PA-am024S Pyrrolizidine アルカロイド Otonecine の不斉全合成
研究
○金澤 修平1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山 廣光1
（1千葉大院薬）
28PA-am025S Akuammiline 型インドールアルカロイド Strictamine
の生合成を模擬した不斉全合成研究
○佐藤 圭悟1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 髙山 廣光1
（1千葉大院薬）
28PA-am026 ミソハギ科植物含有新規ビフェニルキノリチジンア
ルカロイド類の不斉全合成研究
○川端 遥1, 平間 拓1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山
廣光1（1千葉大院薬）
28PA-am027 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 Kopsiyunnanine N 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）
28PA-am028 プロトアキュレイン B の合成研究
○稲井 誠1, 大草 拓也1, 有賀 翔太1, 假屋 唯香1, 淺沼
雄太1, 大内 仁志1, 浅川 倫宏2, 吉村 文彦1, 菅 敏幸1
（1静岡県大薬, 2東海大創科技研）
28PA-am029 レチナール及び類縁体の合成
○岩口 周平1, 吉田 香代2, 西岡 弘美1, 竹内 靖雄1（1岡
山大院医歯薬, 2岡山大薬）
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28PA-am030

フェアリー化合物の合成研究
○大内 仁志1, 並木 拓哉1, 稲井 誠1, 吉村 文彦1, 浅川
倫宏2, 崔 宰熏3, 河岸 洋和3, 菅 敏幸1（1静岡県大薬,
2
東海大創科技研, 3静大院農）
28PA-am031 海綿 Axinella corrugate 由来糖脂質の合成
○大塚 功1, 羽田 紀康2, 渥美 聡孝1（1九州保福大薬,
2
東京理大薬）
28PA-am032 スピロテヌイペシン A の合成研究
○栁本 剛志1, 山田 紗世1, 葛西 祐介1, 山本 博文1, 今
川 洋1（1徳島文理大薬）
28PA-am033 海洋天然物 cristaxenicin A および plumisclerin A の合
成研究
○Noel SAYAR1, 中井 啓陽1, 吉村 祐一1, 渡邉 弘ー1
（1東北医薬大薬）
28PA-am034 海洋由来ジテルペン系天然物 cristaxenicin A の合成
研究
○中井 啓陽1, Sayar NOEL1, 吉村 祐一1, 渡邉 一弘1
（1東北医薬大薬）
28PA-am035 海洋性ジテルペノイド 9-デオキシキセニアラクトー
ル C の合成研究
○渡邉 一弘1, 高橋 央宜1, 吉村 祐一1（1東北医薬大
薬）
28PA-am036 アゼピノインドールアルカロイドの短工程合成研究
○山田 康司1, 阿部 匠1（1北医療大薬）
28PA-am037S 核内受容体 HNF4α とオキソ型脂肪酸の共有結合形
成に関する研究
○金森 聡1, 伊藤 俊将1, 山本 恵子1（1昭和薬大）
28PA-am038S 疾患イメージングを指向した新規 Activatable 型カル
ボキシペプチダーゼ活性検出プローブの開発
○栗木 優五1, 神谷 真子2,3, 久保 秀正1,4, 小松 徹1, 上
野 匡1, 山下 俊2, 國土 典宏2, 浦野 泰照1,2,5（1東大院薬,
2
東大院医, 3JST さきがけ, 4京府医大院医, 5AMED
CREST）
28PA-am039S ねじれ型分子内電荷移動に基づく消光機構を利用し
た蛍光プローブの開発
○池野 喬之1, 花岡 健二郎1, 岩木 慎平1, 浦野 泰照1,2,3
（1東大院薬, 2東大院医, 3AMED CREST）
28PA-am040 特定の pH 領域にある環境選択的に機能する光分解
性保護基の開発
○加藤 大輝1, 平野 智也1, 影近 弘之1（1医科歯科大生
材研）
28PA-am041 新規 F アクチン結合性蛍光小分子の機能精査及びそ
の応用
○高木 太尊1, 上野 匡1, 野村 悠介1, 浅沼 大祐2, 浦野
泰照1,2,3（1東大院薬, 2東大院医, 3AMED CREST）
28PA-am042 Bis-PMB は不活性型 STAT3 二量体の形成を誘導
する
○末廣 直哉1, 小跡 竜也1, 三好 奈央1, 田口 今日子1,
小郷 尚久1, 浅井 章良1（1静岡県大院薬）
28PA-am043 Turn-ON 蛍光アフィニティー標識法を用いた生物活
性化合物標的タンパク質の網羅的解析への取り組み
○淺沼 三和子1,2, どど 孝介1,2, 田中 美帆1, 大金 賢
司1,2,3, 江越 脩祐1,2, 袖岡 幹子1,2（1理研, 2AMEDCREST, 3東大分生研）
28PA-am044 カプシドタンパク質の化学合成と粒子形成の最適化
○佐々木 順平1, 石場 勲之1, 津田 修吾2, 西尾 秀喜2,
片岡 紀代3, 渡士 幸一3, 井貫 晋輔1, 大野 浩章1, 大石
真也1（1京大院薬, 2ペプチド研, 3国立感染研）
28PA-am045 酵素生成物阻害解除―迂回路モデル
○飯島 洋1, 井上 雄太1, 齋藤 栄1, 丹羽 典朗1, 髙宮
知子1（1日本大薬）
28PA-am046 ミクログリア選択的結合ペプチドの受容体分子解析
○國安 明彦1, 牧瀬 正樹1, 髙妻 咲慧1, 友永 遥香1, 香
月 博志2, 川原 浩一3, Fernanda-I. STAQUICINI4,
Wadih ARAP4, Renata PASQUALINI4（1崇城大薬, 2熊
本大院薬, 3新潟薬大薬, 4ニューメキシコ大医）
28PA-am047 ナノ粒子への精密位置制御表面修飾を目指した spot
修飾法の開発
○佐々木 隆浩1, 佐藤 浩輔1, 村井 毅1（1北医療大薬）

28PA-am048

28PA-am049

28PA-am050

ローヤルゼリー由来ペプチドを用いた新規動脈硬化
診断用プローブの開発
○鵜沼 大翔1, 佐藤 陽1, 山崎 洋次1, 蝦名 敬一1（1いわ
き明星大薬）
精子形成に影響を及ぼす化合物の探索
○橋本 正陽1, 田島 達也2, 中村 匠吾2, 樽井 敦1, 佐藤
和之1, 西村 仁2, 表 雅章1（1摂南大薬, 2摂南大・理工・
生命）
Activatable 型光ラベル化剤を用いた細胞種選択的な
タンパク質の光ラベル化
○井上 大輝1, 上野 匡1, 浦野 泰照1,2,3（1東大院薬, 2東
大院医, 3AMED CREST）

PA 会場

3 月 28 日（水）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

有機化学④
28PA-pm001S CARM1 活性評価系の構築を目指した FRET 型プ
ローブの合成と機能評価
○太田 悠平1, 脇田 弘臣1, 家田 直弥1, 川口 充康1, 中
川 秀彦1（1名市大院薬）
28PA-pm002S PAD 活性検出蛍光プローブの開発と機能評価
○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）
28PA-pm003S 生体内の鉄(II)イオン検出を指向した 19F-MRI プロー
ブ分子の開発
○鈴木 萌恵1, 平山 祐1, 柳沢 大治郎2, 遠山 育夫2, 永
澤 秀子1（1岐阜薬大, 2滋賀医大）
28PA-pm004S 遊離ヘムを選択的に検出可能なレシオ型蛍光プロー
ブの開発
○丹羽 正人1, 平山 祐1, 永澤 秀子1（1岐阜薬大）
28PA-pm005S FHIT 蛍光プローブの開発と置換基変換による特異
性への影響の評価
○関本 英里子1, 川口 充康1, 家田 直弥1, 中川 秀彦1
（1名市大院薬）
28PA-pm006 赤色光作動性 NO ドナーの合成と機能評価
○山内 彩樺1, 家田 直弥1, 堀田 祐志1, 川口 充康1, 木
村 和哲1, 中川 秀彦1（1名市大院薬）
28PA-pm007 鉄制御分子の創出を目指した二価鉄イオン蛍光プ
ローブによるハイスループットスクリーニング
○廣澤 舟作1, 丹羽 正人1, 平山 祐1, 永澤 秀子1（1岐阜
薬大）
28PA-pm008 フェノキシルラジカルの反応性に基づく鉄関連タン
パク修飾剤の開発
○深谷 忠徳1, 平山 祐1, 永澤 秀子1（1岐阜薬大）
28PA-pm009 Caspase-1 活性を利用した pyroptosis 可視化プローブ
の開発
○山田 輝1, 川口 充康1, 家田 直弥1, 中川 秀彦1（1名市
大院薬）
28PA-pm010 Caged succinate の開発と機能評価
○本部 竜馬1, 川口 充康1, 家田 直弥1, 中川 秀彦1（1名
市大院薬）
28PA-pm011S Habiterpenol の合成研究
○紺谷 深雪1, 下山 健太1, 内田 龍児2, 供田 洋1, 長光
亨1（1北里大薬, 2東北医薬大薬）
28PA-pm012S Lachnanthospirone の全合成研究
○岡村 樹杏1, 香月 尚樹1, 今吉 亜由美1, 椿 一典1（1京
府大院生命環境）
28PA-pm013S グルタミン酸ラセマーゼ MurI の化学合成法の確立
○大原 拓己1, 野口 太朗1, 井貫 晋輔1, 大野 浩章1, 大
石 真也1（1京大院薬）
28PA-pm014S リパーゼ触媒を用いた位置選択的脱アシル化を鍵反
応とした Mansonone F の合成研究
○橋本 理一1, 坂倉 彩香1, 花屋 賢悟1, 東林 修平1, 須
貝 威1（1慶應大薬）
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28PA-pm015S 抗マラリア活性トロポノイド類の多様性指向型合成
と構造活性相関研究
○千成 恒1, 斎藤 亮1, 廣瀬 友靖1,2, 岩月 正人1,2, 石山
亜紀1,2, 穂苅 玲2, 乙黒 一彦2, 大村 智2, 砂塚 敏明1,2
（1北里大院感染制御, 2北里大生命研）
28PA-pm016S isoDHDG unit 及び Nilotinin M3 の合成研究
○今井 遥1, 堀野 良和1, 阿部 仁1（1富山大院理工）
28PA-pm017S Dysibetaine の合成研究
○伊藤 祐来1, 西川 泰弘1, 中山 秀斗1, 丹羽 恵里佳1,
鶴見 浩人1, 安田 知富未1, 原 脩1（1名城大薬）
28PA-pm018S STAT3 阻害活性を有する Paraphaeosphaeride A の全
合成研究
○國村 理紗子1, 田中 耕作三世1, 小林 健一1, 古源 寛1
（1明治薬大）
28PA-pm019S 新規極微量海洋天然物 7-demethylrenieramycin O と
誘導体の合成研究
○門傳 研人1, 横屋 正志1, 佐藤 充浩1, 小林 恵一朗1,
齋藤 直樹1（1明治薬大）
28PA-pm020S 相間移動触媒を用いたキラルチロシン誘導体の合成
と生物活性テトラヒドロイソキノリン天然物の不斉
合成への応用
○安齋 凌1, 横屋 正志1, 大西 琢磨1, 齋藤 直樹1（1明治
薬大）
28PA-pm021S 鎮痙物質マルリブアセタールの誘導体合成研究
○坂上 友花梨1, 澤山 侑季1, 山越 博幸1, 中村 精一1
（1名市大院薬）
28PA-pm022S カドコッシラクトン A の合成研究
○斎藤 彩有里1, 山越 博幸1, 中村 精一1（1名市大院
薬）
28PA-pm023S Applanatumol B の全合成に向けた三環性骨格の合成
研究
○内田 恭平1, 川本 諭一郎1, 小林 豊晴1, 伊藤 久央1
（1東京薬大生命科学）
28PA-pm024S Wnt シグナル抑制因子阻害作用を有する
Carteriosulfonic acid の全合成検討
○石川 侑佳1, 宮崎 倫子1, 小林 由佳1, 讃岐 彩乃1, 金
光 卓也1, 永田 和弘1, 伊藤 喬1（1昭和大薬）
28PA-pm025S Wnt シグナル抑制阻害因子 Carteriosulfonic Acid
A,B,C が有する共通骨格の不斉合成
○杉浦 由莉1, 宮崎 倫子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）
28PA-pm026S SmI2 による環拡大転位反応を用いた coriolin の合成
研究
○石岡 拓也1, 天道 健太1, 松永 和磨1, 古源 寛1, 高取
和彦1（1明治薬大）
28PA-pm027S Brianthein W の合成研究
○沼田 祐太郎1, 松永 和磨1, 古源 寛1, 高取 和彦1（1明
治薬大）
28PA-pm028 Marsupellin 類の合成研究
○松永 和磨1, 高取 和彦1, 古源 寛1, 齋藤 直樹1（1明治
薬大）
28PA-pm029S 微小管安定化物質エポチロン D の全合成研究
○鈴木 桃子1, 橋本 昭吾1, 小林 健一1, 古源 寛1（1明治
薬大）
28PA-pm030 高度に酸化されたビサボラン型セスキテルペンの全
合成
○小林 健一1, 國村 理紗子1, 古源 寛1, 黒田 智明2（1明
治薬大, 2立教大理）
28PA-pm031 Urolithin 類の網羅的合成に向けた Urolithin A
glucuronide の位置選択的合成研究
○永井 孝典1, 西森 豪1, 堀野 良和1, 阿部 仁1（1富山大
院理工）
28PA-pm032 三環性ジテルペノイド Callilongisin B の合成研究
○神谷 昭寛1, 川本 諭一郎1, 小林 豊晴1, 伊藤 久央1
（1東京薬大生命科学）

28PA-pm033

28PA-pm034

28PA-pm035

28PA-pm036

28PA-pm037

28PA-pm038

28PA-pm039

28PA-pm040
28PA-pm041

28PA-pm042
28PA-pm043

28PA-pm044

28PA-pm045

28PA-pm046

28PA-pm047

28PA-pm048

28PA-pm049

28PA-pm050
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三環性フムラノライド Wilfolide B の合成研究
○佐藤 咲1,2, 阿部 秀樹2, 大石 若奈1, 小林 豊晴1, 伊藤
久央1（1東京薬大生命科学, 2日本女大理）
抗腫瘍活性を有するビステトラヒドロイソキノリン
系天然物の全合成研究
○木村 真也1, 齋藤 直樹1（1明治薬大）
ジヒドロピラン構造を有する微生物産生抗酸化物質
の合成研究
○冨澤 祐一郎1, 森 美彩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）
新規微量海洋天然物レニエラマイシン Y の合成アプ
ローチ
○小林 翔1, 横屋 正志1, 丸山 崚1, 齋藤 直樹1（1明治薬
大）
Iboga 型インドールアルカロイド Voacangine 類及び
Catharanthine の不斉全合成研究
宮路 和則1, ○原口 敬佑1, 和田 凌太1, 浅場 絢 ヌ
ネッツ1, 小暮 紀行1, 北島 満里子1, 高山 廣光1（1千葉
大院薬）
ピラノベンザインを用いる eustifoline-B の合成研究
○片川 和明1, 前田 駿1, 深川 瑠晟1, 穴田 仁洋1, 熊本
卓哉2（1武蔵野大薬, 2広島大院医歯薬保）
保護基を用いない(–)-Boscartin F の不斉全合成
○笠松 暁輝1, 白岩 潤也1, 松澤 彰信1, 杉田 和幸1（1星
薬大）
光反応性 L-Tryptophan の合成
○千葉 淳1, 和田 邦雄1（1第一三共RDノバーレ）
疎水性タグを用いた殺虫活性を示す 24 員環デプシペ
プチド Verticilide の全合成
○野口 吉彦1,2, 廣瀬 友靖1,2, 佐竹 雄大1, 村島 徳史1,
野垣 祐貴1, 塩見 和朗1,2, 大村 智2, 砂塚 敏明1,2（1北里
大院感染制御, 2北里大生命研）
トリコスタチン A の合成研究
○李 佳薇1, 中島 誠也1, 根本 哲宏1（1千葉大院薬）
プロパルギルアセテートの不斉環化-カルボニル化を
基盤としたグラミニン A の合成研究
○伊藤 陽一1, 日下部 太一1, 土屋 奈緒子1, 大庭 聖磨1,
橋本 美香子1, 高橋 圭介1, Daulat Dhage YOGESH1, 笹
井 宏明2, 加藤 恵介1（1東邦大薬, 2阪大産研）
イソプレノイド置換キサントンの合成研究
○高橋 叶1, 望月 美歩1, 小林 諒真1, 渡部 結1, 藤本
裕貴1, 矢内 光1, 松本 隆司1（1東京薬大薬）
Isorugosin B の合成研究
○江本 萌1, 梅基 大地1, 堀野 良和1, 阿部 仁1（1富山大
院理工）
Balnol をシード化合物とした新規生理活性物質の合
成研究
○居林 優輝1, 木村 祐也1, 曲田 拓司1, 前﨑 直容1, 広
川 美視1（1大阪大谷大薬）
新規ラクトン化合物 Cryptolaevilactones A-C の合成
と絶対立体構造の決定
○三浦 悠太1, 斎藤 洋平1, 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）
新規ラクトン化合物 Cryptolaevilactone I の合成と絶
対立体構造の決定
○中野 美咲1, 斎藤 洋平1, 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）
緑藻由来長鎖エーテル脂質 Botryococcoid ether の合
成研究
○太田 浩一朗1, 三浦 温子1, 釜池 和大1, 宮岡 宏明1
（1東京薬大薬）
抗結核菌活性を有するセスタテルペノイド
Asperterpenoid A の合成研究
○三宅 悠嗣1, 武田 寛樹1, 加藤 礼奈1, 太田 浩一朗1,
釜池 和大1, 宮岡 宏明1（1東京薬大薬）

物理系薬学（ポスター発表）
PA 会場

3 月 27 日（火）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

機能性高分子・分子集合体・分子間相互作用/医薬品の
物性・反応・安定性
27PA-am277

色素含有デンドリマー交互累積膜のイオン強度およ
び積層数における色素の放出挙動
○高橋 成周1, 古川 直哉1, 鈴木 巌1（1高崎健康福祉大
薬）
27PA-am278 蛍光ラベル法による UCST 型温度応答性高分子の微
環境解析と機能メカニズムの解明
大塚 千恵1,2, 小林 伸次2, 林 昭伸2, 徳山 英利3, ○内山
聖一1（1東大院薬, 2コーセー, 3東北大院薬）
27PA-am279 温度応答性高分子修飾ガラス基板を用いた温度変化
による細胞分離の検討
○若山 暖乃1, 太田 歩1, 志村 昌紀1, 内川 奈保1, 長瀬
健一1, 金澤 秀子1（1慶應大薬）
27PA-am280S 新規両親媒性アルギニンペプチドの細胞膜透過性の
評価
○田村 悠樹1, 灘井 亮1, 扇田 隆司1, 原矢 佑樹2, 西辻
和親3, 内村 健治4, 長谷川 功紀1, 加藤 くみ子2, 赤路
健一1, 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）
27PA-am281 クロマグロ抽出コラーゲンの悪性黒色腫細胞増殖へ
の影響の検討
○久保田 千晶1, 山本 哲志1, 多賀 淳1（1近畿大薬）
27PA-am282S ビニル基修飾 γ-シクロデキストリンと N-イソプロピ
ルアクリルアミドを用いたスライドリング架橋ゲル
の調製
○鈴木 好真1, 小林 由希1, 小島 裕1, 三木 涼太郎1, 関
俊暢1, 江川 祐哉1（1城西大薬）
27PA-am283 アゾ色素修飾 PVA/PAA 交互累積膜の調製と分解
○渡部 優輝1, 吉田 健太郎1, 大樂 武範1, 小野 哲也1,
柏木 良友1（1奥羽大薬）
27PA-am284 ナフィオンを用いた交互累積膜を用いたアゾ色素の
取り込みと pH 変化における放出
○佐川 優稀1, 吉田 健太郎1, 大樂 武範1, 小野 哲也1,
柏木 良友1（1奥羽大薬）
27PA-am285S 示差走査熱量測定によるセラミド 3 の結晶性の低下
をもたらす物質の探索
○岩下 侑矢1, 中尾 裕之1, 池田 恵介1, 中野 実1（1富山
大院薬）
27PA-am286 高分子ミセルの細胞内在化に関する基礎的検討
○牧野 顕1, 神谷 華映2, 森 駿太2, 浅井 竜哉2, 岡沢
秀彦1, 清野 泰1（1福井大高エネ研, 2福井大工）
27PA-am287 終末糖化産物受容体(RAGE)と低分子ヘパリンとの
相互作用解析
○前田 明里1, 丸野 孝浩2, 小林 祐次2, 河原 一樹1, 吉
田 卓也1, 大久保 忠恭1（1阪大院薬, 2阪大院工）
27PA-am288 ブロック共重合体とシクロデキストリンから形成さ
れる複合粒子に関する研究
○久保田 亮翔1, 小林 由希1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1,
関 俊暢1（1城西大薬）
27PA-am289 グリチルリチンと ZO1 タンパク質 PDZ ドメインの
直接相互作用の NMR による観測
久田 美咲1, 野田 翔太1, 天野 剛志1,2, ○廣明 秀一1
（1名大院創薬, 2BeCellBar）
27PA-am290 バクテリアオリゴペプチドトランスポーター（YdgR）
の基質認識における疎水性相互作用の役割
○大森 明子1, 下野 和実2, 宮内 正ニ1（1東邦大薬, 2崇
城大薬）

27PA-am291S 結晶多形の識別における低波数ラマン分光法の有
用性
○岡山 暉1, 久田 浩史1, 大西 優1, 井上 元基1, 深水
啓朗1（1明治薬大）
27PA-am292 医薬品塩結晶の結晶学的同等性と固体物性との相関
○小林 克弘1, 新木 哲也1, 大原 求1（1第一三共 分析評
価研）
27PA-am293 リン吸着ポリマー TRK-390 の炭酸吸着特性の評価
- 製剤品質への影響の確認 ○百武 有紀1, 高橋 弘純1, 白木 元明1, 堀内 保秀2, 徳
岡 真里子3（1東レ医薬研, 2東レ医薬CMC技術部, 3東
レリサーチセンター）
27PA-am294S Guaiazulene と γ-Cyclodextrin による固体分散体の物
性特性
○篠原 壱佳1, 鈴木 莉奈1, 村田 勇1, 井上 裕1, 金本
郁男1（1城西大薬）
27PA-am295 三環系抗うつ薬の人工胃液中での分解挙動の解明
（Ⅱ）
斉藤 貢一1, ○萩原 名美1, 坂本 美穂2, 若菜 大悟1, 伊
藤 里恵1, 細江 智夫1（1星薬大, 2都健安研セ）
27PA-am296S 酸化チタン上でのヒドロキシ酸化合物のエチルエス
テル化反応：速度論的解析
○平野 広大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）

光化学・構造化学・量子化学
27PA-am297

27PA-am298S

27PA-am299S

27PA-am300S

27PA-am301S

27PA-am302

27PA-am303

27PA-am304S

27PA-am305
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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 3）
○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）
酸化チタン上での芳香族ケトンのエナンチオ選択的
光水素化反応：酸化チタン結晶形による効果
○角 桃乃1, 増田 史愛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）
アップコンバージョン発光を目指した希土類ナノ結
晶の発光特性評価
○神田 翔太1, 梅田 翔太1, 川島 祥1, 宮部 豪人1, 長谷
川 靖哉2, 甲谷 繁1（1兵庫医療大薬, 2北大院工）
汚染物質の光触媒分解を目指したカラフルな金属担
持酸化チタン光触媒の開発
○藤本 慎也1, 布 真弓1, 川島 祥1, 石崎 真紀子1, 前田
初男1, 宮部 豪人1, 甲谷 繁1（1兵庫医療大薬）
長波長光での光触媒分解を目指した混合希土類ナノ
結晶の開発
○河崎 慎吾1, 礒部 陽介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）
LED 光照射による大腸菌及び黄色ブドウ球菌に対す
るトリアリルメタン系色素の光抗菌活性
末澤 拳汰1, 松木 優芽1, 猪口 雅彦1, ○尾堂 順一1（1岡
山理大理）
大気圧低温プラズマによる活性酸素種生成とリポ
ソーム膜の過酸化
○安西 和紀1, 小清水 里子1, 篠田 航1, 上野 健太1, 福
田 詩織1, 垣内 香奈1, 高城 徳子1, 土田 和徳1（1日本薬
大）
アルツハイマー型認知症関連タンパク質 Tau の特異
的認識抗体による、Tau 自己凝集阻害機構の解明
○槌田 智裕1, 土屋 孝弘1, 尹 康子1, 箕浦 克彦1, 谷口
泰造2, 友尾 幸司1（1大阪薬大, 2姫路獨協大薬）
近赤外スペクトル解析による包装偽造医薬品の識別
性評価
○本田 洸樹1, 坂本 知昭2, 服部 祐介1, 大塚 誠1（1武蔵
野大薬, 2国立医薬品食品衛生研）

27PA-am306

炭酸イオンが触媒する Gln 残基の脱アミド化機構の
量子化学計算による解析
○加藤 紘一1,2, 仲吉 朝希1,3, 栗本 英治1, 小田 彰史1,3,4
（1名城大院薬, 2金城学院大薬, 3金沢大院医薬保, 4阪
大蛋白研）
27PA-am307 スクシンイミド残基のラセミ化：リン酸二水素イオ
ンによる触媒機構の計算化学的研究
○高橋 央宜1, 安達 夢1, 工藤 雅仁1, 進藤 和記子1, 桐
越 亮太1, 真鍋 法義1（1東北医薬大薬）
27PA-am308 Asp-Asp モチーフにおける非酵素反応：水 4 分子を
含むモデル計算
○真鍋 法義1, 岩渕 明音1, 山本 琴音1, 桐越 亮太1, 高
橋 央宜1（1東北医薬大薬）

錯体・電気化学
27PA-am309

27PA-am310

27PA-am311

27PA-am312

27PA-am313

27PA-am314

27PA-am315

27PA-am316

27PA-am317

27PA-am318

27PA-am319

27PA-am320

白金(II)錯体を担体とするポルフィリン類の光増感
作用
○宗像 浩樹1, 纓坂 瑠奈1, 上森 良男1（1北陸大薬）
DNA 二重鎖を切断する人工ブレオマイシンの合成
野村 章子2, 坂井 僚介1, 岩本 勇次1, 小寺 政人1, ○人
見 穣1（1同志社大理工, 2同志社大ナノバイオセ）
テトラゾラト架橋白金(II)二核錯体の DNA との相互
作用および細胞内取り込みに対するフッ素導入効果
の検討
○植村 雅子1, 米山 弘樹2, 春沢 信哉2, 米田 誠治1（1鈴
鹿医療大薬, 2大阪薬大）
水溶性非平面ポルフィリン鉄錯体の水溶液中での
性質
○今野 裕史1, 武田 淳1（1帝京大薬）
共振空洞型マイクロ波反応装置を用いた 68Ga 錯体形
成反応の基礎評価
○屋木 祐亮1, 木村 寛之1, 志水 陽一2, 有光 健治1, 中
本 裕士2, 富樫 かおり2, 安井 裕之1（1京都薬大, 2京大
病院放射線部）
シスプラチン、オキサリプラチンのプロドラッグ錯
体研究
○南澤 成実1, 平崎 愛佳2, 長澤 侑希1, 黄檗 達人2, 小
川 数馬3, 小谷 明2（1金沢大医薬保, 2金沢大院医薬保,
3
金沢大新学術）
ポルフィリンポリマーの研究 V 金属ポルフィリン
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（1神戸学院大薬）
ジスルフィド基の酸化電位における隣接基効果の
検証
○山本 拓平1, 福田 晃貴1, 江坂 幸宏1, Ireneusz
JANIK2, Matthew HUMPHRIES3, Dennis
LICHTENBERGER3, 宇野 文二1（1岐阜薬大, 2ノート
ルダム大, 3アリゾナ大）
アセトニトリル中でのコレステロールの電解酸化に
対する除酸素の影響
○上原 英恵1, 菅原 啓資1, 淺見 達彦1, 古石 裕治1, 山
本 法央1, 小谷 明1, 三浦 剛1, 袴田 秀樹1（1東京薬大
薬）
電気信号による薬物放出制御に関する研究
○大和田 悟志1, 八木田 美咲1, 吉田 健太郎1, 小野
哲也1, 柏木 良友1（1奥羽大薬）
ニトロキシルラジカル触媒によるアルコール電解酸
化反応の構造活性相関
○岩朝 由衣1, 小野 哲也1, 佐藤 勝彦2, 笹野 裕介2, 吉
田 健太郎1, 大樂 武範1, 岩渕 好治2, 柏木 良友1（1奥羽
大薬, 2東北大院薬）
電解重合法による有機触媒含有高分子の作製と
DDS への応用
○髙木 翔太1, 小野 哲也1, 吉田 健太郎1, 大樂 武範1,
柏木 良友1（1奥羽大薬）

27PA-am321

クマリン置換オルトカルボランの電子状態と分子内
光誘起電子移動による蛍光消光
弥永 拓斗1, 濱崎 浩太朗1, 山本 拓平1, 江坂 幸宏1,2, 瀬
戸 邦匡2, ○宇野 文二1,2（1岐阜薬大, 2岐大院連合創薬
医療情報）

生体物質の構造・物性・反応/生体膜・人工モデル膜
27PA-am322

海藻（カサノリ）由来の光駆動プロトンポンプであ
るアセタブラリアロドプシン II の光反応サイクル時
に形成される 2 つの O 中間体
○田母神 淳1, 菊川 峰志2,3, 奈良 敏文1, 出村 誠2,3, 染
谷 友美4,5, 白水 美香子4,5, 横山 茂之4,6, 宮内 正二7, 下
野 和実7,8, 加茂 直樹2（1松山大薬, 2北大生命科学院,
3
北大国際連携研究教育局, 4理研SSBC, 5理研CLST,
6
理研横山構造生物, 7東邦大薬, 8崇城大薬）
27PA-am323 パーキンソン病原因タンパク質 α-シヌクレインのモ
ノマー／テトラマー変換と線維形成に関する解析
○栃尾 尚哉1, 鈴木 美有1, 根本 舞1, 押鐘 浩之2, 楯
直子1（1帝京大薬, 2帝京大医）
27PA-am324 区分同位体標識を用いた β2 アドレナリン受容体のリ
ン酸化によるシグナル制御機構の解明
○白石 勇太郎1, 夏目 芽依1, 幸福 裕1, 今井 駿輔1, 中
田 國夫2, 水越 利巳2, 上田 卓見1,3, 岩井 秀夫4, 嶋田
一夫1（1東大院薬, 2味の素イノベーション研, 3JST・
PRESTO, 4ヘルシンキ大生物工学研）
27PA-am325S β2 アドレナリン受容体のリン酸化によるシグナル制
御機構の解明
○夏目 芽依1, 白石 勇太郎1, 幸福 裕1, 今井 駿輔1, 中
田 國夫2, 水越 利巳2, 上田 卓見1,3, 岩井 秀夫4, 嶋田
一夫1（1東大院薬, 2味の素イノベーション研, 3JST・
PRESTO, 4ヘルシンキ大・生物工学研）
27PA-am326 酸化ストレスに対する細胞内 Trx の分子応答の incell NMR 観測
望月 綾野1, 佐宗 新1, 久保 智史1, ○西田 紀貴1, 嶋田
一夫1（1東大院薬）
27PA-am327 PILRα による糖ペプチド認識機構の解明
○古川 敦1, 柿田 浩輔1, 荒瀬 尚2, 穴田 仁洋1, 尾瀬
農之1, 橋本 俊一1, 前仲 勝実1（1北大院薬, 2阪大微研）
27PA-am328 LAIR ファミリーのコラーゲン認識機構の解明
○関 夏未1, 丸野 孝浩2, 沖 大也1, 松村 久美子1, 望月
雅允3, 西内 祐二3, 河原 一樹1, 吉田 卓也1, 大久保
忠恭1, 小林 祐次2（1阪大院薬, 2阪大院工, 3ペプチド
研）
27PA-am329 腸管毒素原性大腸菌が産生する分泌タンパク質 CofJ
の機能解明
○沖 大也1, 河原 一樹1, 深草 俊輔2, 松田 重輝2, 今井
友也3, 丸野 孝浩4, 小林 祐次4, 児玉 年央2, 飯田 哲也2,
吉田 卓也1, 大久保 忠恭1, 中村 昇太2（1阪大院薬, 2阪
大微研, 3京大生存研, 4阪大院工）
27PA-am330 新規抗 CD20scFv と CD20 の affinity 解析
○岸田 瑞生1, 寺倉 精太郎3, 青木 一史2, 吉田 卓也1,
大久保 忠恭1, 内山 進2（1阪大院薬, 2阪大院工, 3名大
院医）
27PA-am331S in-cell NMR 法による細胞内環境下における Ras の活
性状態の評価
○趙 慶慈1, 藤宮 瑠勇1, Chris MARSHALL2, 伊倉
光彦2, 西田 紀貴1, 嶋田 一夫1（1東大院薬, 2Dept. of
Med. Biophys., Campbell Family Cancer Res. Inst.,
Princess Margaret Cancer Centre, Univ. of Toronto）
27PA-am332 アラニン側鎖メチル基を観測対象とした β2-アドレナ
リン受容体のシグナル伝達機構の解明
○横溝 智貴1, 今井 駿輔1, 幸福 裕1, 上田 卓見1,3, 白石
勇太郎1, 夏目 芽依1, 中田 國夫2, 五十嵐 俊介2, 水越
利巳2, 鈴木 榮一郎2,4, 嶋田 一夫1（1東大院薬, 2味の素
イノベーション研, 3JST・PRESTO, 4JBiC）
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27PA-am333

昆虫細胞発現系におけるアラニン選択的安定同位体
標識法の開発と脂質二重膜中の β2-アドレナリン受
容体への応用
○中田 國夫1, 五十嵐 俊介1, 幸福 裕2, 上田 卓見2,3, 白
石 勇太郎2, 夏目 芽依2, 横溝 智貴2, 今井 駿輔2, 山口
秀幸1, 水越 利巳1, 鈴木 榮一郎1,4, 嶋田 一夫2（1味の素
イノベーション研, 2東大院薬, 3JST・PRESTO, 4JBiC）
27PA-am334 NMR 法により解明した、マルチドメイン蛋白質複
合体 CheA-CheY の動的ドメイン間相互作用による
走温性制御機構
○上田 卓見1,2, 湊 雄一1, 町山 麻子1, 岩井 秀夫3, 嶋田
一夫1（1東大院薬, 2JSTさきがけ, 3ヘルシンキ大・生物
工学研）
27PA-am335S 新規グアニンヌクレオチド交換因子 SmgGDS による
RhoA 認識機構の構造基盤
○清水 光1, 藤間 祥子1, 紺谷 圏二1, 堅田 利明1, 清水
敏之1（1東大院薬）
27PA-am336 高圧力 NMR 法による蛋白質の変性中間体の立体構
造解析：ライム病に関わるボレリア菌の Outer surface
protein A(OspA)
○北原 亮1, 若本 拓朗2, 亀田 倫史3（1立命館大薬, 2立
命館大生命科学, 3産総研）
27PA-am337 昇温および降温過程におけるヒト角層細胞間脂質モ
デルの物性評価
○藤井 美佳1,2, 我藤 勝彦2,3, 小澤 洋介2,4, 久田 浩史2,
井上 元基2, 深水 啓朗2（1ミロット, 2明治薬大, 3アステ
ラス製薬, 4マルホ）
27PA-am338 クエン酸存在下におけるキサンテン系色素による大
腸菌の光不活性化
○加藤 久登1, 岩崎 怜実1, 駒越 圭子2, 増田 和文1, 勝
孝1（1就実大薬, 2岡山大薬）
27PA-am339S Phospholipase D による脂質膜上での酵素反応の速度
論的解析
○稲場 陸人1, 中尾 裕之2, 池田 恵介2, 中野 実2（1富山
大, 2富山大院薬）
27PA-am340 還元型テトラジン(rTz-C18)と生体膜脂質の Langmuir
単分子膜挙動
○中原 広道1, 萩森 政頼2, 向 高弘3, 柴田 攻4（1第一薬
大, 2長崎大院医歯薬, 3神戸薬大, 4長崎国際大院薬）
27PA-am341 部分フッ素化アルコールと DPPC 単分子膜との相互
作用評価：フッ素置換型 DPPC との混和性について
川田 亮介1, 中原 広道2, ○柴田 攻3（1長崎国際大薬,
2
第一薬大, 3長崎国際大院薬）
27PA-am342 正電荷リポソームによるマスト細胞内 Ca イオン濃
度上昇の抑制機構の解明
○伊納 義和1, 田所 哲2, 横川 慧1, 古野 忠秀1（1愛知学
院大薬, 2帝京大薬）
27PA-am343S マスト細胞の分泌顆粒に局在する Ca チャネル Orai-2
による細胞内 Ca2+濃度制御
○服部 幸希1, 鈴木 亮1,2, 望月 雄司1, 田中 正彦1, 平嶋
尚英1（1名市大院薬, 2金沢大院医薬保）
27PA-am344 生細胞膜上で凝集したアミロイド β ペプチドの毒性
はオリゴマーではなく線維によって引き起こされる
伊藤 直也1, 高田 絵里1, 大久保 薫1, ○矢野 義明1, 星
野 大1, 佐々木 章2, 金城 政孝3, 松﨑 勝巳1（1京大院薬,
2
産総研, 3北大生命科学院）
27PA-am345 カチオン性ポリペプチドと脂質二分子膜との相互
作用
○植野 哲1, 高野 史嗣1, 村岡 南斗2, 吉田 建太2（1徳島
大院HBS・薬, 2徳島大薬）

27PA-am347

27PA-am348

27PA-am349

27PA-am350

27PA-am351

27PA-am352

27PA-am353

計算化学
27PA-am354

27PA-am355

27PA-am356

27PA-am357

27PA-am358

27PA-am359

物理的計測
27PA-am346

神経突起との接着が膵島 α 細胞のグルカゴン分泌に
及ぼす影響
○古野 忠秀1, 渡部 聖人1, 横川 慧1, 伊納 義和1, 鈴木
崇弘2（1愛知学院大薬, 2愛知学院大歯）

メラニンラジカルを指標とする DNP-MRI によるメ
ラノーマ可視化法の開発
中路 睦子1, 長沼 辰弥2, 内海 英雄3, 松尾 政之4, ○兵
藤 文紀4,5（1九大イノベ, 2日本レドックス, 3静岡県大
薬, 4岐阜大医, 5九大医）
DNP-MRI 撮像解析によるアトピー性皮膚炎モデルマ
ウスの皮膚深部の酸化ストレス評価
○江藤 比奈子1, 辻 学2, 千葉 貴人2, 古江 増隆2, 兵藤
文紀3（1九大イノベ, 2九大院皮膚, 3岐阜大医画像開
発）
血管および腫瘍の描画を目的とした MRI 造影剤 Gdデキストランの体内動態
○金井 春菜1, 大山 真奈1, 赤星 晶子1, 中村 綾菜1, 西
田 正志2, 岡崎 祥子1, 竹下 啓蔵1,3（1崇城大薬, 2崇城大
工, 3崇城大DDS研）
薬物キャリアを想定した MRI 造影剤 Gd-デキストラ
ンの腫瘍への集積量と腫瘍サイズの関係
○中村 綾菜1, 中川 陽平1, 横山 英華1, 石坂 浩太郞1,
赤星 晶子1, 金井 春菜1, 方 軍1, 岡崎 祥子1, 竹下 啓
蔵1,2（1崇城大薬, 2崇城大DDS研）
レドックスプローブ ACP による敗血症モデルマウス
の非侵襲的レドックス評価と病態
○岡崎 祥子1, 嘉悦 淑乃1, 北富 章子1, 佐藤 みづき1,
福田 偲1, 竹下 啓蔵1（1崇城大薬）
ロドールをベースとした多硫化水素蛍光プローブの
開発
○塚本 効司1, 高井 亜紗美1, 前田 初男1（1兵庫医療大
薬）
発光イメージング法を用いたグルカゴン分泌の可視
化解析系の構築
○横川 慧1, 鈴木 崇弘2, 井上 敏3, 伊納 義和1, 鈴木 亮4,
金森 孝雄2, 平嶋 尚英4, 古野 忠秀1（1愛知学院大薬,
2
愛知学院大歯, 3JNC横浜研, 4名市大院薬）

27PA-am360
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ヒト CYP4A11 の代謝活性に対する sulindac 及び
sulindac 誘導体の影響 － ドッキングシミュレー
ションによる阻害機構の検討 －
○増田 和文1, 山折 大2, 加藤 久登1, 山下 名帆3, 大森
栄2, 成松 鎭雄4（1就実大薬, 2信州大病院薬, 3信州大
医, 4南九大健栄）
筋萎縮治療薬を目指した SMAD3 阻害剤 SIS3 の結
合様式の同定
○中込 泉1, 楠本 彩瑛1, 飯島 瑛里香1, 杉山 耀司1, 山
乙 教之1, 宮本 健史2, 広野 修一1（1北里大薬, 2慶應大
医）
リガンド間の類似性を考慮した CK2 阻害剤の結合様
式予測
谷口 誠哉1, ○津田 真佑1, 露口 正人2, 木下 誉富2, 中
村 真也1, 仲西 功1（1近畿大薬, 2阪府大院理）
尿素骨格を持つ新規 BACE1 阻害剤：分子ドッキン
グによる結合様式予測と FMO 法を利用したリード
設計
○吉田 智喜1, 松下 航平2, 小林 健一2, 古源 寛2, 広野
修一1（1北里大薬, 2明治薬大）
タンパク質複合体立体構造予測の国際コンテストに
みる予測精度の評価と現状
○清田 泰臣1, 山本 裕大1, 内藤 克哉1, 志鷹 真由子1
（1北里大薬）
三環系キノリン誘導体の MAO 阻害活性の評価
○浦上 侑里絵1, 端野 衣里1, 前原 昭次1, 北村 千浪1,
秦 季之1（1福山大薬）
タンパク質の結合部位間の類似性とリガンドのフラ
グメント間の類似性との相関研究
○山乙 教之1, 杉山 耀司1, 市村 博信1, 広野 修一1（1北
里大薬）

27PA-am361

27PA-am362

27PA-am363

27PA-am364

27PA-am365

27PA-am366

27PA-am367

27PA-am368

27PA-am369
27PA-am370

27PA-am371

27PA-am372

27PA-am373

27PA-am374

27PA-am375

27PA-am376

分子動力学計算を用いたアルドケト還元酵素
AKR1C3 の C154Y 及び L159V 変異体の溶液構造
解析
○渡邉 友里江1, 早川 大地1, 遠藤 智史2, 合田 浩明1
（1昭和大薬, 2岐阜薬大）
ハロゲン結合や弱い水素結合を記述可能な分子相互
作用場計算法の構築
○早川 大地1, 渡邉 友里江1, 合田 浩明1（1昭和大薬）
分子動力学法と配列解析による thrRS とスレオニン
の結合親和性に関する研究
○森 義治1, 竹田－志鷹 真由子1, 奥村 久士2,3（1北里
大薬, 2分子研, 3総研大）
Asp 残基の異性化がリボヌクレアーゼ A の立体構造
に与える影響の分子動力学シミュレーションによる
予測
○仲吉 朝希1,2, 加藤 紘一2,3, 福吉 修一1, 栗本 英治2,
小田 彰史1,2,4（1金沢大院医薬保, 2名城大薬, 3金城学
院大薬, 4阪大蛋白研）
ラセミ体のアミノ酸から構築された原始タンパク質
の立体構造の推定
○小田 彰史1,2,3, 仲吉 朝希1,2, 加藤 紘一1,4, 福吉 修一2,
栗本 英治1（1名城大薬, 2金沢大院医薬保, 3阪大蛋白
研, 4金城学院大薬）
アミノ酸との相互作用マッピング(AAM)記述子に基
づいたヒット/リード化合物の骨格改変法の開発
○大平 詩野1, 津村 享佑1, 中林 淳1, 松本 拓也1（1富士
フイルム）
溶媒下におけるノニバミドの安定な配座異性体とそ
の成因
○田中 薫1（1杏林大保健）
炭素-窒素不斉軸を有する光学活性テトラヒドロキノ
リンの構造とその回転障壁に対するプロトン化の効
果：計算による解析
○横島 智1, 土橋 保夫1, 長谷川 弘1, 北川 理2（1東京薬
大薬, 2芝浦工大工）
CYP3A4 による医薬品代謝物の予測に関する研究 (2)
○畑 晶之1, 三好 英明1, 濱野 智也1（1松山大薬）
CYP2D6 の pH に依存した分子動力学計算
○大滝 正訓1, 太田 有紀1, 渡辺 実1,2, 小林 司1, 中村
悠城1, 渡邉 大輝1, 山本 信1,3, 武半 優子1, 飯利 太朗1,
松本 直樹1（1聖マリアンナ医科大薬理, 2聖マリアンナ
医科大院実験動物飼育管理研究施設, 3聖マリアンナ
医科大腎臓高血圧内科）
フラグメント分子軌道法による Estrogen Receptor β
とリガンドとの相互作用解析
関 祐哉1, ○福澤 薫1, 加藤 司1, 郡司 美穂子1, 古石
誉之1, 米持 悦生1（1星薬大）
In silico フラグメントマッピングに基づく新規キマー
ゼ阻害剤の同定および分子設計
○小澤 新一郎1, 高橋 美貴1, 広野 修一1（1北里大薬）
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, 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）
タンパク質結晶の初期原子座標の差異性が除去され
るのに必要な計算時間
○斉 非1, 米田 友貴1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1（1千葉大
院薬）
ヒト経口ブドウ糖摂取ペースの高速な設計手法の
開発
○村上 陽平1, 大羽 成征1, 藤井 雅史2, 唐沢 康暉3, 黒
田 真也2, 石井 信1（1京大院情報, 2東大院理, 3東大病
院リハ）
タンパク質複合体の構造の予測方法の探索
○瞿 良1, 米田 友貴1, 根矢 三郎1, 星野 忠次1（1千葉大
院薬）

生体高分子/製剤
27PA-am377

B 型肝炎ウイルスの粒子形成機構の解明
○横川 真梨子1, 石場 智彬1, 池田 寿子1, 藤田 浩平1,
横田 旭美1, 大澤 匡範1（1慶應大薬）
27PA-am378S 新規 apoA-I 構造特異抗体によるアミロイド線維反応
性の評価
○古谷 優樹1, 服部 恵美1, 扇田 隆司1, 森田 いずみ2,
大山 浩之2, 小林 典裕2, 斎藤 博幸1（1京都薬大, 2神戸
薬大）
27PA-am379S 電位依存性カリウムイオンチャネル hERG の閉状態
の安定化による、hERG 開閉機構の構造生物学的
解明
○松村 一輝1, 簗瀬 尚美1, 秋元 まどか1, 岩崎 菜々美2,
坂本 多穗2, 黒川 洵子2, 横川 真梨子1, 大澤 匡範1（1慶
應大薬, 2静岡県大薬）
27PA-am380S 好熱性古細菌由来増殖細胞核抗原の精製および結
晶化
山内 崇浩1, ○菊池 槙子2, 馬籠 将1, 金成 麗奈1, 角田
大1,2（1いわき明星大薬, 2いわき明星大院理工）
27PA-am381S アミロイドーシス変異アポ A-I のホスファチジルセ
リンとの相互作用領域の特定
○中村 光希1, 栗光 直子1, 水口 智晴1,2, 扇田 隆司1, 斎
藤 博幸1（1京都薬大, 2徳大院薬）
27PA-am382 GAS41 の YEATS ドメインによるアセチル化ヒスト
ンテイルの分子認識機構
○菊地 正樹1, 丹羽 英明1, 梅原 崇史1（1理研CLST）
27PA-am383 転写因子 GATA の核局在化シグナルと zinc finger
上床 知佐奈1, 前川 京子1, ○桑原 淳1（1同志社女大
薬）
27PA-am384 プロテオーム解析によるすっぽんコラーゲンのヒト
皮膚角化細胞への影響の検討
○山本 哲志1, 中西 紗緒理1, 三田村 邦子1, 多賀 淳1
（1近大薬）
27PA-am385 PLGA の物理化学的性質がナノ粒子の薬物放出挙動
に与える影響
○竹内 一成1,2, 山口 竣輔1, 牧野 公子1,2（1東京理大薬,
2
東京理大薬 DDS研セ）
27PA-am386 水溶性シクロデキストリンを添加した三成分系固体
分散体の設計
○小川 法子1, 藤田 浩輔1, 高橋 知里1, 山本 浩充1（1愛
知学院大薬）
27PA-am387 Coenzyme Q10/Poloxamer/Polyethylene glycol による
溶融混合物の調整と物性解析
○服部 祐介1, 石井 授香1, 大塚 誠1（1武蔵野大薬）
27PA-am388S 溶解性改善による有用性に優れた機能性食品を指向
した非晶質化 β-カロテンの作製並びにその物性評価
○三木 祥平1, 大野 茜1, 中村 悠太1, 大谷 修一2, 石本
憲司2, 中村 幹彦2, 中川 晋作1,2（1阪大院薬 薬剤, 2阪大
院薬 機能性食品）
27PA-am389 ミルタザピン/スルフォブチルエーテル-β-シクロデキ
ストリン/アルギン酸プロピレングリコール 3 成分複
合体構造の解明
○古石 誉之1, 寺田 崚輔1, 郡司 美穂子1, 福澤 薫1, 遠
藤 朋宏2, 米持 悦生1（1星薬大, 2東京薬大薬）
27PA-am390 人工甘味料との多成分結晶化によるベネキサートの
物理化学的特性の改善
○米持 悦生1, 藤田 瑛里子1, Okky PUTRA1, 梅田 大
貴1, 郡司 美穂子1, 古石 誉之1, 福澤 薫1, 原口 珠実2, 吉
田 都2, 内田 享弘2（1星薬大, 2武庫川女大薬）
27PA-am391S PAT を志向した低波数ラマン分光法による造粒モニ
タリング
○野村 和也1, 宮坂 耕平1, 大西 優1, 久田 浩史1, 井上
元基1, 小出 達夫2, 深水 啓朗1（1明治薬大, 2国立衛研）
27PA-am392 特定の細胞接触を感知できる非免疫細胞の開発と、
cell-based enzyme prodrug cancer therapy への応用
○小嶋 良輔1,2, Martin FUSSENEGGER1（1ETH Zurich
D-BSSE, 2東大院医）
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27PA-am393

27PA-am394

27PA-am395

水素分子(H2)による細胞酸化ストレス状態の軽減に
ついて
○小林 茂樹1, 鈴木 晴奈1, 神林 万理奈1, 鎌田 彩花1,
唐澤 悟1（1昭和薬大）
一重項酸素消去活性測定法の検討-ESR を用いた簡
易的測定方法○高城 徳子1, 丸山 貴史1, 栗原 義暢1, 土田 和徳1, 安
西 和紀1（1日本薬大）
圧縮センシングと最適内挿近似に基づく 2D NMR ス
ペクトル再構成法の HMBC・HMQC に対する性能
評価
渡邉 光1, ○中楯 奨1, 木田 雄一1（1奥羽大薬）

放射化学
27PA-am396

放射性標識をした核酸医薬品の設計モデリングと機
能性評価
○永井 慎1, 片渕 哲朗1（1岐阜医療大）
27PA-am397 フィルター完全性試験装置を用いたエタノール含有
PET 製剤のバブルポイント規格値設定に関する検討
○仲 定宏1, 金井 泰和2, 木下 大輔3, 佐藤 隆史3, 若原
正晴3, 加藤 弘樹1, 下瀬川 恵久2, 畑澤 順1（1阪大院医
核医学, 2阪大院医医薬分イメ, 3住重加速器）
27PA-am398 脳内 α-シヌクレイン凝集体の画像化を目的とした分
子プローブの開発
○中家 真理1, 淵上 剛志1, 片山 史博1, 川崎 仁央1, 吉
田 さくら1, 渡邊 裕之2, 小野 正博2, 中山 守雄1（1長崎
大院医歯薬, 2京大院薬）
27PA-am399 111In-DTPA-L-Phe－1-Asp0-D-Phe1-octreotide の正常マウ
スでの体内動態および in vitro 腫瘍集積性の評価
○大島 伸宏1, 亀山 裕司1, 鹿内 浩樹1, 北浦 廣剛1, 秋
澤 宏行2, 大倉 一枝1（1北医療大薬, 2昭和薬大）
27PA-am400 チミジンホスホリラーゼ標的放射性プローブ
[125I]IIMU の取り込みに対する有機カチオントランス
ポーターの影響
中山 賢志1, ○宿里 充穗1, 東川 桂2, 尾江 悟1, 水野
雄貴1, 大倉 一枝3, 久下 裕司2, 秋澤 宏行1（1昭和薬大,
2
北大アイソトープ総合セ, 3北医療大薬）
27PA-am401 RI 標識抗体フラグメントの腎集積低減に向けた
111
In-DOTA 誘導体結合ペプチドの腎刷子縁膜酵素認
識の検討
○荒木 麻理1, 鈴木 博元1, 一戸 賢斗1, 小野 貴裕1, 内
村 美里1, 上原 知也1, 荒野 泰1（1千葉大院薬）
27PA-am402 放射性ヨウ素標識シグマ-1 受容体リガンドの開発
○増田 涼平1, 小川 数馬2, 三代 憲司2, 小阪 孝史3, 柴
和弘3, 小谷 明1（1金沢大院医薬保, 2金沢大新学術, 3金
沢大学際セ）
27PA-am403S アミロイドイメージングプローブとしてのレチノイ
ド類縁体の評価
○大園 侑花1, 片山 史博1, 吉田 さくら1, 淵上 剛志1,
石原 淳1, 中山 守雄1（1長崎大院医歯薬）
27PA-am404 神経内分泌腫瘍診断／治療薬開発における新規非天
然アミノ酸 ATSMaa を用いた somatostatin 誘導体の
物性最適化
○藤澤 豊1, 飯田 靖彦1（1鈴鹿医療大薬）
27PA-am405S 2 座イソニトリルを用いた 6 配位型 99mTcI 錯体の作
製: リンカー構造が標識収率に与える影響の検討
○雨宮 はるか1, 水野 雄貴1, 荒野 泰2, 秋澤 宏行1（1昭
和薬大, 2千葉大院薬）
27PA-am406 ペプチドの At-211 標識法の開発と基礎的評価
○武田 拓也1, 小川 数馬2, 三代 憲司2, 豊嶋 厚史3, 吉
村 崇4, 篠原 厚3, 柴 和弘5, 絹谷 清剛1, 小谷 明1（1金沢
大院医薬保, 2金沢大新学術, 3阪大院理, 4阪大RI総合
セ, 5金沢大学際セ）
27PA-am407 18F-フルオロ-α メチルフェニルアラニン新規合成法
の開発および基礎的評価
○山口 藍子1, 花岡 宏史1, 対馬 義人1（1群大院医）

27PA-am408

オシメルチニブのコンパニオン診断を目的とした イ
メージングプローブの開発
○曽福 智貴1, 小川 数馬2, 三代 憲司2, 西井 龍一3, 牧
野 顕4, 清野 泰4, 小谷 明1（1金沢大院医薬保, 2金沢大
新学術, 3放医研, 4福井大高エネ研）
27PA-am409 BPA の集積向上を可能にするアミノ酸負荷剤の探索
○吉本 光喜1, 本田 納紀1, 栗原 宏明1, 藤井 博史1（1国
がん研セ）
27PA-am410 α 線放出核種による放射線内用療法について
○志村 紀子1, 村田 昭久2, 川嶋 朗3, 小島 周二4（1奥羽
大薬, 2リード&カンパニー, 3東京有明医療大, 4東京理
大薬）
27PA-am411 子宮内膜症診断用 PET 薬剤の開発
○花岡 宏史1, Tumenjargal AMARTUVSHIN1, 山口
藍子1, 対馬 義人1（1群馬大院医学系研究科）
27PA-am412 脳内 NADPH オキシダーゼ活性イメージングプロー
ブの開発
○岡村 敏充1, 岡田 真希1, 菊池 達矢1, 脇坂 秀克1, 張
明栄1（1量研機構）
27PA-am413 ヒト腫瘍細胞における[14C]MeAIB 集積量とアミノ酸
トランスポーターの発現量及び細胞増殖能との関
連：[3H]Methionine との比較
○加川 信也1, 西井 龍一1,2, 東 達也1,2, 山内 浩1, 小川
衣未3, 奥平 宏之4, 小林 正和5, 吉本 光喜6, 鹿野 直人7,
川井 恵一5（1滋賀成病セ研, 2放医研, 3宮大医, 4日本メ
ジ, 5金沢大院医薬保, 6国立がん研セ, 7茨城県医療大）
27PA-am414 放射線誘導の細胞死におけるミトコンドリア由来
O2－の関与
○中野 友皓1, 楠木谷 佳奈1, 望月 彩緒梨1, 山本 竜慈1,
吉川 紗里衣1, 吉川 華七子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, 2帝京大医技）
27PA-am415 炭素イオン線または X 線を照射した 2,2-ジフェニ
ル-1-ピクリルヒドラジルラジカル溶液のレドックス
評価
○中西 郁夫1, 東 梨佳子1,2, 下川 卓志1,2, 山下 真一3,
関根(鈴木) 絵美子1, 上野 恵美1, 小川 幸大1,4, 小澤
俊彦5, 藤崎 真吾2, 松本 謙一郎1,6（1量研機構放医研,
2
東邦大院理, 3東大院工, 4千葉大院融合, 5昭和薬大,
6
千葉大院理）
27PA-am416S γ 線照射ヒト表皮細胞からの二次的液性因子放出を
介した細胞増殖抑制効果
○伊丹 佐和子1, 大崎 藍里2, 宮野 優希1, 田中 怜1, 小
島 周二1, 田沼 靖一1,2, 月本 光俊1,2（1東京理大薬, 2東
京理大院薬）
27PA-am417 γ 線照射誘導性がん細胞転移能亢進に対する TRPV1
チャネル阻害薬の抑制効果
佐々木 理恵1, 中西 勇人1, 髙井 英里奈1, 篠原 佑璃亜1,
西野 圭祐1, 田沼 靖一1, 小島 周二1, ○月本 光俊1（1東
京理大院薬）
27PA-am418 放射線照射によるがん細胞の突然変異に対する
APOBEC3 の影響
○齋藤 陽平1, 石井 孝弘1, 山本 由美1, 山本 文彦1（1東
北医薬大薬）
27PA-am419 セレン欠乏モデルマウスの作製と肝 GSH-Px 活性の
変化
○上野 恵美1, 中西 郁夫1, 松本 謙一郎1（1量研機構 放
医研）
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HPLC・分光分析
27PA-pm278
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高精度テラヘルツ分光スペクトル測定による有機結
晶中の高感度不純物検出
○佐々木 哲朗1, 坂本 知昭2, 大塚 誠3（1静岡大電研,
2
国立衛研, 3武蔵野大薬）

27PA-pm279

o-カルボキシフェニルフルオロンと鉄（II)を用いる
過酸化物の吸光光度定量について
○山口 敬子1, 岡島 龍斗1, 柏木 翔和1, 久保田 望海1,
浅田 翔太1, 中原 良介2, 島本 史夫1, 藤田 芳一1,3,4（1大
阪薬大, 2大分大病薬, 3サエラ薬局, 4大阪信愛女学院）
27PA-pm280 市場流通医薬品の品質確認のための分光分析 第 4
報 抗マラリア薬 Riamet 錠を用いたラマンイメージ
構築の最適化のためのスペクトル解析アプローチ
○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）
27PA-pm281 市場流通医薬品の品質確認のための分光分析 第 5
報 近赤外イメージングを用いた異なる流通経路よ
り入手した抗マラリア合剤中の成分分布の比較
○坂本 知昭1, 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）
27PA-pm282 カリックスアレーン類と蛍光性リガンドを併用する
生体関連物質の簡便かつ明瞭な検出法の開発に関す
る検討
○佐竹 弘行1（1神奈川県立保健福祉大保健福祉）
27PA-pm283 高出力テラヘルツ波分光方式による結晶性原薬の多
形評価の検討
○志村 啓1, 愛甲 健二1, 高井 茉佑子2, 小野 統矢1, 茂
原 瑞希1（1日立ハイテクノロジーズ, 2日立製作所）
27PA-pm284 広帯域テラヘルツ量子カスケードレーザー光源によ
る製剤評価技術の研究
○堀田 和希1, 秋山 高一郎1, 坂本 知昭2, 中西 篤司1,
藤田 和上1, 高橋 宏典1, 合田 幸広2（1浜松ホトニクス,
2
国立医薬品食品衛生研）
27PA-pm285S 標準添加法を取り入れたフローインジェクション分
析法によるリン酸イオンの定量
○野村 未晴1, 田中 秀治2, 竹内 政樹2（1徳島大薬, 2徳
島大院薬）
27PA-pm286 ワルファリンおよびそのハロゲン置換体に対する分
子インプリントポリマーの調製と評価
○久保 有沙1, 松永 久美1, 萩中 淳1（1武庫川女大薬）
27PA-pm287 タンパク質医薬品特性解析の高分離化、高速化に向
けた新規逆相 LC カラム
○岩崎 裕子1, 佐々木 俊哉1, 朝日 優介1, 松本 真理子1,
Jennifer NGUYEN2, Susan RZEWUSKI2, Dan
WALSH2, Jim COOK2, Maureen DELOFFI2, Gary
IZZO2, Yuehong XU2, Matthew A. LAUBER2（1日本
ウォーターズ, 2ウォーターズ）
27PA-pm288 安息香酸およびその置換体に対する分子インプリン
トポリマーの調製と評価：分子認識能に及ぼす置換
基の影響
○中野 梨乃1, 松永 久美2, 萩中 淳2（1武庫川女大院薬,
2
武庫川女大薬）
27PA-pm289 コアシェルカラムを用いるペプチド・タンパク質の
分離
○長江 徳和1, 塚本 友康1, 佐藤 誠1（1クロマニックテ
クノロジーズ）
27PA-pm290 核酸修飾 HILIC 型固定相における特異的選択性発現
に関する基礎検討
○村上 博哉1, 三木 雄太1, 尾宮 美保1, 江坂 幸宏2, 井
上 嘉則1, 手嶋 紀雄1（1愛知工大工, 2岐阜薬大）
27PA-pm291 pH12 まで使用可能な新規 C18 カラムの開発
○坂牧 寛1, 中野 裕太1, 小幡 友貴1, 内田 丈晴1（1化学
物質評価研究機構）
27PA-pm292 修正沈殿重合法によるルチンに対する分子インプリ
ントポリマーの調製と応用
○神路 浩美1, 升本 志津香1, 松永 久美1, 萩中 淳1（1武
庫川女大薬）
27PA-pm293 陰イオン交換クロマトグラフィーを用いた同鎖長オ
リゴヌクレオチドの分離
○神近 俊人1, 中田 文弥1, 小林 昭1（1東ソー）
27PA-pm294 陽イオン交換有機モノリスカラムによる塩基性薬物
とリン酸基との相互作用評価
○岡本 悠加1, 濵口 良平1, 黒田 幸弘1（1武庫川女大
薬）

27PA-pm295

親水性原薬の純度試験法（HPLC 法）における分離
モードの選定
○浅野 真吾1, 白木 元明1（1東レ医薬研）
27PA-pm296 ヒト Fc レセプターを利用した抗体医薬品向けアフィ
ニティ分析カラムの開発
○田中 亨1, 荒木 康祐1, 朝岡 義晴1, 寺尾 陽介1, 大江
正剛1, 井出 輝彦1, 村中 和昭1（1東ソー）
27PA-pm297 耐久性を向上させるエンドキャッピング法の順相カ
ラムへの応用
○塚本 友康1, 小島 瞬1, 長江 徳和1（1クロマニックテ
クノロジーズ）
27PA-pm298 オンラインプレカラム光照射 HPLC によるリボフラ
ビンリン酸エステルナトリウム定量の自動化
○関 雅晴1, 福田 三智子1, 浜崎 敦子1, 小谷野 真一1,
佐々木 隆宏1, 楢木 洋子1, 横田 和義1（1ゼリア新薬工
業中央研）
27PA-pm299 逆相イオンペア HPLC-UV 法による糖アルコール類
の一斉分析－モリブデン酸錯体形成を利用して－
○健名 智子1, 小玉 修嗣2, 山本 敦3, 井上 嘉則4, 早川
和一5（1富山衛研, 2東海大理, 3中部大応生, 4愛工大工,
5
金沢大環日本海域環境研究セ）
27PA-pm300 ポストカラム誘導体化のためのミキサー構造を有す
る液体クロマトグラフィーチップの開発
○磯川 宗生1, 中西 完貴2, 金森 貴宏1, 尹 棟鉉2, 関口
哲志2, 船津 高志1, 庄子 習一2, 角田 誠1（1東大院薬,
2
早大理工）
27PA-pm301S 血清および唾液中 3-ニトロチロシンの光照射蛍光検
出 HPLC
○渥美 元将1, 馬橋 萌生1, 石山 尚実1, 馬渡 健一1, 安
田 誠1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 金子 希代子1, 中込
和哉1（1帝京大薬）
27PA-pm302 光応答性活性酸素発生物質を標識試薬として用いる
アミン類の HPLC-化学発光検出法の開発
○岸川 直哉1, 河本 絢香2, 黒田 直敬1（1長崎大院医歯
薬, 2長崎大薬）
27PA-pm303 蛍光検出 HPLC による非侵襲試料中ニコチンおよび
コチニンの同時分析法の開発
○安田 誠1, 梅田 夕佳1, 桐生 茉穂1, 髙橋 さやか1, 馬
渡 健一1, 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）
27PA-pm304 キラル誘導体化-LC/MS/MS 法を用いた D,L-アミノ
酸の解析
○高野 友輔1, 滝島 裕貴1, 堺谷 晋太郎1, 小林 正樹1,
新津 勝1, 古地 壯光1（1城西大薬）
27PA-pm305 Immunoaffinity (IA)-FD-LC-MS/MS 解析法の基礎
検討
○中田 勝紀1,2, 齊藤 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）
27PA-pm306 薬剤溶出モニタリングの完全自動化によるワークフ
ローの効率化
○渡辺 覚1, 藤村 大樹1, 岩田 庸助1, 山口 忠行1（1島津
製作所）
27PA-pm307 モノクローナル抗体及びペプチド分析におけるバイ
オ医薬品対応新規 UHPLC システムを用いた性能の
向上及び分析法移管
○藪 昌世1, Brooke KOSHEL2, Ximo ZHANG2, Robert
BIRDSALL2, Corey REED2, Stephan KOZA2, Zhimin
LI2, Paula HONG2（1日本ウォーターズ, 2ウォーターズ
コーポレーション）
27PA-pm308 ゲルクロマトグラフィーを用いたコンドロイチン硫
酸由来不飽和二糖の分析
吉村 征紀1, 中塚 智尋1, 井上 和哉1, 永井 裕子1, 豊田
亜希子1, ○豊田 英尚1（1立命館大薬）
27PA-pm309 白血病細胞における分岐鎖アミノ酸の代謝解析
○角田 誠1, 服部 鮎奈2, 伊藤 貴浩2（1東大院薬,
2
ジョージア大）
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27PA-pm310

高尿酸血症モデルマウスにおける漢方薬のプリン・
ピリミジン代謝への影響
○渡邉 楊叡1, 秋山 秀樹1, 東 奈実1, 福内 友子1, 山岡
法子1, 富岡 直子1, 細山田 真1, 安田 誠1, 馬渡 健一1, 中
込 和哉1, 金子 希代子1（1帝京大薬）
27PA-pm311S リソソーム病酵素製剤中マンノース 6－リン酸残基
測定法の改良
○神嵜 美慶1, 重永 雅志1, 月村 考宏1, 片山 昌勅1, 櫻
庭 均1, 兎川 忠靖1（1明治薬大）
27PA-pm312S シングルリファレンス定量分析: 相対モル感度に基
づく新たな HPLC 定量法の開発とゴマリグナンへの
応用
○高橋 未来1, 西﨑 雄三2, 杉本 直樹2, 佐藤 恭子2, 井
之上 浩一1（1立命館大院薬, 2国立衛研）
27PA-pm313 洋菓子及びその材料に含まれるプリン体量について
○渡辺 理土1, 高田 彩1, 内藤 彰菜1, 山岡 法子1, 福内
友子1, 中込 和哉1, 馬渡 健一1, 安田 誠1, 金子 希代子1
（1帝京大薬）
27PA-pm314 パプリカなどの緑黄色野菜に含まれるプリン体の
測定
○高田 彩1, 内藤 彰菜1, 渡辺 理土1, 山岡 法子1, 福内
友子1, 中込 和哉1, 馬渡 健一1, 安田 誠1, 金子 希代子1
（1帝京大薬）
27PA-pm315 健康食品中のプリン体量の測定
○内藤 彰菜1, 高田 彩1, 渡辺 理土1, 山岡 法子1, 福内
友子1, 中込 和哉1, 馬渡 健一1, 安田 誠1, 金子 希代子1
（1帝京大薬）
27PA-pm316 めかじき、米糠および糠漬け中のプリン体測定
○高柳 ふくえ1, 福内 友子1, 山岡 法子1, 安田 誠1, 馬
渡 健一1, 中込 和哉1, 金子 希代子1（1帝京大薬）
27PA-pm317 LC/MS 法による抗体医薬品の薬物濃度測定のための
前処理手法の最適化
○橋井 則貴1, 新井 浩司2, 井上 則子3, 奥薗 剛4, 川端
光彦5, 合田 竜弥6, 笹原 里美3, 重山 拓摩7, 千原 光貴2,
夏目 徹8,9, 秦 信子10, 八田 知久8, 森下 明彦10, 山口
建7, 山根 真一4, 渡邉 伸明6, 石井 明子1, 斎藤 嘉朗1
（1国立衛研, 2LSIメディエンス, 3東和薬品, 4積水メ
ディカル, 5新日本科学, 6第一三共, 7住化分析セン
ター, 8ロボティック・バイオロジー・インスティチュー
ト, 9産総研, 10Ig－M）
27PA-pm318 Liquid chromatography optimization of pilocarpine,
amino acids, neurotransmitters and related drug by
API4000 based on log D
○Andrea Roxanne Jocsing ANAS1,2, 森崎 潤子1, 大矢
倫子2, 鈴木 弘美2, 澤田 誠2, 原田 健一1,3（1名城大薬,
2
名大環境医学研, 3名城大院総合学術 研究科）
27PA-pm319 LC/ESI-MS/MS による玄米発酵食品 (FBRA) 中ステ
リルグルコシド定量法の開発
村井 毅1, 神 繁樹2, 伊藤 麻里3, 根本 英幸3, 藤田 仁3,
堀江 裕紀子4, 東 達也4, ○池川 繁男5（1北医療大薬,
2
北大院保健, 3コーケン, 4東京理大薬, 5玄米酵素）
27PA-pm320S 受動喫煙バイオマーカーとしての毛髪中ニコチン及
びコチニンのオンラインインチューブ SPME／LCMS/MS 分析
○加地 早苗1, 犬飼 勇仁1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm321S 受動喫煙バイオマーカーとしての毛髪中ヘテロサイ
クリックアミン類のオンラインインチューブ SPME
／LC-MS/MS 分析
○金光 祐美1, 井上 勉1, 片岡 洋行1（1就実大薬）

LC-MS
27PA-pm322

受動喫煙バイオマーカーとしてのタバコ特異的ニト
ロソアミン類のオンラインインチューブ SPME／LCMS/MS 分析
○石﨑 厚1, 片岡 洋行1（1就実大薬）

27PA-pm323

新規核酸アナログ製剤の開発に向けたヌクレオシド
リン酸化体の LC-MS による測定法の検討
○橋本 麻衣1, 田口 和明1, 井本 修平1, 石黒 貴子1, 山
﨑 啓之1,2, 満屋 裕明3,4,5, 小田切 優樹1,2（1崇城大薬,
2
崇城大DDS研, 3国際医療研セ, 4アメリカ国立衛生研,
5
熊本大医）
27PA-pm324 ポリマー系ジオール型 HILIC カラムを用いたオリゴ
ヌクレオチドの LC/MS 測定
○貴家 潤治1, 青木 裕史1, 小木戸 譲1（1昭和電工）
27PA-pm325S 脂質断片化産物の一斉分析法の開発とデータベース
構築
○阿部 雅史1, 松岡 悠太1,2,3, 山田 健一1,2,3（1九大薬,
2
九大院薬, 3AMED CREST）
27PA-pm326 LC-MS ワークフローによるモノクローナル抗体サブ
ユニットのコアフコシル化の特性解析とモニター
○寺崎 真樹1, 廣瀬 賢治1, Nilini RANBADUGE2,
Henry SHION2, Ying Qing YU2, Weibin CHEN2（1日本
ウォーターズ, 2ウォーターズ）
27PA-pm327S 認知症種別の病理診断に基づく脳脊髄液・血液ペア
のワイドターゲットメタボロミクス解析
○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）
27PA-pm328S Niemann-Pick C1 タンパク質の機能阻害がホスファチ
ジルイノシトールの脂肪酸組成に及ぼす影響
○久保 美樹1, 濵口 良平1, 岡本 悠加1, 黒田 幸弘1（1武
庫川女大薬）
27PA-pm329S 脂肪酸酸化酵素を用いた脂質過酸化反応機序の解明
○齋藤 耕太1, 松岡 悠太1,2,3, 山田 健一1,2,3（1九大薬,
2
九大院薬, 3AMED CREST）
27PA-pm330S Fmoc 誘導体化固相抽出法による海洋深層水の高濃
縮技術およびワイドターゲットミクス解析への応用
○青木 寛奈1, 六車 宜央1, 北山 隆一2, 溝口 訓弘2, 佐
伯 行紀2, 藤井 侃2, 井之上 浩一1（1立命館大薬, 2五洲
薬品）
27PA-pm331 Girard 試薬アナログを用いるステロイドのハイスルー
プット LC/ESI-MS/MS 定量法の開発
○亀村 美樹1, 横田 麻衣1, 小川 祥二郎1, 東 達也1（1東
京理大薬）
27PA-pm332S 誘導体化 LC-MS/MS 法によるマウス便中の分岐鎖短
鎖脂肪酸のパターン解析
○岡田 泰毅1, 長友 涼介1, 赤津 裕康2, 丸山 光生3, 井
之上 浩一1（1立命館大薬, 2名市大医, 3長寿研）
27PA-pm333 DAPPZ アイソトポログ誘導体化による胆汁酸のハイ
スループット LC/ESI-MS/MS 定量法の開発
○城 彰宏1, 大谷 沙織1, 小川 祥二郎1, 東 達也1（1東京
理大薬）
27PA-pm334 LC-MS/MS によるヒト血漿中 Equol およびその抱合
代謝物の分析法の開発と代謝物プロファイル
○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）
27PA-pm335 下腎杯結石における X 線回折分析、IR 分析、および
プロテオーム解析
○小暮 栞1, 横瀬 若菜1, 渡辺 浩世1, 松永 毅1, 畦間
健吾1, 安田 誠1, 山岡 法子1, 福内 友子1, 馬渡 健一1, 中
込 和哉1, 金子 希代子1（1帝京大薬）

LC-MS/GC-MS
27PA-pm336S 糖化ストレスバイオマーカーとしての AGEs のオン
ラインインチューブ SPME／LC-MS/MS 分析
○毎床 比呂冬1, 宗岡 哲也1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm337 DAPTAD 誘導体化－LC/ESI-MS/MS を用いる尿中グ
ルクロン酸抱合型ビタミン D3 代謝物の同定
○吉村 友佑1, 日比 隆一郎1, 中田 彬穂1, 小川 祥二郎1,
東 達也1（1東京理大薬）
27PA-pm338 胆汁酸生合成中間体の LC-MS/MS 法による一斉
分析
○村井 毅1, 佐々木 隆浩1, 野村 幸広2, 小田 佳奈1, 佐
藤 浩輔1, 黒澤 隆夫1（1北医療大薬, 2日本たばこ産業）
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27PA-pm339

光反応による細胞内ミトコンドリア代謝物分析法の
開発
○田中 奈津美1, 南 哲平1, 水野 初1, 高山 卓大1, 豊岡
利正1, 轟木 堅一郎1（1静岡県大薬）
27PA-pm340S LC-MS/MS による茶ポリフェノール類の簡易分析法
の開発
○宮原 好1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm341 DART-TOFMS を用いた Curcuma 植物の成分検出
○笠井 博子1, 池上 眞由美1, 長瀬 弘昌1（1星薬大）
27PA-pm342 NMR を用いた MALDI-TOFMS 測定のためのシクロ
デキストリン包接マトリックスの立体構造解析
○永野 成美1, 長瀬 弘昌1, 笠井 博子1, 池上 眞由美1
（1星薬大）
27PA-pm343S 加齢がもたらすマウス血清中メタボロームへの影響
○加地 祐美子1, 木本 美佳1, 福田 真央1, 岩崎 雄介1,
竹ノ谷 文子1, 坂田 健1, 千葉 義彦1, 浅井 和範1（1星薬
大）
27PA-pm344S 骨粗鬆症モデルマウスにおける血清中メタボロミク
ス解析
○大野 瑞季1, 白木 香菜美1, 岩崎 雄介1, 竹ノ谷 文子1,
坂田 健1, 千葉 義彦1, 浅井 和範1（1星薬大）
27PA-pm345S 子宮頸がんワクチン投与マウスにおける血清中メタ
ボローム解析について
○越石 夏生1, 井上 洸1, 岩崎 雄介1, 竹ノ谷 文子1, 坂
田 健1, 千葉 義彦1, 浅井 和範1（1星薬大）

GC-MS/その他のクロマトグラフィー
27PA-pm346S ヘッドスペース固相マイクロ抽出とガスクロマトグ
ラフ質量分析計による日本酒の香気成分の分析
○福 隼人1, 井上 将彰1, 川島 祥1, 石崎 真紀子1, 前田
初男1, 甲谷 繁1（1兵庫医療大薬）
27PA-pm347 コレステロール異化代謝物の生合成に対するシアニ
ジンの作用評価
○太田（清水）美穗1, 不破 史子1, 中川 沙織1, 大和 進1
（1新潟薬大薬）
27PA-pm348 シアニジンのコレステロール合成経路に対する新し
い作用
○不破 史子1, 太田（清水）美穂1, 大和 進1, 中川 沙織1
（1新潟薬大薬）
27PA-pm349 LC/QTOF による医薬品容器包装からの溶出物の
分析
○野上 知花1, 大塚 剛史1, 中村 貞夫1, 澤田 浩和1（1ア
ジレント・テクノロジー）
27PA-pm350 GC/MS による医薬品容器包装からの溶出物の分析
○大塚 剛史1, 野上 知花1, 中村 貞夫1, 澤田 浩和1（1ア
ジレント・テクノロジー）
27PA-pm351S Fiber SPME/GC-MS 法による体臭原因脂肪酸の光分
解解析
○岡田 拓也1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm352S ファイバー SPME／GC-MS 法による口臭成分測定と
サンプリング法の開発
○中西 晶子1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm353S 高速向流クロマトグラフィーによるツキヨタケ中イ
ルジン類の効率的単離精製法の開発
○宇藤 由紀1, 佐々木 一貴1, 棚田 千尋2, 原田 修一2,
太田 彦人3, 井之上 浩一1（1立命館大薬, 2林純薬工業,
3
科警研）
27PA-pm354 静的平衡系向流クロマトグラフによる糖誘導体の分
離と分離機構の力学的解析
○四宮 一総1, 戸倉 幸治2, 礒部 一江2, 中島 悠凪1, 橋
本 知美1, 渡邉 留衣奈1, 在間 一将1, 張替 直輝1, 伊東
洋一郎3（1日本大薬, 2日本大理工, 3米国NIH）
27PA-pm355 向流クロマトグラフィーを用いた生体試料の前処理
法－母乳中抗ヒスタミン薬を例として－
○在間 一将1, 安江 美帆1, 岩佐 千尋1, 張替 直輝1, 林
宏行1, 四宮 一総1（1日本大薬）

27PA-pm356S イオンクロマトグラフィーにおけるサプレッサーと
濃縮器の統合 ～サプレッサー部の構築～
○岡本 和将1, 渡邉 真由2, 田中 秀治2, 竹内 政樹2（1徳
島大薬, 2徳島大院薬）
27PA-pm357 動脈硬化診断のための新たな血中酸化 LDL 濃度定
量法の開発
○佐藤 陽1, 山崎 洋次1, 蝦名 敬一1（1いわき明星大
薬）
27PA-pm358 CE による DNA アセトアルデヒド付加体検出に用い
る a 型ヌクレアーゼの探索
○江坂 幸宏1,2, 久戸 賢治1, 山本 拓平1, 村上 博哉3, 宇
野 文二1,2（1岐阜薬大, 2岐大院連合創薬, 3愛知工大）
27PA-pm359 糖鎖ミメティックペプチド結合特性の光アフィニ
ティーラベリング分析
○定金 豊1, 窪田 安紘1, 藤原 将平1, 大塚 功2（1鈴鹿医
療大薬, 2九州保福大薬）

生物学的分析・機器分析
27PA-pm360S 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いた HSA と高血
圧治療薬ロサルタンの結合解析～1．サイト 1 に対す
る競合解析～
○島崎 智裕1, 渡邉 楓1, 岡野 幹1, 大高 泰靖1, 杉本
幹治1, 澁川 明正1（1千葉科学大薬）
27PA-pm361S 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いた HSA と高血
圧治療薬ロサルタンの結合解析～2．イブプロフェン
の併用効果とサイト 1 以外に対する競合解析～
○岡野 幹1, 渡邉 楓1, 岡田 真於1, 島崎 智裕1, 大高
泰靖1, 杉本 幹治1, 澁川 明正1（1千葉科学大薬）
27PA-pm362S 膜透過を利用する大気中アンモニアガスの測定
○並川 誠1, 田中 秀治2, 竹内 政樹2（1徳島大薬, 2徳島
大院薬）
27PA-pm363 低分子薬剤の超特異的な Sandwich ELISA の開発
研究
○斉田 哲也1, 山本 雄大1, 山本 祐太朗1, 進 正志1（1崇
城大生物生命学部応用生命科学科）
27PA-pm364 Deoxyuridine 含有 DNA プローブを用いた PCR 法に
よる fomivirsen の定量
○張替 直輝1, 田中 優子1, 宮下 智吏1, 在間 一将1, 四
宮 一総1（1日本大薬）
27PA-pm365 環境応答性蛍光リガンドの開発とエストロゲン受容
体に対する結合特性の評価
○小松 祥子1, 大野 賢一1, 藤村 務1（1東北医薬大薬）
27PA-pm366 抗 Cd 抗体を用いた酵素免疫測定法の感度及び交差
反応性について
○陳 鴻生1, 稲葉 愛美1, 田中 有加1, 佐々木 和裕2, 片
桐 昌直1（1大阪教育大教, 2電力中央研）
27PA-pm367S 内部標準物質として 1-pyrene carboxylic acid を用い
た、BSA の特異的結合によるカビ毒 Ochratoxin A の
限外ろ過精製法の開発と食品試料への適用
○大和 直樹1, 長屋 厚美1, 山本 敦1, 山本 良平1, 小玉
修嗣2（1中部大応生, 2東海大理）
27PA-pm368 磁気検出システムを用いたスギ花粉抗原 cry j1, cry j2
の定量的検出
○鍬先 玲奈1, 髙安 結1, 波多江 日成子1, 円福 敬二2,
隈 博幸1（1長崎国際大薬, 2九大院システム情報科学）
27PA-pm369 ペプチド基質を用いたダビガトランの血中濃度測定
法の開発
○神野 志奈1, 松田 諒1, 明吉 祥花1, 波多江 日成子1,
高崎 伸也1, 隈 博幸1（1長崎国際大薬）
27PA-pm370 VH-CDR3 内チロシン残基を変異標的とする抗 Δ9-テ
トラヒドロカンナビノール scFv の親和性成熟
○大山 浩之1, 肥越 ひかる1, 森田 いずみ1, 小林 典裕1
（1神戸薬大）
27PA-pm371 実用診断試薬の創製を目指す抗コルチゾール scFv の
試験管内親和性成熟
○木口 裕貴1, 大山 浩之1, 森川 真衣1, 中野 明日香1,
森田 いずみ1, 小林 典裕1（1神戸薬大）
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27PA-pm372

27PA-pm373

27PA-pm374

27PA-pm375

27PA-pm376
27PA-pm377

オンサイト分析を目的とするモノクローナル抗シロ
シン抗体作製の試み
○森田 いずみ1, 大山 浩之1, 田中 理恵2, 花尻（木倉）
瑠理2, 小林 典裕1（1神戸薬大, 2国立衛研）
健胃生薬として用いられるニガキの遺伝子分析法の
開発
○濵﨑 保則1, 佐野 佳弘2, 谷口 雅子1, 吉江 紀明1, 荒
川 秀俊2（1太田胃散, 2昭和大薬）
DNA methyltransferase 活性測定用の新規 FRET 基質
の開発
○椛島 力1, 安達 杏奈2, 甲斐 雅亮2, 柴田 孝之2（1長崎
国際大薬, 2長崎大院医歯薬）
金属イオンの捕集材としての八臭素化
Tetracarboxyphenylporphine 坦持イオン交換樹脂の可
能性に関する検討
○御舩 正樹1（1岡山大院医歯薬）
フッ素イメージングのためのナノ粒子ゲル
○村山 周平1, 新井 和孝1, 青木 伊知男1（1量研機構）
しなの木の花から生成する活性酸素と抗酸化作用の
測定
○田島 規子1, 荒川 秀俊1, 栗本 忠2,5, 伊藤 隆3,5, 五十
嵐 茂久4,5（1昭和大薬, 2慶應大先端生命研, 3鶴岡市温
海庁舎, 4関川自治会, 5しなの花研）

27PA-pm378

蛍光検出超高速 LC を用いたリポソーム膜酸化によ
る抗酸化能測定法
○永田 佳子1, 白井 淳1, 奥住 真衣1, 金澤 秀子1（1慶應
大薬）
27PA-pm379 イオン液体含有ヒスタミンインプリントゲルのヒス
タミン特異的認識に対する機能性モノマーの配合量
の検討
○小西 敦子1, 吉野 佐和子1, 芝野 華奈1, 武上 茂彦1,
北出 達也1（1京都薬大）
27PA-pm380 内部量子効率計測による Tryptophan のキラリティー
評価
○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）
27PA-pm381S 簡易蛍光測定による茶含有ポリフェノール類の CYP
酵素阻害作用評価
○岡崎 早由里1, 齋藤 啓太1, 片岡 洋行1（1就実大薬）
27PA-pm382 フェルラ酸誘導体の MALDI マトリックスとしての
評価とプロテオーム解析への応用
○加藤 洋介1, 北田 尚也1, 鈴木 雄介1, 水島 寛堂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, 2埼玉医科大）
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生物系薬学（ポスター発表）
PA 会場

26PA-am012

3 月 26 日（月）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

糖質
26PA-am001

Natural cytotoxicity receptors (NCRs) の糖鎖リガンド
の特異性
○白石 凌1, 伊藤 健一郎1,2, 桧貝 孝慈1（1東邦大薬・病
態生化, 2龍ケ崎済生会病院）
26PA-am002 筋ジストロフィー症原因遺伝子産物フクチンはジス
トログリカン糖鎖にグリセロールリン酸を導入する
活性を有する
○今江 理恵子1, 萬谷 博1, 津元 裕樹2, 田中 智博3, 水
野 真盛3, 金川 基4, 小林 千浩4, 戸田 達史5, 遠藤 玉夫1
（1都健康長寿研・分子機構, 2都健康長寿研・プロテ
オーム, 3野口研・糖鎖有機化学, 4神戸大院医 神経内
科／分子脳科学, 5東大院医 神経内科学）
26PA-am003 バイセクティング GlcNAc に結合する PHA-E4 が
RAW264 細胞の破骨細胞への分化を抑制する
○日比野 沙紀1, 小林 佑一郎1, 今里 奈央1, 武内 智春1,
田村 真由美1, 荒田 洋一郎1, 畑中 朋美1（1城西大薬）
26PA-am004 O-GlcNAcase 特異的阻害剤 Thiamet G が RAW264 細
胞の破骨細胞への分化を抑制する
○高橋 果歩1, 坂本 遥菜1, 栁平 真菜1, 笠原 静夏1, 武
内 智春1, 田村 真由美1, 荒田 洋一郎1, 畑中 朋美1（1城
西大薬）
26PA-am005 マンナン結合タンパク質によるムンプスウイルス感
染抑制
○轟 丈司1, 本田 昌士1, 平松 宏明1, 鈴木 康夫1, 川嵜
敏祐2, 上村 和秀1（1中部大生命健康, 2立命館大糖鎖
工学セ）
26PA-am006 マウスガレクチン-1C2S 変異体の添加が RAW264 細
胞の破骨細胞への分化を抑制する
○権田 力也1, 曽我 有輝1, 武内 智春1, 田村 真由美1,
荒田 洋一郎1, 畑中 朋美1（1城西大薬）
26PA-am007 ガレクチン-2 とムチンによる高分子量架橋産物形成
の確認
○佐々木 啓晴1, 田村 真由美1, 佐藤 大1, 中嶋 萌子1,
齊藤 雅徳1, 田中 享1, 畑中 朋美1, 武内 智春1, 荒田 洋
一郎2（1城西大薬, 2帝京大薬）
26PA-am008S アイソザイム選択的なシアリダーゼ阻害剤探索のた
めのスクリーニング系の構築と評価例
○藤岡 愛里1, 南 彰1, 大坪 忠宗2, 池田 潔2, 紅林 佑希1,
高橋 忠伸1, 鈴木 隆1（1静岡県大薬, 2広島国際大薬）
26PA-am009 加齢による非硫酸化 HNK-1 糖鎖の増加と腎機能低
下との関連
赤阪（萬谷）啓子1, ○萬谷 博1, 遠藤 玉夫1（1都健康長
寿研・分子機構）

26PA-am011

26PA-am014

26PA-am015

26PA-am016

26PA-am017

26PA-am018

26PA-am019

26PA-am020

26PA-am021

26PA-am022

脂質
26PA-am010

26PA-am013

脂肪細胞におけるロイコトリエン生合成関連酵素遺
伝子の発現解析
○黒田 恭平1, 松本 ちひろ1, 藤森 功1（1大阪薬大・病
態生化学）
肥満制御における COX-2 プロモーターのメチル化の
機能解析
○青木 里緒1, 福田 衣純1, 木村 紘子1, 藤森 功1（1大阪
薬大･病態生化学）

26PA-am023

26PA-am024

26PA-am025
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Niemann-Pick 病 Type C の病態モデル、Npc1 欠損細
胞、6-O-α-maltosyl-β cyclodextrin による遊離コレス
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, 黒岩 沙也子1, 能井 綾花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 耕作6, 西川 淳
一1,2, 市川 厚1,2（1武庫川女大薬, 2武庫川女大バイオサ
イエンス研, 3熊本大院薬, 4佐賀大医 小児科, 5鳥取大
生命機能研セ, 6山陰労災病院）
血管内皮細胞の炎症誘導における好中球細胞外ト
ラップと酸化 LDL の関与
○小浜 孝士1, 池田 葵1, 今井 瑞菜1, 上田 晃輝1, 門倉
夏林1, 髙橋 江里奈1, 澤田 直子1, 相内 敏弘1, 加藤
里奈1, 板部 洋之1（1昭和大薬）
Goto-Kakizaki ラット肝における脂肪酸代謝の調節
入 崇人1, 永田 祥一郎1, 孫 俊吉1, 西村 茉莉絵1, 川畑
公平1, 川嶋 洋一1, ○工藤 なをみ1（1城西大薬）
α-リノレン酸の給餌がマウス脳内炎症応答に及ぼす
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）
ピリピロペン誘導体の抗動脈硬化作用 (II)
○大城 太一1, 大多和 正樹1, 長光 亨1, Lawrence
RUDEL2, 供田 洋1（1北里大院薬, 2Wake Forest
University School of Medicine）
ビオチンリガーゼ法を用いたプロスタグランジン E
合成酵素相互作用タンパク質の検索
○中谷 良人1, 河西 莉奈1, 清野 了椰1, 星野 奈々1, 三
村 梨穂1, 相内 敏弘2, 原 俊太郎1（1昭和大薬・衛生薬
学, 2昭和大薬・生物化学）
パルミチン酸によって誘導される細胞死に HMB が
及ぼす影響の検討
○白石 瑞穂1, 中村 徹也1, 森田 哲生1, 上敷領 淳1（1福
山大薬）
動脈硬化症患者血漿中の酸化 LDL の分離とその性
状解析
○澤田 直子1, 小浜 孝士1, 巖本 三壽2, 木庭 新治3, 相
内 敏弘1, 加藤 里奈1, 板部 洋之1（1昭和大薬・生物化
学, 2昭和大薬・生理・病態学, 3昭和大医・循環器内科
学）
カンナビノイド CB2 受容体の免疫系細胞における発
現及び機能について
○谷川 尚1, 岡 沙織1, 中島 圭佑1, 山下 純1, 荒田 洋
一郎1, 杉浦 隆之1（1帝京大薬）
長鎖アシル CoA 合成酵素 4 欠損マウス由来マクロ
ファージのリン脂質脂肪酸組成の変化
○桑田 浩1, 水沼 孝裕1, 加藤 卓1, 小泉 朱音1, 原 俊
太郎1（1昭和大薬）
黒酢成分による脂質酸化依存的心不全突然死の予防
効果の解析
○幸村 知子1, 一ノ瀬 栞1, 長野 正信2, 橋口 和典2, 藤
井 暁2, 今井 浩孝1（1北里大薬, 2坂元醸造）
GPx4 欠損マウスを用いた脂質過酸化依存的に発現
誘導される遺伝子群の同定
○熊谷 剛1, 工藤 瑠玖1, 持田 俊也1, 西川 玄希1, 後藤
早希1, 今井 浩孝1（1北里大薬）
がん細胞における VIB 型カルシウム非依存性ホスホ
リパーゼ A2γ の解析
○依田 恵美子1, 保坂 和希子1, 植木 拓哉1, 原 俊太郎1
（1昭和大薬）
細胞内 I 型 PAF-アセチルヒドロラーゼがジルチアゼ
ムの脱アセチル化酵素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）

26PA-am026

イブプロフェンがマウス脳内リン脂質の分子組成に
及ぼす影響
○山下 琢矢1, 橘田 直樹1, 笠見 裕美1, 福島 瑛玲奈1,
中本 賀寿夫1, 徳山 尚吾1, 糟谷 史代1（1神戸学院大
薬）
26PA-am027 リゾホスファチジン酸は、長鎖疎水基の構造の違い
に依存して、ヒト大腸がん由来上皮細胞の杯細胞へ
の分化に対して異なる作用を示す
○日高 麻由美1, 西原 舞1, 徳村 彰1（1安田女大薬・衛
生薬学）
26PA-am028S 飽和または不飽和脂肪酸を含有するトリグリセリド
が接触性皮膚炎の感作過程に与える影響の比較
○関口 皓太1, 小川 衿菜1, 堤 正人1, 望月 成美1, 黒羽
子 孝太1, 今井 康之1（1静岡県大薬）
26PA-am029 動脈硬化初期病変進展過程における抗酸化タンパク
質 Peroxiredoxin 2 及び Thioredoxin 低下による平滑
筋細胞の酸化ストレス亢進
○加藤 里奈1, 嶋崎 萌夏1, 小澤 雪乃1, 知念 良憲1, 渡
辺 窓香1, 上當 明徳1, 高田 紫苑1, 相内 敏弘1, 澤田
直子1, 小浜 孝士1, 板部 洋之1（1昭和大薬）

アミノ酸
26PA-am030

26PA-am031

Cystathionine gamma－lyase 欠損母マウスにおける授
乳行動異常
○赤星 軌征1, 半田 博紀1, 横山 輝1, 石井 功1（1昭和薬
大）
二系統の高ホモシステイン血症マウスにおける脳脊
髄液アミノ酸組成異常
○横山 輝1, 赤星 軌征1, 石井 功1（1昭和薬大）

タンパク質
26PA-am032

マウスにおけるアルツハイマー病血漿バイオマーカー
分子 APP669-711 の解析
○金子 直樹1, 松崎 将也2, 吉澤 遥太2, 岩本 慎一1, 田
中 耕一1, 富田 泰輔2（1島津製作所, 2東大院薬）
26PA-am033 ビーグル犬における C-反応性タンパクの血清濃度半
減期
○栗林 尚志1（1麻布大生命・環境）
26PA-am034S 膜タンパク質 ABCA7 の発現を調節する化合物の
探索
○楠本 嵩志1, 市野 晨人1, 西辻 和親2, 坂下 直実2, 堂
前 純子3, 奥平 桂一郎1,2（1徳島大薬, 2徳島大院医歯
薬, 3中部大応用生物）
26PA-am035 細胞内ホスホリパーゼ A1 のリン酸化修飾が酵素活
性に及ぼす影響
○松本 直樹1, 林 康広1, 佐々木 洋子1, 小泉 昂範1, 山
下 純1（1帝京大薬）
26PA-am036 ヒト赤血球膜タンパク質バンド 3 の陰イオン交換機
構解明における大きな陰イオンの利用
○浦瀬 祐太朗1, 高崎 伸也1, 松田 諒1, 波多江 日成子1,
隈 博幸1（1長崎国際大薬）
26PA-am037 コレステロールトランスポーター NPC1L1 の変異体
を用いた機能解析
○小南 瑛子1, 中村 徹也1, 森田 哲生1, 上敷領 淳1（1福
山大薬）
26PA-am038 アダリムマブ Fab の定常領域での新規 SS 結合の導
入と安定化
○中村 仁美1, 上田 直子1, 植田 正2, 大栗 誉敏1（1崇城
大薬, 2九大院薬）
26PA-am039 ECS(SPSB)による二重特異性ホスファターゼ
CDC14A の分解制御
渡辺 千尋1, 宗像 真生1, ○西屋 禎1（1奥羽大薬）
26PA-am040S ヒトアポ A-I 結合タンパク質 AIBP の新規機能解明
○橘 茉里奈1, 杉原 涼1, 藤見 紀明1, 西辻 和親2, 坂下
直実2, 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）

26PA-am041

多様性構造を有する抗体の意義と構造均一化法
○一二三 恵美1, 渡辺 万由子2, 秋吉 裕子1, 宇田 泰
三3,4（1大分大全学研究推進機構, 2大分大院工, 3大分
大工, 4九州先端研）

生理活性物質
26PA-am042

アンディローバ由来リモノイドによる脂肪細胞分化
抑制機構の解析
○松本 ちひろ1, 馬場 靜1, 田中 麗子2, 藤森 功1（1大阪
薬大・病態生化学, 2大阪薬大・医薬品化学）
26PA-am043S 乳腺上皮細胞にはノルアドレナリンのオートクライ
ン機構が存在する
○勝治 みなみ1, 千葉 健史1, 前田 智司2, 藤田 融1, 武
田 リカ3, 菊池 昭彦4, 工藤 賢三1（1岩手医大薬, 2日本
薬大薬, 3岩手医大病看, 4岩手医大医）
26PA-am044 細胞増殖因子スペルミジンの過剰蓄積による細胞増
殖及び生存率の低下
○坂本 明彦1, 吉田 健人1, 照井 祐介1, 小濱 剛2, 山本
兼由3, 石浜 明3, 五十嵐 一衛4,5, 柏木 敬子1（1千葉科学
大薬, 2千葉科学大危機管理, 3法政大生命科学, 4千葉
大院薬, 5アミンファーマ研）
26PA-am045 ペリリピン 4 が 3T3-L1 細胞の脂肪滴形成に与える
影響：ペリリピン 4 発現抑制細胞の解析
○長谷川 千織1, 小谷 実祐1, 伊香賀 玲奈2, 山辺 智代3,
岡崎 具樹4, 田中 光5, 田中 直子1（1大妻女子大食物,
2
国立健康・栄養研・栄養代謝, 3帝京大・中央機器, 4帝
京大・医・生化学, 5東邦大薬）
26PA-am046 紫外線曝露における角化細胞のセクレチン前駆体の
発現誘導
○山本 博之1, 柳沢 亮太1, 宮口 祐美佳1, 木村 道夫1,
井口 和明2（1日本薬大・生命分子薬学, 2静岡県大薬・
統合生理）
26PA-am047 マウス乳癌 FM3A 細胞におけるエンドセリン-3 によ
るリポタンパク質リパーゼ分泌の解析
○相澤 実穂1, 中村 徹也1, 上敷領 淳1, 森田 哲生1（1福
山大薬生化）
26PA-am048 shRNA スクリーニングによる JBIR140 の細胞増殖抑
制機構の解析
高瀬 翔平1,2, 近藤 恭光1, 鈴木 健裕1, 堂前 直1, 新家
一男3, 長田 裕之1, 久城 哲夫2, ○松本 健1, 吉田 稔1
（1理研, 2明治大院農, 3産総研）
26PA-am049 高度好熱菌 Thermus thermophilus における tRNA 修
飾酵素 TrmH のポリアミンによる合成促進
○岩崎 倖千1, 照井 祐介1, 吉田 健人1, 坂本 明彦1, 森
屋 利幸2, 大島 泰郎2, 五十嵐 一衛3,4, 柏木 敬子1（1千
葉科学大薬, 2共和化工, 3千葉大院薬, 4アミンファー
マ研）
26PA-am050 パーキンソン病治療薬による血清中イサチン濃度の
変動
○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）
26PA-am051 DOCA 食塩高血圧モデルにおけるナリンゲニンの
影響
○中川 恵輔1, 佐藤 一樹1, 佐藤 博紀1, 柴田 京香1, 大
喜多 守1, 松村 靖夫1（1大阪薬大）
26PA-am052 ポリアミンによるヒストン脱メチル化酵素の翻訳レ
ベルにおける発現促進
○益森 若菜1, 坂本 明彦1, 吉田 健人1, 照井 祐介1, 五
十嵐 一衛2,3, 柏木 敬子1（1千葉科学大薬, 2千葉大院
薬, 3アミンファーマ研）
26PA-am053 蛇毒 disintegrin 由来環状 RGD ペプチドの αIIbβ3 イ
ンテグリン特異性
○大山 悦子1, 石井 一行1（1明治薬大）
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26PA-am054S The effect of Alpha-mangostin and Zerumbone on
cardiomyocyte hypertrophy and fibrotic phenotype in
vitro
○Sari NURMILA1, 刀坂 泰史1,2,3, 杉山 優雅1, 佐藤
光1, 宮崎 雄輔1,2,3, 船本 雅文1,2, 清水 果奈1,2, 清水 聡
史1, 砂川 陽一1,2,3, 和田 啓道2, 長谷川 浩二2, 森本
達也1,2,3（1静岡県大院薬, 2京都医療セ, 3静岡県立総合
病院）
26PA-am055S ポリアミンによるコンドロイチン硫酸合成調節機構
の解明
○朝倉 希里生1, 東 恭平1, 今村 正隆1, 山口 勝利1, 降
幡 知巳1, 西村 和洋1, 五十嵐 一衛1,2, 戸井田 敏彦1
（1千葉大院薬, 2アミンファーマ研）
26PA-am056 カフェインとカテキン類の複合体によるカフェイン
濃度の検討
○竹田 沙記1, 中崎 千尋2, 山本 英二2, 松元 大地1, 池
永 和花奈1, 本屋敷 敏雄1（1福山大薬, 2福山大生命工）
26PA-am057S 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：脂肪酸
毒性と小胞体ストレス
○川久保 愛美1, 田中 光2, 田中 直子1（1大妻女大食物,
2
東邦大薬）
26PA-am058S ショウガ成分 shogaol が筋分化に与える影響
○栗山 恵弥1, 田中 光2, 田中 直子1（1大妻女子大・食
物, 2東邦大薬）
26PA-am059 生体内細胞傷害に対する 2-hydroxyestradiol と 2hydroxyestradiol 17-sulfate による防御機構
○高梨 香織1, 辻 勇樹1, 三原 義広1, 伊藤 慎二1（1北海
道薬大）
26PA-am060S デセン酸誘導体による MMP 活性化抑制機構の解析
○田中 美帆1, 神谷 哲朗1, 原 宏和1, 満木 友加里1, 山
口 英士1, 伊藤 彰近1, 足立 哲夫1（1岐阜薬大）
26PA-am061S 抗骨吸収化合物 destruxin E の細胞培養系における動
態の解析
○冨田 実花1, 佐藤 寛2,3, 丹羽 悠菜4, 吉田 将人2, 土井
隆行2, 中川 大1（1中部大応生, 2東北大院薬, 3田辺三菱
製薬, 4中部大院応生）
26PA-am062 ボタンボウフウ含有のプテリキシンによる Nrf2 活性
の作用機序の解明
○鈴木 明香里1, 平良 淳誠1, 荻 貴之2（1沖縄高専・生
物資源工, 2沖縄工技センター）
26PA-am063 沖縄産ヘナ（Lawsonia inermis）の酸化ストレス軽減
作用
○天久 奈菜1, 祖納元 美樹1, 土田 永渡1, 上原 正嗣1,
平良 淳誠1（1沖縄高専・生物資源工）
26PA-am064 脂質異常症治療薬のオートファジー誘導作用
○今井 正彦1, 小澤 翼1, 高橋 典子1（1星薬大医薬研・
病態機能制御学）
26PA-am065S レチノイン酸のアクチニンタンパク質に及ぼす影響
○齋藤 大輔1, 今井 正彦1, 山王 豊盛1, 山田 千穂1, 高
橋 典子1（1星薬大・医薬研・病態機能制御学）
26PA-am066 難治神経芽腫に対する p-アミノフェノールの抗腫瘍
作用
○高橋 典子1, 小山 俊平1, 長谷川 晋也1, 山崎 正博1,
今井 正彦1（1星薬大医薬研・病態機能制御学）
26PA-am067 オリザペプチド-P60 による Nrf2 経路活性化とその
メカニズムの解析
○守谷 智恵1, 川上 賀代子1, 兼信 実佳1, 佐藤 泉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）
26PA-am068 米由来ペプチドのグルタチオン上昇作用における
Nrf2 経路の関与
○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サタ
ケ, 3岡山生物研）
26PA-am069 米ぬか由来ペプチドの細胞内グルタチオン量上昇作
用を介した睡眠ホルモン合成酵素の活性化
○秋山 智哉1, 川上 賀代子1, 守谷 智恵1, 藤田 朋子2,
川上 晃司2, 畑中 唯史3, 坪井 誠二1（1就実大薬, 2サタ
ケ, 3岡山生物研）

26PA-am070

キョウチクトウ毒性成分 oleandrin によるヒト大腸が
ん細胞 HCT116 における Nrf2-ARE シグナル活性
阻害
○上里 佳寿葉1, 平良 淳誠1（1沖縄高専・生物資源工）
26PA-am071 大黄甘草湯および麻子仁丸が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量に
与える影響
小林 美穂1, 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大妻女大食物, 2医薬基盤健
康栄養研・基礎栄養, 3東邦大薬）
26PA-am072 米由来タンパク加水分解物の肝障害保護作用
○川上 賀代子1, 守谷 智恵1, 畑中 唯史2, 藤田 明子3,
川上 晃司3, 洲崎 悦子1, 坪井 誠二1（1就実大薬, 2岡山
生物研, 3サタケ）
26PA-am073 月経周期と凝固制御因子活性の相関解析
○川原 里歩1, 竹本 有里1, 西尾 霞1, 原口 晴圭1, 高崎
伸也1, 隈 博幸1, 濱崎 直孝1, 波多江 日成子1（1長崎国
際大薬）
26PA-am074 augurin 関連ペプチドのラット脳室内投与における体
温上昇作用に関する研究
○佐藤 友紀1, 北村 美月1, 山村 貴広1, 柏木 阿里子1,
竹川 祐以1, 中曽根 誠1, 三浦 雅一1（1北陸大薬）
26PA-am075S 天然フラボノイドミリセチンは胃の H+, K+-ATPase
を抑制する
○宮崎 侑1, 市村 敦彦1, 佐藤 駿1, 藤井 拓人2, 大石
真也1, 酒井 秀紀2, 竹島 浩1（1京大院薬, 2富山大院薬）

酵素一般
26PA-am076

精神神経疾患に関連する新奇生理活性物質 D-アス
パラギン酸の分解酵素の一塩基多型に関する研究
○片根 真澄1, 金澤 遼1, 小林 理沙1, 大石 恵1, 中山
香月1, 齋藤 康昭1, 宮本 哲也1, 関根 正恵1, 本間 浩1
（1北里大院薬）
26PA-am077 土壌より得たメロペネム耐性 Bacillus 属細菌のメタ
ロ-β-ラクタマーゼの機能解析及び遺伝子マーカーと
しての応用
○山澤 龍治1, 桑名 利津子1, 高松 宏治1, 伊藤 潔1（1摂
南大）
26PA-am078 細菌における非標準的 D-アミノ酸生合成に関与する
酵素の同定
○宮本 哲也1, 小里 拓也1, 和田 大樹1, 片根 真澄1, 齋
藤 康昭1, 関根 正恵1, 本間 浩1（1北里大薬）
26PA-am079 ヒラタケ由来 RNase Po1 改変体の HL-60 細胞に対す
る生育阻害作用の検討
○小林 弘子1, 元吉 尚美1, 板垣 正1（1日本大薬）
26PA-am080S 遅発型ファブリー病と機能的多型と考えられるアミ
ノ酸置換の分子病態の解析
○重永 雅志1, 月村 考宏1, 佐藤 温子1, 齋藤 静司2, 竹
内 光生1, 羽山 遥奈1, 松山 みなみ1, 片山 昌勅1, 兎川
忠靖1, 櫻庭 均1（1明治薬大, 2北海道情報大医療情報）
26PA-am081 ステロール 14-脱メチル化酵素 CYP51 の発現調節に
関する解析
○青山 由利1, 上條 比加瑠2, 林 千尋2, 水谷 希望2, 吉
田 雄三3（1創価大理工, 2創価大工, 3武庫川女大薬）
26PA-am082 新規トポイソメラーゼ阻害薬（CNTI）によるトポⅠ
阻害様式の検討
○熊澤 慶子1, 細野 哲司1, 髙橋 真貴子1, 大川原 正2,
友部 浩二1, 殿岡 恵子1, 篠塚 達雄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）
26PA-am083 アデノシンデアミナーゼ 2 の N 型糖鎖修飾の解析と
機能評価
○伊藤 萌子1, 桑島 遥1, 吉田 勇太1, 渡辺 泰裕1, 江川
（岩城）祥子1（1北海道薬大）
26PA-am084 放線菌由来バニリンデヒドロゲナーゼの諸性質
○西村 基弘1, 川上 晋1, 大塚 英昭1（1安田女大薬）
26PA-am085 百日咳菌が有するアミノペプチダーゼ N の機能解析
○品川 恭平1, 山澤 龍治1, 渡邉 峰雄2, 高口 寛子3, 廣
村 信3, 小川 和加野3, 松原 大3, 桑名 利津子1, 高松
宏治1, 伊藤 潔1（1摂南大, 2北里大, 3第一薬大）
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酸化還元（活性酸素・一酸化窒素）
26PA-am086S 植物抽出エキスライブラリーを用いた新規 Nrf2 活性
化物質の探索
○猪股 絹子1, 野原 梨沙子1, 宮脇 昭光1, 小谷 仁司1,
渡辺 恵史1（1武蔵野大薬）
26PA-am087 DSS 誘発大腸炎マウスにおける STAT3 経路および
TLR4-NF-kB 経路の活性化と NO との関連
○安川 圭司1, トン シン2, 齊藤 真子1, 毎熊 里奈1, 安田
一平1, 山田 健一2, 小山 進1（1第一薬大, 2九大院薬）
26PA-am088 線虫の精子活性化における SOD の機能解析
○坂本 太郎1, 今井 浩孝1（1北里大薬）
26PA-am089 3T3-L1 脂肪細胞の抗酸化能に対するロシグリタゾン
の影響
○村岡 早苗1, 新田 侑生1, 市村 碧唯1, 桜井 光一1（1北
海道薬大）
26PA-am090 D-アミノ酸オキシダーゼを用いた細胞内局所での
H2O2 発生系の構築とその応用
○熊倉 夏希1, 藤川 雄太1, 青山 芙由子1, 佐藤 愛香1,
井上 英史1（1東京薬大生命）

その他
26PA-am091

26PA-am092

26PA-am093

26PA-am094

マクロファージ活性化に関与するヒト唾液由来エキ
ソソーム表面分子の解析
○小川 裕子1, 池本 守1, 村上 舞1, 本車田 悠希1, 吉川
侑1, 粂田 奈宝子1, 後藤 芳邦1, 辻本 雅文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）
副腎白質ジストロフィー治療候補化合物の探索
―新規ペルオキシソーム脂肪酸 β 酸化測定法の開発
とスクリーニング－
○守田 雅志1, 佐藤 瑛晶1, 冨田 海斗1, 松本 隼1, 渡辺
志朗2, 今中 常雄3, 宗 孝紀1（1富山大院薬, 2富山大和
漢研, 3広島国際大薬）
骨代謝における STAM1 の機能
山本 さや1, 斎藤 航太朗1, ○村田 和子1（1いわき明星
大薬）
消光化 GFP を利用したクローニングベクターの開発
○土田 史郎1, 泉谷 周平1, 浜上 尚也1, 青木 隆1（1北医
療大薬）

遺伝子の単離
26PA-am095

新規な抽出技術を用いた長高分子鎖を持つ DNA の
抽出
○笹倉 大督1, 古川 智之1（1アナリティクイエナ ジャ
パン）

修復
26PA-am096

26PA-am097

26PA-am098

翻訳
非相同末端結合修復における RecQ4 の機能の解析
○濱中 汐里1, 外山 雄基1, 佐々木 良輔1, 津山 崇1, 東
祐太郎1, 多田 周右1（1東邦大薬）
ベンゾ[a]ピレン誘発発がんに対する Polκ の寄与の
解析
○赤木 純一1, Young-Man CHO1, 豊田 武士1, 水田
保子1, 横井 雅幸2,3, 大森 治夫2, 花岡 文雄2,4, 小川 久
美子1（1国立衛研・病理, 2学習院大理・生命, 3神戸大バ
イオシグナル研セ, 4筑波大生命領域学際研セ）
アルキル化剤による DNA 傷害の修復機構
○根岸 友惠1（1日本薬大）

転写
26PA-am099

26PA-am100S 神経細胞毒性に関わる脳由来 24S-ヒドロキシコレス
テロールの代謝に関与する CYP39A1 の転写調節
機構
○片山 未由1, 松岡 浩史1, 宮 薫子1, 德永 吏紀1, 田村
安希1, 宇田 有沙1, 志摩 亜季保2, 道原 明宏1,2（1福山大
薬, 2福山大院薬）
26PA-am101S 古細菌 Thermoplasma volcanium の重金属依存性転写
因子 DtxR による薬物排出ポンプタンパク質の転写
制御機構の解明
○今村 太一1, 小俣 義明1, 川嶋 剛1（1横浜薬大）
26PA-am102 好酸好熱性古細菌 T.volcanium の鉄依存性転写因子
TvFur の結合 DNA 塩基配列解析
松浦 千裕1, 松浦 友里絵1, 松永 真理子1, 友部 浩二1,
川嶋 芳枝1, 小俣 義明1, ○川嶋 剛1（1横浜薬大）
26PA-am103 In vivo 動態解析法による肝核内受容体 Lxr (liver X
receptor) サブタイプの動態比較
○山崎 泰広1, 上野 歩美1, 山口 賢彦1, 坂本 多穂1, 黒
川 洵子1（1静岡県大薬生体情報分子解析学）
26PA-am104S 古細菌 Thermoplasma volcanium における鉄依存性転
写制御因子 TvFur による鉄輸送タンパク質遺伝子の
転写制御機構の解明
○生稲 力也1, 小俣 義明1, 川嶋 剛1（1横浜薬大）
26PA-am105 基本転写因子による転写開始から伸長への移行の制
御機構解析
○平山 翼1, 福岡 瑞希1, 田中 亜紀1, 廣瀬 豊1, 大熊
芳明2（1富山大薬, 2長崎大院医歯薬）
26PA-am106 リン酸化 CTD 結合因子 PCIF1 による遺伝子発現制
御機構の解明
杉田 愛1, ○伊藤 志帆1, 柳澤 奈月1, 石黒 尋保1, 田渕
圭章2, 大熊 芳明3, 廣瀬 豊1（1富山大院薬, 2富山大生
命科学先端研究支援ユニット, 3長崎大院医歯薬）
26PA-am107 基本転写因子 TFIIE とクロマチン構造変換複合体に
よる転写制御機構
○田中 亜紀1, 山田 佑里香1, 小林 聡子1, 廣瀬 豊1, 大
熊 芳明2（1富山大院薬, 2長崎大院医歯薬）
26PA-am108 試験管内再構成系を用いたヒトメディエーター複合
体 Kinase モジュールの機能解析
○原子 空1, 林 裕人1, 藤田 智陽1, 飯田 智1, 廣瀬 豊1,
大熊 芳明2（1富山大院薬, 2長崎大院医歯薬）
26PA-am109 種々の化合物によるヒト TP53 遺伝子プロモーター
活性の誘導とそのメカニズム解析
○内海 文彰1, 瀧原 穣1, 高橋 茉佑1, 須藤 大介1（1東京
理大薬・遺伝子制御学）
26PA-am110 シスプラチンによる Recq5 遺伝子発現誘導
三島 力1, 手島 瑳希1, 辻 結花1, 河村 香寿美1, 桜井
晴奈2, ○川崎 勝己1（1摂南大理工, 2摂南大薬）

β4-ガラクトース転移酵素 4 のプロモーター領域を組
込んだ大腸癌センサー細胞の薬剤応答性
福島 直道1, 杉山 あてな1, ○佐藤 武史1（1長岡技科大
院・糖鎖生命工学）

26PA-am111

大腸菌由来無細胞蛋白質合成系による ArfA 及び
ArfB 発現に低分子化合物が及ぼす影響
○須山 維子1, 岩崎 いぶき1, 新垣 知輝1, 二村 典行1
（1城西国際大薬）
26PA-am112 ルバーブ（食用ダイオウ）の抗菌物質探索における
無細胞蛋白質合成系の有用性の検討
○山中 力1, 野手 美織1, 新垣 知輝1, 二村 典行1（1城西
国際大薬）
26PA-am113 大腸菌由来無細胞蛋白質合成系にアミン類が及ぼす
影響の検討
○島田 浩希1, 高橋 知弥1, 新垣 知輝1, 二村 典行1（1城
西国際大薬）

翻訳後修飾
26PA-am114
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ErbB2 を過剰発現させた乳腺上皮細胞における
miRNA-205 ターゲットの探索
○長谷川 拓也1, 竹野 考慶1, 佐藤 浩二1, 前田 武彦1,
酒巻 利行1（1新潟薬大薬）

その他

電子伝達系とエネルギー変換

26PA-am115

26PA-am131S 慢性疲労症候群におけるピルビン酸脱水素酵素の
関与
○道本 晋一1, 大庭 卓也1, 中村 信介1, 嶋澤 雅光1, 原
英彰1（1岐阜薬大）

2 つの線虫ダイサー関連ヘリカーゼ DRH の発現・精
製と生化学的解析
○浴 俊彦1, 小林 大士1, 木村 康誠1, 白木 隼1, 杉野
美里1, 広瀬 侑1（1豊橋技科大・環境生命）
26PA-am116 RNA 結合蛋白質 HNRNPM のノックダウンによる下
流遺伝子の網羅的解析
○長嶺 憲太郎1, 瀧野 純一1, 和氣 亜莉沙1, 安田 華
織子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）
26PA-am117 肝星細胞の活性化における終末糖化産物（AGEs）の
影響
○瀧野 純一1, 長嶺 憲太郎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）
26PA-am118 NASH/NAFLD 関連マイクロ RNA miR-27b 新規標的
遺伝子の脂質分解制御に関する検討
○藤本 淳暉1, 鈴木 瑠々香2, 酒井 英子1,2, 今泉 務2, 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）
26PA-am119S 那須ハコラ病に関連した TREM2 スプライシング異
常の矯正
○柳津 茂慧1, 酒井 健治1, 戸崎 陽平1, 紀 嘉浩1, 佐藤
準一1（1明治薬大）
26PA-am120 RNAi ベクターによる複数遺伝子の同時ノックダウン
○石野 友基1, 三好 潤子1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1（1明治
薬大）

生体膜・オルガネラ・物質輸送
26PA-am121

リソソーム膜タンパク質 LAMP-1 のリソソーム輸送
におけるアダプタータンパク質複合体 AP-3 の役割
○赤﨑 健司1, 坂根 洋1, 大土井 祐介1, 岡本 健太1, 主
田 一鷹1, 秦 季之1（1福山大薬）
26PA-am122 リソソーム膜 ABC トランスポーターによるビタミ
ン B12 輸送機構の解析
岡元 拓海1, ○川口 甲介1, 北井 克樹1, 守田 雅志1, 今
中 常雄1,2（1富山大院薬, 2広島国際大薬）
26PA-am123S Rab35 が制御する輸送に対する v-Src の影響
○上拾石 佐和1, 久家 貴寿1, 齊藤 洋平1, 山口 直人2,
中山 祐治1（1京都薬大・生化学, 2千葉大・院薬・分子細
胞生物学）
26PA-am124 脂肪細胞の分化に伴う油滴の蓄積に対する ATZ の
影響
○新田 侑生1, 村岡 早苗1, 神田 憲生1, 桜井 光一1（1北
海道薬大）
26PA-am125 メトホルミンの集合管細胞でのアクアポリン-2 発現
と膜移行に対する浸透圧とバソプレシンの影響
○水村 大樹1, 松本 知樹1, 酒井 柾1, 佐々木 成1, 田中
靖子1, 石橋 賢一1（1明治薬大）
26PA-am126 アクアポリン-11 欠損マウスに生じる空胞化肝細胞
のプロテーオーム解析
斎藤 達也1, 田中 靖子1, ○石橋 賢一1（1明治薬大）
26PA-am127 ゲムシタビンによる培養膵 β 細胞死におけるオート
ファジーの関与
○稲村 明洋1, 村岡 早苗1, 桜井 光一1（1北海道薬大）
26PA-am128 糖転移酵素の細胞内局在性とその要因
○亀卦川 樹1, 越中谷 賢治1, 宮坂 豪1, 向井 有理1（1明
大院・理工・電気）
26PA-am129 Sonic hedgehog による胃プロトンポンプ活性の制御
○藤井 拓人1, Siriporn PHUTTHATIRAPHAP1, 清水
貴浩1, 酒井 秀紀1（1富山大院薬）
26PA-am130 アクアポリン 11 欠損マウス由来の胸腺における遺伝
子網羅的解析
○田中 靖子1, 辻 優美1, 加藤 菜摘1, 中江 美乃梨1, 石
橋 賢一1（1明治薬大）

細胞内情報伝達
26PA-am132

ベトナム産植物成分 Pristimerin のヒト非小細胞肺が
ん細胞に対する抗がん活性における活性酸素種の
役割
○竹内 健治1, 亀井 里歩1, 草富 翔太1（1摂南大薬・細
胞生物）
26PA-am133S IL-11pre 処置による IFN-γ 誘導性肝細胞死の抑制
機序
○杉野 仁美1, 宮脇 昭光1, 渡辺 恵史1（1武蔵野大薬）
26PA-am134 抗がん剤による TRPM6 マグネシウムチャネルの発
現低下に対するロシグリタゾンの回復効果
○眞鍋 綾1, 古川 千紗1, 遠藤 智史1, 松永 俊之1, 長谷
川 元2, 五十里 彰1（1岐阜薬大, 2埼玉医大）
26PA-am135 ErbB2/ErbB3 ヘテロダイマーの MAPK を介したリン
酸化制御機構の解明
○池ヶ谷 真吾1, 馬場 絢子1, 河崎 優希1, 櫻井 宏明1
（1富山大院薬）
26PA-am136 KRAS 変異大腸がん細胞における MEK/ERK 経路と
KIT 発現調節の関連性
○福司 弥生1, 齊藤 正英1, 木村 美乃里1, 田中 智大1,
櫻井 宏明1（1富山大院薬）

細胞応答
26PA-am137

腫瘍マーカー Nup88 の過剰発現はヘッジホッグシグ
ナル経路の活性化を導く
○牧瀬 正樹1, 安藤 早織1, 國安 明彦1（1崇城大薬）
26PA-am138 IPL 光治療による美白作用メカニズムの解明
○佐藤 康成1, 青柳 寿枝1, 杉原 由佳1, 須田 一真1, 本
間 陽一1, 小柳 衣吏子2（1ロート製薬, 2アオハルクリ
ニック）
26PA-am139S 新規 Notch signaling 阻害剤 NSI-1 の開発
○白石 昂也1, 堺谷 政弘2, 乙黒 聡子3, 前仲 勝実1,3, 中
矢 正1, 鈴木 利治1（1北大院薬, 2ライラックファーマ,
3
北大創薬セ）
26PA-am140 A549 細胞における IGF-1R を介した桂皮エキス抽出
物による Nrf2 抑制作用
○大沼 友和1, 小宮山 詩織1, 大竹 紗穂1, 新美 綾乃1,
小暮 大史1, 西山 貴仁1, 小倉 健一郎1, 平塚 明1（1東京
薬大薬）
26PA-am141 CHO 細胞を用いたインスリン依存的な GLUT4 膜移
行検出系の構築
○南 雪也1, 川原 裕之1（1首都大・院理工・生命科学・
細胞生化学）
26PA-am142 線維芽細胞 3T3L1 細胞におけるレギュカルチンの脂
肪分化促進効果
○徳井 麗佳1, 服部 緩菜1, 河野 晋2, 高橋 智聡2, 疋田
清美1, 金田 典雄1, 村田 富保1（1名城大薬, 2金沢大・が
ん研・腫瘍分子）
26PA-am143 神経細胞様に分化した PC12 細胞におけるアミロイ
ド β 毒性に対するレギュカルチンの保護効果
○神原 真子1, 杉村 祐貴子1, 河野 晋2, 高橋 智聡2, 疋
田 清美1, 金田 典雄1, 村田 富保1（1名城大薬, 2金沢大・
がん研・腫瘍分子）
26PA-am144S 肺がん細胞における AhR を介した Benzo[a]pyrene 誘
導性の細胞増殖
○神馬 瑶子1, 神馬 慶子1, 博多 修子1, 谷地 真亜子1,
幅野 渉1, 小澤 正吾1, 寺島 潤1（1岩手医大薬）
26PA-am145 シアニジン-3-グルコシドによるグルタチオン合成誘
導に関する研究
○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）
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26PA-am146

HeLa 細胞の増殖におけるグルタミン合成経路の重
要性
○北 加代子1, 佐々木 洪宇1, 生方 睦美1, 鈴木 俊英1,
越智 崇文1（1帝京大薬）
26PA-am147 脂肪細胞との共培養における LPS 活性化単球系細胞
の炎症性サイトカイン発現制御
○本田 晃子1, 稲川 裕之2（1麻布大生命・環境, 2新潟薬
大健康・自立総合研）
26PA-am148 選択的アンドロゲン受容体調節薬 YK11 のジアステ
レオ混合物の単一化、およびその活性の評価
○菅野 裕一朗1, 日下部 太一1, 吉川 晶子1, 谷津 智史1,
青栁 果蓮1, 早野 友華里1, 東屋 功1, 加藤 恵介1, 根本
清光1（1東邦大薬）
26PA-am149 AhR の転写活性化能（転写共役因子との相互作用）
の解明
○齋藤 菜緒1, 山下 直哉1, 根本 清光1, 菅野 裕一朗1
（1東邦大薬）
26PA-am150S 芳香族炭化水素受容体は乳がん細胞におけるドキソ
ルビシン感受性を制御する
○山下 直哉1, 齋藤 菜緒1, 寺井 謙介2, 蛭田 啓之2, 武
城 英明2, 根本 清光1, 菅野 裕一朗1（1東邦大薬, 2東邦
大佐倉病院）
26PA-am151 ユビキチン化による新たな TP53 の機能制御機構の
解析
○河合 秀彦1, 紙谷 浩之1（1広島大院医歯薬保）
26PA-am152 テトラゾリウム塩還元活性に対するエパルレスタッ
トの影響
○立浪 良介1, 木島 玲華1, 佐藤 恵亮1, 丹保 好子1（1北
海道薬大）
26PA-am153S 抗原親和性が制御するマスト細胞の炎症性メディ
エータ選択的分泌機構の解析
○草田 智之1, 稲本 奨平1, 千田 知美1, 平嶋 尚英1, 鈴
木 亮1,2（1名市大院薬, 2金沢大院医薬保）
26PA-am154S 3 次元培養されたがん細胞集塊の画像情報解析の有
効性
○渋田 真結1, 加藤 寛人1, 田村 磨聖2,3, 日下部 涼子4,
蟹江 慧1, 松井 裕史4, 金森 敏幸2, 柳沢 真澄5, 杉浦
慎治2, 加藤 竜司1（1名大院創薬, 2産総研幹細胞工学,
3
阪大核物研セ, 4筑波大医, 5ESCO）

アポトーシス
26PA-am155

がん細胞のネクローシスとアポトーシスの細胞死切
替え制御機構の解析
○佐藤 聡1, 金 惠淑2, 綿矢 有佑2, 田沼 靖一1（1東京理
大薬・生化学, 2岡山大院医歯薬）
26PA-am156 ホルトソウ (Euphorbia lathyris) から単離された
Lathyrane 型ジテルペノイドは CHOP の発現とアポ
トーシスを誘導する
○尹 永淑1, 武田 ゆかり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
栄研薬植セ）
26PA-am157S Caspase によって生成される PARP1 フラグメントの
時空間的挙動の解析
○森 万奈1, 大西 真由1, 谷道 あかり1, 宇野 愛莉奈1,
根木 滋1, 藤井 健志1, 間下 雅士1（1同志社女大薬）
26PA-am158 Actinomycin D によって惹起される PAR 依存的なプ
ログラム細胞死 Parthanatos
○山田 紗香1, 大西 真由1, 谷道 あかり1, 宇野 愛莉奈1,
藤井 健志1, 間下 雅士1（1同志社女大薬）
26PA-am159 培養ヒト乳がん細胞の増殖と生存に及ぼすアシタバ
含有カルコン類の影響
○田中 智1, 澤田 有里1, 芝野 真喜雄1, 谷口 雅彦1, 坂
口 実1（1大阪薬大）
26PA-am160S 9-(E,Z)-HODE によるマウスリンパ腫細胞の G2/M 期
停止を伴うアポトーシスの誘導
○小鷹 篤1,5, Rawaa Jaafar ALSAYEGH1,4, 西海 敬太1,
片桐 啓暁2, 奥 輝明1, 高橋 勝彦2, 東 伸昭2, 安原 義3,
供田 洋3, 築地 信1, 辻 勉1（1星薬大・微生物学, 2星薬
大・生化学, 3北里大, 4RCSI, 5望星薬局）

26PA-am161

グルタミン酸による細胞死機構における GRP78 の役
割解明
○古川 絢子1, 松野 夏紀1, 大野 友希那1, 樋口 善博1
（1鈴鹿医療大薬）
26PA-am162 ヒキノカサ抽出物誘導細胞死は非ミトコンドリア型
カスパーゼを介する
○方 明1, 四宮 貴久1, 長原 礼宗1（1東京電機大理工）
26PA-am163S Smac N 末端ペプチド配列に基づいた XIAP 阻害剤の
創製
○木村 龍太郎1, 安達 奏恵1, 八代 祐輝1, 山地 香女1,
小上 裕二3, 吉森 篤史4, 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, 3D.D.P., 4理論創
薬研究所）
26PA-am164S アポトーシス誘発により増加する Lewis 型糖鎖の細
胞貪食における役割とホスファチジルセリンとの
関係
○高畠 史帆1, 木村 沙織1, 東 祐太郎1, 津山 崇1, 多田
周右1（1東邦大薬）
26PA-am165 神経芽腫に対するインドール誘導体の抗腫瘍効果の
検討
○栗田 雅弘1, 齋藤 梨沙1, 浅見 覚1, 牧野 三津子1, 川
面 基2, 鈴木 孝1,3（1日本大薬, 2日本大文理, 3日本大
医）
26PA-am166 Cordyceps roseostromata 二次代謝産物のヒト癌細胞
に対する抗腫瘍効果
○本田 真美1, 峰 由樹1, 森永 紀2, 竹下 慎太郎1, 西村
悠吾1, 倉岡 卓也1, 小林 秀光1, 藤井 佑樹1, 矢萩 禮
美子3, 矢萩 信夫3, 小川 由起子1（1長崎国際大薬, 2第
一薬大, 3自然薬食微生物研）

ストレス
26PA-am167

ヒト由来滑膜細胞への温熱刺激による炎症抑制効果
の検討
○大西 利征1, 元原 将策1, 丹羽 大介1, 小山 淳1（1帝人
ファーマ）
26PA-am168 喫煙による RNA 編集酵素 ADAR1 の発現低下が酸
化ストレス応答に与える影響
○瀧澤 雅1, 中野 正隆1, 深見 達基1, 中島 美紀1,2（1金
沢大院医薬保, 2金沢大WPIナノ生命科学研）
26PA-am169S BNIP3 は紫外線から皮膚を保護する際に重要な役割
を果たす
○森田 遼1, 森山 麻里子1, 森田 貴士1, 丸谷 祐樹1, 後
藤 ありさ1, 松本 諭以子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）
26PA-am170 ヒト赤血球 Peroxiredoxin 2 の過酸化状態の検出およ
び定量法の開発
○石田 洋一1, 安芸 万梨子1, 藤原 想太1, 長浜 正巳1,
小笠原 裕樹1（1明治薬大）
26PA-am171S 統合失調症患者赤血球中のアルグピリミジン化タン
パク質の同定
○木船 陽介1, 鹿山 将1, 小池 伸1, 鈴木 俊宏1, 石田
洋一2, 堀内 泰江3, 宮下 光弘3, 新井 誠3, 小笠原 裕樹1
（1明治薬大 分析化学, 2明治薬大 生体分子, 3東京都医
学研精神行動医学研究分野）
26PA-am172S 酸化ストレスに対するマウスアストロサイトの脆弱
性の系統差は細胞内遊離型亜鉛レベルの差異に起因
する
中尾 亮仁1, ○古田 能裕1, 大石 晃弘1, 長澤 一樹1（1京
都薬大衛生化学）
26PA-am173 活性酸素種によるピルビン酸キナーゼ（PKM2）の
酸化的制御が抗がん剤感受性に与える影響
○色川 隼人1, 加藤 慎1, 沼崎 賢史1, 髙橋 庄太1, 久下
周佐1（1東北医薬大薬）

薬効・安全性評価
26PA-am174
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薬用入浴液は新生児の肌トラブルを予防・改善する
○小番 美鈴1, 窪島 裕之1, 石澤 太市1, 望月 隆1, 綱川
光男1, 谷野 伸吾1（1バスクリン）

26PA-am175

ホルマリン惹起性疼痛に対するエテンザミドの作用
メカニズム
○圓山 智嘉史1, 室賀 翔太1, 濱中 美菜子1, 山口 千春1,
二階堂 隆人1, 藤丸 由紀子1, 櫻井 孝信1, 浅野 年紀1,
高岡 彰子1（1大正製薬）
26PA-am176 NSAIDs 誘発性胃粘膜傷害に対するエテンザミドの
作用メカニズム
○室賀 翔太1, 圓山 智嘉史1, 二階堂 隆人1, 藤丸 由
紀子1, 浅野 年紀1, 高岡 彰子1（1大正製薬）
26PA-am177 ヒト 3 次元培養角膜上皮創傷治癒モデルにおける各
種ヒアルロン酸 Na 点眼液の評価
○加藤 希実子1, 辻 雄介1, 守本 慎一1, 竹島 和男1（1日
本点眼薬研究所）
26PA-am178 身体疲労モデルマウスにおける酵素分解サバペプチ
ドの効果
○中川西 修1, 佐久間 若菜1, 石澤 大輔1, 根本 亙1, 松
本 聡2, 只野 武3, 丹野 孝一1（1東北医薬大 薬 薬理,
2
LSコーポレーション 開発, 3金沢大院医薬保 臨床研
究開発補完代替医療）
26PA-am179 新規 PPARγ 部分アゴニストの抗糖尿病作用
○伊東 佑真1,2, 福井 正樹1, 亀本 光1, 北尾 達哉1, 檜井
栄一2, 白波瀬 弘明1（1京都薬品創薬研, 2金沢大院医
薬保）
26PA-am180 ヒト肝細胞の代替としてのヒト iPS 細胞由来肝細胞
の機能評価
○石田 誠一1, 堀内 新一郎1, 黒田 幸恵1, 金 秀良1, 諫
田 泰成1（1国立衛研）
26PA-am181S Polyethylene glycol (PEG) 修飾リポソーム化
oxaliplatin 投与によるラット甘味受容機構への影響
○平尾 彩香1, 神谷 育実1, 牧野 愛美1, 大石 晃弘1, 土
井 祐輔2, 安藤 英紀2, 石田 竜弘2, 長澤 一樹1（1京都薬
大, 2徳島大薬）
26PA-am182 薬物性肝障害感受性決定因子としての 2 型糖尿病肝
ミトコンドリア薬物毒性の解析
○濱田 和真1, 中埜 貴文1, 堀江 利治1（1帝京平成大
薬）
26PA-am183S 神経細胞死に対するツボクサ (Centella asiatica) 及び
ショウブ (Acorus calamus) 抽出物の細胞保護作用
○三上 雅史1, 大庭 卓也1, 道本 晋一1, 中村 信介1, 嶋
澤 雅光1, Arunasiri IDDAMALGODA2, 坪井 誠2, 原
英彰1（1岐阜薬大, 2一丸ファルコス）

薬理ゲノミクス
26PA-am184

26PA-am185

26PA-am186

26PA-am187
26PA-am188

26PA-am189

抗うつ薬 fluvoxamine の PK/PD modeling を目的とし
た薬効評価系の確立
○岡田 章1, 稲田 健志1, 市原 大資1, 岡井 美可1, 松尾
美奈1, 石山 彰子1, 筌場 泉季1, 杉田 史憲1, 福島 恵造1,
杉岡 信幸1（1神戸学院大薬）
シコンの有効成分シコニンによる TPA 誘導ヒトマク
ロファージ系細胞の遺伝子発現の調節
○野口 茉莉1, 懸川 友人1, 高田 万莉子1, 大室 弘美2
（1城西国際大薬, 2武蔵野大薬）
遊離ヒストンタンパクは、自身の mRNAs のリボソー
ムローディングを制御する
○髙田 万莉子1, 懸川 友人1, 野口 茉莉1, 大室 弘美2
（1城西国際大薬, 2武蔵野大薬）
【演題取り下げ】
伊豆縮砂成分 Alpinone 3-Acetate による olfactory
receptor 遺伝子の発現調節
○野崎 涼人1, 懸川 友人1, 大室 弘美2（1城西国際大薬,
2
武蔵野大薬）
認知症患者における CYP2D6 遺伝型
○緒方 拓哉1, 板橋 準1, 山 佳織1, 田端 一基2, 蓮川
岳志2, 横尾 和宜2, 直江 寿一郎2, 三浦 淳1（1北海道薬
大, 2旭川圭泉会病院）

26PA-am190

第一世代抗ヒスタミン薬による眠気と CYP2D6・3A5
遺伝型との関連性
○板橋 準1, 緒方 拓哉1, 元村 博美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室蘭工業大）

末梢神経系
26PA-am191S 2 型糖尿病ラット尾動脈アドレナリン作動神経から
の内因性ノルエピネフリン遊離作用に対するデュロ
キセチンの影響
○伊賀 順子1, 湯浅 紗都子1, 野澤（石井）玲子1, 加賀
谷 肇1（1明治薬大）
26PA-am192S Goto-Kakizaki Rat における尾動脈交感神経からのノ
ルエピネフリン遊離作用に対する β 作動薬の影響
○湯浅 紗都子1, 伊賀 順子1, 野澤（石井）玲子1, 加賀
谷 肇1（1明治薬大）
26PA-am193S 糖尿病性末梢神経障害に対するデュロキセチンの
影響
○原口 慶彦1, 池谷 英一1, 野澤 玲子1, 加賀谷 肇1（1明
治薬大）
26PA-am194S 糖尿病性末梢神経障害に対するファスジルの影響
○池谷 英一1, 原口 慶彦1, 野澤 玲子1, 加賀谷 肇1（1明
治薬大）
26PA-am195 白金系抗がん剤オキサリプラチン誘発性末梢神経障
害ラットに対する遺伝性神経疾患シャルコー・マ
リー・トゥース病治療薬クルクミンの改善効果
○伊賀 歩実1, 山下 郁太1, 入江 圭一1, 近藤 布由美1,
赤木 麻里1, 木村 奈美1, 明瀬 孝之1, 松尾 宏一1, 林
稔展2, 佐藤 朝光1, 本多 健治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）
26PA-am196 ラットのオキサリプラチン誘発性末梢神経障害に対
するシロスタゾールの治療効果
○近藤 布由美1, 入江 圭一1, 山下 郁太1, 伊賀 歩実1,
赤木 麻里1, 宮内 志朗1, 長谷川 翔太1, 明瀬 孝之1, 松
尾 宏一1, 林 稔展2, 佐藤 朝光1, 本田 健治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）
26PA-am197 白金系抗がん剤 oxaliplatin 誘発性末梢神経障害ラッ
トに対する大麻成分 Δ9-tetrahydrocannabinol による治
療効果
○赤木 麻里1, 明瀬 孝之1, 入江 圭一1, 近藤 布由美1,
伊賀 歩実1, 山下 郁太1, 松尾 宏一1, 林 稔展2, 佐藤
朝光1, 土橋 良太1, 金城 順英1, 森本 聡3, 田中 宏幸3, 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
九州大薬）
26PA-am198 末梢性顔面神経麻痺の回復過程におけるプロスタグ
ランジン類の解析
○亀井 大輔1, 中村 彩音1, 喜多村 奈央1, 滝 伊織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）
26PA-am199 網膜虚血再灌流による網膜神経節細胞死に対する
apelin 受容体アゴニストの保護作用
○石丸 侑希1, 住野 彰英1,2, 藤本 真由美1, 柴垣 郁弥1,
山室 晶子1, 吉岡 靖啓1, 前田 定秋1（1摂南大薬, 2横浜
薬大）
26PA-am200 抗がん剤 (Oxaliplatin) 誘発性末梢神経障害における
新規 PAC1 受容体アンタゴニストの効果
○上田 隆拡1, 長島 涼太1, 渡辺 藍1, 岡田 卓哉1, 豊岡
尚樹1, 髙﨑 一朗1, 栗原 崇2, 宮田 篤郎2（1富大院理工,
2
鹿大院医歯）

細胞内情報伝達
26PA-am201

26PA-am202
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セロトニンによる EGFR/MAPK 経路の活性化に対す
る特異的シグナル伝達因子阻害薬の効果の検討
○内藤 浩太1, 栗原 一樹1, 茂木 肇1, 木村 光利1, 荻原
政彦1（1城西大薬）
セロトニンの肝実質細胞増殖促進作用に対する増殖
関連シグナル伝達因子活性の経時的変化の検討
○栗原 一樹1, 内藤 浩太1, 茂木 肇1, 木村 光利1, 荻原
政彦1（1城西大薬）

26PA-am203

LPA 誘導性 A431 細胞分散に対する小胞体ストレス
誘導試薬の効果
○齋藤 僚1, 西田 佳世1, 水本 由衣1, 藤田 典久1（1立命
館大薬・情報薬理学）
26PA-am204 UVA 誘導性 MMP-1 発現での HMGB1 のバイスタン
ダー効果
○佐川 史織1, 星野 真里奈1, 倉林 友南1, 高瀬 ひろか1,
坂本 光1（1北里大薬）
26PA-am205 TRPV1 阻害剤がメラノーマの浸潤能に及ぼす影響
○澤谷 美景1, 佐藤 拓仁1, 高瀬 ひろか1, 坂本 光1（1北
里大薬）
26PA-am206S TGF-β シグナル伝達阻害剤 KUSC-Y244 は TGF-β に
よる上皮間葉転換を抑制する
○杉﨑 俊文1, 高須 康明1, 服部 明1, 小嶋 聡一2, 掛谷
秀昭1（1京大院薬, 2理研 CLST）

内因性生理活性物質
26PA-am207

26PA-am208

26PA-am209

26PA-am210

神経ペプチド PACAP による汗分泌促進作用
○遠藤 沙也花1, 塩田 美冬1, 山下 道生1, 平林 敬浩1,
柴藤 淳子1, 竹ノ谷 文子1, 塩田 清二1（1星薬大）
神経ペプチド PACAP による角膜上皮の新生・再生
作用
○石川 満理奈1, 柴藤 淳子1, 平林 敬浩1, 石野 茉由子1,
山下 道生1, 竹ノ谷 文子1, 塩田 清二1（1星薬大）
マウス掻痒行動に対するエンドモルフィン-1 およ
び-2 の作用について
○林 貴史1, 勝山 壮2, 小泉 早希1, 渡辺 麻里1, 鈴木
常義1, 櫻田 忍1（1東北医薬大薬, 2東京薬大薬）
ゲノム編集法により作成した CYP27B1 遺伝子欠損
および VDR 遺伝子改変ラットを用いたビタミン D
作用メカニズムの解明
○西川 美宇1, 安田 佳織1, 高松 将士1, 阿部 圭祐1, 堀
部 恭平1, 真野 寛生1, 中川 公恵2, 津川 尚子3, 岡野 登
志夫2, 生城 真一1, 榊 利之1（1富山県大, 2神戸薬大,
3
大阪樟蔭女大）

薬物代謝
26PA-am211

26PA-am212

26PA-am213

26PA-am214

26PA-am215

26PA-am216

ラット腎臓および脳中のシトクロム P450 遺伝子発
現量の性差
○福野 修平1, 鈴木 宏崇1, 長井 克仁1, 小西 廣己1（1大
阪大谷大薬）
雄性ラットにおけるグリチルレチン酸によるメチラ
ポンの代謝阻害の評価
○村田 秀之1, 樋口 敏幸1, 小田切 優樹2（1日本薬大,
2
崇城大薬）
生活習慣病に対するチトクロム P450 2A6 遺伝子型
診断活用の可能性
清水 万紀子1, 横山 悠香1, 野口 みく1, 島袋 美絵2, 竹
下 達也2, 宮井 信行2, 内海 みよ子2, 志波 充2, 有田
幹雄2, 牟礼 佳苗2, ○山崎 浩史1（1昭和薬大, 2和歌山
医大）
薬物代謝酵素 cytochrome P450 3A および aldehyde
oxidase タンパク質分解に影響を与える化学物質の
探索
○佐能 正剛1,2, 大月 佑也2, 加藤 真帆2, 高岡 尚輝1, 江
尻 洋子3, 古武 弥一郎1,2, 太田 茂1,2（1広島大院医歯薬
保, 2広島大薬, 3クラレ）
日本人小児患者のアトモキセチン血中濃度一点測定
値とその生理学的薬物動態モデルを用いた予測
○清水 万紀子1, 野津 祐貴1, 太田 実樹1, 武井 まどか1,
佃 宗紀2, 吉田 さやか3, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2つく
だクリニック, 3奈良県総合医療セ）
一般化学物質および医薬品が有する置換基のヒト培
養細胞系を用いる小腸吸収過程に及ぼす影響
○神矢 佑輔1, 髙久 裕加1, 山田 莉央1, 村山 典恵1, 北
島 正人2, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2富士通九州システ
ムズ）

26PA-am217

化学物質のヒト体内動態パラメータ値予測モデルの
構築
○村山 典恵1, 水野 紗和1, 中里 真悠子1, 中村 仁美1,
神矢 佑輔1, 中原 有紗2, 北島 正人2, 山崎 浩史1（1昭和
薬大, 2富士通九州システムズ）
26PA-am218S 被作用薬としてのヒト肝アルプラゾラム、ミダゾラ
ムおよびミルタザピン酸化酵素活性に及ぼす作用薬
相互の異なる影響
○高田 将季1, 村山 典恵1, 倉林 優貴1, 山崎 浩史1（1昭
和薬大）
26PA-am219 基質薬物の分配係数を利用したヒト肝チトクロム
P450 2C 酵素が触媒する高薬物酸化酵素活性値のた
めの至適アルブミン濃度予測
○志村 果南1, 村山 典恵1, 田中 佐季1, 小野関 駿佑1,
北島 正人2, 山崎 浩史1（1昭和薬大, 2富士通九州シス
テムズ）
26PA-am220 グルクロン酸抱合経由の代謝活性化を回避したジク
ロフェナク類縁体の創製
山田 晶子1, ○大江 知之1, 小川 真依1, 高橋 恭子1, 中
村 成夫2, 増野 匡彦1（1慶應大薬, 2日本医大）
26PA-am221S 東北メディカル・メガバンク統合データベースより
見出された新規フラビン含有モノオキシゲナーゼ 3
遺伝子変異の組換え酵素を用いた機能解析
○中莖 昂明1, 清水 万紀子1, 菱沼 英史2, 平塚 真弘2,3,
山崎 浩史1（1昭和薬大, 2東北大院薬, 3東北メディカ
ル・メガバンク機構）
26PA-am222 Dihydropyrimidine dehydrogenase 欠損が疑われた症
例における遺伝子解析と変異タンパク質の機能解析
○小倉 健一郎1, 小林 茉奈美1, 長坂 拓哉1, 福田 彰子1,
大沼 友和1, 西山 貴仁1, 竹中 龍太2, 平塚 明1（1東京薬
大薬, 2津山中央病院）
26PA-am223 ブタの腎臓における CYP 分子種の遺伝子発現におけ
る性差と品種間差
○小島 美咲1, 出川 雅邦2（1農研機構, 2静岡県大薬）
26PA-am224S イブプロフェンによる肝毒性発現に対するアシル
CoA 合成酵素の関与
○三島 観知1, 深見 達基1, 荒川 大1, 中島 美紀1,2（1金
沢大院医薬保, 2金沢大WPIナノ生命科学研）
26PA-am225S ニトロ基含有薬物の還元反応を触媒するヒトアルデ
ヒドオキシダーゼの基質認識性
○小木曽 巧朗1, 深見 達基1, 三代 憲司2, 小西 慶吾1,
Jeffrey P. JONES3, 中島 美紀1,4（1金沢大院医薬保, 2金
沢大新学術, 3ワシントン州立大, 4金沢大WPIナノ生
命科学研）
26PA-am226 RNA 編集が薬物代謝型ヒト CYP 各分子種の発現に
与える影響
○野崎 香於利1, 中野 正隆1, 深見 達基1, 中島 美紀1,2
（1金沢大院医薬保, 2金沢大WPIナノ生命科学研）
26PA-am227 アリルイソプロピルアセチル尿素による CYP2E1 の
時間依存的阻害
○文 柱淵1, 原 実咲1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大薬）
26PA-am228 ヒト・CYP3A4 の Δ4-ステロイドホルモン代謝活性
について
○吉岡 宏樹1, 今井 健太1, 渡辺 綾乃1, 本間 桂子2, 片
桐 昌直1（1大阪教育大教, 2慶応大病院中央臨床検査
部）
26PA-am229 CYP24A1 遺伝子欠損ラットを用いた 25-ヒドロキシ
ビタミン D3 代謝様式の解明
○安田 佳織1, 西川 美宇1, 岡本 海利1, 高松 将士1, 阿
部 圭祐1, 真野 寛生1, 中川 公恵2, 津川 尚子3, 岡野 登
志夫2, 生城 真一1, 榊 利之1（1富山県大, 2神戸薬大,
3
大阪樟蔭女大）
26PA-am230 カフェインによるアセトアミノフェン誘発肝障害抑
制のメカニズム
○江波戸 愛奈1, 小峰 丈1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大
薬）
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26PA-am231

26PA-am232

メチレンジオキシフェニル化合物と CYP1A2 の
metabolic intermediate complex 形成における構造活性
相関
○高橋 智恵子1, 玄道 璃奈1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大
薬）
タバコ特異的ニトロソアミン 4-(methylnitrosamino)-1(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)の新規解毒代謝経路
○西山 貴仁1, 石沢 綸也1, 杉山 華菜1, 湯澤 幸花1, 大
沼 友和1, 小倉 健一郎1, 平塚 明1（1東京薬大薬）

内分泌・代謝系
26PA-am233

卵巣摘出マウスにおけるメトホルミン慢性投与によ
る効果
○松島 涼太1, 三反崎 聖1, 茂木 優太1, 髙田 実結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）
26PA-am234 iNOS の血糖値変化における影響とエストロゲンの
関与について
○茂木 優太1, 三反崎 聖1, 松島 涼太1, 髙田 実結1, 加
藤 菜穂1, 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）
26PA-am235 マウス脂肪組織における nesfatin-1 分泌への glucose
の影響について
○多河 典子1, 浅川 明弘2, 藤波 綾1, 乾 明夫2, 加藤
郁夫1（1神戸薬大, 2鹿児島大院医歯）
26PA-am236 脂肪細胞におけるリゾホスファチジン酸による低酸
素誘導因子の調節
○山本 芽生1, 藤原 美穂1, 藤村 よしの1, 木平 孝高1,
佐藤 英治1（1福山大薬）
26PA-am237 高脂肪食負荷マウスにおけるインスリン抵抗性およ
び脂肪組織へのマクロファージ浸潤に対する糖転移
ヘスペリジンの作用
○吉田 裕樹1,2, 津波古 梨花1, 松田 直也2, 出山 由貴2,
井上 美菜2, 渡辺 渡3, 杉田 千泰2, 黒川 昌彦1,2（1九州
保福大・院薬・生化学, 2九州保福大・薬・生化学, 3九州
保福大・院薬・微生物）
26PA-am238 C 型肝炎モデル細胞におけるエタノールのヘム生合
成経路への影響の検討
○中埜 貴文1, 磯崎 泰也1, 三浦 美香1, 濱田 和真1, 森
屋 恭爾2, 小池 和彦2, 堀江 利治1（1帝京平成大薬, 2東
大院医）
26PA-am239 子宮内腔良性腫瘍摘出術が子宮内膜の着床関連因子
に与える影響
○田村 和広1, 吉江 幹浩1, 小島 淳哉2, 井坂 惠一2, 西
洋孝2, 桑原 直子1, 立川 英一1（1東京薬大薬, 2東京医
大）
26PA-am240S 脳の性分化における aryl hydrocarbon receptor の寄
与：発達期の性ステロイド合成系に着目した解析
○福滿 春希1, 武田 知起2, 中村 有沙2, 西田 恭子2, 服
部 友紀子2, 田中 嘉孝2, 石井 祐次2（1九大薬, 2九大院
薬）
26PA-am241 ブラックジンジャーによる抗肥満効果
○吉川 馨1, 長谷部 翔哉1, 宮﨑 誠也1, 桑原 悠1, 本間
運人1, 櫻井 潤1, 俵 翔吾1, 米澤 真帆1, 松上 拓矢1, 宮館
祐子1, 山之内 義弘1, 出雲 信夫1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬
大）
26PA-am242 肥満モデルマウス作成における内臓脂肪の経時的変
動～実験動物用 X 線 CT 装置を用いて～
○米澤 真帆1, 山之内 義弘1, 松上 拓矢1, 宮館 祐子1,
吉川 馨1, 俵 翔吾1, 宮﨑 誠也1, 桑原 悠1, 本間 運人1,
櫻井 潤1, 出雲 信夫1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
26PA-am243 ブラックジンジャーによる日本人女性の気になる部
位の引き締め効果‐ランダム化二重盲検プラセボ対
照並行群間比較試験‐
○俵 翔吾1, 吉川 馨1, 米澤 真帆1, 出雲 信夫1, 都築
繁利1, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大）
26PA-am244 マウスにおける血糖動態および血糖降下薬作用の昼
夜比較
○河合 洋1（1城西大薬）

26PA-am245

非アルコール性脂肪性肝疾患に関与するマイクロ
RNA に関する研究
○柴山 良彦1, 久保 儀忠1（1北医療大薬 製剤）

中枢神経系①
26PA-am246S 骨髄由来ミクログリア様細胞のニコチン受容体刺激
によるアミロイド β 貪食の促進
○石田 悠紀子1, 高田 和幸1, 佐々木 綾1, 末吉 真梨1,
黒田 絵莉子1, 河西 翔平1, 戸田 侑紀1, 芦原 英司1（1京
都薬大）
26PA-am247 脳内出血モデルマウスにおける血管新生に対するニ
コチンの効果
○松本 倖政1, 倉内 祐樹1, 久恒 昭哲2,3, 関 貴弘1, 香月
博志1（1熊本大院薬・薬物活性, 2熊本大院・先導機構,
3
熊本大・リーディング大学院・HIGOプログラム）
26PA-am248S オキサリプラチン誘発末梢神経障害における脊髄グ
ルタミン酸濃度の恒常性破綻と既承認薬リルゾール
の保護効果
○山本 将大1, 江頭 伸昭2, 増田 智先2, 津田 誠1（1九大
院薬ライフイノベーション, 2九州大病院薬）
26PA-am249 病態脳組織との相互作用による好中球のフェノタイ
プ変換：in vitro での検証
○野田 大介1, 倉内 祐樹1, 久恒 昭哲2,3, 関 貴弘1, 香月
博志1（1熊本大院薬・薬物活性, 2熊本大院・先導機構,
3
熊本大・リーディング大学院・HIGOプログラム）
26PA-am250 ラット緑内障モデルに対するアポ E 含有リポタンパ
ク質の視神経保護因子としての働き
○林 秀樹1, 森 みすず1, 袁 博1, 高木 教夫1（1東京薬大
薬・応用生化）
26PA-am251S アルツハイマー型認知症モデルラットの空間記憶障
害に対する乳由来リン脂質の効果
○胸元 芳1, 荒井 達也2,3, 構木 結花1, 森田 如一3, 森山
博史1, 渡辺 拓也1, 岩崎 克典1,2（1福岡大薬, 2福岡大加
齢脳科学研, 3雪印メグミルク）
26PA-am252 GAT 阻害薬は興奮性神経伝達減弱を介して鎮痛作用
を示す
○尾山 実砂1, 渡辺 俊1, 岩井 孝志1, 田辺 光男1（1北里
大薬）
26PA-am253 レゾルビン E1 およびレゾルビン E2 の抗うつ作用
機序
○鈴木 博惠1, 出山 諭司1,2, 霜田 健斗1, 石川 由香1, 石
村 航平1, 福田 隼1, 人羅(今村) 菜津子1, 井手 聡一
郎1,3, 佐藤 公道4, 金田 勝幸2, 周東 智1, 南 雅文1（1北大
院薬, 2金沢大院医薬保, 3東京医学総合研, 4京大院薬）
26PA-am254 マウスのうつ様行動におけるミトコンドリア変性タ
ンパク質ストレスレスポンスの関与
○神戸 悠輝1, Nguyen THANH TRUNG1, 宮田 篤郎1
（1鹿児島大院・医歯学総合・生体情報薬理）
26PA-am255 苦境克服意欲を制御する大脳辺縁系の分界条床核ア
ドレナリン受容体を介した脳内神経機構の同定
○増淵 雅充1, 吉田 さとみ1, 藤田 紫帥1, 上村 龍摩1,
関 健二郎1（1奥羽大薬）
26PA-am256 抑うつ症状の絶望様行動を制御する扁桃体アドレナ
リン α1 受容体の役割
○藤田 紫帥1, 上村 龍摩1, 増淵 雅充1, 吉田 さとみ1,
松崎 望1, 関 健二郎1（1奥羽大・薬・薬理）
26PA-am257 恐怖環境からの逃避意欲を制御する分界条床核のコ
ルチコトロピン放出ホルモン 2 型受容体の役割
○上村 龍摩1, 増淵 雅充1, 藤田 紫帥1, 吉田 さとみ1,
松崎 望1, 関 健二郎1（1奥羽大・薬・薬理）
26PA-am258 血液凝固第Ⅸ因子由来の合成ペプチド F9-AP の脳虚
血モデルマウスに対する影響
○益子 崇1, 日台 智明2, 藤原 祐輔2, 草間-江口 國子1,
木澤 靖夫1（1日本大薬, 2日本大医）
26PA-am259S ドネペジルは細胞内輸送制御分子 SNX33 の発現量
を増大して Aβ 産生を抑制する
○高鳥 悠記1, 中川 翔太2, 木全 璃子1, 名尾 洋亮2, 泉
安彦2, 土田 勝晴1, 赤池 昭紀2, 久米 利明2（1同志社女
大薬・創薬理論科学, 2京大院薬・薬品作用解析学）
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26PA-am260

脳梗塞後のうつ症状における脳由来神経栄養因子の
産生の変化
○野崎 いず実1, 佐藤 えつ子1, 角田 康浩1, 永井 信夫2,
鈴木 康裕1（1奥羽大薬, 2長浜バイオ大アニマルバイオ
サイエンス）
26PA-am261 脳梗塞後うつでの p75NTR の産生におけるフルボキ
サミンの効果
○佐藤 えつ子1, 野崎 いず実1, 角田 康浩1, 永井 信夫2,
鈴木 康裕1（1奥羽大薬, 2長浜バイオ大アニマルバイオ
サイエンス）
26PA-am262 インディルビン誘導体の小胞体ストレス誘発細胞死
に対する保護効果
○小菅 康弘1, 齋藤 弘明1, 南郷 拓嗣1, 石毛 久美子1,
宮入 伸一1, 伊藤 芳久1（1日本大薬）
26PA-am263 Nicotine 誘発振戦に対する抗てんかん薬の作用評価
○加藤 将貴1, 國澤 直史1, 清水 佐紀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・薬品作用解析学）
26PA-am264 卵巣摘出マウスによる自発運動量低下に対するセル
トラリンの効果
○古川 恵1, 出雲 信夫1, 東方 優大1, 平野 可純1, 稲葉
悠1, 倉持 優衣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）
26PA-am265 エストラジオールの記憶維持作用の検討
○平野 可純1, 出雲 信夫1, 東方 優大1, 古川 恵1, 武田
佳保里1, 山口 将史1, 清水 優1, 速水 耕介1, 中野 真1, 渡
邉 泰雄1（1横浜薬大）
26PA-am266 糖尿病態ラット脳皮質の NO 産生
○今井 十夢1, 岩田 直洋1, 神内 伸也1, 岡崎 真理1, 日
比野 康英1（1城西大薬）
26PA-am267 糖尿病態ラットの虚血性脳障害に対する亜硝酸ナト
リウムの効果
○岩田 直洋1, 岡﨑 真理1, 高村 恵美子1, 今井 十夢1,
神内 伸也1, 日比野 康英1（1城西大薬）
26PA-am268 腫瘍切除後マウスにおける炎症関連分子の発現変化
と情動障害への関与
○尾中 勇祐1, 田中 優衣1, 田邊 航2, 新谷 紀人2, 中澤
敬信3, 吾郷 由希夫2, 米山 雅紀1, 山口 太郎1, 橋本
均2,4,5, 荻田 喜代一1（1摂大薬, 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阪大院
データビリティフロンティア機構）
26PA-am269 脳虚血モデルマウスに対する河内晩柑果汁飲料の脳
保護効果
○古川 美子1, 奥山 聡1, 加藤 真己1, 澤本 篤志1, 天倉
吉章1, 好村 守生1, 中島 光業1, 福田 直大2, 玉井 敬久2,
菅原 邦明3, 首藤 正彦3（1松山大薬, 2愛媛県産技研,
3
えひめ飲料）
26PA-am270S 神経様細胞 SH-SY5Y におけるロテノン誘導性酸化
ストレスに対するビタミン K2 の効果
○土岐 衣梨奈1, 寺田 一樹1, 後藤 将太朗1, 山川 博文1,
渡瀬 大輔1, 瀬戸口 修一1, 松永 和久1, 加留部 善晴1,
髙田 二郎1（1福岡大薬）
26PA-am271 柑橘果皮由来成分 Heptamethoxyflavone の PDE 阻害
効果について
○澤本 篤志1, 奥山 聡1, 中島 光業1, 古川 美子1（1松山
大薬・薬理）
26PA-am272S チペピジンの新奇抗うつ様効果発現における脳内ド
パミン系の関与：GIRK2 サブユニット欠損マウスで
の検討
○本多 幾多郎1, 荒木 喜美2, 申 敏哲3, 土井 篤3, 山村
研一4, 三隅 将吾1, 高濱 和夫1,3（1熊本大院薬・環境分
子保健学, 2熊本大・生命資源研究・支援センター・疾
患モデル, 3熊本保健科学大保健科学, 4熊本大・生命資
源研究・支援センター・山村プロジェクト）
26PA-am273 アトルバスタチンによる記憶能力改善効果の可能性
について
○吉井 美智子1, 入口 萌々香1, 茶谷 望1, 林 樹奈1, 小
澤 光一郎1（1広島大院医歯薬保）

26PA-am274

神経幹細胞を利用したドラッグスクリーニングのた
めの 3 次元神経組織構築
○根岸―加藤 みどり1, 松代 悠暉2, 川原 正博1, 尾上
弘晃2（1武蔵野大薬, 2慶應大理工）
26PA-am275 慢性ストレス負荷マウスに対する河内晩柑果皮の
効果
○奥山 聡1, 小谷 真穂1, 澤本 篤志1, 藤谷 美菜2, 阿野
嘉孝2, 岸田 太郎2, 中島 光業1, 古川 美子1（1松山大薬,
2
愛媛大農）
26PA-am276 脊髄神経結紮モデルマウスの疼痛反応に対する新規
PAC1 受容体拮抗薬の効果
○下平 文香1, 長島 涼太2, 渡辺 藍2, 岡田 卓哉2, 豊岡
尚樹2, 合田 浩明3, 宮田 篤郎4, 栗原 崇4, 髙﨑 一朗2
（1富山大工, 2富山大院理工, 3昭和大薬, 4鹿大医歯）

循環器系
26PA-am277

26PA-am278S

26PA-am279S

26PA-am280S

26PA-am281S

26PA-am282S

26PA-am283S

26PA-am284S

26PA-am285S
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日本人成人の性・年代及び地域別の血漿中 EPA/AA
○岩本 翔平1, 小林 悟1, 寺野 隆1, 平山 登志夫1, 黒田
哲弘2（1晴山会・平山病院, 2日本水産健康保険組合）
ラット摘出動脈における内皮依存性弛緩反応に対す
る indoxyl sulfate 急性暴露の影響
○吉永 俊大1, 松本 貴之1, 髙柳 奎介1, 小嶋 美帆香1,
山中 達也1, 福田 美穂1, 井下田 浩実1, 石内 愛莉1, 原
史織1, 丸山 真由子1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬
大薬）
慢性 2 型糖尿病ラット大腿動脈におけるプリノセプ
ターリガンド誘発収縮反応の検討
○福田 美穂1, 松本 貴之1, 髙柳 奎介1, 小嶋 美帆香1,
小林 翔太1, 安藤 眞1, 井口 舞香1, 山中 達也1, 吉永
俊大1, 井下田 浩実1, 石内 愛莉1, 原 史織1, 丸山 真
由子1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）
ラット腎動脈における内皮由来収縮因子および
thromboxane mimetic 誘発収縮反応に対する
tunicamycin 暴露の影響
○石内 愛莉1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 髙柳 奎介1, 小嶋
美帆香1, 福田 美穂1, 井下田 浩実1, 原 史織1, 丸山 真
由子1, 山中 達也1, 吉永 俊大1, 田口 久美子1, 小林
恒雄1（1星薬大薬）
慢性高血圧ラット胸部大動脈における proteaseactivated receptor 2 agonist 誘発弛緩反応
○東田 佳子1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 小林 翔太1, 井口
舞香1, 髙柳 奎介1, 小嶋 美帆香1, 市川 将成1, 岩崎
瑞生1, 大平 聖悟1, 田口 可奈1, 野口 智司1, 波多野 こ
とみ1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）
2 型糖尿病ラット大動脈からのヒドロキシラジカル
発生と NO 遊離作用に対するエンドセリン受容体拮
抗薬の影響
○強瀬 瑞生1, 桑名 優海1, 丸茂 圭太郎1, 野澤（石井）
玲子1, 加賀谷 肇1（1明治薬大）
Goto-Kakizaki rat 大動脈培養内皮細胞からのヒドロ
キシラジカル発生作用と NO 遊離作用に対するエン
ドセリンの影響
○桑名 優海1, 強瀬 瑞生1, 丸茂 圭太郎1, 野澤（石井）
玲子1, 加賀谷 肇1（1明治薬大）
器官培養法を用いた poly (I:C)のラット上腸間膜動脈
機能への影響: NO ドナー誘発弛緩反応減弱メカニ
ズム
○谷 めぐみ1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 尾関 ありさ1, 大橋
沙央里1, 大島 早貴1, 大田 優香1, 竹野 直1, 田村 愛1, 田
口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）
器官培養法を用いた poly (I:C)のラット上腸間膜動脈
機能への影響: sodium nitroprusside 誘発弛緩反応減
弱と酸化ストレスとの関連
○岩崎 瑞生1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 尾関 ありさ1, 谷
めぐみ1, 大橋 沙央里1, 大島 早貴1, 大田 優香1, 竹野
直1, 田村 愛1, 田口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）

26PA-am286S 器官培養法を用いた poly (I:C)のラット上腸間膜動脈
機能への影響: NO ドナーによる弛緩反応とその下流
シグナルを中心として
○尾関 ありさ1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 谷 めぐみ1, 大橋
沙央里1, 大島 早貴1, 大田 優香1, 竹野 直1, 田村 愛1, 田
口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）
26PA-am287S ラット頸動脈におけるインスリン誘発セロトニン収
縮増強に対する チロシンキナーゼおよび MAPK 阻
害薬の影響
○大田 優香1, 松本 貴之1, 渡邊 駿1, 大島 早貴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）
26PA-am288S 糖尿病マウスを用いた GRK2 siRNA 投与による血中
パラメーター、肝臓、脂肪組織の影響
○高田 彬1, 田口 久美子1, 別所 七海1, 成松 遥1, 磯田
裕美子1, 林 史也1, 針ヶ谷 苑子1, 松本 貴之1, 小林
恒雄1（1星薬大）
26PA-am289S 糖尿病時における quercetin と血中代謝物
quercetin-3-o-β-glucuronide の血管弛緩メカニズムの
解明
○田中 希依1, 田口 久美子1, 長谷川 麻美1, 田野 育実1,
大久保 美晴1, 小林 信寛1, 川上 優花1, 中島 花也1, 沼
生 千秋1, 我妻 未菜美1, 成松 遥1, 別所 七海1, 松本
貴之1, 小林 恒雄1（1星薬大）
26PA-am290S 糖尿病時 GLP-1 は、AMPK を介した NO 産生経路に
より血管を弛緩させる
○渡辺 星奈1, 田口 久美子1, 別所 七海1, 成松 遥1, 古
米 典1, 磯田 裕美子1, 高田 彬1, 林 史也1, 針ヶ谷 苑子1,
松本 貴之1, 小林 恒雄1（1星薬大）
26PA-am291S ストレプトゾトシン誘発糖尿病マウス由来の血清に
よる血管内皮機能への影響
○馬場 玖瑠実1, 田口 久美子1, 成松 遥1, 竹下 菜美穂1,
齊藤 恵美1, 高橋 紫苑1, 瀬戸山 和希1, 伊藤 智里1, 舟
見 佳夏1, 孫田 一輝1, 前田 莉邑1, 松本 貴之1, 小林
恒雄1（1星薬大）
26PA-am292S 2 型糖尿病マウス血清と高グルコース処置における
胸部大動脈血管弛緩反応の検討
○竹下 菜美穂1, 田口 久美子1, 成松 遥1, 齊藤 恵美1,
高橋 紫苑1, 馬場 玖瑠実1, 瀬戸山 和希1, 伊藤 智里1,
舟見 佳夏1, 前田 莉邑1, 孫田 一輝1, 松本 貴之1, 小林
恒雄1（1星薬大）
26PA-am293S 2 型糖尿病ラット Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty
ラットの代謝および血管内皮機能に対する
alagebrium 投与の影響
○山中 達也1, 松本 貴之1, 髙柳 奎介1, 小嶋 美帆香1,
小林 翔太1, 安藤 眞1, 井口 舞香1, 丸山 真由子1, 井下
田 浩実1, 石内 愛莉1, 原 史織1, 福田 美穂1, 吉永 俊大1,
田口 久美子1, 小林 恒雄1（1星薬大薬）
26PA-am294S ラット心筋梗塞後の心筋ヒストン脱アセチル化酵素
6 活性および熱ショックタンパク質の変化
○長田 志保1, 丸ノ内 徹郎1, 田野中 浩一1（1東京薬大
薬）
26PA-am295S 雌性肥満 OLETF ラット上腸間膜動脈における内皮
由来因子誘発血管反応の検討
○田村 愛1, 松本 貴之1, 安藤 眞1, 小林 翔太1, 井口
舞香1, 大橋 沙央里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, 田口 久美子1, 小林 恒雄1
（1星薬大薬）
26PA-am296 ラット心筋梗塞後不全心での HSPA9 の変化
○丸ノ内 徹郎1, 石原 麻美1, 平田 京子1, 矢野 絵美1,
田野中 浩一1（1東京薬大薬）
26PA-am297 ローヤルゼリーの血管拡張作用と末梢循環への影響
○籠田 智美1, 梁 耀月2, 丸山 加菜1, 大西 由莉1, 和久
田-宮内 詩野1, 伊藤 由彦3, 山田 静雄3, 篠塚 和正1
（1武庫川女大薬・薬理2, 2北京中医葯大・中葯薬理, 3静
岡県大院薬）

26PA-am298

26PA-am299

26PA-am300

26PA-am301

26PA-am302

Bcl-2 associated athanogene (BAG)3 による心筋タンパ
ク質の分解調節
○猪俣 結衣1, 永坂 祥太1, 宮手 一樹1, 後藤 雄大1, 東
尾 里英子1, 石田 欣二3, 齋野 朝幸4, 弘瀬 雅教2, 三部
篤1（1岩手医大薬・薬剤治療, 2岩手医大薬・分子細胞
薬理, 3岩手医大・医歯薬総合研・生命科学技術支援セ
ンター, 4岩手医大医・解剖（細胞生物））
ラット圧負荷血管モデルにおけるアンジオテンシン
II による血管収縮機構
○寺田 侑加1, 松田 和可子1, 藤原 万里子1, 岩本 遥1,
屋山 勝俊1（1神戸学院大薬）
ラット 2K1C 高血圧モデル血管におけるアンジオテ
ンシン II による血管収縮機構
○岡田 瑞希1, 米田 恭太1, 荒木 理志1, 寺田 侑加1, 屋
山 勝俊1（1神戸学院大薬）
心筋リモデリングへの Hsp90 の関与
○田村 昌子1, 丸ノ内 徹郎1, 美野 善彦1, 田野中 浩一1
（1東京薬大薬）
石灰化大動脈弁狭窄症患者由来の大動脈弁間質細胞
における TNF-α 誘発性異所性石灰化機序の解明
○瀬谷 和彦1, 于 在強1, 千代谷 真理1, 大徳 和之1, 元
村 成1, 今泉 忠淳1, 福田 幾夫1, 古川 賢一1（1弘前大院
医）

化学療法剤
26PA-am303

ヒト乳癌細胞株 MCF-7 において CDKN1A と MYC
はドキソルビシンの標的遺伝子となる
○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）
26PA-am304 前立腺癌細胞株(PC3)の生存に及ぼすエイコサペンタ
エン酸（EPA）またはドコサヘキサエン酸（DHA）
および各種の抗がん剤の影響
○大野 恵一1, 大城 研1, 加園 恵三1（1城西大薬）
26PA-am305S シスプラチン誘発ユビキチン化タンパク質増加にお
ける 26s proteasome の役割
○月村 友香1, 猪俣 茉耶1, 浅見 真穂1, 木寅 聡子1, 内
藤 宏秋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, 2日医大 消化器外
科）
26PA-am306S シスプラチン誘発ユビキチン化タンパク質増加に対
するエイコサペンタエン酸の抑制効果
○猪俣 茉耶1, 月村 友香1, 内藤 宏秋1, 木寅 聡子1, 浅
見 真穂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, 2日医大 消化器外
科）
26PA-am307 シスプラチン誘発筋萎縮時における miRNA 発現
変化
○酒井 寛泰1, 木寅 聡子1, 浅見 真穂1, 内藤 宏秋1, 里
史明1, 湯本 哲郎1, 山田 岳史2（1星薬大 疾患病態解析,
2
日医大 消化器外科）
26PA-am308 HSP90 拮抗薬ゲルダナマイシンにおける神経細胞へ
の影響
○原 周司1, 右田 啓介1, 松本 太一1, 木村 公彦1（1福岡
大薬）
26PA-am309 マウスメラノーマ細胞に対するがん抑制遺伝子
Pdcd4 ノックダウンの影響
○木下 恵理子1, 吉川 紀子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）

漢方薬
26PA-am310

26PA-am311

26PA-am312
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漢方製剤「五淋散」の膀胱炎に対する改善効果
○上杉 晴香1, 林 忠紘1, 荒井 哲也1, 山﨑 寛生1（1小林
製薬 中央研）
シネフリンによる白色脂肪組織の褐色化作用
○高木 三千代1,2, 木村 和哲2, 中島 健一1, 平居 貴生1,
井上 誠1（1愛知学院大薬, 2名市大院薬）
ハナモツ水抽出物は、STAT1-IRF1 経路を介して IFNγ シグナルを阻害する
○李 陸暉1, 横山 悟1, 早川 芳弘1（1富山大院薬）

26PA-am313

イリノテカンの抗膵臓がん活性を増強する芍薬由来
成分の単離・精製
○渡邉 怜奈1, 高橋 哲史1, 五十鈴川 和人1, 鈴木 秀和2,
飯塚 徹3, 清原 寛章4, 金 成俊1（1横浜薬大・漢方治療
学, 2慶應大医・医学教育統轄センター, 3横浜薬大・生
薬薬用資源学, 4北里大北里生命研・和漢薬物学）
26PA-am314 日本と中国における十全大補湯構成生薬の生姜・大
棗に関する比較検討
○藤田 雅人1, 高橋 哲史1, 五十鈴川 和人1, 金 成俊1
（1横浜薬大）
26PA-am315S 萎縮型加齢黄斑変性症モデル動物への漢方薬の応用
○石田 南人1, 進藤 早紀2, 松岡 悠太1,2,3, 山田 健一1,2,3
（1九大薬, 2九大院薬, 3AMED CREST）
26PA-am316 QR コードを用いたカード式生薬データベースの構築
○畠山 晴妃1, 高橋 哲史1, 五十鈴川 和人1, 金 成俊1
（1横浜薬大）
26PA-am317 EBM に基づいた漢方治療の有用性に関する検討
－皮膚疾患領域－
○島田 英将1, 高橋 哲史1, 五十鈴川 和人1, 金 成俊1
（1横浜薬大）
26PA-am318 加齢に伴う内臓脂肪蓄積に対する防風通聖散の効果
○赤木 淳二1, 荒井 哲也1, 和田 篤敬1, 山崎 寛生1, 二
宮 清文2, 森川 敏生2（1小林製薬中研, 2近畿大薬総研）
26PA-am319 【演題取り下げ】
26PA-am320 大黄甘草湯を連続使用した際の瀉下効果の検証
○今 理紗子1, 松永 佑香里1, 木村 博1, 皆見 萌1, 加藤
咲1, 山村 美保1, 五十嵐 信智1, 杉山 清1（1星薬大）
26PA-am321 厚朴由来成分マグノロールによるヒト膵臓がん細胞
に対するアポトーシス誘導の機序に関する研究
○岡部 隼人1, 前田 ゆり子1, 五十鈴川 和人1, 高橋
哲史1, 金 成俊1（1横浜薬大）

細胞接着
26PA-pm003

α-ジストログリカン結合ペプチド A2G80 の構造活性
相関研究
○片桐 文彦1, 深澤 由佳1, 熊井 準1, 保住 建太郎1, 吉
川 大和1, 野水 基義1（1東京薬大薬）
26PA-pm004 グアニンヌクレオチド交換因子 FGD1 による細胞間
接着への影響
○大嶋 利之1, 藤原 俊亮1, 早川 磨紀男1（1東京薬大
薬）
26PA-pm005S 光線曝露における線維芽細胞のトリプシン-2 発現
誘導
○柳沢 亮太1, 山口 陽子1, 鹿村 知令1, 板橋 美奈1, 木
村 道夫1, 山本 博之1（1日本薬大・生命分子薬学）
26PA-pm006 ラミニンペプチドを用いた新規ペプチド-アガロース
マトリックスの開発
○熊井 準1, 片桐 文彦1, 保住 建太郎1, 吉川 大和1, 野
水 基義1（1東京薬大薬）
26PA-pm007 血管内皮細胞の細胞凝集における CRIM1 の役割
新屋 智寛1, ○高橋 悟1（1武庫川女大薬）

細胞骨格
26PA-pm008

26PA-pm009

再生医療等製品開発に向けたヒト iPS 細胞由来網膜
色素上皮細胞シートの最適化
○葉 珂1, 伊藤 ありさ1, 小坂田 文隆1,2（1名大院創薬,
2
JSTさきがけ）
腎糸球体足細胞の足突起形成におけるエズリンの
役割
○波多野 亮1, 武田 愛1, 阿部 有希子1, 浅野 真司1（1立
命館大薬）

その他
診断薬・その他

26PA-pm010

26PA-am323

エストラジオール誘導体を用いたその受容体検出法
の開発
○長谷川 功紀1, 工藤 信次2, 伊藤 隆明2（1京都薬大,
2
熊大院医）
26PA-am324 ヒト非小細胞肺癌 PC-14 細胞における Gefitinib 感受
性増強作用経路の探索
○佐藤 栄子1, 野村 政明1, 川上 紗枝1, 諸橋 周門1, 高
橋 達雄1（1北陸大薬）
26PA-am325 メダカを用いた脂肪組織の定量的評価法の確立と
PPARγ アゴニスト経口摂取のメダカ脂肪組織形成へ
の影響
○殿山 泰弘1, 安立 珠美1, 塚田 匡輝2, 今井 良政2, 青
田 昇大2, 河内 浩行2, 杉浦 省三3, ベイリー小林 菜
穂子1,4, 吉田 徹彦1,4, 工藤 純1（1慶應大・医・遺伝子医
学, 2長浜バイオ大・バイオサイエンス, 3滋賀県立大・
環境科学・生物資源管理, 4東亞合成・先端科学研）
26PA-am326S ヒト血液凝固因子 F-XIa の強力な鎮咳作用のメカニ
ズムに関する薬理学的研究
○米崎 高浩1, 本多 幾多郎1, 三隅 将吾1, 髙濱 和夫1,2
（1熊本大院薬・環境分子保健学, 2熊本保健科学大保
健科学部）

PA 会場

26PA-pm002

26PA-pm012

26PA-pm013

26PA-pm014

26PA-pm015

26PA-pm016

3 月 26 日（月）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

26PA-pm017

細胞分裂・周期調節
26PA-pm001

26PA-pm011

G タンパク質共役型受容体 GPR19 の過剰発現時に
おける細胞周期関連タンパク質の発現解析
○水谷 征法1, 笹田 雅姫1, 中村 慶祐1, 山下 功太1, 水
野 憲一1（1青森大薬）
シイタケ菌糸体培養培地抽出物（LEM）による K562
細胞への増殖抑制作用
○小早川 幸子1, 久保田 真1, 飯塚 博1（1野田食菌工
業）

26PA-pm018
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ダウン症原因遺伝子 MNB/DYRK1A の神経系細胞に
おける機能解析
○船越 英資1, 的場 藍2, 寺嶋 雅人2, 工藤 純3, 伊藤
文昭2（1摂南大理工, 2摂南大薬, 3慶応大医）
弾性線維の崩壊は、肺線維芽細胞の TGF-β1 に対す
る反応性を低下させる
○里 史明1, 田島 楓1, 岩坪 由香1, 酒井 寛泰1, 湯本
哲郎1（1星薬大）
プラセンタエキスの脂肪細胞分化に対する効果
○福永 葉月1, 里 史明1, 安藤 祐介1, 岩崎 雄介1, 酒井
寛泰1, 湯本 哲郎1, 川島 順市2, 手計 雅彦2, 大郷 由貴2,
亀井 淳三1（1星薬大, 2スノーデン）
がんの増悪を引き起こす YB-1 の核移行を阻害する
化合物
○田中 融1, 大橋 祥世1, 小林 俊亮1（1日本大薬）
メカニカルストレス負荷骨細胞から分泌された
exosome は破骨細胞の分化を誘導する
○伊藤 智広1, 赤尾 幸博2（1三重大院生資, 2岐阜大院
連合創薬）
二酸化チタンナノ粒子による皮膚上皮細胞死誘導に
おける紫外線照射（UVA）の作用効果
池田 梨香子1, 上村 菜月1, 中島 優望1, 古川 絢子1,
○樋口 善博1（1鈴鹿医療大薬）
セントジョーンズワート抽出物がパーキンソン病モ
デル細胞の生存率に与える影響
○武富 彩子1, 竹尾 亜美1, 中林 利克1, 水野 英哉1（1武
庫川女大薬）
Role of STBP-1 in cytokine-induced gene expression.
○Hirotada KOJIMA1（1Osaka City Univ, Grad. Sch.
Med）
新規 γ-グルタミルシクロトランスフェラーゼ阻害剤
の抗腫瘍効果の検討
○飯居 宏美1, 中田 晋1, 谷口 恵香1, 吉矢 拓2, 津田
修吾2, 望月 雅允2, 影山 進3, 吉貴 達寛1,3（1京都薬大・
臨床腫瘍, 2ペプチド研究所, 3滋賀医科大泌尿器科）

26PA-pm019

26PA-pm020

γ-グルタミルシクロトランスフェラーゼ阻害剤の細
胞老化を介した細胞増殖抑制効果と抗がん剤併用に
よるその効果の増強
○高木 寛子1, 飯居 宏美1, 中田 晋1, 谷口 恵香1, 吉矢
拓2, 津田 修吾2, 望月 雅允2, 影山 進3, 吉貴 達寛1,3（1京
都薬大臨床腫瘍, 2ペプチド研究所, 3滋賀医科大泌尿
器科）
皮膚線維芽細胞のコラーゲン繊維形成を促進させる
漢方製剤の探索
○渡邊 綾華1, 酒井 寛泰1, 湯本 哲郎1, 中田 麻美2, 楊
金緯2, 里 史明1（1星薬大, 2常磐植物化学研究所）

26PA-pm033

26PA-pm034

26PA-pm035

26PA-pm036

脳・神経系
26PA-pm021S 血管原性浮腫の進展における芳香族炭化水素受容体
（AhR）の役割
○田中 美樹1,2, 石原 康宏1,3, 伊藤 康一2, 石田 敦彦1,
山崎 岳1（1広島大院総科, 2徳島文理大香川薬, 3カリ
フォルニア大デービス校）
26PA-pm022 質量分析によるヒト脳脊髄液中タウアイソフォーム
の定量法開発
○日置 雄策1, 金子 直樹1, 依田 里都子1, 関谷 禎規1,
岩本 慎一1, 田中 耕一1（1島津製作所）
26PA-pm023 CRISPR/CAS9 による那須ハコラ病 DAP12 変異修復
を目指したレポーター細胞系の検討
○大槻 絢彩1, 戸崎 陽平1, 柳津 茂慧1, 紀 嘉浩1, 佐藤
準一1（1明治薬大）
26PA-pm024 蛍光性アプタマー dBroccoli を用いた GGGGCC リ
ピート RNA の可視化
○正木 泰行1, 紀 嘉浩1, 滝谷 美香1, 佐藤 準一1（1明治
薬大）
26PA-pm025S 脳梗塞後の progranulin の病態生理学的変化に関する
研究
○堀之北 一朗1, 林 秀樹1, 袁 博1, 高木 教夫1（1東京薬
大薬）
26PA-pm026S マウス脳血管とアストロサイトとの接着部での
AQP4 局在に果たすシントロフィンおよびジストロ
グリカンの役割
○山本 麻耶1, 河内 正二1, 黒井 美希1, 中江 友軌1, 坂
口 恵亮1, 橋本 紗季1, 濵口 康介1, 堀部 紗世1, 佐々木
直人1, 平田 健一2, 力武 良行1（1神戸薬大, 2神大院医）
26PA-pm027 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：視床下部における遊離脂肪酸受
容体 Ffar1 の発現変化
○太田 実玖1, 西尾 美早紀1, 前田 りこ1, 北森 一哉2,
小崎 康子1（1金城学院大薬, 2金城学院大生活環境）
26PA-pm028 SHRSP5/Dmcr ラットにおいて高脂肪食摂取により誘
起される痛覚過敏の可逆性
○山田 知世1, 太田 実玖1, 服部 あみ1, 前田 早紀1, 吉
岡 弘毅1, 北森 一哉2, 野々垣 常正1, 小崎 康子1（1金城
学院大薬, 2金城学院大生活環境）
26PA-pm029 アロママスクによる脳機能の活性化
○塩田 美冬1, 倉澤 貴美子1, 遠藤 沙也花1, 平林 敬浩1,
山田 啓司1, 岩崎 雄介1, 竹ノ谷 文子1, 塩田 清二1（1星
薬大）
26PA-pm030 神経成長因子により PC12 細胞で誘導される糖タン
パク質の網羅的解析
○日野 真美1, 矢野 裕介1, 横道 達哉1, 佐々木 貴久1,
中西 雅之1, 野元 裕1（1松山大薬）
26PA-pm031S ラミニンによるアストロサイト突起形成の分子制御
機構
○濱口 康介1, 堀部 紗世1, 黒井 美希1, 坂口 恵亮1, 中
江 友軌1, 橋本 紗季1, 山本 麻耶1, 河内 正二1, 佐々木
直人1, 平田 健一2, 力武 良行1（1神戸薬大, 2神大院医）
26PA-pm032S 腎不全モデルマウスにおける脳障害発症の機序解明
○廣石 将和1, 大和 真由実1,2, 山田 健一1,2,3（1九大薬,
2
九大院薬, 3AMED CREST）

26PA-pm037

26PA-pm038

ストレスによるインビボ LTP 障害に海馬 CA1 錐体
細胞内への Zn2+流入が関与する
○鈴木 美希1, 佐藤 祐一1, 田村 公太郎1, 玉野 春南1,
武田 厚司1（1静岡県大薬）
アミロイド β の産生・凝集を評価するための培養細
胞実験系の樹立
○石田 ひかり1, 戸崎 陽平1, 紀 嘉浩1, 佐藤 準一1（1明
治薬大）
初代培養ミクログリアにおけるモエシンの機能検討
○岡﨑 與德1, 波多野 亮1, 松本 洋亮1, 浅野 真司1（1立
命館大薬）
Resident/Intruder 系を用いた心理社会的ストレス負荷
回数とうつ病発症閾値の相関
○森 征慶1, 原田 洸秀1, 岐部 七子1, 畠中 マリ亜1, 村
田 雄介1, 大江 賢治1, 遠城寺 宗近1（1福岡大薬・臨床
薬物）
BRINP1 欠損マウス前頭前野における PV ニューロ
ン、SST ニューロン数の減少
○小林 三和子1, 林 有一1, 藤本 祐子1, 松岡 一郎1（1松
山大薬）
ケトン体代謝酵素の欠損がマウスの神経細胞に与え
る影響
○長谷川 晋也1, 山﨑 正博1, 今井 正彦1, 福井 哲也1,
高橋 典子1（1星薬大）

免疫・生体防御
26PA-pm039S T リンパ腫由来 EL4 細胞が分泌するマクロファージ
活性化因子の解析
○川上 智也1, 酒井 隆浩1, 塚部 章子1, 小池 敦資1, 天
野 富美夫1（1大阪薬大）
26PA-pm040 ヒト皮膚ケラチノサイトのプロテアーゼ活性化受容
体刺激による遺伝子発現の網羅的解析
○石橋 芳雄1（1明治薬大）
26PA-pm041 マスト細胞を介する Th1/Th2 細胞分化における黄色
ブドウ球菌由来ペプチドグリカンの影響
○松井 勝彦1, 堀川 早紀1, 池田 玲子1（1明治薬大）
26PA-pm042S ランゲルハンス細胞様樹状細胞を介する Th1/Th2 細
胞分化におけるテトラサイクリン系抗生物質の影響
松井 勝彦1, ○森嶌 彩1, 池田 玲子1（1明治薬大）
26PA-pm043S ランゲルハンス細胞の CCL5/RANTES 産生に対する
Th1 免疫応答の影響
○茂木 琴音1, 柴田 里紗1, 池田 玲子1, 松井 勝彦1（1明
治薬大）
26PA-pm044S イミダゾリン化合物による抗炎症作用について
○中川 詩織1, 屋宜 朱梨1, 川崎 清史1（1同志社女大
薬）
26PA-pm045 糖尿病モデルマウスの内臓脂肪組織に対するイソリ
クイリチゲニンの抗炎症・抗線維化作用の解析
○本田 裕恵1,2, 渡邉 康春2, 長井 良憲2, 松永 孝之1, 岡
本 直樹2, 平井 嘉勝2, 髙津 聖志1,2（1富山県薬事研, 2富
山大院医）
26PA-pm046 リン酸化部位特異的抗体を用いた高親和性 IgE 受容
体 γ 鎖のトレオニンリン酸化の解析
佐藤 仁志1, 山下 由美1, ○山下 俊之1（1奥羽大薬）
26PA-pm047 マクロファージにおける S-nitrosoglutathione reductase
(GSNOR)の機能
○谷岡 利裕1, 篠崎 昇平2, 鈴木 結貴1, 出町 侑希子1,
奥田 貴久3, 長谷場 健3, 原 俊太郎1（1昭和大薬, 2マサ
チューセッツ総合病院医, 3日医大医）
26PA-pm048 マウス脾細胞による IFN-γ 産生のヒスタミン受容体
アンタゴニストによる抑制
○亀井 美穂1, 林 秀憲2, 古田 和幸2, 田中 智之2（1岡山
大薬, 2岡山大院医歯薬）
26PA-pm049 AMP 活性化キナーゼによるマスト細胞の脱顆粒応答
の抑制機構の解明
○兵頭 菜穂1, 三喜 明子1, 建部 泰尚2, 佐藤 仁美2, 古
田 和幸2, 田中 智之2（1岡山大薬, 2岡山大院医歯薬）
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26PA-pm050

26PA-pm051

26PA-pm052

26PA-pm053

26PA-pm054
26PA-pm055S

26PA-pm056S

26PA-pm057S

26PA-pm058

26PA-pm059

26PA-pm060

26PA-pm061S

26PA-pm062

26PA-pm063

26PA-pm064S

26PA-pm065S

26PA-pm066S

26PA-pm067S

好中球細胞外トラップにおける DNA メチル化制御
機構
○安田 浩之1, 園田 杏里1, 吉田 享平1, 梶島 光貴1, 瀧
下 裕1, 佐藤 英介1（1鈴鹿医療大薬）
AKT1 はキナーゼ活性に依存せず TLR4 シグナリン
グ活性化を抑制する
○善家 孝介1, 室井 正志1, 棚元 憲一1（1武蔵野大薬）
Rab11 を介した樹状細胞表面 MHC-II の発現調節機
構の解析
○古田 和幸1, 佐藤 結香1, 黒田 真弘1, 田中 智之1（1岡
山大院医歯薬・免疫生物）
霊芝菌糸体培養培地抽出物（MAK）のメラノーマに
対する抗腫瘍効果とそのメカニズムの解析
○村田 絵莉子1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 飯塚 博2, 日
比野 康英1（1城西大薬, 2野田食菌工業）
マスト細胞の活性化と Coronin-1 のリン酸化の関係
○奥 輝明1, 辻 勉1（1星薬大）
Toll 様受容体およびサイトカイン受容体のシグナル
経路における亜鉛ウェーブの役割
○内田 亮太1, 新井 裕也2, 西田 圭吾1,2（1鈴鹿医療大
院薬, 2鈴鹿医療大薬）
高活性型 XCL1/lymphotactin による抗原特異的メモ
リー CTL の効率的な誘導
○亀井 萌百1, 松尾 一彦1, 北畑 孝祐1, 吉岡 靖雄2, 義
江 修3, 中山 隆志1（1近畿大薬, 2阪大微研, 3近畿大医）
ケモカイン CCL28 の IgA 産生細胞に対する活性化
因子としての役割
○山本 真也1, 松尾 一彦1, 神原 弘和1, 長久保 大輔2,
義江 修3, 中山 隆志1（1近畿大薬, 2滋賀医大, 3近畿大
医）
NK92MI 細胞によるグランザイム 3 産生への
Brefeldin A の影響
○稲垣 弘文1, 平田 幸代1（1日本医大）
STAT1 により誘導される IRF1 は STAT1 を活性化
する
○室井 正志1, 善家 孝介1, 棚元 憲一1（1武蔵野大薬）
Aspergillus α-1,3-glucan 投与マウスにおける免疫修飾
作用の検討
○石綿 優彦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）
新規アスコルビン酸誘導体の乾癬に対する予防的な
らびに治療的効果
○長沼 孝典1, 松尾 一彦1, 中山 隆志1（1近畿大薬）
貪食による Toll 様受容体シグナル増幅作用とその詳
細な解析
○上野 貴之1, 川崎 清史1（1同志社女大薬）
マウスマスト細胞における痒み過敏因子の解析
○奥 尚枝1, 東 奈生子1, 北川 史夏1, 横山 麻利子1, 石
黒 京子1（1武庫川女大薬）
ケモカイン受容体 CCR4 は急性期アトピー性皮膚炎
の発症に重要な役割を担う
○竹内 つぐみ1, 松尾 一彦1, 竹田 なつみ1, 長久保
大輔2, 西脇 啓二1, 義江 修3, 中山 隆志1（1近畿大薬,
2
滋賀医大, 3近畿大医）
ケモカイン受容体 CCR4 および CCR6 は乾癬発症に
おいて異なる役割を担う
○有馬 優香1, 松尾 一彦1, 岩間 有咲1, 長沼 孝典1, 西
脇 啓二1, 義江 修2, 中山 隆志1（1近畿大薬, 2近畿大医）
筋肉内投与ワクチンにおいて CCR4 阻害剤は Treg の
筋肉組織への遊走を阻害することで抗原特異的免疫
応答を増強する
○東山 慎太郎1, 松尾 一彦1, 山本 真也1, 長久保 大輔2,
西脇 啓二1, 義江 修3, 中山 隆志1（1近畿大薬, 2滋賀医
大, 3近畿大医）
FTY720 と病因抗原を活用した免疫療法が骨髄由来
免疫抑制細胞に及ぼす影響
○山田 真由1, 天満 智也1, 吉田 侑矢1, 三上 統久2, 坂
野 理絵1, 辻 琢己1, 河野 武幸1（1摂南大薬, 2阪大
IFReC）

26PA-pm068S Glucose-6-phosphate isomerase (GPI325-339) 誘導性関節
炎に対する FTY720 と病因抗原併用療法の有用性と
そのメカニズム-第六報○才本 麻矢1, 長池 新1, 吉田 侑矢1, 三上 統久2, 坂野
理絵1, 辻 琢己1, 河野 武幸1（1摂南大薬, 2阪大IFReC）

老化
26PA-pm069

ニコチンアミドによる細胞老化形質発現の抑制―PI3
キナーゼ/mTOR シグナル系の関与
○松岡 耕二1, 佐々木 啓子1, 中西 幸輝1, Kuang Yu
CHEN2（1千葉科学大薬, 2米国ラトガーズ大・化学生
物化学）
26PA-pm070 Effect of EOD diet on the increased level of Akt1 in the
liver of old rats
○Keiko ODERA1, Yi SHANG2, Toshiaki KOKUBO2,
Ramesh SHARMA3, Shizuko KAKINUMA2, Yoshiya
SHIMADA2, Ryoya TAKAHASHI1（1Dept. of Biochem,
Fac. of Pharm. Sci., Toho Univ., 2Dept. of Radiation
Effects Research, NIRS, QST, 3Dept. of Biochem.,
North-Eastern Hill Univ.）
26PA-pm071 加齢に伴うラット肝臓における HSP25 発現量の増加
○髙橋 良哉1, 大寺 恵子1（1東邦大・薬・生化学）
26PA-pm072 血漿タンパク質の糖ペプチド解析による健康長寿に
特徴的な糖鎖修飾の探索
○三浦 ゆり1, 橋井 則貴2, 太田 悠葵3, 鈴木 淳也2, 高
倉 大輔4, 津元 裕樹1, 阿部 由紀子4, 新井 康通4, 川崎
ナナ3, 広瀬 信義4, 遠藤 玉夫1（1都健康長寿医セ研,
2
国立衛研, 3横市大生命医科学, 4慶応大医）
26PA-pm073S IncuCyte を用いた線虫生存率測定方法の確立
○中野 義雄1,2, 上瀧 剛3, 森内 将貴1,2, メリー アンス
イコ1, 甲斐 広文1,2, 首藤 剛1（1熊本大院薬, 2熊本大
リーディングプログラム, 3熊本大院工）
26PA-pm074 加齢におけるアクアポリンの発現変化
○川崎 藍1, 金子 未歩1, 水上 七帆1, 杉山 友里1, 村上
友太1, 石倉 愛莉1, 楠 欣己1, 今 理紗子1, 杉山 清1, 五十
嵐 信智1（1星薬大）

発生・形態形成
26PA-pm075

26PA-pm076

26PA-pm077

26PA-pm078

26PA-pm079

26PA-pm080

– 34 –

小脳プルキンエ細胞の樹状突起形成への Ca2+／カル
モジュリン依存性蛋白質リン酸化酵素の関与：単一
細胞エレクトロポレーションによる siRNA 導入を用
いた解析
堀江 侑季1, 荒目 俊明1, 平嶋 尚英1, ○田中 正彦1（1名
市大院薬）
毛包の上皮-間葉相互作用を介したシクロスポリン A
の毛成長促進機構
○草野 成穂1, 上谷 直也1, 岩渕 徳郎1（1東京工科大応
用生物学部）
異なるマウスフィーダー細胞上で培養されたヒト iPS
細胞の胚体内胚葉細胞への分化効率と遺伝子発現の
変化
○庄司 正樹1, 港 洋希1, 大垣 総一郎2, 関 真秀3, 鈴木
穣3, 粂 昭苑2, 葛原 隆1（1徳島文理大薬・生化学, 2東工
大生命理工・分子生命情報, 3東大新領域・生命システ
ム観測）
中胚葉分化効率を指標としたヒト ES/iPS 細胞の品質
評価
○山口 朋子1, 國分 康博1, 西島 美妙江1, 菅 三佳1, 古
江 美保1, 川端 健二1（1医薬健栄研）
亜鉛依存性転写因子 MTF‐1 の幼若マウス精巣にお
ける発現検討
○長田 洋一1, 下山 多映1, 大塚 文徳1（1帝京大薬）
神経分化過程における転写因子 Prdm8 の役割
○友田 亮太1, 田畑 秀典2, 岩井 亮太1, 岡本 正志1, 市
橋 正光1, 永田 浩一2, 水谷 健一1,3（1神戸学院大薬, 2愛
知県コロニー発達障害研, 3科学技術振興機構さきが
け）

26PA-pm081

26PA-pm082

皮膚組織における幹細胞の維持に血管が果たす役割
○高島 さつき1, 鈴木 真理子1, 森山 麻里子2, 森山
博由2, 岡本 正志1, 市橋 正光1, 水谷 健一1（1神戸学院
大薬, 2近畿大薬）
転写因子 MTF-1 による精母細胞における亜鉛依存
的な遺伝子発現制御
○下山 多映1, 長田 洋一1, 大塚 文徳1（1帝京大薬）

26PA-pm094

26PA-pm095

生理化学
26PA-pm083

短期高脂肪食摂餌モデルの脂肪組織におけるリソ
ソーム機能破綻メカニズムの解析
○古市 拓真1, 水之江 雄平3, 小林 正樹1,2, 樋上 賀一1,2
（1東京理大院薬, 2総合研究院トランスレーショナル
リサーチセンター, 3東京都健康長寿医療センター研）
26PA-pm084S キサンチンデヒドロゲナーゼノックアウトマウスが
短命である理由の検討
○安藤 太介1,2, 福内 友子3, 藤田 恭子1, 富岡 直子2, 金
子 希代子3, 細山田 真2, 市田 公美1（1東京薬大薬・病
態生理, 2帝京大薬・人体機能形態, 3帝京大薬・臨床分
析）

その他

病原性・感染
26PA-pm096

26PA-pm097

26PA-pm098S

26PA-pm099

26PA-pm085S ヒト iPS 細胞から肝細胞への分化成熟化に及ぼすセ
レコキシブの影響
○奥村 啓樹1, 中西 杏菜1, 坡下 真大1, 岩尾 岳洋1, 松
永 民秀1（1名市大院薬･臨床薬学）
26PA-pm086 時計遺伝子 BMAL1 による骨格筋の Ca シグナル
伝達
○和田 平1, 榛葉 繁紀1（1日本大薬）
26PA-pm087S 関節炎モデルマウスの乾燥皮膚誘導における Thymic
stromal lymphopoietin (TSLP)の役割
○五藤 健児1, 平本 恵一1, 川北 麻友1, 大井 一弥1（1鈴
鹿医療大薬）
26PA-pm088 時計遺伝子 BMAL1 によるエネルギー代謝を中心と
した骨格筋機能の制御
和田 平1, ○榛葉 繁紀1（1日本大薬）
26PA-pm089 ヒト肝がん由来細胞株 HepG2 に対する 3styrylchromone 誘導体の抗腫瘍効果
○内田 知里1, 小澤 知佳1, 菊地 秀与1,2, 高尾 浩一3,4,
杉田 義昭3,4, 坂上 宏5, 津田 整2, 須永 克佳1,2（1城西大
院薬・医療栄養, 2城西大薬・医療栄養, 3城西大院薬・
薬科学, 4城西大薬・薬科学, 5明海大・歯科医学総合研
究所）
26PA-pm090 分泌型ヘムタンパク質 Neudesin による赤血球恒常性
維持機構の解析
○中山 喜明1, 土居 晃平1, 楢林 桃子1, 岩崎 駿1, 迎
武紘1, 増田 有紀1, 伊藤 信行2, 小西 守周1（1神戸薬大・
微生物化学研究室, 2京大院医・MIC）

26PA-pm100S

26PA-pm101S

26PA-pm102S

26PA-pm103S

26PA-pm104S

26PA-pm105S

26PA-pm106

微生物の分類・進化・構造
26PA-pm091S クルマエビの腸管から単離された乳酸菌のゲノム
解析
○坂本 大輔1, 平松 征洋2, 佐藤 朝光1, 入江 圭一1, 中
島 幸彦1, 前田 稔3, 見明 史雄1, 鹿志毛 信広1（1福岡大
薬, 2阪大微研, 3九州メディカル）
26PA-pm092 Campylobacter lari の cmeR 遺伝子領域の比較解析
○津田 文佳1, 坂井 建太1, 松原 京子1, 大黒 徹1, 村山
次哉1（1北陸大薬）

26PA-pm107

26PA-pm108

26PA-pm109

微生物の生理・遺伝・変異
26PA-pm093

Aeromonas hydrophila におけるシデロフォア、アモナ
バクチン排出機構
○舟橋 達也1, 井戸 友梨1, 田邊 知孝1, 山本 重雄1（1松
山大薬）
ユーグレナのチアミン生合成酵素群 cDNA の単離と
発現
○林 麻利亜1, 安江 奏子1, 遠藤 祐里奈1, 内山 良介1,
石川 孝博2, 野坂 和人1（1武庫川女大薬, 2島根大生物
資源科学）

ピロリ菌のチアミン輸送タンパク質 PnuT の生化学
的性質と基質認識部位
○只野 響1, 内山 良介1, 小林 数也2, 林 麻利亜1, 遠藤
祐里奈1, 赤路 健一2, 野坂 和人1（1武庫川女子大薬,
2
京都薬大）
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細菌感染による Toll-like receptor 2 活性化を介した好
中球産生の亢進
竹原 正也1, 小林 敬子1, ○永浜 政博1（1徳島文理大
薬）
Trichosporon asahii の高接着コロニー形態に特徴的な
分子の探索
○市川 智恵1, 池田 玲子1（1明治薬大・感染制御）
Candida albicans および Candida glabrata の接着性
○石川 萌子1, 杉田 大輔1, 市川 智恵1, 池田 玲子1（1明
治薬大・感染制御）
Vibrio vulnificus M2799 株のヘム獲得機構の解明
○宮本 勝城1, 岡井 直子1, 河野 広朗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）
ピロリ菌のバイオフィルム形成に対する ppGpp 欠損
の影響
○宮岡 千尋1, 花輪 智子2, 川上 速人2, 河野 洋平1, 青
山 隆夫1, 神谷 茂2（1東京理大薬, 2杏林大医）
ヘパリン存在下における Trichosporon asahii の接着
性とヘパリン結合分子の探索
○内山 晃太1, 吉澤 雄太1, 池田 玲子1, 市川 智恵1（1明
治薬大・感染制御）
アクネ菌のバイオフィルム形成メカニズムの解明
○宮澤 裕介1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1（1東京薬大・薬・
病原微生物）
Trichosporon asahii の溶血性と赤血球凝集能
○吉澤 雄太1, 内山 晃太1, 市川 智恵1, 池田 玲子1（1明
治薬大・感染制御）
Cryptococcus neoformans 細胞表層のヘパリン結合タ
ンパク質の解析
○川村 昂平1, 菊地 綾乃1, 筑地 祐樹1, 市川 智恵1, 小
笠原 裕樹2, 石田 洋一3, 池田 玲子1（1明治薬大感染制
御学, 2明治薬大分析化学, 3明治薬大生体分子学）
色素産生アクネ菌株の検出と色素の性状解析
○河村 佳奈1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1（1東京薬大薬・
病原微生物）
レジオネラ感染マクロファージにおける細胞内鉄イ
オンのイメージングによる観察
○三角 孔史郎1, 三宅 正紀1, 津嶋 芳裕1, 木下 晏菜1,
Yousef ABU KWAIK2, 今井 康之1（1静岡県大薬, 2ルイ
ビル大医）
癜風原因菌 Malassezia furfur の菌糸形特異的遺伝子
の探索と菌糸誘導条件の検討
○須藤 綾子1, 張 音実1, 杉田 隆1（1明治薬大）
角栓中のマイクロバイオーム解析とケラチノサイト
へ与える影響： ―Malassezia と Propionibacterium
acnes―
○張 音実1, 海野 瑞希1, 杉田 隆1（1明治薬大）
アトピー性皮膚炎患者皮膚より分離した nonStaphylococcus aureus と真菌 Malassezia との相互
作用
○大久保 友隆1, 井上 瑞菜1, 張 音実1, 杉田 隆1（1明治
薬大）

26PA-pm110S Tradescantia 属植物抽出液による Pseudomonas
aeruginosa 標準株の増殖とバイオフィルム形成に及
ぼす影響（第 2 報）
○神谷 万里子1, 木村 匡男2,4, 森 健1,3, 山岸 由佳3,4, 三
鴨 廣繁3,4, 永津 明人1, 野々垣 常正1, 池田 義明1（1金
城学院大薬, 2鈴鹿回生病院薬, 3愛知医科大病院感染
制御部, 4愛知医科大病院感染症科）
26PA-pm111 病原性酵母 Trichosporon asahii の形態制御因子の
検討
○倉門 早苗1, 杉田 隆1（1明治薬大・微生物）

26PA-pm123

抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬
26PA-pm112

新規作用機序をもつ抗インフルエンザウイルス薬の
開発
○渡邊 健1, 石川 岳志1, 大滝 大樹1, 水田 賢志1, 濱田
剛2, 浦田 秀造3, 安田 二朗3, 田中 義正1, 西田 教行1,2
（1長崎大院医歯薬, 2長崎大先端計算研セ, 3長崎大熱
帯医学研）
26PA-pm113 Streptomyces achromogenes subsp. streptozoticus のゲ
ノム解析による抗真菌化合物の発見
中村 和音1, 山本 美也子1, 黒田 照夫1, 杉山 政則1,
○熊谷 孝則1（1広島大院医歯薬保）
26PA-pm114 Candida albicans に対するアゾール系抗真菌薬存在下
でのとキハダ抽出物の抗真菌作用
○木村 道夫1, 佐藤 麻衣1, 中村 実香1, 高野 文英1, 下
川 修1（1日本薬大）
26PA-pm115 緑膿菌の抗菌薬感受性に及ぼす香料の影響
○野村 陽恵1, 一色 恭徳1, 作田 圭亮2, 佐久間 克也2,
近藤 誠一1（1城西大薬, 2小川香料）
26PA-pm116 レプリコンアッセイ法を用いた抗デングウイルス化
合物の探索
○黒澤 まどか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, 渡部 匡史1, 藤室 雅弘1（1京
都薬大・細胞生物, 2東京都医学総合研, 3感染研, 4徳島
大薬・生物有機化学）
26PA-pm117 超強力な抗ヒトサイトメガロウイルス活性を有する
新規化合物
根間 大貴1, 藤本 和宏1, 纐纈 守2, 二ノ宮 真之2, 定成
秀貴1, 武本 眞清1, 大黒 徹1, ○村山 次哉1（1北陸大薬,
2
岐阜大工）
26PA-pm118 抗ヒトサイトメガロウイルス活性のある tricin が
RNA polymerase II C-terminal domain のリン酸化を阻
害する
○定成 秀貴1, 杉原 雄斗1, 藤本 和宏1, 武本 眞清1, 大
黒 徹1, 村山 次哉1（1北陸大薬）
26PA-pm119 カンキツ類由来成分ノルデンタチンの抗菌メカニ
ズム
柿野 沙也香1, 打越 貴絵1, 林 麻利亜2, 十一 元晴2, 山
田 和子2, 廣村 信1, ○田鶴谷（村山）惠子1（1第一薬大,
2
武庫川女大薬）
26PA-pm120S 微生物ジペプチジルアミノペプチダーゼ IV の結晶
構造解析
○六本木 沙織1, 鈴木 義之3, 館岡 千佳1, 藤本 真友1,
森澤 さおり1, 飯塚 一平1, 中村 彰宏3, 本間 宣行3, 伊
藤 康広3, 志田 洋介3, 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）
26PA-pm121 尿路感染症に対する Levofloxacin 製剤の処方実態
調査
○長谷川 茉莉子1, 田杭 直哉1, 吉田 直樹1, 近藤 匡慶1,
津田 充穂1, 菅谷 量俊1, 髙瀬 久光1（1日本医科大多摩
永山病院薬）

薬剤耐性
26PA-pm122

消毒薬クロルヘキシジン耐性菌の耐性化機構の解明
（2）
照崎 真帆1, 川口 佳亮1, 堀 哲也1, ○横溝 和美1（1崇城
大薬）
26PA-pm124S AcrB 変異 Haemophilus influenzae の Azithromycin 低
感受性化の解析とカイコ感染モデルによる病原性の
評価
○瀬山 翔史1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野口 雅久1（1東
京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm125S 消毒薬排出ポンプをコードする qacA/B 遺伝子陽性
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に対する各種消毒薬
の殺菌効果
○沖田 美樹1, 中南 秀将1, 高玉 駿介1, 佐々木 摩利1,
野口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm126S クラス Aβ-ラクタマーゼの産生による黄色ブドウ球
菌のオキサシリン低感受性化機構の解析
○野村 涼1, 中南 秀将1, 野口 雅久1（1東京薬大薬・病
原微生物）
26PA-pm127S 病院内の MRSA における市中型菌株の増加に伴う抗
菌薬感受性の変化
○宮嶋 英里1, 中南 秀将1, 原田 大2, 杉山 拓1, 笹井
菜央1, 北村 好申2, 川久保 孝2, 野口 雅久1（1東京薬大
薬・病原微生物, 2東京慈恵会医大病院薬）
26PA-pm128 緑膿菌のバイオフィルムに対する抗菌薬の透過性
○小澤 昂佑1, 中南 秀将1, 青木 雅和1, 野口 雅久1（1東
京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm129S 入院患者における強毒型 MRSA USA300 clone の
増加
○赤須 友美1, 中南 秀将1, 高玉 駿介1, 佐藤 朝美1, 野
口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm130S メタロ β‐ラクタマーゼ産生腸内細菌科細菌におけ
るプラスミド性キノロン耐性因子の分布
○大竹 貴行1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 野口 雅久1（1東
京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm131S 臨床分離 Haemophilus influenzae における薬剤感受性
の変化
○山田 翔伍1, 瀬山 翔史1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野
口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm132S キノロン系薬の低濃度曝露による低感受性インフル
エンザ菌の出現
○落合 祥子1, 瀬山 翔史1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野
口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm133S ざ瘡患者由来マクロライド耐性アクネ菌の増加と新
規耐性菌の出現
○吉田 葵1, 青木 沙恵1, 中瀬 恵亮1, 野口 雅久1（1東京
薬大薬・病原微生物）
26PA-pm134S 枯草菌の網羅的遺伝子破壊株コレクションを用いた
キノロン耐性遺伝子の検索
○石巻 理奈1, 神田 望緒1, 山岸 純一1（1日本薬大）
26PA-pm135S アシネトバクターのキノロン化合物間の不完全交差
耐性機構
○津之浦 穂野香1, 中村 澪沙1, 石巻 理奈1, 山崎 聖司2,
西野 邦彦2, 山岸 純一1（1日本薬大, 2阪大産研）
26PA-pm136S キノロン耐性アシネトバクターのゲンタマイシン超
感受性メカニズム
○中村 澪沙1, 津之浦 穂野香1, 山岸 純一1（1日本薬
大）
26PA-pm137S 臨床分離アシネトバクターのキノロン耐性機構
○吉田 湧飛1, 中村 澪沙1, 山岸 純一1（1日本薬大）
26PA-pm138S ペット由来のステノトロフォモナス マルトフィリ
アのキノロン耐性機構
○小野寺 遼1, 吉田 湧飛1, 山岸 純一1（1日本薬大）
26PA-pm139S グラム陽性菌に対するマグノロールの抗菌作用と作
用機構
○神田 望緒1, 石巻 理奈1, 山岸 純一1（1日本薬大）

カルバペネム系薬耐性因子に関する一連の緑膿菌遺
伝子改変株の薬剤感受性プロファイル
○森田 雄二1, 岩崎 良亮1, 宮本 花純1, 角谷 浩綱1, 遠
藤 茜1, 真野 裕一1, 田中 祐加子1, 富田 純子1, 河村
好章1（1愛知学院大薬）
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ワクチン・生理活性物質

26PA-pm155

26PA-pm140S ワクチン導入前後における肺炎球菌の莢膜型と薬剤
感受性の変化
○鈴木 詩織1, 輪島 丈明1, 中南 秀将1, 野口 雅久1（1東
京薬大薬・病原微生物）
26PA-pm156

免疫・生体防御
26PA-pm141

糸状菌ガラクトフラノース糖鎖は飢餓ストレスを受
けて長鎖化し、免疫細胞パターン認識受容体との相
互作用を阻害する
○田中 大1, 岡 拓二2, 佐々木 雅人1, 伊藤 文恵1, 柴田
信之1（1東北医薬大薬, 2崇城大応微）
26PA-pm142 1 型線毛に結合する IgA 型イムノアドヘシンの作製
○中西 勝宏1, 黒羽子 孝太1, 今井 康之1（1静岡県大
薬）
26PA-pm143 Staphylococcal superantigen-like protein 5 の MMP-9 に
対する結合／阻害に関わる最小機能領域の同定
河野 克洋1, ○伊藤 佐生智1, 辻 勉2, 肥田 重明1（1名市
大院薬, 2星薬大）
26PA-pm144S 黄色ブドウ球菌由来 SSL5 と MMP-9 の結合における
糖鎖の関与とその特性
○栗坂 知里1, 奥 輝明1, 辻 勉1（1星薬大微生物）
26PA-pm145S 黄色ブドウ球菌 SSL5 に対する抗体産生ハイブリ
ドーマの樹立とその性質
奥 輝明1, ○相馬 光里1, 栗坂 知里1, 辻 勉1（1星薬大・
微生物）
26PA-pm146 Fas シグナルを介した新規炎症応答メカニズムと細
菌感染防御における役割
○内山 良介1,2, 筒井 ひろ子2, 林 麻利亜1, 遠藤 祐里
奈1, 田辺 凌子1, 田村 友紀1, 田所 真貴子1, 野坂 和人1
（1武庫川女大薬, 2兵庫医大医）
26PA-pm147 腸内細菌が寄与する BALB/c マウス腸管 IgA 量の
変化
○稲嶺 達夫1, 豊永 ちなみ1, 松浦 真由子1, 近藤 新二1,
塚元 和弘1（1長崎大院医歯薬）
26PA-pm148S 口腔カンジダ症の補助診断のための β-グルカン検出
における天然物医薬品の影響
○菅野 峻史1, 安達 禎之1, 鉄井 絢子1, 山中 大輔1, 石
橋 健一1, 大野 尚仁1（1東京薬大薬 免疫）
26PA-pm149 新規ヒト Dectin-1 モノクローナル抗体の性状解析
○曽田 将大1, 安達 禎之1, 石橋 健一1, 鉄井 絢子1, 山
中 大輔1, 岩倉 洋一郎2, 大野 尚仁1（1東京薬大薬・免
疫学, 2東京理大生命医科学）
26PA-pm150 抗ライノウイルス抗体価の経時的変化に及ぼす納豆
菌・納豆の影響
○小林 知世1, 林 京子2, 田谷 有紀1, 李 貞範3, 河原
敏男2, 林 利光2（1タカノフーズ, 2中部大, 3富山大院
薬）
26PA-pm151 酵母由来低分子可溶性 β-グルカンの免疫担当細胞へ
の応答性
○石本 由維菜1, 石橋 健一1, 山中 大輔1, 安達 禎之1,
大野 尚仁1（1東薬大薬）
26PA-pm152S Agaricus brasiliensis KA21 冷水抽出高分子成分の免
疫化学的解析
○田島 克哉1, 元井 益郎1, 元井 章智1, 赤沼 哲史2, 松
本 明子1, 山中 大輔1, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 大野
尚仁1（1東京薬大薬, 2早稲田大人間科学）

ウイルス
26PA-pm153

26PA-pm154

カフェ酸とタンニン酸の C 型肝炎ウイルス感染阻害
メカニズムの解析
○白砂 圭崇1, 稲森 陽子1, 谷田 以誠1,2, 鈴木 哲郎4, 花
田 賢太郎1, 深澤 征義1（1国立感染症研究所 細胞化学
部, 2順天堂大医, 3国立感染症研, 4浜松医科大医 感染
症学）
抗デングウイルスの HTS & In Silico 医薬品設計
○松田 仁志1, 川下 理日人2, 田 雨時1, 高木 達也1（1阪
大院薬, 2近畿大理工）

26PA-pm157S

26PA-pm158S

26PA-pm159

26PA-pm160

26PA-pm161S

26PA-pm162S

26PA-pm163S

26PA-pm164S

26PA-pm165S

26PA-pm166

漢方薬によるヒトパラインフルエンザウイルス 2 型
増殖阻害
○植松 淳1, 酒井-杉野 香江2,3, 山本 秀孝4, 河野 光雄5,
鶴留 雅人5, 駒田 洋5（1鈴鹿医療大院医療科学, 2鈴鹿
医療大医療栄養, 3三重短大生活科学, 4鈴鹿医療大薬,
5
三重大院医感染制御）
不活化肺炎球菌の RS ウイルス感染への作用
○渡辺 渡1, 宮内 亜宜1, 明石 敏2, 橋口 誠子1, 吉田
裕樹1, 杉田 千泰1, 黒川 昌彦1（1九州保福大院薬, 2九
州保福大薬）
カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス複製におけるウイ
ルス性タンパク質 ORF11 の機能解析
○伊藤 知恵1, 渡部 匡史1, 藤室 雅弘1（1京都薬大）
カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスにおけるウイルス
性開始前複合体タンパク質の相互作用解析
○前田 佳子1, 渡部 匡史1, 藤室 雅弘1（1京都薬大）
ヒト iPS 細胞由来小腸上皮細胞のウイルス感染評価
系への応用に関する検討
○井上 智重子1, 寳谷 拓磨2, 根来 亮介2, 高山 和
雄1,2,3,4, 水口 裕之1,2,3,5, 櫻井 文教1,2（1阪大薬, 2阪大院
薬, 3医薬健栄研, 4JSTさきがけ, 5阪大MEIセ）
サフォードウイルス VP1 カプシド蛋白質の分解機構
の解析
○大桑 孝子1, 姫田 敏樹1, 宇谷 公一1, 樋口 雅也1（1金
沢医大微生物学）
イヌジステンパーウイルスの株間の感染性の違いに
着目したウイルスタンパク質と受容体の相互作用
解析
○松尾 直也1, 關 文緒2, 中野 祥吾3, 伊藤 創平3, 前仲
勝実4, 竹田 誠2, 常盤 広明1,5（1立教大理, 2国立感染研,
3
静岡県大食品栄養, 4北大院薬, 5立教大未来分子研究
セ）
カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスのコードするウイ
ルス性プロテアーゼ ORF17 はウイルス産生に必須で
ある
○鶴見 さやか1, 渡部 匡史1, 藤室 雅弘1（1京都薬大）
カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスがコードする
ORF28 の機能解析
○田中 美和1, 渡部 匡史1, 藤室 雅弘1（1京都薬大）
バキュロウイルス蛋白質発現系を用いたインフルエ
ンザウイルス NA の作製
○大嶽 瞳1, 紅林 佑希1, 進藤 大地1, 高橋 忠伸1, 鈴木
隆1（1静岡県大薬）
インフルエンザウイルス感染細胞を蛍光イメージン
グするプローブ BTP3-Neu5Ac の改良
○三浦 知美1, 紅林 佑希1, 高橋 忠伸1, 大坪 忠宗2, 池
田 潔2, 南 彰1, 鈴木 隆1（1静岡県大薬, 2広島国際大薬）
B 型肝炎ウイルス由来ウイルス様粒子（HBV-VLP）
の精製法の確立
○大川 浩史1, 石田 真紗子1, 細川 晃平1, 渡部 匡史1,
上田 啓次2, 藤室 雅弘1（1京都薬大, 2阪大院医）

その他
26PA-pm167

調剤器具類の表面から検出された菌の同定
○佐藤 亜希子1（1奥羽大薬）
26PA-pm168 医薬品製造・試験施設における環境菌の微生物迅速
同定（MALDI-TOF MS 法）
○中田 光則1, 江坂 康平1, 柿沼 清香1, 高橋 栄二1, 堀
本 眞吾1（1田辺三菱製薬）
26PA-pm169 植物乳酸菌 SN13T 株によるアルコール肝機能傷害と
腸内細菌叢の改善
○野田 正文1, 丸山 昌史2, Narandalai
DANSHIITSOODOL1, 東川 史子1, 杉山 政則1（1広島
大院医歯薬保, 2中国醸造）
26PA-pm170 百日咳菌が産生する黄色色素の生物学的意義
○小田中 啓太1, 岩月 正人1,2, 佐藤 朝光3, 渡邉 峰雄1,2
（1北里大院感染制御科学, 2北里大院生命研, 3福岡大
薬）
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26PA-pm171S 黄色ブドウ球菌に対する当帰飲子の抗感染症効果
○前澤 優圭1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 中瀬 恵亮1, 山
田 哲也2, 猪越 英明2, 野口 雅久1（1東京薬大薬・病原
微生物, 2東京薬大薬・中国医学）
26PA-pm172 放線菌が産生する nocardamine の quorum sensing 阻
害活性について
○福本 敦1, 木村 彰孝1, 古川 真奈美1, 三橋 紘乃1, 溝
口 愛弓1, 飯坂 洋平1, 安齊 洋次郎1, 加藤 文男1（1東邦
大薬）
26PA-pm173 腸管感染症起因菌に対する中成薬「五行草茶」の抗
菌効果
○奥田 紗瑛1, 中南 秀将1, 輪島 丈明1, 山田 哲也2, 猪
越 英明2, 野口 雅久1（1東京薬大薬・病原微生物, 2東京
薬大薬・中国医学）
26PA-pm174 Mycobacterium avium の VNTR 遺伝子型に基づく薬
剤感受性予測システムの構築
○多田納 豊1, 戸村 雪花1, 佐野 千晶2, 梅田 啓3, 御手
洗 聡4, 吉田 志緒美5, 露口 一成5, 藤原 純子6, 竹下
治男6, 八木 秀樹1, 冨岡 治明7（1国際医福大薬, 2島根
大医・地域医療支援, 3国際医福大塩谷病院・呼吸器内
科, 4結核研・抗酸菌部, 5近畿中央胸部疾患セ・臨床研
究セ, 6島根大医・法医, 7安田女大教育・児童教育）

受容体・チャネル・トランスポーター
26PA-pm175S ヒト・ヒスタミン H1 受容体に対するレボセチリジ
ンの熱力学的結合駆動力：細胞膜第 5 貫通領域
Lys191 残基による制御
○田村 祐里1, 菱沼 滋1, 庄司 優1（1明治薬大・薬効）
26PA-pm176S 細胞外第 2 ループ Lys179 残基によるヒト・ヒスタミ
ン H 1 受容体の薬物親和性制御
○安田 智美1, 田中 愛李1, 菱沼 滋1, 庄司 優1（1明治薬
大・薬効）
26PA-pm177S ヒト・ヒスタミン H1 受容体のクラスリン依存性細
胞内輸送における G 蛋白質共役型受容体キナーゼ及
びダイナミンの関与
○藤田 智紀1, 白根 拓也1, 菱沼 滋1, 庄司 優1（1明治薬
大・薬効）
26PA-pm178S K+によるヒト・ヒスタミン H1 受容体の薬物親和性
制御
○小原 衣未里1, 菱沼 滋1, 庄司 優1（1明治薬大・薬効）
26PA-pm179S アミノ酸依存性シグナルによる glycine transporter1
の発現量調節と慢性炎症性疼痛への関与の可能性
○時澤 秀明1, 渡辺 俊1, 森田 元樹1, 齋藤 未沙1, 吉井
梢1, 尾山 実砂1, 岩井 孝志1, 田辺 光男1（1北里大薬 薬
理）
26PA-pm180S【演題取り下げ】
26PA-pm181 マクロファージにおけるプロスタグランジン輸送体
OATP2A1/SLCO2A1 を介した PGE2 分泌調節機構
○清水 淳也1, 御勢 智香1, 中村 吉伸1, 中西 猛夫1, 玉
井 郁巳1（1金沢大院医薬保）
26PA-pm182 モルヒネ耐性形成機序における Receptor transporter
protein 4 および MOPr-DOPr ヘテロ二量体の関与
○横手 未仁1, 植田 弘師1, Lakshmi A. DEVI2, 藤田 和
歌子3（1長崎大院医歯薬・創薬薬理学, 2マウントサイ
ナイ医大・薬理, 3長崎大院医歯薬・フロンティア生命
科学）
26PA-pm183 MOPr-DOPr ヘテロ二量体シャペロンタンパク質
Receptor transporter protein 4 の生理的役割についての
検討
○藤田 和歌子1, Lakshmi A. DEVI2（1長崎大院医歯
薬・フロンティア生命科学, 2マウントサイナイ医大・
薬理）
26PA-pm184 骨格筋分化誘導時における亜鉛トランスポーター遺
伝子群の発現変動の解析
○四宮 有規1, 高岸 照久1, 大橋 拓人1, 小出 将人1, 原
貴史1, 深田 俊幸1（1徳島文理大薬）

26PA-pm185S ヒト肺がん細胞株 A549 における亜鉛トランスポー
ターの役割
○佐藤 克哉1, 原 貴史1, 勝岡 美菜1, 裏加 紗希1, 本山
歩優1, 高岸 照久1, 深田 俊幸1（1徳島文理大薬）
26PA-pm186 マウス心臓における亜鉛トランスポーターの発現と
役割の解析
川真田 朗子1, ○原 貴史1, 伊藤 伽奈1, 吉川 拓輝1, 高
岸 照久1, 西田 基宏2,3, 深田 俊幸1（1徳島文理大薬, 2自
然科学研究機構, 3九大院薬）
26PA-pm187 亜鉛トランスポーターを制御する特異的化合物探索
に向けた検討
○増尾 優人1, 原 貴史1, 畠中 悠紀子1, 國武 孝紀1, 高
岸 照久1, 深田 俊幸1（1徳島文理大薬）
26PA-pm188S 脊椎手掌異形成型エーラス・ダンロス症候群の原因
遺伝子である SLC39A13/ZIP13 の骨格筋形成におけ
る機能解析
○永田 勇次1, 高岸 照久1, 野村 侑希1, 福中 彩子2, 原
貴史1, 深田 俊幸1（1徳島文理大薬, 2群馬大生体調節
研究所）
26PA-pm189 腱形成における亜鉛トランスポーターの機能解析
○佐々木 晶菜1, 高岸 照久1, 鈴江 由佳1, 東野 瑠架1,
佐々木 涼香1, 福中 彩子2, 原 貴史1, 宿南 知佐3, 深田
俊幸1（1徳島文理大薬, 2群馬大生体調節研究所, 3広島
大院医歯薬保）
26PA-pm190 ドラッグリポジショニングによる CFTR コレクター
の開発
藤原 健1, 山西 芳裕2, 田中 健一郎3, ○沖米田 司1（1関
学大理工・生命医化, 2九州大生医研, 3武蔵野大薬）
26PA-pm191 P2X2 受容体または P2X7 受容体の N および C 末部
分がもつ機能的特徴
○右田 啓介1, 松本 太一1, 木村 公彦1, 原 周司1（1福岡
大薬）
26PA-pm192S Pichia pastoris を用いたヒト尿酸トランスポーター
URAT1 リコンビナントの発現・精製の検討
○山﨑 綾子1, 富岡 直子1, 押鐘 浩之2, 岡本 研3, 細山
田 真1（1帝京大薬・人体機能形態, 2帝京大医・薬理学,
3
日本医大・生化学）
26PA-pm193 ASCT2 アミノ酸トランスポーターに対するモノク
ローナル抗体作製とその抗腫瘍活性の評価
○原 雄大1, 南 侑志1, 吉本 蒼司1, 益子 高1（1近畿大
薬）
26PA-pm194 Kir4.1 チャネルの機能低下によるアストロサイト
BDNF 発現上昇
○大野 行弘1, 金星 匡人1,2, 向井 崇浩1, 長尾 侑紀1, 辻
佳美1, 田中 志歩1, 池田 昭夫2, 清水 佐紀1（1大阪薬大・
薬・薬品作用解析学, 2京大医・てんかん・運動異常生
理学）
26PA-pm195S ヒト・ヒスタミン H1 受容体の細胞膜第 2 貫通領域
Asp73 残基は G 蛋白質との共役を制御する
○片山 英雄1, 塚本 速人1, 畑原 広和1, 菱沼 滋1, 庄司
優1（1明治薬大・薬効）
26PA-pm196S ヒト・ヒスタミン H1 受容体に対する薬物の熱力学
的結合駆動力：Na+によるアロステリック制御
○畑原 広和1, 塚本 速人1, 山本 僚祐1, 菱沼 滋1, 庄司
優1（1明治薬大・薬効）

中枢神経系②
26PA-pm197

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北京大分子細
胞薬理学科）
26PA-pm198S VPAC2 受容体欠損マウスは恐怖記憶の消失障害と
前頭前野における樹状突起の形態異常を示す
○山内 良介1, 吾郷 由希夫1,3, 河内 琢也1, 竹内 修斗1,
早田 敦子1,2, James WASCHEK3, 橋本 均1,2,4（1阪大院
薬・神経薬理, 2阪大院・連合小児発達, 3UCLA, 4阪大・
データビリティフロンティア機構）
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26PA-pm199

タッチスクリーン式弁別課題を用いた認知機能解析
システムの確立
Md. Ali Bin SAIFULLAH1, 山中 宏二2, ○溝口 博之1
（1名古屋大・環医研・次世代創薬研究センター, 2名古
屋大・環医研・病態神経）
26PA-pm200S 脳虚血耐性モデルにおける SUMO 化修飾の役割
○村上 恵子1, 門田 麻由子1, 入江 なる実1, 實井 佑華1,
渡邊 正知1, 田村 豊1（1福山大薬・薬理）
26PA-pm201 社会集団のヒエラルキー維持におけるノルアドレナ
リン神経系の関与
○西原 佑衣子1, 倉内 祐樹1, 川本 雛1, 田中 理紗子1,
久恒 昭哲2, 関 貴弘1, 香月 博志1（1熊本大院薬, 2熊本
大院先導機構）
26PA-pm202S 高架式十字迷路試験におけるマウスの末梢臓器の活
動状態と大脳皮質活動の関係
○小此木 闘也1, 中山 亮太1, 佐々木 拓哉1,2, 池谷 裕
二1（1東大院薬・薬品作用, 2戦略的創造研究推進事業
さきがけ）
26PA-pm203 炎症誘発性摂餌抑制行動における新規分子の解析
○山脇 洋輔1, 兼松 隆1（1広島大院医歯薬保）
26PA-pm204S 扁桃体中心核から背外側分界条床核へ投射する神経
細胞における神経ペプチド mRNA 発現
○逆井 佳祐1, 人羅（今村）菜津子1, 南 雅文1（1北大院
薬）
26PA-pm205S 側坐核 GABA ニューロンの活動がコカイン探索行動
の発現に及ぼす影響
○Tong ZHANG1, 堂本 将輝1, 柳田 淳子1, 出山 諭司1,
檜井 栄一1, 金田 勝幸1（1金沢大院医薬保）
26PA-pm206S 葉酸欠乏により誘発される歯状回の神経成熟異常と
うつ様行動における DNA メチル化の関連性
○竹村 凌1, 西田 将治1, 橘 新1, 浅利 颯太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明治技術研）
26PA-pm207S 社会的敗北ストレス負荷マウスの行動異常とセロト
ニン神経系機能異常の相関性
○田中 佑樹1, 田中 絵理1, 平城 陽介1, 吾郷 由希夫2,
荒木 良太1, 矢部 武士1（1摂南大薬・複合薬物解析, 2阪
大院薬・神経薬理）
26PA-pm208S オルニチン長期投与は隔離飼育マウスのストレスを
緩和する
○辻本 まどか1, 佐伯 綾希子1, 林 泰資1（1ノートルダ
ム清心女大食品栄養）
26PA-pm209 PACAP 誘発性疼痛反応における Cyr61-chemokine 経
路に関する研究
○緒方 知輝1, 前田 辰則2, 高崎 一朗2, 宮田 篤郎3, 栗
原 崇3（1富山大工, 2富山大院理工, 3鹿児島大院医歯）
26PA-pm210 グリセルアルデヒドによる β チュブリンの AGEs 化
と神経軸索伸長阻害作用
○郡山 恵樹1, 古川 絢子1, 鈴木 啓太1, 那須 隆斗1, 竹
内 正義2（1鈴鹿医療大薬, 2金沢医科大）
26PA-pm211 PEM マウスモデルにおける中鎖脂肪酸の脳内炎症抑
制効果
○那須 隆斗1, 平本 恵一1, 森田 明広1, 鈴木 宏治1, 杣
谷 晃佑1, 木村 五月1, 小島 圭一2, 野坂 直久2, 郡山
恵樹1（1鈴鹿医療大薬, 2日清オイリオグループ・中央
研）
26PA-pm212S 脊髄小脳失調症 21 型モデル細胞を用いた神経細胞
死非依存的グリア細胞活性化のメカニズムの解明
○太田 智子1, 関 貴弘1, 倉内 祐樹1, 久恒 昭哲2,3, 香月
博志1（1熊本大院薬・薬物活性, 2熊本大院・先導機構,
3
熊本大・リーディング大学院・HIGOプログラム）
26PA-pm213 In vitro 試験におけるブラジル産グリーンプロポリス
の神経細胞保護作用
○高島 麻都花1,2, 市原 賢二1, 平田 洋子2（1アピ, 2岐阜
大院 連合創薬医療情報）
26PA-pm214S 運動ニューロン様株化細胞 NSC-34 における PGE2
前処置は EP2 の発現増加を介して PGE2 誘発細胞死
を増強する
○南郷 拓嗣1, 小菅 康弘1, 石毛 久美子1, 伊藤 芳久1
（1日本大薬）

26PA-pm215S α7 ニコチン性アセチルコリン受容体の陽性アロステ
リック修飾薬によるミクログリア活性化抑制を介し
たドパミン神経保護作用
○丹羽 健太1, 泉 安彦1,2, 有福 萌波1, 亀井 優一1, 八巻
耕也2, 小山 豊2, 赤池 昭紀1, 久米 利明1（1京大院薬・薬
品作用解析, 2神戸薬大・薬理）
26PA-pm216S 抗神経老化作用を有する植物由来成分の探索
○多賀井 希望1, 田中 絢子1, 佐藤 聡1, 田沼 靖一1（1東
京理大薬・生化学）
26PA-pm217S 高リン酸誘導性脳血管障害に対する PDGF-BB の保
護作用の検討
○關根 信一郎1, 位田 雅俊1, 栗田 尚佳1, 保住 功1（1岐
阜薬大・薬物治療）
26PA-pm218S 保持された記憶はアミロイド β1-42 を介した海馬顆粒
細胞内 Zn2+レベルの増加により消失する
○佐藤 祐一1, 村上 拓1, 藤井 洋昭1, 玉野 春南1, 武田
厚司1（1静岡県大院薬）
26PA-pm219S アミロイド β1-42 を介した海馬歯状回顆粒細胞内
Zn2+レベルの増加は細胞死を惹起する
○田中 友紀乃1, 村上 拓1, 大根田 直矢1, 玉野 春南1,
武田 厚司1（1静岡県大薬）
26PA-pm220 p62 による選択的オートファジー誘導とアルツハイ
マー病発症への関わりの可能性
○細井 徹1, 田中 景吾1, 蔵本 滉平1, 野村 靖幸2, 小澤
光一郎1（1広島大院医歯薬保, 2久留米大医）
26PA-pm221 Orexin-A による脳虚血後の糖代謝異常および神経障
害発現の抑制作用に対する Foxa2 の関与
○原田 慎一1, 上野 彩歌1, 徳山 尚吾1（1神戸学院大
薬・臨床薬学）
26PA-pm222S 脳虚血ストレス負荷後の脳内 sodium-glucose
transporter type 1 の発現誘導に連動した hypoxiainducible factor-1α の変化
○兵庫 梨紗1, 原田 慎一1, 徳山 尚吾1（1神戸学院大
薬・臨床薬学）
26PA-pm223 抗 14-3-3δ/ξ 抗体はカスパーゼ 3 を不活性化し、ユビ
キチン化蛋白質の蓄積を抑制し、神経細胞死を誘導
する
○矢上 達郎1, 山本 泰弘1, 高馬 宏美1（1姫路獨協大薬
生理学）
26PA-pm224 タウリン誘導体におけるアミロイド凝集抑制効果の
検討
○宮下 晶惠1, 伊藤 崇志1, 伊藤 駿太1, 高橋 正和1, 村
上 茂1（1福井県大生物）
26PA-pm225 真菌 Pleosporales sp.由来新規化合物の筋萎縮性側索
硬化症治療薬としての可能性
○野内 雄太1,2, 古川 めぐみ2, 廣瀬 大2, 牧野 三津子2,
松﨑 桂一2, 大崎 愛弓1, 草間 國子2（1日本大文理, 2日
本大薬）
26PA-pm226S パーキンソン病態下における黒質 ghrelin シグナルの
低下が運動機能に及ぼす影響
○鈴木 柊子1, 須田 雪明1, 成田 道子1, 田中 謙一1, 芝
崎 真裕1, 岩澤 千鶴1, 小泉 美優1, 川村 高史1, 曽根
岳史2, 服部 信孝3, 岡野 栄之2,4, 葛巻 直子1,2, 成田 年1,4
（1星薬大・薬理, 2慶應大医・生理, 3順天堂大医・脳神経
内科, 4星薬大・先端研 (L-StaR)）
26PA-pm227 培養アストロサイト発現ネプリライシンとインスリ
ン分解酵素のインスリンによる発現調節の検討
○山本 直樹1, 石黒 凌1, 柴田 麻里1, 谷田 守2, 祖父江
和哉3（1北陸大薬, 2金沢医大・生理2, 3名市大院医・麻
酔）
26PA-pm228 神経障害性疼痛に対するコンドロイチン硫酸の抑制
効果
○根本 亙1, 山田 耕太郎2, 中川西 修1, 小潟 佳輝1, 千
葉 聖斗1, 山縣 涼太1, 櫻井 英知2, 丹野 孝一1（1東北医
薬大薬, 2ゼリア新薬工業）
26PA-pm229 ガランタミンによる半側性パーキンソン病モデル
ラットにおけるドパミン神経保護作用
○北村 佳久1, 肱岡 雅宣1（1立命館大薬）
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26PA-pm230

脊髄後角アストロサイト-connexin43 発現低下による
神経障害性疼痛発症メカニズムの解析
○森岡 徳光1, 藤井 志織1, 近藤 峻1, 張 芳芳1, 中村
庸輝1, 中島 一恵1, 仲田 義啓1（1広島大院医歯薬保）
26PA-pm231S α7 ニコチン受容体特異的刺激によるミクログリアの
アミロイド β 貪食促進
○福呂 唯1, 高田 和幸1, 黒田 絵莉子1, 河西 翔平1, 戸
田 侑紀1, 芦原 英司1（1京都薬大）

炎症・免疫系
26PA-pm232

ヘプタメトキシフラボンはホスホジエステラーゼ活
性を阻害し、T 細胞増殖を抑制する
○中島 光業1, 浜田 結衣1, 都築 和奈1, 天倉 吉章1, 好
村 守生1, 奥山 聡1, 古川 美子1（1松山大薬）
26PA-pm233 皮膚への免疫複合体の斑点状の分布を指標とした
IgG 依存的アレルギーモデル (G-ASDIS) の確立とそ
れを利用した抗アレルギー物質の探索
○八巻 耕也1, 井上 聖太1, 寺師 匡人1, 泉 安彦1, 江藤
忠洋2, 金 容必2, 小山 豊1（1神戸薬大, 2いわき明星大
薬）
26PA-pm234S 骨髄由来免疫抑制細胞の分化および機能に対するプ
リン受容体阻害薬の抑制効果
○金子 侑磨1, 吉川 亮平2, 月本 光俊1,2（1東京理大薬,
2
東京理大院薬）
26PA-pm235 子宮頸がんワクチン投与後における副腎皮質ホルモ
ンと脳内 mRNA の変化について
○髙田 実結1, 三反崎 聖1, 松島 涼太1, 茂木 優太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）
26PA-pm236 細胞表面の c-kit 発現量を抑制するメタロプロテアー
ゼの検討
○宮坂 江厘1, 成瀬 薫1, 永井 里奈1, 高橋 果歩1, 福石
信之1（1金城学院大薬 薬理）
26PA-pm237 脂質代謝異常による骨髄由来肥満細胞の脱顆粒率低
下の要因についての検討
○美尾 優希1, 藤井 理紗子1, 浅井 遥1, 深見 優衣1, 堂
前 純子2, 福石 信之1（1金城学院大薬 薬理, 2中部大 応
用生物）
26PA-pm238 2,4,6-trinitrochrolobenzene (TNCB)誘発接触皮膚炎時
の ERK の活性化
○張戸 琢1, 矢部 早織1, 松本 健次郎2, 加藤 伸一2, 里
史明1, 湯本 哲郎1, 千葉 義彦3, 酒井 寛泰1（1星薬大 疾
患病態解析, 2京薬大 薬物治療, 3星薬大 生理分子科
学）
26PA-pm239 塩分摂取過剰が Th17 関連疾患病態モデルマウスに
及ぼす影響
○岡本 能弘1, 上村 英梨子1, 齋藤 梨古1（1千葉科学大
薬）
26PA-pm240 アレルギー性皮膚疾患モデルにおけるチシャトウお
よびその含有成分の抑制効果
○坪井 駿尚1, 稲垣 勇翔1, 武田 侑子1, 藤本 啓太2, 藤
原 克成2, 趙 秋娥3, 川脇 美祐4, 土海 ちあき4, 我如古
菜月4, 伊東 秀之4, 辻本 まどか5, 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）
26PA-pm241 アセトアミノフェン誘発肝障害モデルにおけるラク
トフェリンの抗炎症効果
○長谷部 翔哉1, 出雲 信夫1, 加賀谷 伸治2, 宮﨑 誠也1,
桑原 悠1, 安福 一嘉1, 速水 耕介1, 中野 真1, 星野 達雄2,
渡邉 泰雄1（1横浜薬大, 2NRLファーマ）
26PA-pm242 敗血症モデルマウスによる炎症に対するラクトフェ
リンの効果
○安福 一嘉1, 出雲 信夫1, 加賀谷 伸治2, 櫻井 潤1, 本
間 運人1, 長谷部 翔哉1, 速水 耕介1, 中野 真1, 星野
達雄2, 渡邉 泰雄1（1横浜薬大, 2NRLファーマ）

26PA-pm243

エンドトキシンショックによる多臓器障害における
長鎖分割ポリリン酸の保護効果
○芦野 隆1, 寺島 実華子2, 川添 祐美1,3, 柴 肇一2,3, 真
鍋 厚史2, 沼澤 聡1（1昭和大薬, 2昭和大歯, 3リジェン
ティス）
26PA-pm244 経口免疫寛容誘導時における減感作状態の EXiLE
法を用いた評価
○秋山 晴代1, 西村 光平2, 中村 亮介3, 堀 雅之4, 甲斐
茂美5, 松藤 寛2, 根来 孝治1, 宮澤 眞紀5, 松原 康策4
（1帝京平成大薬, 2日大生物資源, 3国立衛研, 4西神戸
医療セ, 5神奈川衛研）
26PA-pm245S OVA-IgE マウスにおける卵アレルギーに対する椎茸
菌糸体培養培地抽出物（LEM）の効果
○田口 雄也1, 神内 伸也1, 岩田 直洋1, 飯塚 博2, 日比
野 康英1（1城西大薬, 2野田食菌工業）
26PA-pm246 アレルゲン免疫療法により増加する抗原特異的
IL-10+ Foxp3- CD4+ T 細胞の phenotype 解析
○濱口 淳平1, 稲葉 美樹1, 森榮 勇貴1, 小瀬 弘尚1, 堤
達哉1, 土井 加菜1, 松田 将也1, 奈邉 健1（1摂南大薬）
26PA-pm247 C57BL/6 マウスを用いた慢性掻痒モデルの確立
○安井 悠真1, 渡辺 保志1, 櫻井 千浩1, 中嶋 雅幸1, 大
矢 進1,2, 藤井 正徳1（1京都薬大・薬理, 2名市大院医・薬
理）
26PA-pm248 イカリソウ由来化合物のマクロファージ活性化制御
を介した抗腫瘍作用
○潘 程1, 藤原 章雄1, 池田 剛2, 宮川 育子1, 中川 雄伸1,
竹屋 元裕1, 菰原 義弘1（1熊本大院医, 2崇城大薬）
26PA-pm249 α7 ニコチン性アセチルコリン受容体は、抗原提示細
胞の抗原提示過程を阻害しヘルパー T 細胞の分化を
抑制する。
○松井 悠理子1, 間下 雅士1, 小森 眞紗代1, 井上 笙子1,
齋藤 聖子1, 奥山 洋美4, 小野 史郎2, 川島 紘一郎3, 藤
井 健志1（1同志社女大薬, 2大阪大谷大薬, 3北里大薬,
4
鳥取大医）
26PA-pm250 マウス脾臓細胞における T 細胞の活性化がアセチル
コリン受容体の発現に及ぼす影響の検討
○坂口 美咲1, 間下 雅士1, 田中 菜穂子1, 川島 紘一郎2,
藤井 健志1（1同志社女大薬, 2北里大薬）
26PA-pm251S T リンパ球における海馬由来コリン作動性神経刺激
ペプチドの免疫応答の抑制
○齋藤 有華1, 間下 雅士1, 延山 明理1, 村上 加奈1, 藤
井 健志1（1同志社女大薬）
26PA-pm252 アトピー性皮膚炎モデルマウス由来表皮細胞におけ
る TSLP 過剰産生機構の解析
○小林 周平1, 鬼頭 宏彰1,2, 大矢 進1,2, 藤井 正徳1（1京
都薬大・薬理, 2名市大医・薬理）
26PA-pm253S 虚血性脳障害における DNMT3a 発現量の変化
○浅田 眞由美1, 喜早 慧士1, 林 秀樹1, 袁 博1, 高木
教夫1（1東京薬大薬・応用生化）

呼吸器系
26PA-pm254S 気道過敏性時の気管支肺胞洗浄液中における炎症性
サイトカインの発現変化
○甲斐 友規1, 茂木 桃子1, 千葉 義彦2, 里 史明1, 湯本
哲郎1, 酒井 寛泰1（1星薬大 疾患病体解析学, 2星薬大
生理分子科学）
26PA-pm255 喘息モデルマウスの気道局所における脂肪酸代謝変
化の網羅的解析
○土山 実紗規1, 須藤 航1, 竹澤 菜穂美1, 原田 梨香1,
藤原 実来1, 花崎 元彦2, 片山 浩3, 岩崎 雄介1, 酒井
寛泰4, 千葉 義彦1（1星薬大・生理分子科学, 2国際医福
大・医・麻酔・集中治療, 3川崎医大・麻酔・集中治療3,
4
星薬大・疾患病態解析学）
26PA-pm256 マウスにおける LPS 誘発ステロイド治療抵抗性気道
炎症に対する抗凝固薬局所適用の効果
○大出 はるか1, 岩本 一平1, 勝又 一葵1, 鈴木 彩加1,
久住 健太郎1, 枝 さゆり1, 木村 将大1, 木村 元気1, 上
田 敬太郎1, 西本 裕樹1, 益子 崇1, 木澤 靖夫1（1日本大
薬）
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26PA-pm257

TGF-β1 依存のコラーゲン産生を抑制する薬の探索と
肺線維症に対する効果の解析
○田中 健一郎1, 杉崎 俊文2, 高藤 綾香1, 高山 貴弘1,
川原 正博1（1武蔵野大薬, 2京大院薬）

骨・関節
26PA-pm258

マウスの成長期大腿骨におけるラクトフェリンの
効果
○小野 香奈江1, 出雲 信夫1, 石橋 雪子1, 吉澤 佳那1,
村松 奈津実1, 長井 優希1, 速水 耕介1, 渡邉 泰雄1, 中
野 真1（1横浜薬大）
26PA-pm259 卵巣摘出マウスによる骨密度低下に対する女神散と
桂枝茯苓丸の効果
○吉澤 佳那1, 出雲 信夫1, 飯塚 徹1, 小野 香奈江1, 室
橋 果澄1, 大島 郁世1, 速水 耕介1, 渡邉 泰雄1, 中野 真1
（1横浜薬大）
26PA-pm260 骨芽細胞様細胞 MC3T3-E1 における骨形成マーカー
に対する MU-314 の影響
○武田 佳保里1, 出雲 信夫1, 中嶋 舞1, 柏木 美結1, 福
山 亮2, 福田 ぜそく1, 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）
26PA-pm261 卵巣切除マウスの骨量減少に及ぼす EphrinB2 の作用
と酸性オリゴペプチド付加による影響
○阿部 史葉1, 山崎 京介1, 野村 政明1, 松尾 由理1, 高
橋 達雄1（1北陸大薬）

血液・造血器官
26PA-pm262

フラボンに分類されるフラボノイドの血小板および
血液凝固系に対する影響
○杉田 千泰1, 中馬 祥子1, 吉田 桂二郎1, 山下 篤2, 吉
田 裕樹1, 渡辺 渡1, 山本 隆一1, 黒川 昌彦1（1九州保福
大薬, 2宮崎大医）

皮膚・感覚器官
26PA-pm263

ワレモコウ抽出物の皮膚抗老化作用
○笠松 慎也1, 吉田 浩之1, 青木 美佳1, 山崎 恒平1, 村
田 武司2, 杉田 淳2, 中村 智美1, 高野 圭1, 佐用 哲也1,
高橋 慶人1（1花王 生物科学研, 2花王 スキンケア研）
26PA-pm264 アサイーとクプアスエキスの併用による UVA 誘導 I
型コラーゲン減少抑制作用について
○岩橋 弘恭1, 橋井 洋子1（1丸善製薬 総研）
26PA-pm265 放射光 X 線回折による糖化誘導三次元培養表皮角
層の構造解析
○横田 麻美1, 関田 真理絵1, 大塚 萌1, 八田 一郎2, 徳
留 嘉寛1（1城西大薬 皮膚生理学研究室, 2名古屋産業
科学研 研究部）
26PA-pm266 食物由来抗酸化物質エルゴチオネインによる毛乳頭
細胞における育毛効果の検証
松本 聡1, ○吉田 雄介2, 加藤 将夫3（1エル・エス コー
ポレーション開発, 2エーセル, 3金沢大薬学系分子薬
物治療学）
26PA-pm267 各種ハチミツのチロシナーゼ酵素阻害効果に関する
研究
長柄 英里子1, 田中 梨紗1, 鹿本 泰生1, 石橋 雪子1, 小
笹 徹1, ○森 和也1（1横浜薬大）
26PA-pm268 奈良県産タチバナの遺伝子背景による果皮成分や活
性の比較
○山口 真奈美1, 重山 佳太1, 吉川 正人2, 松本 卓也3,
米澤 靖2, 植山 高光2, 塩田 裕徳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, 3奈良県
薬務課）
26PA-pm269S 高機能性化粧品素材として期待されるカエデ由来
Ginnalin B の角質層内セラミド増強作用について
○小山 純奈1, 加藤 敦1, 宮脇 章太1, 川西 光太郎1, 安
谷屋 信貴1, 足立 伊佐雄1, 竹内 ちひろ2, 新谷 恵2, 三
浦 大介2, 片山 幸子2, 石川 文博2（1富山大病院薬, 2伏
見製薬所）

26PA-pm270

キクバヤマボクチエキスの化粧品防腐剤により誘導
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, 2島根県産業技術センター）
26PA-pm271 加齢に伴う真皮 Fibrillin 線維の変性とそのメカニ
ズム
○小林 豊明1, 越智 洋絵1, 笠 明美1, 輪千 浩史2, 林
昭伸1（1コーセー, 2星薬大）
26PA-pm272 シャルドネ果実エキスが時計遺伝子に与える影響と
表皮バリア改善効果
○濱田 朋志1, 桝谷 晃明1, 松原 順子1, 若松 香苗1, 榛
葉 繁紀2, 伊藤 賢一1（1一丸ファルコス, 2日本大薬）
26PA-pm273 エゴマ油は表皮細胞の UVB 傷害を緩和し、線維芽
細胞のコラーゲン合成能の低下を抑制する
○柴﨑 有生1, 山脇 裕美子1, 添田 愛理沙2, 上田 信二2,
水谷 多恵子1, 岡野 由利1, 正木 仁1（1東京工科大, 2太
田油脂）
26PA-pm274 UVB による皮膚色素沈着に対する Tocopherol
succinate の作用
○大澤 鈴菜1, 遠藤 香凛1, 李 金華2, 水谷 多恵子1, 岡
野 由利1, 正木 仁1（1東京工科大, 2自然）
26PA-pm275 有機ゲルマニウム化合物 THGP は L-DOPA との錯体
形成を介してメラニンの産生を抑制する
○安積 遵哉1, 島田 康弘1, 武田 知也1, 佐藤 克行1, 中
村 宜司1（1浅井ゲルマニウム研, 2東北大農）
26PA-pm276S 白髪防止剤のスクリーニング法の評価
○安藤 卓弥1, 田口 暢彦1, 北井 亮介1, 青木 仁美1, 國
貞 隆弘1（1岐阜大医）
26PA-pm277 蝸牛外側壁のギャップ結合機能の破綻は蝸牛有毛細
胞死を引き起こすか？
○西山 徳人1, 山口 太郎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）
26PA-pm278 赤青 LED 光による美肌ハーブの栽培と効果について
○田所 修平1, 奥野 凌輔1, 足立 浩章1, 村上 祐子1, 山
羽 宏行1, 田中 浩1, 坂井田 勉1, 八代 洋一1, 長谷川
靖司1,2, 中田 悟1（1日本メナード化粧品総合研, 2名大
メナード協同研究講座）
26PA-pm279 C2C12 細胞筋管由来マイオカインが皮膚線維芽細胞
に与える影響解析
○佐藤 暢彦1, 小澤 奈帆子1, 鈴木 民恵1, 松熊 祥子1
（1ファンケル）
26PA-pm280S 表皮角化細胞および 3 次元培養ヒト表皮モデルの分
化に及ぼす女性ホルモンの影響
○村上 栞菜1, 森 俊裕2, 作山 秀2, 徳留 嘉寛1（1城西大
薬, 2マンダム）
26PA-pm281 可視光線の曝露により誘導される皮膚老化に対する
グリシン亜鉛の可能性
○横田 真理子1, 西川 功征1, 矢作 彰一1（1ニッコール
グループ コスモステクニカルセンター）
26PA-pm282 虚血性網膜症モデルマウスにおける異常網膜血管新
生に対する apelin 受容体アンタゴニストの阻害効果
○柴垣 郁弥1, 石丸 侑希1, 小西 寛子1, 鈴木 麻友1, 藤
井 雄也1, 山室 晶子1, 吉岡 靖啓1, 前田 定秋1（1摂南大
薬）
26PA-pm283S ヒアルロン酸ナノ粒子の皮膚浸透性とコラーゲン産
生能の評価
○関田 真理絵1, 徳留 嘉寛1（1城西大薬）
26PA-pm284 環境因子による角膜上皮ダメージの検証とその防御
評価代替法の可能性
○井筒 ゆき子1, 津久井 紀1, 平山 美咲2, 吉田 大介1,
正木 仁2（1ニッコールグループ ニコダームリサーチ,
2
東京工院バイオ・情報メディア研究科バイオニクス
専攻）

消化器
26PA-pm285
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潰瘍性大腸炎におけるセラミドキナーゼの役割～
ノックアウトマウスを用いた解析～
○鈴木 智実1, 田中 藍1, 穴田 幸平1, 中村 浩之1, 村山
俊彦1（1千葉大院薬・薬効薬理）

26PA-pm286

ラット回腸 transforming growth factor-β mRNA 発現
に及ぼす 5-フルオロウラシル投与の影響
○佐藤 智香1, 町田 麻依子1, 中村 健人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）
26PA-pm287 デキストラン硫酸ナトリウム誘起大腸炎モデルの病
態における TRPV1、TRPA1 および知覚神経の役割：
CGRP およびサブスタンス P との関連
○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）
26PA-pm288 ラット回腸 transforming growth factor-β mRNA 発現
に及ぼすメトトレキサート投与の影響
○渡部 正太1, 町田 麻依子1, 田原 優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）
26PA-pm289 GPR120/FFAR4 欠損マウスは 非アルコール性脂肪性
肝疾患の進行を促進させる
○中本 賀寿夫1, 島田 幸季1, 平澤 明2, 徳山 尚吾1（1神
戸学院大薬・臨床薬学, 2京大院薬・薬理ゲノミクス）
26PA-pm290S GPR40 の活性化によるマウスデキストラン硫酸ナト
リウム誘起大腸炎の発生抑制および治癒促進効果
○松谷 有希子1, 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）
26PA-pm291S マウス大腸炎関連がんの病態における Transient
receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) の関与
○前橋 うらら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岡崎統合バイオサイエンス・細胞生理）
26PA-pm292S 温度感受性 TRPV4 チャネルはマウス酸味受容に関
与する
○辻 雅裕1, 松本 健次郎1, 大石 晃弘2, 内海 大知1,
天ヶ瀬 紀久子1, 富永 真琴3, 長澤 一樹2, 加藤 伸一1
（1京都薬大・病態薬科・薬物治療, 2京都薬大・生命薬
科・衛生化学, 3岡崎統合バイオサイエンス・細胞生理）
26PA-pm293S ヒトモチリン受容体トランスジェニックマウスにお
ける発現局在および胃運動性の解析
○進藤 麻衣1, 高橋 葵1, 吉田 彩乃1, 松本 健次郎1,
天ヶ瀬 紀久子1, 松浦 文三2, 加藤 伸一1（1京都薬大・
病態薬科・薬物治療, 2愛媛大医・生活習慣病・内分泌）
26PA-pm294S グルタミン酸の TFF-1 発現増大を介したヘリコバク
ター・ピロリ誘起胃炎抑制効果
○松井 宏平1, 加納 嘉太郎1, 松本 健次郎1, 天ヶ瀬 紀
久子1, 加藤 伸一1（1京都薬大・病態薬科・薬物治療）
26PA-pm295 慢性拘束ストレス負荷マウスの回腸における炎症性
反応と収縮機能異常に対するクルクミンの予防的投
与の効果
○松﨑 広和1, 矢崎 渉1, 坂本 武史1, 日比野 康英1, 岡
﨑 真理1（1城西大薬）
26PA-pm296S モルヒネ誘発性便秘に対するミソプロストールの有
効性の検討
○冨本 麗1, 今 理紗子1, 川端 あかね1, 西村 麻友子1,
五十嵐 信智1（1星薬大）

平滑筋・骨格筋
26PA-pm297

26PA-pm298

26PA-pm299

26PA-pm300

腎・泌尿・生殖器官
26PA-pm301

26PA-pm302

26PA-pm303S

26PA-pm304

26PA-pm305S

26PA-pm306S

26PA-pm307

26PA-pm308

26PA-pm309

26PA-pm310S

26PA-pm311

26PA-pm312

下肢静脈瘤の進展メカニズム -血管内径と収縮力の
関係○鳥取部 直子1, 芝 達雄1, 蒲生 修治1, 横田 敦子2, 中
村 栄作3, 桑原 正知4, 比佐 博彰1, 山本 隆一1（1九州保
福大薬, 2宮崎県立延岡病院, 3宮崎大病院, 4くわばら
医院）
マウス筋芽細胞株を用いたタウリンの抗サルコペニ
ア効果の検討
○伊藤 駿太1, 伊藤 崇志1, 宮下 晶惠1, 高橋 正和1, 村
上 茂1（1福井県大生物）
Klotho マウスの骨格筋に対する人参養栄湯の薬理
作用
○道原 成和1, 千葉 殖幹1, 竹本 梨紗1, 小野里 恵1, 韓
立坤1, 藤田 日奈1, 高橋 隆二1（1クラシエ製薬漢方研）

シスプラチン誘発筋萎縮に対する人参養栄湯の効果
○竹本 梨紗1, 千葉 殖幹1, 道原 成和1, 韓 立坤1, 藤田
日奈1, 高橋 隆二1（1クラシエ製薬漢方研）

26PA-pm313

26PA-pm314
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5/6 腎臓部分切除による慢性腎臓病モデルラットに
おける性差について
○長澤 直幸1, 大塚 涼平1, 松村 靖夫1, 大喜多 守1, 田
中 亮輔1, 中川 恵輔1（1大阪薬大）
一側尿管結紮モデルマウスにおける抗酸化剤の効果
の相違
○相馬 伊織1, 谷 伊織1, 本間 成佳1, 吉田 真1（1高崎健
康福祉大薬）
慢性腎臓病モデルラットにおける腎虚血再灌流の影
響について
○大塚 涼平1, 長澤 直幸1, 田中 亮輔1, 松村 靖夫1, 大
喜多 守1, 中川 恵輔1（1大阪薬大）
腎虚血再灌流障害時に尿細管細胞において低酸素誘
導因子が paired box gene 2 の発現を誘導する
○武田 佳士1, 山本 梨乃1, 高木 明日香1, 木平 孝高1,
藤村 よしの1, 佐藤 英治1（1福山大薬）
環状オリゴ糖を利用した精子受精能の向上による不
妊治療法の基礎研究
○中尾 聡宏1, 竹本 賢司1, 吉本 英高1, 入江 徹美2, 竹
尾 透1, 中潟 直己1（1熊本大・生命資源・資源開発, 2熊
本大・院薬・薬剤情報分析）
虚血性急性腎障害ラットの内皮依存性血管弛緩反応
について
○神田 将哉1, 田中 亮輔1, 堂内 政秀1, 中川 恵輔1, 大
喜多 守1, 松村 靖夫1（1大阪薬大）
ラットへのシタラビン投与が将来の勃起機能に与え
る影響
○中根 裕人1, 堀田 祐志1, 中村 大学1, 片岡 智哉2, 前
田 康博1, 川出 義浩2, 木村 和哲1,2（1名市大院薬, 2名市
大病院薬）
Ⅱ型糖尿病モデル SDT fatty rat の勃起機能の評価
○飯田 悠貴1, 堀田 祐志1, 内木 綾2, 高橋 瀬奈1, 中村
大学1, 矢萩 亮1, 片岡 智哉2, 前田 康博1, 高橋 智2, 木村
和哲1,2（1名市大院薬, 2名市大院医）
抗がん剤投与に伴う勃起障害に対する牛車腎気丸の
有効性の薬理学的検討
○片岡 智哉1, 鈴木 純2, 川木 雄斗1, 鬼頭 陽平1, 堀田
祐志2, 川出 義浩2, 前田 康博2, 木村 和哲1,2（1名市大院
医・臨床薬剤学, 2名市大院薬・病院薬剤学）
横紋筋融解症に伴う急性腎尿細管傷害における
Edaravone の脂質過酸化への影響
○廣瀬 陽美1, 宮城 貴之1, 仙石 瞳友1, 阿部 友美1, 瀬
津 弘順1, 井上 正久1（1徳島文理大薬）
胞胚受容能の獲得におけるプロゲステロン受容体膜
構成因子 1（PGRMC1）の役割
○吉江 幹浩1, 米川 涼1, 田村 和広1, 小島 淳哉2, 井坂
惠一2, 西 洋孝2, 桑原 直子1, 立川 英一1（1東京薬大薬,
2
東京医大医）
NMN(Nicotinamide mononucleotide)のアルブミン尿発
現の早期バイオマーカーとしての可能性
○小山内 翔1, 藤田 恭子1, 市田 公美1（1東京薬大薬）
腎虚血再灌流モデルラットの腎機能障害抑制に及ぼ
す XOR 阻害薬の濃度依存性
○中野 太幹1, 藤田 恭子1, 市田 公美1（1東京薬大薬）
Cholesterol-凝集糖化アルブミンは腎糸球体メサンギ
ウム細胞のミトコンドリアに障害を与える
○永松 正1, 吉田 颯人1, 酒井 美理1, 鈴木 晴香1, 水野
智博1（1名城大薬）

PA 会場

28PA-am055

3 月 28 日（水）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

生物系その他

28PA-am056

28PA-am051

パルミチン酸による細胞死に与えるラウリン酸の影
響の検討
○卜部 瑞穂1, 中村 徹也1, 森田 哲生1, 上敷領 淳1（1福
山大薬）
28PA-am052 初代培養リンパ球を用いたリゾホスファチジルセリ
ン産生機構の解析
○佐藤 慧太1, 新上 雄司1, 尾谷 優子2, 大和田 智彦2,
井上 飛鳥1,3, 青木 淳賢1,4,5（1東北大院薬, 2東大院薬,
3
AMED-PRIME, 4AMED-CREST, 5AMED-LEAP）
28PA-am053 LPA6 および PA-PLA1a は毛包の特定の層に発現し正
常な体毛形成に寄与する
○片寄 愛望1, 可野 邦行1,3, 井上 飛鳥1,2, 青木 淳賢1,3,4
（1東北大院薬・分子細胞生化学, 2AMED-PRIME,
3
AMED-CREST, 4AMED-LEAP）
28PA-am054 MCF-7 細胞運動能における PAF シグナルの影響
○桐谷 光夫1, 谷川 和也1, 米山 倖平1, 小林 舞奈1, 原
田 史子1, 唐澤 健1（1帝京大薬）

発がんマウスモデル由来膠芽腫幹細胞の増殖に対す
る Stat5b の寄与
○茂山 千愛美1, 東馬 智未1, 藤田 貢2, 安藤 翔太1, 岩
崎 仁志1, 谷口 恵香1, 飯居 宏美1, 吉貴 達寛1,3, 中田
晋1（1京都薬大, 2近畿大, 3滋賀医科大）
長期の生理学実験および行動実験に適用可能な G 欠
損狂犬病ウイルスベクターの開発
○山口 真広1, 森本 菜央1, 小坂田 文隆1,2（1名大院創
薬, 2JSTさきがけ）

薬理・その他
28PA-am057

28PA-am058
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Neuro2A 細胞における Aβ25-35 処置による細胞毒性に
対するベタインの抑制作用
○衣斐 大祐1, 大谷 駿人1, 吉田 朱里1, 平嶋 一貴1, 間
宮 隆吉1, 平松 正行1（1名城大薬）
蛍光イメージング法を用いた SERCA および NCX に
よる細胞質 Ca2+除去の観測
○濱崎 俊介1, 行方 衣由紀1, 風間 章寛1, 濵口 正悟1,
田中 光1（1東邦大・薬・薬物）

環境・衛生系薬学（ポスター発表）
PA 会場

26PA-am340

3 月 26 日（月）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

衛生化学・公衆衛生学①
26PA-am327

海産カロテノイドであるペリディニンの抗腫瘍作用
機序
米津 昌太1, 豊島 一輝1, 堀内 悠奈1, 鍋田 明穂1, 武田
泰樹1, 市川 智大1, ○里見 佳子1（1鈴鹿医療大薬）
26PA-am328 味噌成分の 1H-NMR メタボローム解析
○本永 真須美1, 上地 智輝1, 沖中 弥生1, 酒見 律子1,
清水 良1, 佐能 正剛2, 太田 茂2, 杉原 数美1（1広島国際
大薬, 2広島大院医歯薬保）
26PA-am329 変敗食用油が免疫細胞に与える影響の解析
○大森 照太1, 大岡 嘉治1, 野地 裕美1, 竹内 一1（1徳島
文理大香川薬）
26PA-am330 柑橘類中シネフリンの光学異性体分析
○田中 壮平1, 山本 敦2, 多賀 淳3, 會澤 宣一4, 寺島
弘之5, 小玉 修嗣1（1東海大理, 2中部大応生, 3近畿大
薬, 4富山大理工学研究, 5GLサイエンス）
26PA-am331S フルクトースの過剰摂取が世代を超えて代謝反応に
与える影響
○秋山 優太1, 照屋 美子1, 深谷 睦1, 神内 伸也1, 岩田
直洋1, 日比野 康英1（1城西大薬）
26PA-am332 ビール中のイソキサントフモール及び 8-プレニルナ
リンゲニンの光学異性体分析
○小玉 修嗣1, 田中 壮平1, 守屋 日向1, 飯田 結香莉1,
北川 仁美1, 會澤 宣一2, 山本 敦3, 多賀 淳4, 寺島 弘之5
（1東海大理, 2富山大理工学研究, 3中部大応生, 4近畿
大薬, 5ジーエルサイエンス）
26PA-am333S 男性ホルモン受容体標的遺伝子の転写活性化に対す
る緑茶ポリフェノールの抑制作用機構
○近澤 優希1, 久保田 千尋1, 中原 尚美1, 西川 麻由1,
木下 由佳1, 眞田 法子1, 木津 良一1（1同志社女大薬）
26PA-am334S マウスに対する市販飲料中人工甘味料の長期経口投
与の影響
○熊倉 啓人1, 藤本 悠佳1, 深谷 睦1, 日比野 康英1, 堀
由美子1（1城西大薬）
26PA-am335S 母マウスのフルクトース摂取が仔マウスの脂質代謝
に及ぼす影響
○飯野 恭平1, 深谷 睦1, 日比野 康英1, 堀 由美子1（1城
西大薬）
26PA-am336 マウス能動アナフィラキシーにおける T リンパ球の
サイトカイン発現に及ぼす酸化オリブ油の影響
○水野 可鈴1, 川嶋 美帆1, 岡田 雅史1, 村野 晃一1, 荻
野 泰史1, 荒川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1（1摂南大
薬）
26PA-am337 酸化オリブ油がマクロファージの貪食能に及ぼす
影響
○荻野 泰史1, 上田 陽紀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）
26PA-am338 酸化オリブ油がマウス接触性過敏反応時における T
リンパ球の分化増殖およびサイトカイン産生に及ぼ
す影響
○岡田 雅史1, 山田 真吾1, 水野 可鈴1, 川嶋 美帆1, 村
野 晃一1, 荻野 泰史1, 荒川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1
（1摂南大薬）
26PA-am339 ビタミン K による神経幹細胞からニューロンへの選
択的な分化誘導機構に対する L 型 Ca チャネルの
関与
○廣田 佳久1, 高木 勇太1, 井田 有香1, 古川 絢子2, 須
原 義智1（1芝浦工大生命科学, 2鈴鹿医療大薬）

アレルギー性皮膚炎に対するセレノメチオニンの有
効性の検討
○荒川 友博1, 松浦 遥香1, 荻野 泰史1, 奥野 智史1, 上
野 仁1（1摂南大薬）
26PA-am341S 老化培養皮膚線維芽細胞の作成と還元型 Coenzyme
Q10 の安定化
○峯 幸稔1, 髙橋 隆幸1, 岡本 正志1（1神戸学院大薬）
26PA-am342 若年成人女性の Vitamin D 栄養の年間実態把握と栄
養改善を目的とした調査
○津川 尚子1, 桒原 晶子1, 小笠原 帆南1, 鎌尾 まや2,
中川 公恵2, 長谷川 潤2, 田中 清3（1大阪樟蔭女大健康
栄養, 2神戸薬大, 3京都女大家政）
26PA-am343 魚介類由来セレンの培養細胞による利用能評価
○吉田 さくら1, 岩高 美帆1, 丸山 洋子1, 原武 衛2, 淵
上 剛志1, 中山 守雄1（1長崎大院医歯薬, 2崇城大薬）
26PA-am344 アミノ酸補給療法のアトピー性皮膚炎に対する有効
性の評価
○古賀 貴之1, 平山 芙香1, 井上 貴恵1, 武田 知起2, 石
井 祐次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）
26PA-am345 時期特異的メチオニン摂取によるアレルギー性接触
皮膚炎の進行抑制効果の検討
○井上 貴惠1, 古賀 貴之1, 平山 芙香1, 廣村 信1, 副田
二三夫1, 戸田 晶久1（1第一薬大）
26PA-am346 天然物由来消化酵素阻害物質(SLT ブロッカー)の摂
取エネルギーの吸収抑制によるメタボリックシンド
ローム改善効果
○影山 将克1, 谷 久典2, 小橋 理代1, 水口 潤子1, 秋吉
克昂1, 矢島 美江1, 佐々木 可奈子1, 山浦 信明1, 中島
野枝1, 藪本 鐵美2（1ディーエイチシー 第二研, 2フィ
ス）
26PA-am347 メチレンブルーを用いた硫酸基含有グリコサミノグ
リカンの簡易定量法
○岡本 悠佑1, 東 恭平1, 真野 貴2, 和田 竜哉2, 戸井田
敏彦1（1千葉大院薬, 2日本薬品）
26PA-am348 EPA･DHA サプリメントに含まれる非表示脂肪酸含
有量の健康食品分類間の比較
○井上 祐助1, 永沼 達郎1, 岩田 紘樹1, 小林 典子1, 藤
本 和子1, 有田 誠1, 山浦 克典1（1慶應大薬）
26PA-am349 シーベーリーが抗がん薬による腸管免疫低下に及ぼ
す影響
○門 萌子1, 窪田 篤人2, 保田 元気2, 更科 壮太2, 星
幸子3, 小林 正紀4, 井関 健2,4, 鈴木 夏子1（1北海道薬
大, 2北大院薬, 3遠藤組, 4北大病院）
26PA-am350 Green soybean extract increases neuritogenesis in SHSY5Y cells and BDNF expression in mouse brain
○パービン モニラ1, Keiko UNNO1,2, Yuya
NAKAYAMA3, Hiroyuki IKEMOTO3, Shinjiro IMAI4,
Kazuaki IGUCHI2, Akira MINAMI2, Yoko KIMURA5,
Yoriyuki NAKAMURA1（1Tea Sci. Center, Univ.
Shizuoka, 2Sch. Pharmaceutical Sci., Univ. Shizuoka,
3
Health Care Res. Cent., Nisshin Pharma Inc., 4Sch.
Biosci. Biotech., Tokyo Univ. Technol., 5Grad. Sch.
Agric., Shizuoka Univ.）
26PA-am351 生活習慣病に対する大豆米糠発酵物(OE-1)の有効性
○吉川 傭平1, 塚本 圭祐1, 小原 三和1, 加藤 太一郎1,
加藤 龍憲1, 輿石 雪乃1, 小室 千鶴1, 冨永 隆生2, 清水
厚志2, 渡邉 和晃3, 松田 佳和1（1日本薬大, 2ラフィー
ネインターナショナル, 3オリエンタルバイオ）
26PA-am352 抗加齢機能特性が期待される食品素材への高静水圧
加工技術の応用に関する検討
○田辺 顕子1, 今野 裕子1, 峯尾 紘平1, 平原 卓哉1, 小
西 徹也2（1新潟薬大薬, 2新潟薬大応用生命）
26PA-am353 β-グルカンは生理活性を示すのか?
○安原 義1, 大城 太一1, 供田 洋1（1北里大院薬）
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26PA-am354

悪液質性筋萎縮モデルマウスに対するエゴマ油の効
果検討
○藤田 恭輔1, 渡辺 志朗1, 柳原 五吉2, 宮野 加奈子3,
上園 保仁3（1富山大和漢研, 2国立がんセEPOC, 3国立
がんセ研）
26PA-am355S 柑橘類成分ノビレチンの thioredoxin-interacting
protein 遺伝子転写抑制機構
○加賀 由里子1, 池田 絢香1,2, 菅野 裕一朗1, 粕谷 ひ
かる1, 大泉 康3, 出川 雅邦1,2, 根本 清光1（1東邦大薬,
2
静岡県大薬, 3東北福祉大）
26PA-am356 エピガロカテキン-3-ガレートによる Jak-Stat-Socs 経
路抑制作用の検討
○廣村 信1, 藤島 あき子2, 古賀 貴之2, 副田 二三夫2,
村山 恵子1, 戸田 晶久2（1第一薬大 処方解析学分野,
2
第一薬大 衛生化学分野）
26PA-am357 塩酸/エタノール誘発胃潰瘍予防薬としての新規多糖
体サクランの可能性評価
○安部 佑哉1, 本山 敬一1, 東 大志2, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院HIGOプログラ
ム）
26PA-am358 米胚芽発酵エキスの機能性に関する研究
○中村 雅彦1, 高木 隆太郎1, 長沼 美樹1（1たいまつ食
品）
26PA-am359 メディカルハーブによる糖負荷後の血糖上昇抑制効
果の検討
○豊田 奈々1, 江澤 怜子1, 菊地 秀与1,3, 新井 理絵2, 須
永 克佳1,3（1城西大院薬・医療栄養, 2城西大院薬・薬科
学, 3城西大薬・医療栄養）
26PA-am360 Hyaluronidase 阻害作用を有するメディカルハーブの
探索
○小澤 知佳1, 内田 知里1, 菊地 秀与1,2, 津田 整2, 須永
克佳1,2（1城西大院薬・医療栄養, 2城西大薬・医療栄
養）
26PA-am361S 高品質な機能性食品の開発を目指した非晶質クルク
ミンの動態学的評価
○中村 倫子1, 長野 一也1, 武田 真梨子1, 平井 はるな1,
前北 光1, 中尾 友洋1,2, 木下 圭剛2, 坂田 慎2, 西野 雅
之2, 原田 和生1, 平田 收正1, 東阪 和馬1,3, 堤 康央1,4
（1阪大院薬, 2三栄源FFI, 3阪大院医, 4阪大MEIセ）
26PA-am362S 各種クルクミン製剤の活性比較による新規非晶質ク
ルクミンの有用性評価
○前北 光1, 長野 一也1, 平井 はるな1, 武田 真梨子1,
中村 倫子1, 中尾 友洋1,2, 木下 圭剛2, 坂田 慎2, 西野
雅之2, 原田 和生2, 平田 收正2, 東阪 和馬1,3, 堤 康央1,4
（1阪大院薬, 2三栄源FFI, 3阪大院医, 4阪大MEIセ）
26PA-am363 新規非晶質クルクミンの高水溶性機序の解明を目指
した分子間相互作用の解析
○長野 一也1, 武田 真梨子1, 吉田 卓也1, 平井 はるな1,
中村 倫子1, 前北 光1, 中尾 友洋1,2, 木下 圭剛2, 坂田
慎2, 西野 雅之2, 原田 和生1, 平田 收正1, 東阪 和馬1,3,
堤 康央1,4（1阪大院薬, 2三栄源FFI, 3阪大院医, 4阪大
MEIセ）
26PA-am364 薬用茸アガリクスで誘導した抗体はリンパ腫細胞株
との交差反応性を示す
○山中 大輔1, 元井 章智1,2, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 元
井 益郎2, 大野 尚仁1（1東京薬大薬, 2東栄新薬）
26PA-am365S リグニン様ポリフェノールによるアジュバント効果
の解析
○坂野 由幸1, 山中 大輔1, 石橋 健一1, 安達 禎之1, 大
野 尚仁1（1東京薬大薬）
26PA-am366 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 陽二1,3, 佐藤 恭子2, 多田 敦子2, 小川 数馬3, 小
阪 孝史1,3, 中島 美由紀1, 茂野 泰貴3, 高橋 茉衣夏4, 小
澤 梓4, 上出 茉歩4, 濵本 萌凪4, 吉田 楓4, 斎藤 寛5, 柴
和弘1,3（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）

26PA-am367

人工甘味料ネオテームによるヒト神経系細胞への障
害作用評価
○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）
26PA-am368 添加物質による食肉加工品等抽出液中亜硝酸の安定
性向上
○小林 淳1, 池田 啓一2, 杉山 英男3（1高知県大健康栄
養, 2北陸大薬, 3松本大院健康科学）
26PA-am369 LC-PDA/MS による食品中の 6 種合成甘味料におけ
る迅速な一斉分析法の検討
○田原 正一1, 山本 純代1, 石井 悦子1, 小林 千種1（1東
京都健安研セ）
26PA-am370 食品中の 9 種保存料分析における迅速な透析法の
検討
○山嶋 裕季子1, 岩越 景子1, 田中 麻梨恵1, 田原 正一1,
小林 千種1（1東京都健安研セ）
26PA-am371 食品添加物の安全性について－ネット情報の信憑
性－
○堀江 正一1, 渡邉 萌1, 鈴木 優理子1, 小川 翔子1（1大
妻女子大）
26PA-am372 消費者の食品添加物に対する意識調査
○渡邉 萌1, 鈴木 優理子1, 堀江 正一1, 野嶋 美里1（1大
妻女大）
26PA-am373 血清コリンエステラーゼの ELISA に対するコリンエ
ステラーゼ阻害剤の影響
○平田 幸代1, 佐藤 美奈代1, 稲垣 弘文1, 川田 智之1
（1日本医大）
26PA-am374 飲料製品中への意図的混入を想定した高速液体クロ
マトグラフ-四重極飛行時間型質量分析計による農薬
の迅速スクリーニング法の開発
○鷲田 和人1, 宮本 靖久1, 原山 耕一1, 鈴木 康司1（1ア
サヒグループHD グループ食安研）
26PA-am375 LC-MS/MS による巣みつ中殺ダニ剤一斉分析法
○鶴岡 由実1, 神田 真軌1, 林 洋1, 松島 陽子1, 中川 由
紀子1, 小池 裕1, 永野 智恵子1, 関村 光太郎1, 橋本
常生1（1東京都健康安全研セ）
26PA-am376S LC-ICP-MS/MS によるセレノメチオニンの細胞内挙
動の解析
○塩川 絢子1, 高橋 一聡1, 鈴木 紀行1, 小椋 康光1（1千
葉大院薬）
26PA-am377 ジメチルモノチオアルシン酸の代謝過程で生成する
多様な活性代謝物によるアポトーシス誘発について
○下田 康代1, 黒澤 英俊1,2, 加藤 孝一1, 畑 明寿3, 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）
26PA-am378 メチル水銀及びリゾフォスファチジン酸が誘導する
培養アストロサイトの形態変化の部位差
片本 祐輔1, 柳澤 泰任1, ○足立 達美1（1千葉科学大
薬）
26PA-am379 銅イオンは亜鉛による神経細胞死を増強する：シナ
プスにおける銅と亜鉛のクロストーク
○川原 正博1, 下田 実可子1, 瓦谷 沙由里1, 清水 綾音1,
根岸 みどり1, 田中 健一郎1（1武蔵野大薬）
26PA-am380 フェントン反応を利用した難分解性有機化合物の分
解・除去
○緒方 文彦1, 中村 武浩1, 川﨑 直人1（1近畿大薬）
26PA-am381 Caco-2 細胞における BSP の取り込みに及ぼすペルフ
ルオロカルボン酸化合物の影響
○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）
26PA-am382 臭化難燃剤 TBBP-A による白色脂肪細胞の質的変化
とケトン体利用経路への影響の検討
○山崎 正博1, 松本 莉奈1, 宮脇 祐太1, 守屋 俊治1, 八
柄 雅子1, 長谷川 晋也1, 高橋 典子1（1星薬大衛生）
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26PA-am383

食用魚類に含まれる残留性長鎖有機フッ素カルボン
酸の分析
津田 侑人1, 中村 翼1, 碇元 貴士1, 府髙 昌才輝1, ○藤
井 由希子1, 加藤 善久2, 木村 治3, 遠藤 哲也3, 太田
千穂4, 古賀 信幸4, 原口 浩一1（1第一薬大, 2徳島文理
大香川薬, 3北医療大薬, 4中村学園大栄養）
26PA-am384 2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone（側鎖を有さ
ないコエンザイム Q アナログ）による細胞死の誘導
○高橋 隆幸1, 峯 幸稔1, 岡本 正志1（1神戸学院大薬）
26PA-am385 模擬消化液による海藻類標準試料溶出液中のヒ素の
化学形態別分析
○小林 弥生1, 平野 靖史郎1（1国環研）
26PA-am386 UDP-グルクロン酸転移酵素 2B7 とシトクロム P450
2C8 の機能的相互作用
永里 萌1, 宮内 優2, Peter I. MACKENZIE3, 田中 嘉孝2,
○石井 祐次2（1九州大薬, 2九州大院薬, 3フリンダース
大医）
26PA-am387S イヌ肝 S9 による変異原物質の代謝活性化：ラット
S9 との比較
○並木 萌香1, 高橋 波輝1, 野田 篤2, 遠藤 治1, 関本
征史1（1麻布大・生命環境, 2生安研）
26PA-am388 2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール ジイソブチ
ラートの肝ミクロゾームによる加水分解反応の種差
○礒部 隆史1, 小島 健太郎1, 大河原 晋1, 越智 定幸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）
26PA-am389 ニトロピレン類に対するケール抽出物の抗変異原性
舟腰 昇太1, 山本 聖也1, 秋山 知穂1, 千葉 瑞希1, 水沼
佳奈1, 関本 征史1, ○遠藤 治1, 小西 良子1（1麻布大）
26PA-am390 ヒト結腸癌細胞 HT-29 由来癌幹細胞の自己複製能に
おけるアリル炭化水素受容体の役割
○眞田 法子1, 芝岡 栞菜1, 橋本 知佳1, 宇城 有紗1, 藤
坂 奈穂1, 木下 由佳1, 木津 良一1（1同志社女大薬）
26PA-am391S 生体内モデルメイラード反応により生成された新規
化合物の化学構造
○今堀 大輔1, 松本 崇宏1, 住田 大志1, 長谷井 友尋1,
渡辺 徹志1（1京都薬大）
26PA-am392 ヒキオコシ (Isodon japonicus) 地上部含有成分の抗変
異原性評価
○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）
26PA-am393 新規 PDGF 受容体阻害剤（KN1022）の類縁体であ
る AK01 の抗変異原活性
○樋口 友里1, 清水 英喜1, 橋本 知子2, 遠藤 治1, 松野
研司2, 関本 征史1（1麻布大・生命環境, 2工学院大・先
進工）
26PA-am394 LC-CD を用いた危険ドラッグ Methylphenidate 類似
体のキラル分析
○河村 麻衣子1, 三澤 隆史1, 出水 庸介1, 花尻（木倉）
瑠理1, 袴塚 高志1（1国立衛研）
26PA-am395 サリチル酸存在下での紫外線によるチミジンとアス
コルビン酸の反応
○岸田 裕貴1, 鈴木 利典1（1就実大薬）
26PA-am396 リン酸イオンによるシチジン水付加物の水脱離反応
触媒について
○根岸 和雄1, 原口 一広1, 根岸 友惠1（1日本薬大）
26PA-am397 RI を用いない危険ドラッグのモノアミントランス
ポーター阻害試験
○小野 恭司1, 星川 典子1, 鈴木 俊也1, 猪又 明子1, 守
安 貴子1（1都健安研セ）
26PA-am398 HPLC-FL によるカナマイシンの分析法（第 1 報）
○堀田 沙希1, 市川 義多加1, 後藤 智美1, 猪飼 誉友1,
渡邉 美奈恵1, 小池 恭子1（1愛知衛研）
26PA-am399 固相分解抽出法を用いた化粧品中の防腐剤イミダゾ
リジニルウレア定量法開発について
○土井 崇広1, 清田 恭平1, 淺田 安紀子1, 武田 章弘1,
田上 貴臣1, 沢辺 善之1（1大安研）

26PA-am400

合成カンナビノイドの位置異性体識別 FUBJWH-018 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,
首村 菜月1,2, 多田 裕之1, 曽田 翠2, 北市 清幸2, 伊藤
哲朗1（1岐阜県保環研, 2岐阜薬大）
26PA-am401 高速液体クロマトグラフィーによる石けん中の芳香
族塩素系殺菌剤の分析
関 正子1, ○伊佐間 和郎1（1帝京平成大薬）
26PA-am402 LC/Q-TOF/MS を用いた危険ドラッグの一斉分析法
の検討とフラグメントイオン解析による薬物構造
推定
○小木曽 俊孝1, 新谷 依子1, 堀 就英1（1福岡県保環
研）
26PA-am403S プロスタノイドの尿中最終代謝物同時定量法の確立
とその評価
○張 天斉1, 長野 一也1, 黒田 博隆1, 原田 和生1, 平田
收正1, 東阪 和馬1,2, 松本 博志2, 堤 康央1,3（1阪大院薬,
2
阪大院医, 3阪大MEIセ）
26PA-am404 たばこ主流煙に含まれる芳香族アミン類の分析法の
確立
○有村 悠子1,2, 稲葉 洋平2, 内山 茂久2, 太田 敏博1, 欅
田 尚樹2（1東京薬大生命, 2国立保健医療科学院）
26PA-am405 LC-MS/MS による発酵食品中の D-及び L-アミノ酸
の分析
○鈴木 優理子1, 堀江 正一1（1大妻女大）
26PA-am406 合成オピオイドの TLC 及び呈色試薬による識別法と
GC-MS 及び LC-MS による分析
○最所 和宏1, 河村 麻衣子1, 花尻（木倉）瑠理1, 袴塚
高志1（1国立衛研）
26PA-am407 繊維製品に含まれるトリス（1-アジリジニル）ホス
フィンオキシド（略称：APO）の分析法の改定に向
けた検討
○味村 真弓1, 中島 晴信2, 河上 強志2, 伊佐間 和郎3
（1大阪健康安全基盤研, 2国立医薬品食品衛生研, 3帝
京平成大）
26PA-am408 四重極-オービトラップ質量分析計を用いた危険ド
ラッグ一斉分析法の検討
○高橋 和長1, 山崎 翠1, 印南 佳織1, 松尾 千鶴子1, 吉
田 智也1（1千葉衛研）
26PA-am409 乳幼児が着用する各種繊維製品中の有機スズ化合物
の GC-FPD による定量におけるピーク区間面積増加
率比較法の適用性について
○濱崎 哲郎1（1名古屋市衛研）
26PA-am410 危険ドラッグ製品中の LSD 類似化合物の同定
○田中 理恵1, 河村 麻衣子1, 花尻（木倉）瑠理1, 袴塚
高志1（1国立衛研）
26PA-am411 大麻加工品の DNA 分析
○緒方 潤1, 花尻（木倉）瑠理1, 袴塚 高志1（1国立衛
研）
26PA-am412 カラムスイッチングシステムを用いた HPLC による
唾液中カテコールアミン代謝物の同時分析法 -3○平田 紀美子1, 勝又 聖夫1, 佐藤 麻衣子1, 稲垣 弘文1,
武藤 三千代2, 川田 智之1（1日本医大 衛生学・公衆衛
生学, 2日本医大 スポーツ科学）
26PA-am413 抗体医薬品製造における微生物汚染の工程内管理の
ための迅速微生物分析法(バクテアラート)の導入
○大田 哲也1, 板倉 由佳利1, 古田 敦鏡1, 渡辺 高広1,
御子 義章1, 松村 肇1（1武田薬品工業）
26PA-am414 化粧品中の防腐剤ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピ
ニルの GC/MS による定量法
○藤巻 日出夫1, 秋山 卓美2, 五十嵐 良明2（1民生科学
協会, 2国立衛研）
26PA-am415 マイクロ波分解/ICP-MS を用いた化粧品中微量元素
分析法の検討
○久保田 領志1, 秋山 卓美1, 五十嵐 良明1（1国立医薬
品食品衛生研）
26PA-am416 固相抽出-LC-MS/MS 法による食品中アフラトキシン
およびシクロピアゾン酸の同時分析
○伊藤 里恵1, 小澤 昴生1, 伊藤 聡望1, 斉藤 貢一1（1星
薬大）
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26PA-am418

指標物質を用いた単毛髪のマイクロ分画分析による
薬物摂取日推定法の実用化に向けた評価
○桑山 健次1, 成相 舞花2, 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, 安部 寛子3,
岩瀬 博太郎2,3, 井上 博之1（1科警研, 2東大院医, 3千葉
大院医）
26PA-am419S 合成カンナビノイド AM679 及びその位置異性体の
識別法の開発
○荒木 拡嗣1, 瀬崎 浩平1, 氏家 瞭平1, 牧野 宏章1, 松
本 謙吾2, 草野 麻衣子2, 財津 桂2, 夏苅 英昭1, 高橋
秀依1（1帝京大薬, 2名大院医）
26PA-am420 GC/MS による法科学試料中のホウ酸分析
○脇川 憲吾1, 毛利 和子1, 原口 慎吾1, 白木 亮輔1, 砂
原 絵理1, 森田 潤一1, 松本 光史1, 久冨 健敏1（1福岡県
警科捜研）
26PA-am421 覚醒剤メタンフェタミンと増量剤ジメチルスルホン
の分離精製法の比較評価
○瀬川 尋貴1, 組坂 健人1, 杉田 律子1, 岩田 祐子1, 山
室 匡史1, 桑山 健次1, 辻川 健治1, 金森 達之1, 井上
博之1（1科学警察研）
26PA-am422 Fluorophenmetrazine の網羅的分析
○伊澤 秀二郎1, 相澤 良明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）
26PA-am423 ザレプロンの分析事例
○後藤 祥之1, 越水 隆雄1, 甲斐 賢二1, 荒木 俊則1（1熊
本県警科捜研）
26PA-am424 ドーピング禁止物質ヒゲナミン含有医薬品・食品摂
取者尿からのヒゲナミン検出の可能性
○石丸 麗子1, 村上 貴哉1, 岩室 嘉晃1, 地中 啓1, 高山
成明2（1石川県警科捜研, 2石川県薬剤師会）
26PA-am425 アレル特異的 PCR 法を利用した大麻種子の DNA
解析―薬物種/繊維種の識別及び雌雄判別―
○山室 匡史1, 岩田 祐子1, 瀬川 尋貴1, 桑山 健次1, 辻
川 健治1, 金森 達之1, 井上 博之1（1科警研）
26PA-am426 IC-TOF-MS を用いた含リンアミノ酸系除草剤の分析
○鈴川 直幸1, 杉山 茂1（1福島県警科捜研）
26PA-am427 Direct Analysis in Real Time（DART）-TOF-MS を用
いた tert-Butoxycarbonyl（t-Boc）誘導体化フェネチ
ルアミン系薬物の迅速スクリーニング法の検討
－PART 2－
○杉江 謙一1, 倉上 大祐2, 阿久津 守1, 斉藤 貢一3（1関
東麻取, 2東北麻取, 3星薬大）
26PA-am428 白髪及び黒髪中への薬物の取り込み及びその分布に
ついて
○志摩 典明1, 新田 篤志1, 鎌田 徹1, 佐々木 啓子1, 佐
藤 貴子2, 土橋 均3, 三木 昭宏1, 片木 宗弘1（1大阪府警
科捜研, 2大阪医大法医, 3名大法医）
26PA-am429 大麻食品の分析における妨害成分の検討
○木口 昭夫1, 久土 智也1, 藤井 広志1（1九州麻取）
26PA-am430 覚せい剤摂取器具としての非燃焼・加熱式タバコの
評価
○中野 佑亮1, 堀江 崇倫1, 山名 里穂1, 賴 建仲1（1埼玉
県警科捜研）
26PA-am431 LC/MS/MS を用いた 6 種・β-遮断薬の一斉分析法の
開発
○殿岡 恵子1, 岩谷 彩加1, 浦田 紘志1, 漆原 慎一郎1,
寺田 賢1, 友部 浩二1, 篠塚 達雄1（1横浜薬大）
26PA-am432 β-遮断薬の TLC、HPLC による分析法の検討
○神谷 早織1, 加瀬 一樹1, 中村 真理1, 澤畠 瑞季1, 望
月 直樹1, 吉田 林1, 殿岡 恵子1, 篠塚 達雄1（1横浜薬
大）
26PA-am433 薬毒物試験法 Ⅱ-4 麻薬試験法 フェンタニルお
よびアセチルフェンタニルの血液および尿試料から
の試験
○久恒 一晃1,2, 金森 達之3, 石場 厚1, 肥田 宗政1, 岩田
祐子3, 土橋 均2, 財津 桂2（1愛知県警・科捜研, 2名大院
医法医生命倫理学, 3科警研）

26PA-am434

薬毒物試験法 Ⅱ-18 無承認無許可医薬品等試験
法 痩身薬
○斉藤 貢一1, 谷戸 雅和1, 小林 由幸1, 伊藤 里恵1, 成
松 鎭雄2（1星薬大, 2南九大）
26PA-am435 生活用品試験法 器具・容器包装および玩具試験法
プラスチック製品からの金属類の溶出試験法
○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, 渡辺 一成9（1国立衛研, 2熊本県大, 3名古屋市衛
研, 4大安研, 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化学研究評価機構）
26PA-am436 香粧品試験法 ジエタノールアミン
○五十嵐 良明1, 小濱 とも子1, 宮澤 法政2, 林 正人3,
久世 哲也4, 森 茂樹5, 安田 純子6, 高野 勝弘7, 吉田
充哉8, 小島 尚9, 藤井 まき子10（1国立衛研, 2埼玉衛研,
3
資生堂, 4カネボウ化粧品, 5ポーラ化成, 6コーセー, 7粧
工連, 8日本食品分析センター, 9帝京科大医療科学,
10
日大薬）
26PA-am437 マイクロ流路デバイスを用いた食中毒原因菌のリア
ルタイム・モニタリング法の開発
○徳永 佑亮1, 梶村 計志1, 山口 進康1（1大安研）
26PA-am438 インターネットアンケートによるアタマジラミ症治
療の実態調査
○山中 亜祐美1, 金谷 有紗1, 小石 典子1, 佐藤 栄侍1,
真野 泰成1, 佐藤 嗣道1, 尾関 理恵1, 小茂田 昌代1（1東
京理大薬）
26PA-am439S マウスにおける銀杏中毒原因物質による毒性発現に
関する検討（第 1 報）―血漿中代謝物の分析―
○竹田 華波1, 石川 美香1, 小池 祐輝1, 吉村 昭毅1, 小
林 大祐1, 和田 啓爾1（1北医療大薬）
26PA-am440 マウスにおける銀杏中毒原因物質による毒性発現に
関する検討（第 2 報）―尿中代謝物の分析―
○石川 美香1, 小池 祐輝1, 竹田 華波1, 吉村 昭毅1, 小
林 大祐1, 和田 啓爾1（1北医療大薬）
26PA-am441 納豆菌及び納豆のマウスノロウイルス増殖抑制効果
○林 京子1, 小林 知世2, 田谷 有紀2, 李 貞範3, 河原
敏男1, 林 利光1（1中部大, 2タカノフーズ, 3富山大院
薬）

PA 会場

3 月 26 日（月）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

衛生化学・公衆衛生学②
26PA-pm315

26PA-pm316

26PA-pm317

26PA-pm318

26PA-pm319
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NNK が誘導したマウス肺がんに対するサルナシ果汁
の発がん抑制効果に関与するタンパク質の同定
○北村 祐貴1,2, 三宅 直子3, 有元 佐賀惠4, 及川 伸二2,
村田 真理子2, 佐伯 憲一1（1金城学院大薬, 2三重大院
医, 3岡山大薬, 4岡山大院医歯薬）
インスリン抵抗性モデルラットにおける生体内微量
元素と同位体比に及ぼす運動の影響
○宮 菜美華1,2, 和田 奈穂子2, 内藤 榛香2, 浦谷 あす
か2, 糸井 亜弥2, 吉川 豊2, 安井 裕之1（1京都薬大, 2神
戸女大）
ラット高脂肪食負荷によるシトクロム P450 活性変
動への影響
○浦丸 直人1, 上田 志帆1, 小林 寛秀1, 山本 税1, 横田
賢治1, 渡部 容子1, 立花 研1, 樋口 敏幸1（1日本薬大）
糖化反応中間体 dihydropyrazine の炎症反応に与える
影響
○江﨑 円香1, 石田 卓巳1, 武知 進士1（1崇城大薬）
インスリン標的細胞のインスリン関連遺伝子とセレ
ンタンパク質遺伝子発現との関連性
○須澤 大輝1, 仲江 美咲1, 村野 晃一1, 荻野 泰史1, 荒
川 友博1, 奥野 智史1, 上野 仁1（1摂南大薬）

26PA-pm320

膀胱がん患者組織における炎症関連 DNA 損傷と
COX2
○大西 志保1, 馬 寧2, 村田 真理子3, 平工 雄介3, 及川
伸二3, 川西 正祐1（1鈴鹿医療大薬, 2鈴鹿医療大院医
療科学研究科, 3三重大院医）
26PA-pm321 周産期および離乳期のマウスの食餌が記憶学習能力
と脳の遺伝子発現に及ぼす影響
○島田 春奈1, 堀江 修一1（1女子栄養大）
26PA-pm322 亜鉛錯体による 3T3-L1 脂肪細胞における PI3 Kinase
活性に対する効果
○内藤 行喜1, 吉川 豊1,2, 安井 裕之1（1京都薬大, 2神戸
女大）
26PA-pm323 ラット褐色脂肪細胞の熱産生機能に対するショウガ
抽出物の影響
○青木 明1, 城山 晴佳1, 茨木 康太1, 岡本 誉士典1, 植
田 康次1, 神野 透人1（1名城大薬）
26PA-pm324 In vivo 脂肪肝モデルにおける γ-トコトリエノールエ
ステル型プロドラッグの脂肪肝抑制効果の評価
○平田 茉莉花1, 渡瀬 大輔1, 長田（赤穂）菜美1, 平野
（楠田）真理子1, 寺田 一樹1, 山川 博文1, 後藤 将太朗1,
松永 和久1, 加留部 善晴1, 髙田 二郎1（1福岡大薬）
26PA-pm325 ショットガンプロテオミクス解析を用いた糖尿病白
内障要因の解析
○大竹 裕子1, 山本 哲志1, 三田村 邦子1, 多賀 淳1, 長
井 紀章1（1近畿大薬）
26PA-pm326 NAFLD/ALD の発症・進展における Toxic AGEs
(TAGE) 病因説
○竹内 正義1, 逆井（坂井）亜紀子1, 高田 尊信1, 瀧野
純一2, 堤 幹宏3（1金沢医大総医研, 2広島国際大薬, 3金
沢医大医）
26PA-pm327 膵癌細胞での Toxic AGEs (TAGE) 生成および癌促進
の可能性
○高田 尊信1, 逆井 亜紀子1, 竹内 正義1（1金沢医大・
総合医学研究所・先端医療研究領域）
26PA-pm328 食品成分の肝細胞障害刺激に対する予防特性
○久野 琢也1, 岩田 はるか1, 福井 鈴菜1, 大畑 素子1,
山形 一雄1（1日本大生物資源科学）
26PA-pm329 地中海料理に含まれる食品成分のヒト肺がん細胞株
に対する影響
○宇津 絵梨花1, 三田 紗佑里1, 森田 真衣1, 大畑 素子1,
山形 一雄1（1日本大生）
26PA-pm330 妊娠期の食餌誘発性脂肪肝に対する妊娠中断の影響
解析
川上 隆茂1, ○山崎 遥1, 門田 佳人1, 鈴木 真也1（1徳島
文理大薬）
26PA-pm331 3T3-L1 細胞系におけるビザンチンの脂肪細胞分化に
及ぼす影響
川上 隆茂1, ○古味 和1, 坂本 京平1, 山崎 直人1, 門田
佳人1, 山本 博文1, 鈴木 真也1（1徳島文理大薬）
26PA-pm332 メタロチオネインは、肝臓における脂肪蓄積と線維
化を制御する
川上 隆茂1, ○川口 智美1, 門田 佳人1, 鈴木 真也1（1徳
島文理大薬）
26PA-pm333S 機能性畜産副生成物グロビンの摂取による高血圧治
療への検討
○芦田 菜美1, 松田 周作2, 吉川 豊1,3（1神戸女子大 健
康福祉, 2ILS, 3神戸女大院 健康栄養学）
26PA-pm334S 各種コーヒーの抽出方法の違いによる ACE 阻害効果
と抗酸化作用の検討
○小濱 百合1, 白波瀬 萌1, 古根 隆広2, 寺尾 啓二2, 安
井 裕之3, 吉川 豊1,4（1神戸女大 健康福祉, 2シクロケム
バイオ, 3京都薬大, 4神戸女大院 健康栄養学）
26PA-pm335S 無糖質食による 2 型糖尿病予防効果への影響
○西尾 茉奈美1, 宮崎 真未2, 寺尾 啓二3, 安井 裕之4,
吉川 豊1,2（1神戸女大・健康福祉, 2神戸女大院・健康栄
養学, 3シクロケムバイオ, 4京都薬大）

26PA-pm336S マグネシウム、銅、亜鉛摂取による骨粗鬆症モデル
マウスの骨代謝や骨強度への影響
○新垣 あやね1, 新谷 路子2, 鴨志田 伸吾3, 安井 裕之4,
吉川 豊1（1神戸女大院 健康栄養学, 2神戸常盤大, 3神
戸大, 4京都薬大）
26PA-pm337 尿細管上皮細胞での活性酸素種の産生を介した脂質
蓄積による NLRP3 の発現誘導
○佐藤 由美1, 小河 史佳1, 大久保 櫻1, 川崎 靖1, 野里
世佳1, 熊谷 美穂1, 村上 明日香1, 石原 麻衣1, 米澤 正1,
杉山 晶規1, 名取 泰博1（1岩手医大薬）
26PA-pm338 膜タンパク質である CRIM1 は腎がん細胞の遊走や
浸潤の制御に関与する
○杉山 晶規1, 小笠原 信敬1, 工藤 碧美1, 齋藤 結1, 佐
藤 真咲1, 米澤 正1, 川崎 靖1, 宮城 洋平2, 髙橋 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）
26PA-pm339S 強制水泳ラットの持久力運動に対する霊芝菌糸体培
養培地抽出物（MAK）の抗疲労効果
○遠藤 未紗希1, 岩田 直洋1, 神内 伸也1, 大谷 莉紗1,
武藤 朱香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）
26PA-pm340S 高血圧自然発症ラットにおける霊芝菌糸体培養培地
抽出物（MAK）とロサルタンカリウム併用による
Ras ブロックメモリー増強作用
○西山 奈大之1, 岩田 直洋1, 庄司 早織1, 神内 伸也1,
上野 祐太1, 飯塚 博2, 浅野 哲3, 日比野 康英1（1城西大
薬, 2野田食菌工業, 3国際医福大薬）
26PA-pm341S フコキサンチンによる大腸がん幹細胞様細胞由来腫
瘍発症抑制効果の指標となる唾液代謝物
○松本 直也1, 橋本 龍一1, 遠藤 哲也1, 寺崎 将1（1北医
療大薬）
26PA-pm342 つけ爪用接着剤の細胞毒性評価
○星川 典子1, 小野 恭司1, 塩田 寛子1, 鈴木 俊也1, 守
安 貴子1（1東京都健康安全研究セ）
26PA-pm343S 危険ドラッグ燃焼煙中に含まれる XLR-11 熱分解物
の中枢作用
○籏岡 恭子1, 光本（貝崎）明日香1, 大澤 美佳2, 舩田
正彦2, 沼澤 聡1（1昭和大薬, 2国立精神・神経医療研
セ）
26PA-pm344 Triamcinolone acetonide 21-acetate の安定性及び抗炎
症作用について
○中村 絢1, 橋本 秀樹1, 立川 孟1, 蓑輪 佳子1, 中村
義昭1, 中嶋 順一1, 安川 憲2, 松﨑 桂一2, 鈴木 仁1, 猪又
明子1, 守安 貴子1（1東京都健安研セ, 2日本大薬）
26PA-pm345 水中放電技術による殺菌効果とバイオフィルム除去
効果
○柴山 紗貴1, 山田 陽一1, 三村 聖将1, 西村 政弥2, 山
口 幸子2, 齋藤 智己2, 平野 智也2, 塩田 澄子1（1就実大
薬, 2ダイキン工業 TIC）
26PA-pm346 芳香族アミノ酸と次亜臭素酸の反応における尿素の
効果
○古澤 正寛1, 鈴木 利典1（1就実大薬）
26PA-pm347 DPRA による揮発性及び準揮発性有機化合物の感作
性評価（第二報）
○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）
26PA-pm348 メラトニン代謝物 5-メトキシトリプタミンの中枢
作用
○渡邊 円香1, 光本（貝崎）明日香1, 沼澤 聡1（1昭和大
薬）
26PA-pm349S マウス小脳神経幹細胞 C17.2 細胞の増殖及び分化に
対する向精神薬の効果
○玉江 仁美1, 青山 由布子1, 堀切 栄里1, 塩田 鮎美1,
山川 真貴子1, 眞田 法子1, 木下 由佳1, 木津 良一1（1同
志社女大薬）
26PA-pm350 キヌレン酸と次亜臭素酸および次亜塩素酸の反応
○福原 古澄望1, 鈴木 利典1（1就実大薬）
26PA-pm351 水溶性高分子の皮膚移行性に関わる因子の検討
○桑原 宏樹1, 今井 美湖1, 粟野 みのり1, 橋崎 要1, 田
口 博之1, 藤井 まき子1（1日本大薬）
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26PA-pm352

国内販売される加熱式たばこ 3 製品の主流煙中たば
こ特異的ニトロソアミン量の比較
○稲葉 洋平1, 内山 茂久1, 欅田 尚樹1（1国立保健医療
科学院）
26PA-pm353 第 17 改正日本薬局方に収載される粘着力試験法の
比較検討
○小峯 宏之1, 塩田 寛子1, 横山 敏郎1, 稲葉 涼太1, 清
水 雅子1, 鈴木 仁1, 猪又 明子1, 守安 貴子1（1都健安研
セ）
26PA-pm354 悪性髄膜腫細胞における talaporfin sodium を用いた
光線力学療法に応答した HO-1 の発現誘導
○高橋 勉1, 鈴木 早紀1, 三澤 鈴香1, 篠田 陽1, 秋元
治朗2, 藤原 泰之1（1東京薬大薬, 2東京医大）
26PA-pm355S 自動車排出粒子はリソソームに集積しリゾチームで
溶解される
○竹村 彰人1, 小野寺 章1, 井上 雅己1, 角田 慎一1, 河
合 裕一1（1神戸学院大薬）
26PA-pm356S VEP で刺激された鼻腔上皮細胞のリンパ球サブセッ
トへ及ぼす影響
○巡 悠介1, 小野寺 章1, 井上 雅己1, 角田 慎一1, 河合
裕一1（1神戸学院大薬）
26PA-pm357S 複数回の経口曝露に着目した非晶質ナノシリカの経
口免疫寛容への影響評価
○越田 葵1, 東阪 和馬1,2, 衛藤 舜一1, 佐藤 建太1, 長野
一也1, 堤 康央1,3（1阪大院薬, 2阪大院医, 3阪大MEIセ）
26PA-pm358 クロザピンによる脂肪細胞分化誘導を制御するクル
クミンの作用メカニズムについて
○北原 理沙1, 佐久間 覚1, 藤本 陽子1（1大阪薬大）
26PA-pm359 一酸化窒素は細胞周期調節を介して Caco-2 細胞の
増殖を抑制する
○神末 紗希1, 佐久間 覚1, 藤本 陽子1（1大阪薬大）
26PA-pm360 クルクミンはフタル酸ベンジルブチルによる脂肪細
胞分化誘導作用を制御する
○渡辺 早紀1, 佐久間 覚1, 藤本 陽子1（1大阪薬大）
26PA-pm361 血管内皮細胞の増殖を強力に促進する亜鉛錯体
○中村 武浩1,2, 吉田 映子1, 滝田 良3, 緒方 文彦2, 川﨑
直人2, 内山 真伸3, 鍜冶 利幸1（1東京理大薬, 2近畿大
薬, 3東大院薬）
26PA-pm362 注射液剤の偽造医薬品鑑別におけるテラヘルツ波分
光分析の有用性の評価
高島 苑子1, ○吉田 直子1, 木村 和子2, 坪井 宏仁1（1金
沢大院医薬保, 2金沢大院医薬保総合研究科）
26PA-pm363 危険ドラッグ中に含まれる不純物の分析
○服部 夏実1, 沼澤 聡1, 熊本 浩樹1（1昭和大薬）
26PA-pm364 FITC 誘導接触性皮膚炎マウスモデルにおける FITC
特異的抗体産生
○黒羽子 孝太1, 遠藤 由貴奈1, 今井 康之1（1静岡県大
薬）
26PA-pm365 インターネットを介して個人輸入した ED 治療薬の
偽造医薬品鑑別におけるテラヘルツ波分光分析の有
用性の評価
○眞田 智子1, シュ シュ1, 吉田 直子1, 木村 和子2, 松下
良3, 坪井 宏仁1（1金沢大院医薬保国際保健薬学, 2金
沢大院医薬保医薬保健学総合研究科, 3金沢大院医薬
保臨床薬物情報学）
26PA-pm366 シプロフロキサシン注射剤におけるテラヘルツ波分
光分析による製品識別
作田 未来1, ○木村 和子2, 吉田 直子1, 坪井 宏仁1（1金
沢大院医薬保, 2金沢大院医薬保総合研究科）
26PA-pm367 ショウジョウバエを用いたがん予防食品のスクリー
ニング
○永長 一茂1（1弘前大食料研）
26PA-pm368 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス遺伝子 ORF66 は，
ウイルス性後期遺伝子発現に必須である
○渡部 匡史1, 西村 麻佑1, 細川 晃平1, 橋本 彩1, 藤室
雅弘1（1京都薬大）
26PA-pm369 癌細胞が生き抜く能力についての研究
○藤野 智史1, 加藤 玲1, 別府 匡貴1, 村上 聡1, 早川 磨
紀男1（1東京薬大薬）

26PA-pm370S 癌細胞毒性を示す成分を含むゴーヤ抽出液の苦味を
活かした薬膳開発
○市川 絵梨佳1, 藤野 智史1, 早川 磨紀男1（1東京薬大
薬）
26PA-pm371S ナノ白金粒子の細胞外への排出におけるエキソソー
ムの関与
○飛島 匠1, 長野 一也1, 泉 雅大1, 岡田 桃子1, 石坂
拓也1, 田崎 一慶1, 原田 和生1, 平田 收正1, 浜崎 景2, 稲
寺 秀邦2, 齋藤 滋2,3, 東阪 和馬1,4, 堤 康央1,5（1阪大院
薬, 2富山大院医, 3富山大病院, 4阪大院医, 5阪大MEI
セ）
26PA-pm372 ナノ白金曝露によるテストステロン産生量に与える
影響評価
○岡田 桃子1, 長野 一也1, 泉 雅大1, 飛島 匠1, 石坂
拓也1, 田崎 一慶1, 原田 和生1, 平田 收正1, 浜崎 景2, 稲
寺 秀邦2, 斎藤 滋2,3, 東阪 和馬1,4, 堤 康央1,5（1阪大院
薬, 2富山大院医, 3富山大病院, 4阪大院医, 5阪大MEI
セ）
26PA-pm373S 粒子径の異なるナノ白金曝露による生殖組織への移
行性と局在の評価
○泉 雅大1, 長野 一也1, 飛島 匠1, 岡田 桃子1, 石坂
拓也1, 原田 和生1, 平田 收正1, 浜崎 景2, 稲寺 秀邦2, 齋
藤 滋2,3, 東阪 和馬1,4, 堤 康央1,5（1阪大院薬, 2富山大院
医, 3富山大病院, 4阪大院医, 5阪大MEIセ）
26PA-pm374S 単一粒子 ICP-MS 法による血中銀ナノ粒子の存在
量・様式同時解析の最適化
○石坂 拓也1, 長野 一也1, 田崎 一慶1, 陶 紅1, 泉 雅大1,
岡田 桃子1, 飛島 匠1, 原田 和生1, 平田 收正1, 浜崎 景2,
稲寺 秀邦2, 齋藤 滋2,3, 東阪 和馬1,4, 堤 康央1,5（1阪大
院薬, 2富山大院医, 3富山大病院, 4阪大院医, 5阪大
MEIセ）
26PA-pm375S 生体内に吸収された血中ナノマテリアルの存在量と
様式の解析
○田﨑 一慶1, 長野 一也1, 泉 雅大1, 岡田 桃子1, 飛島
匠1, 原田 和生1, 平田 收正1, 浜崎 景2, 稲寺 秀邦2, 齋藤
滋2,3, 東阪 和馬1,4, 堤 康央1,5（1阪大院薬, 2富山大院医,
3
富山大病院, 4阪大院医, 5阪大MEIセ）

環境科学
26PA-pm376

代謝撹乱化学物質のラットにおけるエストロゲン代
謝に及ぼす影響
○中込 まどか1（1乙卯研）
26PA-pm377 フタル酸エステル類とその代謝物が核内受容体 PXR
および PPARα の転写活性に及ぼす影響
○佐藤 志穂1, 渡部 容子1, 立花 研1, 浦丸 直人1, 小島
弘幸2, 吉成 浩一3, 樋口 敏幸1, 北村 繁幸1（1日本薬大,
2
北海道衛研, 3静岡県大薬）
26PA-pm378S 胎生期及び授乳期マウス脳由来神経幹細胞の増殖に
対する 3-メチルコランスレンの効果
○中島 杏奈1, 押谷 歩美1, 深谷 恵里1, 松浦 芽衣1, 木
下 由佳1, 眞田 法子1, 木津 良一1（1同志社女大薬）
26PA-pm379S ダイオキシンによる雌児の低プロラクチン体質の形
成機構：母体の育児行動抑制の寄与
○松下 武志1, 武田 知起2, 伊豆本 和香2, 藤井 美彩紀2,
田中 嘉孝2, 石井 祐次2（1九大薬, 2九大院薬）
26PA-pm380 有機リン系難燃剤のヒト胎盤内分泌機能に対する
影響
○廣森 洋平1,2, Wenxin HU3, Fumei GAO3, Hong
ZHANG3, 荒川 脩平2, 原田 均1, 永瀬 久光2, 中西 剛2,
Jianying HU3（1鈴鹿医療大薬, 2岐阜薬大, 3北京大）
26PA-pm381 内分泌撹乱物質によるエストロゲン関連受容体発現
誘導における GPER1 の関与
○佐藤 浩二1, 林 美佳子1, 竹野 孝慶1, 長谷川 拓也1,
酒巻 利行1（1新潟薬大薬）
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26PA-pm382

N-phenyl-1-naphthylamine ラット 28 日間反復経口投
与時の毒性
○田邊 思帆里1, 大原 匡史2, 伊藤 雅也2, 野田 篤2, 小
林 克己1, 松本 真理子1, 広瀬 明彦1（1国立医薬品食品
衛生研、安全性試験研究セ、安全性予測評価, 2生物科
学安全研）
26PA-pm383 芳香族炭化水素受容体によるインターロイキン 33 の
発現誘導
○石原 康宏1,2, Christoph FA VOGEL1（1Ctr Health
Environ, UC Davis, 2広大院総科）
26PA-pm384 亜鉛錯体による血管内皮細胞特異的なグリコサミノ
グリカン合成の調節
○原 崇人1, 酒巻 沙弥香1, 中村 武浩2, 鍜冶 利幸3, 山
本 千夏1（1東邦大薬, 2近畿大薬, 3東京理大薬）
26PA-pm385 有機ヒ素ジフェニルアルシン酸経口投与がマウス線
条体細胞外ドパミン・レベルに及ぼす影響
○梅津 豊司1, 柴田 康行1（1国環研）
26PA-pm386 3 価無機ヒ素［iAs(III)］によるヒストン H3 修飾に
及ぼす MEK および PKA/MSK 阻害剤の影響
○鈴木 俊英1, 石井 利奈1, 本間 太郎1, 北 加代子1（1帝
京大薬）
26PA-pm387 PVP 修飾銀ナノ粒子の医薬品に対する安全性に関す
る検討
○望月 優摩1, 小野 壮平1, 磯田 勝広1, 平 裕一郎1, 平
郁子1, 石田 功1（1帝京平成大薬）
26PA-pm388 Lead accumulation and cytotoxicity in segment-specific
kidney proximal tubule cells
○Minerva MARTINEZ-ALFARO1,2, 藤代 瞳1, 姫野 誠
一郎1（1徳島文理大薬, 2Department of Pharmacy,
University of Guanajuato, Mexico.）
26PA-pm389S DT40 細胞における亜鉛輸送体 ZIP8 の変異によるマ
ンガン輸送の変化
○宮崎 寿和1, 藤代 瞳1, 神戸 大朋2, 姫野 誠一郎1（1徳
島文理大薬, 2京大院生命）
26PA-pm390 ビスフェノール F 構造類似体 4-ベンジルフェノール
の有害性評価
○五十嵐 智女1, 芹澤 英樹2, 小林 克己1, 鈴木 洋1, 松
本 真理子1, 磯 貴子1, 川村 智子1, 井上 薫1, 小野 敦3,
山田 隆志1, 広瀬 明彦1（1国立衛研安全性予測評価部,
2
ボゾリサーチセンター, 3岡山大院医歯薬）
26PA-pm391 フライアッシュ由来新規ゼオライトの諸物性評価お
よび有害重金属との相互作用
○小林 悠平1, 緒方 文彦1, 中村 武浩1, 川﨑 直人1（1近
畿大薬）
26PA-pm392 マウスメタロチオネイン 1 遺伝子発現に関わる DNA
メチル化部位の同定
松江 加奈恵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）
26PA-pm393 カドミウムによる鉄輸送関連遺伝子の発現変動を介
した肝臓中鉄蓄積量の減少
○徳本 真紀1, 李 辰竜1, 藤原 泰之2, 佐藤 雅彦1（1愛知
学院大薬, 2東京薬大薬）
26PA-pm394 BEAS-2B および THP-1 における炎症性メディエー
ター産生に対するイソチアゾリノン系抗菌剤の影響
○中村 恵理子1, 今田 翔子1, 礒部 隆史1, 埴岡 伸光1,
神野 透人2, 大河原 晋1, 香川（田中）聡子1（1横浜薬大,
2
名城大薬）
26PA-pm395 タンチョウの胆汁に排泄される多環芳香族炭化水素
類の代謝物分析
○鳥羽 陽1, 中谷 沙織1, 机 直美2, 吉野 智生3, 松本
文雄3, 唐 寧1,2, 早川 和一2, 鈴木 亮1（1金沢大院医薬
保, 2金沢大環日本海域環境研究セ, 3釧路市動物園）
26PA-pm396S 有機－無機ハイブリッド分子を活用した血管内皮細
胞のメタロチオネイン転写誘導機構の解析
○竹中 福太1, 吉田 映子1, 藤江 智也2, 山本 千夏2, 安
池 修之3, 鍜冶 利幸1（1東京理大薬, 2東邦大薬, 3愛知
学院大薬）

26PA-pm397

26PA-pm398

26PA-pm399

26PA-pm400

26PA-pm401

26PA-pm402

26PA-pm403

26PA-pm404

26PA-pm405

26PA-pm406

26PA-pm407

26PA-pm408

26PA-pm409

26PA-pm410

26PA-pm411
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オレアノール酸サポニン誘導体による抗メチル水銀
活性の評価
○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, 小林 義典1, 清野 正子1（1北里大薬）
低濃度メチル水銀毒性防御における
Sequestosome1/p62 の役割とユビキチン化タンパク質
クリアランス
○高根沢 康一1, 原田 遼平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）
表皮細胞特異的プロモーター制御下で水銀輸送体
MerC を発現する植物の作出
○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）
水銀トランスポーター MerC の金属選択性に関する
研究
○曽根 有香1, 金子 莉子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）
カドミウムによる血管内皮細胞の亜鉛輸送体 ZIP8
の発現調節機構
伊藤 佳祐1, ○吉田 映子1, 鍜冶 利幸1（1東京理大薬）
メチル水銀による培養ラット感覚神経細胞に特異的
な細胞傷害
○佐々木 優1, 吉田 映子1, 篠田 陽2, 巽 啓2, 藤原 泰之2,
鍜冶 利幸1（1東京理大薬, 2東京薬大薬）
メチル水銀によるオンコスタチン M と TNF 受容体
3 との結合促進機構の解析
長谷川 貴1, 許 思迪1, 外山 喬士1, 永沼 章1, ○黄 基旭1
（1東北大院薬）
メチル水銀によるシステイン残基の修飾と tmRT1 活
性化との関わり
二見 叔亮1, ○外山 喬士1, 永沼 章1, 黄 基旭1（1東北大
院薬）
ヒト用医薬品有効成分の塩素処理生成物のミトコン
ドリア活性に及ぼす影響
○西村 哲治1, 大塚 啓太郎1, 佐藤 諒一1（1帝京平成大
薬）
LC-QTOF/MS を用いたターゲットスクリーニング法
による生活由来化学物質の調査
○鈴木 俊也1, 小杉 有希1, 飯田 春香1, 渡邊 喜美代1,
小西 浩之1, 永洞 真一郎2, 田原 るり子2, 折原 智明3,
岩渕 勝己4, 高木 総吉5, 安達 史恵5, 宮脇 崇6, 門上 希
和夫7（1東京都健安研セ, 2北海道環科研セ, 3札幌市衛
研, 4岩手県環保研セ, 5大阪府健安基盤研, 6福岡県保
環研, 7北九州市大）
都市河川水におけるヒト用医薬品の PEC と MEC の
比較について
○小杉 有希1, 鈴木 俊也1, 飯田 春香1, 渡邊 喜美代1,
小西 浩之1, 西村 哲治2（1都健安研, 2帝京平成大薬）
淡水由来微生物 B-9 株の機能解明に関する研究（8）
○金 海燕1, 平柳 里奈2, 川島 湖都美2, Andrea R. J.
ANAS2, 辻 清美3, 原田 健一1,2（1名城大院 総術, 2名城
大薬, 3神奈川衛研）
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 3）
○木村 敏行1, 藤森 一道1, 西村 香奈1, 林 拓也1, 佐藤
安訓1（1北陸大薬）
ラン藻の制御に関する研究（XXXXVI） 溶藻性化合
物 β-cyclocitral の産生機構（1）
山下 竜司1, 有井 鈴江2, 吉田 莉奈2, 冨田 浩嗣3, 辻
清美4, ○原田 健一1,2（1名城大院 総術, 2名城大薬, 3愛
知衛生研, 4神奈川衛生研）
ラン藻の制御に関する研究（XXXXV）浮上濃縮法
を用いた湖沼ラン藻の VOC 産生挙動と青色化を伴
う溶藻現象の再現
山下 竜司3, 有井 鈴江1, ○兼井 啓介1, 辻 清美2, 冨田
浩嗣4, 原田 健一3（1名城大薬, 2神奈川衛生研, 3名城大
院 総術, 4愛知衛生研）

26PA-pm412

新規炭化処理リグニンの創製およびその亜鉛イオン
吸着能
○永橋 瑛梨1, 緒方 文彦1, 中村 武浩1, 川﨑 直人1（1近
畿大薬）
26PA-pm413 MALDI Biotyper を用いたラン藻類の分類と毒素の
検出
○明壁 博彦1, 赤堀 聡子1, 中山 卓真1, 原田 健一1,2, 今
西 進1（1名城大薬, 2名城大院総合学術）
26PA-pm414 液体クロマトグラフ-質量分析計を用いた水道水中
140 種農薬の分析法検討と妥当性評価
○高木 総吉1, 安達 史恵1, 吉田 仁1, 木下 輝昭2, 小林
憲弘3（1大阪健安基盤研, 2東京都健安研セ, 3国立衛
研）
26PA-pm415 Microcystin 分解性微生物 B-9 株によるアミノ酸利用
に関する検討
○加藤 創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）
26PA-pm416 新築木造戸建住宅内の空気中化学物質の実態調査と
試料採取方法の検討
○竹熊 美貴子1, 林 基哉2, 金 勲2, 大澤 元毅2（1埼玉衛
研, 2国立保健医療科学院）
26PA-pm417S 能登半島と福江島における多環芳香族炭化水素類組
成の比較研究
○楊 露1, 唐 寧1,2,3, 松木 篤1,2, 張 露露3, 高見 昭憲4, 長
門 豪2, 佐藤 圭4, 清水 厚4, 吉野 彩子4, 早川 和一2（1金
沢大院自然研, 2金沢大環日セ, 3金沢大院医薬保, 4国
環研）
26PA-pm418S 中国上海の郊外における揮発性有機化合物の特徴
○張 露露1, 唐 寧1,2,3, 楊 露3, 鈴木 亮1, 鳥羽 陽1, 早川
和一2, 魏 永傑4（1金沢大院医薬保, 2金沢大環日セ, 3金
沢大院自然研, 4中国環科院）
26PA-pm419 二酸化窒素と喘息発作の関係における亜硝酸の役割
○大山 正幸1, 中島 孝江1, 峰島 知芳2, 東 賢一3, 板野
泰之4, 竹中 規訓5（1大安研, 2国際基督大, 3近畿大医,
4
環科研C, 5大阪府大）
26PA-pm420 PM2.5 中のアンモニウムイオンの効果的除去（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）
26PA-pm421 中国大気粒子によるムチン産生の亢進とそのメカニ
ズム
○伊藤 智彦1, 戸次 加奈江2, 市瀬 孝道3（1環境研, 2保
健医療科学院, 3大分県立看護大）
26PA-pm422 フタル酸エステル類の室内濃度指針値の改定案と測
定方法の開発
○田原 麻衣子1, 酒井 信夫1, 斎藤 育江2, 大貫 文2, 香
川（田中）聡子3, 神野 透人4, 五十嵐 良明1（1国立衛研,
2
東京都健安研, 3横浜薬大, 4名城大薬）
26PA-pm423 TRPA1 活性化における新規室内濃度指針値策定候
補物質と(–)-Menthol の相乗作用
○香川（田中）聡子1, 大河原 晋1, 百井 夢子1, 礒部
隆史1, 青木 明2, 植田 康次2, 岡本 誉士典2, 埴岡 伸光1,
神野 透人2（1横浜薬大薬, 2名城大薬）
26PA-pm424 埼玉県と東京都における大気中の PM2.5 濃度、多環
芳香族炭化水素濃度と粉塵の変異原性の比較
○村橋 毅1, 郭 錦堂2, 樋口 敏幸1, 立花 研1, 浦丸 直人1,
小西 瑞紀1, 上野 華子1, 佐々木 翔子1, 小山 彰子1（1日
本薬大, 2中国医薬大）

社会と薬学
26PA-pm425

26PA-pm426

26PA-pm427

26PA-pm428

26PA-pm429

26PA-pm430

26PA-pm431

26PA-pm432

26PA-pm433
26PA-pm434
26PA-pm435
26PA-pm436

26PA-pm437

PDE5 Assay によるシルデナフィル類似化合物を含有
する健康食品の検出
○市川 瑶子1, 西山 麗1, 植村 望美1, 岸本 清子1, 佐藤
美紀1, 中嶋 順一1, 吉川 晶子2, 鈴木 仁1, 猪又 明子1, 東
屋 功2, 守安 貴子1（1都健安研セ, 2東邦大薬）
物理化学的性質の異なる酸化亜鉛ナノマテリアルに
対する THP-1 の細胞応答
○宮島 敦子1, 河上 強志1, 小森谷 薫1, 加藤 玲子1, 蓜
島 由二1, 伊佐間 和郎2（1国立衛研, 2帝京平成大薬）
北海道における無承認無許可医薬品の試買検査につ
いて
○武内 伸治1, 髙橋 正幸1, 平間 祐志1, 藤本 啓1, 小島
弘幸1（1北海道衛研）
高校生を対象とした薬物乱用に対する意識調査
○安部 望里1, 石井 汰王1, 千葉 輝正1, 小林 賢1, 脇
能広1（1日本薬大）
カチノン系化合物の構造代謝相関
山下 琢矢1, 安木 彗玲菜1, 湯浅 望1, 初島 智浩1, ○糟
谷 史代1（1神戸学院大薬）
複合型医薬品企業における問合せ内容の傾向及び薬
効分類別の分析
○河渕 紘子1, 横山 名美1, 椎名 恭子1, 佐野 睦美1, 小
関 雅裕1（1富士薬品）
波動療法と自己イメージ法における身体反応の変化
に関する研究
○小澤 佐余子1, 浅野 哲2（1ヘルスケアたまゆら, 2国際
医福大薬）
終末糖化産物（AGEs）を指標としたかんぴょうパウ
ダーの老化予防効果
○景山 遥1, 小澤 佐余子1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際
医福大薬）
精神神経疾患の予防における太陽光の有用性
○亀田 陽亮1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大薬）
猪苗代湖における水質悪化の要因に関する研究
○飯澤 和幸1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大薬）
青森県の生活習慣と健康寿命との関係
○菊池 魁志1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大薬）
沖縄の米軍基地が及ぼす環境およびヒト健康への
影響
○具志堅 祐亮1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国際医福大
薬）
生活習慣病に対する飲用温泉水の予防効果の検討
○祓川 拳也1, 小澤 佐余子1, 高石 雅樹1, 浅野 哲1（1国
際医福大薬）

その他
27PA-am420
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固相分散抽出-LC-MS/MS 法を用いたチーズ試料中
シクロピアゾン酸の分析
○岡 紗也子1, 伊藤 里恵1, 斉藤 貢一1（1星薬大）

医療系薬学（ポスター発表）
PA 会場

3 月 28 日（水）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

薬剤学
28PA-am059

トリプトファン併用投与によるバイオ薬物の消化管
粘膜吸収促進作用の評価
○亀井 敬泰1, 宮田 真里1, 武田 真莉子1（1神戸学院大
薬）
28PA-am060 Glucosamine の生物学的利用率の向上のための投与
タイミングの検討
○藤 秀人1, 吉橋 拓耶1, 瀬戸 祥弘1, 友成 真理1, 大塚
祐多2, 冨森 菜美乃2, 立石 法史2, 中井 正晃2, 柴田
浩志2（1富山大院薬, 2サントリーウエルネス健康科学
研）
28PA-am061 L-Glutamine 及び TNF-α を添加した後の Caco-2 細胞
の生理的状態の評価
○高橋 隼一郎1, 杉野 雅浩1, 細谷 治1, 從二 和彦1, 関
俊暢1（1城西大薬）
28PA-am062S 胃傷害による胃排出の変化とそれによる薬物吸収性
への影響
○原 裕一1, 大野 雅斗1, 片岸 光平1, 塩谷 勇登1, 田中
諒1, 松永 秀春1, 杉野 雅浩1, 三木 涼太郎1, 細谷 治1, 江
川 祐哉1, 從二 和彦1, 関 俊暢1（1城西大薬）
28PA-am063S 非ラメラ液晶脂質を用いた depot 製剤の開発
○岡田 明恵1, 藤堂 浩明1, 土黒 一郎2, 杉林 堅次1（1城
西大薬, 2ファルネックス）
28PA-am064S 皮膚吸収性の改善を目指した経皮投与型リポソーム
ワクチンの開発
○各務 雄基1, 竹内 一成1,2, 牧野 公子1,2（1東京理大院
薬, 2東京理大DDS研セ）
28PA-am065 PEG-PBLG ミセルにおける内包成分の皮膚浸透性
○四本 健介1, 石井 健太1, 小久保 美穂1, 安岡 佐希子1
（1ナノキャリア）
28PA-am066 毛嚢中薬物移行量評価法の確立
○齋藤 美幸1, 阿部 晃也1,2, Wesam R. KADHUM1, 藤
堂 浩明1, 杉林 堅次1（1城西大薬, 2大正製薬セルフメ
ディケーション研究開発所）
28PA-am067 水溶性高分子配合レシチン逆紐状ミセルの調製と皮
膚移行に与える影響
○藤井 まき子1, 橋崎 要1, 石毛 亜依1, 岩淵 彩奈1, 今
井 美湖1, 田口 博之1（1日本大薬）
28PA-am068 ヘアレスラット皮膚におけるスミルテープの剥離力
とフェルビナクの皮膚透過性に及ぼす皮膚水分量の
影響
○金丸 達哉1, 臼井 博紀1, 八巻 努1, 内田 昌希1, 夏目
秀視1（1城西大薬）
28PA-am069 エステル化合物の小腸粘膜透過モデルとしての
HT-29 細胞の薬物動態学的特徴
○橋本 満1, 酒井 祐輝1, 大政 翔平1, 佐藤 賢宏1, 今井
輝子2, 大浦 華代子3, 水間 俊1（1松山大薬, 2熊本大院
薬, 3熊本大院先導機構）
28PA-am070 肺からの薬物吸収（16） ―セファロスポリン系薬物
の吸収について―
○片山 博和1, 國政 幸美1, 檀上 拓也1, 西山 祥恵1（1福
山大薬）
28PA-am071 Polyvinylpyrrolidone 及び poly-L-arginine を用いた経
鼻投与システムでのアセトアミノフェン脳内移行性
と薬理効果
○小川 夏歩1, 金丸 達哉1, 八巻 努1, 内田 昌希1, 夏目
秀視1（1城西大薬）

28PA-am072S 難水溶性薬物の溶解性に依存しない吸収改善方法の
開発
○坂田 詩織1, 西村 英里香1, 加藤 萌音1, 土肥 千耕1,
服部 真季1, 加藤 瑞葉1, 新宅 美千瑠1, 木村 峻輔1, 喜
里山 暁子1, 坂根 稔康2, 伊賀 勝美1（1同志社女大薬,
2
神戸薬大）
28PA-am073 α‐Galactosylceramide の鼻粘膜透過性改善を目指し
た製剤最適化に関する検討
○古林 呂之1, 小林 正樹1, 松原 嘉子1, 井上 大輔1, 田
中 晶子2, 勝見 英正2, 山本 昌2, 湯谷 玲子3, 寺岡 麗子3,
坂根 稔康3（1就実大薬, 2京都薬大, 3神戸薬大）
28PA-am074S ジアゼパム注射剤の鼻腔投与時の薬物吸収性に対す
る Labrasol 添加の影響
○渡邊 一理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）
28PA-am075 薬物の経鼻吸収予測システムの開発 ： in vitro 評価
系に用いる細胞の比較
○田中 晶子1, 井上 大輔2, 古林 呂之2, 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）
28PA-am076S 新規 P 糖タンパク質ヒト化マウスにおける薬物の中
枢移行, 精巣移行および腸管吸収の解析
○奥谷 風香1, 小林 カオル1, 山﨑 由貴1, 峰岸 元気1,
阿部 智志2, 梶谷 尚世2, 香月 加奈子2, 嵩原 昇子2, 伊
藤 慎悟3, 上村 立記3, 緒方 星陵3, 大槻 純男3, 尾崎
充彦4, 秋田 英万1, 千葉 寛1, 押村 光雄2, 香月 康宏2,5
（1千葉大院薬, 2鳥取大染色体工学研究セ, 3熊本大院
生命科学, 4鳥取大医, 5鳥取大院医）
28PA-am077S ABCG2(P269S)は、野生型 ABCG2 よりも強い抗がん
剤耐性を細胞に与える
○佐藤 史織1, 塚本 めぐみ2, 小澤 佳世1, 中川 大1（1中
部大応, 2中部大院応）
28PA-am078 ABCG2 の遺伝子変異が第二世代 BCR-ABL チロシ
ンキナーゼ阻害剤の輸送に及ぼす影響
○井上 裕貴1, 斎藤 健一2, 関根 清香1, 柳下 夏美1, 深
沼 舞衣1, 小野塚 真理1,2, 佐野 和美1, 花田 和彦1, 中川
大3, 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）
28PA-am079 ラット腸管内の尿酸排泄動態を観測する方法の構築
○飯島 雅博1, 藤田 恭子1, 市田 公美1（1東京薬大薬）
28PA-am080 サラゾスルファピリジンの Caco-2 細胞内への蓄積量
に及ぼす Quercetin の影響
○世良 知絵美1, 村瀬 聖幸1, 田中 麻貴1, 瀬尾 誠1, 杉
原 成美1（1福山大薬）
28PA-am081 電気化学測定法を用いた尿酸高感度検出の検討
○波多江 貴生1, 藤田 恭子1, 市田 公美1（1東京薬大
薬）
28PA-am082S 小腸特異的な新規有機アニオントランスポーター
（OATI1）による citrate 輸送の解析
○三村 佳久1, 関口 裕太朗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）
28PA-am083 有機アニオン輸送体 OAT4 によるアンジオテンシン
II 受容体拮抗薬の輸送
○野口 幸希1, 熱田 萩弓1, 岩崎 りか1, 福本 文香1, 西
村 友宏1, 登美 斉俊1（1慶應大薬）
28PA-am084 myricetin 類縁フラボノイド類のトランスポーター阻
害作用：PCFT と RFVT3 との比較
○河野 綾香1, 山城 貴弘1, 庄司 大介1, 保嶋 智也1, 湯
浅 博昭1（1名市大院薬）
28PA-am085S ヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞モデルにおける
clonidine 輸送の解析
○難波 莉子1, 保嶋 智也1, 鈴木 香帆1, 壁谷 智樹1, 岩
尾 岳洋1, 松永 民秀1, 湯浅 博昭1（1名市大院薬）
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28PA-am086

OATP2B1 による estrone-3-sulfate の輸送における
His618 の役割
○高野 修平1, 室山 祐理子1, 伊藤 智夫1（1北里大薬）
28PA-am087 ヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞モデルにおけるリボ
フラビントランスポーター機能の検証
○鈴木 香帆1, 太田 欣哉2, 保嶋 智也1, 壁谷 知樹1, 岩
尾 岳洋1, 松永 民秀1, 湯浅 博昭1（1名市大院薬, 2金城
学院大薬）
28PA-am088 PCFT を介した葉酸輸送に対する種々ハーブティー
の影響
○奈良輪 知也1, 伊藤 智夫1（1北里大薬）
28PA-am089 腎尿細管 Na+/モノカルボン酸共輸送担体によるアミ
ノ酸輸送分子機構の解明
○増田 雅行1,2, 杉尾 和昭1,2, 真坂 亙2, 佐々木 将太郎1,
下野 和実3, 宮内 正二1（1東邦大薬, 2東邦大佐倉病院
薬, 3崇城大薬）
28PA-am090 アドリアマイシン誘発タンパク尿発症マウスの腎臓
における HIF-1 標的トランスポーター遺伝子の発現
変動
○久保 和穂1, 前田 拳太1, 伊東 里紗1, 小松 純也1, 竹
林 裕美子1, 宮崎 誠1, 永井 純也1（1大阪薬大）
28PA-am091 オリゴペプチド輸送担体 PEPT2 を介した新たな基質
輸送機構
○佐々木 将太郎1, 増田 雅行1, Vadivel GANAPATHY2,
宮内 正二1（1東邦大薬, 2テキサス工科大健康科学セ）
28PA-am092 蛍光基質 sulforhodamine-101 を用いたラット肝臓に
おける有機アニオン輸送体 Oatp1a4 の輸送機能評価
○木田 凜太郎1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷 健一1
（1富山大院薬）
28PA-am093 血液脳関門モデル細胞における nicotine 輸送に対す
る中枢神経系疾患治療薬の影響
○細谷 健一1, 山﨑 雄平1, 赤沼 伸乙1, 久保 義行1（1富
山大院薬）
28PA-am094 ラット網膜色素上皮細胞における chloroquine 過剰蓄
積による lysosome 空胞化
牧野 令奈1, ○赤沼 伸乙1, 久保 義行1, 細谷 健一1（1富
山大院薬）
28PA-am095 内側血液網膜関門カチオン性薬物輸送に対する酸性
小胞内蓄積機構の寄与
粉川 紗希1, ○久保 義行1, 赤沼 伸乙1, 細谷 健一1（1富
山大院薬）
28PA-am096S フラボノイド類による PCFT を介した葉酸吸収阻害
とその種差
○田中 雛乃1, 奈良輪 知也1, 伊藤 智夫1（1北里大薬）
28PA-am097 ABC トランスポーターを介したアルミノプロフェン
の消化管排出輸送
○佐伯 彩花1, 上山 春菜1, 田中 茉梨奈1, 山田 晃己1,
佐藤 隆司1, 渡辺 一弘1（1北海道薬大）
28PA-am098 LDL は薬物運搬体として機能する
○山梨 義英1, 高田 龍平1, 山本 英明1, 小倉 正恒2, 増
尾 友佑1, 斯波 真理子2, 鈴木 洋史1（1東大病院薬, 2国
循研セ病態代謝部）
28PA-am099S Caco-2 細胞における尿毒症物質の排泄におよぼす能
動輸送の関与
○杉山 絢香1, 辻本 雅之1, 吉田 拓弥1, 磯 亜耶子1, 大
西 杏奈1, 大村 彩夏1, 峯垣 哲也1, 西口 工司1（1京都薬
大）
28PA-am100 HepG2 細胞における担体介在性 succinate 輸送の
解析
○吉田 朱里1, 三村 佳久1, 保嶋 智也1, 湯浅 博昭1（1名
市大院薬）
28PA-am101 生体試料中 PI ポリアミド抽出法の確立
○宮本 葵1, 青山 隆彦1, 小林 洋輝2, 上野 高浩2, 福田
昇2, 松本 宜明1（1日本大薬, 2日本大医）
28PA-am102 18F 標識 STZ 誘導体の体内分布に関する基礎的評価
○有光 健治1, 木村 寛之1, 屋木 祐亮1, 佐治 英郎2, 安
井 裕之1（1京都薬大, 2京大院薬）
28PA-am103 miR-433-3p および miR-883b-5p による CYP3A 系遺
伝子発現の調節
○杉野 佑太1, 九川 文彦1（1兵庫医療大薬）

28PA-am104

28PA-am105

28PA-am106

28PA-am107S

28PA-am108S

28PA-am109

28PA-am110

28PA-am111S

28PA-am112

28PA-am113

28PA-am114S

28PA-am115

28PA-am116S

28PA-am117

28PA-am118
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単層カーボンナノチューブがヒト肝 UDP-グルクロ
ン酸転移酵素活性に及ぼす影響
○朝居 祐貴1, 加藤 美紀1, 社本 望1, 淺倉 智貴1, 灘井
雅行1（1名城大薬）
セリン加水分解酵素の定性・定量分析におけるフル
オロリン酸ビオチンプローブの応用
○大浦 華代子1, Amira ABDEL-DAIM2, 岸本 直樹2,
高宗 暢暁2, 三隅 将吾2, 今井 輝子2（1熊本大・大学院
先導機構, 2熊本大院薬）
機序の異なる特異的 CYP1A2 阻害に対する有機溶媒
の減弱作用
○市原 智美1, 米倉 詩織1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大
薬）
表皮におけるシトクロム P450 の BMI 上昇に伴う発
現変動
○坂元 一早1, 前澤 美佳2, 槇原 弘子1,2, 伊吹 愛1,2, 嶋
田 努3, 崔 吉道3, 赤瀬 智子1,2（1横浜市大医, 2横浜市大
院医, 3金沢大病院薬）
肥満による CYP3A4 とその転写因子の発現変動に関
するヒト皮膚組織を用いた解析
○前澤 美佳1, 坂元 一早2, 槇原 弘子1,2, 伊吹 愛1,2, 嶋
田 努3, 崔 吉道3, 赤瀬 智子1,2（1横浜市大院医, 2横浜市
大医, 3金沢大病院薬）
潰瘍性大腸炎モデルマウスではフェニトインの血中
濃度が上昇する
楠 欣己1, 城戸 百合香1, 内藤 雄一1, 今 理紗子1, 水上
七帆1, 金子 未歩1, 湧井 宣行1, 町田 昌明1, 杉山 清1,
○五十嵐 信智1（1星薬大）
CYP3A4 遺伝的 variants 間の温度感受性の差異
○秋好 健志1, 町田 果南実1, 今岡 鮎子1, Frederick
Peter GUENGERICH2, 中村 克徳3, 山本 康次郎4, 大谷
壽一1（1慶應大薬, 2Vanderbilt University School of
Medicine, 3琉球大医, 4群馬大医）
呼気を使った TDM の可能性―ラット呼気量を補正
するための指標物質の探索
○日下部 純平1, 小西 真菜香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名大医）
結核患者におけるピラジナミドの母集団薬物動態
解析
○大岸 陸1, 小川 竜一1, 森野 恵理子2, 佐野 和美1, 越
前 宏俊1（1明治薬大, 2国立国際医療研セ）
ヘモグロビン小胞体大量投与が肝チトクローム P450
に与える影響
○田口 和明1, 得能 正裕1, 山﨑 啓之1, 大槻 純男2, 酒
井 宏水3, 小田切 優樹1（1崇城大薬, 2熊本大院薬, 3奈
良県立医大医）
プロポフォールの体内動態と薬理効果に及ぼす脂肪
乳剤の影響
○山岸 千秋1, 櫻井 美仁1, 久保田 真敏1, 紙谷 義孝2,
佐藤 眞治1（1新潟薬大応生, 2新潟大医）
関節リウマチに対するトシリズマブの薬物動態学的
および薬力学的モデル解析
○菊池 晟広1, 木村 耕二1, 高柳 理早1, 山田 安彦1（1東
京薬大薬）
急性腎不全に伴う中枢神経系の薬物感受性の変動と
電解質平衡調節機構の変調
○鈴木 啓一郎1, 岡田 淳芳1, 原 啓介2, 神志那 萌子1,
合葉 哲也2（1岡山大薬, 2岡山大院医歯薬）
非臨床開発段階におけるヒト血漿中濃度推移の予
測 ～Wajima 法による予測精度の検証～
○坂本 成史朗1, 栗原 厚1, 鷹橋 俊之1, 奥村 浩敏1, 澤
田 尚之1, 笹川 高広1, 中山 慎司1, 岩坪 隆史1, 倉橋
良一1, 三浦 慎一1, 渡部 一人1（1製薬協基礎研部会）
自然発症高血圧ラットを用いた nifedipine の血圧及
び QT 間隔への効果に及ぼす captopril 併用投与の
影響
○福本 治代1, 安武 知華1, 木村 峻輔1, 喜里山 暁子1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）

28PA-am119

新生児のバンコマシンクリアランスに影響を及ぼす
共変量の検討
○山口 史絵1, 橋本 直人1, 佐古 兼一1, 鈴木 萌子1, 諏
訪 淳一2, 石原 溶子2, 松田 佳和1（1日本薬大臨床薬学
教育セ, 2東京都立小児総合医療セ薬）
28PA-am120 アンチ・ドーピングのためのメトホルミン尿中濃度
予測
○青山 隆彦1, 鈴木 大輔1, 宮本 葵1, 松本 宜明1（1日本
大薬）
28PA-am121 PK-PD 関係の日周リズムが薬効に及ぼす影響―抗
PCSK9 抗体を例に―
○宮崎 誠1, 陳 明佳1, 竹林 裕美子1, 永井 純也1（1大阪
薬大）
28PA-am122 ラットにおけるペンタゾシン生理学的薬物動態/薬力
学モデルの構築
○鈴木 大輔1, 青山 隆彦1, 生田目 佳祐1, 宮本 葵1, 西
野 潤一1,2, 鈴木 豊史1, 松本 宜明1（1日本大薬, 2ノバル
ティスファーマ）
28PA-am123S 分子標的抗がん薬による OATP1B1 の活性変動は基
質の種類により異なる
○小出 博義1, 辻本 雅之1, 竹内 あい1, 田中 美優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）
28PA-am124 Excel VBA を用いたグレープフルーツジュースとの
薬物相互作用シミュレーターの構築及び新規利用法
に関する研究
○小倉 摩耶1, 寺田 裕斗1, 岡村 悠希1, 永田 瑛偲1, 藤
野 秀樹1（1兵庫医療大薬）
28PA-am125 CYP 分子種の in vitro 代謝寄与率と臨床 DDI 試験か
らの推定代謝寄与率の比較 ～未変化体減少に基づ
く in vitro 代謝寄与率の in vivo 外挿性の検証～
○重見 亮太1, 津村 元美1, 石川 研介1, 福原 彩乃1, 二
宮 瑞樹1, 松本 有毅1, 岩坪 隆史1, 倉橋 良一1, 三浦
慎一1, 渡部 一人1（1製薬協基礎研部会）
28PA-am126 ラット血漿中エイコサノイド類濃度に及ぼすテルミ
サルタンの影響
○加藤 由佳1, 向 祐志1, 猪爪 信夫1, 戸田 貴大1（1北海
道薬大）
28PA-am127S CYP2C19 代謝活性に対する天然果実成分の阻害様
式及びキネティクスの評価
○関 博行1, 秋好 健志1, 今岡 鮎子1, 大谷 壽一1（1慶應
大院薬）
28PA-am128 ヒト大腸がん細胞株 HCT116 細胞におけるチロシン
キナーゼ阻害薬によるデシタビン取り込みの濃度依
存的阻害
○松永 千晶1, 上田 久美子1, 田中 章太1, 細川 美香1,
岩川 精吾1（1神戸薬大）
28PA-am129 肺 MAC 症治療におけるクラリスロマイシンとキノ
ロン系抗菌薬の相互作用に関する研究 －マウスの
肺組織および気道上皮被覆液への移行性からの検
討－
○中村 真菜1, 河野 洋平1, 下村 斉2, 青山 隆夫1（1東京
理大薬, 2国際医療福祉大市川病院薬）
28PA-am130 アルツハイマー病治療薬 donepezil の単独投与時と
cilostazol との併用投与時のラットにおける血漿およ
び心臓・脳中の移行性の比較
○浴中 優衣1, 奥野 園実1, 喜里山 暁子1, 木村 峻輔1,
伊賀 勝美1（1同志社女大薬）
28PA-am131 In vitro におけるシプロフロキサシンによる CYP1A2
阻害機序の検討
○出沼 愛1, 高橋 智恵子1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大
薬）
28PA-am132S LS180 細胞における MRPs の輸送活性に及ぼすレン
バチニブの影響
○池上 葉子1, 辻本 雅之1, 小出 博義1, 田上 真優1, 阿
部 祥子1, 橋本 実季1, 熊谷 春佳1, 関 美晴1, 峯垣 哲也1,
西口 工司1（1京都薬大）
28PA-am133 生体試料中トシリズマブの HPLC 蛍光法の開発
○高田 誠1, 深堀 寛太1, 神谷 誠太郎1, 大庭 義史1, 椛
島 力1, 中島 憲一郎1（1長崎国際大薬）

28PA-am134S 中枢関門の密着結合形成における claudin-11 の寄与
と多発性硬化症におけるその発現低下の解明
○住谷 智仁1, 内田 康雄1, 山川 達也1, 村田 将1, 八木
悠太1, 佐藤 和貴1, 伊藤 克彰1, 立川 正憲1, 大槻 純男2,
鈴木 貴3, 寺崎 哲也1（1東北大院薬, 2熊本大院生命科
学, 3東北大院医）
28PA-am135 電流適用が表皮ランゲルハンス細胞の活性化に及ぼ
す影響
○木村 聡一郎1, 田鎖 惣一郎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）
28PA-am136 C60 ナノ粒子の慢性腎不全進行に対する抑制効果
○庵原 大輔1,2, 安楽 誠1,2, 上釜 兼人1, 平山 文俊1,2
（1崇城大薬, 2崇城大DDS研）
28PA-am137 オゼックス錠の溶出率に及ぼすトロミ剤の相互作用
に対する pH の影響
○高橋 菜菜子1, 赤地 真実1, 村山 信浩1, 原田 努1, 藤
田 吉明1, 中村 明弘1（1昭和大薬）

薬剤管理指導（病棟服薬指導）
28PA-am138

28PA-am139

28PA-am140

28PA-am141

28PA-am142

28PA-am143

28PA-am144

28PA-am145

服薬中の授乳婦への薬剤指導の効果に関する後方視
的調査
○井上 由佳梨1, 岸 里奈1, 宮川 泰宏1, 千﨑 康司1, 山
田 清文1（1名大病院）
退院後の自立に向けた自己管理導入指標を用いた患
者の薬剤管理能力の評価の検討
○永田 実沙1, 西田 有美子2, 稲垣 のぞみ2, 宮井 涼子2,
大津山 裕美子2, 安原 智久1, 曽根 知道1（1摂南大薬,
2
洛和会音羽リハビリテーション病院）
消化器がん患者における周術期・術後化学療法・薬
薬連携を通してのシームレスな薬剤師のアプローチ
○中島 文男1, 細川 健一1, 伊藤 弘美1, 坂井 克也1, 大
島 由莉1, 堀部 一晃1, 桜田 宏明1, 山村 益己1（1一宮市
立市民病院薬）
薬剤管理指導業務の効率化 ～脳梗塞患者にテンプ
レートの使用を検討～
○佐藤 真帆1, 澤村 星吾1, 百武 宏志1, 渡邉 好造1（1災
害医療センター薬）
抗がん剤治療における薬学的介入や医師からの相談
内容に関する調査
○閔 貴善1, 金 素安1, 下嶋 和代1, 宮﨑 招久1（1順天堂
大練馬病院薬）
新規抗うつ薬 SSRI、SNRI、NaSSA における QT 延
長の発現状況について―JADER によるデータマイニ
ング―
○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）
集中治療室専任薬剤師による能動的介入事例の分析
と考察
○小原 健人1, 橋本 昌宜1, 高橋 千紘1, 平綿 洋子1, 矢
野 忠1, 市川 訓1（1東海大病院薬）
薬剤師の職能を最大限に活かしたフィジカルアセス
メント研修会の実施とその評価
○大塚 進1,8, 中馬 真幸1, 岩渕 聡1, 原田 大2, 鈴木 善
樹3, 山口 順子6, 雅楽川 聡7, 吉田 善一1,8, 工藤 賢三4,8,
岸野 亨3,8, 西澤 健司5,8（1日本大板橋病院薬, 2東京慈
恵会医科大病院薬, 3埼玉医科大病院薬, 4岩手医科大
病院薬, 5東邦大大森病院薬, 6日本大医, 7公立阿伎留
医療センター, 8私立医大病院薬剤部研究会）

薬剤管理指導（外来服薬指導）
28PA-am146

28PA-am147
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外来患者宅における冷所保管実態調査
○浅沼 克1, 田村 知子1, 池内 裕美1, 中河 陽子1, 増田
久美子1, 高山 幸1, 鈴木 範子1, 美濃岡 久美子1, 中村
博子1, 北村 味花1（1フロンティア薬局）
自動車運転に影響を及ぼす医薬品に対する指導強化
の取り組み
○浅野 祥子1, 江﨑 宏樹1, 木村 江里1, 川村 真実子1,
堀田 敏之1, 桜田 宏明1, 山村 益己1（1一宮市立市民病
院薬）

28PA-am148

28PA-am149

28PA-am150

外来における手術前・観血的処置前の薬歴確認
○安次嶺 ゆか1, 木山 弘毅1, 長澤 昌子2, 安斎 英恵3,
桜井 幸子1, 豊間 博4, 川井 龍美1（1日本鋼管病院薬,
2
日本鋼管病院看護部, 3日本鋼管病院医療安全管理
室, 4こうかんクリニック院長）
錠剤取り出し補助器具による PTP 包装からの押し出
し力に関する比較検討
○山田 一貴1, 秋山 滋男2, 毎田 千恵子3, 高橋 恵美利3,
宮本 悦子4, 土井 信幸1（1高崎健康福祉大薬 地域医療
薬学研究室, 2東京薬大薬 実務実習教育センター, 3北
陸大薬 医療薬学講座, 4健康・環境・教育の会 アカン
サス薬局）
漢方薬使用患者に対する安全で効果的な服薬提案を
目的とした取組み
○行友 啓悟1（1そうごう薬局）

リスクマネジメント①
28PA-am151S B 型肝炎再活性化リスクのあるプレドニゾロン服用
患者の抽出と疑義照会に向けたプログラム構築
○畦地 穂1, 辻井 佳代2, 上田 佳澄2, 谷本 祐子2, 長谷
川 翼2, 大﨑 往夫3, 小林 政彦2, 土生 康司1（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）
28PA-am152S 大阪赤十字病院におけるがん疼痛コントロールマ
ニュアル改定に伴うオピオイド持続静注処方の内容
及び指示の変化に関する調査
○宮内 紗和子1, 鳥井 祥子2, 辻井 佳代2, 端 裕之3, 小
林 政彦2, 土生 康司1（1神戸薬大, 2大阪赤十字病院薬,
3
大阪赤十字病院緩和ケア科）
28PA-am153 持参薬調査から見える現状
○高氏 秀展1, 神谷 武伺1, 岡崎 博2（1横浜南共済病院
薬, 2横浜南共済病院 消化器内科）
28PA-am154 当院における転倒・転落とふらつき等に注意が必要
な薬剤との関連性の検討
○西村 英尚1,8, 新美 奈津江2,8, 山本 ひとみ2,8, 岡田
直樹4,8, 杉下 毅5,8, 水谷 雄治6,8, 政井 俊磨7,8, 下條 隆3,8,
村瀬 全彦3,8（1羽島市民病院薬, 2羽島市民病院看, 3羽
島市民病院医, 4羽島市民病院臨床工学室, 5羽島市民
病院臨床検査室, 6羽島市民病院放射線科, 7羽島市民
病院リハビリテーション科, 8羽島市民病院医療安全
推進室）

28PA-am160S PTP 包装からの錠剤の押し出し力に及ぼすフィルム
の素材及び膜厚の影響
○伊藤 祐来1, 竹下 治範1, 重松 理紗1, 波多江 崇1, 宮
本 敬子2, 中川 素子2, 寺澤 幸一3, 伊東 亜依4, 岡本 大4,
鈴木 豊明4, 濵口 常男1（1神戸薬大 薬学臨床教育セ,
2
中川調剤薬局, 3藤森工業 生活包装営業部新規事業
開拓課, 4藤森工業 研究所 樹脂加工技術グ）
28PA-am161S コロイド性含糖酸化鉄注射剤フェジンは生理食塩液
希釈により不安定化するか？
○下川 滉介1, 鈴木 あさ美1, 平 大樹1, 河野 裕允1, 蓮
元 憲祐1, 河原 宏之2, 尾上 雅英2, 藤田 卓也1, 角本
幹夫1, 岡野 友信1（1立命館大薬, 2北野病院薬）
28PA-am162 当院における抗菌薬適正使用の推進(4)
○安藤 幸彦1, 伊藤 由佳子1, 大森 健太郎1, 向井 聡志1,
松田 俊之1（1釧路労災病院薬）
28PA-am163 Days of Therapy を用いた抗菌薬使用量の評価
○大森 健太郎1, 伊藤 由佳子1, 安藤 幸彦1, 向井 聡志1,
松田 俊之1（1釧路労災病院薬）
28PA-am164 当センターにおける薬剤師の腎機能低下時の薬剤適
正使用への関わり
○早舩 美保子1, 平山 晶子1, 横井 妙子1, 森 淑子1（1東
京都健康長寿医療センター薬）

医薬品適正使用②
28PA-am165

28PA-am166

28PA-am167

28PA-am168

リスクマネジメント②
28PA-am155

28PA-am156

28PA-am157

28PA-am158

プラスチック製医療機器を破損する薬剤成分の網羅
的解析
○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）
急性期病院における医療安全～薬剤関連～
○田中 敏1,2, 我妻 雄太1,2, 村上 久美2, 最首 俊夫2（1み
やぎ県南中核病院薬, 2みやぎ県南中核病院医療安全
管理）
血液検査値を活用した服薬指導
○成田 研1, 渡邉 悦子1, 河村 弓子1, 谷川 克則2（1さく
ら薬局, 2クラフト）
薬剤師ダブルチェックによる調剤過誤減少への取り
組み ～1 日平均 2300 枚を超える外来処方箋の円滑
で正確な調剤を目指し～
○荻野 仁博1, 内田 夏実1, 笹野 央1, 吉川 泰記1, 佐藤
邦義1, 荒川 隆太郎1（1順天堂医院薬）

28PA-am169

28PA-am170

医薬品適正使用③
28PA-am171

医薬品適正使用①
28PA-am159S ラットにおけるグレープフルーツ前投与による
gefitinib、erlotinib および osimertinib の体内動態の
変動
○佐々木 孝彰1, 内田 信也1, 鈴木 綾恵1, 杉本 光輝1,
柏倉 康治1, 田中 紫茉子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）

集中治療部（Intensive Care Unit）における薬剤師の
取り組みと評価
○宮脇 康至1, 町田 尚子1, 澤田 昌良1, 山本 智也1, 勝
浦 正人1, 門脇 裕子1, 嶋田 成美2, 植園 法子2, 内山
昭則3, 藤野 裕士3, 三輪 芳弘1（1阪大病院薬, 2阪大病
院看護部, 3阪大病院集中治療部）
注射用抗菌薬の溶解性に関する調査
○宮下 宙子1, 村田 慶史2, 高橋 喜統1, 丹羽 修1（1金沢
医科大病院薬, 2北陸大薬）
脳卒中患者におけるニカルジピン注射液の使用状況
と血管障害発現状況の解析
○綿貫 陽一1, 千葉 達夫1, 木村 麗砂1, 日浦 寿美子1,
小林 秀樹1（1東邦大学医療センター大橋病院薬）
薬物の構造および動態情報を利用した CYP3A およ
びトランスポーターとグレープフルーツジュースの
相互作用予測法の開発
○大塚 康華1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
Point Prevalence Survey の手法を利用した抗菌薬使用
状況の調査
○峠 雄太1,2, 渡邉 真一1,2, 矢野 賢明1,2, 泉 智基1,2, 木村
博史1,2, 青野 春考2, 村上 忍2,3, 宮本 仁志2,3, 飛鷹 範
明1, 越智 史博2,4, 末盛 浩一郎2,5, 田中 守1, 田内 久
道2,4, 田中 亮裕1（1愛媛大病院薬, 2愛媛大病院感染制
御, 3愛媛大病院検査, 4愛媛大病院小児, 5愛媛大病院
血液・免疫・感染症）
超高用量トルバプタンを服用中にクラリスロマイシ
ンを服用し、薬物相互作用による肝機能障害が疑わ
れた一症例
○梅木 悠人1, 阿部 一成2, 梅澤 七海2, 荒田 和男1（1北
上済生会病院薬, 2岩手医大薬）

28PA-am172
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相互作用の【併用注意】事例で遭遇した医師との連
携について
○蝿田 稔1, 阿部 真也2, 山口 浩2, 尾崎 博雅2, 吉町
昌子2, 後藤 輝明2（1ツルハ古淵店, 2ツルハ調剤運営本
部）
ニューモシスチス肺炎予防の Sulfamethoxazole/
Trimethoprim 合剤による有害事象発現に関わるリス
ク因子の探索
○清水 美由紀1, 直井 皓平1, 尾碕 萌1, 酒井 鉄平1, 中
村 裕義1,2,3（1国際医福大三田病院薬, 2国際医福大薬,
3
国際医福大院薬）

28PA-am173

28PA-am174

28PA-am175

28PA-am176

高血圧患者の血圧管理状況の調査と高血圧治療にお
いて保険薬剤師の果たすべき役割
○多田 英理加1, 赤木 佐千子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アインファー
マシーズ オニオン薬局, 2アインファーマシーズ, 3ア
インホールディングス）
高脂肪食摂取ラットの体重および肝臓中コレステ
ロール量に対するプラバスタチンおよびキトサン投
与による影響
○岩崎 綾乃1, 片山 雄貴1, 矢野 広将1, 吉野 祐太郎1,
今井 公江1（1摂南大薬）
処方箋における精神科系医薬品剤数削減が治療に及
ぼす影響
○佐藤 悠人1, 小田嶋 一明1, 大内 香織1, 渡邊 園子1,
大沼 洋一郎2, 遠藤 あさみ2, 藤野 平3, 小笠原 唯1, 田
原 幸1, 坪江 翼1, 佐藤 佑介1, 中原 保裕4（1古川調剤薬
局, 2塩竃調剤薬局, 3多賀城調剤薬局, 4ファーマ
シューティカルケア研）
タゾバクタム／ピペラシリン製剤の溶解性に対する
室温の影響
○渡邉 愛未1, 田中 里依1, 岡田 朋子1, 田中 美有1, 東
郁花1, 馬場 夏月1, 花本 真沙1, 桐生 恵1, 北村 知紘1, 北
浦 真衣1, 桑田 智恵美1, 松元 加奈1, 森田 邦彦1（1同志
社女大薬）

医薬品適正使用④
28PA-am177

28PA-am178

28PA-am179

28PA-am180

28PA-am181

28PA-am182

28PA-am184

28PA-am185

28PA-am187

非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAIDs）を牛乳で服薬
したときの消化管障害を抑制する可能性
○坂本 優1, 小森 浩二1, 小西 麗子1（1摂南大薬 実践薬
学分野）
外国人旅行者への医薬品販売時に活用可能なコミュ
ニケーションツールの開発
○松尾 実菜1, 木下 淳1, 髙橋 稔1, 古谷 真義1, 山本
彩乃1, 中村 任2, 佐野 智行3, 奥田 寛3（1姫路獨協大薬,
2
大阪薬大, 3姫路獨協大人間社会）
当院における MRSA と緑膿菌薬剤感受性率の推移
と DDD,DOT を用いた抗菌薬使用状況の評価
○藤田 玲奈1, 谷川 昇1, 野中 敏治1（1浜の町病院薬）

ネオキシテープ貼付後におけるオキシブチニン塩酸
塩の血中動態に対する保湿剤の影響
○村上 佳人1,2, 関島 秀久1, 藤澤 豊1, 大井 一弥1（1鈴
鹿医療大薬, 2さんあい薬局）
一般用漢方製剤の安全性確保に関する研究（8）
：
「漢
方セルフメディケーション」ホームページの周知活
動とアクセス状況
○政田 さやか1, 内山 奈穂子1, 袴塚 高志1（1国立衛
研）

ジェネリック
28PA-am188

28PA-am189

28PA-am190

28PA-am191

一般用医薬品の多剤併用時の安全性に関する研究
○岩瀬 万里子1, 西村 有希1, 倉田 知光2, 木内 祐二1
（1昭和大医, 2昭和大教）
健康食品抽出エキスの CYP3A 阻害を介する薬物相
互作用の検討
○西村 有希1, 倉田 知光2, 岩瀬 万里子1, 五味 由梨香1,
木内 祐二1（1昭和大医, 2昭和大教）
ラットにおけるメトトレキサートとグリチルリチン
酸との相互作用に関する研究
○三田村 啓太1, 石﨑 純子1, 橋本 恵幸1, 石田 奈津子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）
血管新生阻害薬投与後における尿蛋白に関する検討
○富田 啓介1, 鈴木 大介2, 近藤 光男2, 梅村 雅之1, 森
田 雄二1, 河村 好章1（1愛知学院大薬, 2岡崎市民病院
薬）
感染症治療における De-escalation の有用性を検討す
る後ろ向きコホート研究
○武田 知佳1, 野山 裕紀子1, 寺山 和利1, 加藤 菊郎1,
金久保 琴美1（1江東病院薬）
過疎地域における OTC 医薬品の適正使用推進に向
けて
○久保田 絵里花1, 奥川 瞳1, 細川 智弘1, 大内 ゆい2,
小山 貴史3, 市ノ渡 真史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アイン薬局東通
村店, 2アイン薬局国分寺店, 3しらさぎ薬局, 4アイン
ファーマシーズ, 5アインホールディングス）

医薬品適正使用⑤
28PA-am183

28PA-am186

28PA-am192
28PA-am193

28PA-am194

28PA-am195

各社テルミサルタン錠との無包装時同一保管での接
触によるバイアスピリン錠の溶出挙動および含量に
関する検討
○浦嶋 庸子1, 加藤 丈晶1, 赤井 美穂1, 岩本 瑞樹1, 三
浦 由奈1, 池田 賢二1, 廣谷 芳彦1（1大阪大谷大薬）
小児用散剤をペースト状にするための最適な水量と
ペースト状態の降伏値
○鈴木 豊史1, 橋崎 要1, 福田 春香2, 重谷 美子2, 鈴木
直人1, 金沢 貴憲1, 深水 啓朗3, 山本 佳久4（1日本大薬,
2
アイリスファーマ, 3明治薬大, 4帝京平成大薬）
後発医薬品数量シェア 80%に向けての保険薬局の取
組と課題に関するアンケート調査
○廣谷 芳彦1, 大竹 由紀1, 岡本 知佳1, 川口 莉奈1, 川
須 菖1, 浦嶋 庸子1, 池田 賢二1（1大阪大谷大薬）
ヘパリン類似物質含有ローション剤の先発医薬品お
よび後発医薬品における物理的性質の相違
○小野寺 隆芳1,2, 丸 宗孝1,2, 櫻田 大也1, 小林 江梨子1,
佐藤 信範1（1千葉大院薬, 2マル・コーポレーション）
ジェネリック医薬品の理解度についての調査
○戸塚 啓二1, 松下 一也1（1市立御前崎総合病院薬）
当院採用薬 115 品目の後発医薬品切替えにおける医
師へのアンケート調査
○侭田 智香1, 菅原 聖子1, 成田 久美1, 有井 大介1, 室
岡 邦彦1, 中里 祐二1（1順天堂大浦安病院薬）
徳島県の患者アンケート調査から見る後発医薬品に
対する理解と課題
○田中 麻理1, 宮脇 淳也1, 友川 剛己2, 桂 明里2, 宮本
理人2, 上岡 敏郎1, 土屋 浩一郎2（1徳島県保健福祉部
薬務課, 2徳島大薬・医薬品機能生化学分野）
溶出挙動に基づいた後発品シロスタゾール口腔内崩
壊錠の品質評価
○斉藤 佑治1, 浅野 由佳1, 加藤 瞳1, 加藤 美紀1, 灘井
雅行1（1名城大薬）

調剤薬局・在宅医療・地域医療①
28PA-am196S 薬局薬剤師を対象とした地域包括ケアに関わる業務
に対する意識調査
○岸本 侑子1, 串畑 太郎1, 長谷 和志2, 安原 智久1, 曽
根 知道1（1摂南大薬, 2せいき）
28PA-am197S 薬局待合室の工夫に関するアンケート調査および居
心地の良い待合室の提案
○小林 佳歩1, 菅野 敦之1, 宮沢 伸介1, 山﨑 紀子1（1明
治薬大）
28PA-am198S ストレス緩和製品の唾液 α アミラーゼ活性による
評価
○河口 美宇1, 太田 悠矢1, 菅野 敦之1, 宮沢 伸介1, 山
﨑 紀子1（1明治薬大）
28PA-am199S 視線解析装置を用いた調剤薬の合理的配列の検討
○清水 優奈1, 宮沢 伸介1, 山﨑 紀子1, 菅野 敦之1（1明
治薬大）
28PA-am200S 薬学生によるセルフメディケーションの調査および
検討
○小笠原 大樹1, 井沼 道子1, 村上 浩一1, 村井 収平1,
本木 雅大1, 浅田 彩季1, 網野 佳奈1, 岡島 未槻1, 相馬
理佐1, 邉見 華菜恵1, 小川 達也1, 大越 絵実加1, 三浦
裕也1（1青森大薬）
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28PA-am201S 動物介在療法の在宅医療への導入を目指したモデル
の構築
○鈴木 花奈1, 厚味 厳一1（1帝京大薬）

28PA-am215

調剤薬局・在宅医療・地域医療②
28PA-am202S 高齢者の日常生活におけるビタミン B12 摂取量と 認
知機能および精神的健康との関係
○谷口 真彦1, 長澤 吉則1, 沼尾 成晴1（1京都薬大）
28PA-am203S「かかりつけ薬局」、「かかりつけ薬剤師」、「お薬手
帳」との関連性の一般市民に対する実態調査
○田中 亜優実1, 安原 智久1, 永田 実沙1, 上村 友希2,
串畑 太郎1, 曽根 知道1（1摂南大薬, 2今治明徳短大）
28PA-am204 薬局における外来化学療法に対する副作用モニタリ
ングと支援
○清塚 千夏1, 宮繁 信一2, 渡邉 みなみ2, 菊池 憲和3,
深滝 利也3（1クラフト, 2さくら薬局, 3日本大病院）
28PA-am205 便秘症の症状及び便秘症に関わる生活習慣の現状
調査
○富井 みな美1, 杉山 陽香2, 武笠 真由美2, 上妻 加奈2,
畑中 典子2, 平尾 萌香1, 熊澤 美裕紀1, 石井 文由1（1明
治薬大, 2かくの木薬局）
28PA-am206 薬剤師による健康チェックと健康相談会がもたらす
健康支援効果Ⅱ-産官学連携事業○円入 智子1,2, 和田 侑子1,2, 高田 智生2, 柳井 理沙1,
和田 佳子1, 下川 健一1, 石井 文由1（1明治薬大, 2ウエ
ルシア薬局）
28PA-am207 便秘薬処方患者の便秘の症状と生活習慣の調査
○平尾 萌香1, 杉山 陽香2, 武笠 真由美2, 上妻 加奈2,
畑中 典子2, 富井 みな美1, 熊澤 美裕紀1, 石井 文由1
（1明治薬大, 2かくの木薬局）

28PA-am216

28PA-am217

28PA-am218
28PA-am219

調剤薬局・在宅医療・地域医療⑤
28PA-am220

28PA-am221

28PA-am222

調剤薬局・在宅医療・地域医療③
28PA-am208

28PA-am209

28PA-am210

28PA-am211

28PA-am212

28PA-am213

薬剤師による健康チェックと健康相談会がもたらす
健康支援効果 Ⅲ -多摩六都科学館スタッフを対象
とした出張健康支援サービスの健康効果検証○和田 侑子1,2, 高田 智生1,2, 円入 智子1,2, 和田 佳子1,
柳井 理沙1, 渡邊 知里1, 中島 正登1, 山﨑 紀子1, 下川
健一1, 石井 文由1（1明治薬大, 2ウエルシア薬局）
地域住民のセルフメディケーションの意識向上に向
けた取り組み
○堀越 幸菜1, 中島 正登2, 山﨑 紀子1（1明治薬大・地
域医療コース, 2明治薬大附属薬局）
地域住民の継続的な骨の健康管理における薬剤師の
効果的介入
○中島 正登1, 下川 賀要子1, 錦織 功延1, 加賀谷 肇1
（1明治薬大附属薬局）
特別養護老人ホーム入所者の有害事象への薬剤師の
介入事例
○橋本 良太1,2, 藤井 景子1, 吉田 和子1, 下路 静佳1, 正
木 秀典1, 角山 香織2, 中村 敏明2, 恩田 光子2（1サエラ
薬局, 2大阪薬大）
健康寿命延伸のための地域薬局機能の創造 第二報
○中西 務1, 中西 喜美子1, 太田 成美2, 服部 勝彦3, 野
田 洋子4（1東海地域薬局臨床研究機構, 2あいわか薬
局, 3日の丸薬局, 4あすなろ薬局）
健康寿命延伸のための地域薬局機能の創造 第三報
○中西 喜美子1, 太田 成美2, 服部 勝彦3, 野田 洋子4,
中西 務1（1東海地域薬局臨床研究機構, 2あいかわ薬
局, 3ひのまる薬局, 4あすなろ薬局）

調剤薬局・在宅医療・地域医療④
28PA-am214

これからの健康サポート薬局のあり方
○柴田 淑子1, 坂口 眞弓2, 押切 康子3, 田中 雪葉2（1よ
つ葉薬局, 2みどり薬局, 3御代の台薬局）

薬剤師の医療コミュニケーション能力向上のための
アンガーマネジメント研修
○髙橋 直子1,2,3,4, 松野 純男1, 伊藤 栄次1（1近畿大薬,
2
立命館大薬, 3奈良女大院, 4日本アンガーマネジメン
ト協会）
高齢者における刺激性下剤の使用状況
○松島 伶奈1, 常世田 京子2, 西澤 満里子2, 永仮 貴之3,
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アインファーマシーズ アイン薬局, 2アイ
ンファーマシーズ, 3アインホールディングス）
地域医療資源マップの活用状況に関する調査
○大野 祥輝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）
薬剤師による薬剤費削減効果の検証
○坂東 勉1, 島森 美光1, 伊東 佳美1（1北海道薬大）
薬剤師として心臓移植患者との関わり
○中村 郁代1（1クオール クオールアカデミー・教育研
修部）

28PA-am223

28PA-am224

28PA-am225

重複投薬・相互作用等防止加算の情報共有による薬
局プレアボイドの強化
○西村 真1, 岡田 善規2, 北田 雅祥2, 国谷 直也2, 豊田
典浩2, 橋本 いずほ2, 松井 孝則2, 米田 勝亮2（1クラフ
ト さくら薬局, 2クラフト 薬局事業部）
地域包括ケアシステム構築に向けた土浦市の取組に
おける薬剤師の関わりについての研究
○金澤 幸江1,2,3, 小野 めぐみ4, 金澤 大介1,5, 真野 泰成3
（1ポプリ薬局, 2土浦薬剤師会, 3東京理大薬, 4土浦市
高齢福祉課, 5早稲田大）
退院時共同指導に参加した保険薬剤師の退院後の在
宅療法への関与の検討
○後藤 千寿1, 川路 明子1, 堀 晃代1, 渡邉 成子2, 高橋
健2, 水井 貴詞1（1岐阜市民病院薬, 2岐阜市民病院地
連）
株式会社エスマイルにおける「かかりつけ薬剤師」
の現状とその成果
○當麻 雅子1, 草本 彩香1, 岡嵜 由子1, 村上 朝路1, 大
石 有紀1, 小田 一博1, 倉本 大輔1, 小嶋 利久1, 佐能
寛和1, 髙田 寛章1, 東中 慶太1, 新井 茂昭2, 水谷 怜子2
（1エスマイル, 2安田女大薬）
OTC 鎮痛薬の効果と使用者の性格特性: インター
ネットリサーチによる効果とビッグ・ファイブの調査
○池上 勇介1, 冲田 光良2, 秋元 勇人1, 根岸 彰生1, 井
上 直子1, 沼尻 幸彦1, 大嶋 繁1, 大島 新司1, 小林 大介1
（1城西大薬, 2城西大薬局）
行動科学に基づく患者タイプ別かかりつけ薬剤師ア
プローチ
○竹内 大悟1, 浅井 剛3, 安岡 史紀3, 美馬 斉3, 西野
裕馬3, 渡邊 大輔3, 川村 真樹子2, 小板橋 薫2, 豊若 茜2
（1ソーシャルユニバーシティ, 2薬樹, 3薬樹薬局）

調剤薬局・在宅医療・地域医療⑥
28PA-am226

保険薬局における抗 HIV 薬服用患者の受け入れ体制
に関する調査
○井上 将貴1, 高橋 恵美利1, 土井 信幸1（1高崎健康福
祉大薬 地域医療薬学研究室）
28PA-am227 眼科処方箋の疑義照会内容の分析
○佐藤 慎1, 小野木 弘志1,2, 岩崎 順子3, 菊池 恒明1
（1東北福祉大せんだんホスピタル薬, 2東北福祉大健
康科学, 3りんごの木薬局）
28PA-am228 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
る訪問研修の実施と評価(3)―
○生田 彩乃1, 貝田 奈美季1, 竹内 勇磨1, 谷和 紗月1,
石田 実乃莉1, 中村 美紀2, 高畑 吉博3, 高田 雅弘1（1摂
南大薬医療薬学研究室, 2きらめき薬局, 3HIV陽性者
支援団体さぽーと京都）
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28PA-am229

28PA-am230

28PA-am231

DSU 発令ラモトリギンの副作用モニタリング強化か
ら考えるかかりつけ薬剤師
○堀内 栄志1（1クオール薬局）
在宅医療における薬局薬剤師による意思決定支援
○安井 浩1,3, 神林 弾1,4, 谷川 大夢1,5, 山本 健2, 廣原
正宜2, 串田 一樹2（1昭和薬大（研）, 2昭和薬大, 3玉屋利
兵衛, 4薬樹薬局, 5東海大病院薬）
薬薬連携を通して保険薬局における残薬調整 PBPM
の取り組みとその成果
○緒方 直美1, 石川 真由美1, 関 利一2（1クラフト さく
ら薬局, 2日立製作所ひたちなか総合病院）

28PA-am233

28PA-am234

28PA-am235

28PA-am236

28PA-am237

28PA-am243

東洋医学の問診の解析 ～薬局における東洋医学的
知識の活用に向けて～
○日置 智津子1, 伊藤 エミ2, 中井 賀世子2, 村重 史子2,
宇高 一郎2, 椎名 昌美1, 武田 卓1（1近畿大東洋医学研,
2
近畿大東洋医学研診療所）
OTC 医薬品販売時のお薬手帳持参率の向上に向けた
取り組み
○加藤 寿規1, 福井 亜矢子1, 石川 智也1, 上田 裕也1,
須藤 元気1, 東 弘幸1, 岩田 大1, 入交 理惠子1, 渡邊
啓介1（1クリエイト エス・ディー）
保険薬局における季節性感染症に対する薬局内感染
対策の取り組み
○佐川 剛毅1, 岡田 賢二2, 岡本 裕一3, 秋元 沙織1, 佐
川 賢一1（1どんぐり薬局, 2横浜薬大, 3おかもと小児
科）
農村地域における高齢者の自動車運転状況と運転に
注意を要する薬剤の服用状況に関する調査
○村上 雅裕1, 安田 恵1, 新村 健2, 天野 学1（1兵庫医療
大薬, 2兵庫医大総合診療）
保険薬剤師と病院薬剤師の連携による在宅支援の 1
症例
○藤田 茂起1, 中野 匡介1, 飯塚 敏美1, 亀山 俊1, 堀口
雅巳1, 秋山 幸子2, 姜 元美2, 岩城 康子2（1望星薬局,
2
鶴巻温泉病院薬）
節薬バッグ運動における服用時点別服薬状況スコア
の服薬アドヒアランス向上に対する効果
○丸山 真実1, 小栁 香織2, 小林 大介1, 窪田 敏夫4, 川
尻 雄大1, 三井所 尊正2, 金子 絵里奈2, 川浪 望恵1, 都
築 加奈1, 髙木 淳一2, 木原 太郎2, 中芝 高彦3, 永冨 茂3,
瀬尾 隆2, 田中 泰三2, 島添 隆雄1（1九大院薬, 2福岡市
薬剤師会, 3大分市薬剤師会, 4第一薬大）

28PA-am245

28PA-am246

28PA-am247

28PA-am248

28PA-am249

28PA-am250

調剤薬局・在宅医療・地域医療⑧
28PA-am238

処方内容が変更されることなく継続される期間とア
ドヒアランスに関する調査
倉田 香織1, 大貫 ミチ2, 吉住 和樹2, 谷合 英太郎2,
○土橋 朗1（1東京薬大薬, 2薬樹）
28PA-am239 がん治療における薬薬連携、当院の現状報告
○菅野 和彦1, 宮城 宣明1, 中居 肇1, 熊谷 史由1, 高松
謙1, 袰岩 靖子1, 片谷 憲子2, 小笠原 鉄郎3, 丹田 滋4, 新
谷 裕子5, 麻生 敦子5, 岩倉 大介5（1東北労災病院薬,
2
東北労災病院看, 3東北労災病院緩, 4東北労災病院
腫, 5ひかり薬局）
28PA-am240 保険薬局勤務薬剤師における DOAC（直接経口抗凝
固薬）の拮抗薬に関する情報提供・指導の実態調査
○寺口 徹1, 髙野 秀仁1, 橋本 知明1, 伊藤 正輝1, 石塚
寛和1, 舟越 亮寛1（1亀田総合病院薬）
28PA-am241 保険薬局薬剤師の残薬および多剤併用処方への対応
能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, 和澤 伸彦1, 河
本 純平1, 立石 翼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, 伊達 元英2, 堀部 徹2
（1岡山県薬剤師会地域包括ケア対策委員会, 2岡山県
薬剤師会）

活性酸素消去活性を持つ健康食品の服用者アンケー
トによる生理活性の推定と、その生理活性の動物実
験による検証
○松岡 隆1, 尾関 理恵2, 田畑 章1, 田畑 美津子1, 小茂
田 昌代2（1オールコーポレーション, 2東京理大薬）
薬局における栄養指導に関する検討―薬剤師及び管
理栄養士の視点から―
○奥川 繭実1, 森下 洋志1, 金子 大亮1, 藤代 庸一1（1マ
ツモトキヨシホールディングス）

調剤薬局・在宅医療・地域医療⑨
28PA-am244

調剤薬局・在宅医療・地域医療⑦
28PA-am232

28PA-am242

検査値付処方せんに対する保険薬局薬剤師の意識
調査
○永田 隆之1,7, 赤津 雅美6,7, 溝井 武尊6,7, 藤田 雄一5,7,
飯塚 康人3,7, 鈴木 隆広2,7, 村井 華代4,7, 吉川 真一1,7, 渡
邉 義久1,7（1いわき明星大薬, 2かしま病院薬, 3福島労
災病院薬, 4新田目病院薬, 5植田薬局, 6アイル薬局,
7
いわき市薬薬学連携協議会）
自動調剤システム及び監査システムの導入による調
剤業務への影響
○宅間 大祐1, 平田 龍司1, 井上 真理1, 濵田 篤秀1, 平
松 久嗣1, 京谷 庄二郎2（1エール薬局, 2徳島文理大薬）
小児アレルギーエデュケーター（PAE）による食物
アレルギー緊急対応シュミレーションの取り組み
○神林 弾1,2, 河崎 育子3, 益子 育代4, 廣澤 伊織1, 山本
健1, 渡部 一宏1, 廣原 正宜1, 串田 一樹1（1昭和薬大,
2
薬樹, 3国立病院機構千葉医療センター看護部, 4都立
小児総合医療センター看護部）
保険請求内容の審査に関する実態調査
○小塚 友美子1, 境 隆一1, 石田 大祐1, 櫻田 大也1, 小
林 江梨子1, 神﨑 哲人1, 佐藤 信範1（1千葉大院薬）
保護者における乳幼児への剤型別の投薬ストレス
強度
○木原 裕子1, 窪田 哲真1, 平野 健二2, 廣川 恵子2, 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）
金沢みどり地域におけるカルシウム摂取のアンケー
ト調査と取り組み
○庄源 民湖1, 西坂 美香1, 北島 比香里1, 銭田 真里2,
安田 圭子3, 橋本 昌子3, 杉田 尚寛4（1てまり古府薬局,
2
てまり南部薬局, 3スパーテル, 4スパーテル医薬品情
報室）
高齢者施設における医師回診に薬剤師が同行するこ
とによる処方適正化への効果
○浦野 公彦1, 平松 知樹2, 柴山 裕1, 春田 桃歩1, 大橋
聖士1, 小菅 学1, 堺 陽子1, 稲垣 玲子2, 魚住 三奈2, 國正
淳一3, 松浦 克彦1（1愛知学院大薬, 2フェイス調剤薬
局, 3神戸薬大）

薬物治療（臨床）①
28PA-am251S 脳神経疾患に起因した吃逆関連因子に関する調査
研究
○原 康貴1, 細谷 龍一郎1,2, 野澤（石井）玲子1, 植沢
芳広1, 田中 一平2, 日野 斉一2, 加賀谷 肇1（1明治薬大,
2
武蔵野赤十字病院薬）
28PA-am252S 化学療法に関連した吃逆誘発因子の探索
○北島 健士1, 細谷 龍一郎1,2, 野澤（石井）玲子1, 植沢
芳広1, 田中 一平2, 日野 斉一2, 加賀谷 肇1（1明治薬大,
2
武蔵野赤十字病院薬）
28PA-am253S 緩和医療領域におけるせん妄誘発因子の探索（第 3
報）
○中村 葉月1, 佐藤 美櫻1, 菅野 智2, 野澤
（石井）玲子1,
植沢 芳広1, 村上 真基2, 荒井 進2, 島田 宗洋2, 稲葉 裕2,
加賀谷 肇1（1明治薬大, 2救世軍清瀬病院）
28PA-am254S 交感神経と副交感神経活動バランスと体調や症状と
の関係
○木谷 美月1, 日野 佑香1, 髙山 智加1, 桑原 直子1, 吉
江 幹浩1, 田村 和広1, 柳原 延章2, 立川 英一1（1東京薬
大薬 内分泌・神経薬理学, 2産業医大医・薬理学）
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28PA-am255

NAFLD・NASH を含む代謝性肝障害合併糖尿病患者
における SGLT2 阻害薬の多面的効果
○片岡 晃一1, 小松 仁美1, 伊東 睦弘1, 垣内 綾乃1, 矢
野 真帆1, 細木 加寿子1, 上田 真由美1, 白石 佳世1, 八
木 祐助1, 常風 興平1, 宗景 玄祐2, 越智 経浩2, 小野
正文2, 西原 利治2, 宮村 充彦1（1高知大病院薬, 2高知
大医 消化器内科学）

薬物治療（臨床）④
28PA-am268

28PA-am269

薬物治療（臨床）②
28PA-am256S ヘリコバクター・ピロリ感染の推移と上部消化管病
変に関する検討
○西川 隆義1, 田中 早織1, 保田 友美1, 柳川 卓也1, 島
本 史夫1（1大阪薬大）
28PA-am257 逆流性食道炎発症に関与する因子の検討
○柳川 卓也1, 田中 早織1, 西川 隆義1, 保田 友美1, 島
本 史夫1（1大阪薬大）
28PA-am258S 消化性潰瘍発症に関与する因子の検討
○保田 友美1, 田中 早織1, 西川 隆義1, 柳川 卓也1, 島
本 史夫1（1大阪薬大）
28PA-am259 腎機能低下患者における SGLT2 阻害薬の有効性の
検討
○日笠 麗奈1, 菅原 直人2, 町田 充2, 藤掛 佳男1（1日本
薬大, 2さいたま赤十字病院薬）
28PA-am260 透析患者での尿酸生成阻害薬による薬剤性低尿酸血
症の発現頻度
○追分 靖弘1, 小坂 恵理1, 公文 圭世1, 堀内 郁夫1, 望
月 宏子1（1岡本病院薬）
28PA-am261 慢性裂肛に対する徐放性ジルチアゼムクリームの効
果に関するラットを用いた研究（2）
○田畑 裕介1, 河野 洋平1, 下村 斉2, 柴原 由季3, 佐藤
将嗣3, 青山 隆夫1（1東京理大薬, 2国際医療福祉大市
川病院薬, 3康喜会 辻仲病院柏の葉薬）

28PA-am263

28PA-am264

28PA-am265

28PA-am266

28PA-am267

28PA-am271

28PA-am272

28PA-am273

薬物治療（臨床）⑤
28PA-am274

薬物治療（臨床）③
28PA-am262

28PA-am270

フッ化ピリミジン系抗癌剤の薬物相互作用に影響を
与える因子の検討-ワーファリンと S-1 における相互
作用危険因子の解析○藤井 彩加1, 八島 秀明2, 山本 康次郎2, 中村 智徳1
（1慶應大薬, 2群馬大病院薬）
抗がん剤起因性口内炎に対するメサラジン軟膏の
開発―口内炎モデルラットを用いた治療効果の検
討―
○木村 穂波1, 河野 洋平1, 下村 斉2, 竹内 一成1, 牧野
公子1, 青山 隆夫1（1東京理大薬, 2国際医療福祉大市
川病院薬）
スクロオキシ水酸化鉄の投与中止理由の検討 (後方
視的検討)
○梛野 健1, 畦地 拓哉1, 松本 博志1, 佐藤 邦義1, 荒川
隆太郎1（1順天堂大医院薬）
高齢者非弁膜症性心房細動に対するリバーロキサバ
ンとアピキサバンの有効性・安全性の比較検討
○有山 智博1, 城山 望1, 田中 博之1, 木下 雅子1, 藤枝
正輝1, 渡辺 朋子1, 東丸 貴信2, 石井 敏浩1（1東邦大薬,
2
平成横浜病院）
薬剤師による informed choice への関与 ～進行再発
大腸がん患者に対する取り組みを例として～
○原 竜太郎1, 内田 美伽1, 寺坂 裕希1, 濱浦 睦雄1（1川
口工業総合病院薬）
大規模健診データベースを用いた糖尿病薬物治療の
実態-予備検討
○伊藤 奈緒1, 上田 清隆1, 荒川 一郎1（1帝京平成大
薬）

イソニアジド大量摂取により発生したヒドラジンが
横紋融解症を誘発した可能性
○佐野 和美1, 青山 春佳1, 藤森 佳織1, 竹島 美誠1, 萩
原 里緒1, 花田 和彦1, 後藤 昌英2（1明治薬大, 2自治医
大）
カリウムイオン競合型アシッドブロッカーとプロト
ンポンプ阻害薬による H.pylori 一次除菌療法の有効
性および安全性、経済性の比較検討
○土田 隼之祐1, 橋沢 幸佑1, 舟越 亮寛1（1亀田総合病
院薬）
リツキサンの Infusion Reaction 発現に関わる予測因
子の探索
○加藤 千晴1, 前田 真一郎2,3, 前田 真貴子2, 三輪 芳
弘3, 上島 悦子2, 藤尾 慈2（1大阪大薬, 2阪大院薬, 3大
阪大病院薬）
抗血小板薬チカグレロルの薬物相互作用評価へ向け
た実験条件の検討
○田中 彩瑛1, 小川 竜一1, 小林 健一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
小児リウマチ性疾患患児におけるメトトレキサート
の副作用調査および葉酸製剤の予防効果の検討
○湖城 由佳1, 詫間 梨恵1, 鈴木 萌夏1, 赤羽 三貴1, 小
椋 雅夫2, 伊藤 秀一3, 石倉 健司2, 石川 洋一1（1国立成
育医療研セ 薬剤部, 2国立成育医療研セ 腎臓･リウマ
チ･膠原病科, 3横浜市立大病院 小児科）
皮膚エリテマトーデスおよび全身性エリテマトーデ
スに対するヒドロキシクロロキンの使用状況調査
○長郷 あかね1,2, 小野 友加里2, 神村 英利1,2（1福岡大
薬, 2福岡大病院薬）

28PA-am275

28PA-am276

28PA-am277

28PA-am278

28PA-am279
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くも膜下出血患者におけるフェニトイン併用による
ニカルジピン注射液使用状況の変化に関する解析
○鈴木 健1, 竹内 正幸2, 武山 直志3, 畠山 登4, 室谷
健太5, 齋藤 寛子2, 築山 郁人1, 脇田 康志1（1名城大薬,
2
愛知医科大病院薬, 3愛知医科大病院救命救急セン
ター, 4愛知医科大病院麻酔科, 5愛知医科大病院臨床
研究支援センター）
ワルファリンまたは直接経口抗凝固薬(DOAC)使用
時の 3 剤併用療法における出血リスクの比較
○桑原 匠平1, 加藤 隆寛2, 斎藤 寛子2, 築山 郁人1, 室
谷 健太3, 脇田 康志1（1名城大薬, 2愛知医科大病院薬,
3
愛知医科大病院臨床開発支援センター）
簡易懸濁時のチューブ閉塞に関する沈降速度からの
考察
○吉村 勇哉1, 富田 隆2, 工藤 賢三2（1協和化学, 2岩手
医大薬）
当院の超高齢非弁膜症性心房細動患者に対するリ
バーロキサバンの使用状況調査
○平山 晶子1, 早舩 美保子1, 宮本 俊一1, 村田 七海1,
石橋 美咲1, 横井 妙子1, 森 淑子1（1東京都健康長寿医
療センター薬）
Aspergillus fumigatus が股関節の膿瘍から検出された
右感染性股関節炎の一症例
○竹内 里哉1, 松本 友里1, 小嶋 希望1, 坪田 晃司1, 伊
谷 純一2, 上野 英文1（1砂川市立病院薬, 2砂川市立病
院整形外科）
簡易懸濁法によりフォロデシン塩酸塩カプセルの投
与が可能となった末梢性 T 細胞リンパ腫の一例
○平手 晴佳1, 伊藤 佳織1, 榊原 有季子1, 島戸 茜1, 守
作 美咲1, 福永 綾奈1, 桒原 碧1, 牧原 俊康1, 加藤 さや
香1, 山田 成樹1（1藤田保健衛生大病院薬）

薬物治療（臨床）⑥

薬物治療（基礎）①

28PA-am280

28PA-am293S ペンチレンテトラゾール誘発痙攣に対する柿蔕湯の
効果
○飯島 綾香1, 木阪 誠1, 野澤（石井）玲子1, 加賀谷 肇1
（1明治薬大）
28PA-am294S 柿蔕トリテルペノイドの抗痙攣作用の効果の検討
○木阪 誠1, 飯島 綾香1, 野澤（石井）玲子1, 加賀谷 肇1
（1明治薬大）
28PA-am295S ダカルバジンによる血管痛は抗ブラジキニン作用で
抑制される ～ddY マウスを用いた検討～
○松井 久明1, 菊田 真穂1, 大坪 達弥2, 友金 幹視2, 辻
琢己1, 河野 武幸1（1摂南大薬, 2京都第二赤十字病院
薬）
28PA-am296S インスリン由来アミロイドーシスを回避可能な新規
インスリン誘導体
○大野 由依1, 川村 知裕1, 三木 涼太郎1, 江川 祐哉1,
杉野 雅浩1, 細谷 治1, 関 俊暢1（1城西大薬）
28PA-am297S クロザピンによる血液毒性における小胞体ストレス
の関与
○後藤 綾1, 浮貝 真子2, 田代 侑子2, 吉見 陽2, 尾崎
紀夫3, 野田 幸裕1,2（1名城大院薬, 2名城大薬, 3名大院
医）
28PA-am298 AICAR または Metformin による HTLV-1 感染細胞株
の細胞死誘導機序の検討
○相川 晃慶1, 小迫 知弘1, 吉満 誠2, 有馬 直道2, 本田
伸一郎1（1福岡大薬, 2鹿児島大医）

28PA-am281

28PA-am282

28PA-am283

28PA-am284

28PA-am285

黄色ブドウ球菌菌血症の ICT コンサルテーションに
よる介入効果の検討
○油布 朋子1, 木村 有揮1, 井手 祐希1, 西村 誠晃1, 中
谷 愛1, 工藤 圭美1, 福本 由紀1, 小林 亮治1, 中戸川
浩平1, 大西 卓磨1, 上牧 勇1, 高橋 邦雄2（1NHO埼玉病
院ICT, 2NHO埼玉病院薬）
当院におけるバンコマイシンの使用状況と今後の
課題
○西村 誠晃1,2, 木村 有揮1,2, 井手 祐希1,2, 油布 朋子1,2,
中谷 愛1,2, 小林 亮治1, 工藤 圭美1, 福本 由紀1, 大西
卓磨1, 上牧 勇1, 高橋 邦雄2（1埼玉病院ICT, 2埼玉病院
薬）
Days of therapy を用いたメロペネムの使用状況と緑
膿菌感受性率の検討
○中谷 愛1,2, 木村 有揮1,2, 油布 朋子1,2, 井出 祐希1,2, 西
村 誠晃1,2, 小林 亮治1, 工藤 圭美1, 福本 由紀1, 大西
卓磨1, 上牧 勇1, 高橋 邦雄2（1埼玉病院ICT, 2埼玉病院
薬）
カルバペネム系注射薬の使用量・使用期間とその緑
膿菌耐性発現率との関連性調査
○冨山 直樹1,2, 山田 武宏1,2, 福元 達也2,3, 石黒 信久2,
井関 健1,4（1北大病院薬, 2北大病院感染制御部, 3北大
病院検査・輸血部, 4北大院薬 臨床薬剤学研究室）
血液培養陽性患者の Carbapenem 系抗菌薬療法にお
ける薬学的介入効果の検証
○八木 祐助1, 岡﨑 萌水1, 柳澤 成佳1, 岡本 茉奈実1,
今井 顕子1, 上田 倫子1, 船戸 裕樹1, 岡﨑 雅史1, 尾木
恭子1, 森田 靖代1, 宮村 充彦1（1高知大病院薬）
枚方公済病院における血液培養の採取状況と課題
○水上 一樹1, 奥中 聖人1, 権藤 直人2, 研谷 丈之2, 向
井 啓1,2（1摂南大薬, 2枚方公済病院薬）

薬物治療（臨床）⑦
28PA-am286

28PA-am287

28PA-am288

28PA-am289

28PA-am290

28PA-am291

28PA-am292

薬物治療（基礎）②
28PA-am299

28PA-am300

酢酸誘発性口内炎モデルに対するレバミピドの治療
効果に関する検討
○白石 拓也1, 河野 弥生2, 花輪 剛久2, 佐藤 光利1（1明
治薬大薬・医薬品安全性学, 2東京理大薬・医療デザイ
ン）
小児及び高齢者における酸化マグネシウム製剤の安
全性および副作用リスク因子に関する検討
○山下 雄大1, 生島 五郎2, 佐藤 光利1（1明治薬大, 2松
戸市立病院薬）
新生児低血糖発症リスクに関する検討－妊婦へのリ
トドリン投与の影響と関連因子－
○仲本 亮乃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）
ラットを用いたシスプラチン誘発性腎障害に対する
経口マグネシウム製剤の予防効果の検討
石橋 花恵1, ○小幡 祐加1, 横田 紗恵1, 鎌田 敦音1, 笠
原 幸子1, 西澤 健司2, 佐藤 光利1（1明治薬大, 2東邦大
病院薬）
統合失調症患者血漿中メチルアルギニン類濃度の
解析
○関根 正恵1, 野中 聖子1,2, 尾関 祐二3, 藤井 久彌子3,
角田 誠4, 齋藤 康昭1, 宮本 哲也1, 片根 真澄1, 秋山
一文3, 下田 和孝3, 本間 浩1（1北里大薬, 2ファイザー,
3
獨協医大, 4東大院薬）
Model-based meta-analysis を用いた統合失調症急性
期患者に対する第 2 世代抗精神病薬の有効性比較
○井上 裕之1, 柏原 祐志1, 村木 翔太1, 廣田 豪1, 家入
一郎1（1九大院薬）
睡眠薬の臨床試験におけるプラセボ効果に関する
研究
○神成 はるか1, 井澤 美苗1, 早川 智久1, 青森 達1, 望
月 眞弓1（1慶應大薬）

28PA-am301

28PA-am302

28PA-am303

28PA-am304

ビタミン C によるバンコマイシン誘発薬剤性腎障害
の予防効果
○瀧川 正紀1,2, 近藤 嘉高2, 島﨑 良知1,2, 石井 敏浩3,
森 淑子1,2, 石神 昭人2（1都健康長寿病院薬, 2都健康長
寿研, 3東邦大薬）
皮膚感作性試験代替法を用いたリナロール含有精油
の検討
○有海 秀人1, 土井 真喜1, 吉山 友二1（1北里大薬）
非ビタミン K 拮抗経口抗凝固薬の効果モニタリング
と過少投与に関する臨床研究基盤の構築：血液凝固
因子遺伝多型解析条件の確立
○根岸 麻理1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1（1明
治薬大 薬物治療学）
実臨床におけるトルバプタンの PK/PD 研究へ向けた
研究基盤の構築：CYP3A、MDR1 および AVPR2 遺
伝多型解析条件の確立
○横山 尚哉1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1（1明
治薬大 薬物治療学）
非ビタミン K 拮抗経口抗凝固薬の効果モニタリング
と過少投与に関する 臨床研究基盤の構築：LC-MS
による経口抗凝固薬同時定量法の確立
○鈴木 優一朗1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1
（1明治薬大 薬物治療学）
実臨床におけるトルバプタンの PK/PD 研究へ向けた
研究基盤の構築：LC-MS による利尿薬同時定量法の
確立
○武田 春夏1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1（1明
治薬大 薬物治療学）

薬物治療（基礎）③
28PA-am305

28PA-am306
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てんかん原性初期における脳内炎症関連サイトカイ
ンのプロファイル
○伊藤 康一1, 橋本 律香1, 久保 静香1, 松尾 平1, 小森
理絵1, 水野 翔童1,2, 石原 康宏3（1徳島文理大香川薬,
2
四国こどもとおとなの医療センター薬, 3広島大院総
合科学）
PBA 投与後血清中に誘導される抗炎症活性本体の
解明
○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）

28PA-am307

28PA-am308

28PA-am309

28PA-am310

エイコサペンタエン酸およびドコサヘキサエン酸の
オクタノイルグレリン産生・分泌抑制機序に関与す
る因子の解析
○橋口 夏海1, 永瀬 翔子1, 大磯 茂1,2, 中島 健輔1,2, 仮
屋薗 博子1,2（1長崎国際大薬, 2長崎国際大院）
漢方製剤による LPS 刺激マクロファージへの NO 産
生の影響
○小野寺 智也1, 高木 晃寛1, 和田 倫枝2, 桧貝 孝慈1,
李 巍2, 小池 一男2（1東邦大薬・病態生化, 2東邦大薬・
生薬）
歯のコーティング剤とその成分がヒト末梢血単核細
胞からのサイトカイン産生に及ぼす効果について
○杉山 健太郎1, 水口 絵里子1, 松田 梨紗1, 田中 祥子1,
和田 幸子2, 浦井 薫子2, 平野 俊彦1（1東京薬大薬 臨床
薬理, 2ハニック・ホワイトラボ）
抗癌剤耐性細胞におけるアミノ酸トランスポーター
の発現解析
○中山 優子1, 大西 晃1, 山本 成人1, 峯垣 哲也2, 山本
和宏3, 高良 恒史1（1姫路獨協大薬・医療薬剤学, 2京都
薬大・臨床薬学, 3神戸大病院薬）

薬物治療（基礎）④
28PA-am311

28PA-am312

28PA-am313
28PA-am314

28PA-am315

肥満マウスにおけるプロポフォールの体内動態及び
麻酔効果の検討
○森本 夏帆1, 曽我 亜未1, 合田 ひとみ1, 山岸 喜彰1,
工藤 敏之1, 伊藤 清美1（1武蔵野大薬）
抗 CSPG4 完全ヒト型抗体発現系の構築と評価
○伊藤 邦彦1, 志田 幸平1, 青山 春菜1, 鈴木 詩絵里1
（1静岡県大薬）
抗てんかん薬のラジカル消去作用
○今井 公江1, 山本 実華1, 岩﨑 綾乃1（1摂南大薬）
低濃度フッ化物を用いたミュータンス菌増殖抑制効
果の検討
○小橋 沙耶佳1, 大和 英里奈1, 山田 陽一2, 吉田 万
佑子1, 越智 みなみ1, 加地 弘明1, 塩田 澄子2, 小野
浩重1（1就実大薬 薬物療法設計学, 2就実大薬 分子生
物学）
各種抗がん剤誘発性末梢神経障害における遺伝性神
経疾患 Charcot-Marie-Tooth 病原因遺伝子発現量の
変動
○山下 郁太1, 入江 圭一1, 明瀬 孝之1, 木村 奈美1, 幸
地 茜1, 白石 ちひろ1, 松本 麻美1, 久保田 夕貴1, 松尾
宏一1, 林 稔展2, 三島 健司3, 中野 貴文1, 高瀬 友美1, 佐
藤 朝光1, 本多 健治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）

28PA-am319

多発性骨髄腫患者における Frailty 評価表の導入と現
状調査
○三宅 秀敏1, 光安 正平1, 青栁 貴大1, 今村 豊2, 岡村
孝2, 橋口 道俊2, 城島 浩人2, 野見山 敬太2, 吉田 奈央2,
古賀 恭子1（1聖マリア病院薬, 2聖マリア病院 血液内
科）
28PA-am320 分子標的薬服用患者における有害事象の発現頻度に
及ぼす合併症の影響
○照井 一史1, 井上 忠夫2, 佐藤 栄作2, 新岡 丈典1（1弘
前大病薬, 2奥羽大薬）
28PA-am321S 非小細胞肺癌患者における EGFR チロシンキナーゼ
阻害薬の血漿中濃度と動態関連遺伝子多型が副作用
重症度に及ぼす影響
○福田 純久1, 林 秀樹1,2, 飯原 大稔1,2, 水崎 直樹1, 廣
瀬 智恵美2, 柳瀬 恒明3, 大野 康3, 伊藤 善規2, 杉山 正1,
小原 道子1（1岐阜薬大, 2岐阜大病院薬, 3岐阜大病院
呼吸器）
28PA-am322 エルロチニブと CYP3A4 阻害薬による薬物間相互作
用が副作用発現に及ぼす影響
藤田 未来也1, ○菅 幸生1, スタッブ 由紀子1, 石田 奈
津子1, 石﨑 純子1, 山崎 瑛1, 嶋田 努2, 崔 吉道2, 松下
良1（1金沢大院医薬保, 2金沢大病院薬）

薬物治療（がん）②
28PA-am323

28PA-am324

28PA-am325

28PA-am326

28PA-am327

薬物治療（がん）①
28PA-am316

28PA-am317

28PA-am318

有害事象自発報告データベースを活用したベバシズ
マブの抗腫瘍効果を減弱させる薬剤の探索研究
○座間味 義人1,2, 三井 茉綸1, 石澤 有紀1, 武智 研志2,
今西 正樹2, 堀ノ内 裕也1, 福島 圭穣1, 池田 康将1, 藤
野 裕道1, 土屋 浩一郎1, 玉置 俊晃1, 石澤 啓介1,2（1徳
島大院医歯薬, 2徳島大病院）
メルファラン注供給不足により影響を受け実施した
自家造血幹細胞移植前処置レジメン M-BEAC と MBEAM の安全性と有効性の評価（第 2 報）
○宮川 慧子1, 伊勢崎 竜也1, 中川 雄介1, 安室 修1, 末
永 孝生2, 舟越 亮寛1（1亀田総合病院薬, 2亀田総合病
院血液・腫瘍内科）
緩和ケアチーム介入患者と非介入患者の STAS-J を
用いた症例評価の検討
○濵名 真由美1, 寺山 和利1, 近藤 汐香1, 渡部 多真紀2,
渡辺 茂和2, 土屋 雅勇2, 加藤 菊郎1（1江東病院薬局,
2
帝京大薬 実務実習研究室）

28PA-am328

化学療法誘発性血小板減少症に対する加味帰脾湯の
有効性の検証（第 2 報）
○加藤 敦1, 石川 雄大1, 龍 伸和1, 三村 泰彦1, 足立 伊
佐雄1（1富山大病院薬）
アロマターゼ阻害剤 アナストロゾールとレトロ
ゾールによる関節症状の発現における比較検討
○森元 能仁1, 猿丸 修平2, 大島 優子1, 鶴田 智穂1, 渡
部 一宏1（1昭和薬大 臨床薬学教育研セ 実践薬学部
門, 2ブレストクリニック築地）
マイトマイシン C による細胞傷害に対するチオ硫酸
ナトリウム水和物およびメタロチオネインの抑制
効果
○田口 亜依1, 佐々木 恵1, 平賀 建1, 高石 雅樹1, 武田
利明2, 浅野 哲1（1国際医福大薬, 2岩手県大看護）
マイトマイシン C の細胞傷害に対する冷罨法の抑制
効果
○平賀 建1, 佐々木 恵1, 高石 雅樹1, 武田 利明2, 浅野
哲1（1国際医福大薬, 2岩手県大看護）
乳がん術前術後化学療法施行患者における発熱性好
中球減少症の発症リスク因子に関する検討
○東 香歩1, 野村 政孝1, 垣内 綾乃1, 濱田 真夏1, 岩瀬
瑠美1, 坂本 紗友里1, 榎本 麻里子1, 依岡 千恵子1, 腰山
しおり1, 橋田 和佳1, 門田 亜紀1, 常風 興平1, 八木
祐助1, 森田 靖代1, 宮村 充彦1（1高知大病院薬）
日本人閉経後乳がん患者のアロマターゼ阻害薬によ
る筋肉痛の発現とエストロゲン濃度に関する研究
○柳田 真実1, 石井 康子1, 加藤 有希2, 野毛 一郎2, 木
村 正幸3, 賀川 義之1（1静岡県大薬, 2沼津市立病院薬,
3
沼津市立病院外科）

薬物治療（がん）③
28PA-am329

28PA-am330

28PA-am331
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微小管阻害薬の細胞傷害における細胞骨格破壊の
関与
○加藤 颯1, 佐々木 恵1, 平賀 建1, 高石 雅樹1, 武田
利明2, 浅野 哲1（1国際医福大薬, 2岩手県大看護）
微小管阻害薬の細胞傷害に対する冷罨法の抑制効果
○佐々木 恵1, 平賀 建1, 高石 雅樹1, 武田 利明2, 浅野
哲1（1国際医福大薬, 2岩手県大看護）
膵臓がんに対するゲムシタビン＋アルブミン懸濁型
パクリタキセル療法の治療強度低下に関する影響因
子の検討
○高橋 克之1, 豕瀬 諒1, 高橋 正也1, 永山 勝也1（1大阪
市立大病院薬）

28PA-am332

アルブミン懸濁型パクリタキセル＋ゲムシタビン療
法における末梢神経障害のリスク因子に関する検討
○山本 奈歩1, 堀 祐貴2, 高廣 理佳子1, 菅 幸生2, 嶋田
努1, 崔 吉道1（1金沢大病院薬, 2金沢大院医薬保）
28PA-am333 Cisplatin 誘発痛覚過敏反応に及ぼすバルプロ酸の
影響
○友成 真理1, 舘 愛美1, 瀬戸 祥弘1, 藤 秀人1（1富山大
院薬）
28PA-am334S ゲムシタビンによる血管痛発現機序の解明および新
規予防対策の検討
○坂口 健太1, 菅 幸生1, スタッブ 由紀子1, 清水 亮1, 津
幡 あつ実1, 藤田 未来也1, 石田 奈津子1, 石﨑 純子1,
松下 良1（1金沢大院医薬保）

薬物治療（がん）④
28PA-am335

Vincristine 誘発による末梢神経障害に関する検討
-Substance P の影響○千葉 輝正1, 松永 栄智1, 岡 裕介2, 神戸 敏江2, 川上
和宜3, 田口 恭治2, 阿部 賢志1（1日本薬大, 2昭和薬大,
3
がん研有明病院）
28PA-am336S【演題取り下げ】
28PA-am337 エルロチニブが腸管免疫に及ぼす影響
○宇内 優1, 筑後 裕貴1, 保田 元気2, 小林 正紀3, 井関
健2,3, 鈴木 夏子1（1北海道薬大, 2北大院薬, 3北大病院）
28PA-am338 抗がん剤内服患者における薬薬連携～検査値付き処
方箋と副作用評価基準の共有～
○上妻 雅俊1（1クオール クオール薬局）
28PA-am339 乳癌患者の薬物療法に対する副作用マネージメント
アプリの構築
○半田 智子1, 奥山 裕美1, 山本 仁美1, 中村 清吾2, 加
藤 裕久1（1昭和大薬, 2昭和大医）
28PA-am340 ニューキノロン系抗菌剤および UVA 併用による膵
癌細胞のアポトーシス誘導に影響する構造特性の
評価
○櫻井 咲希1, 西 弘二1, 岩瀬 由未子1, 弓田 長彦1（1横
浜薬大）

薬物治療（がん）⑥
28PA-am347S 各種温度下におけるシクロホスファミドの最大ガス
化量
○遠藤 晋吾1,3, 石渡 俊二1, 山本 理恵1, 北野 里佳1, 藤
本 美弥1, 山本 哲志1, 多賀 淳1, 升永 早紀1, 益子 高1,
福田 由之2, 安井 友佳子3, 石坂 敏彦3, 井上 知美1, 小
竹 武1（1近畿大薬, 2タムラテコ, 3堺市立総合医療セン
ター）
28PA-am348 マウスにおける afatinib の経口投与により生じる皮
膚障害に対する minocycline の効果
○上原 咲子1, 河原 千容1, 佐藤 陽香1, 増山 美咲1, 佐
野 和美1, 中館 和彦1, 池上 洋二1, 花田 和彦1（1明治薬
大）
28PA-am349 ヒト大腸がん細胞の 5-フルオロウラシル + デプシペ
プチド併用療法による抗腫瘍効果の増強と細胞周期
チェックポイント因子 p53、CHEK1 の mRNA 発現
レベルの変動
○髙橋 沙紀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）
28PA-am350 抗がん剤（CPT-11,SN-38)と DNA メチル化阻害剤
(DAC)併用における大腸がん細胞内の UGT1A1 の発
現について
○竹田 靖子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）
28PA-am351 オキサリプラチン耐性ヒト大腸がん細胞における幹
細胞マーカー mRNA と幹細胞特異的 microRNA の
発現量比較
○田中 章太1, 細川 美香1, 上田 久美子1, 岩川 精吾1
（1神戸薬大）
28PA-am352 ヒト大腸がん細胞株 HCT116 細胞におけるトランス
ポーター、解糖系酵素、メタロプロテアーゼの mRNA
発現量に対するニトロベンジルチオイノシン処置の
影響
○河田 千秋1, 今井 護1, 上田 久美子1, 田中 章太1, 細
川 美香1, 岩川 精吾1（1神戸薬大）

薬物治療（個別化）①
薬物治療（がん）⑤
28PA-am341

28PA-am342

28PA-am343

28PA-am344

28PA-am345

28PA-am346

分子標的治療薬ソラフェニブによるマクロファージ
活性化作用
○石橋 由花1, 小林 康次郎1,2, 桧貝 孝慈1, 向津 隆規2,
松井 太吾2, 和久井 紀貴2, 松尾 和廣3, 永井 英成2（1東
邦大薬・病態生化学, 2東邦大医療セ・消化器内科, 3東
邦大薬・臨床薬学）
抗腫瘍剤の効果増強を目的としたニンニク成分アリ
シンの有用性検討
○山本 梨香子1, 杉山 育美1, 佐塚 泰之1（1岩手医大
薬）
ドキソルビシン・ケルセチン封入リポソームによる
薬剤耐性がん細胞への効果に関する検討
○跡部 一孝1, 三島 千彰1, 榊原 紀和1, 加藤 善久1（1徳
島文理大香川薬）
アミノレブリン酸を用いるがん光線力学的療法に対
するシッフ塩基誘導体の感受性増強作用
○遠藤 良夫1, 宇都 義浩2, 芝 一休3, 篠原 侑成3, 安部
千秋4, 小幡 徹5, 小倉 俊一郎6, 米村 豊7（1金沢大がん
研, 2徳島大院・生物資源産業学研究部, 3徳島大院・先
端技術科学教育部, 4先端医療振興財団・医薬品開発
研究部, 5愛知学院大薬, 6東工大院・生命理工, 7腹膜播
種治療支援機構）
Log D を利用した 15 種のチロシンキナーゼ阻害剤の
HPLC 定量法の開発
○南後 菜月1, 秋常 仁志1, 佐野 和美1, 植沢 芳広1, 池
上 洋二1, 花田 和彦1（1明治薬大）
マグネシウム併用によるシスプラチンの細胞内取り
込みへの影響
○安田 恵1, 岸本 修一2, 天野 学1, 福島 昭二2（1兵庫医
療大薬, 2神戸学院大薬）

28PA-am353S 特殊患者集団における薬物動態の評価と投与量設定
(1)：DPP-4 阻害薬
○白石 沙貴1, 高橋 晴美1（1明治薬大）
28PA-am354S 特殊集団における薬物動態の変動と投与量の評価
(2)：第 2 世代抗精神病薬
○鈴木 愛理1, 高橋 晴美1（1明治薬大）
28PA-am355S 特殊患者集団における薬物動態の評価と投与量設定
(3)：プロトンポンプ阻害薬
○横山 晋太郎1, 高橋 晴美1（1明治薬大 薬剤学）
28PA-am356S 特殊患者集団における薬物動態の評価と投与量設定
(4)：アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARBs)
○篠原 早紀1, 高橋 晴美1（1明治薬大）
28PA-am357S 腎機能低下時における肝代謝型薬物の肝固有クリア
ランスの変化に関する文献調査
○眞屋 美里1, 広瀬 菜奈重1, 花田 和彦1（1明治薬大）
28PA-am358 生理学的薬物動態(PBPK)モデルを用いた α1-酸性糖
タンパク質濃度変動に伴うドセタキセルの動態及び
薬力学的変化の予測
○田川 菜緒1,2, 杉山 恵理花1, 田島 正教1, 佐々木 忠
徳2, 佐藤 均1（1昭和大薬 薬物動態学, 2昭和大薬 病院
薬剤学）
28PA-am359 UPLC-MS による内因性ステロイド化合物定量法を
用いた CYP3A 活性迅速評価法の開発
○熊坂 美悠1, 窪田 実佑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）②
28PA-am360
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カフェイン含有飲料と CYP1A2 遺伝子多型における
相関性
○坂口 友唯1, 競 和佳1, 今井 美穂1, 村田 成範1, 木下
健司1（1武庫川女大薬）

28PA-am361

28PA-am362

28PA-am363

28PA-am364

28PA-am365

定量的リアルタイム PCR を用いた CYP2D6 のコピー
数多型解析法の確立
○今井 美穂1, 競 和佳1, 森次 美和子1, 坂口 友唯1, 村
田 成範1, 木下 健司1（1武庫川女大薬）
ハイスループット SNP タイピング法の開発
坂口 友唯1, ○競 和佳1, 今井 美穂1, 森次 美和子1, 村
田 成範1, 木下 健司1（1武庫川女大薬）
人工膝関節置換術施行患者におけるエドキサバンの
体内動態と個体差発現要因の解析
○高島 勇基1, 柴田 壮一2, 松原 肇2,3, 月村 泰規4, 高橋
晴美1, 花田 和彦1（1明治薬大, 2北里研究所病院薬, 3北
里大, 4北里研究所病院・人工関節センター）
人工膝関節置換術施行患者における抗凝固薬投与中
止に影響する要因の解析
○花田 和彦1, 柴田 壮一2, 高島 勇基1, 井口 智恵2,3, 小
林 義和2, 松原 肇2,3, 月村 泰規4, 高橋 晴美1（1明治薬
大, 2北里研病院薬, 3北里大薬, 4北里研病院人工関節・
軟骨移植セ）
メリンジョ由来レスベラトロールがアディポネクチ
ン多量体化能に及ぼす影響：二重盲検プラセボ対照
ランダム化比較試験
○中嶋 あずさ1, 鬼木 健太郎2, 小畑 祐衣1, 坂本 優季2,
瀬口 優里1, 斉藤 百香1, 木村 彩1, 徳丸 尚人1, 渡邊
丈久3, 宮田 敬士3, 猿渡 淳二2,4（1熊本大薬, 2熊本大院
薬, 3熊本大院医, 4熊本大育薬フロンティアセ）

PA 会場

3 月 28 日（水）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

製剤学①
28PA-pm051S マイクロサイズのフロースルーセルを用いた紐状ミ
セルゲルからの糖応答性薬物放出の評価
○吉田 綾華1, 武井 千弥1, 三木 涼太郎1, 江川 祐哉1,
関 俊暢1（1城西大薬）
28PA-pm052S ボロン酸修飾インスリンとポリビニルアルコールか
らなる糖応答性ゲルの調製
○武井 千弥1, 吉田 綾華1, 江川 祐哉1, 三木 涼太郎1,
関 俊暢1（1城西大薬）
28PA-pm053 グルコマンナンを用いたボールミル粉砕による徐放
性製剤の調製と評価
○岡崎 史宜1, 照喜名 孝之1, 服部 祐介1, 大塚 誠1（1武
蔵野大薬）
28PA-pm054 薬物放出量を決定するインテリジェント製剤へのア
ルギン酸ゲルビーズの利用
○加藤 嵐1, 礒部 隆史1, 大河原 晋1, 加藤 輝隆1, 越智
定幸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）
28PA-pm055S ラミニン α2 鎖由来ペプチド修飾脂質ナノ粒子の調
製と筋指向性評価
○佐々木 愛理1, 林 由浩1, 韮沢 慧1, 片桐 文彦1, 吉田
彰宏1, 坂井 崇亮1, 平島 真一1, 三浦 剛1, 吉川 大和1, 野
水 基義1, 根岸 洋一1（1東京薬大薬）
28PA-pm056 一酸化窒素ガスを内封した超音波応答性バブルリポ
ソームの開発
○根岸 洋一1, 澤田 ほのか1, 韮沢 慧1, 異島 優2, 高橋
葉子1, 笹山 瑞紀1, 鈴木 亮3, 丸山 一雄3, 丸山 徹4（1東
京薬大薬, 2徳島大薬, 3帝京大薬, 4熊本大薬）
28PA-pm057 グリコールキトサン－サクシニルプレドニゾロン結
合体ナノゲルの調製と DDS としての評価
○大西 啓1, 一之瀬 優衣1, 池内 由里1, 服部 喜之1（1星
薬大）
28PA-pm058S 酸性ムコ多糖ーグリシルプレドニゾロン結合体ナノ
ゲル調製と DDS としての評価
○水野 康平1, 池内 由里1, 服部 喜之1, 大西 啓1（1星薬
大）

28PA-pm059

肺線維症モデルマウスにおける薬物封入リポソーム
肺投与後の肺内滞留性に関する検討
○金澤 楓1, 戸上 紘平1, 兼平 幸宗1, 多田 均1, 丁野
純男1（1北海道薬大）
28PA-pm060 胃全摘患者の悪性貧血治療/予防を目的とした経口
V.B12 製剤の検討
○平野 里佳子1, 杉山 育美1, 佐塚 泰之1（1岩手医大
薬）
28PA-pm061 高分子型硫化水素供与体の開発と酸化ストレス疾患
治療への応用
○堺 香輔1, 勝見 英正1, 杉浦 真優1, 釜野 健太郎1, 山
内 基誉1, 丹波 綾香1, 坂根 稔康1,2, 山本 昌1（1京都薬
大, 2神戸薬大）
28PA-pm062S ドキソルビシンの副作用回復薬としての葉酸修飾シ
クロデキストリンの有用性評価
○桑野 いづみ1, 東 大志1, 本山 敬一1, 有馬 英俊1,2
（1熊本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プ
ログラム）
28PA-pm063 アジピン酸ヒドラジドをリンカーとするコンドロイ
チン硫酸-ドキソルビシン結合体の調製と抗腫瘍効果
の評価
○川野 久美1, 深澤 藍1, 池内 由里1, 服部 喜之1, 大西
啓1（1星薬大）
28PA-pm064S 新規抗がん剤としての葉酸修飾メチルシクロデキス
トリンポリロタキサンの合成および評価
○江頭 聡樹1, 東 大志1, 本山 敬一1, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム）
28PA-pm066 ナノ粒子に対する動的光散乱法による粒子径測定の
検討
○芦澤 一英1,2,3,4, 岡井 一喜2,3, 大塚 誠2, 板井 茂5（1三
菱ケミカルフーズ, 2武蔵野大薬, 3SSCI研究所, 4国立
成育医療研セ, 5静岡県大薬）
28PA-pm067 薬物キャリアーとしての利用を想定したヒト脂肪幹
細胞におけるピラルビシンおよびドキソルビシンの
細胞内移行・排出特性
○須藤 ほおみ1, 竹林 裕美子1, 久米 麻世1, 大利 昌広1,
宮崎 誠1, 伊井 正明2, 永井 純也1（1大阪薬大, 2大阪医
大）
28PA-pm068S【演題取り下げ】
28PA-pm069S 新規血中滞留性素子を搭載した腫瘍低 pH 応答性リ
ポソームの開発
○丸川 裕己1, 板倉 祥子2, 斎藤 博幸1, 宗 慶太郎3, 濱
進1（1京都薬大, 2東京理大生命医研, 3早大理工総研）
28PA-pm070S 腫瘍深部の微弱低 pH 下のがん細胞へ薬物送達可能
な腫瘍透過性リポソームの開発
○板垣 渚1, 松井 諒1, 板倉 祥子2, 斎藤 博幸1, 濱 進1
（1京都薬大, 2東京理大生命医研）
28PA-pm071 ビフィズス菌の蛋白質発現量向上に向けたプロモー
タ－の探索と体内動態解析
○清水 芳実1, 榎本 健太1, 磯田 勝広1, 平 裕一郎1, 平
郁子1, 斎藤 浩美1, 石田 功1（1帝京平成大薬）
28PA-pm072 中性子捕捉療法を目的とした BR2 ペプチド結合型ボ
ロンハイブリットリポソームの開発
○平町 隆明1, 笠岡 敏1, 小石 雅也1, 二木 秀仁1, 田中
佑典1, 吉川 広之1, 増永 慎一郎2, 小野 公二2, 櫻井
良憲2（1広島国際大薬, 2京大原子炉）
28PA-pm073 ボロン中性子捕捉療法(BNCT)を目的とした膜流動
感受性ボロンハイブリッドリポソームの開発
○國澤 敦史1, 笠岡 敏1, 小泉 將人1, 沖島 由記1, 田中
佑典1, 吉川 広之1, 増永 慎一郎2, 小野 公二2, 櫻井
良憲2（1広島国際大薬, 2京大原子炉）
28PA-pm074 抗がん剤用 DDS キャリアとしてのアルブミンナノ粒
子の有用性評価
○山崎 啓之1,2, 木村 虎太郎1, 中村 秀明1, 原武 衛1,2,
田口 和明1, 小田切 優樹1,2（1崇城大薬, 2崇城大DDS
研）
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28PA-pm075

葉酸修飾メチル-β-シクロデキストリンによるミトコ
ンドリア由来活性酸素種の過剰産生を介したマイト
ファジーの誘導
○本山 敬一1, 山下 有希1,2, 東 大志1, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム）
28PA-pm076 環境応答高分子性抗癌剤（P-THP）の作製と抗癌効
果の基礎的検討
○中村 秀明1, Tomas ETRYCH2, Petr CHYTIL2, 原武
衛1（1崇城大薬, 2チェコ高分子化学研）
28PA-pm077 骨転移腫瘍に対するホウ素中性子捕捉療法（BNCT)：
ヒト由来乳癌細胞株を用いた前臨床研究
○佐谷 諒一1, 安藤 徹1, 藤本 卓也2, 中野 将司1, 須藤
保3, 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）
28PA-pm078 抗腫瘍効果の増強を目的とした緑茶成分共内封リポ
ソームの細胞移行評価
○佐藤 千夏1, 杉山 育美1, 佐塚 泰之1（1岩手医大薬）
28PA-pm079 レスベラトロール包接シクロデキストリンおよびポ
リエチレングリコールが結合した金ナノ粒子の物性
評価
○近藤 康人1, 柳樂 美月1, 田上 辰秋1, 尾関 哲也1（1名
市大院薬）
28PA-pm080S 新規ホウ素リポソーム製剤の生体内分布とその治療
効果の評価
白川 真1,2, ○柏田 啓江1, 中井 啓2,3, 吉田 文代2, 栗林
ひかり1, 南田 幸子1, 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）
28PA-pm081 がん中性子捕捉療法用 Gd 含有キトサンナノ粒子の
開発：異なる粒子径を持つナノ粒子を用いた抗腫瘍
効果の増強に関する検討
○安藤 徹1, 中谷 有吾1, 鈴木 実2, 櫻井 良憲2, 髙田
卓志2, 藤本 卓也3, 須藤 保4, 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, 2京都大原子炉実験
所, 3兵庫県立がんセ整形外, 4兵庫県立がんセ研）
28PA-pm082 効率的な光線力学療法を指向したハイブリッド型光
増感剤送達システム
○野本 貴大1, 福島 重人2, 熊谷 康顕2, 宮崎 幸造2, 井
上 明季2, Peng MI2, 前田 芳周2, 籐 加珠子2, 松本 有2,
守本 祐司3, 岸村 顕広4, 西山 伸宏1, 片岡 一則2,5（1東
工大, 2東大院, 3防衛医大, 4九大, 5ナノ医療イノベー
ションセ）
28PA-pm083 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 siRNA の生体内分布と遺伝子発現抑制
効果に及ぼす正電荷リポソームの正電荷脂質の影響
○服部 喜之1, 中村 麻里1, 竹内 のぞみ1, 吉池 悠貴1,
田口 将光2, 大野 浩章2, 尾﨑 惠一3, 大西 啓1（1星薬大,
2
京大薬ケモゲノミクス, 3大薬大・基礎セ）
28PA-pm084 自己組織化 siRNA/脂質ナノ粒子静脈内投与後の
siRNA の体内動態/構造安定性および肝遺伝子発現
抑制効果
○當間 海吏1, 岡本 浩一1, 奥田 知将1, 島袋 裕1, 渡部
紗南1（1名城大薬）
28PA-pm085 神経細胞選択的ポリプレックス搭載型バブルリポ
ソームによる脳への siRNA デリバリーシステムの
構築
○髙橋 葉子1, 金丸 理恵1, 片桐 文彦1, 佐藤 加奈子1,
大谷 嘉典1, 鈴木 亮2, 丸山 一雄2, 野水 基義1, 馬場
広子1, 根岸 洋一1（1東京薬大薬, 2帝京大薬）
28PA-pm086 肺指向性ナノデバイスを用いたメラノーマ肺転移の
抑制
○兒玉 幸修1,2, 加藤 由佳1, 三枝 由香莉1, 室 高広1, 中
村 忠博1, 北原 隆志1, 佐々木 均1（1長崎大病院薬, 2長
崎大院医歯薬）
28PA-pm087 c-myc-siRNA 内包微粒子による大腸がん腹膜播種
抑制
○中村 忠博1, 兒玉 幸修1,2, 城戸 千優1, 北原 隆志1,
佐々木 均1（1長崎大病院薬, 2長崎大院医歯薬）

製剤学②
28PA-pm088

微小球状多孔性シリカを担体とした乾式コーティン
グの検討
○中村 承平1, 近藤 志帆子1, 毛利 綾花1, 坂本 宜俊1,
湯淺 宏1（1松山大薬）
28PA-pm089 口腔内崩壊錠の硬度低下抑制剤としての酸化マグネ
シウムの有用性
○坂本 宜俊1, 可知 重人2, 中村 承平1, 湯淺 宏1（1松山
大薬, 2協和化学）
28PA-pm090 噴霧乾燥及び粉砕により調製した indomethacin/
nicotinamide/hypromellose 三成分固体分散体の物性
評価
○森部 久仁一1, 西村 美咲1, 植田 圭祐1, 東 顕二郎1
（1千葉大院薬）
28PA-pm091 Effect of degree of hydrolysis of polyvinyl alcohol on
amorphous stability of nifedipine solid dispersion
○Porntip BENJASIRIMONGKOL1,2, Keisuke UEDA1,
Kenjirou HIGASHI1, Kunikazu MORIBE1（1Graduate
School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University,
Japan, 2Faculty of Pharmacy, Silpakorn University,
Thailand）
28PA-pm092 Characterization of amorphous cyclosporin A
nanosuspension prepared by wet bead milling with
poloxamer 407
○Ziqiao CHEN1, Keisuke UEDA1, Keijirou HIGASHI1,
Kunikazu MORIBE1（1Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Chiba University）
28PA-pm093S 低波数ラマン分光法を用いた医薬品共結晶の微量探
索スクリーニング
○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）
28PA-pm094 ランダムフォレストによる原薬物性-錠剤物性間のモ
デル化
○林 祥弘1, 丸茂 勇輝1, 中野 友梨1, 金田 千晶1, 平井
大二郎2, 熊田 俊吾2, 小杉 敦2, 髙山 幸三3, 大貫 義則1
（1富山大院薬, 2日医工, 3城西大薬）
28PA-pm095 ノビレチン高吸収製剤の開発
○岩下 真純1, 橋爪 浩二郎1, 梅原 正裕1, 石上 喬晃1,
大西 慎太郎1, 山本 征輝1, 東 顕二郎2, 森部 久仁一2
（1花王, 2千葉大院薬）
28PA-pm096 健康食品における積層錠の製剤設計
○清水 篤史1, 中川 公太1, 中村 達雄1, 大濱 寧之1, 本
城 政稔1, 寺本 祐之1（1ファンケル総合研究所 機能性
食品研）
28PA-pm097 3D バイオプリンターを用いたナフトピジル含有錠剤
の作成とプリンターインクの物性・処方が錠剤の特
性に与える影響
○吉村 夏実1, 安藤 睦美1, 野田 剛弘1, 田上 辰秋1, 尾
関 哲也1（1名市大院薬）
28PA-pm098 2 ペン熱溶解積層型 3D プリンターを用いた薬物含
有・薬物非含有 3 次元立体構造制御複合化錠剤の調
製とその製剤学的評価
○久保田 紫帆1, 照喜名 孝之1, 服部 祐介1, 大塚 誠1
（1武蔵野大薬）
28PA-pm099S 肺胞への薬物送達を目的とした 多孔質 PLGA/ゼラチ
ン複合体マイクロスフェアの開発
○斎田 雄基1, 田仲 涼眞1, 照喜名 孝之1,2, 服部 祐介1,2,
芦澤 一英2, 大塚 誠1,2（1武蔵野大院薬, 2武蔵野大薬学
研）
28PA-pm100S 湿式粉砕・滴下凍結乾燥法によるシクロスポリン錠
の開発と処方の最適化
○船越 映美1, 小林 正人1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1（1名
城大薬）
28PA-pm101S 優れた嚥下性能を有したゲル化製剤の開発
○浅井 藍人1, 近藤 啓太1, 丹羽 敏幸1（1名城大薬）
28PA-pm102S 溶媒和物形成による医薬品の溶解性改善
○朱 芳黎1, 伊藤 雅隆1, 野口 修治1（1東邦大薬）
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28PA-pm103

ナノ粒子の再分散に適した噴霧急速凍結乾燥微粒子
の粉体特性
○奥田 知将1, 山東 史佳1, 岡本 浩一1（1名城大薬）
28PA-pm104S 凍結噴霧乾燥法を用いた Theophylline-Oxalic acid 共
結晶の形成と分光学的手法による疑似結晶多形転移
の解析
○田仲 涼眞1, 斎田 雄基1, 服部 祐介1,2, 芦澤 一英2, 大
塚 誠1,2（1武蔵野大院薬, 2武蔵野大薬学研）
28PA-pm105S クラリスロマイシン準安定 I 型結晶の吸湿による転
移過程の解析
○司馬 理佳1, 伊藤 雅隆1, 渡邉 美笛2, 岩尾 康範2, 板
井 茂2, 野口 修治1（1東邦大薬, 2静岡県大薬）
28PA-pm106S 柑橘類果皮由来フラボノイド ノビレチンの共結晶
調製と物性評価
○徳永 将大1, 伊藤 雅隆1, 野口 修治1（1東邦大薬）
28PA-pm107 イブプロフェン/ニコチンアミドのコクリスタルの溶
解機構の検討
○石原 聡恵1, 照喜名 孝之1, 服部 祐介1, 大塚 誠1（1武
蔵野大薬）
28PA-pm108S 超臨界二酸化炭素を用いた新規な粉砕機の開発とそ
の粉砕特性の評価
○杉原 早紀1, 大崎 修司1, 仲村 英也1, 綿野 哲1, 奈良
自起2（1大阪府大工, 2奈良機械製作所）
28PA-pm109S 連続顆粒製造システムの数値解析と口腔内速崩壊錠
の設計
○高山 佳奈恵1, 奈良 沙菜恵1, 大﨑 修司1, 仲村 英也1,
綿野 哲1, 逵 隆伸2, 浅井 直親2（1大阪府大院工, 2ダル
トン）
28PA-pm110S 微量噴霧乾燥法の最適化と難水溶性薬物の溶出性
改善
○大澤 菫1, 大﨑 修司1, 仲村 英也1, 綿野 哲1（1大阪府
大工）
28PA-pm111 迅速なサプリメント製剤開発のための粉体打錠特性
の数値化
○足立 知基1, 上野 宏大1, 本城 政稔1, 寺本 祐之1
（1ファンケル）
28PA-pm112 新規ドライコーティング法による苦味マスキングの
検討
○原口 歩美1, 杉浦 大介2, 寺岡 誠3, 藤田 吉明1, 原田
努1, 中村 明弘1（1昭和大薬, 2エルメッドエーザイ, 3樋
口商会）
28PA-pm113S 赤外線サーモグラフィーによる直接打錠工程のリア
ルタイムモニタリング -二段階圧縮の予圧工程が錠
剤の圧縮エネルギーと温度上昇に及ぼす影響○斎藤 秀至1, 松本 修2, 小股 玲欧奈2, 足立 直輝2, 中
岡 利宏2, 服部 祐介1, 大塚 誠1（1武蔵野大薬, 2菊水製
作所）
28PA-pm114 刻印錠における応力集中分布の解析
○森田 直杜1, 佐藤 翼1, 前田 吉晴2, 大前 輝芳2, 髙山
幸三3, 小幡 誉子1（1星薬大, 2畑鐵工所, 3城西大薬）
28PA-pm115 熱溶融積層型 3D プリンターを用いたポリビニルア
ルコールを基材とする 口腔内粘膜付着フィルムおよ
びミニタブレットの作成
○尾関 哲也1, 伊藤 恵里奈1, 長田 典子1, 林 直美1, 田
上 辰秋1, 酒井 紀人2（1名市大院薬, 2日本合成化学工
業）
28PA-pm116 O/W エマルションのクリーミング挙動評価における
時間圧力換算則 (TSSP)の適用
辻 貴大1, 望月 晃司2, 林 祥弘1, 小幡 誉子2, 髙山 幸三3,
○大貫 義則1（1富山大院薬, 2星薬大, 3城西大薬）
28PA-pm117 メチルセルロース液剤のゲル形成性に及ぼす糖アル
コールの影響
○下山 哲哉1, 磯貝 純1, 伊藤 邦彦1, 小林 道也1（1北医
療大薬）
28PA-pm118 デンプンゲルからの薬物放出挙動
○伊藤 邦彦1, 熊谷 悠亮1, 平野 智大1, 下山 哲哉1, 小
林 道也1（1北医療大薬）

28PA-pm119S 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トレハロースの影響
○西巻 宏将1, 下山 哲哉1, 伊藤 邦彦1, 小林 道也1（1北
医療大薬）
28PA-pm120S 褥瘡治療を目的とした温度応答性ゲル製剤の開発
○村田 大貴1, 河野 弥生1, 岩野 友香1, 嶋田 修治1, 花
輪 剛久1（1東京理大薬）
28PA-pm121S 患者に優しい製剤の開発－湿式粉砕によるメフェナ
ム酸の微粒子化－
○嶋村 映美1, 河野 弥生1, 花輪 剛久1（1東京理大薬）
28PA-pm122S MRI を用いた褥瘡治療用外用剤の新たな評価法
○月江 瑛莉子1, 笹津 備尚1, 中ノ瀬 千尋1, 大貫 義則2,
横川 雅光1, 関根 祐介3, 板橋 武史1, 渡辺 聡1, 宮下
正弘1, 小幡 誉子1, 輪千 浩史1（1星薬大, 2富山大, 3東
京医科大病院）
28PA-pm123S 経口吸収性の向上を指向した Cu-GTSM ナノ結晶製
剤の開発
○高橋 一希1, 高塚 隆之2, 大西 優1, 井上 元基1, 山岸
喜彰3, 工藤 敏之3, 伊藤 清美3, 高橋 秀依4, 深水 啓朗1
（1明治薬大, 2シンキー, 3武蔵野大薬, 4帝京大薬）
28PA-pm124 活性保持型 PEG 化技術およびポリ擬ロタキサン技術
の融合によるインスリンの制御放出システム
○東 大志1, 弘津 辰徳1,2, 本山 敬一1, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム）
28PA-pm125 アゾルガ配合懸濁性点眼液の容器の違いによる 1 滴
量およびスクイズ力の比較検討
○井出 美晴1, 秋山 滋男2, 毎田 千恵子3, 高橋 恵美利1,
宮本 悦子4, 土井 信幸1（1高崎健康福祉大薬, 2東京薬
大薬 実務実習教育セ, 3北陸大薬, 4健康・環境・教育の
会 アカンサス薬局）
28PA-pm126 測定試料数が多い場合の製剤均一性試験の規格と透
過ラマン分光法の適用
○島村 りえ1, 荻原 聖弥1, 岡留 悠祐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）
28PA-pm127 市販ツロブテロールテープのコールドフロー特性の
比較
○宮崎 玉樹1, 菅野 仁美1, 阿曽 幸男1, 合田 幸広1（1国
立衛研）
28PA-pm128 シクロデキストリンによるエクオールの水溶性向上
と抗酸化作用への効果
○前田 秀子1, 小幡 早季子1, 中山 尋量1（1神戸薬大）
28PA-pm129S 抗体製剤の安定性を改善可能なシクロデキストリン
ポリ擬ロタキサンハイドロゲル
○大下 奈緒子1,2, 山下 佳士1, 東 太志1, 本山 敬一1, 小
山 佐和子3, 飯渕 るり子3, 清水 菜津子3, 内田 貴之3,
赤塚 直喜3, 木本 知明3, 大島 英彦3, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム, 3テルモ）
28PA-pm130S 糖転移化合物の会合状態と相互作用の違いに基づく
フラボンの溶解性改善機構
○君波 奈緒1, 内山 博雅1, 門田 和紀1, 箕浦 克彦1, 戸
塚 裕一1（1大阪薬大）
28PA-pm131 高比重リポタンパク質変異体点眼製剤の凍結乾燥保
存に関する初期検討
○島 瑠美奈1, 福田 亮介2, 村上 達也1,2,3（1富山県大工,
2
富山県大院工, 3京大高等研究院物質-細胞統合シス
テム拠点）
28PA-pm132 バイオ医薬品のタンパク質微粒子評価のための多機
関共同測定による光遮蔽法とフローイメージング法
の比較
○原園 景1, 柴田 寛子1, 木吉 真人1, 鳥巣 哲生2, 板倉
由佳里2, 古木 健一朗3, 福田 潤4, 末友 裕行4, 山崎
勝由4, 大庭 澄明5, 小島 昌太5, 西村 仁孝5, 中家 修一6,
前田 裕貴6, 内山 進7, 横山 雅美7, クラユヒナ エレナ7,
石井 明子1（1国立衛研, 2武田薬品工業, 3アステラス製
薬, 4協和発酵キリン, 5持田製薬, 6島津製作所, 7ユー・
メディコ）
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28PA-pm133

種々のカルバマゼピン-ジカルボン酸共結晶の光安定
性比較
○羽澤 知穂1, 寺岡 麗子1, 都出 千里1, 湯谷 玲子1, 坂
根 稔康1（1神戸薬大）
28PA-pm134 フローイメージング法を使ったタンパク質医薬品注
射剤中の不溶性微粒子の測定
○柴田 寛子1, 原園 景1, 木吉 真人1, 石井 明子1（1国立
医薬品食品衛生研）
28PA-pm135 【演題取り下げ】
28PA-pm136 THz-ATR 法を用いた溶液中での溶液媒介転移の簡易
評価法
○秋山 高一郎1, 堀田 和希1, 坂本 知昭2, 高橋 宏典1,
合田 幸広2（1浜松ホトニクス, 2国立医薬品食品衛生
研）
28PA-pm137 イベルメクチン全身浴法におけるイベルメクチン内
包マイクロエマルション製剤の調製と評価
○矢田目 麻衣1, 阿久津 駿太1, 山田 瑞稀1, 倉科 亮太1,
尾関 理恵1, 河野 弥生1, 花輪 剛久1, 小茂田 昌代1（1東
理大薬）
28PA-pm138 フロースルーセル法を用いた坐剤製剤の薬物放出試
験：温度の影響
○大原 厚祐1, 堀 聖一1, 松本 かおり1, 寺島 朝子1, 森
健二1, 長谷川 哲也1, 秋元 雅之1（1城西国際大薬）
28PA-pm139 放射線滅菌したヒアルロン酸におけるラジカル反応
と分子量変化
○山沖 留美1, 木村 捷二郎1, 太田 雅壽2（1大阪薬大,
2
新潟大）
28PA-pm140 水が製剤表面の滑りやすさに与える影響
○嶋﨑 真耶1, 村山 信浩1, 藤田 吉明1, 原田 努1, 中村
明弘1（1昭和大薬 薬剤情報学部門 薬剤学講座）
28PA-pm141 DVS 水蒸気吸着測定装置による医薬品の水和物生
成測定
○東城 守夫1（1イーストコア）
28PA-pm142 毛根を標的とした新規薬物送達技術の開発：ナノ結
晶技術はミノキシジルの発毛効果を高める
○長井 紀章1, 岩井 淑恵1, 川瀬 七愛1, 坂本 茜1, 大竹
裕子1, 緒方 文彦1, 川﨑 直人1（1近畿大薬）
28PA-pm143 アルギン酸フィルムの崩壊と含有薬物溶出挙動
○山崎 葵1, 毎田 千恵子1, 小藤 恭子1, 村田 慶史1（1北
陸大薬）
28PA-pm144 ペクチンフィルム製剤の溶解挙動解析
○秋元 洸輝1, 岸本 実優1, 毎田 千恵子1, 小藤 恭子1,
村田 慶史1（1北陸大薬）
28PA-pm145S 口内炎による疼痛緩和を目的とした粘膜付着性微粒
子の調製と評価
○羽田 哲弘1, 池内 由里1, 井戸崎 傑1, 井上 雄大1, 八
木 真紀恵1, 櫻井 洋臣2, 小林 文香3, 石原 千津子3, 望
月 眞弓2,4, 大西 啓1（1星薬大, 2慶應大病院薬, 3日本合
成化学工業, 4慶應大薬）
28PA-pm146S 消化管吸収改善を目指した粘膜付着性微粒子の開発
○関田 和樹1, 池内 由里1, 塩川 雄大1, 中島 俊輔1, 菊
地 葵1, 岩本 美絵2, 大西 啓1（1星薬大, 2バイオリー
ダース）
28PA-pm147 鼻から脳への薬物送達（Nose-to-Brain）を達成する
ための経鼻投与技術開発：サル鼻腔 3D モデルを活
用した鼻腔内分布の評価
○園田 陽1, 鳥飼 祐介1, 久野 彰史1, 三島 秀晶1, 治田
俊志1（1新日本科学）
28PA-pm148 シクロデキストリン/キトサン複合体による薬物徐放
錠の設計と評価
○安楽 誠1, 田渕 良1, 平山 千夏1, 前崎 祐二2, 庵原
大輔1, 小田切 優樹1, 平山 文俊1（1崇城大薬, 2日本化
薬フード）
28PA-pm149 異なる気体を内包したマイクロバブルの特性評価
○小俣 大樹1, 丸山 保1, 鈴木 亮1, Johan UNGA1, 萩原
芙美子1, 宗像 理紗1, 丸山 一雄1（1帝京大薬）

28PA-pm150

28PA-pm151

サクラン/キトサンナノファイバー複合体を用いた薬
物徐放性貼付剤の作製と評価
○後藤 美和1,2, 安楽 誠1, 庵原 大輔1, 東 和生3, 伊福
伸介4, 東 大志5, 本山 敬一5, 金子 慎一郎6, 有馬 英俊5,
平山 文俊1（1崇城大薬, 2熊本泌尿器科病院薬, 3鳥取
大農獣医, 4鳥取大院工, 5熊本大院薬, 6グリーンサイ
エンス・マテリアル）
新規アジュバントとしての 2-ヒドロキシプロピル-βシクロデキストリンと CpG-ODN の併用効果
○有馬 英俊1,2, 林 智哉1, 牧坂 高太郎1, 本山 敬一1, 東
大志1, 石井 健3（1熊本大院薬, 2熊本大リーディング大
学院 HIGO プログラム, 3医薬健栄研）

新薬・剤型の開発
28PA-pm152S フッ化物含侵口腔粘膜付着性パッチ製剤の製剤学的
検討
○越智 みなみ1, 通阪 栄一2, 吉田 万佑子1, 大和 英
里奈1, 小橋 沙耶佳1, 加地 弘明1, 小野 浩重1（1就実大
薬物療法設計学研究室, 2山口大院 創成科学研究科
（工学））
28PA-pm153S バイオサーファクタント添加によるベタメタゾン吸
入粉末製剤の設計
○田中 萌1, 細川 真希1, 内山 博雅1, 門田 和紀1, 戸塚
裕一1（1大阪薬大）
28PA-pm154S 固体蛍光分析による高度分岐環状デキストリン製剤
内での薬物分子状態の評価
○謝 晉頤1, 竹尾 知1, 行本 篤史1, 内山 博雅1, 門田
和紀1, 戸塚 裕一1（1大阪薬大）
28PA-pm155 10% Gelatin 含有 Vildagliptin の経皮吸収に及ぼす lMenthol 添加の影響
○新井 恵子1, 佐藤 世紀1, 丸山 友貴香1, 伊東 明彦1
（1明治薬大）
28PA-pm156 10% Gelatin 含有 Vildagliptin の経皮吸収に及ぼす
Mentha oil 添加の影響
○佐藤 世紀1, 新井 恵子1, 丸山 友貴香1, 伊東 明彦1
（1明治薬大）
28PA-pm157 溶液物性の違いを利用した噴霧乾燥法によるリファ
ンピシン含有中空粒子の設計
○門田 和紀1, 柳川 裕子1, 立川 智子1, 内山 博雅1, 戸
塚 裕一1（1大阪薬大）
28PA-pm158 抗体工学的手法を用いるラット抗 PCSK9 抗体の親
和性成熟に関する検討
○加藤 芳徳1, 木内 香純1, 丹澤 優斗1, 大田 美香1, 添
田 隆平1, 宮﨑 絢子1, 山田 治美1,2（1国際医福大薬, 2国
際医福大院薬）
28PA-pm159 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 4
○宮坂 知英1, 金丸 ほのか1, 毎田 千恵子1, 小藤 恭子1,
村田 慶史1（1北陸大薬）
28PA-pm160 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル含有フィル
ム製剤の調製
○久保 和香菜1, 毎田 千恵子1, 小藤 恭子1, 村田 慶史1
（1北陸大薬）
28PA-pm161 味覚受容体を発現した培養細胞による非電荷薬物プ
レドニゾロンの苦味評価
○山田 理沙子1, 矢後 あゆみ1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1,
原田 努1, 中村 明弘1（1昭和大薬）
28PA-pm162 小児の服薬を容易にするために考案したアムホテリ
シン B ガムの味と抗真菌作用の評価
○後閑 未来1, 佐々木 京香1, 藤田 吉明1, 村山 信浩1,
原田 努1, 中村 明弘1（1昭和大薬）

製剤試験
28PA-pm163
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医薬品の先発医薬品と後発医薬品における比較研究
（XII）―ケトプロフェン含有貼付剤
○岡嵜 由香1, 野澤 充2, 和田 侑子1, 下川 健一1, 石井
文由1（1明治薬大, 2トライアドジャパン）

28PA-pm164

28PA-pm165

28PA-pm166

28PA-pm167

28PA-pm168

28PA-pm169

28PA-pm170
28PA-pm171
28PA-pm172

28PA-pm173

28PA-pm174

ナノ粒子化技術（S/O）を用いた貼付剤からの薬物
放出制御
○市毛 優1, 和田 侑子1, 下川 健一1, 石井 文由1（1明治
薬大）
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 Ⅱ －添加剤としての L-システインおよび塩
化物イオンの効果－
○緑川 雄介1, 和田 侑子1, 下川 健一1, 石井 文由1（1明
治薬大）
特殊電解還元水に関する研究（12）新規特殊電解還
元水の物理化学的特性と洗浄機構の解明
○久我 俊彦1, 岡島 眞裕2, 和田 侑子1, 下川 健一1, 石
井 文由1（1明治薬大, 2エー・アイ・システムプロダク
ト）
先発医薬品と後発医薬品における製剤比較研究 XIII
-ジクロフェナクナトリウム含有貼付剤における使用
感アンケート調査○元日田 阿子1, 和田 侑子1, 野澤 充2, 後藤 美穂2, 下
川 健一1, 石井 文由1（1明治薬大, 2トライアドジャパ
ン）
新規代替可塑剤を利用した血液バッグの赤血球濃厚
液保存能評価
○森下 裕貴1, 福井 千恵1, 野村 祐介1, 河上 強志1, 池
田 敏之2, 向井 智和3, 柚場 俊康3, 稲村 健一3, 山岡
久時3, 宮崎 謙一4, 岡崎 仁2, 蓜島 由二1（1国立衛研,
2
東大病院, 3川澄化学工業, 4新日本理化）
サプリメントの適正使用に関する検討：カルニチン
含有製品
○宮地 佑佳1, 澤田 愛里1, 仲山 千佳1, 堀場 崇志1, 大
嶋 耐之1（1金城学院大薬）
物理製剤学的な指標による市販サプリメントの評価
○長石 祥平1, 平野 裕之1（1神戸学院大薬）
ビソプロロール・テープ剤の放出挙動の評価
○小林 真理子1, 上野 和行1（1新潟薬大薬）
分包紙の違いによる調剤用パンビタン末中の葉酸含
量低下の差異
○鈴木 裕之1, 安部 美里1, 宮浦 誠治2, 猪岡 京子2, 中
村 達也1, 八木 朋美1, 我妻 恭行1, 鈴木 常義1, 村井 ユ
リ子1, 髙村 千津子2, 中村 仁1（1東北医薬大薬, 2宮城
県立がんセンター薬）
塩基性吸湿性の錠剤と腸溶錠を一包化した際の融合
（配合変化）メカニズム
○岩山 訓典1, 久保 靖憲1, 大滝 康一1,2, 小野 尚志1, 福
土 将秀1, 粟屋 敏雄1,3, 田﨑 嘉一1（1旭医大病院薬, 2北
海道薬大, 3市立旭川病院薬）
ボナロン経口ゼリーの服用方法が溶出プロファイル
に及ぼす影響
○福田 知美1,2, 藤田 吉明1,2, 村山 信浩1,2, 原田 努1,2, 中
村 明弘1,2（1昭和大薬, 2薬剤情報学講座薬剤学部門）

調剤・処方監査・オーダリング

28PA-pm179

28PA-pm180

内服薬の計数調剤における調剤過誤防止システムの
導入と評価
○藤島 諒子1, 河野 友昭1, 刈込 博1, 川名 賢一郎1, 後
藤 一美1（1聖路加国際病院薬）
窓口業務の充実化に向けた調剤負担軽減の取り組み
○渡辺 智美1, 島戸 茜1, 伊佐治 亜美1, 増田 雅也1, 鈴
木 孝幸1, 山田 成樹1（1藤田保健衛生大病院薬）

院内製剤
28PA-pm181S 乳児血管腫治療を目的とした院内製剤プロプラノ
ロールクリームの開発
○長尾 亮佑1, 柏倉 康治1, 石坂 優佳1, 袴田 晃央2, 内
田 信也1, 渡邉 裕司2, 並木 徳之1（1静岡県大薬, 2浜松
医大医）
28PA-pm182 小児の服用に適したアスピリンのミニタブレットの
製剤設計
○黒岩 未由1, 野地 桃代1, 野田 秀裕2, 藤田 吉明1, 村
山 信浩1, 原田 努1, 中村 明弘1（1昭和大薬, 2昭和大病
院薬）
28PA-pm183 フルコナゾールの口腔内崩壊錠に関する製剤学的
検討
○松本 麻里1,2, 早川 幸江2, 澤上 健太郎3, 澤上 克彦3,
信田 重成4, 菅野 高広5, 野原 幸男5, 住谷 賢治5, 村田
和子1,5, 村田 亮1,5（1いわき明星大院理工, 2いわき湯本
病院薬, 3サワカミ薬局, 4いわき明星大産学連携研セ,
5
いわき明星大薬）
28PA-pm184 処方改良 Mohs ペーストの放出性及び保存安定性
評価
○田口 真穂1,2, 重山 昌人1,2, 田村 大喜1, 森 和也1, 村
田 実希郎1, 埴岡 伸光1, 山本 浩充3, 寺町 ひとみ2（1横
浜薬大, 2岐阜薬大, 3愛知学院大薬）
28PA-pm185 院内製剤クロニジン軟膏の臨床使用における有効
性・安全性および使用感に関する検討
○稲垣 孝規1, 岡田 大地1, 伊藤 正輝1, 清田 憲吾1, 安
室 修1, 舟越 亮寛1（1亀田総合病院薬）
28PA-pm186 アルギン酸によるウリナスタチン膣坐剤徐放化の
検討
橋本 実菜1, 齊藤 大悟1, 朝 優佑1, 間野 綾菜1, 澤口
能一1, 瀧沢 裕輔1, 栗田 拓朗1, 佐竹 清1,2, 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）
28PA-pm187 臨床製剤のエビデンスに関するデータベース構築と
有用性評価
○金﨑 祐哉1, 百 賢二1, 髙木 彰子1, 濃沼 政美1（1帝京
平成大薬）
28PA-pm188 切迫早産治療のための Solid in oil 膣坐薬の開発と
特性
○井上 芳洋1, 岸野 亨2,4, 井上 嘉余子1, 齋籐 健一1, 近
藤 正巳1, 大塚 邦子3, 照喜名 孝之4, 服部 祐介4, 大塚
誠4（1埼玉医大総合医療センター薬, 2埼玉医科大病院
薬, 3横浜薬大, 4武蔵野大薬）

28PA-pm175

超音波懸濁法によるベンザリン錠の崩壊懸濁性と薬
剤安定性に関する研究
○高橋 悠1, 松村 久男1, 飯田 美奈子1, 田中 真燈1, 加
来 鉄平1, 村橋 毅1, 河村 剛至1（1日本薬大 臨床薬学教
育センター）
28PA-pm176 自転公転懸濁法による内用固形製剤の崩壊懸濁性お
よび経管栄養チューブ通過性に関する研究
○高木 翔太1, 松村 久男1, 酒井 駿太郎1, 飯田 美奈子1,
加来 鉄平1, 村橋 毅1, 河村 剛至1, 中島 孝則2（1日本薬
大 臨床薬学教育センター, 2日本薬大 臨床薬剤分野）
28PA-pm177 腎機能情報を用いた薬物療法適正化への取り組み
○鈴木 慎二1, 守作 美咲1, 福永 綾奈1, 加藤 貴大1, 野
村 香織1, 桒原 宏貴1, 加藤 さや香1, 鈴木 孝幸1, 山田
成樹1（1藤田保健衛生大薬）
28PA-pm178S 乳棒・乳鉢による錠剤粉砕調剤時の質量ロス及び粉
砕品粒子特性に及ぼす影響
○北本 啓1, 竹内 淑子1, 小野寺 理沙子1, 田原 耕平1,
竹内 洋文1（1岐阜薬大）

輸液・経腸栄養管理
28PA-pm189

28PA-pm190
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エルネオパ NF1 号・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
○藤村 よしの1, 宮後 憲1, 木平 孝高1, 佐藤 英治1, 井
上 裕文1, 熊谷 岳文2, 鶴田 泰人1, 吉冨 博則1（1福山大
薬, 2ファーマシィ）
エルネオパ NF 1 号及び 2 号輸液の上室・下室中に
混注された薬剤の安定性に関する検討
○井上 裕文1, 原田 恭江1, 亀田 のどか1, 佐藤 英治1,
藤村 よしの1, 木平 孝高1, 山下 貴弘2, 熊谷 岳文2, 吉
冨 博則1, 伊達 有子1, 小嶋 英二朗1, 鶴田 泰人1（1福山
大薬, 2ファーマシィ）

28PA-pm191

シリンジポンプを用いて側管から投与する際の流量
精度の検証
○篠崎 浩司1, 稲野 祥宗1, 内山 真一郎2, 花本 昌一2,
土屋 香代子1, 山本 正子1, 千葉 義彦3, 仲佐 啓詳1,4
（1東千葉メディカルセンター薬, 2東千葉メディカル
センター臨床工学, 3星薬大生理分子科学, 4千葉大院
医総合医科学講座）
28PA-pm192 グリメピリド錠の簡易懸濁法適用および製剤間比較
に関する検討
○杉田 佑夏1, 中山 昂太1, 毎田 千恵子1, 村田 慶史1,
秋山 滋男2, 宮本 悦子3（1北陸大薬, 2東京薬大薬, 3健
康・環境・教育の会 アカンサス薬局）

28PA-pm205

28PA-pm206

28PA-pm207

28PA-pm208

薬品管理
28PA-pm193

28PA-pm194

八尾市立病院での持参麻薬の廃棄状況調査
○山崎 肇1, 大髙 美幸1, 小久保 祐希1, 松村 真裕1, 吉
田 咲紀1, 森 聡子1, 下菊 早紀1, 和田 佳世子1, 米田
勇太1, 南野 麻衣1, 田中 待希1, 岸本 幸次1, 小川 充恵1,
佐藤 浩二1, 藤本 史朗1, 森本 千穂1, 中谷 成美1, 長谷
圭悟1（1八尾市立病院薬）
愛媛県内における流通管理品目に対する意識調査
○中村 美代子1, 髙田 裕介1, 浅川 隆重3, 町田 仁3, 竹
内 信人3, 宮内 芳郎2, 松岡 一郎4, 飛鷹 範明1, 田中 守1,
田中 亮裕1（1愛媛大病院薬, 2愛媛県薬剤師会, 3愛媛
県病院薬剤師会, 4松山大薬）

28PA-pm209

28PA-pm210

28PA-pm211

医薬品情報
28PA-pm195S 甘草配合処方「安中散」におけるグリチルリチン酸
の分析とインタビューフォームの活用
○澤田 陽生1, 村上 浩一1, 中村 祐介1, 大越 絵実加1
（1青森大薬）
28PA-pm196S 甘草配合処方「小青竜湯」におけるグリチルリチン
酸の分析とインタビューフォームの活用
○村上 浩一1, 澤田 陽生1, 中村 祐介1, 大越 絵実加1
（1青森大薬）
28PA-pm197S 患者の多剤併用に対する認識とアドヒアランスの関
係（第一報）
○植 梨花子1, 田辺 公一1, 大津 史子1（1名城大薬）
28PA-pm198 特殊な患者集団(高齢者)における副作用報告数の推
移に対する医薬品リスク管理計画や市販直後調査の
影響
○仲谷 玲亜1, 門田 佳子1（1明治薬大）
28PA-pm199 ガイドラインの日米韓比較と日本におけるⅡ型糖尿
病治療薬の使用状況
○大森 千聖1, 門田 佳子1（1明治薬大）
28PA-pm200 SGLT2 阻害薬は心血管系イベント発症を抑えるどこ
ろか，むしろ増やす？PMDA 報告データ解析が示す
糖尿病治療薬の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク
○奈佐 吉久1, 田村 道1, 土井 孝良1（1日本薬大）
28PA-pm201 シスプラチンの腎毒性回避を目的とした大量輸液療
法の有効性に関するシステマティックレビュー
○勝木 沙織1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1（1明
治薬大 薬物治療学）
28PA-pm202 承認時医薬品情報に基づくイキサゾミブクエン酸エ
ステルの臨床薬理学的評価と適正使用の検討
○千葉 矢真人1, 小川 竜一1, 高橋 雅弘1, 越前 宏俊1
（1明治薬大 薬物治療学）
28PA-pm203 抗凝固薬治療の高齢心房細動患者における脳出血,消
化管出血の発現状況の検討：医薬品副作用データ
ベースを用いた研究
○谷澤 公彦1,2, 鈴木 浩史1, 山田 博章3, 豊島 聰4, 永井
尚美1（1武蔵野大薬, 2第一三共, 3横浜薬大薬, 4薬剤師
研修センター）
28PA-pm204 B 型肝炎ワクチン不全者危険因子の探索―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）

28PA-pm212

28PA-pm213

28PA-pm214
28PA-pm215

28PA-pm216

28PA-pm217

28PA-pm218

28PA-pm219

28PA-pm220

28PA-pm221
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医薬品副作用データベース(JADER)を用いた HMGCoA 還元酵素阻害薬と末梢神経障害の関連性調査
○若杉 昌輝1, 中村 舞美1, 向井 潤一1, 山田 路子1, 尾
鳥 勝也1,2, 厚田 幸一郎1,3（1北里大薬, 2北里大メディ
カルセンター薬, 3北里大病院薬）
仮想ホームページサーバーを利用した双方向性 DI
ホームページの院内公開
○堀内 孝博1, 荒田 和男1（1北上済生会病院薬）
審査報告書と申請資料概要を利用した医薬品添付文
書情報の客観的評価：バリシチニブを例として
○小林 利夏1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
薬物の乳汁移行性の予測に関する研究
○鈴木 孔貴1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
QSAR 解析を用いた薬物の B/P(血液/血漿濃度)比の
予測に関する研究
○福井 悠太1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟
膏と保湿剤との混合物における安定性の検証
○山本 佳久1, 花井 茜1, 大貫 義則2, 小出 達夫3, 深水
啓朗4（1帝京平成大薬, 2富山大院薬, 3国立衛研, 4明治
薬大）
薬物性筋障害と分配係数・投与量との関連性につ
いて
○矢野 玲子1, 薄根 慧1, 大島 真弥1, 大橋 果歩1, 後藤
夏美1, 島袋 慎子1, 松原 千恵1, 青柳 裕1, 大津 史子2, 後
藤 伸之3（1金城学院大薬, 2名城大薬, 3福井大病院薬）
オンジエキス剤の有効性の根拠データと添付文書等
における表示について
○齋藤 充生1, 林 譲1, 矢島 毅彦1, 湯田 康勝2, 大室
弘美2（1へヴィ研, 2武蔵野大薬）
承認時試験成績を利用した医薬品添付文書情報の客
観的評価：ビラスチンを例として
○窪田 実佑1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
糖衣錠の簡易懸濁法可否条件の探索
○輿石 徹1, 奥山 清1（1東京医科大八王子医療セ薬）
スボレキサント（ベルソムラ）錠の一包化調剤のた
めの基礎的検討
○小田 雅子1, 古戸 友里恵1, 森 亨2, 高橋 満里2, 市村
祐一1, 齊藤 浩司1（1北医療大薬, 2平松記念病院薬）
審査報告書と申請資料概要を利用した医薬品添付文
書情報の客観的評価：イダルシズマブを例として
○木村 遥香1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
NDB および JADER のデータベースから推定した高
齢者における副作用報告割合の比較
○伊東 岳1, 箕輪 篤志1, 武田 大将1, 中野渡 恵1, 齊藤
啓熙1, 杉山 奈津子1, 加藤 芳徳1, 前澤 佳代子1, 百瀬
泰行1（1国際医福大薬）
インフォマティクスによる副作用情報のビジュアル
化と解析～降圧薬・利尿薬 105 剤の網羅的解析
○川上 準子1, 村岡 茉奈1, 林 玄健1, 木村 俊紀1, 林 誠
一郎2, 星 憲司1, 佐藤 憲一1（1東北医薬大薬, 2明治薬
大）
漢方製剤の副作用発生頻度の推計
○原田 雄介1, 香田 浩1, 新井 一郎1, 元雄 良治2（1日本
薬大, 2金沢医大）
二次元コードを活用した外用薬剤の適正使用情報の
提供に関する検討
○倉田 香織1, 上路 彩芽2, 鈴木 高弘2, 伊丹 一海3, 渡
邊 剛彦4, 小林 豊5, 橋爪 敦弘2, 土橋 朗1, 北村 修5（1東
京薬大薬, 2日本調剤, 3タカラ, 4A・Tコミュニケーショ
ンズ, 5富士宮市立病院）
電子お薬手帳における薬剤情報のありかたに関する
研究 -患者が利活用しやすい情報の提供とは○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）

28PA-pm222

28PA-pm223

要指導・一般用医薬品添付文書の構成変化がもたら
す情報探索過程の比較研究
○丸山 順也1, 鎌戸 敦子1, 三林 洋介2, 山下 純3, 橋口
正行1, 望月 眞弓1（1慶應大薬, 2東京都立産業技術高
等専門学校医療福祉工学コース, 3福山大薬）
リアルワールドデータを活用したポリファーマシー
の実態調査
○細見 光一1, 丸野 なつみ1, 森田 真央1, 馬渕 賢幸1,2,
藤本 麻依1, 高田 充隆1（1近畿大薬, 2マルゼン薬局）

TDM・投与設計
28PA-pm224

腎移植におけるタクロリムスの薬物治療管理(PBPM)
導入への取り組み
○稲野 寛1, 山本 悠樹1, 小林 昌宏1,2, 吉田 一成3, 岩村
正嗣3, 厚田 幸一郎1,2（1北里大病院薬, 2北里大薬, 3北
里大医 泌尿器科学）
28PA-pm225 第 3 世代チロシンキナーゼ阻害薬であるポナチニブ
の血中濃度測定法の構築
○安 武夫1, 百 賢二2, 黒田 誠一郎1, 東條 有伸3（1東大
医科研病院薬, 2帝京平成大薬, 3東大医科研病院血液
腫瘍内科）
28PA-pm226 血液腫瘍と過大腎排泄の関連性及び過大腎排泄発生
下でのバンコマイシン至適投与量設計
○西野 真司1, 宮川 泰宏1, 千崎 康司1, 山田 清文1（1名
大病院薬）
28PA-pm227 赤血球濃厚液がタクロリムス血中濃度に及ぼす影響
○内田 雅士1, 山崎 伸吾1, 鈴木 貴明1, 中村 貴子1, 石
井 伊都子1（1千葉大病院薬）
28PA-pm228 2 歳未満小児における血中濃度測定を用いたボリコ
ナゾールの至適投与用量に関する検討
○村上 遼光1, 歌野 智之1, 長谷川 彩薫1, 文 靖子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国立成育医療研セ薬, 2国立成育
医療研セ 小児がんセンター）
28PA-pm229 血液透析患者におけるバンコマイシン血中濃度の実
態調査
○福山 博務1, 滝島 さやか1, 安田 陽子1, 石田 亮1, 百
賢二2, 城田 幹生1（1東京都保健医療公社大久保病院
薬, 2帝京平成大薬）
28PA-pm230 超高速液体クロマトグラフィーを用いた血漿中イマ
チニブ濃度測定法の開発
○細沼 花穂里1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1
（1明治薬大）
28PA-pm231 超高速液体クロマトグラフィーを用いた血漿中ニロ
チニブ濃度測定法の開発
○柏崎 紘子1, 高橋 雅弘1, 小川 竜一1, 越前 宏俊1（1明
治薬大）
28PA-pm232 病棟薬剤師と連携した抗 MRSA 薬初期投与設計の
推奨
○藤本 恵利加1, 渡邉 真一1, 峠 雄太1, 矢野 賢明1, 泉
智基1, 木村 博史1, 飛鷹 範明1, 田中 守1, 田中 亮裕1
（1愛媛大病院薬）
28PA-pm233 新規抗てんかん薬を含む 11 薬物の血中濃度同時測
定法の確立
○窪田 美咲1, 小林 大介1, 牟田 拓未1, 土谷 祐一2, 重
松 智博2, 山本 奈々絵2, 末次 王卓2, 辻 敏和2, 増田
智先2（1九大院薬, 2九大病院薬）
28PA-pm234 徐放性タクロリムス製剤の投与量設定－体内動態の
変動が認められる生体腎移植初期の検討－
○阿知波 一人1, 辻本 高志1, 結城 祥充1, 上田 晃1, 川
本 由加里1, 後藤 仁和1, 福澤 信之2, 見附 明彦2, 原田
浩2（1市立札幌病院薬, 2市立札幌病院 腎臓移植外科）
28PA-pm235S 不定間隔の反復投与における薬物血中濃度を予測計
算できる Windows アプリ
○古山 聡一朗1, 小林 宏司1, 青山 隆彦1, 松本 宜明1
（1日本大薬）

28PA-pm236

日本人造血幹細胞移植患者における cidofovir の体内
動態
○溝渕 真耶子1, 松元 加奈1, 海田 勝仁2, 中西 由加里1,
羽石 真美1, 山口 知美1, 佐藤 成実1, 小川 啓恭2, 森田
邦彦1（1同志社女大薬, 2兵庫医大病院）
28PA-pm237 日本人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動態とその変
動要因の検討
○木村 文香1, 松元 加奈1, 海田 勝仁2, 東 彩華1, 川合
麻貴1, 山下 真央1, 乾 真理子1, 羽山 あすか1, 荻田
奈菜1, 小川 啓恭2, 森田 邦彦1（1同志社女大薬, 2兵庫
医大病院）
28PA-pm238 後期高齢者における腎機能推定式の乖離とその補正
法の確立
○蕪木 素代子1, 吉村 恵理2, 小嶋 希望2, 上野 英文2,
菅原 満1, 武隈 洋1（1北大院薬, 2砂川市立病院薬）
28PA-pm239 肺移植患者における血中ミコフェノール酸トラフ濃
度/投与量比に与える UGT1A8 の影響について
○須野 学1, 内嶺 陽平1, 伊藤 明花1, 松本 潤1, 藤吉
正哉1, 有吉 範高1, 大谷 真二2, 大藤 剛宏2（1岡山大院
医歯薬, 2岡山大病院臓器移植医療センター）
28PA-pm240 フェニトインの血中濃度が偽陰性を示す頻度の解析
○藤吉 正哉1,2, 鈴木 貴明3, 石井 伊都子2,3（1岡山大院
医歯薬, 2千葉大院薬, 3千葉大病院薬）
28PA-pm241S TDM での応用を目的とした経口肺高血圧症治療薬
の 6 種同時定量法の検討
○佐藤 実季1, 田中 紫茉子1, 野神 優月1, 神谷 千明2,
袴田 晃央2, 小田切 圭一2, 乾 直輝2, 内田 信也1, 渡邉
裕司2, 並木 徳之1（1静岡県大薬, 2浜松医大医）
28PA-pm242 インソース CID を利用した LC/ESI-MS/MS によるチ
ロシンキナーゼ阻害薬一斉測定法の構築
○佐藤 裕1, 髙﨑 新也1, 田中 雅樹1, 前川 正充1, 菊地
正史1, 川崎 芳英2, 荒井 陽一2, 山口 浩明1, 眞野 成康1
（1東北大病院薬, 2東北大病院泌尿器科）
28PA-pm243 慢性骨髄性白血病患者における第二世代 BCR-ABL
チロシンキナーゼ阻害剤の血中濃度解析
小野塚 真理1,2, ○齋藤 健一2, 木村 優花1, 宮崎 愛乃
香1, 井上 裕貴1, 佐野 和美1, 花田 和彦1, 井上 嘉余子2,
佐野 元彦2, 近藤 正巳2, 岸野 亨3, 池上 洋二1（1明治薬
大, 2埼玉医科大総合医療センター薬, 3埼玉医科大病
院薬）
28PA-pm244 ヒト生体試料中アレクチニブ濃度の LC-MS/MS 測定
法の開発
○伊藤 明花1, 内嶺 陽平1, 須野 学1（1岡山大院医歯
薬）
28PA-pm245 血漿抽出ろ紙を用いたボリコナゾール血中濃度測定
臨床応用に向けた検討
○山本 達郎1, 渡部 裕紀1, 森木 邦明1, 島田 美樹1（1鳥
取大病院薬）
28PA-pm246 小児感染症におけるバンコマイシン注の投与量とト
ラフ値に関する検討
○土屋 亜祐美1, 霧生 彩子1, 赤沢 翼1, 海老原 卓志1,
増田 純一1, 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）
28PA-pm247 ドットブロット法によるダビガトラン濃度簡易測定
法の開発
○松尾 明穂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, 3第一薬科大）
28PA-pm248 血清シスタチン C およびクレアチニン値を用いた腎
機能評価に解離を与える因子の検討
○北郷 真史1, 荒木 ちなみ1, 石原 慎之1, 玉木 宏樹1,
西村 信弘1, 直良 浩司1（1島根大病院薬）
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社会薬学①

28PA-pm262

28PA-pm249S 訪日外国人観光客の薬局に関する意識調査及び日本
での薬局利用の実態
○吉田 舞衣1, 安藤 大河1, 坂東 実佳1, 東垂水 郁圭1,
村重 勇輔1, 山川 恵里佳1, 山本 淳彦1, スミス 朋子1,
楠瀬 健昭1（1大阪薬大）
28PA-pm250S サリドマイド被害者の補償の比較検討（第 2 報）:ド
イツ、日本を事例に
○市村 太秀1, 堀内 正子1, 串田 一樹1（1昭和薬大）
28PA-pm251 低リスク手術前の血液検査に影響を及ぼす患者・施
設因子の比較： ベイズ流の統計学的手法によるアプ
ローチ
○井出 和希1,2, 米倉 寛1, 川﨑 洋平1,3, 川上 浩司1,2
（1京大院医・薬剤疫学, 2京大・学際センター, 3千葉大
病院）
28PA-pm252 地域医療トレーニングキャンプにおける IPE 教育の
薬学生参加報告～第 8 回地域医療トレーニングキャ
ンプ 2017in さつま町～
○川上 唯1, 安藤 有希1, 小武家 優子1, 大谷 昴3, 瀬戸
口 友萌3, 代永 良太3, 川邊 史夏3, 下敷領 一平2, 指宿
りえ2, 網谷 真理恵2, 窪田 敏夫1, 森内 宏志1, 大脇
哲洋2, 嶽﨑 俊郎2, 吉武 毅人1（1第一薬大, 2鹿児島大
院医歯, 3鹿児島大医）
28PA-pm253 (一社)所沢市薬剤師会における院外処方箋に対して
のアンケート調査報告～薬局薬剤師と病院薬剤師の
回答を比較して～
○加藤 剛1,2,3, 上村 浩史3, 間瀬 礼子3, 塚本 京子3, 安
達 秀夫3, 齋藤 祐次3, 山本 大介1, 鈴木 順子1（1北里大
薬, 2所沢慈光病院, 3所沢市薬剤師会）
28PA-pm254 在宅医および訪問看護師の在宅業務への意識および
薬剤師への期待に関する調査研究
○柳本 ひとみ1, 櫻井 秀彦1, 古田 精一1, 黒澤 菜穂子1
（1北海道薬大）

28PA-pm263

28PA-pm264

28PA-pm265

28PA-pm266

社会薬学④
28PA-pm267

28PA-pm268

社会薬学②
28PA-pm255S セルフメディケーション税制に関する一般消費者の
意識調査と市場調査
○臼井 葉月1, 成井 浩二1, 末次 大作2, 高橋 浩3, 渡辺
謹三1（1東京薬大薬 一般用医薬品学教室 (佐藤幸吉
記念教室), 2東京生薬協会, 3日本OTC医薬品協会）
28PA-pm256S かかりつけ薬剤師の服薬指導を受けた患者の意識
○塙 拓馬1, 福岡 勇太1, 中島 理恵1, 泉澤 恵1, 亀井 美
和子1（1日本大薬）
28PA-pm257 リフィル処方箋導入における薬局の課題
加藤 典子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）
28PA-pm258 薬学生を対象としたメンタルヘルスファーストエイ
ド教育の導入とその評価
○齋藤 百枝美1, 村上 勲1, 中村 英里1, 安藤 崇仁1, 土
屋 雅勇1, 栗原 順一1（1帝京大薬）
28PA-pm259 一包化調剤時の薬剤をシートから取り出す作業に関
する調査とその考察
○熊木 良太1, 猿渡 由佳1, 小原 道子2, 田名邊 清3, 山
崎 徹4, 赤川 圭子1, 倉田 なおみ1, 佐々木 忠徳1（1昭和
大薬, 2ウエルシア薬局, 3スギ薬局, 4クラフト）
28PA-pm260 役割理論に基づく薬剤師の役割に対する認知の短期
縦断的検討：薬剤師法改訂前後の患者および薬剤師
の認知の違い
○山岸 真理1, 大島 新司1, 冲田 光良2, 秋元 勇人1, 根
岸 彰生1, 山王丸 靖子1, 沼尻 幸彦1, 井上 直子1, 大嶋
繁1, 和田 政裕1, 小林 大介1（1城西大薬, 2城西大薬局）

28PA-pm269

28PA-pm270

28PA-pm271

28PA-pm272

神奈川県内の薬局における疑義照会実態調査
○小林 大高1, 髙松 謙悟1, 後藤 知良2, 小川 護2, 長津
雅則2（1新潟薬大健推セ, 2神奈川県薬剤師会）
健康サポート薬局およびかかりつけ薬剤師が取り組
むサービスに対する住民の意識と真のニーズに関す
る研究
○中島 理恵1, 亀井 美和子1, 白神 誠2（1日本大薬, 2帝
京平成大薬）
医師と薬剤師の連携による多剤処方是正事例におけ
る重複投与の可能性に関する事例の特徴
○岡本 京子1, 松下 円香1, 西岡 愛1, 宮崎 菜見1, 荒川
行生1, 秋下 雅弘2, 恩田 光子3（1大阪薬大 臨床実践薬
学研究室, 2東京大病院 老年病科, 3大阪薬大 社会薬
学・薬局管理学術研究室）
医師と薬剤師の連携による多剤処方是正事例におけ
る漫然投与に関する事例の特徴
○松下 円香1, 岡本 京子1, 西岡 愛1, 宮崎 菜見1, 荒川
行生1, 秋下 雅弘2, 恩田 光子3（1大阪薬大 臨床実践薬
学研究室, 2東京大病院 老年病科, 3大阪薬大 社会薬
学・薬局管理学研究室）
検体測定室の利用を推奨すべき保険薬局来局者の探
索 ～糖尿病早期発見を目指して～
○赤川 圭子1, 根本 礼1, 松本 亜里沙2, 佐藤 直樹3, 熊
木 良太1, 佐野 敦彦1,3, 倉田 なおみ1（1昭和大薬, 2龍生
堂薬局, 3田辺薬局）
小・中学生に向けたジェネリック医薬品啓発教材の
作成
○伊藤 潤輝1, 石田 悠奈1, 松本 美穂1, 中島 理恵1, 亀
井 美和子1, 白神 誠2（1日本大薬, 2帝京平成大薬）

社会薬学⑤
28PA-pm273

社会薬学③
28PA-pm261S 薬剤師調査を用いた 4 年制薬剤師と 6 年制薬剤師の
各業種の継続率の比較
○酒井 良子1, 石丸 美穂1, 小池 創一2, 康永 秀生1（1東
大院医公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学, 2自治医
大地域医療学センター）

薬局検体測定室を活用した生活習慣指導のランダム
化比較試験による効果検証
○堀池 理沙1, 菊池 千草1, 鈴木 理珠1, 山口 京子1, 浅
井 治行2, 佐竹 純衣3, 松波 晋平4, 白井 直子5, 水野
正子6, 鍋谷 伸子7, 福井 恵子8, 本多 祥子9, 宮嶋 貴
美10, 橋村 孝博11, 佐々木 豊12, 鈴木 匡1（1名市大院薬,
2
浅井薬局, 3ココカラファイン薬局, 4松栄堂薬局, 5中
日調剤薬局, 6チューリップ薬局, 7はるか薬局, 8平成薬
局, 9マルミ薬局, 10宮嶋薬局, 11めいぷる薬局, 12ゆたか
調剤薬局）
個別化医療医薬品開発のための戦略的取引に関する
解析
牧野 智宏1, ○児玉 耕太1（1立命館大テクノロジーマ
ネジメント研究科）
スマートフォン向け位置情報ゲームが利用者の健康
状態と意識に及ぼす効果
名倉 慎吾1, ○佐藤 宏樹2,3, 堀 里子2, 澤田 康文2（1東
大薬, 2東大院薬, 3東大院情報学環）
NDB オープンデータを用いた乳幼児における抗ヒス
タミン薬の処方実態調査
○波多江 崇1, 田中 麻鈴1, 山下 葵弓1, 米澤 奈邦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）
スイッチ OTC の新たな市販後調査方法として開発し
た健康チェックシートの有用性
○秋山 健太1, 大藤 由紀子1, 森 司1, 中島 理恵1, 亀井
美和子1, 白神 誠2（1日本大薬, 2帝京平成大薬）

28PA-pm274
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薬局において東洋医学を用いて地域医療・保健に貢
献する
○明石 一孝1, 小島 崇司1, 所 智洋1, 吉永 直弘1, 深町
伸子1, 鈴木 順子1（1北里大薬）
超高齢・少子化社会における薬局・薬剤師に求めら
れる役割
○小島 崇司1, 明石 一孝1, 所 智洋1, 吉永 直弘1, 深町
伸子1, 鈴木 順子1（1北里大薬）

28PA-pm275

28PA-pm276

28PA-pm277

28PA-pm278

超高齢・少子化社会における保険制度の在り方と薬
局・薬剤師の機能
○所 智洋1, 明石 一孝1, 小島 崇司1, 吉永 直弘1, 山本
大介1, 鈴木 順子1（1北里大薬）
超高齢人口減少社会における地域の薬局・薬剤師の
役割
○吉永 直弘1, 小島 崇司1, 所 智洋1, 明石 一孝1, 深町
伸子1, 鈴木 順子1（1北里大薬）
佐賀県薬剤師会における自己血糖測定事業に参加し
た薬局の検体測定室登録の現状調査
○大光 正男1, 徳渕 昭代2, 河野 広美3, 曲渕 直喜4, 荒
牧 弘範1（1第一薬大, 2一光堂漢方薬局, 3神代薬局, 4あ
さひ薬局）
クラウド上に構築した災害時医薬品管理システムと
その評価
○北小路 学1, 石渡 俊二1, 村瀬 惇1, 井上 知美1, 大鳥
徹1, 松野 純男1, 小竹 武1（1近畿大薬）

28PA-pm280

28PA-pm281

28PA-pm282

28PA-pm283

28PA-pm284

28PA-pm285

医療過誤裁判から考える薬剤師の役割 -処方箋への
病名・検査値記載と薬剤師による情報収集・情報提
供○多賀谷 理央1, 菅澤 彩香1, 山﨑 彩菜子1, 平賀 秀明1
（1東邦大薬）
28PA-pm290 疑義照会における薬剤師、医師間のコミュニケーショ
ン障害に関するアンケート調査
○山﨑 彩菜子1, 平賀 秀明1, 秋本 義雄2, 菅澤 彩香1,
多賀谷 理央1, 真鍋 知史3, 木内 規之4, 大橋 綾子5, 早
田 佳奈6, 久山 登7（1東邦大薬, 2金沢大院医薬保, 3印
旛郡市薬剤師会, 4成田市薬剤師会, 5健栄みずき薬局,
6
健栄コスモス薬局, 7くやま小児科医院）
28PA-pm291 医療過誤訴訟と経済との関連性についての調査
○菅澤 彩香1, 多賀谷 理央1, 山崎 彩菜子1, 平賀 秀明1
（1東邦大薬）

レギュラトリーサイエンス（医薬品等）
28PA-pm292

社会薬学⑥
28PA-pm279

28PA-pm289

医療機関での外国人対応を目的とした多言語対応
ツールの比較
○茂木 隆太1, 高橋 恵美利1, 土井 信幸1（1高崎健康福
祉大薬 地域医療薬学研究室）
地域住民における血圧値に対する意識と血圧コント
ロールの現状
○山田 真弘1, 横田 いつ子2, 長谷川 利幸3, 今村 浩二3,
梶原 敏道4, 谷田 恭洋1, 土谷 大樹5, 岡田 昌浩6, 上敷
領 淳7, 瀬尾 誠7, 数野 博8, 長崎 信浩7, 西尾 廣昭7, 徳
毛 孝至9, 杉原 成美7（1ファーマシィ, 2兼吉調剤薬局,
3
ザグザグ, 4ププレひまわり, 5児島中央病院, 6尾道市
立市民病院, 7福山大薬, 8ちょう外科医院, 9公立学校
共済組合中国中央病院）
薬剤師による服薬説明に対する患者の要望・不満に
関する調査研究
○村上 美穂1, 棧敷 智幸1, 岸本 桂子1, 櫻井 秀彦1（1北
海道薬大）
薬剤師の調剤業務を再考し、医療過誤を防止する
○中村 武夫1, 平賀 秀明2, 秋本 義雄3（1近畿大薬, 2東
邦大薬, 3金沢大院医薬保）
患者情報を処方提案に活かすための地域の取り組み
とその評価
○新井 達也1, 中島 理恵1, 渡邉 文之1, 亀井 美和子1,
平井 利幸2, 関 利一2, 篠原 久仁子3（1日本大薬, 2ひた
ちなか総合病院, 3フローラ薬局）
地域が求める医療人育成に向けた専門職連携教育
(IPE) の取り組み
○秋山 伸二1, 小林 直人2, 難波 弘行1, 高田 清式2, 酒
井 郁也1（1松山大薬, 2愛媛大医）
地域薬剤師への調査による副作用の自覚症状に関す
る方言の収集
○臼井 美紗1, 川口 美咲2, 井澤 美苗2, 早川 智久2, 青
森 達2, 望月 眞弓2,3（1慶應大院薬, 2慶應大薬, 3慶應大
病院薬）

28PA-pm293

28PA-pm294

28PA-pm295

28PA-pm296

28PA-pm297

28PA-pm298

28PA-pm299

医薬品流通過程における品質管理の実態調査
○松本 良順1, 髙野 秀仁2, 秋葉 久典1, 舟越 亮寛2（1鉄
蕉会亀田クリニック薬, 2鉄蕉会亀田総合病院薬）
JSAR Research Group による重症薬疹ゲノムバイオ
マーカー研究を振り返る
○中村 亮介1, 鹿庭 なほ子1, 斎藤 嘉朗1, JSAR
Research Group2（1国立衛研, 2JSAR Research Group）
宿主細胞由来タンパク質試験法の現状と技術的留
意点
○日向 昌司1, 関口 真行1,2, 山本 蒼1,2, 深野 顕人1,2, 多
田 稔1, 橋井 則貴1, 石井 明子1（1国立衛研, 2明治薬大）
アカデミアにおける医薬品医療機器開発 ～ARO の
役割と展望～
○石田 未来1, 池田 浩治1, 伊師 賢樹1, 下川 宏明2（1東
北大病院臨床研究推進セ 開発推進部門, 2東北大病院
臨床研究推進セ センター長）
日米欧の三薬局方における不純物管理に関する比較
検討
○松濵 万貴1, 宮崎 生子1（1医薬品医療機器総合機
構）
医薬品の国際一般名（INN）及び我が国における医
薬品一般的名称（JAN）の申請状況等の比較検討
○齋藤 理枝子1, 宮崎 生子1（1医薬品医療機器総合機
構）
C 型慢性肝炎治療における直接作用型経口抗ウイル
ス薬の薬物動態/薬力学の民族差と有効性，安全性，
用法・用量との関連
○鈴木 浩史1, 荒井 楊子1, 野澤 真子1, 比田井 歩1, 前
田 和哉2, 豊島 聰3, 永井 尚美1（1武蔵野大薬, 2東大院
薬, 3日本薬剤師研セ）
医薬品等に含まれる食物アレルギー原因物質に関す
る規制状況および症例調査
○酒井 信夫1, 田原 麻衣子1, 安達 玲子1, 手島 玲子2,
小村 純子3, 伏見 環4, 阿曽 幸男1, 宮崎 玉樹1, 秋山
卓美1, 合田 幸広1, 五十嵐 良明1（1国立衛研, 2医薬品
医療機器総合機構, 3摂南大薬, 4日本ジェネリック製
薬協会）

社会薬学⑦
28PA-pm286S カルバペネム系抗菌薬の使用量と緑膿菌のカルバペ
ネム系抗菌薬への感受性の関係：多施設比較研究
○金子 拓也1, 福田 治久2, 三村 美智1, 此村 恵子1, 赤
沢 学1（1明治薬大, 2九大院医）
28PA-pm287S 急性期病院における抗緑膿菌薬の処方実態と薬剤耐
性菌発生率の関係
○三村 美智1, 福田 治久2, 金子 拓也1, 此村 恵子1, 赤
沢 学1（1明治薬大, 2九大院医）
28PA-pm288S 服薬状況に及ぼす薬剤師の関与の影響
○佐藤 友貴1, 島田 裕太1, 田村 有梨1, 赤沢 学1（1明治
薬大）

薬剤疫学
28PA-pm300

28PA-pm301
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兵庫医科大学病院で発行された処方箋データを用い
た多変量解析 －兵庫医科大学病院の特徴とは－
○小松 美智1, 杉野 佑太1, 木村 健2, 九川 文彦1（1兵庫
医療大薬, 2兵庫医大病院薬）
地域高齢者における薬剤使用実態とポリファーマ
シーの現状
○丸山 伸之1, 徳用 百合奈1, 石田 奈津子1, 菅 幸生1,
石﨑 純子1, 篠原 もえ子2, 駒井 清暢3, 山田 正仁2, 松
下 良1（1金沢大院医薬保, 2金沢大院医, 3医王病院）

28PA-pm302

レセプトデータを利用した小児 ADHD 患者における
処方実態の把握
○吉田 真貴子1, 小原 拓1, 菊地 紗耶2, 菊地 正史1, 山
口 浩明1, 眞野 成康1（1東北大病院薬, 2東北大病院精
神科）
28PA-pm303S 非弁膜症性心房細動患者における医療費に関する
研究
○大島 礼子1, 野村 和喜1, 小山 敏弘1, 座間味 義人3,
樋之津 史郎2, 狩野 光伸1（1岡山大院医歯薬, 2岡山大
新医療研究開発セ, 3徳島大薬）
28PA-pm304 日本の有害事象自発報告データベースを用いたイン
クレチン関連薬による胃食道逆流症に関する解析
○戸田 有美1, 野口 義紘1, 勝野 隼人1, 松山 卓矢1, 大
坪 愛実1, 上野 杏莉1, 江崎 宏樹1,2, 舘 知也1, 寺町 ひ
とみ1（1岐阜薬大, 2一宮市立市民病院薬）

28PA-pm317

28PA-pm318

28PA-pm319

CD34 や α-SMA の観点から見た虚血再灌流障害ラッ
ト胃粘膜の上皮障害および粘膜固有層における線維
化および微小循環障害の検討
○楞田 朱音1, 浦山 るみ1, 髙橋 玲1, 村上 元庸2（1同志
社女大薬, 2同志社女大看）
慢性腎臓病に対する診断バイオマーカーの確立に向
けた腎分泌蛋白質の有用性評価
○石田 菜南1, 東阪 和馬1,2, 竹谷 苑子1, 井阪 亮1, 尾花
理徳1, 鎌田 春彦3, 前田 真貴子1, 長野 一也1, 藤尾
慈1,2,4, 神出 計2,4, 堤 康央1,5（1阪大院薬, 2阪大院医, 3医
薬基盤健栄研, 4阪大病院, 5阪大MEIセ）
高脂肪食摂取マウスにおける腸管粘膜バリア機構の
変化
○川上 文貴1, 山下 真裕佳1, 石川 勇太1, 寄元 映見1,
井阪 勇輝1, 市川 尊文1（1北里大医療衛）

社会薬学その他

病態モデル②

28PA-pm305

28PA-pm320S 過食肥満モデル Ay/+は高脂肪食負荷により、非アル
コール性脂肪肝炎を発症する
○金城 華菜1, 香川 正太1, 川床 拓也1, 越智 啓行1, 市
来 唯1, 長島 史裕1（1第一薬大）
28PA-pm321 糖尿病及び肥満モデル動物における血中セレノプロ
テイン P 濃度の評価
○安藤 基純1, 岸本 修一1, 杉岡 信幸1, 福島 昭二1, 橋
田 亨2（1神戸学院大薬, 2神戸市立医療セ中央市民病
院薬）
28PA-pm322 長期粉末食飼育がマウスの情動発達に及ぼす影響に
ついて
○八百板 富紀枝1, 今泉 宏紀1, 川浪 啓豪1, 土谷 昌広2,
只野 武3, 丹野 孝一1（1東北医薬大薬, 2東北福祉大,
3
金沢大）
28PA-pm323 糖尿病ラットにおける唾液腺障害の発症メカニズム
解析とコリンエステラーゼ阻害薬の影響
○兒玉 安史1（1広島国際大薬）
28PA-pm324 投与時刻に着目したストレプトマイシンによる急性
腎障害の検討
○吉岡 弘毅1, 富永 サラ1, 日野 知証1, 大谷 勝己2,
野々垣 常正1, 三浦 伸彦2（1金城学院大薬, 2労働安全
衛生総合研）
28PA-pm325 慢性肝障害に対するクマザサ抽出液の効果
吉岡 弘毅1, 市丸 嘉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サンクロン）

小学生を対象とした医薬品適正使用啓発の講義プロ
グラム開発
○櫻田 大也1, 小林 江梨子1, 夏目 紗恵1, 石川 幸奈1,
根本 由美子2, 高橋 青衣3, 小野寺 隆芳1,4, 丸 宗孝1,4,
工藤 賢三5, 佐藤 信範1（1千葉大院薬, 2千葉市立稲毛
小学校, 3千葉大教育附属小学校, 4水沢マル薬局, 5岩
手医大薬）
28PA-pm306S レセプトデータベースを用いた肝臓癌治療の医療費
分析
○萩野 優1, 森脇 健介1（1神戸薬大）
28PA-pm307 経済活動から見た医薬品のハラル制度
○中田 雄一郎1（1大阪大谷大薬）
28PA-pm308 副作用検索システムの構築
○菅野 敦之1, 野口 保1（1明治薬大）
28PA-pm309 小学生を対象とした“薬育”の授業評価と新規“ア
ドバンスト薬育”導入効果の検証
○堀内 正子1, 足助 麻理2, 湯本 哲郎1, 亀井 淳三1（1星
薬大, 2東京都品川区立第四日野小学校）
28PA-pm310 医療用麻薬への誤解解消のための患者教育に関する
検討（第 2 報）
○武井 佐和子1, 出口 生成1, 勝山 壮1, 小島 尚3, 鈴木
勉2, 杉浦 宗敏1（1東京薬大薬, 2星薬大, 3帝科大）
28PA-pm311 第一類医薬品のインターネット販売における問題点
○久保 儀忠1, 柴山 良彦1, 八木 直美1（1北医療大薬）
28PA-pm312 薬物治療患者と医療従事者との解釈の齟齬
○前田 あゆみ1, 菅野 敦之1（1明治薬大）
28PA-pm313 健康食品の安全性に関する研究（第 22 報）ウスバサ
イシンの市販品と栽培品中のアリストロキア酸の
分析
北山 祥子1, 伊藤 琴菜1, 浜田 ちひろ1, 寺林 敏2, ○川
添 禎浩1（1京都女大食物栄養, 2京都府大院生命環境
科学）

病態モデル①
28PA-pm314S 新規心不全マーカー候補蛋白質の心不全病態におけ
る機能解明
○豊田 麻人1, 東阪 和馬1,2, 大須賀 絵理1, 笠原 淳平1,
藤尾 慈1,2,3, 坂田 泰史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）
28PA-pm315 AMED 創薬基盤推進研究事業「マウスバンク機能の
拡充による創薬イノベーションの迅速化」
○竹尾 透1, 中川 佳子1, 鳥越 大輔2, 南 敬3, 杉本 幸彦4,
中潟 直己1（1熊本大生命資源セ・資源開発, 2熊本大生
命資源セ・実験動物, 3熊本大生命資源セ・分子血管,
4
熊本大院薬・薬学生化学）
28PA-pm316 Helicobacter pylori 感染 Mongolian gerbil の胃粘膜の
集合細静脈における CD34 の染色性の検討
○浦山 るみ1, 楞田 朱音1, 髙橋 玲1,2, 村上 元庸3（1同
志社女大薬, 2同志社女大院薬, 3同志社女大看護）

病態モデル③
28PA-pm326

マウス薬剤性肝障害モデルによるゲニステインとエ
クオールの肝保護効果の比較
○立花 和也1, 林 優馬1, 野村 美里1, 桝渕 泰宏1（1千葉
科学大薬）
28PA-pm327 アセトアミノフェン誘発肝障害に対するフェブキソ
スタットの防御効果
○千葉 愛望1, 江波戸 愛奈1, 桝渕 泰宏1（1千葉科学大
薬）
28PA-pm328S 放射線による脂肪肝の誘発とカロリー制限による
抑制
○新福 七海1, 高木 彰紀1, 増田 豊1, 濱本 知之1（1昭和
薬大）
28PA-pm329 マウスにおけるうつ病様症状に対する失明の影響
○村山 哲将1, 住野 彰英1（1横浜薬大・薬理学）
28PA-pm330 短期間の高脂肪食摂取がもたらす海馬神経新生の領
域特異的な減少
○村田 雄介1, 浜崎 千帆1, 松本 茜1, 内丸 理恵1, 古賀
友里恵1, 森 征慶1, 大江 賢治1, 遠城寺 宗近1（1福岡大
薬臨床薬物）
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28PA-pm331S 慢性閉塞性肺疾患様気道上皮細胞における FABP5
の発現上昇の病態生理学的意義
○江藤 結花1, 野原 寛文2,3, 亀井 竣輔2,3, 藤川 春花2,3,
丸田 かすみ2, 中嶋 竜之介1, 川上 太聖1, 高橋 宜暉1,
メリーアン スイコ2, 甲斐 広文2,3, 首藤 剛2（1熊本大
薬, 2熊本大院薬, 3熊本大院リーディングプログラム
HIGO）

28PA-pm347S 副作用データベースにおける傾眠を誘発する医薬品
の化学構造解析
○塩田 彩乃1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）

医療薬科学・がん①
28PA-pm348

疾病と遺伝子・遺伝子治療①
28PA-pm332

遺伝子発現と薬剤感受性の統計解析
○柴田 恭子1（1金沢大病院先端医療開発センター）
28PA-pm333 抗うつ薬治療施行中患者におけるうつ症状への遺伝
的因子の影響
○井上 和幸1, 野寄 浩平1, 立石 佳奈1, 大野 智玖紗1,
近藤 里香1, 袴田 康弘2, 鈴木 晶子2, 伊藤 邦彦1（1静岡
県大薬, 2静岡県立総合病院・総合診療科）
28PA-pm334 スプライシングを制御するタンパク質 CUG-BP1 の
挙動
寳田 徹1, 塩見 のぞみ1, 都出 千里1, ○竹内 敦子1（1神
戸薬大）
28PA-pm335S 改良型アデノウイルスベクターを用いたタンパク質
アルギニンメチル化酵素が糖代謝へ与える影響の
検討
○裏山 悠哉1, 清水 かほり1, 三家本 武成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）
28PA-pm336S LRP1 依存的なアミロイド β 取り込みを指標とした
遺伝学的スクリーニング系の構築
○松田 友亨1, 海老沼 五百理1, 堀 由起子1, 富田 泰輔1
（1東大院薬）
28PA-pm337 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
○髙橋 優聡1, 伊藤 萌子1, 渡辺 泰裕1, 江川（岩城）
祥子1（1北海道薬大）
28PA-pm338S 改良型アデノウイルスベクターを利用したリン脂質
アシル基転移酵素の糖尿病への関与の検討
○三家本 武成1, 清水 かほり1, 裏山 悠哉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）
28PA-pm339S 喘息・COPD オーバーラップの病態解析における
micro-RNA の有用性
○植田 萌美1, 平井 啓太1, 下敷領 貴之1, 白井 敏博2,
伊藤 邦彦1（1静岡県大薬, 2静岡県立総合病院呼吸器）
28PA-pm340 ゲノム編集技術を用いた PEPT1 欠損ヒト iPS 細胞株
の作製
○河合 夏苗1, 根来 亮介2, 高山 和雄2,3,4, 櫻井 文教1,2,
水口 裕之1,2,3,5（1阪大薬, 2阪大院薬, 3医薬健栄研, 4JST
さきがけ, 5阪大MEIセ）

疾病と遺伝子・遺伝子治療②
28PA-pm341S 医薬品副作用データベースを用いた薬剤性便秘類似
疾患の分類評価
○小津 吉泰1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）
28PA-pm342S 副作用データベース JADER を用いた薬剤性せん妄
に関する化学構造情報解析
○瀬田 優香1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）
28PA-pm343S 大規模医薬品副作用データベースを用いた薬物性肝
障害と投与量の関係の解析
○今田 勇輝1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）
28PA-pm344 医薬品副作用データベース JADER を用いた非心原
性肺水腫を惹起する医薬品の化学構造的特徴の解析
○辰広 唯菜1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）
28PA-pm345 化学構造情報を付与した大規模副作用データベース
に基づく悪心・嘔吐誘発薬物予測モデルの構築
○朝戸 統乃1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）
28PA-pm346 副作用データベースに基づく呼吸抑制を誘発する医
薬品の化学構造解析
○内田 誠規1, 加賀谷 肇1, 植沢 芳広1（1明治薬大）

Statins による Ras 経路阻害を介した Bim 発現増加で
のアポトーシス誘導機序
○西田 升三1, 椿 正寛1, 武田 朋也1, 眞下 恵次1,3, 藤本
伸一郎1,2, 阪口 勝彦3（1近畿大薬, 2近畿大病院薬, 3日
本赤十字和歌山医療センター薬）
28PA-pm349S 制御性 T 細胞阻害活性を有する低分子化合物の探索
○池田 亮介1, 村岡 大輔1, 園田 祐大1, 田口 今日子1,
小郷 尚久1, 浅井 章良1（1静岡県大院薬）
28PA-pm350S 抗がん剤耐性を獲得したマウスメラノーマ細胞にお
ける Pdcd4 発現量の比較
○西風 香那1, 後藤 美紀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）
28PA-pm351 ヒト乳癌培養細胞における血管擬態誘導の経時的変
化と癌幹細胞関連マーカーの発現パターンの解析
○井澤 優希1, 曲渕 香輪2, 石村 光2, 伊藤 愛実2, 野坂
茉由2, 福沢 真由2, 髙橋 玲1,2（1同志社女大院薬, 2同志
社女大薬）
28PA-pm352S ABCC4 遺伝子上の非同義一塩基多型(rs3765534,
E757K)は HER2 陰性及び PgR 陽性乳がんの発症リ
スクと関連する
○塚本 めぐみ1, 伊藤 秀美2, 中川 大3, 松尾 恵太郎2
（1中部大院応用生物, 2愛知県がんセ研・遺伝子医療研
究, 3中部大応用生物）

医療薬科学・がん②
28PA-pm353

高濃度グルコース環境によるヒト乳がん細胞 MCF-7
の悪性化形質獲得とその修飾因子としてのトランス
ポーターの解明
○松井 千紘1, 中瀬 朋夏1, 川原 さと実1, 波多野 有紀1,
前田 幸千恵1, 中瀬 生彦2, 髙橋 幸一1（1武庫川女大薬,
2
阪府大ナノ）
28PA-pm354 脳腫瘍幹細胞マウスモデルを用いたアセトゲニン誘
導体新規がん治療薬開発
○東馬 智未1, 茂山 千愛美1, 小島 直人1, 岩崎 仁志1,
安藤 翔太1, 藤田 貢2, 谷口 恵香1, 飯居 宏美1, 吉貴
達寛1,3, 中田 晋1（1京都薬大, 2近畿大, 3滋賀医科大）
28PA-pm355 腸管腫瘍サイズ増大に関与する Tff2 遺伝子の作用機
序解析
○増本 唯1, 藤本 京子1, 増田 貴子1, 道津 有美1, 和田
守正1（1長崎国際大薬 分子生物学研究室）
28PA-pm356 ホルモン受容体関連蛋白質に着目した、肺がんにお
ける EGFR チロシンキナーゼ阻害剤の耐性化機構の
解明
○花室 紗知代1, 東阪 和馬1,2, 林 穎1, 新谷 拓也1,3, 芳
賀 優弥1, 前田 真一郎1,3, 長野 一也1, 藤尾 慈1,2,3, 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）
28PA-pm357S Triple Negative Breast Cancer 細胞に対するラパチニ
ブの有用性評価
○関根 直輝1, 東阪 和馬1,2, 芳賀 優弥1, 楊 立立1, 林
穎1, 長野 一也1, 堤 康央1,3（1阪大院薬, 2阪大院医, 3阪
大MEIセ）
28PA-pm358 ヒト乳がん細胞 MCF-7 に対する AsIII とテトランド
リンの併用による相乗的な殺細胞作用
○袁 博1, 王 瀟1, 姚 明江1,2, 林 秀樹1, 平野 俊彦1, 高木
教夫1（1東京薬大薬, 2中国中医科学院西苑医院）

医療薬科学・がん③
28PA-pm359

– 40 –

昼夜交代制勤務を想定した餌摂取時刻がマウスメラ
ノーマ癌細胞の肺転移に及ぼす影響
○平石 さゆり1, 香川 靖雄1, 堀江 修一1（1女子栄養
大）

28PA-pm360

15-デオキシ-デルタ 12, 14-プロスタグランジン J2 は
focal adhesion kinase の不活性化によって腎臓癌細胞
の遊走を抑制する
○山本 泰弘1, 高馬 宏美1, 矢上 達郎1（1姫路獨協大薬
生理学）
28PA-pm361S 新規 NF-kappaB/STAT3 阻害剤による多発性骨髄腫
でのアポトーシス誘導機構の解析
○小泉 翔太郎1, 椿 正寛1, 武田 朋也1, 浅野 良太1, 川
島 啓司1, 西田 升三1（1近畿大薬）
28PA-pm362 エノキサシンと UVA 併用による光化学的作用を利
用したアポトーシス誘導
○品田 春佳1, 岩瀬 由未子1, 西 弘二1, 弓田 長彦1（1横
浜薬大）
28PA-pm363S 悪性中皮腫細胞における MTHFR 一塩基多型に基づ
いた細胞死感受性の検討
○伏木 桃花1, 佐藤 綾美2, 矢野 友啓3（1東洋大食環,
2
千葉大院薬, 3東洋大院食環）
28PA-pm364 数理モデルの手法を用いたがんの浸潤・転移シミュ
レーション
○桑原 知之1, 杉野 佑太1, 九川 文彦1（1兵庫医療大
薬）

医療薬科学・がん④
28PA-pm365S 前立腺がん幹細胞を標的とした新規予防法の検討
○金子 沙妃1, 佐藤 知晶1, 矢野 友啓1（1東洋大院食環
境科学研究科）
28PA-pm366S PKCλ 依存的な解糖系を介した ALDH1 陽性乳癌幹
細胞の生存機構の解析
○野崎 優香1,2, 片山 鈴花1, 多森 翔馬1,2, 南島 治1, 阿
部 真実1, 石原 侑佳1, 中根 裕美1, 佐藤 圭子3, 原 泰志4,
安部 良4, 工藤 泰5, 牧野嶋 秀樹7, 土原 一哉7, 川上
達雄8, 内海 文彰1, 田沼 靖一1,6, 江角 浩安4,7, 大野
茂男9, 秋本 和憲1,2（1東理大薬, 2東理大TRセ, 3東理大
理工, 4東理大生命研, 5プライムテック, 6東理大ゲノム
創薬セ, 7国立がん研究セ, 8メディカルプロテオスコー
プ, 9横浜市大医）
28PA-pm367 ApcMin/+マウスにおいてサフラン抽出物は腫瘍発生
を抑制する
○山口 仁美1, 藤本 京子1, 藤井 元2, Tung Huu
NGNYEN3, 武藤 倫弘4, 宇都 拓洋5, 太田 智絵5, 正山
征洋5, 和田 守正1（1長崎国際大・薬・分子生物学, 2国
がん研セ・研・RI, 3ベトナム国立大医, 4国がん研セ・
研・社会と健康セ, 5長崎国際大・薬・薬品資源学）
28PA-pm368 膵臓がん転移における Numb の役割
○高橋 哲史1, 五十鈴川 和人1, 中村 正彦2, 鈴木 幸男2,
鈴木 秀和3, 金 成俊1（1横浜薬大・漢方治療, 2北里大
薬・臨床薬学研究・教育センター, 3慶應大医・医学教
育統轄センター）
28PA-pm369 南米大陸産薬用植物による生体内産生発がん物質に
対するがん予防作用
○徳田 春邦1, 福田 陽一2, 山下 光明2, 飯田 彰2（1京大
院農, 2近畿大農）
28PA-pm370 ビタミン B6 化合物が B16F10 細胞の細胞増殖および
メラニン合成に及ぼす影響
○松尾 泰佑1, 藤原 亜紀1, 仲村 一裕1, 佐塚 泰之1（1岩
手医大薬）

医療薬科学・がん⑤
28PA-pm371S EGFRT790M 発現肺腺癌細胞株を用いた第 3 世代
EGFR-TKI 耐性細胞の樹立とその機序の検討
○中谷 香織1, 山岡 利光2, 大森 亨2, 大場 基2, 藤田
健一2, 滝 伊織1, 亀井 大輔1, 岩井 信市1, 佐々木 康綱2
（1昭和大薬, 2昭和大）
28PA-pm372S Triple Negative Breast Cancer 細胞に対する化学療法
剤の細胞障害性評価
○楊 立立1, 東阪 和馬1,2, 芳賀 優弥1, 関根 直輝1, 林
穎1, 長野 一也1, 堤 康央1,3（1阪大院薬, 2阪大院医, 3阪
大MEIセ）

28PA-pm373S DNA 損傷修復能に着目した PARP 阻害剤耐性機序
に関する検討
○宗野 鷹仁1, 峯垣 哲也1, 坂井 朋代1, 棚橋 真美1, 宮
本 恵輔1, 荒木 悠1, 稲垣 恵未1, 林 絵里1, 山本 彩佳1,
北野 美鈴1, 齊藤 愛子1, 中山 優子2, 辻本 雅之1, 高良
恒史2, 西口 工司1（1京都薬大, 2姫路獨協大薬）
28PA-pm374 5-フルオロウラシル耐性ヒト乳癌細胞株における薬
剤耐性へのエピジェネティック制御の関与
○峯垣 哲也1, 鈴木 藍1, 森 美里1, 藤井 啓子1, 眞弓 万
里奈1, 辻本 雅之1, 西口 工司1（1京都薬大）
28PA-pm375 好中球プロテアーゼで形成された乳がん細胞凝集体
は低酸素状態になる
○鎌田 理代1, 油井 聡1（1帝京大薬）
28PA-pm376 新規 KSP 阻害薬のヒト乳癌細胞に対する効果
○太田 有紀1, 土屋 聖子2, 武永 美津子3, 新美 純3, 渡
邉 大輝1, 大滝 正訓1, 大石 真也4, 藤井 信孝4, 津川 浩
一郎2, 松本 直樹1（1聖マリアンナ医大薬理学, 2聖マリ
アンナ医大乳腺・内分泌外科, 3聖マリアンナ医大院,
4
京大院薬）

医療薬科学・がん⑥
28PA-pm377S 多発性骨髄腫での RANK/RANKL を介した抗がん剤
耐性は Src 経路活性化が関与する
○宇佐見 拓丈1, 椿 正寛1, 武田 朋也1, 河本 雄一1, 西
田 升三1（1近畿大薬）
28PA-pm378 ESR1 発現欠損による乳がん悪性化の分子機序の
解析
○青木 寧々1, 青木 夏美1, 木田 ほのか1, 上原 久典2,
高橋 徹行1, 土方 貴雄1（1武蔵野大薬, 2徳島大病院病
理部）
28PA-pm379 乳癌におけるがん免疫の応答性
○木田 ほのか1, 青木 寧々1, 高橋 徹行1, 土方 貴雄1
（1武蔵野大薬）
28PA-pm380 スキルス胃癌の腹膜転移機構の解明に関する研究
○服部 真晃1, 原 敏文1, 森田 あや美1, 武井 佳史1（1愛
知学院大薬・生体機能化学）
28PA-pm381 スキルス胃癌の腹膜転移における Galectin 4 の役割
○森田 あや美1, 吉見 一志1, 原 敏文1, 武井 佳史1（1愛
知学院大薬・生体機能化学）
28PA-pm382 スキルス胃癌の腹膜転移に関わる遺伝子の機能解析
○花井 檀1, 原 敏文1, 森田 あや美1, 武井 佳史1（1愛知
学院大薬・生体機能化学）

薬理活性
28PA-pm383

後肢拘束筋萎縮ラットに及ぼす経口グルタチオン投
与の予防効果
○小藤 彩夏1, 内田 博之1, 伊東 順太1, 小林 順1（1城西
大薬）
28PA-pm384 PARP 阻害剤感受性を亢進する microRNA の同定と
PARP 阻害剤併用療法の検討
○奥井 理予1, Helen R. RUSSELL2, Peter J.
MCKINNON2（1桐蔭横浜大, 2セントジュード小児研
究病院）
28PA-pm385S 雄性マウスにおけるオキシトシンの抗不安効果の経
時的変化
○寺井 大輝1,2, 村田 雄介1, 竹下 舞夏1, 江原 幸菜1, 森
征慶1, 大石 学2, 大江 賢治1, 遠城寺 宗近1（1福岡大薬・
臨床薬物, 2らいふ薬局）
28PA-pm386 骨組織リモデリングにおける溶存水素の影響
○稲垣 都子1, 満田 ゆかり1, 井澤 優希2, 福沢 真由1,
髙橋 玲1,2（1同志社女大薬, 2同志社女大院薬）
28PA-pm387 High-Sensitive Allergy Test (HiSAT) に用いる HL-60
細胞の遺伝子解析
○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）
28PA-pm388 膵 β 細胞株 INS-1E の機能に及ぼす高濃度グルコー
スの影響
○原 怜子1, 山足 拡美1, 村上 竜司1, 加地 弘明1, 小野
浩重1（1就実大薬）
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28PA-pm389

脳梗塞再発予防のための非侵襲的超音波によるアプ
ローチ
○澤口 能一1,2, 山本 博之1, 須田 千佳穂1, 伊藤 創馬1,
菊池 蘭1, 立花 研1, 中島 孝則1（1日本薬大, 2慈恵医大）

医療薬科学その他①
28PA-pm390

28PA-pm391

28PA-pm392

28PA-pm393

28PA-pm394

月経周期と睡眠、日中の眠気との関連
○熊川 郁英1, 佐藤 史佳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）
AGEs-RAGE 間結合に影響を与える因子の同定と血
管内皮細胞応答への影響
○森 秀治1, 渡邊 政博1, 和氣 秀徳2, 劉 克約2, 勅使川
原 匡2, 高橋 英夫3, 西堀 正洋2, 豊村 隆男1（1就実大薬,
2
岡山大院医歯薬, 3近畿大医）
月経周期における血漿中 8-hydroxydeoxyguanosine 量
○新保 ほのか1, 三上 千晶1, 藤兼 由佳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）
月経周期と酸化ストレス・うつ傾向との関連性（第
2 報）
○佐藤 史佳1, 熊川 郁英1, 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）
精神病発症危険状態（ARMS）における血清中代謝
物濃度の比較解析
○小野里 磨優1, 辻野 尚久2,3, 雅樂 晏里沙1, 岡西 佑
紀奈1, 奥村 郁実1, 小沼 利穂1, 小畑 香菜1, 庄司 礼子1,
田形 弘実2, 舩渡川 智之2, 山口 大樹2, 片桐 直之2, 坂
本 達弥1, 一場 秀章1, 根本 隆洋2, 水野 雅文2, 福島 健1
（1東邦大薬, 2東邦大医, 3恩賜財団済生会横浜市東部
病院）

28PA-pm396S 新規キラル誘導体化試薬 COXA-OSu の開発とアミ
ノ酸光学分割への応用
○古川 祥子1, 福田 瑞穂1, 佐々木 美侑1, 坂本 達弥1,
植草 秀介2, 小野里 磨優1, 一場 秀章1, 福島 健1（1東邦
大薬, 2東邦大・大橋病院）
28PA-pm397S イムノコンプレキソーム解析法における免疫複合体
抗原選択的な溶出法の検討
○相原 希美1, 蒲原 千裕1, Anil CHAUHAN2, 岸川
直哉1, 中嶋 幹郎1, 黒田 直敬1, 大山 要1（1長崎大院医
歯薬, 2St Louis University School of Medicine）
28PA-pm398 療養型精神科病院入院患者における腎機能実態の
研究
○米澤 健1,3, 木谷 崇和2, 土屋 健史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, 2杠葉
病院内科, 3長崎大院医歯薬）
28PA-pm399 プロテオーム解析を用いた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1,2, 衛藤 舜一1, 越田 葵1, 松長
由里子2, 長野 一也1, 宮川 繁2, 堤 康央1,3（1阪大院薬,
2
阪大院医, 3阪大MEIセ）

その他
26PA-pm438

医療薬科学その他②
28PA-pm395S HPLC による S-COXA -光学活性アミノ酸の定量およ
び生体試料への応用
○福田 瑞穂1, 古川 祥子1, 佐々木 美侑1, 坂本 達弥1,
小野里 磨優1, 一場 秀章1, 長濱 辰文1, 福島 健1（1東邦
大薬）
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包接特性を利用したアダマンタン修飾 HSA との複合
体形成による葉酸修飾メチル-β-シクロデキストリン
の抗腫瘍効果の向上
○山下 有希1,2, 本山 敬一1, 東 大志1, 有馬 英俊1,2（1熊
本大院薬, 2熊本大リーディング大学院 HIGO プログ
ラム）

教育系薬学・その他（ポスター発表）
PA 会場

28PA-am379

3 月 28 日（水）午前
もてなしドーム 地下イベント広場

薬学教育
28PA-am366

薬学生における睡眠の質と不安・気分・自律神経機
能の相関
○橋本 理志1, 安川 圭司1, 小山 進1（1第一薬大）
28PA-am367 学生同士の協同による学びのコミュニティの創生を
目指した教育実践
○飯田 耕太郎1, 武永 尚子1（1名城大薬）
28PA-am368 早期体験学習における不自由体験の教育効果につ
いて
○和田 哲幸1, 小野田 良1, 山下 由依亜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）
28PA-am369 ヒューマニズム教育としての人体臓器観察の客観的
解析
○大内 秀一1, 山下 由依亜1, 小野田 良1, 中村 武夫1,
伊藤 栄次1, 松野 純男1, 和田 哲幸1, 八軒 浩子1（1近畿
大薬）
28PA-am370 初期救命救急講習を通しての早期体験学習参加学生
の評価およびその解析
○八軒 浩子1, 小野田 良1, 山下 由依亜1, 中村 武夫1,
伊藤 栄次1, 松野 純男1, 大内 秀一1, 和田 哲幸1（1近畿
大薬）
28PA-am371S 薬局での早期臨床体験における見聞・体験の内容
調査
○住山 昌英1, 串畑 太郎1, 安原 智久1, 栗尾 和佐子1,
曽根 知通1（1摂南大薬）
28PA-am372 1 年次における医系 4 学部連携による在宅訪問実習
の取り組み
○大幡 久之1, 田中 一正1, 刑部 慶太郎1, 小倉 浩1, 稲
垣 昌博1, 平井 康昭1, 倉田 知光1, 天野 弘美1, 剣持
幸代1, 亀井 大輔2, 大林 真幸2, 木内 祐二3（1昭和大富
士吉田教育部, 2昭和大薬, 3昭和大医）
28PA-am373 地域連携早期体験プログラムにおけるマナー教育の
導入とその効果
○田原 佳代子1, 遠藤 泰1, 二瓶 裕之1（1北医療大薬）
28PA-am374 薬学部における低学年のためのアクティブラーニン
グの実践
○齋藤 博1, 岡村 祥太1, 千葉 輝正1, 中村 有貴1, 足立
哲也1, 新井 利次1, 小川 晴久1, 根岸 新一1, 山下 裕1, 亀
卦川 誠也1, 杉田 一郎1, 山﨑 敏彦1, 野澤 直美1, 木村
道夫1, 佐藤 卓美1（1日本薬大）
28PA-am375 アウトカム基盤型初年次教育の取り組みと直接・間
接評価による効果の検証
○中越 元子1, 木藤 聡一1, 倉島 由紀子1, 周尾 卓也1,
武本 眞清1, 畑 友佳子1, 荒川 靖1, 内田 幸子1（1北陸大
薬）
28PA-am376 北陸大学における初年次教育導入プログラムの実践
○畑 友佳子1, 木藤 聡一1, 倉島 由紀子1, 周尾 卓也1,
武本 眞清1, 荒川 靖1, 中越 元子1（1北陸大薬）
28PA-am377 定期試験を意識した「学修計画書」作成は、学生の
学習習慣や成績に影響を及ぼすか？
○倉島 由紀子1, 木藤 聡一1, 周尾 卓也1, 武本 眞清1,
畑 友佳子1, 荒川 靖1, 中越 元子1（1北陸大薬）
28PA-am378 初年次前期の学習記録の継続性は、その後の定期試
験成績と相関する
○武本 眞清1, 木藤 聡一1, 角澤 直紀1, 宮﨑 淳1, 倉島
由紀子1, 畑 友佳子1, 荒川 靖1, 中越 元子1（1北陸大薬）

講義・実習・科学英語の科目間連携による振り返り
学習
○木藤 聡一1, 池田 ゆかり1, 東 康彦1, 中越 元子1（1北
陸大薬）
28PA-am380 イグナイト教育を基盤とする薬学基礎教育：学生と
教員との認識のズレに関する調査
○野原 幸男1, 角田 大1, 田島 裕久1, 江藤 忠洋1, 川口
基一郎1（1いわき明星大薬）
28PA-am381 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 第2報
○角田 大1, 宮本 拓歩1,2, 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）
28PA-am382 成績に対する自己学習時間調査の影響
○北山 友也1, 西村 奏咲1, 三木 知博1, 篠塚 和正1（1武
庫川女大薬）
28PA-am383S 学習行動調査に基づく薬学生の学習時間と学業成績
の関連
○近藤 真奈実1, 安原 智久1, 曾根 知道1（1摂南大薬）
28PA-am384 AB 解析が可能にする学生と教員の双方への内省的
フィードバック～学修・教育の質向上を目指して～
○高橋 真樹1, 森 雅博1（1千葉科学大薬）
28PA-am385 効果的な学習パフォーマンスを目指したデュアル授
業の成果－講義、アクティブラーニング、ポートフォ
リオの併用授業－
○渡邊 美智留1, 黒岩 美枝1, 村田 実希郎1, 奥野 義規1,
石橋 雪子1, 山口 友明1（1横浜薬大）
28PA-am386 新規 WEB システムを利用した SGD ピア評価の試み
○諸根 美恵子1, 佐藤 厚子1, 大河原 雄一1, 高橋 知子1,
鈴木 常義1, 中村 仁1, 吉村 祐一1, 柴田 信之1（1東北医
薬大薬）
28PA-am387 学習意欲向上のための非講義形式授業
○植田 康次1, 武田 直仁1, 田口 忠緒1, 神野 透人1（1名
城大薬）
28PA-am388 クラスサイズの違いによる成績およびアンケート結
果への影響
○西村 奏咲1, 北山 友也1, 三木 知博1（1武庫川女大
薬・薬学教育推進センター）
28PA-am389 能動的学習能力と問題解決能力の醸成を目指した
TBL 演習の実施とその評価
○加地 弘明1, 山﨑 勤1, 山田 陽一1, 工藤 季之1, 渡辺
雅彦1, 末丸 克矢1, 平本 一幸1, 阿蘓 寛明1, 吉川 弥里1,
塩田 澄子1（1就実大薬）
28PA-am390S ディプロマ・ポリシーへの到達を評価する：3 年間
の継続的な Rubric による学生自己評価
○田中 映里1, 安原 智久1, 栗尾 和佐子1, 串畑 太郎1,
曽根 知道1, 河野 武幸1（1摂南大薬）
28PA-am391 6 年間の薬物乱用防止に関する薬学部 1 年生の意識
調査
○村上 勲1, 齋藤 百枝美1, 鈴木 義彦1, 渡辺 茂和1, 土
屋 雅勇1（1帝京大薬）
28PA-am392 薬学教育が薬学生の意識に与える影響について（2）
－解熱鎮痛薬を対象とした調査－
○渡辺 朋子1, 加藤 裕芳1, 山村 重雄2, 岡村 麻子1,3, 藤
枝 正輝1, 高橋 友子4, 石井 敏浩1, 小池 一男1（1東邦大
薬, 2城西国際大薬, 3つくばセントラル病院産婦, 4東邦
大健推）
「授業の満足
28PA-am393 学生による授業評価アンケートの分析：
度」に影響を与える因子の探索
○森 哲哉1,4, 岡本 健吾2,4, 三反崎 聖3,4（1高崎健康福
祉大薬免疫・アレルギー学, 2高崎健康福祉大薬遺伝
子機能制御学, 3高崎健康福祉大薬薬物毒性学, 4高崎
健康福祉大薬薬学教育研究推進センター）
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28PA-am394

28PA-am395

28PA-am396
28PA-am397
28PA-am398

28PA-am399

28PA-am400

28PA-am401

28PA-am402

28PA-am403

28PA-am404

28PA-am405

28PA-am406

28PA-am407

28PA-am408

28PA-am409

薬効説明ができた学生とできなかった学生の比較分
析 －実習効果と、現在と将来の人生に向かう志向
性の違い－
○下田 浩子1,4, 岡本 裕司2, 武田 裕3, 松村 泰志2, 高橋
良輔1（1京大院医, 2阪大院医, 3慈恵医療大, 4マックス
プランク研究所）
基礎科目の理解と記憶定着のための統合型教材の
開発
○井上 能博1, 池野 聡一1, 宇都宮 郁1（1昭和薬大）
広範な現場体験からみた早期体験学習の意義Ⅱ
○内海 美保1, 奥井 順子1, 山原 弘1（1神戸学院大薬）
当事者性をもたせた薬害教育の実践と評価Ⅳ
○奥井 順子1, 内海 美保1, 山原 弘1（1神戸学院大薬）
特別講義における外部講師ー学生間での質疑応答を
活発にするための工夫
○池田 啓一1, 菅原 幸子2, 堀川 靖子3, 小林 淳4（1北陸
大薬, 2女性労働協会, 3北陸大IR室, 4高知県大健康栄
養）
効果的な学習支援法の構築を目指して ―夏期補習と
しての統合型学習の効果検証から―
○関 広美1, 木村 美紀1, 大澤 舞2, 大井 浩明3, 岩木 和
夫1（1東邦大薬・薬学総合教育, 2東邦大薬・英語, 3東邦
大薬・薬学教育推進）
薬学臨床知識教育における授業連動型学習アプリ
(ClinPharm)の開発と学習進度リアルタイムモニタリ
ング
○池田 賢二1（1大阪大谷大薬）
自信を取り戻す Flipped peer leaning の学習経験を通
して―多様性（diversity）がもたらす positive 効果を
意識調査結果から考察する－
○合田 奈央1, 加藤 比奈子1, 野中 いつき1, 森 花恵1,
水上 知咲1, 小山 淳子1, 和田 昭盛1, 児玉 典子1（1神戸
薬大）
ジグソー法を用いた薬学英語学習に関する学力層別
学習意識調査結果について
○児玉 典子1, 細川 美香1, 田中 将史1, 藤波 綾1, 小山
淳子1, 竹内 敦子1（1神戸薬大）
“英語版くすりのしおり”を活用した実践的臨床薬
学英語教育の構築
○大塚 邦子1,2, 篠塚 達雄1（1横浜薬大, 2くすりの適正
使用協議会）
放射薬品学実習教材について
○五郎丸（新海）美智子1, 清水 真紀1, 黒田 潤1, 西口
慶一1, 菅野 裕一朗1（1東邦大薬）
実践能力を重視した衛生薬学実習の導入
○平野 和也1, 今井 純1, 金井 佑樹1, 佐藤 祐希江1, 品
川 昂太1（1高崎健康福祉大薬）
星薬科大学の物理系実習における理解度の評価
○笹津 備尚1, 渡辺 聡1, 長瀬 弘昌1, 板橋 武史1, 宮下
正弘1, 輪千 浩史1（1星薬大）
実験実習教育における単独で行う実験および学生に
よる実験結果説明の効果
○大谷 有佳1, 平山 恵津子1, 河野 享子1, 髙尾 郁子1,
千原 佳子1, 木村 徹1, 髙田 哲也1, 徳山 友紀1, 北出
達也1（1京都薬大）
地域連携活動として実践する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 2017 in 山科～
○千原 佳子1, 髙尾 郁子1, 大谷 有佳1, 徳山 友紀1, 河
野 享子1, 平山 恵津子1, 木村 徹1, 北出 達也1（1京都薬
大）
有機化学教員と臨床系教員の連携による実務実習事
前学習の実践とその評価
○清水 忠1, 安田 恵1, 村上 雅裕1, 橋本 佳奈1, 大野
雅子1, 上田 昌宏2, 西村 奏咲3, 桂木 聡子1, 天野 学1
（1兵庫医療大薬, 2ささやま医療センター薬, 3武庫川女
大薬）

28PA-am410

有機化学演習におけるマンツーマン教育で見えてき
た課題と PDCA サイクルへの展開
○浅田 麻琴1, 野ヶ峯 亜由美1, 冨永 達朗1, 神谷 浩平1,
日置 和人1, 日高 興士1, 瀧本 竜哉1, 福留 誠1, 北條 恵子1,
袁 德其1, 佐々木 秀明1, 津田 裕子1（1神戸学院大薬）
28PA-am411 スペクトル構造解析学におけるカルタを用いた演習
の実施と評価
○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 和博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）
28PA-am412 金城学院大学薬学部における反転授業｢構造式演習｣
の取り組み
○青柳 裕1, 今井 幹典1, 佐伯 憲一1, 篠原 康郎1, 永津
あきと1, 林 一彦1, 渡邉 真一1, 林 高弘1, 福石 信之1, 矢
野 玲子1, 千葉 拓1, 安田 公夫1, 塚本 喜久雄1, 津嶋
宏美1, 日野 知証1（1金城学院大薬）
28PA-am413S 薬学生に対するファーマコゲノミクス (PGx) 教育の
実施とその効果
○松岡 芹佳1, 平 大樹1, 蓮元 憲祐1, 鈴木 あさ美1, 角
本 幹夫1, 岡野 友信1（1立命館大薬）
28PA-am414 協働をテーマとした「気づきの体験学習」を受講し
た薬学部 4 年生におけるディスカッションスキルの
変化
○長谷川 仁美1, 髙塚 人志2, 奥秋 美香1, 日下部 吉男1,
村上 勲1, 中村 英里1, 楯 直子1, 岩澤 晴代1, 岸本 成史1
（1帝京大薬, 2帝京大医療共通教育研セ）
28PA-am415 事前実務実習に導入したルーブリック評価からみた
「共感」「傾聴」の到達率の低さの原因の検索
○増田 多加子1, 比嘉 仁1, 杉浦 宗敏1（1東京薬大薬）
28PA-am416 学生サークルを活用した高機能患者シミュレーター
を用いた薬物治療実践演習の試み
○瀧澤 聡1, 高橋 真樹1, 森 雅博1（1千葉科学大薬）
28PA-am417 ヒューマニズム教育プログラムの構築と課題～アク
ティブラーニングの導入と評価～
○久保田 洋子1, 村橋 毅1, 土井 孝良1, 荒井 健介1, 樋
口 敏幸1, 安西 和紀1（1日本薬大）
28PA-am418 北里大学におけるヒューマニズム教育 ～学生の気づ
きと薬剤師として求められる資質の関係～
○竹平 理恵子1, 有田 悦子1, 小倉 未来1, 本間 浩1（1北
里大薬）
28PA-am419 モデル症例を用いたフィジカルアセスメント体験学
習の導入とその効果
○仁木 一順1, 幡生 あすか1, 南園 真哉1, 上島 悦子1
（1阪大院薬）
28PA-am420 模擬患者参加型コミュニケーション実習が薬学生に
与える教育効果について
○山本 健1, 宮﨑 美子1, 高田 公彦1, 増田 豊1, 廣澤
伊織1, 森元 能仁1, 濵本 知之1（1昭和薬大臨床薬学教
育研セ）
28PA-am421S 多職種連携医療実習による薬学生の社会的スキルに
対する効果
○松山 卓矢1, 舘 知也1, 伊野 陽子1, 野口 義紘1, 寺町
ひとみ1（1岐阜薬大）
28PA-am422 多職種連携医療実習による薬学生の多職種連携に関
する重要性への意識および学習の到達目標に対する
効果
○伊野 陽子1, 舘 知也1, 松山 卓矢1, 野口 義紘1, 寺町
ひとみ1（1岐阜薬大）
28PA-am423 多職種連携協働を目指した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, 鎌田 佳奈美2, 森谷
利香2, 吉川 有葵2, 曽根 知道1, 河野 武幸1（1摂南大薬,
2
摂南大看）
28PA-am424 薬学基礎実習における学生の自己評価と成績との関
連性について
○今田 啓介1, 長谷川 弘2, 藤田 恭子2, 三輪 裕幸2, 市
田 公美2, 小倉 健一郎3, 西山 貴仁3, 大沼 友和3, 平塚
明3, 安藤 堅1, 佐藤 弘人1, 高橋 浩司1, 稲葉 二朗1（1東
京薬大薬・薬学基礎実習教育, 2東京薬大薬・病態生理
学, 3東京薬大薬・薬物代謝安全性学）
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28PA-am425

28PA-am426

28PA-am427

28PA-am428

28PA-am429

28PA-am430

28PA-am431

28PA-am432

28PA-am433

28PA-am434

28PA-am435

28PA-am436

28PA-am437

28PA-am438

28PA-am439

薬学部最終学年での計画的学修
○波多江 典之1, 遠藤 泰1, 青木 隆1, 高上馬 希重1, 寺
崎 将1, 和田 啓爾1（1北医療大薬）
サポートベクターマシンに基づく模擬試験結果を用
いた薬剤師国家試験合否予測モデルの構築
○清水 典史1, 井上 寛1, 松延 千春1, 高露 恵理子1, 椿
友梨1, 白谷 智宣1（1第一薬大）
薬学教育支援センターでの確認試験成績の傾向～薬
剤師国家試験合否との関連～
○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）
薬学生が簡易懸濁法を現場で実施したい動機となる
要因の調査
○蓮元 憲祐1, 横井 正之1,2, 平 大樹1, 角本 幹夫1, 岡野
友信1（1立命館大薬, 2パスカル薬局）
災害医療に関する実務実習における講義の有用性と
理解度の調査
○小松 望1, 田中 惠1, 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）
長期実務実習において薬学生が患者説明会の講師を
務めることによる効果について
○森 厚司1, 西部 紗由美1, 滝沢 友理1, 澤田 敏成1, 吉
田 和美2, 古田 友梨1, クロスビー 智美2, 山本 有人2
（1エムハート薬局, 2ミック岐阜支店）
医薬品卸による薬学生実務実習支援に関する調査
研究
○小川 雅史1,2, 奥村 寿夫1, 井村 哲1, 舟辺 隆之1, 中村
春行1, 山脇 明1, 余田 武則1, 向井 淳治2（1ケーエス
ケー, 2大阪大谷大薬）
薬局における倫理的事象の明確化と実務実習への
応用
○藤崎 玲子1, 久田 健登1, 細井 拓真1, 尾上 涼子1, 滑
川 可奈1, 西村 有加1, 田中 伸一1, 原島 しのぶ1, 飯塚
敏美1, 堀口 雅巳1（1望星薬局）
次世代を担う薬剤師の育成 第 14 報 ―薬局実
習・病院実習連携ツールとしての症例体験リストの
有用性の検討―
○久保 和子1, 猪田 宏美1, 小川 瑶子1, 北村 佳久1, 千
堂 年昭1（1岡山大病院薬）
病院実務実習における実習生担当症例の実態調査
○宮嵜 靖則1, 内野 智信1, 谷澤 康玄1, 井上 和幸1, 辻
大樹1, 平井 啓太1, 伊藤 邦彦1, 賀川 義之1（1静岡県大
薬）
薬剤師職員教育を兼ねた薬学教育実務実習の受入に
関するアンケート調査
○河野 健吾1, 正村 早紀1, 田籠 美保子1, 外石 昇1（1総
合東京病院薬）
病院実務実習における薬学生によるプレアボイド報
告の有用性の検討
○板井 進悟1, 菅 幸生2, 髙林 真貴子1, 川岸 篤史1, 石
田 奈津子2, 原 祐輔1, 嶋田 努1, 崔 吉道1（1金沢大病院
薬, 2金沢大院医薬保）
金沢医科大学病院における多職種連携教育の試み
○高野 克彦1,2, 高橋 喜統2, 高村 昭輝3, 野村 政明1, 堀
有行3, 西条 旨子3, 丹羽 修2（1北陸大薬, 2金沢医大病
院薬, 3金沢医大医）
病院実務実習におけるアドバンスト臨床実習とプリ
セプター制度の導入と評価
○小原 直紘1, 森 英人1, 田路 章博1, 山口 崇臣1, 本田
芳久1（1大阪南医療センター）
病院薬剤部門に蓄積される知識・経験を効果的に薬
学教育へ生かす試み(2) ―タブレット端末用アプリ
ケーション i-Lore のシステム改良―
○石田 実乃莉1, 貝田 奈美季1, 竹内 勇磨1, 谷和 紗月1,
生田 彩乃1, 岡橋 考侍2, 友金 幹視2, 平山 雅之3, 高田
雅弘1（1摂南大薬医療薬学研究室, 2京都第二赤十字
病院薬, 3デイスター・テクノロジーズ）

28PA-am440

病院実習での糖尿病療養支援に関するプログラム
○梅村 朋1,3, 久保田 亜希2, 吉見 陽3, 日比 陽子2, 伊藤
教道2, 山田 清文2, 野田 幸裕3（1名大病院医療安全,
2
名大病院薬, 3名城大薬）
28PA-am441 瀬戸内海巡回診療船によるへき地医療体験実習
國澤 和憲1, 岡田 達司1, 上地 智輝1, 岸 沙也香1, 内藤
祐子1, 村川 晃大1, 田坂 真希1, 前田 志津子1, 三宅
勝志1, ○杉原 数美1（1広島国際大薬）
28PA-am442 「地域チーム医療を担う薬剤師養成プログラム」にお
ける病院実務実習の 地域医療連携実習について
-薬学部実習生の視点および評価から○藤本 美弥1, 伊藤 麻祐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, 安原 智久5,
河野 武幸5, 村岡 未彩6, 西野 隆雄6, 平田 收正6, 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摂南大薬, 6阪大院薬）
28PA-am443S「地域チーム医療を担う薬剤師養成プログラム」にお
ける薬局実務実習の 地域医療連携実習について
-薬学部実習生の視点および評価から○伊藤 麻祐1, 藤本 美弥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, 安原 智久5,
河野 武幸5, 村岡 未彩6, 西野 隆雄6, 平田 收正6, 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摂南大薬, 6阪大院薬）
28PA-am444 「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 2（箕面モデ
ル）－終末期医療へのかかわり－
○西野 隆雄1, 森 一郎2, 前田 一石2, 吉野 登志子3, 藤
本 年朗4, 林 良紀4, 村岡 未彩1, 平田 收正1（1阪大院薬,
2
ガラシア病院ホスピス, 3ガラシア病院薬, 4箕面市薬
剤師会）
28PA-am445S 実務実習における EBM 教育の実践と評価
○上田 昌宏1,3, 山縣 穂花2, 清水 忠2, 志方 敏幸3（1兵
庫医療大院薬, 2兵庫医療大薬, 3兵庫医大ささやま医
療セ薬）
28PA-am446 薬学実務実習確認票に基づいた改訂薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム下での薬学実務実習を志向し
たグループ化の成果
○安原 智久1,2, 小森 浩二1,2, 辻 琢己1, 向井 啓1, 眞島
崇1, 小西 麗子1, 三田村 しのぶ1, 菊田 真穂1, 河野
武幸1,2（1摂南大薬, 2近畿地区調整機構）
28PA-am447 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムにおける実
務実習で関わるべき代表的な 8 疾患の実習実施状況
調査
○山本 仁美1, 唐沢 浩二1, 松林 智子1, 熊木 良太1, 柴
田 佳太1, 谷岡 利裕1, 滝 伊織1, 田島 正教1, 北原 加
奈之1, 阿部 誠治1, 石井 正和1, 田中 佐知子1, 福原 潔1,
佐々木 忠徳1, 原 俊太郎1, 向後 麻里1, 加藤 裕久1, 中
村 明弘1（1昭和大薬）
28PA-am448 改訂モデル・コアカリキュラム試行実施における課
題の検討
○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, 澤
広希2, 山口 利揮2, 矢野 裕一2, 増田 寛樹2, 鷲見 正宏2,
山口 友明2（1日本鋼管病院薬, 2横浜薬大）
28PA-am449 名古屋大学医学部附属病院の新コアカリキュラム実
務実習に向けた調査 ～主に「代表的な 8 疾患」の
経験について～
○日比 陽子1,2, 伊藤 教道1, 梅村 朋3,5, 堀場 隆志3, 白
松 貴子4, 吉見 陽2, 野田 幸裕2, 山田 清文1（1名大病院
薬, 2名城大薬, 3金城学院大薬, 4愛知学院大薬, 5名大
病院医療安全）

– 46 –

28PA-am450

改訂モデル・コアカリキュラムへの対応を目指した
熊本大学医学部附属病院での長期実務実習の現状と
課題に関する調査
○國見 知世1, 成田 勇樹1,2, 城野 博史1, 政 賢悟1, 内田
隆1, 清住 友香1, 中村 有紀子1, 橋口 ゆみ1, 山下 諒祐1,
山本 珠実1, 山辺 雄太1, 川田代 康介1, 相澤 実里1, 大
坪 謙一1, 高林 学1, 川瀬 美紀1, 中村 純平1, 児島 強1,
本田 義輝1, 齋藤 秀之1（1熊本大病院薬, 2熊本大薬学
部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野）
28PA-am451 改訂モデルコア・カリキュラムへの対応に向けた、
長崎大学における大学主導の病院実務実習トライ
アル
○西内 弥生1, 宮元 敬天2, 北原 隆志3, 西田 孝洋1,2,
佐々木 均3, 中嶋 幹郎1,2, 大山 要1,2（1長崎大育薬研教
セ, 2長崎大院医歯薬, 3長崎大病院薬）
28PA-am452 長崎大学における改定薬学教育モデルコア・カリキュ
ラム対応に向けた病院実習の新カリキュラムでのテ
ストラン実施：薬品試験室実習
○宮元 敬天1, 大山 要1,2, 西内 弥生2, 松永 典子3, 北原
隆志3, 佐々木 均3, 中嶋 幹郎1,2, 西田 孝洋1,2（1長崎大
院医歯薬, 2長崎大薬・育薬センター, 3長崎大病院薬）
28PA-am453S 6 年制薬学教育の中で育まれた緩和ケアに対する学
生の意識
○田中 佑実1, 安原 智久1, 串畑 太郎1, 曽根 知道1（1摂
南大薬）

PA 会場

3 月 28 日（水）午後
もてなしドーム 地下イベント広場

薬学教育
28PA-pm400

28PA-pm401

28PA-pm402

28PA-pm403

28PA-pm404

28PA-pm405

28PA-pm406

28PA-pm407

みさと協立病院における薬剤師の処方提案に対する
取組み
○小原 三和1, 牛尾 幸子2, 松田 佳和1（1日本薬大, 2み
さと協立病院）
神戸薬科大学薬剤師生涯研修支援事業であるシンポ
ジウムにおける 10 年間の受講者調査
○鎌尾 まや1, 長嶺 幸子1, 岩川 精吾1, 北河 修治1（1神
戸薬大）
薬局薬剤師のコミュニケーション関連業務と性格分
析の相関性について
○村田 彩純1, 梶本 青午1, 井上 知美1, 石渡 俊二1, 小
竹 武1, 土居 弘明2, 堀越 勝博2, 重森 裕之2（1近畿大薬,
2
フロンティア）
薬剤師を対象とした二次救命処置講習会の評価
○井上 知美1, 小島 理恵2, 岡田 ひとみ3, 有元 秀樹4,
窪田 愛恵5, 平出 敦5, 西田 升三1, 石渡 俊二1, 小竹 武1
（1近畿大薬, 2近畿大経営, 3名取病院, 4大阪市立総合
医療センター, 5近畿大医）
静岡県立大学・病院・地域薬局連携による薬物療法
研修会の現況
○内野 智信1,2, 名倉 基雄2, 伊藤 邦彦2, 井上 達秀2, 平
野 桂子2, 柴山 芳之2, 木村 緑2, 並木 徳之2, 松山 耐至2,
森本 達也2, 山田 静雄2, 山田 浩2, 河西 きよみ2, 北村
修2, 黒川 洵子2, 出川 雅邦2, 豊岡 利正2, 賀川 義之1
（1研修会事務局（静岡県大薬／薬学教育研究セン
ター）, 2研修会幹事会）
子供業務体験を通じた保護者への薬局機能の啓発
○佐鳥 彩香1, 花之枝 利幸1, 大内 香里1, 池田 汐里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アインファーマシーズ アイ
ン薬局, 2アインファーマシーズ, 3アインホールディ
ングス）
中学生の薬の適正使用に関する認識について～中学
校におけるおくすり教育のために～
○三村 あずさ1, 圓子 沙織1, 熊澤 美裕紀1（1明治薬大）
中学生に対するおくすり授業実践研究
○染谷 拓臣1, 近藤 友樹1, 三村 あずさ1, 熊澤 美裕紀1
（1明治薬大）

28PA-pm408S 地域住民へのやせと肥満に関するアンケート調査
○山口 れな1, 安藤 久美子1, 久保 茉莉1, 山本 涼太1,
株本 恵梨1, 石山 裕希1, 笠嶋 奎亮1, 根本 優愛1, 厚味
厳一1（1帝京大薬）
28PA-pm409S 学生が主体となり地域住民に対して健康に関する情
報提供をする取り組み
○久保 茉莉1, 安藤 久美子1, 山本 涼太1, 株本 恵梨1,
石山 裕希1, 笠嶋 奎亮1, 根本 優愛1, 山口 れな1, 厚味
厳一1（1帝京大薬）
28PA-pm410 地域の中での人材育成を目指す神戸薬科大学地域連
携サテライトセンターの活動
○北河 修治1, 岩川 精吾1, 高尾 宜久1（1神戸薬大）
28PA-pm411 神戸薬科大学地域連携サテライトセンターにおける
健康サポートセミナー
○髙尾 宜久1, 岩川 精吾1, 北河 修治1（1神戸薬大）
28PA-pm412 双方向型社会連携教育 ISCE 実践の場として『健康・
自立セミナー』実施の有用性の検証
○浅田 真一1, 安藤 昌幸1, 高津 徳行1, 齊藤 幹央1, 小
室 晃彦1, 小林 靖奈1, 宮下 しずか1, 継田 雅美1, 冨塚
江利子1, 杉原 多公通1（1新潟薬大薬）
28PA-pm413 双方向型社会連携教育 ISCE を通して見えてきた「健
康・自立の延伸」に向けた住民の意識変化
○齊藤 幹央1, 浅田 真一1, 高津 徳行1, 小室 晃彦1, 小
林 靖奈1, 宮下 しずか1, 継田 雅美1, 冨塚 江利子1, 杉
原 多公通1（1新潟薬大薬）
28PA-pm414 双方向型社会連携教育 ISCE を通して見えてきた『か
かりつけ薬剤師』の認知度
○安藤 昌幸1, 浅田 真一1, 高津 徳行1, 齊藤 幹央1, 小
室 晃彦1, 小林 靖奈1, 宮下 しずか1, 継田 雅美1, 冨塚
江利子1, 杉原 多公通1（1新潟薬大薬）
28PA-pm415 女子中高生の医療に関わる理系進路選択を支援する
取り組みの総括
○岡田 みどり1, 中村 裕子1, 佐藤 梓1, 齋藤 加代子1
（1東京女子医大医）
28PA-pm416 薬学部生が考える高大連携プログラム
○土田 佳奈1, 吉村 政俊1, 小藤 恭子1, 毎田 千恵子1,
村田 慶史1（1北陸大薬）
28PA-pm417 医学部生、薬学部生における薬剤師に対する意識
調査
○渡部 多真紀1, 仲田 将樹1, 渡辺 茂和1, 鈴木 義彦1,
齋藤 百枝美1, 細野 浩之2, 菊地 弘敏2, 山本 貴嗣2, 滝
川 一2, 土屋 雅勇1（1帝京大薬, 2帝京大医）
28PA-pm418 北陸大学におけるステップアップ型海外薬学研修の
実践例とその教育効果
○角沢 直紀1, 鈴木 宏一1, 竹井 巖1, Justin TOBIAS2,
付 超一2, 松尾 由理1, 宗像 浩樹1（1北陸大薬, 2北陸大
国際交流セ）
28PA-pm419 薬局薬剤師による「在宅療養者の服薬管理」の講義
前後での看護学生の「高齢者の在宅服薬管理の関連
項目」の重要度の回答スコア変化
○尾関 佳代子1（1杏林堂薬局）
28PA-pm420 健康サポート薬局に対する医療福祉スタッフの認
知度
○関 美枝子1, 小林 加奈恵2, 冨岡 優一1, 江渕 麻美3,
鈴木 裕樹1, 保坂 茂4, 前田 守5, 長谷川 佳孝5, 月岡
良太5, 山下 伸樹4, 芳川 圭治4, 酒井 雅人4, 森澤 あ
ずさ5, 大石 美也5（1あさひ調剤 わかば薬局本町店,
2
あさひ調剤 わかば薬局駅前店, 3あさひ調剤 わかば
薬局白岡店, 4あさひ調剤, 5アインホールディングス）
28PA-pm421 慶應義塾大学医療系三学部合同教育における「チー
ム形成」についての学び
○横田 恵理子1, 近藤 慶太2,3, 大野 水季3, 太田 龍志1,
木梨 祐輔1, 仲道 公輔1, 藤屋 リカ4, 宮脇 美保子4, 小
池 智子4, 井上 賀絵1, 石川 さと子1, 鈴木 忠3, 辻 哲也3,
藤井 千枝子4, 門川 俊明3（1慶應大薬, 2佐久総合病院,
3
慶應大医, 4慶應大看護）
28PA-pm422 医薬情報担当者（MR）が求められる資質を高める
ためには－企業インターンシップが薬学生に与える
教育効果
國本 彰子1, 石原 愛梨1, ○荒川 一郎1（1帝京平成大薬）
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28PA-pm423

登録販売者外部研修 内容改善の課題を探る ～受
講者 3,700 名のアンケート結果より～
○中川 なみ1, 岡野 仁美1, 饗場 祐一1, 山田 誠一郎1,
山村 重雄2, 津田 正明3, 渡辺 和夫1（1イオン・ハピコム
人材総合研修機構, 2城西国際大薬, 3富山大和漢医薬
学総合研）
28PA-pm424 東日本大震災被災時における薬剤師の活躍を基にし
た授業の展開
○片桐 拓也1, 山崎 勝弘1, 村田 亮1, 永田 隆之1, 石川
哲夫2, 高木 竜輔2, 富岡 節子3, 先崎 敬4, 松田 明宏5, 塚
本 宇史6, 川口 基一郎1（1いわき明星大薬, 2いわき明
星大教養, 3いわき明星大看護, 4くすりのマルト, 5磐城
共立病院, 6福島県立医大）
28PA-pm425 1 年生実験実習に導入した Rubric による自己評価と
指導者評価の解析
○栗尾 和佐子1, 小倉 力斗1, 池田 悠人1, 串畑 太郎1,
安原 智久1, 曽根 知道1（1摂南大薬）
28PA-pm426 ピアサポート（上級生による実習支援）への教育能
力に関する Rubric の導入
○串畑 太郎1, 出納 いずみ1, 栗尾 和佐子1, 安原 智久1,
曽根 知道1（1摂南大薬）
28PA-pm427S HUG 実施内容とファシリテーターのパフォーマンス
との関連性
○小寺 未季1, 近藤 真奈実1, 安原 智久1, 串畑 太郎1,
永田 実沙1, 栗尾 和佐子1, 曽根 知道1（1摂南大薬）
28PA-pm428S 避難所運営ゲーム（HUG）による防災に対する意識
変容の検証
○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, 曾
根 知道1（1摂南大薬）
28PA-pm429 アマチュアスポーツ選手におけるスポーツファーマ
シストの認知度とドーピングへの意識調査
○進導 佳大1, 熊澤 美裕紀1, 錦織 功延2（1明治薬大,
2
明治薬大附属薬局）
28PA-pm430 スポーツ健康科学教室の薬学領域活動について
○中沢 克江1, 五郎丸 美智子1, 武藤 里志1, 田中 沙季1,
長谷川 尊1（1東邦大薬）
28PA-pm431S LGBT を取り巻く医療問題と医療従事者のあり方
○小佐野 香澄1（1明治薬大）
28PA-pm432 薬剤師国家試験の過去 6 年間における医療用医薬品
の出題傾向調査（第 2 報）
○鈴木 義彦1, 西島 知哉1, 阿久津 まどか1, 三澤 椋一1,
山田 礼子1, 佐藤 悠太1, 渡部 多真紀1, 村上 勲1, 中村
英里1, 渡辺 茂和1, 土屋 雅勇1（1帝京大薬）
28PA-pm433 必須問題への学習到達度から見える薬剤師国家試験
の学習戦略について
○山内 理恵1, 渡邉 雅行1, 大野 修司1, 久保 元1, 浅井
和範1（1星薬大・薬学教育研究部門）
28PA-pm434 国家試験合格対策における反復学修と能動的な学修
導入の重要性 ～学修内容の定着を目指すプログラ
ム～
○大石 俊介1, 岨手 昭人1, 関城 裕介1, 尾島 良太1, 佐
藤 弘隆1, 村上 理1, 高田 直樹1, 木暮 喜久子1（1医学ア
カデミー薬学ゼミナール）
28PA-pm435 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
○横井 宏哉1, 茂木 雄輔1, 関城 裕介1, 尾島 良太1, 吉
野 舞1, 林 美樹子1, 後藤 健太1, 小林 あつみ1, 坂口 努1,
菊池 聡1, 猪又 雄太1, 大内 邦弘1, 村上 理1, 高田 直樹1,
木暮 喜久子1（1医学アカデミー薬学ゼミナール）
28PA-pm436 薬学共用試験 CBT の結果解析－2017－
○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）

28PA-pm437

薬学共用試験 OSCE の結果解析－2017－
○松下 良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, 小澤 孝一郎1,9, 木内
祐二1,10, 木津 純子1, 向後 麻里1,11, 田村 豊1,12, 富岡
佳久1,13, 中嶋 幹郎1,14, 松元 一明1,15, 吉冨 博則1,12, 宮崎
智1,16, 伊藤 智夫1,7, 奥 直人1,17（1薬学共用試験セ, 2金
沢大院医薬保, 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広島大院
医歯薬保, 10昭和大医, 11昭和大薬, 12福山大薬, 13東北
大院薬, 14長崎大院医歯薬, 15慶應大薬, 16東京理大薬,
17
静岡県大薬）
28PA-pm438 携帯音楽再生端末を使った OSCE タイマー
○小林 宏司1, 浅見 覚1, 小野 真一1（1日本大薬）
28PA-pm439 主体的な理科教室運営による学生への教育効果
○名取 雄人1, 光井 俊治2, 那須井 美和子1（1帝京大薬,
2
帝京大医療技術）
28PA-pm440 子宮頸がん検診受診行動に影響する要因
○中川 恵里香1, 町田 いづみ1（1明治薬大）
28PA-pm441S 薬物治療に関する猫の飼い主の意識調査
○中山 里枝1, 小林 圭太1, 町田 いづみ1（1明治薬大）
28PA-pm442S 薬物治療に関する犬の飼い主の意識調査～テキスト
マイニングを用いて～
○小林 圭太1, 町田 いづみ1（1明治薬大）
28PA-pm443 田代三喜『酬医頓得』における薬物理論の検討
○鈴木 達彦1（1帝京平成大薬）
28PA-pm444 タバコに関する薬剤師の意識調査（3）
○田中 三栄子1, 小本 健博2, 設楽 拓也2, 小松 健一3,
川嶋 恵子1（1北海道科学大, 2ココカラファインヘルス
ケア, 3北海道薬大）
28PA-pm445 タバコに関する薬剤師の意識調査（4）
○川嶋 恵子1, 小本 健博2, 設楽 拓也2, 小松 健一3, 田
中 三栄子1（1北海道科学大, 2ココカラファインヘルス
ケア, 3北海道薬大）
28PA-pm446 薬剤師の精神健康不良やバーンアウトに関連する要
因の検討 ―共分散構造分析による仮説モデルの構
築―
○宮入 京子1, 橋本 佐由理2（1日本調剤, 2筑波大）
28PA-pm447 英語コミュニケーション教育の現状と課題－科研研
究によるアンケート調査を基にして－
○金子 利雄1, Eric M. SKIER1, 板垣 正1, 堀内 正子2,
玉巻 欣子3（1日本大薬, 2昭和薬大, 3神戸薬大）
28PA-pm448 レスベラトロール含有サンタベリーエキスの培養ヒ
トメラノサイトに及ぼす影響
○吉田 萌生1, 吉本 聖1, 小川 健二郎2, 荘厳 哲哉2, 市
橋 正光3,4, 安藤 秀哉1（1岡山理科大院工, 2わかさ生活,
3
同志社大生命医アンチエイジングリサーチセン
ター, 4アーツ銀座クリニック）
28PA-pm449 薬局実習における地域チーム医療への参画と効果
－栄養指導の実践－
成田 裕巳1, ○成田 祐一1, 吉山 友二2, 長谷川 哲也3
（1さわやか さわやか薬局, 2北里大, 3城西国際大）

薬学史
28PA-pm450
28PA-pm451
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日本薬剤師会会報の内容 (明治 27 年，昭和 9 年)
○五位野 政彦1,2（1東京海道病院, 2日本薬史学会）
宇津薬師堂・格天井彩色画に描かれた植物に関する
研究
○山路 誠一1, 糸賀 翔太1, 山下 裕1, 池田 満雄1, 宇津
善博2（1日本薬大, 2宇津救命丸）

