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3月 21日（木）　午前
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

全合成①　N- 複素環化合物（単環）　 
長光 亨（北里大薬） 

9:30
21L-am01S	 抗腫瘍活性物質Oxaleimide 類の全合成研究

○田辺 悠記 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

9:42
21L-am02	 放線菌由来ポリエンマクロラクタム Sceliphrolactam

推定構造の合成研究
○小山 栞 1, 真野 昂裕 1, 岩渕 好治 1, 叶 直樹 1（1東北
大学大学院薬学研究科・薬学部）

9:54
21L-am03S	 ゲルセミウムアルカロイド	Gelsefuranidine	及び関連

アルカロイドの不斉全合成
○齊藤 惇 1, 小暮 紀行 1, 北島 満里子 1, 高山 廣光 1（1千
葉大院薬）

10:06
21L-am04	 転位型新規リコポジウムアルカロイドHuperzine	H

の不斉全合成
○小暮 紀行 1, Kaewsri WILAILAK1,2, 早乙女 航 1, 
北島 満里子 1, Thongsornkleeb CHARNSAK2, 高山 
廣光 1（1千葉大院薬 , 2チュラポーン研究所）

10:18
21L-am05	 グランジロジンCの全合成研究：立体選択的なジア

ザジスピロ環構築
○横江 弘雅 1, 水村 優香 1, 吉田 佐恵 1, 津吹 政可 1（1星
薬大医薬研）

10:30
21L-am06S	 サイトトリエニンAの全合成研究

○佐藤 晋平 1, 福田 隼 2, 渡邉 瑞貴 1, 周東 智 1（1北大
院薬 , 2長崎大院医歯薬）

全合成②　N- 複素環化合物（多環）　 
難波 康祐（徳島大院ヘルスバイオサイエンス研究部） 

10:42
21L-am07S	 橋頭位ラジカルを用いたタラチサミンの合成研究

○皆川 功亮 1, 萩原 浩一 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

10:54
21L-am08S	 バトラコトキシン 4環性骨格の効率的合成法の開発

○武藤 大之 1, 萩原 浩一 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

11:06
21L-am09	 ラジョラマイシン	Bの全合成と構造訂正

西丸 達也 1, 江藤 康平 1, ○小嶺 敬太 1, 畑山 範 2, 石原 
淳 1（1長崎大院医歯薬 , 2長崎大先端創薬イノベーショ
ンセンター）

11:18
21L-am10S	 ドミノエンインメタセシス反応を鍵とした

lyconesidine 類の合成研究
○黒瀬 朋浩 1, 塚野 千尋 1, 竹本 佳司 1（1京大院薬）

11:30
21L-am11	 金触媒連続環化反応を基盤としたAspidophylline	A

の全合成研究
○田口 淳一 1, 奥村 怜司 1, 大原 礼子 1, 井貫 晋輔 1, 
大石 真也 1, 大野 浩章 1（1京大院薬）

3月 21日（木）　午後
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

全合成③　N- 複素環化合物（多環）　 
石原 淳（長崎大薬） 

13:30
21L-pm01S	 プベルリン Cの全合成研究

○島川 典 1, 萩原 浩一 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

13:42
21L-pm02S	 AgNTf2を用いたピロロインドール 3a位への新規

インドール導入法の開発と二量体型アルカロイド
(+)-pestalazine	B の全合成
○袴田 容章 1, 植田 浩史 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）

13:54
21L-pm03	 エメストリンHおよびアステロキセピンの全合成

梅木 奏利 1, ○坂田 樹理 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）

14:06
21L-pm04S	 Calyciphylline	G	の全合成研究

○亀山 周平 1, 坂本 光 1, 中山 淳 1, 難波 康祐 1（1徳島
大学薬）

14:18
21L-pm05S	 (+)-Lapidilectine	B の全合成研究

○石塚 匠 1, 佐藤 亮太 1, 牛山 和輝 1, 石川 裕大 1, 須藤 
宏城 2, 中山 淳 1, 谷野 圭持 2, 難波 康祐 1（1徳島大薬 , 
2北大院理）

14:30
21L-pm06S	 Palau’amine の第二世代合成研究

○大橋 栄作 1, 竹内 公平 2, 中山 淳 1, Sangita 
KARANJIT1, 谷野 圭持 3, 難波 康祐 1（1徳島大院薬 , 
2北大院総化 , 3北大院理）

全合成④　N- 複素環化合物（多環）　 
福田 隼（長崎大院医歯薬） 

14:42
21L-pm07	 抗ウイルス性物質Tubingensin	B の合成研究

瀧川 紘 1, ○小川 泰輝 1, 西井 新 2, 山岡 庸介 1, 鈴木 
啓介 2, 高須 清誠 1（1京大院薬 , 2東工大理）

14:54
21L-pm08S	 Densanin	A および Bの合成研究

○上田 喬介 1, 福山 透 1, 横島 聡 1（1名大院創薬）

15:06
21L-pm09	 テトロドトキシンの合成研究

○妹尾 良樹 1, 前原 知明 1, 藤間 達哉 1, 福山 透 1, 横島 
聡 1（1名大院創薬）

15:18
21L-pm10	 含窒素五環性天然物マクレアニンの合成研究

○窪小谷 和宏 1, 清水 貴央 1, 秋元 健太 1, 福山 透 1, 
横島 聡 1（1名大院創薬）

15:30
21L-pm11S	 抗菌活性物質CJ-16,264 の全合成研究

○宮﨑 拓海 1, 佐野 竜太 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東
京理大薬 , 2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

15:42
21L-pm12S	 ピロリジラクトンの合成研究

○栗山 大希 1, 福田 優亮 1, 大内 仁志 1, 稲井 誠 1, 吉村 
文彦 1, 菅 敏幸 1, 浅川 倫宏 2（1静岡県大薬 , 2東海大
創科技研）

全合成⑤　N 以外の複素環化合物 
横島 聡（名大院創薬） 

15:54
21L-pm13S	 ビリジンの合成研究

○堀 修平 1, 杉山 公二 1, 八幡 健三 1, 赤井 周司 1（1阪
大院薬）

16:06
21L-pm14S	 海産ジテルペノイド	Isolinearol	の合成研究

○富田 結 1, 山野上 琴乃 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）

16:18
21L-pm15	 トリキナン骨格セスキテルペノイドChondrosterin	I	

の全合成
○小曽根 大貴 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）

16:30
21L-pm16	 三環性ジアリールヘプタノイド diocollettines	A のラ

セミ全合成
○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）

16:42
21L-pm17S	 光触媒を用いたラジカル環化によるレジニフェラト

キシン骨格の構築
○加藤 雄大 1, 長友 優典 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

16:54
21L-pm18S	 オイオニミノールの合成研究

○永井 利也 1, 王 瀛華 1, 萩原 浩一 1, 井上 将行 1（1東
大院薬）

全合成⑥　N 以外の複素環化合物・糖類 
若松 秀章（東北医薬大薬） 

17:06
21L-pm19S	 多様な 1- ボラフェナレン類の合成を指向したアルキ

ンの求核的ジボリル化反応
○森本 賢介 1, 平野 圭一 1, 内山 真伸 1,2（1東大院薬, 2理
研）

化 学 系 薬 学
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17:18
21L-pm20S	 触媒的位置選択的置換基導入を基盤とする

punicafolin の全合成
○芝山 啓允 1, 上田 善弘 1, 川端 猛夫 1（1京大化研）

17:30
21L-pm21S	 ボロン酸触媒を用いた無保護糖の位置選択的

Koenigs-Knorr 型グリコシル化反応
○杉本 智哉 1, 嶋田 修之 1, 牧野 一石 1（1北里大薬）

17:42
21L-pm22S	 直接的ラジカルカップリング反応を基盤とする炭素

連結型イソマルトース誘導体の合成研究
○木谷 憲昭 1, 日高 悠 1, 臼井 一晃 1, 平井 剛 1（1九大
院薬）

17:54
21L-pm23	 GPR55 の構造活性相関研究に向けたスクアリル基修

飾型糖類縁体の開発
○阿部 純平 1, Feiqing DING1, Adam T. GUY2, Peter 
GREIMEL2, 平林 義雄 1, 上口 裕之 2, 伊藤 幸成 1（1理
研 CPR, 2理研 CBS）

18:06
21L-pm24S	 ケタール保護基を利用した D- プシコフラノースおよび

D- タガトフラノースの立体選択的グリコシル化反応
○真倉 唯 1, 上田 篤志 1, 上西 潤一 2, 松崎 高志 3, 南野 
哲男 3, 田中 正一 1（1長崎大院医歯薬 , 2阪大院薬 , 3香
川大医）

3月 21日（木）　午前
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

有機金属化合物・錯体① 
森本 浩之（九大院薬） 

9:30
21M-am01	 ニッケル触媒によるアルデヒドへのGrignard-

Barbier 型付加反応の開発
○山口 英士 1, 多田 教浩 1, 伊藤 彰近 1（1岐阜薬科大学）

9:42
21M-am02	 ハイブリッド触媒系を用いたアリル位C(sp3)-H 結合

活性化によるアルデヒドの直接的不斉アリル化反応
の開発
三ッ沼 治信 1, ○田辺 駿 1, 布施 拡 1, 大久保 敬 2, 金井 
求 1（1東京大学大学院薬学系研究科 , 2大阪大学　高
等共創研究院）

9:54
21M-am03S	 分子内	S-O	軌道相互作用に基づいた二核ロジウム触

媒の配座制御	- 立体選択的分子内	C-H	挿入反応の開
発・天然物への適用 -
○村井 琢哉 1, 陸 文傑 1, 栗林 俊文 1, Yongning 
XING1, 郭 晶東 1, 浜田 翔平 2, 笹森 貴裕 3, 時任 宣博 1, 
川端 猛夫 1, 古田 巧 2（1京大化研 , 2京都薬大 , 3名市
大院システム自然科学）

10:06
21M-am04S	 アルデヒドとケトンあるいはイミンを用いた銅触媒

還元的カップリング
○竹田 光孝 1, 三井 惇央 1, 長尾 一哲 1, 大宮 寛久 1（1金
沢大院医薬保）

10:18
21M-am05	 ボリル ( フルオロ )( トシルオキシ )エチレンを合成素

子としたモノフルオロアルケン類の収束的合成
○磯田 紀之 1, 植竹 裕太 1, 丹羽 節 1, 細谷 孝充 1（1理
研 BDR）

10:30
21M-am06S	 イリジウム触媒を用いたアリールエノールエーテル

とシリルアルキンの環化異性化反応―２,３ジ置換ベ
ンゾフランの合成―
○仇 稼イ 1, 大野 祥平 1, 村井 健一 1, 有澤 光弘 1（1阪
大院薬）

有機金属化合物・錯体② 
笹野 裕介（東北大院薬） 

10:42
21M-am07S	 シリルホウ素結合活性化によるシリル亜鉛の新たな

発生法と末端アルキンのシリル亜鉛化反応の開発
○行森 大貴 1, 永島 佑貴 1, 王 超 1,2, 内山 真伸 1,2（1東
大院薬 , 2理研）

10:54
21M-am08	 α - ケトエステルのanti選択的触媒的不斉ニトロア

ルドール反応
○柄澤 智哉 1, Raphael ORIEZ1, 熊谷 直哉 1, 柴﨑 
正勝 1（1微化研）

11:06
21M-am09	 Lewis 酸 / 光触媒系によるGABA誘導体の不斉合成

法の開発
○ Santosh Kisan PAGIRE1, 熊谷 直哉 1, 柴﨑 
正勝 1（1微化研）

11:18
21M-am10	 高選択的有機基転移能を有する有機ホウ素化合物の

開発
○隅田 有人 1, 隅田 ともえ 1, 橋爪 大輔 2, 細谷 
孝充 1,3（1理研 BDR, 2理研 CEMS, 3東医歯大 生材研）

11:30
21M-am11S	 ルテニウムナノ粒子触媒を用いたアミノ基上の	

N-allyloxycarbonyl 基除去法の開発
○平林 怜 1, 秋山 敏毅 1, 本間 徹生 2, 佐藤 美洋 3, 村井 
健一 1, 有澤 光弘 1（1阪大院薬 , 2高輝度光科学研究セ
ンター , 3北大院薬）

3月 21日（木）　午後
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

有機金属化合物・錯体③ 
大西 英博（北大院薬） 

13:30
21M-pm01S	 アミノ酸で修飾したバルビタール誘導体・二核亜鉛

錯体・銅イオンの自己集積型超分子の設計、合成と
phosphatase 活性
○宮澤 有哉 1, Bin Akib RAHMAN1, 今福 浩輝 1, 嵯峨 
裕 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）

13:42
21M-pm02	 パラジウム複核錯体触媒と分子状酸素を用いたケト

ンのα - メチレン酸化反応の開発
○菅野 里奈 1, 山田 古都乃 1, 財津 優人 2, 相田 冬樹 3, 
清水 功雄 2, 片川 和明 1, 末木 俊輔 1, 穴田 仁洋 1（1武
蔵野大薬 , 2早大院先進理工 , 3JXTG エネルギー）

13:54
21M-pm03	 ルテニウム触媒およびカルボジイミドを用いた水素

移動型アルコール酸化反応の開発
○松山 瑞季 1, 渡辺 あづみ 1, 片川 和明 1, 末木 俊輔 1, 
穴田 仁洋 1（1武蔵野大薬）

14:06
21M-pm04S	 ルテニウム触媒による 1,6- アレンインの水和を伴う

環化反応を用いたα -(1- シクロペンテニル ) ケトン骨
格の構築
○片桐 光一 1, 小寺 遥夏 1, 田湯 正法 1, 齋藤 望 1（1明
治薬大）

14:18
21M-pm05	 リチウムイオン内包フラーレンと有機小分子の簡便

連結法の開発
○高田 拓実 1, 長澤 翔太 1, 笹野 裕介 1, 岡田 洋史 2, 權 
垠相 3, 松尾 豊 2, 岩渕 好治 1（1東北大院薬 , 2東大院工 , 
3東北大院理巨大研セ）

14:30
21M-pm06S	 ツユクサ青色色素コンメリニンの色と構造の関係の

理論的解析
○田中 裕介 1, 村中 厚哉 2, 内山 真伸 1,2（1東大院薬, 2理
研）

有機金属化合物・錯体④・N- 複素環化合物①・ヘテロ原子
化合物① 

清水 洋平（北大院理） 

14:42
21M-pm07S	 ルイス酸によるシクロメタレート型イリジウム錯体

の立体化学変換反応
○大和田 紘喜 1,2, 田村 裕一 1, 風間 彩水 1, 佐藤 享平 3, 
黒田 玲子 3, 青木 伸 1,4（1東京理大薬 , 2第一三共 , 3東
京理大総研 , 4東京理大イメージングフロンティア研
究センター）

14:54
21M-pm08S	 カルシウム依存的な細胞死誘導経路を有するシクロ

メタレート型イリジウム錯体―カチオン性ペプチド
ハイブリッドの設計・合成とがん細胞死誘導
○横井 健汰 1, 内藤 佳奈 1, Chandrasekar 
BALACHANDRAN1, 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）
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15:06
21M-pm09	 REET（Reversible	Electronic	Energy	Transfer）機

構によるシクロメタレート型イリジウム（Ⅲ）錯体
の発光長寿命化
○風間 彩水 1, 今井 祐輝 2, 湯浅 順平 2, 青木 伸 1,3（1東
京理大薬 , 2東京理大理 , 3東京理大イメージングフロ
ンティアセ）

15:18
21M-pm10S	 カルボランアニオンの二量化による新規弱配位性ア

ニオン種の創製とその機能評価
○渡部 衛 1,2, 北沢 裕 1,2, 宮本 和範 1, 内山 真伸 1,2（1東
大院薬 , 2理研）

15:30
21M-pm11S	 Bismuth-rhodamine 誘導体の合成法の確立と光物性

制御に関する基礎的研究
○向峯 あかり 1, 平山 祐 1, 辻 美恵子 1, 永澤 秀子 1（1岐
阜薬大）

15:42
21M-pm12S	 アミノ基を脱離基とした温和なアルキル化反応の開

発
○北岡 佑紀 1, 北村 正典 1, 藤田 光 1, 国嶋 崇隆 1（1金
沢大院医薬保）

ヘテロ原子化合物② 
熊谷 直哉（微化研） 

15:54
21M-pm13	 シリル基による 3,4- ピリダインの配向及び反応性制御

井川 貴詞 1, ○川端 将暉 1, 赤井 周司 1（1阪大院薬）

16:06
21M-pm14	 キラルバナジウム触媒を用いるエナンチオ選択的酸

化カップリングの開発と応用
○佐古 真 1, 青木 孝憲 1, 滝澤 忍 1, 笹井 宏明 1（1阪大
産研）

16:18
21M-pm15	 次亜塩素酸ナトリウム 5水和物を用いたアミン類の

酸化反応
○菊池 直登 1, 山本 耕介 1, 栗山 正巳 1, 尾野村 治 1（1長
崎大院医歯薬）

16:30
21M-pm16S	 Grubbs 触媒を用いたアミン類の酸素酸化による新規

ニトリル合成法の開発
○野田 健太 1, 内海 樹 1, 河内 大知 1, 植田 浩史 1, 徳山 
英利 1（1東北大院薬）

16:42
21M-pm17S	 芳香族求電子置換反応によるアゾベンゼンのオルト

位C-H ホウ素化反応
○今松 将也 1, 甲斐 佑典 1, 重野 真徳 1, 根東 義則 1（1東
北大院薬）

16:54
21M-pm18S	 Rh 触媒を用いるシリル基β位選択的C(sp3)-H アミノ化

○二宮 良 1, 上田 善弘 1, 新井 健太 1, 森崎 一宏 1, 川端 
猛夫 1（1京大化研）

ヘテロ原子化合物③・N 以外の複素環化合物① 
平井 剛（九大院薬） 

17:06
21M-pm19S	 γ - クロロブテノリドの不斉アセタール形成反応とス

トリゴラクトン類への応用
○安井 基博 1, 山田 彩乃 1, 塚野 千尋 1, 竹本 佳司 1（1京
大院薬）

17:18
21M-pm20S	 第二級ホスフィンスルフィドを用いた不斉ホスファ

―マイケル付加反応の開発
○藤野 佑樹 1, 平島 真一 1, 岡﨑 時夫 1, 柴沼 早希 1, 
中島 康介 1, 古石 裕治 1, 三浦 剛 1（1東京薬大薬）

17:30
21M-pm21S	 シス - β - アミドビニルベンズヨードキソロンを用い

たエナミド類の合成研究
○新保 大輔 1, 湯田坂 雅治 1, 多田 教浩 1, 山口 英士 1, 
伊藤 彰近 1（1岐阜薬大）

17:42
21M-pm22S	 レフォルマトスキー反応剤を用いたテトラヒドロイ

ソキノリン類へのジフルオロエステル導入法の開発
○木場 広智 1, 栗山 正巳 1, 山本 耕介 1, 尾野村 治 1（1長
崎大院医歯薬）

17:54
21M-pm23	 多機能性ボロン酸触媒を用いるα,β - 不飽和カルボ

ン酸の不斉チアマイケル付加反応の開発
○葉山 登 1, 関本 英里子 1, 宮崎 杏奈 1, 稲本 浄文 1, 
小林 祐輔 2, 竹本 佳司 2, 來海 徹太郎 1（1武庫川女大薬 , 
2京大院薬）

18:06
21M-pm24S	 ジアリール塩素 (III) を活用した求電子的アリール化

反応
○中島 美涼 1, 宮本 和範 1, 内山 真伸 1,2（1東大院薬, 2理
研）

3月 21日（木）　午前
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

脂肪族化合物① 
山本 康友（同志社女大薬） 

9:30
21R-am01S	 α - ヒドロキシアミドの速度論的光学分割における

N- 置換基効果
○山内 映穂 1, 王 胤力 2, 猪熊 翼 1, 山岡 庸介 2, 高須 
清誠 2, 山田 健一 1（1徳島大薬 , 2京大院薬）

9:42
21R-am02	 ペプチドへの直接的不斉反応によるインドリルグリ

シン含有ペプチドの合成
○猪熊 翼 1, 西田 航大 1, 重永 章 1, 大髙 章 1, 山田 
健一 1（1徳島大薬）

9:54
21R-am03	 触媒的不斉補助基形成を基盤とするアルコール類の

光学分割
○山田 健一 1, 木山 大樹 2, 猪熊 翼 1, 黒田 悠介 2, 山岡 
庸介 2, 高須 清誠 2（1徳島大薬 , 2京大院薬）

10:06
21R-am04S	 アセトアルデヒドを用いた脂肪族アルデヒドとの分

子間不斉交差アルドール反応の開発
○渡邉 勇氏 1, 新宮 るり 1, 田中 雄也 1, 馬場 智明 1, 
浜田 翔平 2, 川端 猛夫 1, 古田 巧 2（1京大化研 , 2京都
薬大）

10:18
21R-am05S	 非対称二置換型ビシクロ	[1.1.1]	ペンタンの効率的な

合成法の開発
○近藤 正樹 1, 金澤 純一朗 1, 永島 佑貴 1, 宮本 和範 1, 
内山 真伸 1,2（1東大院薬 , 2理研）

10:30
21R-am06S	 リチウムイノラートとα,β - 不飽和エステルの (2+2)

環化付加
○小堀 友規子 1, 植田 幹 1, 瀧川 紘 1, 山岡 庸介 1, 高須 
清誠 1（1京大院薬）

脂肪族化合物② 
土井 良平（北大院薬） 

10:42
21R-am07	 Direct	Catalytic	Asymmetric	Aldol	Reaction	of		

α-Vinyl	Thioamide	and	Amide	and	their	Applications	
in	Enantioselective	Synthesis	of	Natural	Products
○ Jin CUI1, 竹内 倫文 1, 大朏 彰道 1, 渡辺 匠 1, 熊谷 
直哉 1, 柴崎 正勝 1（1微化研）

10:54
21R-am08S	 HSiEt3/I2によるアルキンの Z- 選択的還元反応の開発

○野口 小都 1, 熊田 佳菜子 1, 根東 義則 1（1東北大院薬）

11:06
21R-am09S	 分子状酸素を用いた銅触媒によるベンジル位

C(sp3)-H 結合酸素官能基化反応の開発
○松澤 雄太 1, 熊田 佳菜子 1, 根東 義則 1（1東北大院薬）

11:18
21R-am10	 ブロモ環化反応によるラセミ体アリルアミドのパラ

レル速度論的光学分割
久永 達成 1, ○市川 守 1, 廣川 遼 1, 川戸 勇士 1, 濱島 
義隆 1（1静岡県大薬）

11:30
21R-am11S	 新規ジフルオロプロパルギルエノールエーテル形成

法の開発と応用
○岡村 俊孝 1, 岩渕 好治 1, 叶 直樹 1（1東北大院薬）

3月 21日（木）　午後
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

脂肪族化合物③ 
小林 祐輔（京大院薬） 

13:30
21R-pm01S	 ダブル脱プロトン化を利用したイノラート生成法の

開発
○孫 軍 1, 岩田 隆幸 2, 新藤 充 2（1九州大学大学院 総
合理工学府 , 2九州大学 先導物質化学研究所）



– 80 –

化
学
系
薬
学

13:42
21R-pm02S	 パラジウム /キラルアミン共触媒を用いたアルキン

－エナール化合物のエナンチオ選択的付加・環化反
応の開発
○伊藤 和也 1, 塚本 裕一 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

13:54
21R-pm03	 ニトリルの触媒的水移動型水和反応の開発

奈良岡 あすか 2, 神田 智哉 2, 田村 知世 2, 野依 良治 1,2, 
○中 寛史 1（1名大物質国際研セ , 2名大院理）

14:06
21R-pm04S	 温和なN- シリルケテンイミン発生法を活用するニト

リルのα位ヘテロ官能基化反応の開発
○葉山 智拓 1, 阿部 泰樹 2, 大内 仁 1, 稲井 誠 1, 吉村 
文彦 1, 谷野 圭持 3, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 2北大院
総化 , 3北大院理）

14:18
21R-pm05S	 Au(I) 触媒によるアリルアルコールのイナミドへの付

加 /Claisen 転位を経由するδ , γ - 不飽和アミドの合
成
○宮入 愛咲季 1, 大西 英博 1, Nolan STEVEN P2, 佐藤 
美洋 1（1北大院薬 , 2Ghent University）

14:30
21R-pm06	 二核ホウ素触媒を用いたWeinreb アミドの触媒的合

成法の開発
○大瀬 尚希 1, 腰塚 正佳 1, 嶋田 修之 1, 牧野 一石 1（1北
里大薬）

脂肪族化合物④・生薬学・天然物化学①（遺伝子・生合成①） 
加藤 信樹（東北大院理） 

14:42
21R-pm07S	 銅触媒と超原子価ヨウ素化合物を用いたイナミド合

成法の開発研究
○髙井 亮吾 1, 湯田坂 雅治 1, 多田 教浩 1, 山口 英士 1, 
伊藤 彰近 1（1岐阜薬大）

14:54
21R-pm08S	 エステル存在下におけるヒドラジド誘導体の化学選

択的加水分解反応とカルボン酸保護基への応用
西川 泰弘 1, ○森 大器 1, 豊田 万祐子 1, 竹本 昂平 1, 原 
脩 1（1名城大薬）

15:06
21R-pm09S	 カルベン触媒によるアルデヒドと脂肪族カルボン酸

誘導体の脱炭酸型カップリング
○石井 卓也 1, 掛布 優樹 1, 長尾 一哲 1, 大宮 寛久 1（1金
沢大院医薬保）

15:18
21R-pm10	 次亜塩素酸ナトリウム五水和物による炭素 -炭素切断

反応
○齋藤 克哉 1, 大杉 梨栄 1, 桐原 正之 1（1静岡理工科
大理工）

15:30
21R-pm11	 シクロプロパン化合物の環開裂アミド化反応

○仲倉 佳那 1, 吉川 葉 1, 桐原 正之 1（1静岡理工科大
理工）

15:42
21R-pm12	 複雑な酸化経路を含むキノコ由来 lagopodin 類の生

合成研究
桝谷 貴洋 1, 平山 裕一郎 1, 高西 潤 1, 恒松 雄太 1, 佐藤 
道大 1, 大高 潤之介 2, 本山 高幸 2, 長田 裕之 2, ○渡辺 
賢二 1（1静岡県大薬 , 2理研）

生薬学・天然物化学②（遺伝子・生合成②） 
淡川 孝義（東大院薬） 

15:54
21R-pm13	 共生型子嚢菌Pyrenula 	sp. 由来 pyrenulic	acid 類の

生合成研究
○佐藤 道大 1, 籠浦 倫美 1, 恒松 雄太 1, 竹仲 由希子 2, 
棚橋 孝雄 2, 渡辺 賢二 1（1静岡県大薬 , 2神戸薬大）

16:06
21R-pm14S	 Diels-Alder 反応を触媒する酵素CghAの基質合成お

よび反応解析
○成田 一仁 1, 岸本 真治 1, 横山 葵 1, 恒松 雄太 1, 佐藤 
道大 1, 渡辺 賢二 1（1静岡県大薬）

16:18
21R-pm15	 立体選択的なDiels-Alder 反応を触媒する酵素CghA

の触媒機構解明
○岸本 真治 1, 横山 葵 1, 佐藤 道大 1, 前田 直哉 1, 恒松 
雄太 1, 原 幸大 1, 橋本 博 1, 渡辺 賢二 1（1静岡県大薬）

16:30
21R-pm16S	 レギュレータ－遺伝子改変法によるCoprinopsis 属

担子菌の新規天然物生合成経路活性化
○高西 潤 1, 桝谷 貴洋 1, 中沢 威人 2, 恒松 雄太 1, 佐藤 
道大 1, 渡辺 賢二 1（1静岡県大薬 , 2京大院農）

16:42
21R-pm17S	 免疫抑制活性物質FR901483 の生合成研究

○田村 優依 1, 佐藤 道大 1, 谷口 昌要 2, 笹村 智司 2, 
大津 嘉弘 2, 永井 浩二 2, 渡辺 賢二 1（1静岡県大薬 , 2大
鵬薬品工業）

16:54
21R-pm18	 大腸がんリスク因子物質コリバクチン関連化合物の

特定
○平山 裕一郎 1, 玉舟 亮太 1, 恒松 雄太 1, 渡辺 
賢二 1（1静岡県大薬）

生薬学・天然物化学③（遺伝子・生合成③） 
渡辺 賢二（静岡県大薬） 

17:06
21R-pm19S	 長野県で系統保存されているダイオウの系統解析

-ITS 塩基配列の有用性の検討（２）-
○浅沼 舞 1, Shu ZHU1, 大蔵 直樹 2, 吉松 嘉代 3, 小松 
かつ子 1（1富山大学・和漢研 , 2長野県健康福祉部 , 3医
薬健栄研・薬植セ）

17:18
21R-pm20	 植物二次代謝経路のファルネシル転移酵素

○田浦 太志 1, 棚谷 綾介 1, 佐伯 春奈 1, 飯島 未宇 1, 
黒崎 文也 1, 高橋 宏暢 2（1富山大院薬 , 2徳島文理大薬）

17:30
21R-pm21	 L/ODC	の機能改変による	ADC、DapDC	活性の獲得

○佐藤 玄 1,2, 岩崎 わかな 2, 栗原 陽平 1, 村上 実月 1, 
白水 美香子 2, 内山 真伸 2,3, 斉藤 和季 1,2, 山崎 
真巳 1（1千葉大院薬 , 2理研 , 3東大院薬）

17:42
21R-pm22S	 シロイヌナズナへのリジン脱炭酸酵素遺伝子導入に

よる新規代謝経路誘導と化学多様性の拡張
○清水 陽平 1, Amit RAI1, 佐藤 大 2, 鈴木 秀幸 2, 齊藤 
和季 1, 山崎 真巳 1（1千葉大院薬 , 2かずさ DNA 研）

17:54
21R-pm23S	 化学－酵素法による非天然型メロテルペノイドの創出

○三橋 隆章 1, Zack POWERS2, 淡川 孝義 1, John 
PORCO2, 阿部 郁朗 1（1東大院薬 , 2ボストン大学）

18:06
21R-pm24S	 ホスホカリクリン脱リン酸化酵素の同定

○城森 啓宏 1, 江上 蓉子 1, 松田 研一 1, 高井 章 2, 脇本 
敏幸 1（1北大院薬 , 2旭川医大）

3月 21日（木）　午前
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

医薬化学①（ケミカルバイオロジー①） 
高山 健太郎（東京薬大薬） 

9:30
21T-am01S	 ハード及びソフトな反応性代謝物を捕捉する新規蛍

光標識トラッピング剤の創製
○柴﨑 智香子 1, 高橋 恭子 1, 中村 成夫 2, 大江 知之 1, 
増野 匡彦 1（1慶應大薬 , 2日本医大）

9:42
21T-am02	 光親和性プローブ候補化合物の簡便合成のためのア

ジド基置換アリールトリフルオロメチルジアジリジ
ンの開発
○渡辺 賢司 1, 津田 準平 1, 落合 秀紀 2, 丹羽 節 1, 細谷 
孝充 1,3（1理研 BDR, 2理研 CLST, 3東医歯大 生材研）

9:54
21T-am03	 特定の環境下で機能する光分解性保護基の開発

○加藤 大輝 1, 山﨑 えりか 1, 平野 智也 1, 影近 
弘之 1（1医科歯科大生材研）

10:06
21T-am04	 吸収波長変化を利用したプロテアーゼ活性検出近赤

外蛍光プローブの開発とDPP-4 活性検出への応用
○星野 雄紀 1, 花岡 健二郎 1, 浦野 泰照 1,2,3（1東大院薬 , 
2東大院医 , 3AMED CREST）

10:18
21T-am05S	 マイクロデバイスを用いた単一酵素活性検出による

病態診断法の開発
○坂本 眞伍 1, 小松 徹 1,2, 渡邉 力也 2,3, 張 翼 3, 野地 
博行 3, 浦野 泰照 1,4,5（1東大院薬 , 2JST PRESTO, 3東
大院工 , 4東大院医 , 5AMED CREST）
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10:30
21T-am06	 ボロンジピロメテン（BODIPY）に基づくレシオメ

トリック炭水化物センサーの開発 .
○ Nusaiba MADAPPURAM CHERUTHU1,1, 
Komatsu TORU1,1, Urano YASUTERU1,1（1東大院薬）

医薬化学②（ケミカルバイオロジー②） 
大江 知之（慶應大薬） 

10:42
21T-am07S	 PSMA活性検出プローブによる前立腺がん蛍光イ

メージング
○山本 恭子 1, 河谷 稔 1, 山田 大介 1, 森川 鉄平 1, 神谷 
真子 1,2, 久米 春喜 1, 浦野 泰照 1,3,4（1東大院医 , 2JST
さきがけ , 3東大院薬 , 4AMED CREST）

10:54
21T-am08	 ニッケル触媒を用いたシステイン選択的アリール化

反応
○花屋 賢悟 1, 大畠 潤 2, Mary K. MILLER2, Alicia E. 
MANGUBAT-MEDINA2, Zachary T. BALL2（1慶應
大薬 , 2ライス大化）

11:06
21T-am09S	 近赤外蛍光in	vivoイメージングのためのケミカルタ

グツールの開発
○小島 佑介 1, 浅沼 大祐 1,2, 岡本 紘幸 3, 並木 繁行 3, 
廣瀬 謙造 3（1東大医・細胞分子薬理学, 2JST・さきがけ, 
3東大医・神経生物学）

11:18
21T-am10	 アフィニティービーズ表面での局所的タンパク質ケ

ミカルラベリング法の開発
○佐藤 伸一 1, 對馬 理彦 2, 中村 浩之 1（1東工大化生研 , 
2東工大生命理工）

11:30
21T-am11S	 光刺激に応じた細胞内送達を可能にする細胞膜修飾

剤の開発
○大竹 沙耶 1, 大黒 耕 1, 相田 卓三 1（1東大院工）

3月 21日（木）　午後
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

医薬化学③（ケミカルバイオロジー③・その他） 
加来田 博貴（岡山大院医歯薬） 

13:30
21T-pm01	 がんー間質相互作用に干渉する天然物ロイシノスタ

チンA類縁体の構造活性相関研究
○阿部 光 1, 川田 学 1, 坂下 千春 1, 大石 智一 2, 大庭 
俊一 2, 井上 裕幸 2, 渡辺 匠 1, 柴﨑 正勝 1（1微化研 , 2微
化研・沼津）

13:42
21T-pm02	 トリプシンを標的とするリームバブル阻害剤の設計

と酵素活性のOFF	to	ON制御
○日高 興士 1,2, 北條 恵子 1,2, 津田 裕子 1,2（1神戸学院
大薬 , 2神戸学院大 LSC）

13:54
21T-pm03S	 芳香族生物活性分子への触媒的プロパルギル単位導

入反応の開発	(2)
○藤木 翔吾 1, 岡村 俊孝 1, 岩渕 好治 1, 叶 直樹 1（1東
北大院薬）

14:06
21T-pm04	 核局在型二価鉄検出プローブの開発研究

○早舩 花奈 1, 平山 祐 1, 辻 美恵子 1, 永澤 秀子 1（1岐
阜薬大）

14:18
21T-pm05S	 α - グルコシダーゼに対する基質型プローブの開発

○木室 佑亮 1, 土井 一毅 1, 丸野 瑛裕 1, 森田 昌樹 1, 
平井 剛 1（1九大院薬）

14:30
21T-pm06	 グルコース－ボンクレキン酸誘導体コンジュゲート

の設計、合成および生物活性
○李 穎 1, 岩田 隆幸 2, 狩野 有宏 2, 新藤 充 2（1九大院
総理工 , 2九大先導研）

医薬化学④（ケミカルバイオロジー④） 
藤田 美歌子（熊本大薬） 

14:42
21T-pm07	 一細胞代謝イメージング：脂肪酸β酸化を可視化す

る蛍光プローブの開発
内之宮 祥平 1, 松永 直哉 1, 川越 亮介 1, 鴨田 光一郎 1, 
大戸 茂弘 1, ○王子田 彰夫 1（1九大院薬）

14:54
21T-pm08S	 細胞質への高分子送達能を有するペプチドの活性向上

○坂本 健太郎 1, 秋柴 美沙穂 1, 河野 健一 1, 二木 
史朗 1（1京大化研）

15:06
21T-pm09	 がん細胞由来のエクソソームを認識する曲率感知ペ

プチドの開発
○河野 健一 1, 小串 正哉 1, 益田 俊博 1, 二木 史朗 1（1京
大化研）

15:18
21T-pm10S	 曲率誘導ペプチドの細胞膜に対する相互作用を高め

る新規手法
○阪井 貴之 1, 河野 健一 1, 二木 史朗 1（1京大化研）

15:30
21T-pm11S	 量子化学計算を用いた光免疫療法における細胞障害

メカニズムの検討
○原田 芽生 1, 小林 正人 2, 安藤 完太 3, 高倉 栄男 3, 
武次 徹也 2, 小川 美香子 3（1北大薬 , 2北大院理 , 3北
大院薬）

15:42
21T-pm12	 光免疫療法の細胞障害メカニズム

○小川 美香子 1, 佐藤 和秀 2,3, 安藤 完太 1, 奥山 修平 2,4, 
森口 志穂 4, 小倉 泰郎 4, 十時 慎一郎 4, 花岡 宏史 2, 
長屋 匡信 2, 粉川 良平 4, 高倉 栄男 1, 西村 雅之 4, 
長谷川 好規 3, Peter CHOYKE2, 小林 久隆 2（1北大
院薬 , 2NIH, 3名大院医 , 4島津製作所）

医薬化学⑤（ケミカルバイオロジー⑤） 
江嵜 啓祥（兵庫医大医） 

15:54
21T-pm13S	 疾患治療を志向した改良型アミロイドβ酸素化触媒

の開発
○永島 臨 1, 小澤 柊太 1, 堀 由起子 1, 富田 泰輔 1, 相馬 
洋平 1, 金井 求 1（1東大院薬）

16:06
21T-pm14	 強力な RNAi 効果を有するパルミチン酸コンジュ

ゲートDicer-substrate	siRNAの開発
○久保 貴紀 1, 西村 良夫 1, 羽鳥 勇太 1, 赤木 玲子 1, 
栁原 五吉 2, 瀬山 敏雄 1（1安田女大薬 , 2国立がん研セ）

16:18
21T-pm15	 膜透過性を有するGST共有結合性阻害剤の開発

○友池 史明 1, 宍戸 裕子 2,3, 藤川 遥加 3, 木村 康明 3, 
桑田 啓子 4, 村上 優子 5, 福井 健二 6, 関戸 好孝 5, 矢野 
貴人 6, 亀田 倫史 7, 周東 智 2, 阿部 洋 3,8（1名大物国セ , 
2北大院薬 , 3名大院理 , 4名大 WPI-ITbM, 5愛知がん
セ , 6大阪医科大 , 7産総研 , 8JST-CREST）

16:30
21T-pm16S	 新規 Ynone 化合物の創生・評価

○浜田 麻衣 1, 森崎 巧也 2, 中山 淳 2, 重永 章 2, 辻 
大輔 2, 寺町 順平 3, 安部 正博 4, 伊藤 孝司 2, 大高 章 2, 
難波 康祐 2（1徳島大薬 , 2徳島大院薬 , 3徳島大院歯 , 
4徳島大院医）

16:42
21T-pm17	 抗 HIV 活性を持つヘテロ環化合物BMMPの作用機

序解明と構造の改変
○加茂 真宏 1, 立石 大 1, 岡本 良成 1, 三隅 将吾 1, 大塚 
雅巳 1, 藤田 美歌子 2（1熊本大院薬 , 2熊本大薬）

16:54
21T-pm18S	 クマリンに変換する新規光クロスリンカーの開発と

応用
○中島 大海 1, 友廣 岳則 1, 千葉 順哉 1（1富山大院薬）

医薬化学⑥（医薬品設計①・その他） 
中川 秀彦（名市大院薬） 

17:06
21T-pm19	 細胞膜透過性を向上した IP6 誘導体の合成と活性評価

○増永 拓弥 1, 立石 大 2, 村尾 直樹 2, 古賀 涼子 2, 藤田 
美歌子 3, 大塚 雅巳 2（1熊大薬 , 2熊大院薬 , 3熊大薬
創セ）

17:18
21T-pm20S	 蛍光プローブを用いたスクリーニング系に基づく生

細胞GSTP1 選択的阻害剤の開発
○南保 泰希 1, 藤川 雄太 1, 小島 宏達 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）

17:30
21T-pm21	 DMSO摂動法を用いたアルドースレダクターゼ阻害

剤の活性部位特異性評価
○友原 啓介 1, 長谷川 直人 2, 足立 伊佐雄 3, 野瀬 
健 1,4（1九大基幹 , 2富山大薬 , 3富山大病院薬 , 4九大
院理）
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17:42
21T-pm22	 アミノ酸トランスポーターを標的とするドデカボ

レート含有アミノ酸のBNCT用ホウ素キャリアーと
しての評価
○服部 能英 1, 長澤 あゆみ 2, 石村 美紀 1,3, 陳 寛軒 1, 
大田 洋一郎 1,3, 竹中 宏誌 1,3, 上原 幸樹 3, 浅野 智之 3, 
松本 浩一 2, 切畑 光統 1（1阪府大 BNCT 研セ , 2近畿
大理工 , 3ステラファーマ㈱）

17:54
21T-pm23S	 中性子捕捉療法のための糖及び大環状ポリアミン誘

導体の設計・合成及び機能評価
○上田 大貴 1, 伊藤 太基 1, 水野 皓介 1, 鈴木 実 2, 櫻井 
良憲 2, 青木 伸 1,3（1東京理大薬 , 2京大複合研 , 3東京
理大イメージングフロンティアセ）

18:06
21T-pm24S	 放射線防護活性を有する 2-Oxopyrrole 類の設計・合

成及び活性評価
○佐藤 秀哉 1, 越智 進太郎 2, 水野 皓介 1, 氏田 将平 2, 
多田 佳寿美 2, 松下 洋輔 2,3, 出口 雄一 3, 鈴木 啓司 3, 
田中 義正 3, 植田 弘師 3, 稲葉 俊哉 4, 細井 義夫 5, 森田 
明典 2, 青木 伸 1,6（1東京理大薬 , 2徳島大 , 3長崎大院
医歯薬 , 4広島大原医研 , 5東北大院医 , 6東京理大イ
メージングフロンティアセ）

3月 22日（金）　午前
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

全合成⑦　N- 複素環化合物（多環）　 
大多和 正樹（北里大薬） 

9:30
22L-am01S	 ドウモイ酸の合成研究

○大西 琢磨 1, 西澤 慈 1, 大八木 悠 1, 佐々木 真吾 1, 
鈴木 寛人 1, 大内 仁志 1, 稲井 誠 1, 浅川 倫宏 2, 吉村 
文彦 1, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 2東海大創科技研）

9:42
22L-am02S	 プロトアキュレインBの合成研究

○木村 直人 1, 有賀 翔太 1, 大草 拓也 1, 假屋 唯香 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）

9:54
22L-am03S	 ゼストプロキサミンAの合成研究

○高橋 航 1, 長谷川 寛直 1, 河辺 佑介 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）

10:06
22L-am04S	 抗腫瘍活性物質GKK1032B の全合成研究

○中谷 祐介 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

10:18
22L-am05S	 抗菌活性物質 Pyrrocidine	A の全合成研究

○鈴木 陸 1, 重国 真侑 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東
京理大薬 , 2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

10:30
22L-am06S	 NF- κ B阻害活性物質Embellicine	A の全合成研究

○平川 明啓 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

全合成⑧　N 以外の複素環化合物 
田村 理（岩手医大薬） 

10:42
22L-am07S	 チグリアン・ダフナンジテルペン類の網羅的合成研究

○荻野 公平 1, 廣瀬 哲 1, 長友 優典 1, 井上 将行 1（1東
大院薬）

10:54
22L-am08S	 1- ヒドロキシタキシニンの全合成

○今村 祐亮 1, 吉岡 駿 1, 長友 優典 1, 井上 将行 1（1東
大院薬）

11:06
22L-am09S	 ジテルペン天然物クルチオリドの合成研究

○福島 大貴 1, 坂井 良輔 1, 水流 裕明 1, 小嶺 敬太 1, 
福田 隼 1, 畑山 範 2, 石原 淳 1（1長崎大院医歯薬 , 2長
崎大先端創薬イノベーションセンター）

11:18
22L-am10S	 抗腫瘍活性マクロリド天然物 (+)- イグジグオリドの

合成研究
○岡 賢吾 1, 淵 駿介 1, 小嶺 敬太 1, 福田 隼 1, 畑山 範 2, 
石原 淳1（1長崎大院医歯薬, 2長崎大先端創薬イノベー
ションセンター）

11:30
22L-am11	 スピロママコンAの第二世代合成法の開発

○塚本 裕一 1, 熊坂 幸一 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

3月 22日（金）　午後
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

全合成⑨　N 以外の複素環化合物・脂肪族化合物 
廣瀬 友靖（北里大生命研） 

13:30
22L-pm01S	 Granulodione の全合成

○桑原 基 1, 笠松 暁輝 1, 佐々木 敬弘 1, 松澤 彰信 1, 
杉田 和幸 1（1星薬大）

13:42
22L-pm02S	 分子内ロビンソン型環化反応を利用したCaseabalansin	

A 及び 18-Epicaseabalansin	A の全合成
○奥冨 直人 1, 松澤 彰信 1, 杉田 和幸 1（1星薬大）

13:54
22L-pm03S	 カドコッシラクトンAの合成研究　～可視光レドッ

クス触媒反応を利用したDE環フラグメントの合成～
○斎藤 彩有里 1, 山越 博幸 1, 中村 精一 1（1名市大院薬）

14:06
22L-pm04	 血管収縮阻害物質マルビインの誘導体合成及び活性

評価
坂上 友花梨 1, ○山越 博幸 1, 鬼頭 宏彰 2, 大矢 進 2, 
中村 精一 1（1名市大院薬 , 2名市大院医）

14:18
22L-pm05S	 抗腫瘍性物質Eucalypatal	A の全合成研究

○山﨑 雄大 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

14:30
22L-pm06S	 アレロパシー活性物質 (-)-Heliannuol	A の効率的不斉

全合成
○岡村 文也 1, 坪郷 哲 1,2, 内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大戦略的物理製剤学研セ）

全合成⑩　N 以外の複素環化合物・脂肪族化合物 
菅原 章公（東北大院薬） 

14:42
22L-pm07S	 抗感染症薬を指向した 3Z ,5E -octa-3,5-diene-1,3,4-

tricarboxylic	acid-3,4-anhydride	(ODTAA)	の全合成
と構造活性相関研究
○池谷 佳紀 1, 廣瀬 友靖 1,2, 浅見 行弘 1,2, 松井 秀仁 2, 
野口 吉彦 1,2, 花木 秀明 2, 塩見 和郎 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）

14:54
22L-pm08S	 マングローブ内在真菌由来の天然物Asperterpenoid	

A の合成研究
○三宅 悠嗣 1, 加藤 礼奈 1, 武田 寛樹 1, 太田 浩一朗 1, 
釜池 和大 1, 宮岡 宏明 1（1東京薬大薬）

15:06
22L-pm09S	 G2	checkpoint	阻害物質	habiterpenol	の全合成

○紺谷 深雪 1, 永富 翔子 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）

15:18
22L-pm10S	 Auxarthrones	A－E	の全合成研究

○清瀧 康太朗 1, 佐々木 沙夜香 1, 今吉 亜由美 1, 椿 
一典 1（1京府大院生命環境）

15:30
22L-pm11	 ベンジルジメチルシリルベンザインの位置選択的

Diels-Alder 反応を利用する aloin の合成研究
井川 貴司 1, ○衣斐 勇人 1, 赤井 周司 1（1阪大院薬）

15:42
22L-pm12S	 プレニル修飾された天然キサントンの合成研究

○望月 美歩 1, 古川 千里 1, 高橋 叶 1, 藤本 裕貴 1, 矢内 
光 1, 松本 隆司 1（1東京薬大薬）

全合成⑪　抗生物質・アミノ酸・ペプチド 
大野 浩章（京大院薬） 

15:54
22L-pm13	 Brasiliquinone	B	の全合成研究

○三宅 弘城 1, 中嶋 龍 2, 熊本 卓哉 2（1広島大薬 , 2広
島大院医歯薬保健）

16:06
22L-pm14S	 抗マラリア活性を有するDiatretol の不斉全合成と網

羅的構造活性相関研究
○高橋 脩 1, 廣瀬 友靖 1,2, 君嶋 葵 1,2, 岩月 正人 1,2, 穂苅 
玲 1,2, 石山 亜紀 1,2, 山田 健 1,2, 菅原 章公 1,2, 佐藤 達彦 1, 
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）
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16:18
22L-pm15	 Neothioviridamide の合成研究

土井 隆行 1, ○越阪部 佑太 1, 矢本 啓輔 1, 新家 一男 2, 
吉田 将人 3（1東北大院薬 , 2産総研 , 3筑波大数理物質）

16:30
22L-pm16S	 JBIR-141 の全合成研究

土井 隆行 1, ○八十島 浩太郎 1, 新家 一男 2, 吉田 
将人 3（1東北大院薬 , 2産総研 , 3筑波大数理物質）

16:42
22L-pm17S	 構造活性相関研究を指向した JBIR-126 の固相全合成

○大山 皓介 1, 吉田 将人 2, 新家 一男 3, 土井 隆行 1（1東
北大院薬 , 2筑波大数理物質 , 3産総研）

16:54
22L-pm18	 光学活性アジリジンに対する連続アルキル化を鍵と

したシクロプロパンアミノ酸Carnosadine 類の立体
選択的合成
○大澤 宏祐 1, 窪田 隼也 1, 土井 隆行 1（1東北大院薬）

全合成⑫　アミノ酸・ペプチド 
濱島 義隆（静岡県大薬） 

17:06
22L-pm19S	 新規抗マラリア活性リポペプチドKozupeptin	A の

実用的全合成および絶対立体構造の決定
○林 裕美 1, 廣瀬 友靖 1,2, 深澤 航 1, 岩月 正人 1,2, 野中 
健一 1,2, 穂苅 玲 2, 石山 亜紀 1,2, 塩見 和郎 1,2, 大村 智 1,2, 
砂塚 敏明 1,2（1北里大院感染制御 , 2北里大生命研）

17:18
22L-pm20S	 疎水性タグを用いた環状デプシペプチド類の全合成

野口 吉彦 1,2, ○野垣 祐貴 1, 廣瀬 友靖 1,2, 村島 徳史 1, 
佐竹 雄大 1, 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）

17:30
22L-pm21S	 ヤクアミド B類縁体の生物活性

○神谷 光一 1, 伊藤 寛晃 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

17:42
22L-pm22S	 フラグメント連結によるヤクアミドBの固相全合成

○三浦 健介 1, 伊藤 寛晃 1, 井上 将行 1（1東大院薬）

17:54
22L-pm23S	 ポリセオナミド模倣ペプチドの作用解析

○薛 贇唯 1, 早田 敦 1, 伊藤 寛晃 1, 井上 将行 1（1東大
院薬）

18:06
22L-pm24S	 ライソシン Eを基盤としたOBOCライブラリーの構

築とスクリーニング
○徳本 皓太郎 1, 加治 拓哉 1, 伊藤 寛晃 1, 井上 
将行 1（1東大院薬）

3月 22日（金）　午前
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

ヘテロ原子化合物④、芳香族化合物①、核酸類① 
高須 清誠（京大院薬） 

9:30
22M-am01	 アリール化剤にトリアリールビスムタンを利用する

銅触媒下でのスルファニルアゾール類	のS- アリール
化反応
○村田 裕基 1, 浅野 真斗 1, 加藤 理彩 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）

9:42
22M-am02	 銅触媒下で行うイミダゾピリジン類のタンデム型セ

ラニル化反応
○松村 実生 1, 近藤 魁人 1, 金崎 惠子 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）

9:54
22M-am03S	 Pd 触媒下 5価アンチモン試薬を用いたベンゾチオ

フェンのβ位選択的アリール化反応
○北村 有希 1, 小栗 綾香 1, 宮田 真弥 1, 松村 実生 1, 
村田 裕基 1, 角澤 直紀 2, 安池 修之 1（1愛知学院大学薬 , 
2北陸大薬）

10:06
22M-am04S	 次亜塩素酸ナトリウム 5水和物を用いたジアセトキ

シヨードアレーンの実用的合成法の開発
○渡辺 歩実 1, 宮本 和範 1, 内山 真伸 1,2（1東大院薬, 2理
研）

10:18
22M-am05S	 青色の熱活性化遅延蛍光分子の分子設計と創製

○三浦 悠月 1, 白﨑 良尚 1, 村中 厚哉 2, 宮本 和範 1, 
内山 真伸 1,2（1東大院薬 , 2理研）

10:30
22M-am06	 4'- チオ核酸により構成されるネオセントラルドグマ

の確立
田良島 典子 1, 松尾 礼子 1, ○南川 典昭 1（1徳島大薬）

芳香族化合物② 
山口 雅彦（東北大院薬） 

10:42
22M-am07S	 光レドックス触媒を用いたアリールアンモニウム塩

の還元反応
○森本 弘毅 1, 王 超 1, 内山 真伸 1,2（1東大院薬 , 2理研）

10:54
22M-am08S	 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
○安部 隆蔵 1, 木村 真也 1, Sirimangkalakitti 
NATCHANUN1, 紀 嘉浩 1, 佐藤 準一 1, Nukoolkarn 
VEENA2, 齋藤 直樹 1（1明治薬大 , 2マヒドン大・薬）

11:06
22M-am09	 トリフルオロ安息香酸の芳香族リチオ化 -アルキル化

反応における反応機構の研究
○折戸 裕哉 1,2, Guy C. LLOYD-JONES2（1第一三共
プロセス技研 , 2エジンバラ大化学科）

11:18
22M-am10S	 μ-オキソ超原子価ヨウ素触媒を用いた芳香族化合物

とアミド類との高効率直接的カップリング
土肥 寿文 1,2, ○佐々 裕隆 1, 堂地 澪緒 1, 安井 千尋 1, 
北 泰行 2（1立命館大薬 , 2立命館大総研）

11:30
22M-am11S	 活性メチレンへのカルボン酸導入によるエステル構

築法の開発研究
○木野村 月南 1, 多田 教浩 1, 山口 英士 1, 伊藤 
彰近 1（1岐阜薬科大学）

3月 22日（金）　午後
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

N- 複素環化合物② 
穴田 仁洋（武蔵野大薬） 

13:30
22M-pm01	 パラジウム触媒によるヘテロ芳香環のダブルカルボ

キシル化
○美多 剛 1, 益谷 洸毅 1, 石井 聖 1, 佐藤 美洋 1（1北大
院薬）

13:42
22M-pm02S	 フローシステムを用いる触媒的不斉連続反応の開発

○ Piyumi HETTIARACHCHIGE DONA1, 佐古 真 1, 
岸 鉄馬 1, 滝澤 忍 1, 笹井 宏明 1（1阪大産研）

13:54
22M-pm03S	 添加剤制御による 2- ピリドン類の化学選択的アリー

ル化反応の開発
○阿部 裕介 1, 花澤 菜摘 1, 小野 真平 1, 栗山 正巳 1, 
山本 耕介 1, 尾野村 治 1（1長崎大院医歯薬）

14:06
22M-pm04	 マンガン触媒による大気中の酸素分子を用いるα,β -

不飽和オキシムのジアステレオ選択的環化反応の開発
山本 大介 1, ○松川 大輔 1, 牧野 一石 1（1北里大薬）

14:18
22M-pm05	 1,4- および 1,6- ジヒドロピリミジン互変異性体の熱力

学安定性に関する実験的・理論的研究
○西村 良夫 1, 朝倉 光博 2, 池田 宏 3, 豊田 真司 4, 長 
秀連 5（1安田女大薬 , 2ナード研 , 3都立産技高専 , 4東
工大理 , 5東北大院薬）

14:30
22M-pm06S	 アシスト型タンデム触媒機構を利用したアジリジン

を経るオレフィンの二重官能基化とその応用
○河内 大知 1, 植田 浩史 1, 徳山 英利 1（1東北大院薬）

N- 複素環化合物③ 
澤田 大介（岡山大院医歯薬） 
22M-pm07	 【演題取り下げ】

14:42
22M-pm08S	 トリアジンジオン骨格を基盤としたアルキル化剤の

置換基効果
○藤井 崇徳 1, 山下 莉奈 1, 藤田 光 1, 角山 哲史 1, 山田 
耕平 1, 北村 正典 1, 国嶋 崇隆 1（1金沢大院医薬保）
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14:54
22M-pm09	 ホウ素触媒を用いるアルキンの分子内ヒドロアミノ

化 /アリル化反応の開発
○川野 翔平 1, 藤田 将史 1, 澁谷 正俊 1, 山本 芳彦 1（1名
大院創薬）

15:06
22M-pm10	 キノリン類に対するC2位選択的なトリフルオロメチ

ル化反応の開発
○白井 孝宏 1, 國信 洋一郎 1, 金井 求 1（1東大院薬）

15:18
22M-pm11S	 パラジウム触媒を用いた 2,5 二置換イミダゾールのア

リール化反応の開発
○藤後 貴也 1, 相馬 洋平 1, 國信 洋一郎 2, 金井 求 1（1東
大院薬 , 2先導研）

15:30
22M-pm12	 B3NO2型ヘテロ環化合物 Pym-DATBによる触媒的

アミド化反応
○ Christopher Roderick OPIE1, 野田 秀俊 1, 柴崎 
正勝 1, 熊谷 直哉 1（1微生物化学研究所　（微化研））

N- 複素環化合物④・ヘテロ原子化合物⑤ 
森本 功治（立命館大薬） 

15:54
22M-pm13S	 多機能固定化を目的としたグラフト型高分子触媒の

開発とフロー反応
○柴田 貴子 1, 奥野 義規 1, 大用 彬依 1, 加藤 瑛 1, 青木 
昭二 2, 菅野 淳一 2, 磯村 茂樹 1, 佐藤 康夫 1（1横浜薬大 , 
2( 株 ) イー・シー・イー）

16:06
22M-pm14S	 含窒素複素環に対するビス（トリフリル）エチル化

反応
○干川 翔貴 1, 矢内 光 1, 松本 隆司 1（1東京薬大薬）

16:18
22M-pm15	 アリールプロパルギルエナミノンを用いた遷移金属

フリーな環化によるピロール誘導体の合成
○山内 貴靖 1, 和氣 瑤子 1, 近行 祐也 1, 佐々木 秀 1, 
東山 公男 1（1星薬大医薬研）

16:30
22M-pm16	 3,4- エポキシアミンの 5-endo-tet 環化による	3- ヒド

ロキシ -2- アルキルピロリジン合成法の開発
○栗山 佑世 1, 笹野 裕介 1, 星野 吉彦 1, 上杉 惇一郎 1, 
岩渕 好治 1（1東北大院薬）

16:42
22M-pm17	 三座配位型キラルAZADO/銅触媒を用いるラセミ第

二級アルコールの空気酸化光学分割法の開発	(2):	基
質適用性拡張と反応機構解析
○笹野 裕介 1, 笠畑 洸希 1, 川島 恭平 2, 森 聖治 2, 岩渕 
好治 1（1東北大院薬 , 2茨城大院理工）

16:54
22M-pm18	 新規ドミノ環化反応を用いたアゾキサジスピロ環化

合物の合成
○顔 可嘉 1, 横江 弘雅 1, 津吹 政可 1（1星薬大医薬研）

N- 複素環化合物⑤ 
内呂 拓実（東京理大薬） 

17:06
22M-pm19	 脂溶性アミノキノリン誘導体の合成と蛍光特性評価

○渕 靖史 1, 大山 耕平 1, 佐久間 雅臣 1, 河野 未菜希 1, 
濱田 浩一 1, 水谷 顕洋 1, 唐澤 悟 1（1昭和薬大）

17:18
22M-pm20S	 フタロシアニン系色素を用いた	Activatable	型近赤

外光音響プローブの設計と合成
○浅野 規仁 1, 鳥海 尚之 1, 池野 喬之 1, 花岡 健二郎 1, 
浦野 泰照 1, 村中 厚哉 2, 内山 真伸 1,2（1東大院薬 , 2理
研）

17:30
22M-pm21	 2-( ジピコリルアミノ ) キナゾリン蛍光プローブの合

成とATP認識プローブとしての応用
○青木 和佐 1, 早下 隆士 1, 鈴木 由美子 1（1上智大理工）

17:42
22M-pm22	 Bu2Sn[OC(O)R]2を用いる新規 2,4- 二置換オキサゾー

ル合成法
○米山 弘樹 1, 岡 直輝 1, 吉井 萌 1, 宇佐美 吉英 1, 春沢 
信哉 1（1大阪薬大）

17:54
22M-pm23	 新規 C4N4 フルオロフォア

○野田 秀俊 1, 朝田 康子 1, 丸山 達朗 1, 滝沢 直己 1, 
野田 展生 1, 柴﨑 正勝 1, 熊谷 直哉 1（1微化研）

18:06
22M-pm24S	 共役ヒドラゾンのβ位プロトン化を駆動力とするピ

ラゾール合成
○松崎 大力1, 伊藤 勇太1, 野久保 名菜恵1, 八幡 茉由1, 
武田 紀彦 1, 上田 昌史 1（1神戸薬大）

3月 22日（金）　午後
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

生薬学・天然物化学④（栽培・組織形態・品質評価・脂肪酸） 
森川 敏生（近畿大薬総研） 

15:54
22O-pm13	 薬用植物バイオナーサリーの構築に関する研究 (5) コ

ガネバナ培養苗の圃場栽培と品質評価
○吉松 嘉代 1, 河野 徳昭 1, 乾 貴幸 1, 飯田 修 1, 北澤 
尚 1, 渕野 裕之 1, 菱田 敦之 1, 五十嵐 元子 1, 林 茂樹 1, 
安食 菜穂子 1, 東泉 裕子 2, 竹林 純 2, 石見 佳子 2, 新穂 
大介 3, 木曽 昭典 3, 田村 幸吉 3, 田村 隆幸 4, 小松 
かつ子 5, 吉田 雅昭 6, 川原 信夫 1（1医薬健栄研・薬植セ, 
2医薬健栄研・健栄研 , 3丸善製薬 , 4富山県薬総研・
薬植指導セ , 5富山大・和漢研 , 6小太郎漢方）

16:06
22O-pm14	 大和芍薬の潜在的資源探査と応用：耕作放棄地再生

への取組
○髙橋 京子 1,2, 矢野 孝喜 3, 川嶋 浩樹 3, 善利 佑記 1, 
髙浦 佳代子 1,2, 後藤 一寿 3（1阪大院薬 , 2阪大博 , 3農
研機構）

16:18
22O-pm15	 サジオモダカの塊茎の組織形態に関する研究

○高橋 直熙 1, 山路 誠一 1, 福田 達男 2, 池上 文雄 3（1日
本薬大 , 2北里大薬 , 3千葉大薬）

16:30
22O-pm16	 大分県竹田市のサフラン栽培：伝統知が育む香気特

性品質
○家入 啓至 1, 髙浦 佳代子 1,2, 妙田 貴生 3, 川嶋 浩樹 4, 
矢野 孝喜 4, 後藤 一寿 4, 渡部 親雄 5, 髙橋 京子 1,2（1阪
大院薬 , 2阪大博 , 3東京農大 , 4農研機構 , 5竹田市サ
フラン生産者）

16:42
22O-pm17S	 エンメイソウの品質評価の為の基盤研究

○田中 誠司 1, 伊藤 美千穂 1（1京大院薬）

16:54
22O-pm18S	 Streptomyces 	sp.	IFM11958 などからのBMI1 プロ

モーター阻害剤の探索
○横山 夕将 1, 荒井 緑 1, 原 康雅 1, 石橋 正己 1（1千葉
大院薬）

生薬学・天然物化学⑤（資源探索・配糖体・その他） 
杉本 幸子（広島大院医歯薬保） 

17:06
22O-pm19	 マツリカ	(Jasminum	sambac，花部 )	より単離した

新規セコイリドイド配糖体成分の化学構造
○井上 尚樹 1, 二宮 清文 1,2, 吉川 雅之 1, 村岡 修 1,2, 
森川 敏生 1,2（1近畿大・薬総研 , 2アンチエイジングセ）

17:18
22O-pm20S	 希少放線菌 Streptoalloteichus	tenebrarius	NBRC	

16177 株が産生する二次代謝産物に関する研究
○星野 翔太郎 1, 淡川 孝義 1, 三橋 隆章 1, Chin Piow 
WONG2, 森田 洋行 2, 阿部 郁朗 1（1東大院薬 , 2富山
大学和漢研）

17:30
22O-pm21	 Penta-galloyl-glucose によるタンパク質架橋切断活性

機構の解明
○松浦 信康 1, 平田 栞菜 1（1岡山理科大学）

17:42
22O-pm22S	 Cassia	auriculata種子含有成分 auriculataoside	A の

Cdc42-Rac1-RhoAシグナル伝達経路タンパク質発現
抑制作用
○王 巍程 1, 中嶋 聡一 1, 中村 誠宏 1, 尾田 好美 1,2, 
松田 久司 1（1京都薬大 , 2エヌ・ティー・エイチ 研）

17:54
22O-pm23S	 緒方洪庵の壮年期使用薬箱『蘭苔』基原の史的深化

とマテリアルサイエンス
○國見 依利佳 1, 髙橋 京子 1,2, 髙浦 佳代子 1,2, 善利 
佑記 1（1阪大院薬 , 2阪大博）

18:06
22O-pm24	 緒方洪庵の壮年期薬箱：『撒尓』の基原に関する史的

深化と実地臨床
○善利 佑記 1, 高浦 佳代子 1,2, 高橋 京子 1,2（1阪大院薬 , 
2阪大博）
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3月 22日（金）　午前
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

医薬化学⑦（医薬品設計②） 
花岡 健二郎（東大院薬） 

9:30
22T-am01S	 肝毒性軽減を目的とする新規アセトアミノフェン類

縁体の簡便合成
○鄭 昇姫 1, 川島 裕也 1, 野口 拓也 1, 今井 信行 1（1千
葉科学大薬）

9:42
22T-am02S	 オキシカム構造を模倣したスルホン類の抗パーキン

ソン病効果
○小町 元輝 1, 鈴木 啓太 1, 高橋 恭子 1, 中村 成夫 2, 
大江 知之 1, 大久保 知子 3, 春名 柚佳 3, 田﨑 嘉一 3, 
増野 匡彦 1（1慶應大薬 , 2日本医大 , 3旭川医大病院薬）

9:54
22T-am03S	 エストロゲン様化合物におけるサブタイプ選択性の

理論的解析
○関 祐哉 1, 加藤 司 1, 安崎 聡 2, 田中 成典 2, 古石 
誉之 1, 福澤 薫 1, 米持 悦生 1（1星薬大 , 2神戸大院シ
ステム情報学研究科）

10:06
22T-am04S	 種差の解消を指向したGPR35 アゴニストの合成研究

○永沼 美弥子 1, 渡邊 智博 1, 橋本 知子 1, 小出 拓人 1, 
手塚 一燈 1, 橋本 直季 1, 赤木 荘太 2, 古田 和幸 2, 山本 
雄大 3, 長島 颯太 3, 常盤 広明 3, 田中 智之 4, 大野 修 1, 
松野 研司 1（1工学院大・先進工 , 2岡山大・薬 , 3立教大・
理 , 4京都薬大）

10:18
22T-am05	 Survivin を標的としたBorealin 由来ペプチドの合成

と抗腫瘍活性評価
○野﨑 伊織 1, 淵上 剛志 1, 石川 夏海 1, 山下 莉瑠 2, 
池田 由美 2, 吉田 さくら 1, 中山 守雄 1（1長崎大院医
歯薬 , 2長崎大薬）

10:30
22T-am06	 サリドマイドパラドックスを解明～鏡像異性体を持

つ医薬品の使用に警鐘～
○徳永 恵津子 1, 柴田 哲男 1（1名工大院工）

医薬化学⑧（医薬品設計③・構造活性相関①） 
曲田 拓司（大阪大谷大薬） 

10:42
22T-am07S	 炎症収束脂質レゾルビンE2のスキップジエン構造を

ベンゼン環で置換した安定等価体創製研究
○村上 侑斗 1, 福田 隼 2, 石村 航平 1, 平島 洸基 1, 室本 
竜太 1, 渡邉 瑞貴 1, 松田 正 1, 周東 智 1（1北大院薬 , 2長
崎大院医歯薬）

10:54
22T-am08S	 環状ペプチド低分子化方法論の確立を目指した		三次

元多様型シクロプロパンペプチドミメティクスの開
発研究
○杉山 洸 1, 一ノ瀬 亘 1, 渡邉 瑞貴 1, 広川 貴次 2, 周東 
智 1（1北大院薬 , 2産総研）

11:06
22T-am09S	 スピロシクロプロパン型αヘリックス・βストランド

ミメティクスに基づく p53/MDM2結合阻害剤の創製
○桑原 智希 1, 水野 彰 1, 渡邉 瑞貴 1, 竹内 恒 2, 広川 
貴次 2, 浅井 章良 3, 周東 智 1（1北大院薬 , 2産総研 , 3静
岡県立大薬）

11:18
22T-am10S	 最適架橋構造の同定を目指した大環状BACE1 阻害

剤の開発研究
○大谷 拓也 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）

11:30
22T-am11	 骨吸収抑制活性を有する環状デプシペプチド	デスト

ラキシンBを基盤とした誘導体合成と構造活性相関
○吉田 将人 1, 今野 源 2, 冨田 実花 3, 丹羽 悠菜 3, 中川 
大 3, 土井 隆行 2（1筑波大数理物質 , 2東北大院薬 , 3中
部大応用生物）

3月 22日（金）　午後
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

医薬化学⑨（医薬品設計④・薬理活性物質①） 
棚谷 綾（お茶女大理） 

13:30
22T-pm01S	 ペプチド -光酸素化触媒コンジュゲートを用いたマイ

オスタチンの活性阻害
○岡本 英之 1, 谷口 敦彦 1, 宇佐美 翔哉 1, 田口 晃弘 1, 
高山 健太郎 1, 林 良雄 1（1東京薬大薬）

13:42
22T-pm02	 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、阻害活性評価ならびに立体
化学
○吉澤 慎一郎 1, 足尾 真美 1, 越野 裕貴 1, 山中 優季 1, 
山本 侑人 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）

13:54
22T-pm03S	 反応性フラグメントライブラリーを利用した抗マラ

リア薬の開発
○冨安 美月 1, 下津曲 華子 1, 進藤 直哉 1, 渕田 大和 1, 
三浦 千鶴 1, 大澤 智代 1, 王子田 彰夫 1（1九大院薬）

14:06
22T-pm04S	 リゾリン脂質の疎水性部は膜受容体結合時にどこに

位置するか
○佐山 美紗 1, 上水 明治 2, 井上 飛鳥 2, 青木 淳賢 2, 
関嶋 政和 3, 尾谷 優子 1, 大和田 智彦 1（1東大院薬 , 2東
北大院薬 , 3東工大 IIR）

14:18
22T-pm05	 新規アデノシンアナログCOA-Cl	のドパミン分泌促

進作用
○塚本 郁子 1, Mostofa JAMAL1, 高田 麻紀 1, 伊藤 
明日香 1, 窪田 泰夫 1, 木下 博之 1, 榊原 紀和 2, 小西 
良士 1（1香川大医 , 2徳島文理大香川薬）

14:30
22T-pm06S	 生体適用を志向したメチレンブルー型Aβ光酸素化

触媒の開発
城野 柳人 1, ○大井 未来 1, 相馬 洋平 1, 金井 求 1（1東
大院薬）

医薬化学⑩（構造活性相関②・その他） 
平野 圭一（東大院薬） 

14:42
22T-pm07S	 7- アザノルボルナン骨格を有するグレリン受容体作

動薬の構造活性相関研究
○大木 智也 1, 唐木 文霞 1, 梅本 翔 1, 平山 重人 1, 宮野 
加奈子 2, 上園 保仁 2, 藤井 秀明 1（1北里大薬 , 2国立
がんセ研）

22T-pm08S	 【演題取り下げ】

14:54
22T-pm09S	 μ - δオピオイド受容体ヘテロダイマー選択的作用薬

創出を志向したCYM51010 誘導体合成
○渡邊 彩花 1, 高橋 直樹 1, 染谷 僚人 1,2, 松嶋 あおば 1, 
石橋 尚人 1,2, 平山 重人 1, 宮野 加奈子 2, 伊藤 謙乃介 1, 
上園 保仁 2, 藤井 秀明 1（1北里大薬 , 2国立がんセ研）

15:06
22T-pm10S	 インドール骨格を有するCYP1B1阻害剤の設計と合成

○久保 惇 1, 友松 郁美 1, 山本 恵子 1, 伊藤 俊将 1（1昭
和薬大）

15:18
22T-pm11	 新規 furooxazole 合成法を適用した PPARリガンド

の開発研究
○石田 寛明 1, 春日 良太 1, 山本 恵子 1, 伊藤 俊将 1（1昭
和薬大）

15:30
22T-pm12	 3D プリンターを活用したタンパク質結晶化ツールの

開発研究
○伊藤 俊将 1, 相川 千尋 1, 山本 恵子 1（1昭和薬大）
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医薬化学⑪（構造活性相関③） 
藤井 晋也（東大定量研） 

15:54
22T-pm13S	 ヘリカル構造に着目した抗菌ペプチドの開発とその

毒性評価に関する研究
○後藤 千尋 1, 三澤 隆史 1, 菊池 裕 1, 出水 庸介 1（1国
立衛研）

16:06
22T-pm14S	 三次元構造を模倣した apratoxin	A 誘導体の合成と

生物活性評価
土井 隆行 1, ○福士 和希 1, 恩田 勇一 1,2, 吉田 
将人 3（1東北大院薬 , 2田辺三菱製薬 , 3筑波大数理物
質）

16:18
22T-pm15	 HIV-1	カプシドタンパク質の構造を基盤とした低分

子型抗HIV-1 剤の構造活性相関研究
○小早川 拓也 1, 倉上 真樹 1, 横山 勝 2, 村上 努 3, 金子 
萌美 1, 小谷 治 2, 佐藤 裕徳 2, 玉村 啓和 1（1医科歯科大・
生材研 , 2感染研・病原体ゲノム解析研究セ , 3感染研・
エイズ研究セ）

16:30
22T-pm16S	 リードスルー作用に着目したネガマイシン 3位アミ

ノ基部の誘導と生物活性評価
○大村 紀子 1, 濵田 圭佑 1, 田口 晃弘 1, 新井 実咲 1, 
高山 健太郎 1, 谷口 敦彦 1, 林 良雄 1（1東京薬大薬）

16:42
22T-pm17S	 ヒストンH3K27 メチル化酵素複合体 PRC2 活性化剤

の創製研究
○戸子臺 泰光 1, 薬師寺 文華 1, 仙石 徹 2, 勝山 彬 1, 
市川 聡 1（1北大院薬 , 2横市大院医）

16:54
22T-pm18	 選択的抗ピロリ菌化合物群の細胞毒性評価

○鰐渕 清史 1, 下村 裕史 2, 庄司 満 1, 高橋 孝志 1（1横
浜薬大 , 2尚絅大）

医薬化学⑫（構造活性相関④・天然物・生体由来医薬品①・
合成医薬品①・薬理活性物質②） 

伊藤 幸裕（京都府医大院医） 

17:06
22T-pm19S	 ツニカマイシンVの全合成と低毒性誘導体の創製

○山本 一貴 1, 勝山 彬 1, 薬師寺 文華 1, 市川 聡 1（1北
大院薬）

17:18
22T-pm20S	 潰瘍性大腸炎に対する超高分子多糖体サクランの治

療効果
○馬 振杰 1,2, 本山 敬一 1, 東 大志 1,3, 小野寺 
理沙子 4, 金子 慎一郎 5, 大塚 高幸 6, 佐藤 清明 6, 有馬 
英俊 1,2（1熊本大院薬 , 2熊本大リーディング大学院 
HIGO プログラム , 3熊本大院先導機構 , 4熊本大薬 , 
5グリーンサイエンス・マテリアル , 6オジックテク
ノロジーズ）

22T-pm21S	 【演題取り下げ】

17:30
22T-pm22S	 ピレンゼピン関連化合物の合成と立体構造の解明

○金瀨 薫 1, 田畑 英嗣 1, 牧野 宏章 2, 吉永 貴志 3, 忍足 
鉄太 1, 夏苅 英昭 4, 高橋 秀依 2（1帝京大薬 , 2東京理
大薬 , 3エーザイ , 4東大薬）

17:42
22T-pm23S	 フェンバレレート類縁体の合成と発毛活性の検討

○嶋田 拓弥 1, 藤井 誠史郎 2, 眞鍋 泰明 2, 小澤 明 2, 
馬渕 智生 2, 毛塚 智子 1,3（1東海大院工, 2東海大医, 3東
海大工）

17:54
22T-pm24S	 脂肪酸をリードとする STAT3 阻害抗がん物質の開発

○安藤 さえこ 1, 吉本 恵里 1, 深町 勝巳 1, 松本 晴年 1, 
酒々井 眞澄 1（1名市大・院・医・分子毒性）

3月 23日（土）　午後
K会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　103

核酸類③ 
家田 直弥（名市大院薬） 

15:54
23K-pm01S	 疎水性人工核酸を導入した細胞内移行性アプタマー

の創製及び評価
○田中 敬介 1,2, 奥田 匠 1,2, 笠原 勇矢 1,2, 小比賀 
聡 1,2（1阪大院薬 , 2医薬健栄研）

16:06
23K-pm02	 エクソソームを標的としたアプタマー創製方法の開発

○飯阪 有佳理 1,2, 笠原 勇矢 1,2, 米田 悦啓 2, 小比賀 
聡 1,2（1阪大院薬 , 2医薬健栄研）

16:18
23K-pm03S	 N 型立体配座に制御した 2',5'- 結合核酸の合成と特性

評価に関する研究
○中野 篤志 1, 牧野 亜衣 1, 廣明 秀一 1, 兒玉 哲也 1（1名
大院創薬）

16:30
23K-pm04	 環状歪みアルキンの発生を鍵とした核酸塩基の新規

縮環反応の開発
○上田 祥平 1, 林 巧実 1, 武永 尚子 2, 土肥 寿文 1（1立
命館大薬 , 2名城大薬）

16:42
23K-pm05	 G-clamp によるグアニン認識を基本としたRNA高次

構造結合性低分子リガンドの開発
○村瀬 裕貴 1, 永次 史 1（1東北大学・多元研）

16:54
23K-pm06	 三本鎖形成配列の拡張を目的としたTA塩基対認識

可能なC- ヌクレオシド誘導体の合成と評価
○小薄 孝行 1, 谷口 陽祐 1, 真方 裕哉 1, 佐々木 
茂貴 1（1九大院薬）

核酸類④ 
兒玉 哲也（名大院創薬） 

17:06
23K-pm07S	 中性緩衝液中で 8-nitro-cGMPを効率的に捕捉するチ

オール含有人工ホスト分子の開発
○甲斐 亮補 1, 渕 靖史 2, 唐澤 悟 2, 佐々木 茂貴 1（1九
大院薬 , 2昭和薬科大学）

17:18
23K-pm08	 金属錯体によるリン原子修飾RNAの切断反応

○後藤 景亮 1, 飯田 智祥 1, 原 倫太朗 1,2, 佐藤 一樹 1, 
和田 猛 1（1東京理大薬 , 2東京医科歯科大学）

17:30
23K-pm09	 ボラノホスフェートDNAを出発物質としたリン原

子修飾DNAの固相合成
○浪岡 優吉 1, 五十嵐 愛弓 2, 原 倫太朗 1,3, 佐藤 一樹 1, 
和田 猛 1（1東京理大院薬 , 2東大院新領域 , 3東京医
歯大院医歯総合）

17:42
23K-pm10	 オリゴ核酸合成後修飾を利用したピリミジン塩基 5

位へのカルボン酸等価体導入法
○伊藤 勇太 1, 松尾 美咲 1, 山本 一輝 1, 山下 若菜 1, 
大澤 昂志 1, 張 功幸 1（1徳島文理大薬）

17:54
23K-pm11	 ウイルスタンパク質の活性をトリガーとした新規不

可逆阻害剤の開発
○福井 竜介 1, 新美 結士 1, 片倉 秀雄 1, 鈴木 哲郎 2, 
村上 努 3, 児玉 栄一 4, 木村 康明 1, 阿部 洋 1（1名古屋
大学 理学研究科 , 2浜松医科大学医学部 , 3国立感染
症研究所 , 4東北大学医学部）

18:06
23K-pm12S	 抗ウィルス剤および抗ガン剤としての 2'- 修飾ヌクレ

オシド誘導体の開発
○張 静思 1, 新美 結士 1, 片倉 秀雄 1, 中本 航介 1, 友池 
史明 1, 木村 康明 1, 阿部 洋 1,2,3（1名大院理 , 2理化学
研究所 , 3JST CREST）
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3月 23日（土）　午前
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

芳香族化合物③ 
徳山 英利（東北大院薬） 

9:30
23L-am01S	 温和な条件下でのキノンモノアセタールへのトリフ

ラートアニオン活性化型位置選択的求核種導入反応
上田中 徹 2, ○角田 悠輔 1, 藤田 ゆり子 1, 土肥 寿文 1,2, 
北 泰行 2（1立命館大薬 , 2立命館大総研）

9:42
23L-am02S	 系内発生アミド塩基による触媒的アリル位炭素ー水

素結合での脱プロトン化カップリング反応
○梶間 慧玖 1, 中路 国仁 1, 重野 真徳 1, 根東 義則 1（1東
北大院薬）

9:54
23L-am03	 位置選択的に重水素標識したβ -ニトロアルコールの

連続フロー合成
○山田 強 1, 朴 貴煥 1, 澤間 善成 1, 佐治木 弘尚 1（1岐
阜薬大）

10:06
23L-am04	 触媒的化学選択的C(sp2)-H 結合アミノ化による遠隔

位不斉誘導
○森崎 一宏 1, 陳 功 1, 上田 善弘 1, 川端 猛夫 1（1京大
化研）

10:18
23L-am05S	 特異なキラリティを有するラセミ体開口フラーレン

の触媒的速度論的光学分割
○権藤 匠洋 1, 上田 善弘 1, 森崎 一宏 1, 橋川 祥史 1, 
村田 靖次郎 1, 川端 猛夫 1（1京大化研）

10:30
23L-am06	 ニトロキシル型酸化触媒による	p - メトキシベンジル

基の脱保護法の開発
○浜田 翔平 1, 杉本 晃一 1, 川端 猛夫 2, 古田 巧 1（1京
都薬大 , 2京大化研）

芳香族化合物④ 
笹井 宏明（阪大産研） 

10:42
23L-am07	 Direct	Catalytic	Asymmetric	Aldol	Reaction	of	

Amides	in	the	Synthesis	of	Fluorinated	α, β
-Dihydroxy	Acids
○ Roman PLUTA1, 熊谷 直哉 1, 柴崎 正勝 1（1微化研）

10:54
23L-am08S	 形式的メタセシス反応を利用した多環芳香族炭化水

素の合成
高須 清誠 1, ○杉本 和馬 1, 藤村 駿 1, 小川 直樹 1, 宮川 
泰典 1, 山田 健一 1, 瀧川 紘 1, 山岡 庸介 1（1京大院薬）

11:06
23L-am09S	 一酸化炭素等価体を用いる開放系における触媒的カ

ルボニル化反応の開発
○坂本 紅星 1, 松原 美香 1, 小西 英之 1, 眞鍋 敬 1（1静
岡県大薬）

11:18
23L-am10S	 有機フッ素から有機スズ	/	ケイ素化合物への新規変

換反応の開発
○小島 玖美子 1, 王 超 1,2, 内山 真伸 1,2（1東大院薬 , 2理
研）

11:30
23L-am11S	 不均一系白金触媒による芳香族化合物の連続フロー

式重水素標識法
○朴 貴煥 1, 山田 強 1, 澤間 善成 1, 佐治木 弘尚 1（1岐
阜薬大）

3月 23日（土）　午後
L会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　104

芳香族化合物⑤、核酸類② 
春沢 信哉（大阪薬大） 

13:30
23L-pm01S	 t-Bu-P4 触媒によるアニソール類のアミノ化反応

○林 和寿 1, 重野 真徳 1, 根東 義則 1（1東北大院薬）

13:42
23L-pm02S	 t-Bu-P4 触媒によるフェネチルエーテルのアルコキシ

- アミン交換反応
○中村 隆太郎 1, 林 和寿 1, 重野 真徳 1, 根東 義則 1（1東
北大学院薬）

13:54
23L-pm03	 X-ray	Crystal	Structure	Analysis	of	Agarwood	

Type	III	PKS	PECPS
○ Chin Piow WONG1, Qianqian LIU1, Shepo SHI2, 
森田 洋行 1（1富山大院薬 , 2北京中医薬大学）

14:06
23L-pm04S	 膜透過性オリゴ核酸の開発

○川口 紗貴 1, 太田 杏摘 1, Shu ZHAOMA1, 中本 
航介 1, 阿部 奈保子 1, 友池 史明 1, 木村 康明 1, 阿部 
洋 1,2,3（1名大院理 , 2理化学研究所 , 3JST CREST）

14:18
23L-pm05	 酸化損傷核酸のγ位修飾体による修復酵素への結合

と活性阻害評価
○丸山 健登 1, Ninticha THAVONCHAROENSUB2, 
重松 慶治 1, 佐々木 茂貴 1, 谷口 陽祐 1（1九大院薬 , 2マ
ヒドン大）

14:30
23L-pm06	 7,	８修飾 7- デアザグアノシントリリン酸誘導体によ

る hMTH1 阻害剤の開発
○石 卉 1, 尹 貽貞 1, 佐々木 茂貴 1, 谷口 陽祐 1（1九大
院薬）

脂肪族化合物⑤、アミノ酸・ペプチド① 
美多 剛（北大院薬） 

14:42
23L-pm07S	 2- アシルイミダゾール類の炭素―炭素結合直接切断

反応の開発
○辛 海龍 1, Walaa AKKAD1, 森本 浩之 1, 大嶋 
孝志 1（1九大院薬）

14:54
23L-pm08	 ラクタムアミド回転に与える窒素ピラミッド化の効果

尾谷 優子 1, 劉 しん 1, 大野 久史 1, 王 思遠 1, ザイ 
ルーハン 1, 蘇 奧澤 1, 川幡 正俊 2, 山口 健太郎 2, 
○大和田 智彦 1（1東大院薬 , 2徳島文理大香川薬）

15:06
23L-pm09	 新規gem- ジボロン酸触媒によるペプチド縮合反応の

開発
道上 健一 1, ○坂口 達彦 1, 竹本 佳司 1（1京大院薬）

15:18
23L-pm10S	 ヨードニウムイリドを用いたチオアミドの化学選択

的修飾反応の開発
○斉藤 真人 1, 小林 祐輔 1, 竹本 佳司 1（1京大院薬）

15:30
23L-pm11	 グリオキシル酸シアノヒドリンの不斉Mannich 反応

によるβ - アミノ酸誘導体の合成
○南條 毅 1, 張 旋 1, 徳弘 佑介 1, 竹本 佳司 1（1京大院
薬）

15:42
23L-pm12S	 新規脱炭酸型アミド縮合法の開発とペプチド合成へ

の適用
南條 毅 1, ○加藤 夏己 1, 張 旋 1, 竹本 佳司 1（1京大院
薬）

アミノ酸・ペプチド② 
吉田 将人（筑波大数理物質） 

15:54
23L-pm13	 フラグメントの連結によるコリスチン誘導体の合成

と構造活性相関研究
○家口 凜太郎 1, 勝山 彬 1, 薬師寺 文華 1, 市川 聡 1（1北
大院薬）

16:06
23L-pm14	 直接的Mannich 型反応によるβ 2,2- アミノ酸の触媒

的不斉合成
○雨宮 冬樹 1, Jin-Sheng YU1, 野田 秀俊 1, 柴崎 
正勝 1（1微化研）

16:18
23L-pm15	 Achiral	Trisubstituted	Thioureas	as	Secondary	

Ligands	to	Cu(I)	Catalysts:	Direct	Catalytic	
Asymmetric	Addition	of	alpha-Fluoronitriles	to	
Imines
○Pandur BALAJI1, Lennart BREWITZ1, 熊谷 直哉1, 
柴崎 正勝 1（1微生物化学研究所）

16:30
23L-pm16	 ペプチドヒドラジドの選択的加水分解反応と固相ラ

イゲーションへの応用
○佐藤 浩平 1, 石川 賢哉 1, 津田 修吾 2, 鳴海 哲夫 1, 
吉矢 拓 2, 間瀬 暢之 1（1静岡大院総 , 2ペプチド研究所）
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16:42
23L-pm17S	 N ,N - ジメチルアセタミドと酸を用いた芳香族アミノ

基の選択的アシル化反応
○大塚 陸人 1, 丸橋 和夫 1, 尾谷 優子 1, 大和田 
智彦 1（1東大院薬）

16:54
23L-pm18S	 基質支配に基づくβ - ヒドロキシ - α - アミノ酸の二

核ホウ素触媒アミド化反応
○腰塚 正佳 1, 嶋田 修之 1, 牧野 一石 1（1北里大薬）

アミノ酸・ペプチド③ 
叶 直樹（東北大院薬） 

17:06
23L-pm19	 ムギネ酸類の実用化研究

○占部 敦美 1, 津川 稜 1, 西尾 賢 2, 佐々木 彩花 2, 鈴木 
基史 3, 増田 寛志 4, Sangita KARANJIT1, 中山 淳 1, 
小林 高範 4, 難波 康祐 1（1徳大院薬 , 2徳大薬 , 3愛知
製鋼 , 4石川県立大生物資源）

17:18
23L-pm20	 がん抑制タンパク質 prohibitin	2 を基盤とした新規

創薬シーズの開発
○安養寺 啓太央1, 粟飯原 圭佑1, 吉丸 哲郎2, 重永 章3, 
片桐 豊雅 2, 大高 章 3（1徳島大学大学院　薬科学教
育部 , 2徳島大学　先端酵素学研究所　プロテオゲノ
ム研究領域 , 3徳島大学大学院　医歯薬学研究部）

17:30
23L-pm21S	 タンパク質合成を指向したチアゾリジン誘導体の脱

保護法の開発
○成瀬 公人 1, 重永 章 1, 大髙 章 1（1徳島大院薬）

17:42
23L-pm22S	 無保護アミノ酸のワンポット合成法の開発

○稲田 大輝 1, 澁谷 正俊 1, 山本 芳彦 1（1名大院創薬）

17:54
23L-pm23	 7- アザビシクロ [2.2.1] ヘプタン誘導体による	近傍α -

アミノ酸のβ -ストランド型伸張コンホメーション安
定化効果
○ザイ ルーハン 1, 尾谷 優子 1, 竹内 恒 2, 嶋田 一夫 1, 
奈良 雅之 3, 大和田 智彦 1（1東大院薬 , 2産業技術総
合研究所 , 3東京医科歯科大学教養部）

3月 23日（土）　午前
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

脂肪族化合物⑥ 
山岡 庸介（京大院薬） 

9:30
23M-am01S	 フィサリン類のユニークな右側構造を基盤とした生

物活性分子の合成
○森田 友己 1, Manuel GEMANDER2, 森田 昌樹 1, 
袖岡 幹子 2,3,4, 平井 剛 1,2（1九大院薬 , 2理研袖岡有機
合成研 , 3理研 CSRS, 4AMED-CREST）

9:42
23M-am02	 ニッケル触媒および二酸化炭素を用いたイナミドの

位置選択的ヒドロカルボキシル化反応
○土井 良平 1, 岡野 太一 1, Iman ABDULLAH2, 佐藤 
美洋 1（1北海道大学大学院薬学研究院 , 2インドネシ
ア大学）

9:54
23M-am03S	 単純アルケンのアリル位C(sp3)-H 結合活性化を伴う

ケトン類への触媒的求核付加反応の開発
○内山 雅史 1, 道上 健一 1, 美多 剛 1, 佐藤 美洋 1（1北
大院薬）

10:06
23M-am04S	 キラルなホスフィンオキシドを触媒とするカルボン

酸の不斉反応の開発
○吉原 勇作 1, 小谷 俊介 1,2, 中島 誠 1（1熊本大院薬, 2熊
本大院先導機構）

10:18
23M-am05S	 リチウムビナフトラート触媒による不斉アルドール

－Tishchenko 反応の開発とその反応機構解析
○浅野 聡文 1, 中島 誠 1, 小谷 俊介 1,2（1熊本大院薬, 2熊
本大院先導機構）

10:30
23M-am06	 α, β - 不飽和アミドを求電子剤とするMichael 反応

の開発
○下田 康嗣 1, 坂本 翠 1, 浅野 聡文 1, 関本 恵里佳 1, 
小谷 俊介 2, 中島 誠 1（1熊本大院薬 , 2熊本大院先導
機構）

脂肪族化合物⑦・N- 複素環化合物⑥・N 以外の複素環化合
物② 

鈴木 孝禎（京都府医大院医） 

10:42
23M-am07S	 窒素上無保護ケチミンの新規触媒的直接合成法の開発

○近藤 優太 1, 森崎 一宏 1, 平澤 禎将 1, 門田 哲弥 1, 
森本 浩之 1, 大嶋 孝志 1（1九大院薬）

10:54
23M-am08	 torrubielluti 誘導体の合成研究

○室川 俊介 1, 安井 英子 1, 南雲 紳史 1（1工学院大先
進工）

11:06
23M-am09S	 可視光照射下でのエーテル類のα -フェニルセレニル

化反応の開発
○工藤 麻揮 1, 大森 秋穂 1, 佐野 竜太 1, 坪郷 哲 1,2, 
内呂 拓実 1,2（1東京理大薬 , 2東京理大戦略的物理製
剤学研セ）

11:18
23M-am10S	 シアノエン型反応を用いた新規炭素環構築法の開発

○鈴木 彩香 1, 阿部 泰樹 2, 大内 仁 1, 稲井 誠 1, 吉村 
文彦 1, 谷野 圭持 3, 菅 敏幸 1（1静岡県大薬 , 2北大院
総化 , 3北大院理）

11:30
23M-am11S	 Stereodivergent	Synthesis	of	α -Allyl	Carboxylic	

Acids	by	Boron-Iridium	Hybrid	Catalysis
○陳 虹宇 1, 藤田 大樹 1, 森田 雄也 1, ミツ沼 治信 1, 
清水 洋平 2, 金井 求 1（1東大院薬 , 2北大院理）

3月 23日（土）　午後
M会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　105

N- 複素環化合物⑦ 
中村 洋（城西国際大薬） 

13:30
23M-pm01	 バナジウム触媒を活用する含窒素芳香族化合物のワ

ンポット合成
○瀧石 朋大 1, 佐古 真 1, 滝澤 忍 1, Nadine 
ZUMBRAEGEL2, Harald GROEGER2, 笹井 宏明 1（1阪
大産研 , 2ビーレフェルト大・化）

13:42
23M-pm02S	 テトラジンライゲーションの反応生成物をピリダジ

ンに収束させる光酸化反応の開発
○木口 卓人 1, 唐木 文霞 1, 伊藤 謙之介 1, 藤井 
秀明 1（1北里大薬）

13:54
23M-pm03S	 超原子価ヨウ素化合物の極性転換に基づくキノリン

類の 2位選択的アリール化反応
○杉山 達哉 1, 山本 耕介 1, 栗山 正巳 1, 尾野村 治 1（1長
崎大院医歯薬）

14:06
23M-pm04	 ニトロキシルラジカル /銅触媒を用いたアルコール

空気酸化 -HWE反応によるα, β - 不飽和エステルの
擬ワンポット合成
○山一 蒼仁 1, 笹野 裕介 1, 田中 卓 1, 叶 直樹 1, 岩渕 
好治 1（1東北大院薬）

14:18
23M-pm05S	 イナミドの連続環化反応を利用した多環性キノリン

の合成
○山﨑 大資 1, 山岡 庸介 1, 瀧川 紘 1, 高須 清誠 1（1京
大院薬）

14:30
23M-pm06S	 Ni 触媒を用いたビニルアレンの分子内環化付加反応

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）

N- 複素環化合物⑧ 
根本 哲宏（千葉大院薬） 

14:42
23M-pm07S	 インドール誘導体の脱芳香環化型不斉フッ素化反応

○蝋野 大輝 1, 堀田 亮 1, 丹羽 智紀 1, 江上 寛通 1, 濱島 
義隆 1（1静岡県大薬）

14:54
23M-pm08	 アルキンを有するヒドラジドの環拡大を伴う閉環反

応の開発
○小西 恵地 1, 奥平 仁美 1, 三木 香苗 1, 武田 紀彦 1, 
上田 昌史 1（1神戸薬大）
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15:06
23M-pm09	 Direct	catalytic	asymmetric	Mannich-type	reaction	

of	an	α -CF3	amide	to	isatin	imines	supported	by	
mechanistic	study	on	bis(tetrahydrophosphole)-type	
ligands
余 金生 1, ○李 釗 1, 野田 秀俊 1, 熊谷 直哉 1, 柴﨑 
正勝 1（1微化研）

15:18
23M-pm10	 がん細胞増殖阻害活性を示す化合物 PVHD121 の構

造活性相関研究
○西山 宏太郎1, 大竹 亜耶奈2, 三好 奈央2, 黒岩 建太1, 
立川 将史 1, 藤巻 佑規 1, 真鍋 敬 2, 浅井 章良 2, 鈴木 
由美子 2（1上智大理工 , 2静岡県大薬）

15:30
23M-pm11	 閉環メタセシスを鍵反応とする pyrazolo[1,5-a ]

pyridine 類の合成研究
○辰井 優弥 1, 住本 晃大 1, 米山 弘樹 1, 春沢 信哉 1, 
宇佐美 吉英 1（1大阪薬大）

15:42
23M-pm12S	 分子間 [5+3] 環化付加反応によるインドール縮環型八

員環構築法の開発
○岡部 朗人 1, 原田 真至 1,2, 竹田 拓矢 1, 西田 
篤司 1,2（1千葉大院薬 , 2千葉大 MCRC）

N- 複素環化合物⑨・N 以外の複素環化合物③・ヘテロ原子
化合物⑥ 

尾谷 優子（東大院薬） 

15:54
23M-pm13S	 ウレア挿入反応によるジアザビシクロ環システムの

構築
○橋本 佳典 1, 河野 将人 1, 原田 慎吾 1, 根本 哲宏 1（1千
葉大院薬）

16:06
23M-pm14S	 ジオールの保護試薬o-FXylBAの開発を基盤とした

硫酸化糖脂質の全合成研究
○浦田 沙梨 1, 嶋田 修之 1, 牧野 一石 1（1北里大薬）

16:18
23M-pm15	 シリルラクトン化反応によるフタリド合成法の開発

○小島 匠人 1, 熊田 佳菜子 1, 根東 義則 1（1東北大院薬）

16:30
23M-pm16	 複合アルコキシド塩基による電子豊富な芳香族複素

環化合物の直接的カルボキシル化反応
○花坂 和也 1, 佐々木 慶太 1, 重野 真徳 1, 根東 
義則 1（1東北大院薬）

16:42
23M-pm17S	 求核部位と脱離基を併せもつスルホニウムイリドを

用いるスピロシクロプロパンの開裂―環化反応
○大貫 悠太 1, 南部 寿則 1, 矢倉 隆之 1（1富山大院薬）

16:54
23M-pm18	 アライン中間体を利用した 9- ホスファチオキサント

ン類の効率的合成法の開発
○西山 義剛 1, 德永 直也 1, 吉田 優 1, 細谷 孝充 1（1東
医歯大生材研）

N 以外の複素環化合物④ 
澁谷 正俊（名大院創薬） 

17:06
23M-pm19	 アレニルエステルとリン求核剤の新規ホスファ -マイ

ケル付加反応の開発
○中尾 允泰 1, 岸本 采乃 1, 佐野 茂樹 1（1徳島大院薬）

17:18
23M-pm20	 不斉補助基を活用したオルトキノンモノアセタール

に対する立体選択的 1,2- 付加反応の開発
瀧川 紘 1, ○野々上 喜一 1, 阪田 慶一郎 2, 大山 侃志 1, 
山岡 庸介 1, 鈴木 啓介 2, 高須 清誠 1（1京大院薬 , 2東
工大理）

17:30
23M-pm21	 高機能性色素の開発を指向したBオルガノBODIPY

の収束的合成法の確立
○澤崎 鷹 1, 清水 裕介 1, 生長 幸之助 1, 相馬 洋平 1, 
金井 求 1（1東京大学大学院薬学系研究科）

17:42
23M-pm22	 マイケル付加型反応を利用したナフタレン母核への

位置選択的修飾反応の開発
○佐々木 宏隆 1, 今吉 亜由美 1, 椿 一典 1（1京府大院
生命環境）

17:54
23M-pm23S	 非金属系酸触媒による 7- エン -2- イノン誘導体の環化

異性化反応
○佐藤 大介 1, 齊藤 亜紀夫 1（1東農工大院工）

18:06
23M-pm24S	 メタルフリーな形式的 [2+2+1] 環形成型フラン合成法

○松本 優里 1, 立石 恵一郎 2, 齊藤 亜紀夫 2（1東農工
大工 , 2東農工大院工）

3月 23日（土）　午前
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

医薬化学⑬（構造活性相関⑤・天然物・生体由来医薬品②・
合成医薬品②） 

石川 稔（東大定量研） 

9:30
23T-am01	 ビタミンD及びその関連化合物における幾何異性化

反応の解析
○森川 雅行 1, 河野 夏美 1, 藤島 利江 1（1徳島文理大
香川薬・薬化学）

9:42
23T-am02	 Hit-to-lead	approach から得られたFarnesoid	X	

receptor	(FXR）アンタゴニストの創出と、脂肪細胞
分化抑制作用
○増田 有沙 1, 山下 ユキコ 2, 井口 裕介 2, 藤森 功 3, 
合田 圭吾 4, 手納 直規 1（1広島国際大院薬 , 2広島国
際大薬 , 3大阪薬大 , 4関西分子設計研究会）

9:54
23T-am03	 6-Chromanol 類の物理化学的な性質と水溶液中にお

けるラジカル消去活性
○岡山 祐大 1, 望月 正隆 1, 稲見 圭子 1（1山口東京理
大薬）

10:06
23T-am04	 ケイ素原子を基盤としたテルペノイド様骨格群の構築

○菅原 章公 1, 前野 勝光 1, 宮 有希 1, 大島 吉輝 1, 菊地 
晴久 1（1東北大院薬）

10:18
23T-am05S	 Arenastatin	A の新規誘導体の合成研究

○藤本 晃規 1, 岸本 真歩 1, 古徳 直之 1（1立命館大薬）

10:30
23T-am06S	 電子求引性基を導入したアセトゲニンチオフェン誘

導体の合成とヒトがん細胞増殖抑制活性評価
○松本 卓也 1, 赤塚 明宣 2, 旦 慎吾 2, 矢守 隆夫 2, 岩﨑 
宏樹 2, 山下 正行 1, 小島 直人 1（1京都薬大 , 2がん研・
がん化療セ）

生合成① 
野口 博司（日本薬大） 

10:42
23T-am07S	 シトクロム P450 酸化酵素TleB を用いた硫黄を含む

新奇 indolactam類縁体化合物の創出
○森田 伊織 1, 星野 翔太郎 1, 三橋 隆章 1, 森 貴裕 1, 
阿部 郁朗 1（1東大院薬）

10:54
23T-am08	 キメラ型テルペノイド合成酵素の構造解析

○森 貴裕 1, 三橋 隆章 1, 阿部 郁朗 1（1東大院薬）

11:06
23T-am09S	 ノボフミガトニン生合成経路の末期に関する研究

○白 桐暄 1, 松田 侑大 1,2, 阿部 郁朗 1（1東大院薬 , 2香
港城市大学化学系）

11:18
23T-am10	 sulfonamide 抗生物質の生合成における新規 cupin 酵

素 SbzMの機能と構造解析
○何 海兵 1, 森 貴裕 1, 淡川 孝義 1, 阿部 郁朗 1（1東大
院薬）

11:30
23T-am11	 新規エンドペルオキシド異性化酵素NvfE の結晶構

造解析
○丁 伊玲 1, 森 貴裕 1, 松田 侑大 1, 阿部 郁朗 1（1東大
院薬）

3月 23日（土）　午後
T会場　幕張メッセ　国際展示場　1F　多目的室8

生合成②・生薬学・天然物化学⑥（芳香族） 
吉本 尚子（千葉大院薬） 

13:30
23T-pm01	 Aspirochlorine	生合成経路におけるスピロ環形成を

担う新規酵素の発見と機能解析
○前田 直哉 1, 恒松 雄太 1, Hertweck CHRISTIAN2, 
渡辺 賢二 1（1静岡県大薬 , 2Leibniz Institute (HKI)）
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13:42
23T-pm02S	 Allium	属植物を素材とした擬天然型化合物の構築

○米田 太一 1, 中村 誠宏 1, 笠 香織 1, 深谷 匡 1, 中嶋 
聡一 1, 松田 久司 1（1京都薬大）

13:54
23T-pm03S	 エラジタンニン生合成に関わるガロイル基の酸化的

カップリング機構
○山下 貴子 1, 松尾 洋介 2, 齋藤 義紀 2, 田中 隆 2（1長
崎大薬 , 2長崎大院医歯薬）

14:06
23T-pm04S	 センダン科植物からの rocaglamide 関連天然物の探索

○野﨑 はるか 1, 荒井 緑 1, K. Sadhu SAMIR2, Ahmed 
FIROJ3, 小谷野 喬 4, Kowithayakorn THAWORN5, 
石橋 正己 1（1千葉大院薬 , 2クルナ大 , 3ダッカ大 , 4テ
ムコ , 5コンケン大）

14:18
23T-pm05S	 Murraya	paniculata等からの細胞毒性成分探索

○戸次 雄一 1, 荒井 緑 1, 野崎 はるか 1, 原 康雅 1, 
小谷野 喬 2, Thaworn KOWITHAYAKORN3, Samir 
K SADHU4, Firoj AHMED5, 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）

14:30
23T-pm06S	 キマメ	(Cajanus	cajan)	に含まれるプレニルフラボノ

イドに関する成分研究
○平田 理紗 1, 阿部 尚仁 1, 幅 愛美 1, 田中 稔幸 2, 酒井 
英二 3, 大山 雅義 1（1岐阜薬大・生薬 , 2岐阜薬大・薬
用資源 , 3岐阜薬大・薬草園）

生薬学・天然物化学⑦（テルペン類・ステロイド） 
横須賀 章人（東京薬大薬） 

14:42
23T-pm07	 海綿	Melophulus	sarasinorum	由来の新規トリテル

ペン配糖体の構造と生物活性
○貞廣 優作 1, 福元 有菜 1, 人羅 勇気 1, 伊勢 優史 2, 
塚本 佐知子 1（1熊本大院薬 , 2マレーシア科学大学）

14:54
23T-pm08	 イモガンピから得られた新規	gnidimacrin	類縁体の

構造と	LTR	活性について
○江口 啓介 1, 岸本 直樹 1, 加藤 光 1, 三隅 将吾 1, 渡邊 
高志 1, 塚本 佐知子 1（1熊本大院薬）

15:06
23T-pm09S	 ジンチョウゲ科薬用植物ジンチョウゲのダフナン型

ジテルペンに関する成分研究
○大月 興春 1, 三浦 香純 1, 李 巍 1, 浅田 善久 1, 小池 
一男 1（1東邦大薬）

15:18
23T-pm10S	 タイ産植物からのWnt シグナルに作用する天然物の

探索
○佐藤 知幸 1, 荒井 緑 1, 益西 卓瑪 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）

15:30
23T-pm11S	 Notch シグナルを阻害する天然物の探索

○土屋 杏奈 1, 荒井 緑 1, 小谷野 喬 2, Thaworn 
KOWITHAYAKORN3, K. Samir SADHU4, Firoj 
AHMED5（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）

15:42
23T-pm12	 ウアバゲニンが示したウアバインとは全く異なる生

物活性
○田村 理 1,2, 岡田 麻衣子 3, 加藤 茂明 4, 篠田 康晴 5, 
塩田 倫史5, 福永 浩司5, 程（宇井） 久美子6, 河野 富一1, 
上田 実 2（1岩手医大薬 , 2東北大院理 , 3東京工科大
応用生物 , 4いわき明星大地域連携セ , 5東北大院薬 , 
6東大院理）

生薬学・天然物化学⑧（アルカロイド） 
白畑 辰弥（北里大薬） 

15:54
23T-pm13S	 Ophiorrhiza	nutans含有新規ヘテロヨヒンビン型イ

ンドールアルカロイドON9 の単離と全合成研究
○小野沢 忠吉 1, 北島 満里子 1, 小暮 紀行 1, Peerakam 
NICHAKAN2, Santiarworn DAMMRONG3, 高山 
廣光 1（1千葉大院薬 , 2ブラハ大 , 3チェンマイ大）

16:06
23T-pm14	 ブラジル産薬用植物	Erythrina	velutina 	の新規エリ

スリナアルカロイド配糖体
○舟崎 真理子 1, 轟 和幸 1, 江藤 忠洋 2, 松崎 桂一 3, 
大崎 愛弓 1（1日大院総合基 , 2いわき明星大薬 , 3日
本大薬）

16:18
23T-pm15	 Berberine	資化性菌	Burkholderia	sp.	CJ1	株におけ

る	berberine	11	位水酸化酵素遺伝子群の特定
○吉田 陽菜花 1, 石川 和樹 2, 武田 尚 1, 若菜 大悟 1, 
笠井 大輔 3, 福田 雅夫 3, 佐藤 文彦 4, 細江 智夫 1（1星
薬大 , 2武蔵野大薬 , 3長岡技科大・生物 , 4京大院農）

16:30
23T-pm16	 ルシフェラーゼアッセイを用いた天然物由来ユビキ

チンプロテアソームシステム阻害剤の探索
○小縣 栄佐 1, 人羅 勇気 1, 塚本 佐知子 1（1熊本大院薬）

16:42
23T-pm17S	 インドネシアで採集した海綿から単離した新規	1,3- ア

ルキルピリジニウムの化学構造と生物活性について
○前田 莉花 1, 人羅 勇気 1, 塚本 佐知子 1（1熊本大院薬）

16:54
23T-pm18	 異種真菌間の相互作用により産生量が増加した生物

活性物質の構造について
○村上 隼矢 1, 猪俣 照世 1, 下田 康嗣 1, 加藤 光 1, 人羅 
勇気 1, 塚本 佐知子 1（1熊本大院・薬）

生薬学・天然物化学⑨（アルカロイド・薬理・その他） 
西村 慎一（東大院農） 

17:06
23T-pm19S	 Nuphar 	属植物由来セスキテルペンアルカロイドの

薬剤感受性および薬剤抵抗性腫瘍細胞に対する細胞
毒性作用
○深谷 匡 1,2, 中村 誠宏 1, Mohamed Elamir F. 
HEGAZY2,3, 中嶋 聡一 1, 吉川 雅之 1, Thomas 
EFFERTH2, 松田 久司 1（1京都薬大 , 2University of 
Mainz, Germany, 3National Research Centre, Egypt）

17:18
23T-pm20S	 真菌	Penicillium	sp.	BF-0343	株が産生する骨形成因

子シグナル伝達阻害物質に関する研究
○乙黒 靖裕 1, 宇都木 俊 1, 小山 信裕 1, 大手 聡 1, 片桐 
岳信 2, 供田 洋 1（1北里大院薬 , 2埼玉医大ゲノム研）

17:30
23T-pm21S	 エフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス	(EFE)	に

よる CFA誘発関節炎モデルマウスの機械刺激に対す
る感受性の低下
○宮嶋 直紀 1,2, 中森 俊輔 1,2, 日向 須美子 2, 南 可惠 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( 株 ) 常磐
植物化学研究所 , 4国立衛研 , 5東京理科大薬 , 6松山
大薬）

17:42
23T-pm22	 通導散及びその構成生薬の抗酸化活性の検討

○竹元 裕明 1, 東福 真理菜 1, 堀内 まなみ 1, 籏 理英 1, 
佐藤 直子 1, 李 巍 1, 小池 一男 1（1東邦大薬）
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3月 22日（金）　午前
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

HPLC 
福島 健（東邦大薬） 

9:30
22R-am01	 ポリジメチルシロキサンを用いたオンチップ液体ク

ロマトグラフィーの開発
○原田 一朗 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）

9:42
22R-am02S	 LC チップのための試料自動注入システムの開発

○黒木 啓志 1, 児山 浩崇 2, 中谷 友佑 2, 船津 高志 1, 
堀池 重吉 2, 角田 誠 1（1東大院薬 , 2島津製作所基盤研）

9:54
22R-am03	 二次元液体クロマトグラフィーを用いた尿素回路ア

ミノ酸分析法の開発
○住田 有子 1, 浜瀬 健司 2, 船津 高志 1, 角田 誠 1（1東
大院薬 , 2九大院薬）

10:06
22R-am04	 ヒト血漿及び尿中 D- アミノ酸の高選択的一斉分析を

可能とするオンライン二次元キラルHPLC-MS/MS
システムの開発
○石井 千晴 1, 秋田 健行 1, 三田 真史 2, 井手 友美 3, 
浜瀬 健司 1（1九大院薬 , 2資生堂 , 3九大院医）

10:18
22R-am05	 タンパク質中のグルタミン／グルタミン酸残基を識

別する二次元キラルHPLC-MS/MS アミノ酸分析法
開発
○田川 茂奈 1, 石井 千晴 1, 秋田 健行 1, 三田 真史 2, 
植田 正 1, 浜瀬 健司 1（1九大院薬 , 2資生堂）

10:30
22R-am06	 プロリンおよび 4位水酸化体の二次元キラルHPLC-

MS/MS 分析法開発
○岩﨑 孔明 1, 石井 千晴 1, 秋田 健行 1, 三田 真史 2, 
井手 友美 3, 浜瀬 健司 1（1九大院薬 , 2資生堂 , 3九大
院医）

生物学的分析・その他 
角田 誠（東大院薬） 

10:42
22R-am07	 人工分子ARFを用いるユビキチン結合酵素活性の検

出
○宮本 和英 1, 中谷 有沙 1, 山下 歩美 1, 齋藤 一樹 1（1姫
路獨協大薬）

10:54
22R-am08	 ピペットチップELISAシステムの開発と	IgA	の測

定への応用
○森岡 和大 1, 長嶋 萌子 2, 辺見 彰秀 3, 曾 湖烈 2, 加藤 
俊吾 2, 東海林 敦 1, 柳田 顕郎 1, 内山 一美 2, 中嶋 
秀 2（1東京薬大薬 , 2首都大院都市環境 , 3メビウス
AT）

11:06
22R-am09	 エマルション形成を利用する	PDMS	モノリス構造体

の作製法
○石原 里紗 1, 谷村 亮 1, 森岡 和大 1, 柳田 顕郎 1, 
東海林 敦 1（1東京薬大薬）

11:18
22R-am10S	 銅イオン選択性電極を用いる簡便かつ新規な血中薬

物濃度定量法の検討
○守岩 友紀子1, 木村 ももこ1, 森岡 和大1, 東海林 敦1, 
柳田 顕郎 1（1東京薬大薬）

11:30
22R-am11S	 結晶スポンジレーザー脱離イオン化タンデム質量分

析による複素環式化合物の解析
○林 侑加子 1, 萬藤 優騎 2, 平岡 佑理 2, 小原 一朗 2, 
山口 健太郎 2（1徳島文理大院薬 , 2徳島文理大香川薬）

3月 22日（金）　午後
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

フローインジェクション分析・CE・LC-MS 
江坂 幸宏（岐阜薬大） 

13:30
22R-pm01S	 イミダクロプリドの光成績蛍光体の構造決定とその

構造に基づくフロー分析系の構築
○大和 直樹 1, 八木 啓介 1,2, 菊川 浩史 2, 山本 良平 1, 
山本 敦 1, 山本 雅納 3（1中部大応生 , 2食品分析開発
センター SUNATEC, 3東北大多元研）

13:42
22R-pm02S	 キャピラリー電気泳動による糖鎖重合度決定法の開発

○佐藤 完太 1, 山本 哲志 2, 三田村 邦子 2, 多賀 淳 2（1近
畿大院薬 , 2近畿大薬）

13:54
22R-pm03	 酸化脂質由来アルデヒド化合物の体系的解析法開発

○阿部 雅史 1, 松岡 悠太 1,2, 高橋 政友 3, 和泉 自泰 2,3, 
馬場 健史 2,3, 山田 健一 1,2（1九大院薬, 2AMED-CREST, 
3九大生医研）

14:06
22R-pm04	 MS/MSスペクトルのクラスター分析による強壮用健

康食品中医薬品成分スクリーニング法の検討
○舘 昌彦 1, 小林 俊也 1, 冨田 浩嗣 1, 渡邉 美奈恵 1, 
今西 進 2, 近藤 文雄 3, 原田 健一 2, 小池 恭子 1（1愛知
衛研 , 2名城大薬 , 3愛知医科大医）

14:18
22R-pm05S	 プロテオミクス LC/MS/MSにおける高速化の検討

○富岡 亮太 1, 舟橋 充央 1, 小形 公亮 1, 張 心儀 1, 杉山 
直幸 1, 石濱 泰 1（1京大院薬）

14:30
22R-pm06S	 ダイレクト nanoESI- 質量分析における網羅的イオン

化補正法の開発
○加藤 良浩 1, 田中 奈津美 1, 水野 初 1, 工藤 忍 2, 豊岡 
利正 1, 轟木 堅一郎 1（1静岡県大薬 , 2横河電機）

放射化学 
小川 数馬（金沢大新学術） 

14:42
22R-pm07	 標的での競合阻害を低減する 67/68Ga 標識 2価錯体の

開発
○上原 知也 1, 佐久間 絢子 1, 鈴木 博元 1, 荒野 泰 1（1千
葉大院薬）

14:54
22R-pm08	 前立腺がんの標的α線治療を目的とする新規標識薬

剤の開発に対する基礎的検討
平山 瑞希 1, 上原 知也 1, 高橋 詩織 1, 鈴木 博元 1, 
○荒野 泰 1（1千葉大院薬）

15:06
22R-pm09	 がん細胞膜を標的としたカチオン性両親媒性ペプチ

ドの合成と腫瘍イメージング剤としての評価
○千賀 健司 1, 淵上 剛志 1, 福嶋 優 1, 井上 広海 1, 吉田 
さくら 1, 中山 守雄 1（1長崎大院医歯薬）

15:18
22R-pm10	 フェニルチオ基を有する [18F]FHBG誘導体の合成と

新規HSV1-tk レポーター遺伝子 PETイメージング
薬剤としての基礎評価
○淵上 剛志 1,2, Thomas HAYWOOD2, Gayatri 
GOWRISHANKAR2, David ANDERS2, Mohammad 
NAMAVARI2, Sanjiv Sam GAMBHIR2（1長崎大院
医歯薬 , 2スタンフォード大医）

15:30
22R-pm11S	 悪性黒色腫に対するアデノシンA2B受容体阻害薬の

放射線増感効果
○田中 悠太 1, 北畠 和己 1, 月本 光俊 1（1東京理大薬）

15:42
22R-pm12S	 γ線照射によるがん細胞転移能獲得におけるTRP

チャネルの関与
○鷲谷 くるみ 1, 佐々木 理恵 1, 中西 勇人 1, 高井 
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東京理大薬）

物 理 系 薬 学
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物理的計測・その他 
古野 忠秀（愛知学院大薬） 

15:54
22R-pm13S	 ラマン分光法を用いた細胞内温度分布のラベルフ

リー温度イメージング
○杉村 俊紀 1, 梶本 真司 1,2, 中林 孝和 1,2（1東北大薬 , 
2東北大院薬）

16:06
22R-pm14	 油中水滴内の微生物の酵素活性を見える化してその

遺伝子を取得する
○飯塚 怜 1, 牟田 幹悠 1, 斉藤 開 1, 川久保 渉 2, 尹 
棟鉉 3, 関口 哲志 3, 庄子 習一 2, 伊藤 芽 4, 秦田 勇二 4, 
船津 高志 1（1東大院薬, 2早大理工, 3早大ナノ・ライフ, 
4埼玉工業大工）

16:18
22R-pm15	 生細胞でのアミロイド前駆体蛋白質、C99 中間体の

会合機構の解明
高坂 徹 1, 上山 和輝 1, ○矢野 義明 1, 松﨑 勝巳 1（1京
大院薬）

16:30
22R-pm16S	 オキシレスベラトロールの製剤開発に適した結晶形

態の探索
○小山 遼太朗 1, 津野 直哉 1, 鈴木 夢央 1, Varin 
TITAPIWATANAKUN2, Boonchoo SRITULARAK2, 
Kittisak LIKHITWITAYAWULD2, 深水 啓朗 1（1明
治薬大 , 2チュラーロンコーン大学）

16:42
22R-pm17S	 脂質ラジカル抑制剤探索に向けたスクリーニング系

の構築とその応用
○進藤 早紀 1, 松岡 悠太 1, 山田 健一 1,2（1九大院薬 , 
2AMED-CREST）

生体膜・人工モデル膜 
中林 孝和（東北大院薬） 

16:54
22R-pm18S	 Penetratin による膜変形活性とエンドサイトーシス

誘起能の関連
○益田 俊博 1, 二木 史朗 1（1京大化研）

17:06
22R-pm19	 親水性アミノ酸残基の位置・膜深さが膜貫通ペプチ

ドのスクランブラーゼ活性に与える影響
○中尾 裕之 1, 杉本 佑太 2, 池田 恵介 1, 齋藤 大明 3, 
中野 実 1（1富山大院薬 , 2富山大薬 , 3理研）

17:18
22R-pm20	 細胞膜透過性ペプチド sC18 修飾によるエクソソーム

の効率的な細胞内移行とマクロピノサイトーシス誘導
○野口 公輔 1, 中瀬 朋夏 2, Ines NEUNDORF3, 中瀬 
生彦 1（1阪府大院理 , 2武庫川女大薬 , 3ケルン大）

17:30
22R-pm21S	 細胞治療を指向したエクソソーム分泌細胞封入ゲル

の技術開発
○平野 まみ 1, 萩原 将也 2, ベイリー小林 菜穂子 3,4, 
吉田 徹彦 3,4, 児玉 栄一 5, 中瀬 生彦 1,2（1阪府大院理 , 
2阪府大 N2RI, 3慶應大医 , 4東亞合成 , 5東北大院医）

17:42
22R-pm22S	 抗がん剤 gefitinib による EGFR変異非小細胞肺がん

におけるエクソソームの細胞内移行促進
竹中 智哉 1, ○中井 慎也 1, 片山 未来 1, 平野 まみ 1, 
植野 菜摘 1, 野口 公輔 1, 中瀬 朋夏 2, 藤井 郁雄 1, 小林 
進 3,4, 中瀬 生彦 1（1阪府大院理 , 2武庫川女大薬 , 3ハー
バード大医 , 4国立がん研セ）

17:54
22R-pm23	 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 1, 吉田 健太 1（1徳
島大院 HBS( 薬 )）

3月 23日（土）　午前
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

光化学・構造化学・電気化学 
植野 哲（徳島大薬） 

10:42
23R-am07	 固体プラズマを利用したアルテミシニン搭載高分子

医薬の開発
○土井 直樹 1, 山内 行玄 2, 笹井 泰志 1, 葛谷 昌之 3, 
近藤 伸一 1（1岐阜薬大 , 2松山大薬 , 3中部学院大）

10:54
23R-am08	 水への大気圧低温プラズマ照射による活性酸素種生

成は照射距離に依存する
○安西 和紀 1, 青木 珠美 1, 小清水 里子 1, 高屋 鈴奈 1, 
土田 和徳 1, 高城 徳子 1（1日本薬大）

11:06
23R-am09	 脂質ナノディスク複合体を用いたシトクロム P450 の

薬物認識機構評価
○笠原 杜大 1, 辻野 博文 1, 岩井 愛里 1, 東阪 和馬 1,2, 
長野 一也 1,2, 山下 沢 3, 堤 康央 1,2,4, 宇野 公之 1（1阪
大院薬 , 2阪大院医 , 3武庫川女大薬 , 4阪大 MEI セ）

11:18
23R-am10	 ヒト 6配位グロビンタンパク質の酸素結合型の反応性

○田中 匠 1, 辻野 博文 1, 鳥井 遼 1, 柿原 亜衣 1, 沈 
靖凱 1, 東阪 和馬 1,2, 長野 一也 1,2, 山下 沢 3, 堤 康央 1,2,4, 
宇野 公之 1（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3武庫川女大薬 , 
4阪大 MEI セ）

11:30
23R-am11	 ナノ孔電極を用いるCYP反応の高効率な電気化学制

御と物質変換への応用
○三重 安弘 1, 池上 真志樹 1（1産総研）

3月 23日（土）　午後
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

機能性高分子 
宮内 正二（東邦大薬） 

13:30
23R-pm01S	 糖尿病治療に向けたα-glucosidase 吸着ポリマーナノ

粒子の開発
○増田 彩香 1, 小出 裕之 1, 江上 寛通 2, 濱島 義隆 2, 奥 
直人 1,3, 浅井 知浩 1（1静岡県大薬医薬生命 , 2静岡県
大薬医薬品創製 , 3帝京大薬）

13:42
23R-pm02S	 細胞表面に発現する分子に結合するポリマーナノ粒

子の開発
○天白 靖子 1, 小出 裕之 1, 奥 直人 1,2, 浅井 知浩 1（1静
岡県大院薬 , 2帝京大薬）

13:54
23R-pm03	 酵素固定化担体への展開を指向したセルロースナノ

ファイバーの表面機能化
○笹井 泰志 1, 南田 陽日 1, 土井 直樹 1, 山内 行玄 2, 
葛谷 昌之 3, 近藤 伸一 1（1岐阜薬大 , 2松山大薬 , 3中
部学院大）

14:06
23R-pm04	 多段階ポストインプリンティング修飾による腫瘍

マーカータンパク質高感度センシング材料
高宮 和寛 1, ○砂山 博文 1,2, 高野 恵里 1, 北山 雄己哉 1, 
竹内 俊文 1（1神戸大院工 , 2安田女大薬）

14:18
23R-pm05S	 経口バイオアベイラビリティの改善を志向したCu-

GTSMナノ結晶製剤の開発
○明石 大希 1, 菅野 有香 1, 高橋 一希 1, 永瀬 知子 2, 
伊藤 清美 3, 高橋 秀依 4, 深水 啓朗 1（1明治薬大 , 2シ
ンキ―, 3武蔵野大薬 , 4東京理大薬）

分子間相互作用・生体高分子 
星野 忠次（千葉大院薬） 

14:30
23R-pm06	 熱力学的解析手法を用いたH+/ オリゴペプチドトラ

ンスポーターYdgRの多様な基質認識に起因する相
互作用の検討
○大森 明子1, 浅倉 祐未2, 佐々木 将太郎1, 下野 和実3, 
宮内 正二 1（1東邦大薬 , 2松山大薬 , 3崇城大薬）

14:42
23R-pm07	 ハロゲン化クロモンのウレアーゼ阻害能の評価

○青木 広樹 1, 杉澤 康宏 1, 原 幸大 1, 菱木 麻美 1, 橋本 
博 1, 石川 吉伸 1（1静岡県大薬）

14:54
23R-pm08	 FT-IR	ATR法を用いた親水軟膏の転相現象の評価

Supakom NILCHAN2, ○照喜名 孝之 1, Jomjai 
PEERAPATTANA2, 服部 祐介 1, 大塚 誠 1（1武蔵野
大薬 , 2コンケン大薬）

15:06
23R-pm09	 新規 1,4'- ビキノリン誘導体の創製とその合成中間体

の結晶中で観測される酸素結合
和泉 大輝 1, 速水 勇貴 1, 吉田 奈々子 1, 橋本 博 1, 
○石川 吉伸 1（1静岡県大薬）
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15:18
23R-pm10	 Fc の構造ダイナミクスがFcγ受容体との相互作用に

及ぼす影響の解明
○谷中 冴子 1,2,3, 與語 理那 1,2,3, 矢木 宏和 3, 伊藤 暁 1,2, 
奥村 久士 1,2, 加藤 晃一 1,2,3（1自然科学研究機構 生命
創成探究セ , 2自然科学研究機構 分子研 , 3名市大院
薬）

15:30
23R-pm11S	 膜を舞台にする抗体機能の高速原子間力顕微鏡解析

○與語 理那 1,2,3, 谷中 冴子 1,2,3, 渡辺 大輝 2, 矢木 宏和 1, 
内橋 貴之 2,4, 加藤 晃一 1,2,3（1名市大院薬 , 2自然科学
研究機構・生命創成探究セ , 3自然科学研究機構・分
子研 , 4名大院理）

生体物質の構造・物性・反応 
清水 敏之（東大院薬） 

15:42
23R-pm12	 ウェルシュ菌由来新規ADPリボシル化毒素BECa の

酵素反応機構
○上田 賢吾 1, 河原 一樹 1, 余野木 伸哉 2, 沖 大也 1, 
松田 重輝 3, 児玉 年央 3, 飯田 哲也 3, 吉田 卓也 1, 
大久保 忠恭 1, 中村 昇太 3（1阪大院薬 , 2大安研・微
生物部 , 3阪大微研）

15:54
23R-pm13	 銅還元物質としてのセロトニンの役割

○三浦 隆史 1, 渡邊 香純 1, 齋藤 楓 1, 柳岡 莉沙 1, 影山 
莉沙 1（1国際医福大薬）

16:06
23R-pm14S	 脂質過酸化反応における抗酸化物質の作用点および

反応抑制機序の解明
○齋藤 耕太 1, 松岡 悠太 1,2, 山田 健一 1,2（1九大院薬 , 
2AMED-CREST）

16:18
23R-pm15	 高蛍光性ロドプシンによる新規膜電位センサーの開発

栗原 里佳 1, ○小島 慧一 1, 坂本 雅行 2, 尾藤 晴彦 2, 
須藤 雄気 1（1岡山大院医歯薬 , 2東大院医）

16:30
23R-pm16	 固体 NMR法によるGM1ガングリオシド膜上におけ

るアミロイドβの構造解析
○矢木 真穂 1,2,3, 西村 勝之 2, 加藤 晃一 1,2,3（1自然科
学研究機構 生命創成探究セ , 2自然科学研究機構 分
子研 , 3名市大院薬）

放射性医薬品 
小川 美香子（北大院薬） 

16:42
23R-pm17	 DOTAを母体とする腎集積を低減可能な抗体フラグ

メント標識薬剤の開発
○鈴木 博元 1, 荒木 麻理 1, 一戸 賢斗 1, 宮家 駿仁 1, 
上原 知也 1, 荒野 泰 1（1千葉大院薬）

16:54
23R-pm18S	 新規放射性ハロゲン標識母体としてのネオペンチル

ハライド構造要件の検討
○貝塚 祐太 1, 鈴木 博元 1, 田中 浩士 2, 龍田 真帆 2, 
鷲谷 奈菜 1, 佐藤 由衣 1, 上原 知也 1, 荒野 泰 1（1千葉
大院薬 , 2東工大物質理工）

17:06
23R-pm19	 Radio-theranostics 製剤としての 64Cu 封入リポソー

ムの調製と体内動態の検討
○梅田 泉1, 濱根 友仁子1, 山盛 智子1, 海老原 未知子1, 
大貫 和信 1, 藤井 博史 1（1国立がんセ）

17:18
23R-pm20S	 炭酸脱水酵素 IXイメージングを目的とした新規 111In

標識イミダゾチアジアゾール誘導体の合成と評価
○岡田 祐哉 1, 飯國 慎平 1, 渡邊 裕之 1, 志水 陽一 1,2, 
阿部 務 3, 佐治 英郎 1, 小野 正博 1（1京大院薬 , 2京大
病院 , 3日本メジフィジックス）

17:30
23R-pm21S	 タンパク質のチオール基を介した蛍光・RI デュアル

ラベル化剤としての放射性ヨウ素標識BODIPY誘導
体の合成と評価
○板垣 風太 1, 渡邊 裕之 1, 志水 陽一 1,2, 飯國 慎平 1, 
小野 正博 1（1京大院薬 , 2京大病院）

17:42
23R-pm22	 含水 18F 溶液と濃縮 18F 化法による 18F-FMISO の

18F 化反応の検討
○阿保 憲史 1, 桐生 真登 2, 東川 桂 1, 志賀 哲 3, 久下 
裕司 1（1北大 CIS, 2日本メジ , 3北大院医）
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3月 21日（木）　午前
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

アポトーシス、細胞分裂・周期調節 
齊藤 洋平（京都薬大） 

9:30
21N-am01S	 乳がん細胞のTGF- β誘導性アポトーシスへの抵抗

性に寄与する転写因子の解析
○平田 健介 1, 山田 千愛 1, 安斎 絵里菜 1, 柴崎 美里 1, 
本田 拓也 1, 森井 真理子 1, 高野 博之 2, 山口 直人 1, 
山口 憲孝 1,2（1千葉大・院薬・分子細胞生物学, 2千葉大・
院薬・分子心血管薬理学）

9:42
21N-am02	 Mechanistic	Study	of	Cell	Death	of	Cancer	Cells	

Induced	by	Cyclometalated	Iridium(III)-Peptide	
Hybrids	(IPHs)
○ Balachandran CHANDRASEKAR1, Kenta 
YOKOI1, Kana NAITO1, Shin AOKI1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大イメージングフロンティアセ）

9:54
21N-am03S	 ヒキノカサ抽出物誘導細胞死はMCF-7 細胞における

Caspase-7 に依存する
○方 明 1, 四宮 貴久 1, 長原 礼宗 1（1東京電機大）

10:06
21N-am04S	 NPM-ALK発現細胞におけるメトトレキサートによ

るアポトーシス誘導機構
○内原 脩貴 1, 小森 麗子 1, 大藏 晃 1, 多胡 めぐみ 1, 
多胡 憲治 2, 田村 悦臣 1（1慶應大薬 , 2自治医大）

10:18
21N-am05	 チューブリン結合性キナゾリン化合物の細胞周期M

期阻害活性の解析
○澤田 潤一 1, 石井 浩介 1, 鈴木 由美子 2, 松野 研司 3, 
浅井 章良 1（1静岡県大薬 , 2上智大理工 , 3工学院大
先進工）

10:30
21N-am06S	 Hsp105 は細胞の taxol 感受性に関与する

○柿花 采那 1, 大東 優衣 1, 齊藤 洋平 1, 中山 祐治 1（1京
都薬大 生化学）

10:42
21N-am07S	 神経芽腫細胞の S期進行におけるプロリルオリゴぺ

プチダーゼとGAPDHとの相互作用
○今 海斗 1, 天野 佑美 1, 澤田 茜 1, 山口 雄矢 1, 田中 
智 1, 坂口 実 1（1大阪薬大）

タンパク質 
中村 辰之介（新潟薬大薬） 

10:54
21N-am08S	 膜タンパク質ABCA7 を増加させる新規天然物

○楠本 嵩志 1, 堂前 純子 2, 田中 直伸 1, 柏田 良樹 1, 辻 
大輔 1, 伊藤 孝司 1, 石田 竜弘 1, 奥平 桂一郎 1（1徳島
大院医歯薬 , 2中部大学応用生物学部）

11:06
21N-am09	 リン酸化チロシンミミックペプチドプローブを用い

たプロテインホスファターゼ濃縮法の開発
○高見 祐哉 1, 津曲 和哉 1, 張 心儀 1, 杉山 直幸 1, 大高 
章 2, 石濱 泰 1（1京大院薬 , 2徳島大薬）

11:18
21N-am10	 放線菌由来のアシルトランスフェラーゼの構造と機

能解析
○テキ エイ 1, Zhijuan HU2, 森 貴裕 1, 淡川 孝義 1, 
阿部 郁郎 1（1東大院薬 , 2浙大海洋学院）

11:30
21N-am11S	 ファージライブラリ由来 scFv	clone を用いたキメラ

抗原受容体の構造最適化検討
○升谷 美月 1, 藤原 健人 1, 鎌田 春彦 2, 立花 雅史 1, 
岡田 直貴 1（1阪大院薬 , 2医薬健栄研）

3月 21日（木）　午後
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

微生物学（免疫・ワクチン） 
三宅 正紀（静岡県大薬） 

13:30
21N-pm01	 Mycobacterium	bovis 		BCG	Tokyo	172	type 間での

酸化ストレス応答の差違の解析
宮竹 佑治 1, 谷口 恵一 1, 伊藤 佐生智 1, 大原 直也 2, 
前山 順一 3, 林 大介 4, 山本 三郎 4, 肥田 重明 1, 小野嵜 
菊夫 1, ○瀧井 猛将 1,5（1名市大・院薬・衛生化学 , 2岡
山大・院医歯薬・口腔微生物 , 3国感染研・血液安全 , 
4日本 BCG 研 , 5結予会・結核研・抗酸菌）

13:42
21N-pm02	 第四次革新的手法に基づくインフルエンザHAの変

異予測からユニバーサルワクチン開発は可能となる
か？
山本 雄大 1, Arulmozhiraja SUNDARAM1,2, 畑田 崚 1, 
中野 祥吾 3, 伊藤 創平 3, 竹田 誠 4, ○常盤 広明 1,2（1立
教大理 , 2AMED, 3静岡県立大食品栄養 , 4国立感染研
ウイルス第三部）

13:54
21N-pm03	 MAPK	regulated	endocytosis	of	neutrophils	in	

differentiated	human	neutrophils	and	mouse	
primary	neutrophils
○吉田 安宏 1, Duo WANG1（1産業医大）

14:06
21N-pm04S	 植物で作製した分泌片への小胞体保留シグナル配列

の付加：植物型糖鎖の削減
○大平 裕也 1, 梶原 優佳 1, 森兼 捷太 1, 中西 勝宏 1, 
黒羽子 孝太 1, 丹羽 康夫 2, 小林 裕和 2, 今井 康之 1（1静
岡県大薬 , 2静岡県大院食品）

14:18
21N-pm05S	 レタスで作製した志賀毒素特異的 IgA植物抗体の抗

原結合性と毒素中和活性の評価
○井田 涼太1, 松田 弥奈美1, 中西 勝宏1, 黒羽子 孝太1, 
丹羽 康夫 2, 小林 裕和 2, 今井 康之 1（1静岡県大薬 , 2静
岡県大院食品）

微生物学（ウイルス） 
築地 信（星薬大） 

14:30
21N-pm06S	 ヒト iPS 細胞由来小腸上皮細胞を用いたウイルス感

染および自然免疫応答の評価に関する検討
○井上 智重子 1, 根来 亮介 2, 宝谷 拓磨 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）

14:42
21N-pm07	 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス遺伝子ORF66 は，

ウイルス性転写開始前複合体形成を介してウイルス
後期遺伝子発現に寄与する．
○渡部 匡史 1, 西村 麻佑 1, 栗山 和志 1, 細川 晃平 1, 
橋本 彩 1, 藤室 雅弘 1（1京都薬大）

14:54
21N-pm08S	 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスがコードする

ORF17 のプロテアーゼ活性は，ウイルス成熟カプシ
ド形成に必須である
○鶴見 さやか 1, 渡部 匡史 1, 鈴木 陽一 2, 中野 隆史 2, 
藤室 雅弘 1（1京都薬大 , 2大阪医大　微生物学）

15:06
21N-pm09S	 HIV-1 複製における解糖系酵素のウイルス学的役割

○山本 謙吾 1, 岸本 直樹 1, 高宗 暢暁 2, 三隅 将吾 1（1熊
本大院薬 , 2熊本創生推進機構）

15:18
21N-pm10S	 インフルエンザB型ウイルスにおけるスルファチド

の機能解析
○榊原 佳子 1, 紅林 佑希 1, 高橋 忠伸 1, 鈴木 隆 1（1静
岡県大薬）

15:30
21N-pm11S	 インフルエンザA型ウイルスとスルファチドの結合

分子機構の解析
○内野 峻介 1, 紅林 佑希 1, 高橋 忠伸 1, 林 野乃香 1, 
大石 健太 1, 常盤 広明 2, 鈴木 隆 1（1静岡県大薬 , 2立
教大理）

生 物 系 薬 学
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微生物学（微生物・病原性） 
川崎 清史（同志社女大薬） 

15:42
21N-pm12	 疑似微小重力が細菌の接合伝達の各段階に与える影響

○見坂 武彦 1, 山中 梨菜 1, 谷 佳津治 1（1大阪大谷大薬）

15:54
21N-pm13S	 緑膿菌の鞭毛運動に対する多機能性糖脂質の影響

○甲斐 大智 1, 古江 由依 1, 山田 倫暉 1, 林 直樹 1, 山本 
博文 2, 小田 真隆 1（1京都薬大 , 2徳島文理薬大）

16:06
21N-pm14	 ウエルシュ菌α毒素血症マウスに対するガングリオ

シド含有リポソームの効果
○長谷川 雅樹 1, 日比野 泰志 1, 林 直樹 1, 小田 
真隆 1（1京都薬大）

21N-pm15S	【演題取り下げ】

16:18
21N-pm16S	 ヘマグルチニンを標的とした高病原性H5N1 インフ

ルエンザウイルスに対する新規阻害薬の開発
○後藤 佑基 1, 近江 純平 1, 長岡 峻平 2, 高橋 美帆 1, 
西川 喜代孝 1（1同大院生命医科学研究科 , 2京大　ウ
イルス・再生医科学研究所）

微生物学（抗微生物薬・薬剤耐性） 
森田 雄二（明治薬大） 

16:42
21N-pm17S	 NTCP/SLC10A1 の胆汁酸取り込み機能に影響しな

い選択的B型肝炎ウイルス侵入阻害ペプチドの同定
○深野 顕人 1,2, Toby PASSIOURA3, 志村 聡美 1, 佐宗 
若奈 1, 森下 了 4, 小笠原 裕樹 2, 田中 靖人 5, 溝上 雅史 6, 
Camille SUREAU7, 脇田 隆字 1, 菅 裕明 3, 渡士 幸一 1 

（1国立感染研 , 2明治薬大 , 3東大院理 , 4セルフリー
サイエンス , 5名市大医 , 6国立国際医研セ , 7INTS）

16:54
21N-pm18	 ポリオウイルスに対するファビピラビルとその誘導

体の効果
○梅田 実希 1, 藤本 和宏 1, 亀井 敬 1, 鎌田 一希 1, 前崎 
将人 1, 野田 佳加 1, 武本 眞清 1, 定成 秀貴 1, 村山 次哉 1, 
大黒 徹 1（1北陸大薬）

17:06
21N-pm19S	 キノロン低感受性	Haemophilus	influenzae 	株の出現　

- 治療薬抵抗性と検出法 -
○田中 愛海 1, 輪島 丈明 1, 瀬山 翔史 1, 原 直己 1, 落合 
祥子 1, 野口 雅久 1（1東京薬大薬・病原微生物）

17:18
21N-pm20S	 強毒型MRSA	USA300	clone のバイオフィルムに対

する抗MRSA薬の効果
○金子 寛 1, 中南 秀将 1, 小澤 昂佑 1, 輪島 丈明 1, 野口 
雅久 1（1東京薬大・薬・病原微生物）

17:30
21N-pm21S	 日本の市中における PVL陽性MRSAの流行状況

○小澤 和也 1, 中南 秀将 1, 笹井 菜央 1, 宮嶋 英里 1, 
野口 雅久 1（1東京薬大・薬・病原微生物）

17:42
21N-pm22S	 緑膿菌に対してアミノグリコシド系薬の感受性を増

大させるベルベリン誘導体の開発
○小谷 謙太 1, 松村 実生 1, 富田 純子 1, 森田 雄二 2, 
安池 修之 1, 河村 好章 1（1愛知学院大学薬 , 2明治薬大）

3月 21日（木）　午前
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

循環器 
田野中 浩一（東京薬大薬） 

9:30
21O-am01S	 大動脈縮窄術を用いた心不全モデルマウスにおいて、

クルクミン類似体Y030 はクルクミンよりも低用量で
心保護作用を示した
○清水 果奈 1,2, 船本 雅文 1,2, 砂川 陽一 1,2,3, 刀坂 
泰史 1,2,3, 宮崎 雄輔 1,2,3, 源平 麻衣 1, 清水 聡史 1, Sari 
NURMILA1, 柴田 浩行 4, 和田 啓道 2, 長谷川 浩二 1,2, 
森本 達也 1,2,3（1静岡県大院薬, 2京都医療センター, 3静
岡県立総合病院 , 4秋田大院医）

9:42
21O-am02S	 糖尿病治療薬メトホルミンは p300-HAT活性を阻害

することで心筋細胞肥大を抑制した
○清水 圭貴 1, 片山 歩美 1, 砂川 陽一 1,2,3, 源平 麻衣 1, 
船本 雅文 1,2, 清水 果奈 1,2, 清水 聡史 1, Sari NURMILA1, 
宮崎 雄輔 1,2,3, 刀坂 泰史 1,2,3, 和田 啓道 2, 長谷川 浩二 1,2, 
森本 達也 1,2,3（1静岡県大薬 , 2京都医療セ , 3静岡県立
総合病院）

9:54
21O-am03S	 新生仔ラットにおける	VEGF	受容体阻害薬を用いた

多様な網膜血管異常の簡便な作製法
○近藤 諒 1, 浅野 大樹 1, 森田 茜 1, 森 麻美 1, 坂本 
謙司 1, 中原 努 1（1北里大薬）

10:06
21O-am04S	 新規 Nobiletin 標的因子（NBP1）は p300/GATA4

経路を介して心筋細胞肥大を抑制する
○江部 綾華 1, 砂川 陽一 1,2,3, 薮田 亜沙美 1, 佐々木 
華 1, 船本 雅文 1,2, 清水 果奈 1,2, 清水 聡史 1, Sari 
NURMILA1, 刀坂 泰史 1,2,3, 宮崎 雄輔 1,2,3, 和田 啓道 2, 
長谷川 浩二 1,2, 森本 達也 1,2,3（1静岡県大薬, 2京都医セ, 
3静岡県総病院）

10:18
21O-am05S	 ハナショウガ成分 Zerumbone による初代培養細胞を

用いた心筋細胞肥大及び心臓線維化抑制効果の検討
○杉山 優雅 1, 村田 謄行 1, 刀坂 泰史 1,2,3, 砂川 陽一 1,2,3, 
宮崎 雄輔 1,2,3, Sari NURMILA1, 船本 雅文 1,2, 清水 
果奈 1,2, 清水 聡史 1, 和田 啓道 2, 長谷川 浩二 1,2, 森本 
達也 1,2,3（1静岡県大薬 , 2京都医セ , 3静岡県総病院）

10:30
21O-am06S	 EPAおよびDHAは p300-HAT活性を直接阻害する

ことで心筋梗塞後の心不全の進展を同様に抑制した
○片山 歩実 1, 砂川 陽一 1,2,3, 船本 雅文 1,2, 清水 果奈 1,2, 
源平 麻衣 1, 衣斐 遥 1, 清水 圭貴 1, Sari NURMILA1, 
清水 聡史 1, 宮崎 雄輔 1,2,3, 刀坂 泰史 1,2,3, 和田 啓道 2, 
長谷川 浩二 1,2, 森本 達也 1,2,3（1静岡県大薬 , 2京都医
療セン , 3静岡県立総合病院）

受容体・ゲノム 
黒瀬 等（九大院薬） 

10:42
21O-am07S	 Sry 遺伝子改変マウスにおける尿管膜タンパク質の

網羅的解析
○橋口 丈晃1, Pornparn KONGPRACHA2, 永森 收志2, 
黒川 洵子 1（1静岡県大薬　生体情報分子解析 , 2奈良
県立医科大 生体分子不均衡制御学 共同研究講座）

10:54
21O-am08	 ゲノムワイド関連解析を用いたテイコプラニン・バ

ンコマイシン投与による皮疹発現および血中濃度関
連遺伝子座の同定
○谷垣 雄都 1, 山口 裕大 1, 岡田 直人 2, 中村 信元 3, 
賀川 久美子 3, 藤井 志朗 3, 三木 浩和 4, 石澤 啓介 2,5, 
安倍 正博 3, 佐藤 陽一 1（1徳島大薬　医薬品情報学 , 
2徳大病院薬 , 3徳大病院　血液内科 , 4徳大病院　輸
血細胞治療部 , 5徳大院　医歯薬学研究部臨床薬理学）

11:06
21O-am09S	 G 蛋白質共役型受容体の細胞膜第 2貫通領域Asp2.50

残基を介したBiased	agonism
○塚本 速人 1, 畑原 広和 1, 弓削田 真弘 1, 上岡 珠紀 1, 
菱沼 滋 1, 庄司 優 1（1明治薬大・薬効）

11:18
21O-am10	 高脂血症ラットにおける肝 LDL受容体発現に対する

フルバスタチン投与の影響
佐藤 祐樹 1, ○加納 誠一朗 1（1北海道科学大薬）

11:30
21O-am11	 病理組織切片上のGPER検出薬剤の開発

○長谷川 功紀 1, 工藤 信次 2, 伊藤 隆明 2（1京都薬大 , 
2熊本大院生命）

3月 21日（木）　午後
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

皮フ 
安東 嗣修（富山大院薬） 

13:30
21O-pm01S	 スフィンゴミエリン合成酵素２欠損マウスはコラー

ゲンの分解を促進することでシワを形成する
○平沼 健永 1, 渡辺 研 2, 山下 匡 3, 岡崎 俊朗 4, 徳留 
嘉寛 1（1城西大薬 , 2国立長寿医療研究センター , 3麻
布大獣 , 4金沢医大医）
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13:42
21O-pm02	 乳酸菌生産物質のヒト三次元培養表皮に対するセラ

ミドと分化への影響
○大塚 萌 1, 玉根 強志 1,2, 徳留 嘉寛 1（1城西大薬 , 2光
英科学）

13:54
21O-pm03	 表皮中のスフィンゴミエリン合成酵素 1の欠損は角層

のセラミド量を減少させ、バリア機能を低下させる
○林 圭祐 1, 渡辺 研 2, 岡崎 俊朗 3, 徳留 嘉寛 1（1城西
大薬 , 2国立長寿医療研究センター , 3金沢医大医）

14:06
21O-pm04S	 2,4,6-trinitrochrolobenzene	(TNCB)	誘発接触皮膚炎

時の好中球遊走性ケモカインの発現上昇
○石田 琢 1, 里 史明 2, 千葉 義彦 3, 亀井 淳三 1, 酒井 
寛泰 1（1星薬大　生体分子薬理 , 2星薬大　疾患病態
解析学 , 3星薬大　生理分子科学）

14:18
21O-pm05	 表皮幹細胞におけるDNAメチル化制御に着目した

新しい美白理論について
○宮地 克真 1, 山田 貴亮 1, 堀場 大生 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
化粧品株式会社　総合研究所 , 2名古屋大学大学院医
学系研究科　名古屋大学 メナード協同研究講座）

14:30
21O-pm06S	 ヒトケラチノサイトにおける低酸素環境下での	

TSLP	発現抑制機構の解析
○田代 尚之 1, 瀬川 良佑 1, 飛田 亮三 1, 浅川 三喜 1, 
水野 夏実 1, 平澤 典保 1（1東北大院薬）

中枢・神経系① 
野田 幸裕（名城大薬） 

14:42
21O-pm07	 変異 SOD1 毒性に対するα 7nAch 受容体を介した神

経保護効果の検討
○浅香 雄太 1, 位田 雅俊 1, 上田 智之 1, 伊藤 泰生 1, 
栗田 尚佳 1, 保住 功 1（1岐阜薬大・薬物治療）

14:54
21O-pm08S	 パラコート黒質投与によるパーキンソン病様運動障

害は活性酸素種産生を介した細胞外 Zn2+流入に起因
する
○西尾 隆佑 1, 森岡 洋貴 1, 竹内 梓紗 1, 佐伯 奈々 1, 
玉野 春南 1, 武田 厚司 1（1静岡県大薬）

15:06
21O-pm09	 パーキンソン病原因遺伝子 PARK9 の発現低下に起

因する細胞内二価鉄イオンの局在変化
○木内 政徳 1, 位田 雅俊 1, 中井 岳 1, 栗田 尚佳 1, 平山 
祐 2, 永澤 秀子 2, 保住 功 1（1岐阜薬大・薬物治療 , 2岐
阜薬大・薬化学）

15:18
21O-pm10S	 黒質細胞外 Zn2+流入は 6- ヒドロキシドパミン誘発性

ラットパーキンソン病のトリガーとなる
○竹内 梓紗 1, 西尾 隆佑 1, 森岡 洋貴 1, 佐伯 奈々 1, 
玉野 春南 1, 武田 厚司 1（1静岡県大薬）

15:30
21O-pm11S	 TGF- βシグナル調節を介した Smurf2 のリン酸化修

飾によるグリオーマ進展制御
○平岩 茉奈美 1, 家崎 高志 1, 深澤 和也 1, 北口 裕香 1, 
山田 孝紀 1, 金田 勝幸 1, 中田 光俊 2, 平尾 敦 3, 檜井 
栄一 1（1金沢大院医薬保・薬理, 2金沢大医・脳神経外科, 
3金沢大・がん研・遺伝子染色体）

15:42
21O-pm12	 糖尿病モデルマウスにおける網膜神経節細胞の脱落

に対するAPJ アゴニストの保護作用
○柴垣 郁弥 1, 石丸 侑希 1, 鈴木 麻友 1, 山室 晶子 1, 
吉岡 靖啓 1, 前田 定秋 1（1摂南大薬）

中枢・神経系② 
山口 拓（長崎国際大薬） 

15:54
21O-pm13	 ヒト遺伝子組み換えトロンボモジュリンの慢性期連

日投与が脳梗塞の機能的予後に与える影響
○中野 貴文 1, 仲村 佳彦 2, 入江 圭一 1, 松山 清 3, 山﨑 
元貴 1, 安村 真子 1, 山下 郁太 1, 明瀬 孝之 1, 石倉 宏恭 2, 
三島 健一 1, 江川 孝 1（1福岡大薬 , 2福岡大医 , 3久留
米高専）

16:06
21O-pm14S	 脳虚血モデルマウスに対するアンチトロンビンⅢ製

剤の有用性
○岡野 志のぶ 1, 中野 貴文 1, 仲村 佳彦 2, 入江 圭一 1, 
山崎 元貴 1, 神崎 愛 1, 山下 郁太 1, 明瀬 孝之 1, 佐藤 
朝光 1, 松尾 宏一 1, 佐野 和憲 1, 三島 健一 1（1福岡大薬 , 
2福岡大医）

16:18
21O-pm15	 カルノシン酸は酸化ストレスを軽減することにより

マウスNMDA誘発網膜神経節細胞傷害を抑制する
○坂本 謙司 1, 中澤 美奈子 1, 浅野 大樹 1, 森田 茜 1, 森 
麻美 1, 中原 努 1（1北里大薬）

16:30
21O-pm16	 ガドリニウムは脳出血後のM1、M2ミクログリア数

を減少させ神経保護効果を示す
○甲斐 隆夫 1, 大西 正俊 1, 清水 優貴 1, 占部 友唯 1, 
矢野 由紀乃 1, 赤木 茉利奈 1, 井上 敦子 1（1福山大薬）

16:42
21O-pm17	 mPGES-1 阻害薬による神経・ミクログリアの PGE2

産生抑制を介した脳梗塞障害の改善
○松尾 由理 1,2, 大内 彩子 2, 宿利 美香 2, 内藤 康仁 2, 
岩井 孝志 2, 渡辺 俊 2, 尾山 実砂 2, Per-Johan 
JAKOBSSON3, 田辺 光男2（1北陸大薬, 2北里大薬, 3カ
ロリンスカ研）

16:54
21O-pm18S	 脳卒中後疼痛の発現における orexin-A/orexin	1	

receptor	機構の関与
○松浦 渉 1, 中本 賀寿夫 1, 徳山 尚吾 1（1神戸学院大薬・
臨床薬学）

免疫① 
杉本 幸雄（岡山大薬） 

17:06
21O-pm19S	 アレルギー性喘息時の気管支平滑筋過敏性形成にお

けるmiR-140-3p の役割
○宮川 結衣 1, 安藤 祐介 2, 藤井 茂基 1, 須藤 航 1, 亀井 
淳三 2,3, 酒井 寛泰 3, 花崎 元彦 4, 千葉 義彦 1（1星薬大・
生理分子科学 , 2星薬大・生命科学先導研究センター , 
3星薬大・生体分子薬理 , 4国際医福大・医・麻酔・
集中治療）

17:18
21O-pm20	 感光色素NK-4 によるM1様マクロファージ分極促進

作用
○河野 恵三 1, 宮田 聡美 1, 原島 哲 1, 有安 利夫 1, 牛尾 
慎平 1（1株式会社林原　研究部門）

17:30
21O-pm21	 c-Kit の表面発現を制御するメタロプロテアーゼサブ

タイプの探索
○宮坂 江厘 1, 成瀬 薫 1, 服部 加奈 1, 織田 梨沙 1, 永井 
里奈 1, 高橋 果步 1, 福石 信之 1（1金城学院大薬　薬理）

17:42
21O-pm22S	 老化と肥満が誘導する脂肪前駆細胞の分化変調機序

の解析
○大沢 沙弓 1, 幸 龍三郎 2, 工藤 藤美 2, 山口 憲孝 1, 
高野 博之 1, 真鍋 一郎 2（1千葉大院薬 , 2千葉大院医）

17:54
21O-pm23S	 アレルギー性喘息モデルマウスの気管支平滑筋にお

ける renin-angiotensin	system	pathway の変化
○伊藤 愛 1, 藤原 実来 1, 須藤 航 1, 花崎 元彦 2, 片山 
浩 3, 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・生体分子薬理学）

18:06
21O-pm24	 ペプチド免疫療法剤の開発を目的とした魚アレル

ギースクリーニングモデルの確立
○末吉 賢也 1, 下條 尚志 2,3, 中村 政志 2,3, 山下 
弘高 1,4, 稲垣 直樹 1,4, 矢上 晶子 3, 松永 佳世子 3, 田中 
宏幸 1,4（1岐阜薬大 , 2ホーユー , 3藤田医大医 , 4岐阜
大院連合創薬）
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3月 22日（金）　午後
H会場　ホテルニューオータニ幕張　2F　ステラ

免疫・生体防御（１） 
今井 康之（静岡県大薬） 

13:30
22H-pm01S	 ケモカイン CXCL10 の過剰発現によるNK細胞浸潤

の誘導と大腸がん細胞の肝転移の抑制
○菊池 紀仁 1, 叶 家斌 1, 平川 城太朗 1, 川島 博人 1（1千
葉大院薬）

13:42
22H-pm02S	 Th17 依存的な乾癬モデルマウスの作製とケモカイン

受容体CCR4 の役割
○本澤 龍茉 1, 松尾 一彦 1, 北畑 孝祐 1, 長沼 孝典 1, 
有馬 優香 1, 岩間 有咲 1, 長久保 大輔 2, 義江 修 3,4, 
中山 隆志 1（1近畿大薬 , 2姫路獨協大薬 , 3近畿大医 , 
4The Health and Kampo Institute）

13:54
22H-pm03S	 制御性T細胞を標的としたワクチンアジュバントの

開発
○東山 慎太郎1, 松尾 一彦1, 山本 真也1, 長久保 大輔2, 
義江 修 3,4, 中山 隆志 1（1近畿大薬, 2姫路獨協大薬, 3近
畿大医 , 4The Health and Kampo Institute）

14:06
22H-pm04S	 抗炎症作用を有する新規アスコルビン酸誘導体

DDH-1 の乾癬病態における改善効果
○北畑 孝祐 1, 松尾 一彦 1, 長沼 孝典 1, 西川 莉央 1, 
中山 隆志 1（1近畿大薬）

14:18
22H-pm05	 食物アレルギーにおけるMicrofold 細胞の生物学的

役割について
○石原 成美 1, 中村 有孝 1, 矢加部 恭輔 2, 江川 愛子 2, 
込山 星河 1, 髙野 峻輔 1, 株本 祐磨 2, 小林 伸英 2, 藤村 
由美子 1, 改正 恒康 3, 長谷 耕二 1（1慶應大・薬 , 2慶
應大院・薬 , 3和歌山県医大・医）

14:30
22H-pm06	 腸内細菌代謝物による IgAクラススイッチの誘導と

その生理的意義
○磯部 順哉 1, 前田 晋太朗 1, 尾畑 佑樹 1, 飯塚 啓人 1, 
高橋 大輔 1, 中村 有孝 1, 金 倫基 1, 長谷 耕二 1（1慶應
大院薬）

免疫・生体防御（２） 
田中 智之（京都薬大薬） 

14:42
22H-pm07S	 バルプロ酸が骨髄由来免疫抑制細胞の生体内動態や

免疫抑制能に与える影響の解析
○謝 智奇 1, 吾郷 由希夫 1, 岡田 直貴 1, 立花 
雅史 1,2（1阪大院薬 , 2阪大 MEI セ）

14:54
22H-pm08S	 気管支喘息モデルにおける抗シアリルルイス	X	糖鎖

抗体の治療効果の検討
○熊 偉 1, 劉 偉 1, 松岡 美紗 1, 平川 城太朗 1, 川島 
博人 1（1千葉大院薬）

15:06
22H-pm09	 パルミチン酸による骨髄系細胞分化制御とがん退縮

効果
○立花 雅史 1,2, 森川 直祐 1, 合田 寛 1, 冨田 恭子 1, 
櫻井 文教 1, 小檜山 康司 3,4, 石井 健 3,4, 審良 静男 4,5, 
水口 裕之 1,2,3（1阪大院薬 , 2阪大 MEI セ , 3医薬健栄研 , 
4免疫フロンティア研究セ , 5阪大微研）

15:18
22H-pm10	 共抑制分子 CTLA-4 はアンジオテンシンⅡ誘導性マ

ウス腹部大動脈瘤の形成を抑制する
○佐々木 直人 1,2, Hilman Zulkifli AMIN1,2, 堀部 紗世 1, 
河内 正二 3, 平田 健一 2, 力武 良行 1（1神戸薬大医療
薬学 , 2神戸大学大学院医学研究科 , 3神戸薬大薬学臨
床教育センター）

15:30
22H-pm11S	 IgE 依存性好塩基球活性化反応における STAP-2 の

機能解析
○吉原 真梨 1, 柏倉 淳一 1, 松田 正 1（1北大院薬）

15:42
22H-pm12S	 IL-17 誘導性 I κ B- ζ	mRNA安定化へのTBK1 の関

与
○斎野 由佳 1, 大垣内 優衣 1, 室本 竜太 1, 松田 正 1（1北
大院薬）

細胞応答・細胞内情報伝達（１） 
黒瀬 等（九大院薬） 

15:54
22H-pm13S	 キナーゼ収斂リン酸化プロテオミクスを用いた分子

標的薬プロファイリング
○吉川 侑樹 1, 杉山 直幸 1, 石濱 泰 1（1京大院薬）

16:06
22H-pm14	 G α i ファミリー欠損細胞を用いたGPCR-G α i サブ

タイプの共役の解析
○小野 雄基 1, 井上 飛鳥 1,2, 石田 覚 1, 川上 耕季 1, 
青木 淳賢 1,3,4（1東北大院薬・分子細胞生化学 , 
2AMED-PRIME, 3AMED-CREST, 4AMED-LEAP）

16:18
22H-pm15S	 マウス脂肪幹細胞の未分化性維持におけるNuclear	

receptor	4a2 の機能解析
○寺阪 祐紀 1, 伊藤 謙汰 1, 西山 麗紗 1, 山口 賢彦 1, 
黒川 洵子 1（1静岡県大薬　生体情報分子解析）

16:30
22H-pm16	 脂肪細胞でのエライジン酸によるインスリンシグナ

ルの抑制
○石橋 賢一 1, 武田 剛寛 1, 厚味 厳一 1（1帝京大薬）

16:42
22H-pm17	 転写共役因子VGLL3 による上皮間葉転換の制御機構

の解析
○高倉 勇気 1, 杉野 歩美 1, 岩澤 脩斗 1, 平田 健介 1, 
岡田 和之 1, 竹洞 裕貴 1, 平井 直人 1, 堀 直人 1, 町田 
萌香 1, 高野 博之 2, 山口 直人 1, 山口 憲孝 1,2（1千葉大
院薬・分子細胞生物学 , 2千葉大院薬・分子心血管薬
理学）

16:54
22H-pm18	 AhR	Repressor	(AhRR)	は AhR非依存的にERαの

転写活性を抑制する
○齋藤 菜緒 1, 山下 直哉 1, 藤木 美沙 1, 根本 清光 1, 
菅野 裕一朗 1（1東邦大薬）

細胞内情報伝達（２） 
山口 直人（千葉大院薬） 

17:06
22H-pm19S	 プロカテロール刺激時マウス気道線毛運動周波数の

Ca2+依存性 PDE1Aによる調節
○小木曾 遥香 1,2, 池内 優紀子 1,2, 細木 誠之 3, 田中 
早織 4, 島本 史夫 4, 浅野 真司 2, 丸中 良典 1,5,6, 中張 
隆司 6（1京都府立医大, 2立命館大学薬, 3京都薬大, 4大
阪薬大, 5京都工場保健会, 6立命館大総合科学技術研）

17:18
22H-pm20	 サテライトグリア細胞のCOX-2 発現調節における

HuRの役割
○藤原 扶 1, 大西 正俊 1, 若林 千里 1, 中村 慎之介 1, 奥 
昇太郎 1, 木村 琴音 1, 井上 敦子 1（1福山大薬）

17:30
22H-pm21S	 グアニン酸化損傷の熱に対する安定性

○川上 充希 1, 喜納 克仁 1, 川田 大周 1, 大吉 崇文 2, 
所谷 匡祐 1, 坪井 里奈 1, 長船 愛未 1, 穴吹 隆人 1, 坂賀 
茜 1, 荒木 麻由 1, 小林 隆信 1, 宮澤 宏 1（1徳島文理大
香川薬 , 2静岡大学）

17:42
22H-pm22S	 グアニン酸化損傷のピペリジン存在下における安定性

○荒木 麻由 1, 喜納 克仁 1, 川田 大周 1, 大吉 崇文 2, 
所谷 匡祐 1, 坪井 里奈 1, 長船 愛未 1, 穴吹 隆人 1, 坂賀 
茜 1, 川上 充希 1, 小林 隆信 1, 宮澤 宏 1（1徳島文理大
香川薬 , 2静岡大学）

17:54
22H-pm23S	 転写因子TAL2 により制御される遺伝子の網羅的解析

○田中 沙季1, 小林 隆信1, 平尾 雅代2, 世良田 惠美子1, 
喜納 克仁 1, 宮澤 宏 1（1徳島文理大香川薬 , 2広島国
際大薬）

18:06
22H-pm24S	 ミルクタンパク質κ -カゼインと相互作用するタンパ

ク質の探索と同定
○世良田 恵美子1, 小林 隆信1, 平尾 雅代2, 田中 沙季1, 
喜納 克仁 1, 宮澤 宏 1（1徳島文理大香川薬 , 2広島国
際大薬）
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3月 22日（金）　午前
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

タンパク質 
上村 和秀（中部大生命健康科学） 
22N-am01S	【演題取り下げ】

9:30
22N-am02S	 apoA-I 結合タンパク質AIBP の抗炎症活性発現メカ

ニズムの検討
○末永 翔平 1, 金山 忠史 1, 橘 茉里奈 1, 楠本 嵩志 1, 
杉原 涼 1, 西辻 和親 2, 辻田 麻紀 3, 石田 竜弘 1, 奥平 
桂一郎 1（1徳島大薬 , 2和医大 , 3名市大）

9:42
22N-am03	 炎症モデルマウスにおける apoA-I 結合タンパク質

AIBP の抗炎症作用の検討
○橘 茉里奈 1, 末永 翔平 1, 楠本 嵩志 1, 杉原 涼 1, 髙田 
春風 1, 西辻 和親 2, 辻田 麻紀 3, 石田 竜弘 1, 奥平 
桂一郎 1（1徳島大薬 , 2和医大 , 3名市大医）

9:54
22N-am04S	 減少したアミノ酸セットからなるインターフェロン

の効率的な進化分子工学
○保木 瑞季 1, 今田 貴士 2, 榎本 利彦 3, 内山 正彦 4, 
守矢 恒司 2, 一柳 光弘 4, 山村 雅幸 2,4,5, 田川 陽一 2, 
犬飼 直人 4, 鮎川 翔太郎 3, 堂前 直 6, 鈴木 健裕 6, 益田 
晶子 6, 小原 道法 7, 木賀 大介 1,3（1早稲田・理工・電生 , 
2東工大・院・生命 , 3早稲田・院・理工・電生 , 4東工大・
院・総理・知シス , 5東工大・院・情報 , 6理研・CSRS, 7東
京都・医学総研）

10:06
22N-am05S	 凝集性改善を目的とした環状一本鎖抗体の作製と機

能評価
○山内 聡一郎 1, 豊田 湧也 1, 寺本 真香 1, 福田 夏希 1, 
佐藤 卓史 1, 小橋川 敬博 1, 野井 健太郎 2, 小椋 光 3, 
森岡 弘志 1（1熊本大院薬 , 2阪大院工 , 3熊本大発生研）

10:18
22N-am06	 ウェルシュ菌細胞壁分解酵素CPE1138 の生化学的解

析とX線構造解析
○玉井 栄治 1,2, 神鳥 成弘 2, 成谷 宏文 3, 関谷 洋志 1, 
渡部 あずさ 1, 牧 純 1（1松山大薬 , 2香川大総合生命
研セ , 3広島大生物圏科学）

糖質 
荒田 洋一郎（帝京大薬） 

10:42
22N-am07	 ガレクチン -2 はβ - ガラクトシド依存的にH.	pylori

の増殖を抑制する
○佐々木 啓晴 1, 田中 享 1, 武内 智春 1, 大竹 一男 1, 
小林 順 1, 八巻 努 1, 内田 昌希 1, 夏目 秀視 1, 田村 
真由美 2, 荒田 洋一郎 2, 畑中 朋美 1（1城西大薬 , 2帝
京大薬）

10:54
22N-am08S	 脳梗塞急性期におけるヘパラン硫酸分解機構の解明

○高 健太 1, 東 恭平 1,2, 服部 奈津子 1, 石川 涼太 1, 
梅原 健太 1, 降幡 知巳 3, 五十嵐 一衛 1,4, 戸井田 
敏彦 1（1千葉大院薬 , 2東京理大薬 , 3千葉大院医 , 4ア
ミンファーマ研）

11:06
22N-am09	 抗糖鎖抗体 S1 を用いた中枢神経系における硫酸化糖

鎖の発現解析
○山崎 郁弥 1, 泉水 友洋 1, 岩崎 藍花 1, 大八木 真浩 1, 
神谷 映里 1, 平川 城太朗 1, 川島 博人 1（1千葉大院薬）

22N-am10S	【演題取り下げ】

11:18
22N-am11	 Endo- β -N-acetylglucosaminidase 阻害剤の開発

○木下 崇司 1, 三谷 藍 1, 住吉 渉 1（1株式会社　伏見
製薬所）

3月 22日（金）　午後
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

酵素一般 
仲矢 道雄（九大院薬） 

13:30
22N-pm01	 GPx4 欠損心不全突然死メカニズム解明のための初代

培養心筋細胞を用いた協調的拍動維持を指標とした
解析
○幸村 知子 1, 中曽根 美咲 1, 今井 浩孝 1（1北里大薬）

13:42
22N-pm02S	 抗生物質セフォペラゾン飲水投与による心不全突然

死抑制メカニズムの解析
○熊谷 直哉 1, 幸村 知子 1, 一ノ瀬 栞 1, 今井 浩孝 1（1北
里大薬）

13:54
22N-pm03	 ヒト培養細胞株を用いた黄色ブドウ球菌チロシンキ

ナーゼの解析
○深澤 秀輔 1（1国立感染研・真菌部）

14:06
22N-pm04	 カテコールO- メチル転移酵素には単量体と二量体の

遅い平衡がある：創薬標的としての複雑さ
○山平 和貴 1, 塚原 拓也 1, 井上 雄太 1, 齋藤 栄 1, 小林 
弘子 1, 髙宮 知子 1, 飯島 洋 1（1日本大薬）

14:18
22N-pm05S	 一酸化窒素によるユビキチン結合酵素UBE2D1 活性

調節機構
○藤河 香奈 1, 中原 健吾 1, 高杉 展正 1, 伊藤 昭博 2, 
上原 孝 1（1岡山大院医歯薬 薬効解析学 , 2東京薬大
薬 生命科学部）

脂質・翻訳、翻訳後修飾 
厚味 厳一（帝京大薬） 

14:30
22N-pm06	 宿主マクロファージにおけるGPAT3 のらい菌感染

への影響
○谷川 和也 1, 鈴木 幸一 2, 濱 弘太郎 1, 横山 和明 1, 
中村 康宏 1, 原田 史子 1, 唐澤 健 1（1帝京大薬 , 2帝京
大医療技）

14:42
22N-pm07S	 ホスホリパーゼＡ 1による膵臓癌細胞のワールブル

グ効果の解除
○小泉 昂範 1, 清宮 望 1, 土屋 裕衣 1, 野村 美由紀 1, 
善光 由莉 1, 鈴木 優一 1, 野島 千紘 1, 松本 直樹 1, 林 
康広 1, 佐々木 洋子 1, 杉浦 隆之 1, 山下 純 1（1帝京大薬）

14:54
22N-pm08S	 プロスタグランジン I2 は、マスト細胞の障害性炎症

応答を抑制する
○中尾 優子 1, 村上 里穂 1, 宮本 卓馬 1, 鈴木 佑治 1, 
渡辺 真由帆 1, 森本 和志 1, 稲住 知明 1,2, 土屋 創健 1,2, 
成宮 周 3, 杉本 幸彦 1,2（1熊本大院薬・薬学生化学 , 
2AMED-CREST, 3京都大院医・MIC）

15:06
22N-pm09	 オリゴDNAのハイブリダイゼーションによる

mRNAの翻訳効率の向上とバイオ医薬への応用
○渡邉 貴嘉 1, 森下 昌輝 1, 芳坂 貴弘 1（1北陸先端大
マテリアル）

15:18
22N-pm10S	 新生ポリペプチド鎖の大規模解析法の開発

○内山 純貴 1, 今見 考志 1, 杉山 直幸 1, 石濱 泰 1（1京
大院薬）

15:30
22N-pm11S	 Smad6 を安定化し、BMPシグナルを抑制するユビキ

チンリガーゼの同定
○廣中 貴則 1, 仲矢 道雄 1,2, 大場 悠生 1, 長坂 明臣 1, 
黒瀬 等 1（1九大院薬 , 2AMED-PRIME）

生理活性物質 
石井 功（昭和薬大） 

15:42
22N-pm12	 ポリアミンによる時計遺伝子Bmal1 の翻訳レベルに

おける発現促進
○坂本 明彦 1, 岩崎 倖千 1, 金子 達紀 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）

15:54
22N-pm13S	 ポリアミンによるヌクレオチド代謝酵素の制御機構

の解析
○鍵岡 輝一 1, 吉澤 祐希 1, 戸井田 敏彦 1, 五十嵐 
一衛 1,2, 西村 和洋 1（1千葉大院薬, 2アミンファーマ研）
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16:06
22N-pm14	 酸化 LDLのマウス体内動態：高分解能 SPECT/CT

を用いた検討
○河嶋 秀和 1,2, 中野 厚史 2, 三宅 義徳 2, 銭谷 勉 2,3, 
越野 一博 2, 天滿 敬 2,4, 沢村 達也 2,5, 飯田 秀博 2（1京
都薬大 , 2国循研セ研 , 3弘大院理工 , 4大阪薬大 , 5信
大医）

16:18
22N-pm15S	 分娩誘発における胎児胎盤プロスタグランジン輸送

体の関与
○稲垣 舞 1, 西村 友宏 1, 中西 猛夫 2, 島田 紘明 2,3, 
野口 幸希 1, 赤沼 伸乙 4, 立川 正憲 5, 中島 恵美 1, 細谷 
健一 4, 玉井 郁巳 2, 登美 斉俊 1（1慶應大薬 , 2金沢大
院医薬保 , 3近畿大薬 , 4富山大院薬 , 5徳島大院薬）

16:30
22N-pm16S	 胎盤形成期におけるプロスタグランジンの機能解析

○坂本 理紗 1, 稲住 知明 1,2, 藤原 拓司 3, 河野 佑子 3, 
土屋 創健 1,2, 杉本 幸彦 1,2（1熊本大院薬 , 2AMED-
CREST, 3京大院薬）

16:42
22N-pm17S	 Pin1 経路を阻害するノビレチンによる微小管重合阻

害薬の抗腫瘍相乗効果
○清水 唯 1, 山﨑 拓実 1, 本間 将啓 1, 加藤 和則 1（1東
洋大理工）

細胞応答 
小野 景義（帝京大薬） 

16:54
22N-pm18S	 常在性の心臓マクロファージは、心筋細胞の代謝調

節によって心保護に関与している
○石井 貴浩 1,2, 幸 龍三郎 2, 工藤 藤美 2, 柴田 宗彦 2, 
山口 憲孝 1, 高野 博之 1, 真鍋 一郎 2（1千葉大院薬 , 2千
葉大院医）

17:06
22N-pm19	 酸化ストレス誘導性パータナトスにおける多機能分

子 p62/SQSTM1 の新たな機能的役割
○鈴木 碧 1, 平田 祐介 1, 野口 拓也 1, 松沢 厚 1（1東北
大・院薬・衛生化学）

17:18
22N-pm20S	 樹木由来の和精油が脂肪細胞の分化に与える影響

○山口 れな 1, 石橋 賢一 1, 福勢 慶昭 2, 厚味 厳一 1（1帝
京大薬 , 2ラピアス電機株式会社）

17:30
22N-pm21S	 発生段階に応じたマウス心筋細胞の収縮機能解析

○佐野 優介 1, 鈴木 結衣 1, 山口 賢彦 1, 児玉 昌美 2, 
古川 哲史 3, 坂本 多穗 1, 黒川 洵子 1（1静岡県立大学
薬学部生体情報分子解析学分野 , 2東京大学定量生命
科学研究所 , 3東京医科歯科大学難治疾患研究所）

17:42
22N-pm22	 ステアリン酸が引き起こす脂肪細胞での小胞体スト

レス応答と膜リン脂質の変化
○武田 剛寛 1, 石橋 賢一 1, 宮下 眞野 1, 望月 悠莉 1, 
石井 育夫 1, 厚味 厳一 1（1帝京大薬）

3月 22日（金）　午前
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

免疫② 
杉本 幸彦（熊本大院薬） 

9:30
22O-am01S	 補中益気湯が活性化する内在性制御性T細胞につい

て
○柘植 厚志 1, 武藤 悟史 1, 矢倉 唯 1, 日坂 真輔 1, 能勢 
充彦 1（1名城大薬）

9:42
22O-am02	 グルテンの経口投与は種々の加水分解コムギ末によ

る経皮感作マウスにアレルギー反応を誘導する
○徳満 大樹 1, 大日方 翔太朗 1, 佐々木 和美 2, 中村 
政志 3,4, 山下 弘高 1,5, 松永 佳世子 3, 稲垣 直樹 1,5, 田中 
宏幸 1,5（1岐阜薬大 , 2( 独 ) 製品評価技術基盤機構 , 3藤
田医大医 , 4ホーユー ( 株 ) 総合研究所 , 5岐阜大院連
合創薬）

9:54
22O-am03	 ヒト単球細胞株THP-1 における EP4 受容体 -

ｃ AMPシグナル伝達経路を介したリポキシンA4受
容体ALXの発現誘導
○松岡 功 1, 猪野 果珠美 1, 吉田 一貴 1, 伊藤 政明 1（1高
崎健康福祉大薬）

10:06
22O-am04S	 喘息時の気道局所における PGD2産生の亢進および

その気道過敏性形成における役割
○河島 史歩 1, 上田 千裕 1, 神野 奈緒子 1, 須藤 航 1, 
酒井 寛泰 2, 千葉 義彦 1（1星薬大 生理分子科学 , 2星
薬大 生体分子薬理学研究室）

10:18
22O-am05S	 長時間	prostaglandin	D2	処置によるDP1受容体 -p38

活性化を介した気管支平滑筋過敏性の誘導
○須藤 航 1, 河島 史歩 1, 酒井 寛泰 2, 千葉 義彦 1（1星
薬大 生理分子科学 , 2星薬大 生体分子薬理学研究室）

10:30
22O-am06S	 喘息マウスの摘出気管支平滑筋収縮反応性に及ぼす

cyclooxygenase 阻害薬の効果
○矢形 真奈美 1, 土山 実紗規 1, 須藤 航 1, 花崎 元彦 2, 
片山 浩 3, 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・生体分子薬理学）

免疫③ 
黒羽子 孝太（静岡県大薬） 

10:42
22O-am07S	 アレルギー性喘息モデルマウスの気管支平滑筋にお

ける PACAP受容体Adcyap1r1 発現の減少
○上田 千裕 1, 神野 奈緒子 1, 須藤 航 1, 平林 敬浩 2, 
竹ノ谷 文子 1, 塩田 清二 2, 髙﨑 一朗 3, 酒井 寛泰 4, 
千葉 義彦 1（1星薬大・生理分子科学 , 2星薬大・ペプ
チド研 , 3富山大・院・工・生体情報薬理 , 4星薬大・
生体分子薬理学）

10:54
22O-am08	 脂質代謝異常を有する骨髄由来肥満細胞におけるコ

レステロール含量と細胞膜流動性の脱顆粒率低下へ
の影響
○美尾 優希 1, 藤井 理紗子 1, 後藤 淑美 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　生化）

11:06
22O-am09	 粘膜型および組織型マスト細胞における P2X4 受容

体を介する脱顆粒反応の調節
○吉田 一貴 1, 伊藤 政明 1, 古田 和幸 2, 田中 智之 3, 
松岡 功 1（1高崎健康福祉大学薬 , 2岡山大院医歯薬 , 
3京都薬大）

11:18
22O-am10S	 マクロファージ活性化による炎症性サイトカイン産

生へのTRPチャネル阻害薬の効果
○那須 恵理香 1, 篠原 佑璃亜 1, 久米 保乃香 1, 月本 
光俊 1（1東京理大薬）

11:30
22O-am11S	 骨髄由来免疫抑制細胞の分化および機能における

TRPV4 チャネルの関与
○山元 萌雅 1, 月本 光俊 1（1東京理大薬）

3月 22日（金）　午後
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

薬物代謝 
長浜 正巳（明治薬大） 

13:30
22O-pm01S	 グルクロン酸抱合活性の種差を考慮したフタル酸ジ

ブチル経口投与後の生理学的薬物動態モデルによる
ヒト体内動態予測
○水野 紗和 1, 三浦 智徳 1, 吉沢 愛映 1, 上原 正太郎 2, 
神矢 佑輔 1, 村山 典恵 1, 清水 万紀子 1, 末水 洋志 2, 
山崎 浩史 1（1昭和薬大 , 2実中研）

13:42
22O-pm02S	 マーモセット肝UDP- グルクロン酸転移酵素	(UGT)	

触媒機能のサルとヒトとの比較
○河村 秀 1, 村山 典恵 1, 小野関 駿佑 1, 石井 裕 1, 上原 
正太郎 1, 宇野 泰広 2, 生城 真一 3, 山崎 浩史 1（1昭和
薬大 , 2新日本科学 , 3富山県立大学）

13:54
22O-pm03	 UDP- グルクロン酸転移酵素の細胞質領域の機能評

価：小胞体局在化および活性発現における役割
○宮内 優 1, 黒原 健 1, 木村 茜 1, 藤本 景子 1, 廣田 
有子 1, Peter MACKENZIE2, 石井 祐次 3, 田中 
嘉孝 1（1九大院薬・細胞生物薬学 , 2フリンダース大・
医 , 3九大院薬・分子衛生薬学）
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14:06
22O-pm04S	 腎不全に伴う肝薬物代謝酵素発現の低下機構に関す

る解析
○菅井 琢也 1, 保坂 卓臣 1, 志津 怜太 1, 佐々木 崇光 1, 
吉成 浩一 1（1静岡県大薬）

14:18
22O-pm05S	 CYP3A4 の発現を指標とした肝機能亢進因子の探索；

栄養素に着目した解析
○木村 爵 1, 保坂 卓臣 1, 志津 怜太 1, 佐々木 崇光 1, 
吉成 浩一 1（1静岡県大薬）

14:30
22O-pm06	 CYP3Aヒト化マウスを用いたヒトCYP3A特異的な

薬物間相互作用の予測
○峰岸 元気 1, 山﨑 由貴 1, 奥谷 風香 1, 秋田 英万 1, 
香月 康宏 2,3, 小林 カオル 1（1千葉大院薬 , 2鳥取大染
色体工学セ , 3鳥取大院医）

内分泌 
石川 智久（静岡県大薬） 

14:42
22O-pm07S	 カロリー制限による脂肪細胞におけるミトコンドリ

ア機能亢進メカニズムの解析
○内田 理緒 1, 瀧 加菜里 1, 小林 正樹 1,2, 樋上 
賀一 1,2（1東京理大薬 , 2東京理大 TR センター）

14:54
22O-pm08S	 肥満症脂肪組織における新規肥満応答因子Wwp1 の

機能解析
○若澤 広樹 1, 星野 駿介 1,2, 古屋 和寛 1, 三浦 久実 1, 
小林 正樹 1,2, 樋上 賀一 1,2（1東理大薬 , 2東理大 TR セ）

15:06
22O-pm09	 四塩化炭素誘発性肝障害におけるOATP2A1 の役割

○島田 紘明 1, 橋本 凌太 1, 青木 彩 1, 川瀬 篤史 1, 岩城 
正宏 1（1近畿大薬）

15:18
22O-pm10	 α -TC 細胞におけるグルカゴン分泌の分子制御機構

と SGLT2 の意義
○宮本 理人 1, 中山 卓 1, 秦野 彩 1, 服部 真奈 1, 土橋 
有希 1, 土屋 浩一郎 1（1徳島大薬医薬品機能生化学）

15:30
22O-pm11S	 ノビレチンはインスリン分泌促進および膵β細胞保

護作用により糖尿病を改善させる
○多良 勇輝 1, 金子 雪子 1, 山本 萌絵 1, 青柳 有紀 1, 
秋山 季理子 1, 菅 敏幸 1, 石川 智久 1（1静岡県大薬）

15:42
22O-pm12S	 ddY マウスコロニーに見出された肥満抵抗性群にお

ける肝組織遺伝子発現とグリコーゲンおよびトリグ
リセリド代謝機能の解析
○大石 真琴 1, 井村 未来 1, 前田 利男 2, 田邊 由幸 1（1横
浜薬科大学・薬理学研究室 , 2静岡県立大学薬学部）

3月 23日（土）　午前
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

糖質、脂質 
板部 洋之（昭和大薬） 

9:30
23N-am01S	 低血糖の副作用を回避する新しい作用機序をもった

糖尿病治療薬の開発
○藤田 優香 1, 南 彰 1, 白鳥 眞子 1, 金子 雪子 1, 澤谷 
俊明 1, 大坪 忠宗 2, 池田 潔 2, 石川 智久 1, 鈴木 隆 1（1静
岡県大薬 , 2広島国際大薬）

9:42
23N-am02S	 シアリダーゼを可視化する新規蛍光イメージング剤

の開発
○田邊 桃子 1, 紅林 佑希 1, 高橋 忠伸 1, 大坪 忠宗 2, 
三浦 知美1, 藤田 優香1, 南 彰1, 池田 潔2, 鈴木 隆1（1静
岡県大薬 , 2広島国際大薬）

9:54
23N-am03S	 Non-Edg 型 LPA受容体 LPA4-6 及び GPR55 の作動

薬創製
○金藤 奨 1, 井上 飛鳥 1,2, 可野 邦行 1,3, 尾谷 優子 4, 
大和田 智彦 4, 青木 淳賢 1,3,5（1東北大院薬 , 2AMED-
PRIME, 3AMED-LEAP, 4東京大院薬 , 5AMED-
CREST）

23N-am04S	【演題取り下げ】

10:06
23N-am05	 SMS2 過剰発現によるGPx4 欠損新規細胞死抑制機構

における膜局在の重要性の検討
○熊谷 剛 1,2, 平澤 星蘭 1,2, 大矢 梨里香 1,2, 部坂 由衣 1, 
河合 美侑 1, 今井 浩孝 1,2（1北里大薬・衛生化学 , 
2AMED-CREST）

10:18
23N-am06	 脂質代謝におけるケトン体利用酵素の役割

○長谷川 晋也 1, 山崎 正博 1, 今井 正彦 1, 福井 哲也 1, 
高橋 典子 1（1星薬大）

転写・その他 
上野 光一（千葉大予防医学セ） 

10:42
23N-am07	 SITE-seq 法とオンラインツールを用いたゲノム編集

におけるオフターゲット効果の解析結果の比較と評価
○中村 公亮 1, 木俣 真弥 1, 秋本 智 1, 志波 優 2, 曽我 
慶介 1, 田中 さやか 2, 権藤 崇裕 3, 明石 良 3, 近藤 
一成 1（1国立衛研 , 2東京農大 , 3宮崎大）

10:54
23N-am08	 脊椎動物ゲノムのイントロンの１塩基解像度での比

較評価
○高島 卓斗 1（1東工大生命理工）

11:06
23N-am09S	 心血管病発症性差を決定する遺伝的背景の解析

○奥野 理菜 1, 三枝 香都貴 1, 橋口 丈晃 1, 坂本 多穗 1, 
山崎 泰広 1, 山口 賢彦 1, 中井 雄治 2, 黒川 洵子 1（1静
岡県大薬　生体情報分子解析 , 2弘前大　食料科学研）

11:18
23N-am10	 種々の化合物によるヒトDNA修復関連遺伝子プロ

モーター活性の誘導
○内海 文彰1, 濱田 裕司1, 織野 かおり1, 日下 萌菜美1, 
須藤 大介 1, 中野 友希 1（1東京理大薬）

3月 23日（土）　午後
N会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-A

修復・転写・その他 
佐藤 洋美（千葉大院薬） 

13:30
23N-pm01S	 ヌクレオチド除去修復阻害活性を有する低分子化合

物の同定
○福本 唯 1, 宮崎 由里圭 1, 上田 将信 1, 松浦 顕教 1, 
若杉 光生 1, 松永 司 1（1金沢大院医薬保）

13:42
23N-pm02S	 転写因子 GATA4 二量体形成をターゲットとした新

規心不全治療薬探索法の確立
○清水 聡史 1, 砂川 陽一 1,2,3, 刀坂 泰史 1,2,3, 宮崎 
雄輔 1,2,3, 船本 雅文 1,2, Sari NURMILA1, 清水 果奈 1, 
和田 啓道 2, 長谷川 浩二 1,2, 森本 達也 1,2,3（1静岡県大
院薬 , 2京都医療センター , 3静岡県立総合病院）

13:54
23N-pm03	 c-Abl	によるTIF1 γのリン酸化を介したTGF- βシ

グナル活性化メカニズムの解析
○幸 龍三郎 1,2, 山口 憲孝 1, 帯刀 隆 1, 真鍋 一郎 2, 
山口 直人 1（1千葉大院薬 , 2千葉大院医）

14:06
23N-pm04	 クラス IIa ヒストン脱アセチル化酵素とハンチントン

病関連因子HAP1 の相互作用
大村 隆之 1, 澤田 妙子 1, 中村 真也 1, 林 秀敏 1, 今川 
正良 1, 白根 道子 1, ○長田 茂宏 1,2（1名市大薬 , 2第一
薬大）

14:18
23N-pm05S	 心不全発症時における p300/BRG1 によるヒストンア

セチル化修飾部位の制御
○船本 雅文 1,2, 砂川 陽一 1,2,3, 刀坂 泰史 1,2,3, 清水 
果奈 1,2, 源平 麻衣 1, 宮崎 雄輔 1,2,3, Sari NURMILA1, 
清水 聡史 1, 和田 啓道 2, 長谷川 浩二 1,2, 森本 
達也 1,2,3（1静岡県大院薬 , 2京都医療センター , 3静岡
県立総合病院）

14:30
23N-pm06	 Gamma-glutamylcyclotransferase	(GGCT)	欠乏

で誘導される p21 発現上昇は乳癌細胞において
Prohibitin-2 を介して調節される
○谷口 恵香 1, 影山 進 2, 高木 寛子 1, 飯居 宏美 1, 芦原 
英司 3, 茶野 徳宏 4, 河内 明宏 2, 中田 晋 1（1京都薬大・
臨床腫瘍学 , 2滋賀医科大・泌尿器科学 , 3京都薬大・
病態生理学 , 4滋賀医科大・臨床検査医学）
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生体膜・オルガネラ・物質輸送 
清水 広介（浜松医大光尖端医学教育研究セ） 

14:42
23N-pm07S	 がん親和性付与を目的とした単球膜タンパク質搭載

リポソームの構築
○吉見 真太朗 1, 福田 達也 2, 田中 保 2, 小暮 
健太朗 2（1徳島大薬 , 2徳島大院医歯薬）

14:54
23N-pm08S	 ProteinA を用いた新規抗体修飾リポソーム調製法

○平田 悠真 1, 福田 達也 2, 田中 保 2, 真島 英司 3, 小暮 
健太朗 2（1徳島大薬 , 2徳島大院医歯薬 , 3プロテノバ
( 株 )）

15:06
23N-pm09	 リサイクリングエンドソーム局在性タンパク質

PPP1R12AによるYAPの活性化
○井上 智景 1, 向井 康治朗 2, 中山 淳 3, 仙波 憲太郎 3, 
田口 友彦 2, 新井 洋由 1,4（1東大院薬 , 2東北大院生命
科学 , 3早稲田大理工学術院 , 4AMED-CREST）

23N-pm10S	【演題取り下げ】

15:18
23N-pm11S	 ミトコンドリアカルシウムユニポーター複合体にお

けるコアサブユニットの化学量論比の決定
○渡辺 朗 1,2, 山本 武範 1,2, 前田 康輔 1,2, 山田 安希子 2, 
井戸 佑介 1, 寺田 弘 3, 篠原 康雄 1,2（1徳島大先端酵素
研 , 2徳島大院医歯薬 , 3新潟薬科大）

15:30
23N-pm12S	 脂肪細胞への分化に伴う油滴の蓄積に対するペルオ

キシソームの関与
○新田 侑生 1, 平山 早苗 1, 増子 みのり 1, 桜井 
光一 1（1北海道科学大薬）

脳・神経系（１） 
山口 拓（長崎国際大薬） 

15:54
23N-pm13S	 梨状皮質における睡眠時鋭波中の規則的な神経活動

○香取 和生 1, 池谷 裕二 1, 竹内 春樹 1（1東大院薬）

16:06
23N-pm14	 自己 / 傍分泌因子Neudesin による神経活性調節機構

の解明とKOマウス表現系解析
○迎 武紘 1, 柿木 一成 1, 後藤 春花 1, 太田 紘也 2, 増田 
有紀 1, 中山 嬉明 1, 伊藤 信行 3, 小西 周守 1（1神戸薬大 , 
2名大医 , 3京都大薬）

16:18
23N-pm15	 筋委縮性側索硬化症ALSの原因となるC9orf72 遺伝

子変異がもたらす細胞毒性の解析
○築地 仁美 1, 横川 美丹衣 1, 服部 光治 1（1名市大院薬・
病態生化学）

16:30
23N-pm16S	 ヒトアミロイドβ 1-42は細胞内 Zn 2+毒性を誘導する

が、ヒトアミロイドβ 1-40とラットアミロイドβ 1-42

は細胞内 Zn2+毒性を誘導しない
○江川 真子 1, 島谷 良太 1, 大根田 直矢 1, 玉野 春南 1, 
武田 厚司 1（1静岡県大薬）

16:42
23N-pm17	 リーリン欠損マウス脳の脂質組成変化と、その意義

に関する解析
○興梠 勝成 1, 水上 智晴 1, 周 春雨 1, 嶋中 雄太 2, 
河野 望 2, 池田 和貴 3, 新井 洋由 2, 有田 誠 3,4, 服部 
光治 1（1名市大院薬・病態生化学, 2東大院薬・衛生化学, 
3理研・IMS・メタボローム研究チーム , 4慶応大院薬・
代謝生理学）

16:54
23N-pm18S	 迷走神経を制御する新規GPCRの探索

○佐藤 悠喜飛 1, 可野 邦行 1,2, 菅野 真由 1, 青木 
淳賢 1,2（1東北大院薬分子細胞生化学 , 2AMED-LEAP）

脳・神経系（２）、細胞応答 
服部 光治（名市大薬） 

17:06
23N-pm19S	 マウスにおける退屈様行動の定量

○八幡 洋輔 1, 池谷 裕二 1（1東大院薬・薬品作用）

17:18
23N-pm20	 Prader-Willii	症候群由来 iPS 細胞の神経幹細胞、

ニューロン分化能の欠損
○添田 修平 1, 齋藤 僚 1, 藤田 典久 1, 谷浦 秀夫 1（1立
命館大薬）

17:30
23N-pm21	 末梢神経再生におけるT細胞機能の解析

○北條 寛典 1, 村田 裕香 1, 井上 枝里夏 1, 廣野 順介 1, 
中川 公恵 1, 長谷川 潤 1（1神戸薬大）

17:42
23N-pm22	 BDNF-Luc マウスを用いた近赤外発光が得られる新

規ルシフェラーゼ基質の比較検討
○福地 守 1, 萩原 なみ 1, 齊藤 亮平 2, 牧 
昌次郎 2, 三反崎 聖 3, 森 寿 4（1高崎健康福祉大薬 , 
分子神経科学 , 2電気通信大 , 情報理工学域 , 3高崎健
康福祉大薬 , 薬物毒性学 , 4富山大院医薬 , 分子神経
科学）

17:54
23N-pm23S	 黒質 AMPA受容体活性化は細胞内 Zn2+毒性を介し

パーキンソン病様運動障害を誘導する
○佐伯 奈々 1, 西尾 隆佑 1, 森岡 洋貴 1, 竹内 梓紗 1, 
玉野 春南 1, 武田 厚司 1（1静岡県大薬）

18:06
23N-pm24	 海馬メタロチオネインによる神経細胞内 Zn2+ホメオ

スタシスとその破綻
○玉野 春南 1, 鈴木 大貴 1, 橋本 若奈 1, 小池 勇太 1, 
武田 厚司 1（1静岡県大薬）

18:18
23N-pm25S	 リソソーム病におけるミクログリア極性転換の解析

○北口 眞大 1, 辻 大輔 1, 伊藤 孝司 1（1徳島大薬創薬
生命工学分野）

3月 23日（土）　午前
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

消化器・その他 
小林 恒雄（星薬大） 

9:30
23O-am01S	 糖尿病性血管障害時におけるイチョウ葉エキスの血

管弛緩メカニズム
○田野 育実 1, 田口 久美子 1, 川上 優花 1, 中島 花也 1, 
中田 麻美 2, 松本 貴之 1, 小林 恒雄 1（1星薬大薬 , 2常
盤植物化学研）

9:42
23O-am02S	 大腸炎関連がんの病態における血管新生の促進と温

度感受性TRPV4 の関連
○出口 あゆか 1, 松本 健次郎 1, 森田 茜 2, 中原 努 2, 
天ヶ瀬 紀久子 3, 富永 真琴 4, 加藤 伸一 1（1京都薬大　
薬物治療 , 2北里大薬　分子薬理 , 3立命館大薬 病態
薬理学研究室 , 4生理研　細胞生理研究部門）

9:54
23O-am03S	 腸粘膜傷害の修復・治癒におけるロイコトリエン

BLT2 受容体の役割
○松本 唯 1, 野口 岳寿 1, 山中 勇人 1, 松本 健次郎 1, 
天ヶ瀬 紀久子 2, 佐伯 和子 3, 横溝 岳彦 3, 加藤 
伸一 1（1京都薬大・病態薬科・薬物治療 , 2立命館大・
薬・病態薬理 , 3順天堂大・医・生化学第一）

10:06
23O-am04	 ワサビ辛味成分を用いた新規便秘モデルマウスの確

立と瀉下薬の薬効評価
○田部井 竣 1, 趙 春暁 1, 川上 舞 1, 小日向 紗季 1, 田嶋 
公人 1, 堀江 俊二 1（1城西国際大薬）

10:18
23O-am05	 漢方薬大建中湯によるラット胃粘膜血流増大の機序

解析	－温度感受性TRPV1 及び TRPA1 チャネルの
関与－
○内木 蓮 1, 吉久保 匡甫 1, 渡邉 裕斗 1, 大重 茉里奈 1, 
田嶋 公人 1, 堀江 俊治 1（1城西国際大薬）

10:30
23O-am06S	 細胞性粘菌産生化合物DIF-1 は GSK3 βのリン酸化

を阻害し，マウス肝星細胞の活性化を抑制する．
○古川 翔平 1,2, 大岡 央 1, 山口 桃生 1, 齊藤 真也 1,3, 
菊地 晴久 4, 大島 吉輝 4, 石川 智久 1（1静岡県大薬 , 2京
都薬品工業 , 3岡山理大獣医 , 4東北大院薬）

腎臓 
加藤 伸一（京都薬大） 

10:42
23O-am07S	 片腎摘出	2	型糖尿病モデルマウスにおける腎機能変

化に関する研究
○香取 瞳 1, 南川 沙貴 1, 柴田 佳太 1, 野部 浩司 1（1昭
和大薬）
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10:54
23O-am08	 食塩負荷 SHR-SP に対するDHA高含有魚油の腎機

能保護効果と包括的代謝物解析
○橋本 知明1, 河原﨑 正貴1, 千葉 洋祐1, 内尾 こずえ2, 
上原 誉志夫 3, 根本 直 4, 福岡 秀興 5, 橋本 務 1（1マル
ハニチロ中研 , 2医薬基盤・健康・栄養研 , 3共立女大 , 
4産総研 , 5早大）

11:06
23O-am09	 間質性膀胱炎モデルラットを用いた頻尿症状とキヌ

レニン経路の関連について
○土屋 絵莉子 1, 前田 琴美 2, 堀田 祐志 2, 片岡 智哉 3, 
前田 康博 2, 濱川 隆 3, 安井 孝周 3, 木村 和哲 2,3（1名
古屋市立大学薬学部、名市大薬 , 2名古屋市立大学大
学院薬学研究科、名市大院薬 , 3名古屋市立大学大学
院医学研究科、名市大院医）

11:18
23O-am10S	 Adriamycin 誘導性ネフローゼ症候群モデルに対する

微弱パルス電流及び温熱同時印加の効果
○寺本 啓祐 1,2, 連川 雄 1,2, 嘉村 美里 1,2, 加世田 将大 1,2, 
小嶋 遥 1, 桑水流 淳 1, 大町 紘平 1,2, 横田 翼 1, Mary 
Ann SUICO1, 首藤 剛 1, 甲斐 広文 1（1熊本大院薬 , 2熊
本大院 HIGO プログラム）

11:30
23O-am11	 小児期における不規則な生活が将来の性機能に及ぼ

す影響	‐慢性時差ボケモデルラットを用いた検討‐
○片岡 智哉 1, 日高 隼也 2, 堀田 祐志 2, 前田 康博 3, 
木村 和哲 1,2（1名市大院医 , 2名市大院薬 , 3藤田医大）

3月 23日（土）　午後
O会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　301-B

中枢・神経系③ 
中本 賀寿夫（神戸学院大薬） 

13:30
23O-pm01	 DHA―GPR40/FFAR1 シグナルの破綻がストレス誘

導性慢性疼痛を誘導する
○相澤 風花 1, 中本 賀寿夫 1, 平澤 明 2, 栗原 崇 3, 宮田 
篤郎 3, 徳山 尚吾 1（1神戸学院大・薬・臨床薬学 , 2京
都大院・薬・薬理ゲノミクス , 3鹿児島大院・医歯・
生体情報薬理）

13:42
23O-pm02S	 疾患モデルマウスを用いたカルボニルストレス性統

合失調症に関する研究
○木船 陽介 1, 小池 伸 1, 鈴木 俊宏 1, 石田 洋一 2, 鳥海 
和也 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）

13:54
23O-pm03S	 セロトニン 5-HT2A受容体刺激薬の抗うつ作用に関

する基礎的検討
○髙羽 里佳 1, 衣斐 大祐 1, 荒川 真夕 1, くのぎ 智子 1, 
細見 衣里 1, 間宮 隆吉 1, 平松 正行 1（1名城大薬　薬
品作用学研究室）

14:06
23O-pm04S	 AMPK活性化は嗅球摘出マウスにおいて海馬 PKCζ

/NF- κ B/BDNF/CREBを介して抗うつ効果を示す
○小平 貴代 1, 中川西 修 1, 髙橋 浩平 1, 根本 亙 1, 
佐久間 若菜 1, 丹野 孝一 1（1東北医薬大薬）

14:18
23O-pm05S	 頭部外傷後の脳ペリサイト PDGFRβシグナル阻害

は、pilocarpine けいれん発作の感受性を減弱させる
○坂井 研太 1, 髙田 芙友子 1, 冨永 一樹 1, 橋口 夏奈 1, 
安永 美保 1, 山内 淳史 1, 道具 伸也 1, 片岡 泰文 1（1福
岡大薬）

14:30
23O-pm06	 マウスモデルを用いたプラセボおよびノセボ反応条

件づけの開発と評価
青野 仁美 1, 藤原 友佳 1, 尾嶋 大喜 2, 山本 融 2, ○岸本 
泰司 1（1徳島文理大香川薬 , 2香川大医）

中枢・神経系④ 
萬谷 博（都健康長寿研） 

14:42
23O-pm07S	 C99 結合性多価型ペプチドによるAβ産生抑制効果

の検討
○佐藤 和佳 1, 高橋 美帆 1, 舟本 聡 2, 西川 喜代孝 1（1同
志社大院 生命医科 分子生命化学 , 2同志社大院 生命
医科 神経病理学）

14:54
23O-pm08S	 細胞外 Zn2+に依存したアミロイドβ 1-42の海馬歯状

回顆粒細胞への取込と細胞内 Zn2+毒性
○塩谷 あおい1, 大根田 直矢1, 天白 宗和1, 江川 真子1, 
玉野 春南 1, 武田 厚司 1（1静岡県大薬）

15:06
23O-pm09S	 漢方薬の人参養栄湯摂取はアミロイドβ 1-42脳室内投

与による海馬歯状回神経細胞死を改善する
○所 春奈 1, 古畑 龍 1, 田中 友紀乃 1, 玉野 春南 1, 武田 
厚司 1（1静岡県大薬）

15:18
23O-pm10S	 A β線維由来神経障害性アロディニアに関与する脊

髄後角第 II 層神経サブセットの同定
○田島 諒一 1, 古賀 啓祐 1, 渡邊 萌佳 1, 関根 美鈴 1, 
津田 誠 1（1九大院薬）

15:30
23O-pm11	 グリセルアルデヒド由来のAGEs 化βチュブリンの

異常重合と軸索伸長阻害について
○郡山 恵樹 1, 古川 絢子 1, 那須 隆斗 1, 竹内 正義 2（1鈴
鹿医療大薬 , 2金沢医科大）

15:42
23O-pm12S	 軸索再生に関与するMMPの同定と機能解析

○村田 裕香 1, 北條 寛典 1, 佐田 晴佳 1, 井上 枝里夏 1, 
中川 公恵 1, 長谷川 潤 1（1神戸薬大）

中枢・神経系⑤ 
小山 隆太（東大院薬） 

15:54
23O-pm13S	 ラット海馬において数分単位の経過時間を表象する

神経発火の解析
○鹿野 悠 1, 池谷 裕二 1, 佐々木 拓哉 1（1東大院薬）

16:06
23O-pm14S	 テルビウムドープガラスの蛍光を手がかりにした標

的パッチクランプ法
○岡本 和樹 1, 藤井 直樹 2, 蝦名 鉄平 3, 小西 邦昭 4, 
佐藤 由宇 1, 中野 利沙子 1, 日置 寛之 5, 山口 瞬 6, 竹内 
春樹 1, 湯本 潤司 4, 松崎 政紀 3, 池谷 裕二 1（1東大院薬 , 
2AGC, 3東大院医 , 4東大院理 , 5順天堂大医 , 6岐阜大
院医）

16:18
23O-pm15S	 扁桃体アドレナリンβ受容体活性化によるAβ 1-42

誘発扁桃体基底外側核 LTP減弱の回避
○伊藤 流星 1, 島谷 良太 1, 窪田 充泰 1, 藤瀬 祐貴 1, 
鈴木 美希 1, 玉野 春南 1, 武田 厚司 1（1静岡県大薬）

16:30
23O-pm16	 レプチンはD2受容体を介した腹側被蓋野ドパミン神

経の抑制を減弱させる
○小山 進 1, 村上 貴美 2, 遠城寺 宗近 2（1第一薬科大学、
薬物治療学分野 , 2福岡大学薬学部、臨床薬物治療学
教室）

16:42
23O-pm17	 ヒト iPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞移植に対す

るエストラジオール誘導体の影響
○西村 周泰 1,2, 高橋 淳 2（1京都薬大・統合薬科学系 , 
2京都大・iPS 細胞研）

16:54
23O-pm18S	 糖尿病態ラットの脳皮質におけるリアルタイムなNO

産生量の測定
○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）

皮膚・化学療法 
井上 敦子（福山大薬） 

17:06
23O-pm19S	 温度変化放射光X線回折による角層ラメラの相転移

と微細構造に対するスフィンゴミエリン合成酵素 2
の影響
○本間 希 1, 八田 一郎 2, 渡辺 研 3, 山下 匡 4, 岡崎 
俊朗 5, 徳留 嘉寛 1（1城西大院薬 , 2名古屋産業科学研 , 
3国立長寿医療研セ , 4麻布大獣 , 5金沢医大医）

17:18
23O-pm20S	 スフィンゴミエリン合成酵素 2欠損マウスの皮膚透

過性に対する皮膚温度の影響
○鈴木 紗歩 1, 本間 希 1, 渡辺 研 2, 山下 匡 3, 岡崎 
俊朗4, 徳留 嘉寛1（1城西大薬, 2国立長寿医療研セ, 3麻
布大獣医 , 4金沢医大医）

17:30
23O-pm21S	 オリーブ果実の搾りかす抽出物のHaCaT	細胞の酸化

ストレス緩和作用
○吉川 まどか 1, 八若 志帆 1, 山脇 裕美子 2, 水谷 
多惠子 2, 岡野 由利 2, 正木 仁 1,2（1東京工科大学 , 2株
式会社 CIEL）
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17:42
23O-pm22S	 シスプラチン誘発筋萎縮マウスにおけるユビキチン

遺伝子の発現増加
○月村 友香 1, 猪俣 茉耶 1, 鈴木 悠太 1, 竹内 滉人 1, 
原田 優衣 1, 里 史明 2, 今 理紗子 1, 五十嵐 信智 1, 山田 
岳史 3, 亀井 淳三 1, 酒井 寛泰 1（1星薬大 生体分子薬
理学 , 2星薬大 疾患病態解析学 , 3日医大　消化器外
科）

17:54
23O-pm23S	 シスプラチン誘発筋萎縮時のユビキチン遺伝子発現

増加におけ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, 里 史明 2, 鈴木 悠太 1, 竹内 
滉人 1, 原田 優衣 1, 今 理紗子 1, 五十嵐 信智 1, 山田 
岳史 3, 亀井 淳三 1, 酒井 寛泰 1（1星薬大　生体分子
薬理学 , 2星薬大　疾患病態解析学 , 3日医大　消化器
外科）

18:06
23O-pm24S	 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤MS-275 ががん細胞

の血管外遊走に与える影響の解析
○樫尾 泰斗 1, 石破 亮祐 1, 森田 真綾 1, 木下 真由美 1, 
小山 正平 2, 鈴木 亮 3, 吉岡 靖雄 4, 青枝 大貴 4, 岡田 
欣晃 1, 土井 健史 1（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3帝京大薬 , 
4阪大微研）

3月 23日（土）　午前
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

ストレス・老化 
香月 博志（熊本大院薬） 

9:30
23P-am01S	 イグサ成分 Effusol によるストレス性CA1	LTP 障害

の阻止
○佐藤 祐一 1, 村上 拓 1, 鈴木 美希 1, 玉野 春南 1, 武田 
厚司 1（1静岡県大院薬）

9:42
23P-am02	 幼若期ストレスがCCKR2tg マウスの学習記憶に及ぼ

す影響
○永田 翔吾 1, 間宮 隆吉 1,2,3, 齋藤 大地 1, 唐 亜平 3, 
衣斐 大祐 1, 鍋島 俊隆 1,2,4, 平松 正行 1,2（1名城大・薬・
薬品作用 , 2NPO・J-DO, 3ルイジアナ州立大・ヘルス
サイエンスセ , 4藤田医科大・院・医療科学・先進診
断システム探索）

9:54
23P-am03	 海馬 CA1 錐体細胞内 Zn2+レベルの増加は水浸スト

レス負荷後のインビボ LTPを障害する
○鈴木 美希1, 待寺 りさ子1, 田村 公太郎1, 玉野 春南1, 
武田 厚司 1（1静岡県大薬）

10:06
23P-am04S	 加圧培養環境下における 3T3-L1 細胞分化誘導への影

響
○土橋 有希 1, 宮本 理人 1, 庄野 正行 2, 土屋 
浩一郎 1（1徳島大 薬 医薬品機能生化学 , 2徳島大 医 
総研支援セ）

10:18
23P-am05S	 皮膚組織における血管構築の規則性と加齢に伴う破綻

○高島 さつき 1,2, 鈴木 真理子 1, 森山 麻里子 3, 市橋 
正光 2, 岡本 正志 2, 依馬 正次 4, 森山 博由 3, 水谷 
健一 1（1神戸学院大院薬　幹細胞生物学研究室 , 2神
戸学院大薬　生化学研究室 , 3近畿大学　薬学総合研 , 
4滋賀医科大　動物生命科学研セ）

10:30
23P-am06	 加齢による微小管のアクロレイン化亢進と機能阻害

○植村 武史 1, 渡辺 健太 2, 鈴木 健裕 3, 堂前 直 3, 
戸井田 敏彦 2, 五十嵐 一衛 1,2（1アミンファーマ研 , 2千
葉大院薬 , 3理化学研究所）

免疫・生体防御（３） 
川島 博人（千葉大院薬） 

10:42
23P-am07	 ステロイド受容体活性化補助因子 SRC2 および SRC3

はエピジェネティックな活性化制御を介してTh17
分化を促進する
○市山 健司 1, 田中 謙太郎 2, Dong CHEN3（1大阪大
学免疫学フロンティア研セ , 2九州大学大院医 , 3清華
大学免疫学研）

10:54
23P-am08S	 獲得免疫系の活性化に対するケラチノサイトにおけ

るHLA多型特異的なストレス応答の関与
○山田 悠士郎 1,2, 藤森 惣大 1,2, 青木 重樹 1,2, 伊藤 
晃成 1,2（1千葉大院薬 , 2生物薬剤学研究室）

11:06
23P-am09	 ケモカインCCL28 の欠損は IgAを介した粘膜免疫を

減弱させる
○松尾 一彦 1, 山本 真也 1, 長久保 大輔 2, 義江 修 3,4, 
中山 隆志 1（1近畿大薬 , 2姫路獨協大薬 , 3近畿大医 , 
4The Health and Kampo Institute）

11:18
23P-am10S	 CD103 陽性樹状細胞を標的としたCTL誘導ケモカイ

ンアジュバントの開発
○亀井 萌百 1, 松尾 一彦 1, 北畑 孝祐 1, 義江 修 2,3, 
中山 隆志 1（1近畿大薬 , 2近畿大医 , 3The Health 
and Kampo Institute）

11:30
23P-am11S	 免疫調節作用を有する腸内細菌由来脂質代謝物の探索

○小口 宙之 1,2, 磯部 洋輔 2, 白鳥 弘明 1, 高橋 大輔 1, 
有田 誠 1,2, 長谷 耕二 1（1慶應大薬 , 2理研 IMS）
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3月 22日（金）　午前
I会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　101

機能性化学物質 
根本 清光（東邦大薬） 

9:30
22I-am01S	 Krill	oil	含有自己乳化型製剤によるショウガ抽出物

の経口吸収性改善
○中澤 明日香 1, 荻野 水紀 1, 塩川 健一 2, 菊池 洋 2, 
世戸 考樹 1, 佐藤 秀行 1, 尾上 誠良 1（1静岡県大薬 , 2日
本予防医学研）

9:42
22I-am02	 国産もち麦「もっちりぼし」の長期摂取が健康寿命

に与える影響
○清水 千賀子 1, 脇田 義久 1, 木原 誠 2, 瀬川 修一 1, 
土屋 陽一 1, 鍋島 俊隆 3,4（1サッポロホールディングス, 
2サッポロビール , 3藤田医科大 , 4医薬品適正使用推
進機構）

9:54
22I-am03	 皮膚バリア機能を改善する 4糖ヒアルロン酸オリゴ

糖のCaco-2 細胞を用いた腸管吸収性の評価
○浅見 岳宏 1, 大川原 正喜 2, 又平 芳春 2, 徳留 
嘉寛 1（1城西大薬 , 2三生医薬）

10:06
22I-am04S	 新規非晶質クルクミンによる中性脂肪低下作用とそ

の機構の解析
○前北 光 1, 長野 一也 1,2, 今川 直樹 1, 平井 はるな 1, 
武田 真梨子 1, 中村 倫子 1, 中尾 友洋 1,3, 木下 圭剛 3, 
坂田 慎 3, 西野 雅之 3, 原田 和生 1,2, 平田 收正 1, 橘 
敬祐 1, 土井 健史 1, 辻野 博文 1, 東阪 和馬 1,2, 堤 
康央 1,2,4（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3三栄源 FFI, 4阪大
MEI セ）

10:18
22I-am05	 チオール基を介した細胞へのセレン取り込み

○森 亮輔 1, 林 里紗子 1, 吉田 さくら 1, 淵上 剛志 1, 
原武 衛 2, 中山 守雄 1（1長崎大院医歯薬 , 2崇城大薬）

10:30
22I-am06S	 Lansium	domesticum	葉部からの新規機能性成分の

探索研究
○北川 翔大 1, 松本 崇宏 1, Stephen TEO2, 穴井 佑佳 1, 
Haji SAPUAN BIN AHMAD2, 渡辺 徹志1（1京都薬大, 
2Forest Department Sarawak）

ナノトキシコロジー 
神野 透人（名城大薬） 

10:42
22I-am07S	 細胞性免疫が非晶質ナノシリカ誘導性の肝障害を増

悪する
○衛藤 舜一 1,2, 東阪 和馬 1,3, 越田 葵 1, 佐藤 建太 1, 
小椋 万生 1, 辻野 博文 1, 長野 一也 1,3, 堤 康央 1,3,4（1阪
大院薬 , 2阪大 IPBS, 3阪大院医 , 4阪大 MEI セ）

10:54
22I-am08S	 非晶質ナノシリカが精巣に及ぼす、エピジェネティッ

クな変異を介したハザード同定
○佐藤 建太 1, 東阪 和馬 1,2, 衛藤 舜一 1,3, 越田 葵 1, 
小椋 万生 1, 辻野 博文 1, 長野 一也 1,2, 堤 康央 1,2,4（1阪
大院薬 , 2阪大院医 , 3阪大 IPBS, 4阪大 MEI セ）

11:06
22I-am09S	 銀ナノ粒子の in	vitro 感作性評価

○越田 葵 1, 東阪 和馬 1,2, 衛藤 舜一 1,3, 佐藤 建太 1, 
小椋 万生 1, 辻野 博文 1, 長野 一也 1,2, 堤 康央 1,2,4（1阪
大院薬 , 2阪大院医 , 3阪大 IPBS, 4阪大 MEI セ）

11:18
22I-am10	 銀ナノ粒子のADMET解析に基づく、Amyloid β産

生の誘導機序の解明
○東阪 和馬 1,2, 笠原 淳平 2, 櫻井 美由紀 2, 辻野 博文 2, 
長野 一也 2, 堤 康央 2,3（1阪大院医 , 2阪大院薬 , 3阪
大 MEI セ）

11:30
22I-am11S	 単一粒子 ICP-MS 法の生体試料への適用による銀ナ

ノ粒子の生体内分布解析
○石坂 拓也 1, 長野 一也 1,2, 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 3, 稲寺 秀邦 3, 齋藤 滋 3,4, 東阪 和馬 1,2, 堤 
康央 1,2,5（1阪大院薬 , 2阪大院医 , 3富山大院医 , 4富
山大病院 , 5阪大 MEI セ）

3月 22日（金）　午後
I会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　101

有害無機化合物 
角 大悟（徳島文理大薬） 

13:30
22I-pm01	 有機水銀リアーゼ (MerB) を利用したメチル水銀の脱

メチル化による細胞毒性評価
○中山 俊介 1, 高根沢 義一 1, 中村 亮介 1, 曽根 有香 1, 
浦口 晋平 1, 足立 達美 2, 清野 正子 1（1北里大薬 , 2千
葉科学大薬）

13:42
22I-pm02	 水銀トランスポーターの有害元素及び微量元素輸送

に関する研究
○金子 莉子 1, 曽根 有香 1, 浦口 晋平 1, 中村 亮介 1, 
高根沢 康一 1, 清野 正子 1（1北里大薬）

13:54
22I-pm03S	 転写因子 RelB の活性化を介したメチル水銀による

TNF- α発現誘導機構
○金子 千華 1, 外山 喬士 1, 永沼 章 1, 黄 基旭 1（1東北
大院薬）

14:06
22I-pm04	 メチル水銀による神経細胞死とTNF受容体 3の関わ

り
○角田 洋平 1, 外山 喬士 1, 星 尚志 1, 永沼 章 1, 黄 
基旭 1（1東北大院薬）

14:18
22I-pm05S	 亜ヒ酸によるNrf2 を介した血管内皮細胞の線溶活性

抑制機構
○中野 毅 1, 高橋 勉 1, 恒岡 弥生 1, 篠田 陽 1, 鍜冶 
利幸 2, 藤原 泰之 1（1東京薬大薬 , 2東京理大薬）

14:30
22I-pm06	 メチル水銀曝露による脳内脂質代謝機構の解析

○依田 恵美子 1, 向田 汐里 1, 原 俊太郎 1（1昭和大薬）

水環境・空気環境 
川崎 直人（近畿大薬） 

14:42
22I-pm07	 農業用水と生活排水が主な水源である河川水中の医

薬品分析
○村橋 毅 1, 酒井 絢子 1, 樋口 敏幸 1（1日本薬大）

14:54
22I-pm08	 マイクロ流路システムを用いた水環境中のLegionella	

pneumophila の迅速 on-site モニタリング
○山口 進康 1, 徳永 佑亮 1, 後藤 聡子 2, 藤井 雄大 2, 
阪野 文哉 2, 枝川 亜希子 1（1大安研 , 2阪大院薬）

15:06
22I-pm09	 加熱式タバコの気化蒸気抽出物がマクロファージ様

細胞株の遺伝子発現に与える影響
○吉田 成一 1, 鳥羽 陽 2, 市瀬 孝道 1（1大分県看科大 , 
2金沢大院医薬保）

15:18
22I-pm10S	 九州北部のおける大気中のエンドトキシン、タンパ

ク質等と喘息発作との関連性について
○石田 朋子1, 植島 由希子1, 児玉 歩奈美1, 河瀬 裕美1, 
Mohammad　Shahriar KHAN1, 矢野 義孝 1, 山村 
由貴 2, 世良 暢之 2, 後藤 貴央 3, 平川 雅章 3, 島 正之 4, 
松本 崇宏 1, 渡辺 徹志 1（1京都薬大 , 2福岡県保健環
境研 , 3福岡徳州会病院薬 , 4兵庫医大）

15:30
22I-pm11S	 芳香族炭化水素受容体（AhR）による乳がん細胞の

ドキソルビシン感受性調節機構
○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）

環 境 ・ 衛 生 系 薬 学
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衛生化学一般１ 
山崎 正博（星薬大） 

15:42
22I-pm12	 メタボロミクス解析により明らかになったマンガン曝

露依存的なヒトアストロサイトのアミノ酸代謝異常
○岡本 誉士典 1, 加藤 皐紀 1, 青木 明 1, 植田 康次 1, 
神野 透人 1（1名城大薬）

15:54
22I-pm13	 フェナントロリン亜鉛錯体による内皮細胞選択的な

増殖の促進
○藤江 智也 1, 森 光弘 1, 原 崇人 1, 鍜冶 利幸 2, 山本 
千夏 1（1東邦大薬 , 2東京理大薬）

22I-pm14S	 【演題取り下げ】

16:06
22I-pm15	 ガドリニウムのオートファジー活性化と臓器への蓄

積性
○日下 智矢 1, 高根沢 康一 1, 中村 亮介 1, 曽根 有香 1, 
浦口 晋平 1, 清野 正子 1（1北里大薬）

16:18
22I-pm16S	 短鎖脂肪酸または長鎖脂肪酸を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
○織井 亮匡 1, 関口 皓太 1, 堤 正人 1, 望月 成美 1, 野瀬 
睦 1, 黒羽子 孝太 1, 今井 康之 1（1静岡県大薬）

16:30
22I-pm17S	 FITC誘導接触性皮膚炎モデルマウスを用いた抗原感

作を促進するエステル化合物の研究
○野瀬 睦 1, 織井 亮匡 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）

衛生化学一般２ 
高根沢 康一（北里大薬） 

16:54
22I-pm18S	 大気粉塵によるアレルギー性炎症の動物モデルの樹

立と免疫機序の解明
○長岡 瑞季 1, 小野寺 章 1, 竹村 彰人 1, 巡 悠介 1, 屋山 
勝俊 1, 井上 雅己 1, 角田 慎一 1, 河合 裕一 1（1神戸学
院大薬）

17:06
22I-pm19	 肥満細胞のアレルギー応答に及ぼすセレノメチオニ

ンの影響の解析
○荒川 友博 1, 大久保 春輝 1, 稲岡 淳 1, 奥野 智史 1, 
荻野 泰史 1, 上野 仁 1（1摂南大薬）

17:18
22I-pm20	 フルクトース過剰摂取が次世代に与える影響

○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）

17:30
22I-pm21	 紫外線照射によりケトプロフェンが惹起するリポ

ソーム膜内ラジカル反応と膜傷害
○岡崎 祥子 1, 有田 瑠名 1, 山田 瑠依 1, 竹元 めぐみ 1, 
庄篭 優佑 1, 平田 紋子 1, 竹下 啓蔵 1（1崇城大薬）

17:42
22I-pm22	 トランス脂肪酸特異的なDNA損傷応答の促進作用

機構の解明
○平田 祐介 1, 高橋 未来 1, 鈴木 沙季 1, 松井 稜祐 1, 
野口 拓也 1, 松沢 厚 1（1東北大院薬・衛生化学）

17:54
22I-pm23S	 Arginyltransferase	1 によるHIV感染阻害機構

○岡野 良祐 1, 岸本 直樹 2, 片多 綾 1, 髙宗 暢暁 3, 三隅 
将吾 2（1熊本大薬 , 2熊本大院薬 , 3熊本創生推進機構）

3月 23日（土）　午前
R会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　304

衛生化学一般３ 
青木 康展（国立環境研） 

9:30
23R-am01	 FGF19 による非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）

改善の新規分子メカニズム
○山田 真佑花 1, 土田 芽衣 1, 平田 祐介 1, 宮田 昌明 2, 
吉成 浩一 3, 野口 拓也 1, 松沢 厚 1（1東北大・院薬・
衛生化学 , 2水産大学校食品科学科 , 3静岡県立大・薬・
衛生分子毒性学）

9:42
23R-am02	 糖化産物中間体 dihydropyrazine	(DHP)	による

TLR4 経路を介した影響
○江﨑 円香 1, 石田 卓巳 1, 武知 進士 1（1崇城大薬）

9:54
23R-am03S	 エストロゲン応答性レポーターマウスを用いたエス

トロゲン作動性化学物質の非線形応答反応の検出
○國谷 昌毅 1, 古川 誠之 1, 永瀬 久光 1,2, 中西 剛 1（1岐
阜薬大 , 2岐阜医療科学大）

10:06
23R-am04	 ビスフェノール	A	の活性代謝物 (MBP) の曝露影響：

ERβの活性化を介した乳がん細胞の増殖促進
○平尾 雅代 1, 竹田 修三 1, 奥田 勝博 2, 瀧口 益史 1, 
吉原 新一 1（1広島国際大薬 , 2旭川医大）

10:18
23R-am05	 Morphine	の親電子性代謝物	Morphinone	のヒト肝

由来細胞株	HepG2	に対する細胞毒性
○松尾 康平 1, 舟橋 達也 2, 山野 茂 1（1福岡大薬 , 2松
山大薬）

10:30
23R-am06S	 合成カンナビノイド誘導体の合成とGC-MS/MSによ

る位置異性体識別法
○荒木 拡嗣 1, 氏家 瞭平 1, 瀬﨑 浩平 1, 牧野 宏章 2, 
松本 謙吾 3, 財津 桂 3, 田畑 英嗣 1, 忍足 鉄太 1, 夏苅 
英昭 4, 高橋 秀依 2（1帝京大薬 , 2東京理大薬 , 3名大医 , 
4東大院薬）
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3月 21日（木）　午前
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

医療薬科学・がん① 
近藤 昌夫（阪大院薬） 

9:30
21J-am01S	 PD-L1/PD-1 シグナル阻害能を付与した抗がんT細

胞医薬の創製と機能解析
○重松 知樹 1, 藤原 健人 1, 立花 雅史 1, 岡田 直貴 1（1阪
大院薬）

9:42
21J-am02S	 エルロチニブ耐性化機構における PGRMC1 の機能解

析
○林 穎 1, 東阪 和馬 1,2, 新谷 拓也 1,3, 花室 紗知代 1, 
泉沢 航平 1, 芳賀 優弥 1, 前田 真一郎 1,3, 辻野 博文 1, 
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）

9:54
21J-am03S	 膵臓がん細胞におけるオートファジーを介したエネ

ルギー代謝リプログラミング
○白鳥 麗香 1, 青木 重樹 1, 伊藤 晃成 1（1千葉大院薬）

10:06
21J-am04S	 癌遺伝子産物HER3 とMETを標的とした革新的ヒ

ト大腸癌治療に向けた研究
○山崎 晶貴 1, 原 雄大 1, 三宅 陸斗 1, 益子 高 1（1近畿
大薬）

10:18
21J-am05	 がん診断を目指したインタクトエクソソーム高感度

蛍光センシング材料の創製
森 貴翔 1, 片山 航 1, 清水 拓 1, 源 和晃 1, 森重 貴裕 1, 
高野 恵里 1, 北山 雄己哉 1, ○竹内 俊文 1（1神戸大院工）

10:30
21J-am06S	 ナノ DDSを基盤としたがん免疫療法開発における腫

瘍微小環境の免疫状態解析の有用性検証
○川上 今日子 1, 中村 孝司 1, 佐藤 悠介 1, 兵藤 守 2, 
畠山 浩人 3, 早川 芳宏 2, 原島 秀吉 1（1北大院薬 , 2愛
工大工 , 3千葉大院薬）

調剤薬局・在宅医療・地域医療① 
稲葉 一郎（薬局セントラルファーマシー長嶺） 

10:42
21J-am07	 へき地住民に必要な薬局薬剤師による医療サービス

○北岡 泰介 1, 宅間 大祐 1, 岩崎 裕昭 2, 濱田 
篤秀 1（1エール薬局 , 2阪神調剤ホールディング）

10:54
21J-am08	 認知症高齢者グループホームにおける薬剤師の関わ

りについての検討
○加藤 公康 1, 佐藤 栄子 1, 内山 千枝子 1, 大澤 斎 1（1ケ
ア調剤薬局）

11:06
21J-am09	 保険薬局からの情報提供で薬剤師外来と薬薬連携が

行なえた 1例
○吉田 啓太郎1, 大窪 典子2, 永崎 一樹1, 杉尾 由希子2, 
津曲 恭一 2, 北島 久義 2, 落合 晋介 3（1都城会営薬局 , 
2都城医療センター薬 , 3都城薬剤師会）

11:18
21J-am10S	 薬局における唾液検査の実施及び口腔セルフケアの

情報提供の有用性
○柴野 孝一 1, 岩田 紘樹 1,2, 岡﨑 光洋 3, 藤巻 弘太郎 4, 
小林 典子 1,2, 藤本 和子 1, 五島 朋幸 5, 山浦 克典 1,2（1慶
應大薬, 2慶應大薬局, 3東大院薬, 4ぶばいオハナ歯科, 
5ふれあい歯科ごとう）

11:30
21J-am11	 Pill	Questionnaire を用いたパーキンソン病患者の認

知機能調査
○彼杵 隆 1, 松岡 美智子 1, 吉見 智子 1, 奥田 若奈 1, 
岸本 美奈子 1, 荒木 理保 1, 磯貝 誠子 1, 井口 さゆり 1, 
浅野 和徳 2, 兼田 緑 2（1クオール薬局飾磨店 , 2クオー
ル株式会社　近畿第四事業部）

3月 21日（木）　午後
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

TDM、薬剤管理指導 
宮嶋 篤志（明治薬大） 

13:30
21J-pm01	 ヒト血漿中イトラコナゾールおよび代謝物濃度の同

時測定法とその臨床適用
○井元 優美 1, 見野 靖晃 1, 内藤 隆文 1, 小野 孝明 2, 
川上 純一 1（1浜松医大病院薬 , 2浜松医大医）

13:42
21J-pm02S	 日本人小児患者のアトモキセチン血中濃度を予測す

る簡便な体内動態モデルの開発
○野津 祐貴1, 清水 万紀子1, 太田 実樹1, 佐々木 達郎1, 
中野 彩音 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）

13:54
21J-pm03S	 蛋白漏出性胃腸症患者におけるタダラフィルの血清

蛋白結合率とキャリア蛋白に関する研究
○神谷 健太 1, 重冨 七海 1, 髙森 徹 1, 芳村 直樹 2, 小澤 
綾佳 2, 廣野 恵一 3, 市田 蕗子 3, 田口 雅登 1（1富山大
院薬 , 2富山大病院一外 , 3富山大病院小児）

14:06
21J-pm04	 改良 ACMIA法と CLIA法におけるタクロリムス測

定値の乖離に関する検討
松永 典子 1, ○鶴﨑 好美 1, 山田 真希子 1, 兒玉 幸修 1, 
佐々木 均 1, 北原 隆志 2（1長崎大病院薬 , 2山口大病
院薬）

14:18
21J-pm05	 薬剤管理指導業務充実へ向けての取り組み

○城野 修男 1, 松浪 有香 1, 谷口 嘉宏 1, 松岡 智美 1, 
上鶴 理佐 1, 中村 文美 1, 金子 昌平 1, 山内 一史 1, 坂上 
麻菜美 1, 中谷 健一 1, 谷垣 求 1, 村上 雅代 1, 伊藤 
優子 1（1市立貝塚病院薬剤部）

14:30
21J-pm06	 術前中止薬の再開時期と出血・梗塞イベントに関す

る検討 - 低用量アスピリンの後方視的調査 -
○三田村 佳奈 1, 片岡 智哉 2, 中村 大学 1, 三村 佳久 1, 
田崎 慶彦 1,2, 杉山 洋介 1,2, 木村 和哲 1,2（1名古屋市立
大学病院　薬剤部 , 2名古屋市立大学大学院医学研究
科　臨床薬剤学分野）

リスクマネージメント・その他 
高柳 和伸（倉敷中央病院薬） 

14:42
21J-pm07S	 エノキサパリン投与患者における静脈血栓塞栓症予

防実施票を用いた血栓発生リスクスコアのカットオ
フ値の算出
○赤嶺 聡彦 1,2, 高平 尚伸 3, 石山 悠香 4, 冨澤 淳 1, 
津田 晃司 2, 坂井 健太 2, 高橋 佳暉 2, 黒岩 政之 5, 厚田 
幸一郎 1,4（1北里大病院薬 , 2北里大医療系研究科 , 3北
里大病院整形外科 , 4北里大薬 , 5北里大病院麻酔科）

14:54
21J-pm08	 プレアボイド事例の診療科別傾向分析と対策

○野間 友一郎 1, 菅原 淳 1, 三宅 邦彦 1, 井野 千枝子 1, 
岩崎 芳幸 1, 飯田 剛広 1, 大倉 康 1（1なの花北海道）

15:06
21J-pm09	 入院前サポートセンターにおける薬剤師の取り組み

○辻井 佳代 1, 西田 佳苗 1, 鳥井 祥子 1, 福島 智子 1, 
松本 早織 1, 瀬名波 暢子 1, 小林 政彦 1（1大阪赤十字
病院薬）

15:18
21J-pm10S	 破骨細胞の活性・抑制におけるオートファジーの役

割に関する検討
○清水 健吾 1, 青木 重樹 1, 伊藤 晃成 1（1千葉大院薬）

15:30
21J-pm11	 MEPMの使用量に対する緑膿菌の感受性率、耐性化

率、耐性率の関係ついて
○北野 陽子 1, 長船 剛知 1, 鈴木 吉生 1, 佐藤 大央 2, 
萱沼 佑哉 2, 松本 雄介 1, 堀野 純子 2, 大場 岳彦 2, 正木 
幸善 2（1青梅市立総合病院薬 , 2青梅市立総合病院感
染制御チーム）

医 療 系 薬 学
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15:42
21J-pm12	 薬科大学における災害支援薬局車両モバイルファー

マシー導入と実際の支援活動を想定した評価
羽山 希 1, ○林 秀樹 1, 福田 純久 1, 上森 将吾 1, 生木 
庸寛 1, 山下 修司 1, 小原 道子 1, 杉山 正 1（1岐阜薬大）

社会薬学　社会薬学、レギュラトリーサイエンス 
寺町 ひとみ（岐阜薬大） 

15:54
21J-pm13S	 ベイジアンネットワークを用いた全国高校生の医薬

品使用行動の関連要因分析
○松山 卓矢 1, 堺 千紘 1, 舘 知也 1, 野口 義紘 1, 戸田 
有美 1, 古山 愛紗 1, 杉岡 まゆ子 1, 村山 あずさ 1, 井口 
和弘 1, 勝野 眞吾 1, 寺町 ひとみ 1（1岐阜薬大）

16:06
21J-pm14	 患者と対話するワークショップが保険薬局薬剤師の統

合失調症患者に対するスティグマ是正に及ぼす効果
○藤井 知郎 1, 半谷 眞七子 1, 亀井 浩行 1（1名城大薬）

16:18
21J-pm15S	 日本人の海外旅行先での薬局利用状況と訪日外国人

の日本での薬局利用状況の比較
○吉田 舞衣 1, 村重 勇輔 1, スミス 朋子 1, 楠瀬 
健昭 1（1大阪薬大）

16:30
21J-pm16	 医薬品添付文書における食物アレルギーに関する情

報提供について
○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, 池島 幸男 5, 市原 正人 5, 秋山 
卓美 1, 宮崎 玉樹 1, 山本 栄一 1, 伊豆津 健一 1, 五十嵐 
良明 1, 合田 幸広 1（1国立衛研 , 2岡山理科大獣医 , 3摂
南大薬 , 4日本ジェネリック製薬協会 , 5日本製薬団体
連合会）

16:42
21J-pm17	 緊急避妊薬レボノルゲストレルのレギュラトリー	サ

イエンス研究
○西村 ( 鈴木 ) 多美子 1（1就実大薬）

16:54
21J-pm18	 薬剤師の職能としてのアスリートへの服薬支援

○中島 理恵 1, 安部 恵 1, 小沼 直子 1, 女渕 翔太 1, 須賀 
夏子 1, 亀井 美和子 1（1日本大薬）

社会薬学　薬剤疫学・その他 
渡邊 美智留（横浜薬大） 

17:06
21J-pm19S	 抗てんかん薬によるスティーブンス・ジョンソン症

候群および中毒性表皮壊死症発症のリスク評価
○深澤 俊貴 1, 高橋 勇人 2, 種村 菜奈枝 1, 漆原 
尚巳 1（1慶應大院薬 , 2慶應大医）

17:18
21J-pm20	 介護老人保健施設における心血管系疾患の治療及び

予防に用いる薬剤の処方実態
○浜田 将太 1, 小島 太郎 2, 丸岡 弘治 3, 石井 伸弥 2, 
大河内 二郎 4, 秋下 雅弘 2（1医療経済研究機構 , 2東
大院医 , 3介護老人保健施設 横浜あおばの里 , 4介護
老人保健施設 竜間之郷）

17:30
21J-pm21S	 日本の高齢者における中枢神経系用薬のポリファー

マシーと脆弱性骨折の発症
○小原 依里 1, 坂東 義教 2, 吉田 知司 2, 大原 昌樹 3, 
桐野 豊 4, 飯原 なおみ 4（1徳島文理大薬学研究科 , 2徳
島文理大保健福祉 , 3綾川町国民健康保険陶病院 , 4徳
島文理大香川薬）

17:42
21J-pm22	 乾癬治療に用いられる抗体医薬品の安全性の比較　

－特に感染症について－
○小村 純子 1, 小林 哲 2（1摂南大薬 , 2国立衛研生物
薬品部）

17:54
21J-pm23	 介護職・薬局連携の取り組み～認知症カフェの有用

性～
○安野 嘉人 1, 宮川 道英 2, 谷本 篤史 3, 西村 龍馬 1（1ク
ラフト　さくら薬局 , 2クラフト　スマイル薬局 , 3ク
ラフト　尾辻薬局）

18:06
21J-pm24	 先天性代謝異常症に対する助成制度の調査報告

○此村 恵子 1,2, 田村 有梨 2（1科学院経済評価セ , 2明
治薬大）

3月 21日（木）　午前
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

コントロールドリリース 
佐久間 信至（摂南大薬） 

9:30
21P-am01S	 角膜移行性向上に適した細胞膜透過性ペプチド

(CPPs) の探索
○石田 怜司 1, 小山 裕貴 1, 松尾 崇雅 1, 榎本 裕志 1,2, 
本田 崇宏 1,2, 岡部 高明 1,2（1奈先大院 , 2参天製薬）

9:42
21P-am02S	 安全性向上を指向した	cyclosporine	A	封入	

UniORV®	製剤
○猪山 陽輔 1, 峯田 三寿々 2, 清 俊介 2, 平澤 亙 2, 又平 
芳春 2, 佐藤 秀行 1, 世戸 孝樹 1, 尾上 誠良 1（1静岡県
大薬院 , 2三生医薬株式会社）

9:54
21P-am03S	 [4+2] 環化付加Diels-Alder 反応を用いたリポソーム

の薬物放出制御法の開発
○甘中 健登 1, 佐野 紘平 1, 萩森 政頼 2, 山﨑 俊栄 1, 
宗兼 将之 1, 向 高弘 1（1神戸薬大 , 2長崎大院医歯薬）

10:06
21P-am04S	 乳酸・グリコール酸コポリマー‐マイクロスフェア

のボールミルを用いる溶媒フリー製造法
○額田 志信 1, 松本 昭博 1, 村上 正裕 1（1大阪大谷大薬）

10:18
21P-am05	 コアセルベートを基盤とする薬物担体開発（１）：シ

リンダー型ナノ構造を有するポリマー徐放基材の開
発
○岸村 顕広 1,2, 江頭 巧 1, 森 健 1,3, 片山 佳樹 1,2,3,4（1九
州大学大学院工学研究院 , 2九州大学分子システム科
学センター , 3九州大学未来化学創造センター , 4九州
大学先端医療イノベーションセンター）

10:30
21P-am06	 コアセルベートを基盤とする薬物担体開発（２）：タ

ンパク質を取り込む液状ポリマー基材の開発
○ケーシー ビプラブ 1, 森 健 1,2, 片山 佳樹 1,2,3,4, 岸村 
顕広 1,3（1九州大学大学院工学研究院 , 2九州大学未
来化学創造センター , 3九州大学分子システム科学セ
ンター , 4九州大学先端医療イノベーションセンター）

薬物間相互作用・その他 
伊藤 清美（武蔵野大薬） 

10:42
21P-am07	 サルおよび肝移植キメラマウスにおけるOATP1B 内

因性基質の血中濃度推移に対するリファンピシンお
よび胆汁分流の影響
○竹原 一成 1, 渡邉 伸明 1, 森 大輝 2, 安東 治 1, 楠原 
洋之 2（1第一三共株式会社 , 2東京大学大学院薬学系
研究科）

10:54
21P-am08S	 黒ショウガ中成分 5,7-dimethoxyflavone が CYP3A

の基質薬物midazolam の薬物動態に及ぼす影響
○柏田 真友美 1, 北岡 諭 1, 小山 裕也 1, 中石 沙穂 1, 
宮原 宥美 1, 池谷 奈津美 1, 田口 葉月 1, 桑原 未来輝 1, 
桂 響子 1（1星薬大薬動学研究室）

21P-am09	 【演題取り下げ】

11:06
21P-am10S	 妊娠中に cannabidiol を投与した際の胎児に対する安

全性に関する研究
○原田 翔平 1, 北岡 諭 1, 有海 正州 1, 石原 遥香 1, 高野 
聖也 1, 寺門 泉 1, 永井 友視 1, 西岡 真由 1, 落合 和 1（1星
薬大薬動学研究室）

11:18
21P-am11	 エチジウムブロマイド担持ナノダイヤモンドの細胞

毒性評価
○森 みずき 1, 高村 岳樹 1（1神奈工大工）
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3月 21日（木）　午後
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

ターゲティング１ 
鈴木 亮（帝京大薬） 

13:30
21P-pm01	 特異的標識法の開発に基づく血中内因性エキソソー

ムの体内動態解析
○高橋 有己 1, 松本 明宏 1, 山本 晶 1, 高倉 喜信 1（1京
大院薬）

13:42
21P-pm02S	 ニーマン・ピック病	C	型の肝腫大に対する肝標的ラ

クトース修飾シクロデキストリンの有効性および安
全性評価
○前田 有紀 1,2, 西山 怜奈 1, 小野寺 理沙子 3, 本山 
敬一 1, 東 大志 1,4, 山田 侑世 1, 石塚 洋一 1, 近藤 悠希 1, 
入江 徹美 1,2, 江良 拓実 5, 有馬 英俊 1,2（1熊本大院薬 , 
2熊本大学リーディング大学院 HIGO プログラム, 3熊
本大薬 , 4熊本大院先導機構 , 5熊本大発生医学研）

13:54
21P-pm03S	 膵癌深部への送達を目的とする微小な膵癌指向型リ

ポソーム製剤の開発
○菅 忠明 1, 内山 詩乃 1, 増田 智成 1, 萩森 政頼 1, 麓 
伸太郎 1, 川上 茂 1（1長崎大院医歯薬）

14:06
21P-pm04S	 標的分子を吸着して中和する多官能性リポソームの

開発
○平野 覚士 1, 小出 裕之 1, 井出 貴文 2, 濱島 義隆 2, 奥 
直人 1,3, 浅井 知浩 1（1静岡県大薬医薬生命 , 2静岡県
大薬医薬品創製 , 3帝京大薬）

14:18
21P-pm05S	 血栓に集積するFibrin 結合性ペプチド修飾リポソー

ムの開発
○山本 裕和 1, 柳田 洋翼 1, 小出 裕之 1, 奥 直人 1,2, 
浅井 知浩 1（1静岡県大院薬 , 2帝京大薬）

14:30
21P-pm06	 オートファジー誘導能を有するミトコンドリアDDS

の構築およびオートファジー誘導機構の検証
○山田 勇磨 1, 大工原 伸之輔 1, 西田 慶 2, 田村 篤志 2, 
由井 伸彦 2, 原島 秀吉 1（1北大院薬 , 2東京医科歯科大）

ターゲティング２ 
亀井 敬泰（神戸学院大薬） 

14:42
21P-pm07	 薬物の骨ターゲティングを目的としたデンドロン型

高分子ミセル製剤の開発
○山下 修吾 1,2, 勝見 英正 2, 田中 晶子 1, 湯谷 玲子 1, 
古林 呂之 1, 森下 将輝 2, 山本 昌 2, 坂根 稔康 1（1神戸
薬大 , 2京都薬大）

14:54
21P-pm08S	 Rolling	circle	amplification(RCA) 法により調製した

長鎖DNAを利用したDNAナノチューブの細胞取込
み特性の評価
○伊藤 公一 1, 刈屋 睦 1, 高橋 有己 1, 高倉 喜信 1（1京
大院薬）

15:06
21P-pm09S	 酸性ムコ多糖ベースの高分子プロドラッグ型ナノゲ

ルを担体とするプレドニゾロンの関節リウマチへの
適用
○水野 康平 1, 池内 由里 1, 服部 喜之 1, 大西 啓 1（1星
薬大）

15:18
21P-pm10S	 自己抗原修飾リポソームを用いた実験的自己免疫性

脳脊髄炎治療
○髙杉 昇平 1, 清水 広介 1,2, 阿形 寿規 1, 成田 雄大 1, 
奥 直人 1,3, 浅井 知浩 1（1静岡県大院薬, 2浜松医大, 3帝
京大薬）

15:30
21P-pm11S	 フルチカゾンプロピオン酸エステル含有のリポソー

ムの調製と安定性
○北田 里華 1, 跡部 一孝 1, 徳村 忠一 1（1徳島文理大
香川薬）

15:42
21P-pm12S	 後眼部疾患治療を目的とした核酸医薬封入リポソー

ム点眼製剤の有用性評価
○松宮 良祐 1, 西中 杏里 1, 有木 優太 1, 田原 耕平 1, 原 
英彰 1, 竹内 洋文 1（1岐阜薬大）

ターゲティング３・経皮吸収・粘膜吸収 
勝見 英正（京都薬大） 

15:54
21P-pm13S	 マンノース修飾によるCpGオリゴヌクレオチドデリ

バリーのための抗原提示細胞指向型ナノ構造化DNA
の開発
○廖 文卿 1,2, 赤平 紗貴子 2, 草森 浩輔 2, 原 倫太朗 2,3, 
和田 猛 2, 高橋 有己 1, 高倉 喜信 1, 西川 元也 2（1京大
院薬 , 2東京理大薬 , 3東京医科歯科大医歯学総合）

16:06
21P-pm14S	 SAXS を利用した同一配列を含む多足型DNA構造

体の三次元構造解析
○譚 萌萌 1,2, 高橋 夏樹 1, 藤井 翔太 3, 櫻井 和郎 3,4, 
草森 浩輔 2, 高橋 有己 1, 高倉 喜信 1, 西川 元也 2（1京
大院薬 , 2東京理大薬 , 3北九大国際環境工学 , 4理化
学研放射光科学研究センター）

16:18
21P-pm15S	 経皮投与した imiquimod のアジュバント活性に関す

る基礎的検討
○山咲 太希 1, 伊藤 沙耶美 1, 福井 裕毅 2, 間 久直 2, 
粟津 邦男 2,3,4, 立花 雅史 1, 岡田 直貴 1（1阪大院薬 , 2阪
大院工 , 3阪大院生命 , 4阪大 MEI セ）

16:30
21P-pm16S	 抗がん剤の細胞膜透過性に対するmucin 分子の抑制

効果
○宮崎 歌織 1, 岸本 久直 1, 藤澤 弘 1, 白坂 善之 1, 井上 
勝央 1（1東京薬大薬）

16:42
21P-pm17	 ナノ粒子物性がリンパシステム内動態に及ぼす影響：

リンパ流改変モデルマウスを用いた検証
○五味 昌樹 1, 櫻井 遊 1, 田中 浩揮 1, 三浦 尚也 1, 秋田 
新介 2, 山路 佳久 2, 三川 信之 2, 秋田 英万 1（1千葉大
院薬 , 2千葉大院医）

消化管吸収・代謝 
栄田 敏之（京都薬大） 

16:54
21P-pm19	 門脈およびリンパ管への薬物移行を考慮した消化管

吸収の評価
○定村 樹 1, 佐藤 夕紀 2, 武隈 洋 1, 菅原 満 1（1北大院
薬 , 2京大病院薬）

17:06
21P-pm20	 各種吸収促進剤のよる難吸収性薬物の消化管吸収性

改善並びにその吸収促進機構の解明
○木村 真子 1, 朝倉 萌々子 1, 鵜飼 裕紀 1, 森下 将輝 1, 
勝見 英正 1, 山本 昌 1（1京都薬大）

17:18
21P-pm21S	 Labrasol	及びその関連製剤による難吸収性薬物の消

化管吸収性改善ならびにその吸収促進機構の解明
○鵜飼 裕紀 1, 今西 絢子 1, 岩佐 一毅 1, 金田 彩花 1, 
出口 貴雅 1, 森下 将輝 1, 勝見 英正 1, 山本 昌 1（1京都
薬大）

17:30
21P-pm22	 DSS 誘発性潰瘍性大腸炎モデルラットにおける P- 糖

タンパク質の機能変動
○熊谷 茉歩 1, 石井 敬 1, 森本 かおり 1, 富田 幹雄 1（1東
北医薬大薬）

17:42
21P-pm23S	 アレルギー疾患の慢性化によるシトクロム P450 代謝

能への影響
○橋本 可那子 1, 谷野 公俊 1, 板東 徹 1, 岡田 祐奈 1, 
野尻 幸江 1, 上田 ゆかり 1, 櫻井 栄一 1（1徳島文理大薬）

17:54
21P-pm24S	 Ⅰ型アレルギー産生一酸化窒素によるシトクロム

P450 代謝抑制への肥満細胞の関与
○野尻 幸江 1, 谷野 公俊 1, 板東 徹 1, 岡田 祐奈 1, 上田 
ゆかり 1, 櫻井 栄一 1（1徳島文理大薬）

3月 22日（金）　午前
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

医薬品適正使用・その他 
島田 美樹（鳥取大病院薬） 

9:30
22J-am01	 スタチン製剤と抗血小板薬併用治療における目標

LDL-C 値の未到達患者の要因解析
○百 賢二 1, 安 武夫 1, 安井 寛 2, 黒田 誠一郎 1（1東大
医科研病薬 , 2東大医科研）
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9:42
22J-am02S	 開放性隅角緑内障患者に対する薬剤師の適切な指導

及びアドヒアランス向上のためツール開発
○南里 侑美 1, 水谷 怜子 1, 谷 雅子 1, 形部 宏文 1, 木村 
康浩 1, 二五田 基文 1, 新井 茂昭 1（1安田女大薬）

9:54
22J-am03	 心臓病センター榊原病院におけるアピキサバンの適

正使用について
○廣井 円香 1, 奥村 佳史 1, 森田 孝子 1（1心臓病セン
ター榊原病院薬剤部）

10:06
22J-am04	 国内における貼付剤の実態調査に関する文献検討

○福田 真佑 1, 日下 真咲代 1, 赤瀬 智子 1（1横浜市大）

10:18
22J-am05S	 細胞接着関連蛋白質による近位尿細管の上皮間葉転

換の抑制
○井阪 亮 1, 東阪 和馬 1,2, 竹谷 苑子 1, 石田 菜南 1, 
坂橋 優治 1, 山口 慎太郎 1, 藤尾 慈 1,2,3, 神出 計 2,3, 辻野 
博文 1, 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）

10:30
22J-am06	 関節リウマチ、がん疾患における血漿中プロカルボ

キシペプチダーゼＲ濃度について
○河村 剛至 1, 安野 伸浩 2, 田中 雅彦 3, 佐古 兼一 1, 
賀来 美和子1, 田口 真由実1, 松本 英里1, 宮内 可菜子1, 
松田 佳和 1（1日本薬科大学薬学部 , 2帝京大学医学部
附属病院薬剤部 , 3関越病院）

調剤薬局・在宅医療・地域医療② 
伊藤 由紀（スギヤマ薬品） 

10:42
22J-am07	 ベンゾジアゼピン受容体作動薬減薬時の薬局薬剤師

のサポートに関する検証
○伊藤 あゆみ 1, 辻 鈴美 1, 内野 友理 1, 中村 真理 1, 
谷井 真由美 1, 堺 貴輝 2, 安本 奈悠 2（1さくら薬局 , 2ク
ラフト）

10:54
22J-am08	 薬局薬剤師から医師への服薬情報提供書による処方

提案とその効果
○金子 絵里奈 1, 木原 太郎 1, 小柳 香織 1, 林田 諭 1, 
郡司 清志 1, 吉居 瞳 1, 鶴田 達也 1, 朝原 寛子 1, 川浪 
望恵 2, 都築 加奈 2, 高山 浩太朗 2, 高木 淳一 1, 小林 
大介 2, 川尻 雄大 2, 窪田 敏夫 3, 島添 隆雄 2, 田中 
泰三 1（1福岡市薬剤師会 , 2九大院薬 , 3第一薬大）

11:06
22J-am09	 「CKD患者へのNSAIDs 適正使用教育」がもたらし

た薬剤性腎障害のリスク低減と経済的効果～保険薬
局による地域交流を通して～
○渡邉 邦宏 1, 三井所 尊正 1, 大江 剛史 1, 木竹 孝亮 1, 
満生 清士 1（1オリーブ薬局）

11:18
22J-am10S	 中高年慢性疾患患者における服薬の生活化プロセス

に関する質的研究
○立矢 由佳 1, 佐藤 宏樹 2, 三木 晶子 2, 堀 里子 3, 澤田 
康文 2（1東大薬 , 2東大院薬 , 3慶應大薬）

11:30
22J-am11	 多職種連携における医療・介護従事者のコミュニケー

ション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, 松野 純男 4, 伊藤 栄次 4（1立命館大薬 , 
2奈良女大学院 , 3（一社）日本アンガーマネジメント
協会 , 4近畿大薬）

3月 22日（金）　午後
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

医療薬科学・がん② 
濱田 哲暢（国立がん研究セ） 

13:30
22J-pm01	 トリプルネガティブ乳癌の予後不良バイオマーカー

の探索
○皆川 貴美乃 1, セドキーナ アンナ 1, 熊井 俊夫 1, 
佐藤 工 1（1聖マリ医大）

13:42
22J-pm02S	 解糖系代謝酵素Glyoxalase	1 は Basal-like 型乳癌に

おいて高発現し、ALDH1 陽性乳癌幹細胞の生存に関
与する
○多森 翔馬 1,2, 野崎 優香 1,2, 本村 瞳 1,2, 翁長 朝太郎 1, 
佐藤 圭子 2,3, 原 泰志 4, 安部 良 4,5, 今井 美沙 6,7, 山本 
紘司 2,8, 佐藤 嗣道 1,2, 花輪 剛久 1,2, 吉森 篤史 9, 高澤 
涼子 1, 田沼 靖一 1,10, 秋本 和憲 1,2（1東京理大薬 , 2東
京理大 TR セ , 3東京理大理工 , 4東京理大生命医
科学研 , 5帝京大 SIRC, 6順天堂大医 , 7順天堂大院
JLRCDR, 8横浜市大医 , 9( 株 ) 理論創薬研 , 10東京理
大 RIST）

13:54
22J-pm03S	 PKC λと GLO	1 過剰発現乳癌患者は予後不良を示

し、両分子の阻害剤の併用は乳癌細胞の生存・tumor	
sphere 形成を抑制した
○本村 瞳 1,2, 多森 翔馬 1,2, 野崎 優香 1,2, 尾崎 綾栞 1, 
和氣 由布子 1, 高澤 涼子 1, 田沼 靖一 1, 花輪 剛久 1,2, 
真野 泰成 1,2, 長嶋 洋治 3, 宮城 洋平 4, 今井 美沙 5,6, 
山本 紘司 2,7, 佐藤 圭子 2,8, 秋本 和憲 1,2（1東京理大薬 , 
2東京理大 TR セ , 3東京女医大 , 4神奈川県がんセ , 5順
天堂大医 , 6順天堂大院 JLRCDR, 7横浜市大医 , 8東
京理大理工）

14:06
22J-pm04S	 膠芽腫においてリボゾームタンパク	RPS6	は	STAT3	

シグナルを介してがん幹細胞様細胞の発生に寄与する
○白川 裕貴 1, 山岡 道子 1, 伊藤 尚文 2, 太田 訓正 2, 
武笠 晃丈 2, 秀 拓一郎 3, 齋藤 秀之 1,4, 城野 博史 1,4（1熊
本大院薬 , 2熊本大医 , 3北里大医 , 4熊本大病院薬）

14:18
22J-pm05S	 卵巣癌における腫瘍抑制遺伝子CYLDの発現消失は

Akt シグナルを介した悪性化形質獲得の要因となる
○三宅 俊介 1, 金丸 歩美 1, 高野 佳奈子 1, 西郷 智香 2, 
本岡 大社 3, 本原 剛志 3, 齋藤 秀之 1,2, 城野 博史 1,2（1熊
本大院薬 , 2熊本大病院薬 , 3熊本大病院産婦）

14:30
22J-pm06S	 腎癌において糖鎖修飾は azurocidin の細胞外小胞へ

の搭載を促進し癌を悪性化させる。
○内藤 拓也 1, 神宮司 健太郎 1,2, 植田 幸嗣 3, 植村 
元秀 2, 長谷 拓明 1, 野々村 祝夫 2, 辻川 和丈 1（1阪大
院薬 , 2阪大院医 , 3がん研）

薬物治療（がん・個別化）・社会薬学（その他） 
大井 一弥（鈴鹿医療大薬） 

14:42
22J-pm07	 有害事象自発報告データベース（JADER）を用いた

TKI の副作用に関する検討
○永田 泳佶 1, 中山 敏光 1, 堤 大輔 1, 渡邉 文之 1, 林 
宏行 1（1日本大薬）

14:54
22J-pm08S	 抗 PD-1/PD-L1 抗体の体内動態の違いが薬効に及ぼ

す影響
○栗野 泰大 1, 畠山 浩人 1, 松田 玲子 1, 鈴木 博元 1, 
小久保 朋美 1, 照井 亜侑 1, 上原 知也 1, 荒野 泰 1, 樋坂 
章博 1（1千葉大院薬）

15:06
22J-pm09	 機械学習は臨床試験の解析にどの程度使えるのか：

複数臨床試験に由来する仮想大規模個人データにつ
いて非線形混合効果モデルによる解析との比較
○吉岡 英樹 1, 佐藤 洋美 1, 樋坂 章博 1（1千葉大院薬）

15:18
22J-pm10S	 ヒト iPS 細胞及びゲノム編集技術を用いたCYP2C19

の poor	metabolizer のモデル細胞の作製と創薬応用
○出口 清香 1, 山下 智起 2, 井貝 圭佑 2, 高山 和雄 1,2,3,4, 
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）

15:30
22J-pm11	 小児急性リンパ性白血病における高用量メトトレキ

サート投与時の薬物動態解析
○田中 庸一1, 浦山 ケビン2, 森 麻希子3, 長谷川 大輔4, 
赤羽 弘資 5, 太田 節雄 6, 真部 淳 4（1北里大薬 , 2成育
医療研センター社会医学研 , 3埼玉県立小児医療セン
ター血液・腫瘍科 , 4聖路加国際病院小児科 , 5山梨大
小児科 , 6帝京大ちば総合医療センター小児科）
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15:42
22J-pm12S	 学生研究者を対象とした倫理審査可否判定ツールの

開発
○篠崎 裕美 1, 南里 侑美 1, 水谷 怜子 1, 谷 雅子 1, 形部 
宏文 1, 木村 康浩 1, 二五田 基文 1, 新井 茂昭 1（1安田
女大薬）

薬物治療（基礎） 
崔 吉道（金沢大病院薬） 

15:54
22J-pm13	 肺胞上皮細胞に対するメトトレキサートの抗がん効

果と上皮間葉転換誘発作用の関連解析
○川見 昌史 1, 原田 梨紗子 1, 小島 崇路 2, 湯元 良子 1, 
高野 幹久 1（1広島大院医歯薬保 , 2広島大学薬学部）

16:06
22J-pm14S	 LGR5 レポーターヒト iPS 細胞の樹立とオルガノイド

培養技術への応用
○野元 隆我 1, 井貝 圭佑 2, 高山 和雄 1,2,3,4, 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）

16:18
22J-pm15	 質量分析計を用いた抗 PD-1 抗体薬の血中濃度分析法

の開発
○大内 麻由 1,2, 柳下 薫寛 1, 深堀 理 3, 後藤 悌 4, 濱田 
哲暢 1,2（1国立がん研究セ 基盤的臨床開発研究コア
セ 薬効試験部門 , 2熊本大院薬 , 3久留米大病院　が
ん集学治療セ , 4国立がん研究セ 中央病院）

16:30
22J-pm16	 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症に対するフェニル酪

酸ナトリウムの用法至適化のための臨床研究
○大坂 周平 1, 中野 聡 1,2, 佐分 雄祐 1, 平井 沙依子 2, 
箕輪 圭 2, 東 良紘 3, 渡辺 聡 4, 乾 あやの 5, 別所 一彦 6, 
楠原 洋之 1, 鈴木 光幸 2, 林 久允 1（1東大院薬 , 2順天
堂医, 3山口大医, 4長崎大医, 5済生会横浜市東部病院, 
6阪大医）

16:42
22J-pm17S	 ポリファーマシーがワルファリンカリウム服用中患

者の抗凝固療法の質に及ぼす影響の検討
○森上 怜也1, 村松 和可子1, 伊藤 都裕1, 高本 光次郎1, 
坂本 淳一 1, 水谷 美穂 1, 夏井 彩季 1, 石原 正治 2, 辻野 
健 1,2（1兵庫医療大薬 , 2兵庫医科大医）

16:54
22J-pm18S	 心房細動患者においてポリファーマシーが心原性脳

塞栓症や脳出血のリスクスコアに及ぼす影響の検討
○村松 和可子1, 森上 怜也1, 伊藤 都裕1, 高本 光次郎1, 
坂本 淳一 1, 水谷 美穂 1, 夏井 彩季 1, 石原 正治 2, 真鍋 
恵理 2, 辻野 健 1,2（1兵庫医療大薬 , 2兵庫医科大医）

薬物治療（基礎・臨床） 
荒木 拓也（群大院医） 

17:06
22J-pm19S	 心筋細胞肥大を指標とした心不全治療薬探索ハイス

ループットスクリーニングの確立
○茂木 光 1, 清水 聡史 1, 砂川 陽一 1,2,3, 船本 雅文 1,2, 
Sari NURMILA1, 清水 果奈 1,2, 宮﨑 雄輔 1,2,3, 刀坂 
泰史 1,2,3, 小郷 尚久 1, 浅井 章良 1, 和田 啓道 2, 長谷川 
浩二 1,2, 森本 達也 1,2,3（1静岡県大院薬 , 2京都医セ , 3静
岡県総病院）

17:18
22J-pm20	 個人に最適な糖尿病薬物治療　第 2報

○富岡 節子 1, 山﨑 勝弘 2（1いわき明星大　看護学部 , 
2いわき明星大　薬学部）

17:30
22J-pm21	 アセテートによる好中球細胞外トラップ形成の阻害

○大渕 絢子1, 河野 麻理2, 炬口 真理子1, 井本 しおん3, 
西郷 勝康 4, 山本 直樹 1（1姫路獨協大薬 , 2シスメッ
クスー研 , 3神戸常盤大保 , 4姫路獨協大看）

17:42
22J-pm22S	 大量メトトレキサート療法時の肝障害発現に及ぼす

フェブキソスタット併用の影響
○平松 駿一 1, 池村 健治 2, 篠木 優里 2, 俵 功 3, 岩本 
卓也 1,2, 片山 直之 3, 奥田 真弘 1,2（1三重大院医 臨床
薬剤学 , 2三重大病院薬 , 3三重大院医 血液・腫瘍内
科学）

17:54
22J-pm23S	 全身性エリテマトーデスに対する分子標的治療薬

Belimumab の有用性に関するメタ解析による評価
○吉島 千智 1, 鈴木 陽介 1, 田中 遼大 2, 小野 寛之 2, 
佐藤 雄己 2, 伊東 弘樹 2, 大野 恵子 1（1明治薬大 , 2大
分大病院薬）

18:06
22J-pm24S	 トルバプタン服用心不全患者の心不全病態に関する

後方視的観察研究
○大平 紗里 1, 峯 昌吾 1, 石井 貴浩 1, 川崎 洋平 2, 山口 
憲孝 1, 高野 博之 1（1千葉大院薬 , 2千葉大院医）

3月 22日（金）　午前
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

トランスポーター１ 
前田 和哉（東大院薬） 

9:30
22P-am01	 トランスポーター裏打ちタンパク質を利用した抗が

ん薬デリバリー効率の改善
○川瀬 篤史 1, 井上 裕太 1, 廣底 美保 1, 杉原 由華 1, 
島田 紘明 1, 岩城 正宏 1（1近畿大薬）

9:42
22P-am02S	 P- 糖タンパク質の基質となる薬物の消化管吸収性に

及ぼす各種	N- アシルアミノ酸及び	N- アシルタウリ
ンの影響
○荒田 竜佑 1, 元村 大基 1, 森下 将輝 1, 勝見 英正 1, 
山本 昌 1（1京都薬大）

9:54
22P-am03	 エンテロイドを用いた薬物排出トランスポーターの

機能解析
○小関 千尋 1, 石川 岳彦 1, 佐藤 夕紀 2, 武隈 洋 3, 菅原 
満 3（1北大薬 , 2京大病院薬 , 3北大院薬）

10:06
22P-am04	 Xenopus	laevis 	oocytes を用いたNiemann-Pick	C1-

Like	1	(NPC1L1)	発現系の最適化
○八木 沙織 1, 梨本 俊亮 2, 佐藤 夕紀 3, 鷲見 正人 4, 
武隈 洋 4, 菅原 満 4（1北大薬 , 2北大生命科学院 , 3京
大病院薬 , 4北大院薬）

10:18
22P-am05S	 SLC15A1/PEPT1 欠損ヒト iPS 細胞由来小腸上皮細

胞の作製
○河合 夏苗 1, 根来 亮介 2, 山下 智起 2, 高山 和雄 1,2,3,4, 
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）

10:30
22P-am06S	 抗てんかん薬 phenytoin のラット血液脳関門におけ

る排出輸送特性
○定村 龍太 1, 赤沼 伸乙 1, 久保 義行 1, 細谷 健一 1（1富
山大院薬）

トランスポーター２・分布 
中西 猛夫（金沢大院医薬保） 

10:42
22P-am07S	 ヒト有機アニオン輸送ポリペプチド	OATP1A2	の	

pH	依存的輸送特性
○森田 時生 1, 秋好 健志 1, 片岡 寛樹 1, 矢島 広大 1, 
今岡 鮎子 1, 片山 和浩 1, 杉本 芳一 1, 大谷 壽一 1（1慶
應義塾大学薬学部）

10:54
22P-am08	 ヒト SLC22A11 の胎盤特異的プロモーター領域の解析

○野口 幸希 1, 古郡 加奈子 1, 深澤 尚美 1, 西村 友宏 1, 
中島 恵美 1, 登美 斉俊 1（1慶應大薬）

11:06
22P-am09	 抗うつ病薬フルボキサミンに対する特異モノクロー

ナル抗体の作製及び免疫組織化学法の開発
○山本 祐太朗 1, 山本 雄大 1, 野中 竜稀 1, 齋田 哲也 1, 
進 正志 1（1崇城大）

11:18
22P-am10S	 マクロライド系抗菌薬の血管外液への移行性の比較

○加畑 輝彦 1, 河渕 真治 1, 伊藤 由佳子 1, 栄田 
敏之 1（1京都薬大）

11:30
22P-am11S	 抗 MRSA薬の血管外液への移行性の比較

○喜多 悠介 1, 河渕 真治 1, 伊藤 由佳子 1, 栄田 
敏之 1（1京都薬大）
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3月 22日（金）　午後
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

ADME, PK/PD・がん治療 DDS １ 
西田 孝洋（長崎大院医歯薬） 

13:30
22P-pm01	 漢方薬の薬物動態研究‐四物湯成分のターゲット及

びノンターゲット分析‐
○瀧山 幹奈 1, 松本 隆志 1, 水原 康晴 1, 渡辺 淳子 1, 
金子 篤 1（1ツムラ）

13:42
22P-pm02	 B 型肝炎ウイルス新規候補治療薬	4'-CN-2'-

deoxyguanosine	の急性肝傷害モデルラットにおける
体内動態解析
○橋本 麻衣 1, 田口 和明 2, 井本 修平 1, 山﨑 啓之 1,3, 
満屋 裕明 4,5,6, 小田切 優樹 1,3（1崇城大薬 , 2慶應大薬 , 
3崇城大 DDS 研 , 4国際医療研セ , 5アメリカ国立衛生
研 , 6熊本大医）

13:54
22P-pm03S	 5-fluorouracil 持続点滴投与による日内変動への影響

○松村 栄祐 1, 河渕 真治 1, 伊藤 由佳子 1, 栄田 
敏之 1（1京都薬大）

14:06
22P-pm04S	 ２型糖尿病モデルラットにおける SGLT2 阻害薬

canagliflozin の体内動態と血糖降下作用との関係
○足立 任 1, 今村 悠太 1, 桑津 明子 1, 山口 玲奈 1, 河渕 
真治 1, 伊藤 由佳子 1, 栄田 敏之 1（1京都薬大）

14:18
22P-pm05S	 SOX療法時の血漿中及び腫瘍中薬物濃度と腫瘍縮小

効果
○石井 恵嘉 1, 清水 優輝 1, 森 匡史 1, 河渕 真治 1, 伊藤 
由佳子 1, 栄田 敏之 1（1京都薬大）

14:30
22P-pm06	 光反応性金ナノロッドと熱応答凝集性ポリマーを組

み合せた新規がん治療法の開発
○佐野 紘平 1, 石田 有美 1, 高橋 勝史 1, 水上 達也 1, 
宗兼 将之 1, 山﨑 俊栄 1, 向 高弘 1（1神戸薬大）

がん治療 DDS ２ 
根岸 洋一（東京薬大薬） 

14:42
22P-pm07	 アップコンバージョンナノ粒子の水溶性改善と体内

動態制御
○毛利 浩太 1, 造田 真希 1, 向井 英史 1（1理研 BDR）

14:54
22P-pm08	 抗腫瘍免疫の正常化を目的とした脾臓および腫瘍組

織における炎症環境の同時改善：RISET	療法の提唱
○大東 昂良 1, 田中 浩揮 1, 土井 瑞貴 1, 三浦 尚也 1, 
櫻井 遊 1, 丹下 耕太 2, 中井 悠太 2, 吉岡 宏樹 2, 秋田 
英万 1（1千葉大学大学院薬学研究院 , 2日油株式会社
DDS 研究所）

15:06
22P-pm09S	 免疫賦活化核酸搭載脂質ナノ粒子による抗腫瘍メカ

ニズム解析
○宗像 理紗 1, 小俣 大樹 1, 谷本 佳彦 2, 長谷田 泰成 2, 
小山 正平 3, 吉岡 靖雄 2,4, 岡田 欣晃 4, 丸山 一雄 1, 
青枝 大貴 2, 鈴木 亮 1（1帝京大薬 , 2阪大微研 , 3阪大
院医 , 4阪大院薬）

15:18
22P-pm10S	 がん免疫療法におけるBCG菌体成分搭載脂質ナノ粒

子の全身投与型アジュバントとしての有用性
○増田 秀幸 1, 中村 孝司 1, 野間 洋輔 1, 原島 秀吉 1（1北
大院薬）

15:30
22P-pm11	 がんワクチン療法への適用を目的とした Interferon

γ搭載がん細胞由来 exosome	の開発
○仲川 直輝 1, 高橋 有己 1, 高倉 喜信 1（1京大院薬）

15:42
22P-pm12S	 レオウイルスによる癌関連線維芽細胞のアポトーシ

ス及びネクロプトーシス誘導に関する検討
○栗栖 望 1, 上撫 忠孝 1, 水口 裕之 1,2,3, 櫻井 文教 1（1阪
大院薬 , 2医薬健栄研 , 3阪大 MEI セ）

がん治療 DDS ３・遺伝子 DDS １ 
櫻井 文教（阪大院薬） 

15:54
22P-pm13S	 CAR-T 細胞機能に及ぼすCAR翻訳後修飾の影響

○今枝 啓輔 1, 藤原 健人 1, 鎌田 春彦 2, 立花 雅史 1, 
岡田 直貴 1（1阪大院薬 , 2医薬健栄研）

16:06
22P-pm14S	 薬物徐放粒子を取り込んだがん細胞 - 線維芽細胞 3次

元凝集体の作製
○新居 輝樹 1,2, 牧野 公子 2, 田畑 泰彦 1（1京大ウイル
ス・再生研 , 2東京理大薬）

16:18
22P-pm15S	 静脈内投与した間葉系幹細胞の肺移行回避を目的と

した細胞表面への PEG修飾
○髙山 幸也 1, 草森 浩輔 1, 西川 元也 1（1東京理大薬）

16:30
22P-pm16S	 細胞増殖制御法を応用した機能調節可能な細胞介在

型遺伝子治療法の開発
○辻村 真里 1, 草森 浩輔 1, 西川 元也 1（1東京理大薬）

16:42
22P-pm17S	 Nucleic	Acid	Delivery	System	based	on	disulfide	

unit
○ Zhaoma SHU1, Azumi OTA1, Iku TANAKA1, 
Seiichi TADA2, Hiroshi ABE1,2（1名大理院 , 2理研）

16:54
22P-pm18	 ssPalmE を足場とした細胞内環境応答性材料を基盤

としたRNAワクチンの開発
○アニンディタ ジェシカ 1, 館下 菜穂 1, 田中 浩揮 1, 
三浦 尚哉 1, 櫻井 遊 1, 丹下 耕太 2, 中井 悠太 2, 吉岡 
宏樹 2, 秋田 英万 1（1千葉大学大学院薬学研究院 , 2日
油株式会社 DDS 研究所）

遺伝子 DDS ２ 
高島 由季（東京薬大薬） 

17:06
22P-pm19S	 組織深部への siRNA送達を実現するタンパク質被覆

ナノカプセル
○木幡 愛 1, Hashim P. K.1, 大黒 耕 1, 相田 卓三 1（1東
大院工）

17:18
22P-pm20	 脂質ナノ粒子により送達された siRNAの細胞内挙動

に関する検討
○佐藤 悠介 1, 佐々木 宏輔 1, 橋場 一毅 1, 原島 
秀吉 1（1北大院薬）

17:30
22P-pm21S	 siRNA搭載脂質ナノ粒子の肝実質細胞移行メカニズ

ムの解明
○木浪 義之 1, 佐藤 悠介 1, 橋場 一毅 1, 原島 秀吉 1（1北
大院薬）

17:42
22P-pm22S	 肺に siRNAを送達するための静注用正電荷リポソー

ム製剤の組成検討
○玉置 響子 1, 尾﨑 惠一 2, 川野 久美 1, 大西 啓 1, 服部 
喜之 1（1星薬大・医療薬剤学 , 2大薬大・薬学教育研
究セ）

17:54
22P-pm23S	 正電荷コレステロール誘導体を用いて調製した葉酸

修飾 siRNAリポプレックスによるがん細胞における
遺伝子発現抑制効果
○清水 紗都乃 1, 大西 啓 1, 服部 喜之 1（1星薬大・医
療薬剤学）

18:06
22P-pm24S	 腎臓への圧力刺激を利用した遺伝子導入法：輸尿管

投与・腎動脈投与後の腎臓内遺伝子発現と空間分布
特性の解明
○大山 奈津子 1, 川口 真帆 1, 鶴丸 雅子 1, 萩森 政頼 1, 
川上 茂 1（1長崎大院医歯薬）

3月 23日（土）　午前
I会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　101

医療薬科学・病態モデル① 
平澤 典保（東北大院薬） 

9:30
23I-am01	 新生仔ラットにおける	NMDA	誘発網膜神経傷害後

に生じる網膜血管の傷害と新生過程：新規血管新生
モデルとしての可能性
○浅野 大樹 1, 外薗 雅生 1, 平野 奨悟 1, 森田 茜 1, 森 
麻美 1, 坂本 謙司 1, 中原 努 1（1北里大薬）

9:42
23I-am02S	 XX性分化疾患モデルマウスを用いた抗アンドロゲン

剤の生殖機能異常の回復効果の解析
○伊藤 圭祐 1, 目加田 京子 1, 西岡 康 1, 永瀬 久光 1,2, 
中西 剛 1（1岐阜薬大 , 2岐阜医療科学大）
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9:54
23I-am03S	 好中球が関節炎モデルマウスにおける乾燥皮膚の発

現に及ぼす影響
○五藤 健児 1, 平本 恵一 1, 大井 一弥 1（1鈴鹿医療大
院薬）

10:06
23I-am04S	 気管支喘息モデルマウスにおける気管支肺胞上皮幹

細胞（Bronchioalveolar	stem	cells	(BASCs))	の治療
効果の検討
○石井 聖人 1, 河野 資 1, 滝口 迪瑠 1, 柏原 若奈 1, 平泉 
花菜 1, 鈴木 涼平 1, 佐藤 美菜香 1, 宮坂 智充 1, 松尾 平 2, 
高柳 元明 1, 大野 勲 3, 高橋 知子 1（1東北医薬大薬 , 2徳
島文理大香川薬 , 3東北医薬大医）

10:18
23I-am05S	 気管支喘息における樹状細胞活性化の性差に関与す

る気道上皮細胞の役割
○川上 佳織 1, 宮坂 智充 1, 増田 千愛 1, 河野 資 1, 高柳 
元明 1, 高橋 知子 1, 大野 勲 2（1東北医薬大学薬 , 2東
北医薬大医）

10:30
23I-am06	 胎児発育遅延の新規動物モデルの確立 :	緩徐かつ持続

的な胎児への血流低下の再現
○小野田 淳人 1,2, 北瀬 悠磨 1, 辻雅 弘 3,4, 早川 昌弘 1, 
佐藤 義朗 1（1名古屋大学医学部 , 2学振特別研究員
PD, 3国立循環器病研究センター , 4京都女子大学家政
学部）

3月 23日（土）　午前
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

新薬・製剤・院内製剤・医薬品情報 
登美 斉俊（慶應大薬） 

9:30
23J-am01	 新規関節リウマチ抗体薬開発のためのキメラ抗体作

製
○山﨑 勤 1, 中川 周士 2, 新井 祐志 2, 久保 俊一 2, 中西 
徹 1（1就実大薬 , 2京都府医科大院医）

9:42
23J-am02	 経口製剤に対するAndersen	Cascade	Impactor での

評価：肺に到達する粒子は存在するか
○金子 千尋 1, 徳村 忠一 1（1徳島文理大学香川薬）

9:54
23J-am03	 調剤に使用した器具と機器表面に残留した乳糖量の

蒸発光散乱検出器を用いたHPLCによる測定
○村上 亜希穂 1, 栗田 拓朗 2, 中妻 章 1, 池田 博昭 1, 
二宮 昌樹 1, 徳村 忠一 1（1徳嶋文理大香川薬 , 2日本
薬大）

10:06
23J-am04	 生物学的同等性試験を行う上での諸問題についての

検討～モンテルカストチュアブル製剤を例として～
○廣田 徳子 1, 平山 広喜 2（1パンダ薬局 , 2フローラ
薬局）

10:18
23J-am05S	 高齢者のせん妄ケアに対するクエチアピン院内坐剤

の有用性
○行 成美 1, 落合 秀 1, 神原 諒 2, 早川 太朗 2, 河渕 
真治 1, 伊藤 由佳子 1, 中山 英夫 2, 栄田 敏之 1（1京都
薬大 , 2市立大津市民病院 薬剤部）

10:30
23J-am06	 文字入りQRコードを用いた吸入指導動画への誘導

による吸入療法の質向上の取り組み　最終報告
○小林 豊 1, 倉田 香織 2, 上路 彩芽 3, 鈴木 高弘 3, 伊丹 
一海 4, 渡邊 剛彦 5, 橋爪 敦弘 3, 土橋 朗 2, 北村 修 1（1富
士宮市立病院 , 2東京薬科大学 , 3日本調剤株式会社 , 
4株式会社タカラ , 5A・T コミュニケーションズ株式
会社）

調剤薬局・在宅医療・地域医療③ 
高田 勝利（成田赤十字病院薬） 

10:42
23J-am07	 滋賀県店舗における多剤併用患者の実態調査および

STTOPクライテリア該当薬剤の把握
○藤井 真吾 1, 小椋 祐二 1, 澤田 康信 1, 白川 滋大 1, 
田村 晴香 1, 佐生 健宏 1（1キリン堂薬局）

10:54
23J-am08	 保険薬局での疑義照会を通した薬学的介入の現状

○今堀 翔太 1, 泉 美桜 1, 大北 佳奈 1, 北村 里香 1, 佐生 
健宏 1, 西村 詩央里 1（1キリン堂薬局）

11:06
23J-am09	 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（Ⅵ）　－健康経営を目指す企業の社員
を対象とした健康支援－
○和田 侑子 1,2, 川上 昌毅 3, 國﨑 真弓 4, 高田 智生 1,2, 
円入 智子 1,2, 和田 佳子 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 , 3日立製作所 , 4日立ヘルスケアシステ
ムズ）

11:18
23J-am10	 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（Ⅶ）－骨密度が顕著に改善された 1
症例－
○円入 智子 1,2, 川上 昌毅 3, 國﨑 真弓 4, 和田 侑子 1,2, 
渡邊 知里 1, 下川 健一 1, 石井 文由 1（1明治薬大 , 2ウ
エルシア薬局 , 3日立製作所 , 4日立ヘルスケアシステ
ムズ）

11:30
23J-am11	 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（Ⅷ）－HbA1c が顕著に改善された 1
症例－
○渡邊 知里 1, 川上 昌毅 2, 國﨑 真弓 3, 和田 侑子 1,4, 
円入 智子 1,4, 下川 健一 1, 石井 文由 1（1明治薬大 , 2日
立製作所 , 3日立ヘルスケアシステムズ , 4ウエルシア
薬局）

3月 23日（土）　午後
J会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　102

薬物治療（臨床） 
西村 信弘（国際医福大薬） 

13:30
23J-pm01	 区域麻酔使用下の下肢手術における術後疼痛の比較

○大阿久 絢加 1, 岡田 慧 1, 髙橋 邦雄 1（1埼玉病院薬）

13:42
23J-pm02S	 医療・介護関連肺炎 (NHCAP) における誤嚥性肺炎の

治療抵抗性のリスク因子探索
○福田 萌美 1,2, 神山 紀子 1, 前田 真之 3, 河﨑 勉 4, 
猪股 克彦 2, 山元 俊憲 5, 向後 麻里 1（1昭和大学 薬学
部 臨床薬学講座 薬物治療学部門 , 2横浜市立みなと
赤十字病院 薬剤部 , 3昭和大学 薬学部 臨床薬学講座 
感染制御薬学部門 , 4横浜市立みなと赤十字病院 呼吸
器内科 , 5昭和大学 医学 ･ 医療振興財団）

13:54
23J-pm03	 ジゴキシン不応の胎児頻脈性不整脈患者に対するフ

レカイニドの有効性および血中濃度モニタリング
○若林 嘉代 1, 高塚 博一 1, 山崎 伸吾 1, 鈴木 貴明 1, 
石井 伊都子 1（1千葉大病院薬）

14:06
23J-pm04S	 Tolloid-like	1 欠損ヒト iPS 細胞株を用いた肝細胞分

化過程におけるTLL1	の機能解析
○木曾 歩美 1, 鳥羽 由希子 1, 井貝 圭佑 1, 高山 和雄 1,2,3, 
田中 靖人 4, 水口 裕之 1,2,5（1阪大院薬 , 2医薬健栄研 , 
3JST さきがけ , 4名市大医 , 5阪大 MEI セ）

14:18
23J-pm05	 シスプラチンによる腎障害はテルミサルタンの併用

により増悪する～BALB/c マウスを用いた検討～
○細田 敦規 1,2, 松本 吉生 1, 辻 琢己 1, 坂野 理絵 1, 
吉田 侑矢 1, 政道 修二 2, 河野 武幸 1（1摂南大薬 , 2大
阪南医療センター薬）

14:30
23J-pm06	 リゾリン脂質アシル転移酵素の肝臓特異的な高発現

が 2型糖尿病モデルマウスに与える影響の検討
○清水 かほり 1, 小野 萌 1, 三家本 武成 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）
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薬物治療（臨床・がん） 
神山 紀子（昭和大薬） 

14:42
23J-pm07S	 慢性呼吸器疾患患者における血中ビタミンD濃度と

健康関連QOLおよび病態との関連
○鈴木 裕也 1, 平井 啓太 1, 白井 敏博 2, 下村 建貴 1, 
良知 優花 1, 伊藤 邦彦 1（1静岡県大薬 , 2静岡県立総
合病院呼吸器内科）

14:54
23J-pm08	 脂肪酸添加はがん細胞のフェロトーシス感受性を亢

進させる
○日下部 大樹 1, 松岡 悠太 1,2, 山田 健一 1,2（1九大院薬 , 
2AMED-CREST）

15:06
23J-pm09S	 肺がん細胞の放射線抵抗性機序へのアデノシンA2B

受容体の関与
○北畠 和己 1, 鍜冶 利幸 1, 月本 光俊 1（1東京理大薬）

15:18
23J-pm10S	 抗 VEGFR2	CAR-T 細胞療法の in	vitro 安全性・有

効性評価系の構築
○我喜屋 良行 1, 藤原 健人 1, 竹中 聡 2, 濱田 健一郎 2, 
王谷 英達 2, 中井 翔 2, 安田 直弘 2, 立花 雅史 1, 岡田 
直貴 1（1阪大院薬 , 2阪大院医）

15:30
23J-pm11	 小細胞肺癌特異的に異常発現する Serine/Arginine	

Repetitive	Matrix	4(SRRM4) を標的としたアンチセ
ンス核酸医薬の開発
○辻 一希 1, 下條 正仁 1, 笠原 勇矢 1,2, 小比賀 聡 1,2（1阪
大　院薬 , 2医薬基盤健栄研）

15:42
23J-pm12	 癌遺伝子 BCR-ABL による統合的ストレス応答制御

機構
○加藤 優 1,2, 國政 和宏 1, 杉本 芳一 2, 冨田 章弘 1（1( 公
財 ) がん研・化療セ・ゲノム , 2慶應大・薬・化学療法）

医療薬科学・がん③ 
黄倉 崇（帝京大薬） 

15:54
23J-pm14S	 低酸素下におけるヒト膀胱がん細胞 253J-BV のシス

プラチン反応性
○中代 里美 1, 加藤 隆児 1, 井尻 好雄 1, 林 哲也 1（1大
阪薬大）

16:06
23J-pm15S	 エキソーム解析手法を用いた nicotinamide	

phosphoribosyltransferase 阻害剤に対するがん耐性
機構の解明
○荻野 暢子 1,2, 佐藤 聡 1, 内海 文彰 2, 田沼 靖一 3（1東
京理大薬・生化学 , 2東京理大薬・遺伝子制御学 , 3東
京理大総研院・ゲノム創薬科学）

16:18
23J-pm16S	 腎癌細胞外小胞はCD4+	T 細胞の増殖を抑制する。

○山雄 圭一1, 神宮司 健太郎2, 植田 幸嗣3, 植村 元秀4, 
長谷 拓明 2, 内藤 拓也 2, 野々村 祝夫 4, 辻川 和丈 2（1阪
大薬 , 2阪大院薬 , 3がん研 , 4阪大院医）

16:30
23J-pm17S	 DNA/RNA脱メチル化酵素ALKBH3 を分子標的と

した難治性癌に対する革新的創薬
○浦 芙弥 1, 小垣 孝弘 1, 長谷 拓明 1, 上田 裕子 1, 北惠 
郁緒里 1, 神宮寺 健太郎 1, 田中 明人 2, 馬渕 美幸 2, 
藤井 晋太郎 3, 東 雅之 3, 辻川 和丈 1（1阪大院薬 , 2兵
庫医療大薬 , 3薬学研究科構造展開ユニット）

16:42
23J-pm18S	 高リンパ節転移ヒト乳癌細胞株由来新規リンパ管新

生因子の探索
○百百 純里奈1, 池内 晶哉1, 三浦 眞今子1, 常田 百合1, 
松本 光史 2, 益子 高 3, 多田納 豊 1, 八木 秀樹 1（1国際
医福大薬 , 2塩野義製薬研 , 3近畿大薬）

医療薬科学・病態モデル② 
前田 和哉（東大院薬） 

16:54
23J-pm19	 PLATとANXA2 の多型は抗うつ薬治療感受性に関

与する
○谷口 彩 1, 稲嶺 達夫 1, 西脇 健三郎 2, 塚元 和弘 1（1長
崎大院医歯薬 , 2西脇病院）

17:06
23J-pm20	 RGS2 は H.	pylori 陽性の萎縮性胃炎の進行に関与する

○本田 依子 1, 田添 優奈 1, 稲嶺 達夫 1, 福田 大輔 2, 
磯本 一 3, 塚元 和弘 1（1長崎大院医歯薬 , 2福田外科
病院 , 3鳥取大・医）

17:18
23J-pm21	 肝臓 AhRによるコレステロール排泄制御機構

○和田 平 1, 斎藤 賢宏 1, 榛葉 繁紀 1（1日本大薬）

17:30
23J-pm22S	 GM2 ガングリオシド―シスに対する、AAVベクター

を用いた遺伝子治療法開発
○大西 恭弥 1, 辻 大輔 1,2, 渡邊 綾佑 2, 加守 虹穂 2, 
村松 慎一 3, 伊藤 孝司 1,2（1徳島大院薬 創薬生命工学
分野 , 2徳島大薬 , 3自治医大医）

17:42
23J-pm23S	 高タイター Cpf1 発現アデノウイルスベクターの作製

○塚本 智仁 1, 酒井 英子 1, 櫻井 文教 1, 水口 
裕之 1,2,3（1阪大院薬 , 2医薬健栄研 , 3阪大 MEI セ）

17:54
23J-pm24	 同腹仔の低アルカリフォスファターゼ症モデルマウ

スの重症度の違いついての報告
○及川 弘崇 1, 藤川 隆彦 1,2,3, 戸松 俊治 4（1鈴鹿医療
大 薬 , 2鈴鹿医療大 院 薬 , 3三重大 院　医 , 4デュポ
ン小児病院）

3月 23日（土）　午後
P会場　幕張メッセ　国際会議場　3F　302

医薬品製剤の試験・性状・安定性 
東 顕二郎（千葉大院薬） 

13:30
23P-pm01S	 小角 X線散乱測定とFMO-DPDシミュレーションに

よる脂質 /Cholesterol 混合二重膜における物性の解析
○新庄 永治 1, 奥脇 弘次 2, 土居 英男 2, 望月 祐志 2,3, 
古石 誉之 1, 福澤 薫 1,3, 米持 悦生 1（1星薬大 , 2立教
大理 , 3東大生研）

13:42
23P-pm02	 ドセタキセル非アルコール製剤における先発医薬品，

後発医薬品の化学的挙動の比較検討　―ドセタキセ
ルの希釈用溶媒の考察―
○小川 千晶 1, 矢田部 恵 1, 井上 元基 2, 谷地 豊 1, 足立 
茂 2, 伊藤 智夫 3（1NHO 東京医療センター薬 , 2明治
薬大 , 3北里大薬）

13:54
23P-pm03	 粉末吸入剤における新規空気力学的粒度分布測定方

法の開発
○宮本 佳保里 1, 秋田 智后 1, 山下 親正 1（1東理大院薬）

14:06
23P-pm04S	 調温調湿ステージを用いた低波数ラマン分光測定に

よる原薬結晶の微量評価
○伯 遼太朗 1, 大橋 健人 1, 田邊 佑太 1, 前野 祐介 2, 
久田 浩史 1, 深水 啓朗 1（1明治薬大学 , 2日産化学）

14:18
23P-pm05	 透過および後方散乱低波数ラマン分光法を用いた錠

剤中共結晶の定量性比較
○長田 拓美 1, 竹内 勇輝 1, 井上 元基 1, 久田 浩史 1, 
小出 達夫 2, 深水 啓朗 1（1明治薬大 , 2国立衛研）

14:30
23P-pm06S	 精製白糖・ポビドンヨード軟膏剤の製剤学的特性に

関する比較
○渡邊 祐太郎 1, 星野 拓也 1, 山本 佳久 2, 小出 達夫 3, 
深水 啓朗 1（1明治薬大 , 2帝京平成大薬 , 3国立衛研）

製剤の設計・製造１ 
米持 悦生（星薬大） 

14:42
23P-pm07S	 乾式複合化装置による非晶質化が薬物球形結晶の形

成に及ぼす影響
○宮本 晃樹 1, 近藤 啓太 1, 丹羽 敏幸 1（1名城大薬）

14:54
23P-pm08	 各種高分子基剤と糖アルコールを用いた加熱溶融混

錬押出法による非晶質固体分散体調製条件の最適化
検討
○西本 雄哉 1, 服部 祐介 1, 大塚 誠 1（1武蔵野大院薬）

15:06
23P-pm09	 近赤外分光法による粉砕工程におけるβデンプンの

非晶質化とゲルマトリックス錠からの薬物放出制御
の予測
高久 智美 1, 服部 祐介 1, ○大塚 誠 1（1武蔵野大薬）

15:18
23P-pm10	 ニフェジピン -ケトコナゾール間のコアモルファス形

成による溶解性改善に関する研究
○畑中 友太 1, 内山 博雅 1, 門田 和紀 1, 戸塚 裕一 1（1大
阪薬大）



– 114 –

医
療
系
薬
学

15:30
23P-pm11S	 Glibenclamide 非晶質ナノ粒子の調製条件がナノ粒子

の分子状態や物理的安定性に及ぼす影響
○森川 千佳子 1, 植田 圭祐 1, 東 顕二郎 1, 森部 
久仁一 1（1千葉大院・薬）

15:42
23P-pm12	 Quercetin 配糖体による薬物濃縮相の安定化メカニズ

ム解明
○高橋 寿実 1, 植田 圭祐 1, 東 顕二郎 1, 森部 
久仁一 1（1千葉大院・薬）

製剤の設計・製造２ 
大塚 誠（武蔵野大薬） 

15:54
23P-pm13	 FDM方式 3Dプリンター錠剤の品質に影響を与える

薬物含有ポリマーフィラメントの調製法（含浸法）
の検討と材料力学的評価
○桑田 絵里子 1, 伊藤 恵里奈 1, 林 直美 1, 田上 辰秋 1, 
酒井 紀人 2, 尾関 哲也 1（1名市大院薬 , 2日本合成化
学工業）

16:06
23P-pm14	 マンニトールを粉砕メディアとした種々の難溶性薬

物の微細化技術
○玉越 知樹 1, 川口 恵里奈 1, 後藤 瑛一 1, 田上 辰秋 1, 
尾関 哲也 1（1名市大院薬）

16:18
23P-pm15S	 Moisture	activated	dry	granulation	における水分添

加量の最適化検討
○石川 我汰 1, 高崎 宏 2, 和田 耕一 2, 古石 誉之 1, 福澤 
薫 1, 米持 悦生 1（1星薬大 , 2日本ベーリンガーインゲ
ルハイム）

16:30
23P-pm16S	 計算科学を用いたジソピラミドとフタル酸の複合体

結晶の結晶構造の予測
○岡本 有史 1, 古石 誉之 1, 福澤 薫 1, 米持 悦生 1（1星
薬科大学）

16:42
23P-pm17S	 イオン液体の錠剤結合剤としての応用検討

○角田 陽祐 1, 古石 誉之 1, 福澤 薫 1, Jittima 
CHATCHAWALSAISIN2, 米持 悦生1（1星薬大, 2チュ
ラロンコン大）

16:54
23P-pm18	 酒石酸とメグルミンからなるイオン液体が一硝酸イ

ソソルビドの経皮吸収性に与える影響
○田口 沙良 1, 古角 志保 1, 古石 誉之 1, 福澤 薫 1, 米持 
悦生 1（1星薬大）

消化管吸収・その他 
瀬田 康生（東京薬大薬） 

17:06
23P-pm19S	 水溶性高分子薬物の経口吸収性改善を目的とした粘

液透過性 PEG修飾リポソームの開発
○山添 絵理子 1, 田原 耕平 1, 竹内 洋文 1（1岐阜薬大）

17:18
23P-pm20	 オウゴン由来エキスに含まれる医薬品吸収促進成分

の発見
久田 美咲 1, 野田 翔太 1, 天野 剛志 1,2, ○廣明 
秀一 1,2（1名大院創薬 , 2BeCellBar）

17:30
23P-pm21	 機能性向上を指向した	quercetin	ナノ結晶固体分散

体製剤の開発
○徳吉 泰春 1, 猪山 陽輔 1, 世戸 孝樹 1, 佐藤 秀行 1, 
Robert K. PRUD'HOMME2, 尾上 誠良 1（1静岡県大薬 , 
2Princeton Univ.）

17:42
23P-pm22	 自己ミセル形成型固体分散体技術による	Tacrolimus	

の生物薬剤学的特性向上
○牧野 圭祐 1, 塚田 遼太 1, 世戸 孝樹 1, 佐藤 秀行 1, 
尾上 誠良 1（1静岡県大薬）

17:54
23P-pm23	 Improved	nutraceutical	properties	of	R- α -lipoic	

acid	via	liposomal	formulation
SHIMUL HALDER1, ○ SUJAN BANIK1, 
YASUHIKO MIBE2, SHINGO RIKIMURA2, KOICHI 
KUROMI2, YOSHIKI SETO1, HIDEYUKI SATO1, 
SATOMI ONOUE1（1University of Shizuoka, 
2BioMedCore, Inc.）

18:06
23P-pm24	 分子動力学計算による固体分散体中の

carbamazepine とα -glucosyl	rutin の相互作用部位
の評価
○馬 梟寒 1, 藤崎 彩花 2, 植田 圭祐 1, 東 顕二郎 1, 福澤 
薫 2, 米持 悦生 2, 森部 久仁一 1（1千葉大学大学院薬
学研究院　千葉大院薬 , 2星薬科大学　星薬大）
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3月 23日（土）　午前
I会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　101

薬学教育① 
大嶋 耐之（金城学院大薬） 

10:42
23I-am07	 代表的 8疾患の効果的実習に向けた実習前調査及び

実施状況調査に基づく検証（第 3報）
○岩田 紘樹 1,2, 鈴木 小夜 1, 地引 綾 1, 横山 雄太 1, 
河添 仁 1, 小林 典子 1,2, 藤本 和子 1, 早川 智久 1,3, 山浦 
克典 1,2, 望月 眞弓 1,3, 中村 智徳 1（1慶應大薬 , 2慶應
大薬局 , 3慶應大病院薬）

10:54
23I-am08	 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した

実務実習に向けた概略評価の先行導入：アウトカム
評価と教育効果向上のための提案
○横山 雄太 1, 鈴木 小夜 1, 河添 仁 1, 地引 綾 1, 中村 
智徳 1（1慶應大薬）

11:06
23I-am09	 改訂モデル・コアカリキュラム実務実習に向けた概

略評価の先行導入：慶應義塾大学における概略評価
の有用性と効果的実施・運用に向けた検討
○鈴木 小夜 1, 池淵 由香 2, 清宮 啓介 2, 地引 綾 1, 横山 
雄太 1, 河添 仁 1, 岩田 紘樹 1,3, 小林 典子 1,3, 藤本 和子 1, 
早川 智久 1,2, 津田 壮一郎 2, 別府 紀子 2, 山浦 克典 1,3, 
望月 眞弓 1,2, 中村 智徳 1（1慶應大薬 , 2慶應大病院薬 , 
3慶應大薬局）

11:18
23I-am10	 実務実習記録による評価に関する運用の工夫とその

検証
○地引 綾 1, 鈴木 小夜 1, 岩田 紘樹 1,2, 横山 雄太 1, 
河添 仁 1, 小林 典子 1,2, 藤本 和子 1, 早川 智久 1,3, 山浦 
克典 1,2, 望月 眞弓 1,3, 中村 智徳 1（1慶應大薬 , 2慶應
大薬局 , 3慶應大病院薬）

11:30
23I-am11	 慶應義塾大学公開講座「指導薬剤師のためのワーク

ショップ～薬局 - 病院 - 大学間の連携を考える」の成果
と 2019 年度実務実習説明会での新企画に関する報告
○中村 智徳 1, 地引 綾 1, 鈴木 小夜 1, 横山 雄太 1, 
岩田 紘樹 1,2, 河添 仁 1, 小林 典子 1, 藤本 和子 1, 山浦 
克典 1,2（1慶應大薬 , 2慶應大薬・薬局）

3月 23日（土）　午後
I会場　幕張メッセ　国際会議場　1F　101

薬学教育② 
小武家 優子（第一薬大地域医療薬学セ） 

13:30
23I-pm01	 名古屋市立大学薬学部の製剤学実習における味覚セ

ンサー導入の試み～第 8報～
○尾関 哲也 1, 竹内 堂朗 2, 梶屋 昌史 1, 中村 和哉 1, 
鯉江 真帆 1, 林 直美 1, 田上 辰秋 1, 川上 智子 3, 池崎 
秀和 3（1名市大院薬 , 2金城学院大薬 , 3インセント）

13:42
23I-pm02	 肥満関連遺伝子検査による一般市民の生活習慣改善

への試み　―東洋医学的体質を合わせた検討―
○池田 佳代 1, 細井 徹 1, 三浦 常代 2,3, 島崎 一郎 4, 
春日 真由 5, 高畑 真由子 5, 龍 春花 2, 幾田 美紀 2, 谷口 
智昭 2, 天崎 あゆみ 2, 吉井 美智子 1, 杉山 政則 6, 大谷 
純一 2, 若生 あき 5, 小澤 光一郎 1（1広島大院医歯薬
保　治療薬効学 , 2（一社）広島市薬剤師会　広島南
薬局 , 3（公社）広島県薬剤師会 , 4薬膳薬局 , 5（一財）
緑風会　緑風会薬局 , 6広島大院医歯薬保　未病・予
防医学共同研究講座）

13:54
23I-pm03	 初年次における学習記録継続率向上のための取り組

みと学業成績との関連
○武本 眞清 1, 木藤 聡一 1, 宮﨑 淳 1, 竹井 巌 1, 山崎 
眞津美 1, 内手 昇 1, 倉島 由紀子 1, 畑 友佳子 1, 中越 
元子 1（1北陸大薬）

14:06
23I-pm04	 セルフメディケーション推進を目的とした専門学校

におけるヘルスケア人材育成教育効果について
○伊藤 明紀 1（1東京医薬専門学校）

14:18
23I-pm05	 「ほめ」が薬学生の学習動機づけに及ぼす影響

○武田 直仁 1, 佐々木 麻那 1, 吉村 恭嗣 1, 田口 
忠緒 1（1名城大薬）

14:30
23I-pm06	 模擬医療面接における実務実習履修前後の薬学生と

薬剤師の会話内容の比較
○長谷川 仁美 1, 武田 佳奈 1, 中村 英里 1, 岩澤 晴代 1, 
奥秋 美香 1, 渡辺 茂和 1, 岸本 成史 1（1帝京大薬）

薬学教育③ 
井上 裕（城西大薬） 

14:42
23I-pm07	 トライアル薬局実習での８疾患対応状況から見た今

後の取組み
○髙木 淳一 1, 松村 千晶 2, 小林 大介 2, 川尻 雄大 2, 
松下 隼士 1, 岸田 義博 1, 小栁 香織 1, 吉田 理 1, 山野 
徹 1, 園田 正信 1, 吉川 学 1, 島添 隆雄 2, 田中 泰三 1（1福
岡市薬剤師会 , 2九大院薬）

14:54
23I-pm08	 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：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, 
鶴崎 好美 3, 都田 真奈 1,2, 佐々木 均 1,3, 中嶋 幹郎 1,2, 
西田 孝洋 1,2（1長崎大院医歯薬 , 2長崎大育薬研教セ , 
3長崎大病院薬）

15:06
23I-pm09	 遠隔及び集合対面式教育を併用した多職種連携教育

のデザインと学生ファシリテータの意義
○小山 由美 1, 上原 任 2, 神山 浩 2, 大島 弘子 3, 藤田 
之彦 4, 市橋 貢 1, 鈴木 孝 1, 金子 利雄 1（1日本大薬 , 2日
本大歯 , 3川越看護専門学校 , 4日本大医）

15:18
23I-pm10	 薬・看連携模擬事例検討がもたらす薬学生への教育

効果
○西川 陽介 1, 髙橋 知子 1, 小嶋 文良 1, 佐藤 厚子 1, 
諸根 美恵子 1, 鈴木 裕之 1, 工藤 香澄 1, 吉村 祐一 1, 
柴田 信之 1（1東北医薬大薬）

15:30
23I-pm11S	 「課題解決型高度医療人材養成プログラム」薬薬学連

携地域医療実務実習（八尾モデル）－エピペン教室
の実施により得られる効果と課題点の検討－
○竹村 美穂 1, 篠原 裕子 2, 奥村 隆司 2, 中野 道雄 2, 
小川 充恵 3, 小枝 伸行 3, 山崎 肇 3, 大里 恭章 4, 小竹 
武 5, 村岡 未彩 1, 西野 隆雄 1, 平田 收正 1（1阪大院薬 , 
2八尾市薬剤師会 , 3八尾市立病院薬 , 4八尾徳洲会総
合病院薬 , 5近畿大薬）

15:42
23I-pm12	 質問生成力と質問発信力を客観的に評価できる教育

カリキュラムの立案
○渡部 俊彦 1, 伊藤 邦郎 1, 八木 朋美 2, 成田 紘一 3, 
中林 悠 4, 青木 空眞 5, 山本 由美 6, 生田 和史 7, 林 
もゆる 8, 山本 由似 9, 高井 淳 10, 佐藤 厚子 1, 諸根 
美恵子 1, 亀岡 淳一 11, 大野 勲 11, 米澤 章彦 1（1東北
医薬大薬・薬学教育セ , 2東北医薬大薬・臨床薬剤学 , 
3東北医薬大薬・医薬合成化学 , 4東北医薬大薬・生
化学 , 5東北医薬大薬・医薬情報科学 , 6東北医薬大薬・
放射薬品学 , 7東北医薬大医・微生物学 , 8東北医薬大
医・生理学 , 9東北医薬大医・解剖学 , 10東北医薬大医・
医化学 , 11東北医薬大医・医学教育推進セ）

薬学教育④ 
鈴木 勝宏（日本薬大） 

15:54
23I-pm17	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み１　～モバイルファーマシーを活用した実習
プログラムの構築
○森本 達也 1, 宮崎 雄輔 1, 砂川 陽一 1, 山口 賢彦 1, 
山口 桃生 1, 刀坂 泰史 1, 山崎 泰広 1, 坂本 多穗 1, 賀川 
義之 1（1静県大薬）

教 育 系 薬 学 ・ そ の 他
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16:06
23I-pm18	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み２　～静岡県立大学における多職連携教育プ
ログラムについて～
○柏倉 康治 1, 岩崎 祐子 1, 宮崎 雄輔 1, 砂川 陽一 1, 
刀坂 泰史 1, 井上 和幸 1, 宮嵜 靖則 1, 新井 英一 2, 金澤 
寛明 3, 合田 敏尚 2, 賀川 義之 1, 森本 達也 1（1静岡県
大薬 , 2静岡県大食 , 3静岡県大看）

16:18
23I-pm16	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み３　～薬学部での防災教育
○辻 大樹 1, 岩崎 祐子 1, 谷澤 康玄 1, 宮崎 雄輔 1, 砂川 
陽一 1, 山口 賢彦 1, 刀坂 泰史 1, 山崎 泰広 1, 坂本 多穗 1, 
深江 久代 2, 黒川 洵子 1, 賀川 義之 1, 森本 達也 1（1静
岡県大薬 , 2静岡県大看護）

16:30
23I-pm14	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み４　～薬学部での救急救命教育の教育効果に
ついて
○刀坂 泰史 1, 柏倉 康治 1, 砂川 陽一 1, 黒羽子 孝太 1, 
南 彰 1, 宮崎 雄輔 1, 野々木 宏 2, 賀川 義之 1, 森本 
達也 1,2（1静岡県大薬 , 2静岡県立総合病院）

16:42
23I-pm13	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み５　～循環生理学実習を通した地域包括ケア
を担う人材育成の試み
○砂川 陽一 1, 刀坂 泰史 1, 宮崎 雄輔 1, 岩崎 佑子 1, 
賀川 義之 1, 森本 達也 1（1静岡県立大学薬学部）

16:54
23I-pm19	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み６　～大学生による地域の健康支援活動報告
○岩崎 祐子 1, 砂川 陽一 1, 宮崎 雄輔 1, 刀坂 泰史 1, 
金澤 寛明 2, 合田 敏尚 3, 賀川 義之 1, 森本 達也 1（1静
県大薬 , 2静県大看 , 3静県大食）

17:06
23I-pm15	 地（知）の拠点整備事業 5年間の静岡県立大学の取

り組み 7　～薬学部生に対する禁煙支援教育の波及効
果の検証
○宮崎 雄輔 1,2,3, 岩崎 祐子 1, 黒田 賛美 2, 砂川 陽一 1,2,3, 
刀坂 泰史 1,2,3, 小見山 麻紀 3, 寺嶋 幸子 3, 高橋 裕子 3,4, 
長谷川 浩二 1,3, 森本 達也 1,2,2（1静岡県大薬 , 2静岡県
立総合病院 , 3京都医療センター , 4京都大院）




