教育講演
９月17日（第１日目）13：10～14：10
座長：永沼 章（東北大院・薬）
EL-1

ビタミンＥにより制御される新規フェロトーシス様細胞死と疾患
今井 浩孝（北里大・薬）

９月17日（第１日目）14：10～15：00
座長：鍛冶 利幸（東京理大・薬）
EL-2

Ａ会場 （B203）

化学物質のリスク管理と化審法の変遷
西原 力（大阪大・名誉教授，兵庫医療大・名誉教授）

９月18日（第２日目）11：00～11：50
座長：熊谷 嘉人（筑波大・医）
EL-3

Ａ会場 （B203）

Ａ会場 （B203）

ウイルス感染症の予防を目指して－糖鎖分析技術の応用－
山田 佳太（大阪大谷大・薬）

特別講演
９月18日（第２日目）12：50～13：50
座長：山﨑 裕康（神戸学院大・薬）
PL-1

Ａ会場 （B203）

レギュラトリーサイエンスと衛生薬学
川西 徹（国立医薬品食品衛生研究所）

学術賞特別講演
９月18日（第２日目）13：50～14：20
座長：手塚 雅勝（日大・名誉教授）
AL1

Ａ会場 （B203）

体内時計の制御不全に起因した生活習慣病発症に関する衛生薬学的研究
榛葉 繁紀 （日大・薬）
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部会賞・金原賞特別講演
９月18日（第２日目）14：20～14：40
座長：川﨑 直人（近畿大・薬）
AL2-1

水環境における無機・有機材料に対する金属イオンの吸着機構に関する研究
緒方 文彦（近畿大・薬）

９月18日（第２日目）14：40～15：00
座長：熊谷 嘉人（筑波大・医）
AL2-2

Ａ会場 （B203）

Ａ会場 （B203）

環境化学物質の生体内運命とそれに対する防御応答の分子機構
新開 泰弘（筑波大・医）

韓国招待講演
９月17日（第１日目）10：50～11：20 Ａ会場 （B203）
座長：姫野 誠一郎（徳島文理大・薬）
IL-1

Identification of biomarker for the prediction of carcinogenicity in vitro
based on genotoxicity and toxicogenomic data
Sang A. Park1，Min J. Kim1，So Y. Park1，Kyoung T. No2, ○Yhun Y. Sheen1
（ 1 College of pharmacy，Ewha womans university, 2 Department of
Biotechnology, Yonsei University）
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日韓次世代シンポジウム
９月17日（第１日目）11：20～12：20 Ａ会場 （B203）
座長：Sung Yeon KIM（College of Pharmacy, Wonkwang University）
Koichi YOSHINARI（School of Pharmaceutical Sciences, University of
Shizuoka）
S-1

Negligible pharmacokinetic interaction of red ginseng and antihypertensive
agent in sprague-dawley rats
Sung Ha Ryu1，Ji Won Kim1，Yong Soon Kim2，Seung-Ho Lee2，Yong-Baik
Cho2，Yoon Gyoon Kim1，Woo-Sik Jeong3，and ○Kyu-Bong Kim1（1College
of Pharmacy, Dankook Univ, 2Botanical Drug Laboratory, R&D Headquarters,
Korea Ginseng Corp., 3Department of Food and Life Sciences, College of
Biomedical Science and Engineering, Inje Univ.）

S-2

zincate（II）as a coordination compound that induces
Bis（L-cysteinato）
metallothionein gene transcription without inducing cell-stress-related gene
transcription
○Tomoki Kimura1，Kengo Yoshida2,3，Chika Yamamoto4，Minako Suzuki5，
Tomoko Uno5，Masakazu Isobe5，Hiroshi Naka6，Shuji Yasuike7，Masahiko
Satoh7，Toshiyuki Kaji8，Masanobu Uchiyama2,3（1Fac. of Sci. Eng., Setsunan
Univ., 2Grad. Sch. of Pharm. Sci., Univ. Tokyo, 3Inst. of Phys. Chem. Res.
(RIKEN), 4Fac. of Pharm. Sci., Toho Univ., 5Fac. of Pharm. Sci., Setsunan
Univ., 6Res. Cent. for Mat. Sci., Nagoya Univ., 7Sch. of Pharm., Aichii Gakuin
Univ., 8Fac. of Pharm. Sci., Tokyo Univ. of Sci.）

S-3

Arsenite-induced inhibition of transcription factor Evi-1 that is responsible
for myelodyplastic syndromes
○Daigo Sumi1，Masatoshi Ogawa1，Ryo Tamura1，Yasuko Okamoto1，
Kazumi Suzukawa2，Seiichiro Himeno1（1Fac. of Pharm. Sci., Tokushima
Bunri Univ., 2Fac. of Med., Tsukuba Univ.）

S-4

Regulation of innate immunity as a therapeutic strategy to treat chronic
diseases
○Joo Young Lee（College of Pharmacy, The Catholic Univ. of Korea）
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フォーラムⅠ：食品の安全確保最前線
９月17日（第１日目）８：50～10：50 Ａ会場 （B203）
座長：伊藤 澄夫（三栄源エフ・エフ・アイ・顧問）
上田 泰人（神戸市食品衛生検査所）
F1-1

輸入食品における安全確保の現状
○右京 政補，鎌倉 和政，井村 俊郎（神戸検疫所）

F1-2

国内食品の安全確保
○上田 泰人（神戸市食品衛生検査所）

F1-3

添加物の国際整合性と安全確保
○脊黒 勝也（日本食品添加物協会）

F1-4

食品企業と消費者のコミュニケーションのあり方
○有路 昌彦（近畿大・農）

フォーラムⅡ：環境化学物質のヒト健康影響に関する研究の新展開
９月17日（第１日目）15：00～17：00
座長：渡辺 徹志（京都薬大・薬）
鳥羽 陽（金沢大・医薬保）

Ａ会場 （B203）

F2-1

生活環境において捕集した PM2.5に含まれる多環芳香族炭化水素類の粒径分
布解析
○鳥羽 陽1，加賀野井 祐一1，長岡 祐樹1，比嘉 志歩1，柿本 健作1,2，唐 寧1，
符 文華3，斉 宏業3，畑 光彦4，古内 正美4，早川 和一1（1金沢大・医薬保，2大
阪府公衛研，3瀋陽市疾病予防中心，4金沢大・理工）

F2-2

浮遊粒子状物質の呼吸器システムへの影響
○渡部 仁成（鳥取大学医学部附属病院・呼吸器内科）

F2-3

網羅的ゲノム解析よりあきらかになった印刷工場関連胆管癌遺伝子変異の特徴
○土原 一哉（国立がん研究センター・EPOC）

F2-4

質量分析機器を用いた DNA 付加体の網羅的解析による食道癌発症要因の解明
○戸塚 ゆ加里1，林 櫻松2，加藤 護3，十時 泰4，柴田 龍弘4，松島 芳隆5，
中釜 斉1（1国立がん研セ・発がん・予防，2愛知医大・医・公衆衛生，3国立が
ん研セ・バイオインフォ，4国立がん研セ・がんゲノミクス，5東京農大・応用
生物）
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フォーラムⅢ：忍び寄る薬物汚染
９月18日（第２日目）９：00～11：00
座長：糟谷 史代（神戸学院大・薬）
土橋 均（名古屋大・医）

Ａ会場 （B203）

F3-1

麻薬取締部における危険ドラッグの鑑定について
○阿久津 守（厚生労働省・関東信越厚生局麻薬取締部鑑定課）

F3-2

違法薬物検査における現在の課題と対策
○井上 博之（科学警察研究所）

F3-3

薬物捜査支援を目的とした違法薬物の起源推定
○岩田 祐子（科学警察研究所）

F3-4

いわゆる健康食品に含有される無承認無許可医薬品成分の分析調査について
○花尻（木倉）瑠理（国立衛研）

フォーラムⅣ：衛生試験法を巡る話題
９月18日（第２日目）15：50～17：50
座長：佐藤 雅彦（愛知学院大・薬）
小椋 康光（千葉大院・薬）

Ａ会場 （B203）

F4-1

衛生薬学の発展に衛生試験法が果たした役割
○中室 克彦（摂南大・名誉教授）

F4-2

食品及び環境試料中の放射性物質とその試験法
○蜂須賀 暁子（国立衛研）

F4-3

注目される食品汚染物とその試験法
○永山 敏廣（明治薬科大・薬）

F4-4

いま問題となっている危険薬物とは？―薬毒物試験法の観点から―
○成松 鎭雄（岡山大・院・医歯薬）
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優秀若手研究者賞候補者プレゼンテーション
９月17日（第１日目）９：00～９：49
座長：山﨑 裕康（神戸学院大・薬）

Ｂ会場 （B202）

P-012

ナノ粒子の胎仔期曝露が脳血管周囲細胞に及ぼす影響とアスコルビン酸の前
投与による効果の検証
○小野田 淳人1,2,3，武田 健1，梅澤 雅和1（1東京理大・総研・環境次世代セ，
2
東京理大院・薬，3学振・特別研究員 DC）

P-021

GluR2発現減少を指標とする環境化学物質の神経毒性評価
○梅田 香苗1，古武 弥一郎1，杉山 千尋1，宮良 政嗣1,2，石田 慶士1,2，太田 茂1
（1広島大院・医歯薬保，2学振・特別研究員 DC）

P-032

ダイオキシンによる出生児成熟抑制の新展開：育児母体のプロラクチン低下
に基づく育児能力減退の寄与
○伊豆本 和香，武田 知起，藤井 美彩紀，石井 祐次，山田 英之（九州大院・薬）

P-041

カドミウムの防御応答に関わる HSP/HSF1経路の活性化と活性イオウ分子に
よるその制御
○増田 章1，新開 泰弘1,2，熊谷 嘉人1,2（1筑波大院・生命環境科学，2筑波大・医）

P-055

A431細胞における9,10- フェナントラキノン曝露により生じる活性酸素種によ
る EGFR/ERK シグナルの活性化
○ルォン コン ニョー1，安孫子 ユミ1,2，熊谷 嘉人1,2（1筑波大院・フロンティ
ア医科学，2筑波大・医）

P-070

TGF- β1による内皮細胞シンデカン-4の発現調節メカニズム
○原 崇人，吉田 映子，鍜冶 利幸（東京理大・薬）

P-079

ビタミン A 摂取量調節による癌予防
○李 川，今井 正彦，高橋 典子（星薬大・医薬研病態機能制御学）
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新人賞候補者プレゼンテーション
９月17日（第１日目）10：00～10：42 Ｂ会場 （B202）
座長：古武 弥一郎（広島大院・医歯薬保）
P-018

AMPA 受容体活性化を介した海馬神経細胞への Zn2+ 流入による認知機能障害
○久恒 麻里衣，中田 裕之，藤瀬 裕貴，土屋 友香，鈴木 美希，玉野 春南，
武田 厚司（静岡県大・薬）

P-019

アミロイドβ誘発認知機能障害における細胞外重金属イオンの関与
○佐々木 美紅，中村 仁聡，安藤 靖，玉野 春南，武田 厚司（静岡県大・薬）

P-030

ダイオキシン母体暴露による児のゴナドトロピン低下および性未成熟の機構；
aril hydrocarbon receptor 欠損ラットを用いた解析
○中村 有沙1，服部 友紀子1,2，武田 知起1，石井 祐次1，山田 英之1（1九州大・
薬，2学振・特別研究員 DC）

P-035

ダイオキシン母体曝露が発達児の視床下部に与える影響：低ゴナドトロピン
放出ホルモン体質に着目した解析
○西田 恭子1，武田 知起1，山本 緑2，松本 高広3，本田 伸一郎4，石井 祐次1，
山田 英之1（1九州大・薬，2保健医療経営大，3徳島大院・医歯薬，4福岡大・薬）

P-038

銅錯体による血管内皮細胞メタロチオネイン誘導を制御する亜鉛輸送体 ZIP7
○森田 遥香1，藤江 智也1，中 寛史2,3，吉田 映子1，鍜冶 利幸1,3（1東京理大・薬，
2
名大・物国セ，3東京理大・総研 BOM）

P-044

メチル水銀の妊娠期飲水曝露による胎児の肝メタボローム変動とその性差：
毒性に直結する因子抽出の試み
○人見 将也1，武田 知起1，服部 友紀子1,2，藤村 成剛3，石井 祐次1，
山田 英之1（1九州大・薬，2学振・特別研究員 DC，3国水研・毒性病態）

17日の懇親会にて優秀若手研究者賞および新人賞を表彰予定
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一般講演（口頭）
食品と農薬・金属
９月17日（第１日目）15：00～16：00
座長：山本 千夏（東邦大・薬）
北 加代子（帝京大・薬）

Ｂ会場 （B202）

O1-1

ラットにおける銀杏中毒原因物質による毒性発現の性差（第２報）
○石川 美香，鎌田 裕介，鈴木 亜里紗，吉村 昭毅，小林 大祐，和田 啓爾（北
海道医療大・薬）

O1-2

タマネギ中硫黄化合物 trans-S-1-propenyl-L-cysteine sulfoxide の抗糖尿病効
果
○Oduori Sylvanus Okechi1，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）

O1-3

ヒトの生体サンプルで検出されるバリウムレベルと聴力の関連
○大神 信孝1,2，李 香1，アッサン ナズムル3，アンワルル アカンド3，
加藤 昌志1（1名大院・医・環境労働衛生学，2中部大・次世代食育，3ダッカ大）

O1-4

脳神経系細胞外の亜鉛クリアランスにおけるアストロサイト及びミクログリ
アの寄与
○長澤 一樹，瀬川 将平，辰己 奈穂，大石 晃弘，西田 健太朗（京都薬科大・薬）

O1-5

海産物に含まれるセレン代謝物のラットにおける体内挙動
加藤 祐1，○阿南 弥寿美1，小椋 康光2（1昭和薬科大・薬，2千葉大院・薬）
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発がん性物質・内分泌撹乱化学物質・免疫毒性・感染症
９月17日（第１日目）16：00～17：00
座長：吉成 浩一（静岡県大・薬）
桑田 浩（昭和大・薬）

Ｂ会場 （B202）

O2-1

グルタチオン S -トランスフェラーゼ肝臓内分布はジクロロプロパンによる胆
管癌誘導の種差を説明しない
張 霊逸1，宗 才1,2，市原 佐保子3，内藤 久雄4，豊國 伸哉2，熊谷 信二5，
○市原 学1（1東京理大・薬，2名大・医，3三重大・地域イノベーション，4藤田
保健衛生大・医，5産業医科大・産業保健）

O2-2

ダイオキシンによる胆汁酸撹乱の毒性学的意義と機構
○武田 知起，硴塚 早希，小宮 由季子，木庭 彰彦，石井 祐次，山田 英之（九
州大院・薬）

O2-3

ダイオキシンによる出生児発育障害：胎児期の成長ホルモン低下とそれに対
する aryl hydrocarbon receptor の寄与
○服部 友紀子1,2，武田 知起1，中村 有沙1，石井 祐次1，山田 英之1（1九州大・
薬，2学振・DC）

O2-4

HIV 感染症における新規薬剤標的としての MEK/ERK signaling cascade
○堂地 赳生1，秋田 彩乃1，高宗 暢暁2，岸本 直樹3，三隅 将吾3（1熊本大・薬・
環分保，2熊本大・KICO，3熊本大・生科）

O2-5

シコニン含有生薬のエンドトキシンによる汚染とシコニン－エンドトキシン
が誘導するマクロファージの細胞障害性の解析
○小池 敦資，芝野 真喜雄，藤森 功，天野 富美夫（大阪薬大・薬）
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環境汚染物質・その他
９月18日（第２日目）９：00～10：00 Ｂ会場 （B202）
座長：武田 健（東京理大・研究推進機構）
藤代 瞳（徳島文理大・薬）
O3-1

鉄型ハイドロタルサイト（Fe-HT）による亜ヒ酸イオンの吸着挙動
○緒方 文彦，今井 大輔，川﨑 直人（近畿大・薬）

O3-2

ナノ粒子曝露が n-3系多価不飽和脂肪酸欠乏食を摂取したマウスの肝臓に及ぼ
す影響
○中村 仁幸1，堀 寛1，Ashraf A.EL-GHONEIMY2,3，小野田 淳人1，新海 雄介2，
Hazem M.E. SHAHEEN2,4，武田 健2，梅澤 雅和2（1東京理大院・薬，2東京理大・
総研・環境次世代，3South Valley University, Egypt・Faculty of Veterinary
Medicine，4Damanhour University, Egypt・Faculty of Veterinary Medicine）

O3-3

日本海における多環芳香族炭化水素類の挙動と将来予測
○牧野 史弥1，唐 寧1，鳥羽 陽1，功刀 正行2，早川 和一1,2（1金沢大・薬，2金
沢大・環日セ）

O3-4

微小粒子 PM2.5の胎仔期曝露が出生仔の雄性生殖機能に与える影響
○吉田 成一1，嵐谷 奎一2，市瀬 孝道1（1大分県看科大，2産業医大）

O3-5

６GHz 帯の高周波電磁界へのばく露がラットの精巣の機能に与える影響の検
討
○服部 研之1，中川 佳奈1，高村 翠1，中舘 和彦1，大谷 真1，前田 満智子1，牛
山 明2，欅田 尚樹2，王 建青3，石井 一行1（1明治薬科大・薬，2国立保健医療
科学院，3名古屋工業大学）
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生化学・細胞応答
９月18日（第２日目）10：00～11：00
座長：田口 恵子（東北大院・医）
武田 知起（九州大院・薬）

Ｂ会場 （B202）

O4-1

甲状腺ホルモンによる脂肪細胞の分化促進機構
○松村 美紀，岸保 有里奈，天野 富美夫，藤森 功（大阪薬科大・薬）

O4-2

プロスタグランジン D2受容体を介した脂肪分解抑制機構の解明
○若井 恵里1，天野 富美夫1，裏出 良博2,3，藤森 功1,3（1大阪薬科大・薬，2筑
波大・IIIS，3大阪バイオサイエンス研）

O4-3

植物フラボノイドであるバイカレインによる脂肪細胞分化抑制機構の解明
○中尾 友香梨，吉原 秀人，天野 富美夫，藤森 功（大阪薬科大・薬）

O4-4

プロテアソーム活性の低い大腸がん細胞は幹細胞の特性を持つ
寺崎 将，坂本 知美，前田 紗菜恵，工藤 成美，○増田 園子（北海道医療大・薬）

O4-5

エパルレスタットによる抗酸化因子の増大と細胞保護作用
○山 佳織，佐藤 恵亮，村尾 優，立浪 良介，丹保 好子（北海道薬大・薬）

－ 25 －

酸化ストレス・予防薬学
９月18日（第２日目）15：50～16：50 Ｂ会場 （B202）
座長：中谷 良人（昭和大・薬）
関本 征史（麻布大・生命環境）
O5-1

哺乳動物細胞の新規過酸化物感知機構とその役割
岩井 健太，○久下 周佐（東北薬大・薬）

O5-2

プラセンタエキスがメラニン産生細胞の抗酸化能に与える影響
○山崎 正博1，長谷川 晋也1，石川 夏織1，神子 美樹1，猶岡 涼1，高橋 典子1，
福井 哲也1,2（1星薬大・薬，2立命館大・薬）

O5-3

過酸化水素感知と代謝制御におけるペルオキシレドキシンの新機能
○色川 隼人1，松山 由香2，本橋 ほづみ3，岩井 健太1，久下 周佐1（1東北薬大・
薬，2東北大学・医・医化学，3東北大学・加齢研）

O5-4

スフィンゴミエリン合成酵素２（SMS2）は過酸化脂質依存的な新規細胞死を
抑制する
○熊谷 剛，大矢 梨里香，木下 裕香子，原田 晋作，大川 信子，今井 浩孝（北
里大・薬）

O5-5

２型糖尿病マウスモデルにおけるインスリン抵抗性とセレンタンパク質発現
との関連性
○村野 晃一，堀切 優也，片岡 佑介，荻野 泰史，荒川 友博，奥野 智史，上
野 仁（摂南大・薬）

－ 26 －

細胞応答・その他
９月18日（第２日目）16：50～17：50
座長：永瀬 久光（岐阜薬大）
木村 朋紀（摂南大・理工）

Ｂ会場 （B202）

O6-1

非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）モデルマウスにおける FGF19投与の効果
○野口 拓也1，三浦 雄貴1，土田 芽衣1，高橋 未来1，平田 祐介1，宮田 昌明2，
吉成 浩一1,3，松沢 厚1（1東北大院・薬，2水産大学校・食品科学，3静岡県大院・
薬）

O6-2

コレラ毒素のリサイクリングエンドソームからゴルジ体への輸送はクラスリ
ン、AP-1によって制御される
○仁木 隆裕，松平 竜之，田口 友彦，新井 洋由（東大院・薬）

O6-3

PAI-1遺伝子発現制御における Smad と p53とのクロストーク
○川崎 文寛，川原田 祐貴，井上 靖道，伊藤 友香，林 秀敏（名市大院・薬・
細胞情報）

O6-4

酸化亜鉛ナノ粒子はレニン - アンジオテンシン系を活性化し高血圧を惹起する
○小野寺 章1,2，屋山 勝俊1，河合 裕一1（1神戸学院大・薬，2理研・CLST）

O6-5

脱ユビキチン化酵素による EMT 関連転写因子 Snail タンパクの発現制御
○佐藤 晃一，井上 靖道，伊藤 友香，林 秀敏（名市大院・薬・細胞情報）

－ 27 －

一般講演（ポスター）Ｂ号館

２階ホール・廊下

奇数番号：９月17日（第１日目）17：00～17：50
偶数番号：９月18日（第２日目）15：00～15：50
環境汚染物質
P-001

親電子性キノン化合物によるタンパク質修飾の Biotin-(PEAC)5-maleimideELISA を用いた検出
○安孫子 ユミ1,2，Luong Cong Nho2，熊谷 嘉人1（1筑波大・医，2筑波大院・
フロンティア医科学）

P-002

焼成水酸化ニッケルによるリン酸イオン吸着能に関する研究
○川﨑 直人1，緒方 文彦1，戸田 徳2，大谷 昌司2（1近畿大・薬，2関西触媒化
学（株））

P-003

居住住宅における室内環境中の可塑剤及び有機リン系難燃剤の測定
○武内 伸治1，香川（田中）聡子2，斎藤 育江3，小島 弘幸1，佐藤 正幸1，
小林 智1，神野 透人4（1北海道衛研，2横浜薬科大，3都安研セ，4名城大・薬）

P-004

NGF 誘導性 PC12細胞の神経突起伸長に対する多環芳香族炭化水素の影響
○木下 由佳，中西 彩香，眞田 法子，木津 良一（同志社女子大・薬）

P-005

PCB の新規代謝経路：ラット肝ミクロソームによる5-MeSO-CB95の代謝
○黒木 広明，山田 健人，本丸 文菜，飯野 葵，島 貴寛，戸田 晶久（第一薬大・
薬）

P-006

海洋生物由来臭素化合物のヒト肝酵素による代謝
○太田 千穂1，西村 恵理2，原口 浩一2，遠藤 哲也3，加藤 善久4，山本 健太1，
古賀 信幸1（1中村学園大・栄養，2第一薬科大・薬，3北海道医療大・薬，4徳島
文理大・香川薬）

P-007

代替可塑剤による FITC 誘導性接触性皮膚炎の増悪化
○黒羽子 孝太1，松岡 毅1，鈴木 若菜1，小川 衿菜1，小林 香美結1，渡辺 達夫2，
今井 康之1（1静岡県大・薬，2静岡県大・食品栄養）

P-008

NADPH- チトクロム P450還元酵素による2,4,6- トリニトロトエンの脱ニトロ
化反応機構の解明
○新開 泰弘1，中井 由実2，熊谷 嘉人1（1筑波大・医，2JEOL・RESONANCE）

－ 28 －

P-009

PM2.5による肺の炎症とアレルギー炎症増悪作用における酸化的ストレスの関与
○市瀬 孝道1，吉田 成一1，戸次 加奈江2，吉田 安宏3，He Miao4，He Cuiying3
（1大分県立看護大・看，2国立保健医療科学院・生活環境，3産業医科大・医，
4
中国医科大学・公共衛衛生院）

P-010

黄砂及び微小粒子状物質中のタンパク質及び LPS の解析
渡辺 徹志1，クゥリバリ スレイマン1，北村 重晴1，久保 裕希1，古川 奈美1，
○阿部 真帆1，山田 真裕1，出口 雄也2，長谷井 友尋1（1京都薬大・薬，2長崎
国際大・薬）

P-011

日本海沿岸地域における大気汚染に対する東アジア大陸からの越境輸送の影響
○クゥリバリ スレイマン1，長谷井 友尋1，鳥羽 陽2，早川 和一2，世良 暢之3，
山本 重一4，大呂 忠司5，渡辺 徹志1（1京都薬大・薬，2金沢大・医薬保，3福岡
県保環研・保健科学部，4福岡県保環研・環境科学部，5鳥取県衛環研）

P-012

ナノ粒子の胎仔期曝露が脳血管周囲細胞に及ぼす影響とアスコルビン酸の前
投与による効果の検証
○小野田 淳人1,2,3，武田 健1，梅澤 雅和1（1東京理大・総研・環境次世代セ，2
東京理大院・薬，3学振・特別研究員 DC）

P-013

粒径別大気浮遊粉じん中の化学成分の挙動－年間推移と黄砂飛来による影響－
○小林 彩香，杉本 瑠璃，山口 孝子，山﨑 裕康（神戸学院大・薬）

P-014

室内環境中の粒子状物質の日内変動とその組成に関する研究
○香川（田中）聡子1，田原 麻衣子2，上村 仁3，斉藤 育江4，武内 伸治5，
神野 透人6（1横浜薬科大・薬，2国立衛研，3神奈川衛研，4東京健安セ，5北海
道衛研，6名城大・薬）

P-015

大気浮遊粉じん中の化学成分の変動と発生源解析
○杉本 瑠璃，小林 彩香，山口 孝子，山﨑 裕康（神戸学院大・薬）

発がん性物質
P-016

4-(Hydroxymethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone glucuronide の安定性
と生体高分子との反応性
○西山 貴仁，林 奈帆子，大沼 友和，小倉 健一郎，平塚 明（東京薬大・薬）

P-017

化学発がんにおけるプロスタグランジン最終合成酵素の役割
○佐々木 由香，原 俊太郎（昭和大・薬）

－ 29 －

脳・神経毒性物質
P-018

AMPA 受容体活性化を介した海馬神経細胞への Zn2+ 流入による認知機能障害
○久恒 麻里衣，中田 裕之，藤瀬 裕貴，土屋 友香，鈴木 美希，玉野 春南，
武田 厚司（静岡県大・薬）

P-019

アミロイドβ誘発認知機能障害における細胞外重金属イオンの関与
○佐々木 美紅，中村 仁聡，安藤 靖，玉野 春南，武田 厚司（静岡県大・薬）

P-020

加齢に伴う認知機能障害における海馬細胞外 Zn2+ の関与
○小池 勇太1，大澤 美紗2，玉野 春南2，武田 厚司2（1静岡県大院・薬，2静岡
県大・薬）

P-021

GluR2発現減少を指標とする環境化学物質の神経毒性評価
○梅田 香苗1，古武 弥一郎1，杉山 千尋1，宮良 政嗣1,2，石田 慶士1,2，太田 茂1
（1広島大院・医歯薬保，2学振・特別研究員 DC）

P-022

P-023

リソソーム・オートファジー系機能低下を介したロテノンの新規毒性メカニ
ズム解明
○徳永 航1，宮良 政嗣1,2，古武 弥一郎1，太田 茂1（1広島大院・医歯薬保，2学振・
特別研究員 DC）
ヒト未分化細胞を用いた化学物質の毒性評価
○麻薙 美紀1,2，山田 茂1，古武 弥一郎3，板垣 宏2，関野 祐子1，諫田 泰成1
（1国立衛研・薬理，2横浜国立大院・工学府，3広島大院・医歯薬保）

P-024

メチル水銀曝露による健康リスクに対する活性イオウ分子の役割
○秋山 雅博1，外山 喬士1,2，吉田 映子1,3，鵜木 隆光1，安孫子 ユミ1，
新開 泰弘1，熊谷 嘉人1（1筑波大・医，2東北大院・薬，東京理大・薬）

P-025

P450を阻害して肝臓毒性を減弱させることでマウス神経毒性モデルを確立する
宗 才1,3，エドウィン ガーナー2，黄 晋彦3，張 霊逸1，張 堯1,3，豊國 伸哉3，
櫻井 敏博1，市原 佐保子4，○市原 学1（1東京理大・薬，2ニューメキシコ大・
内科学，3名大・医，4三重大・地域イノベーション）

内分泌撹乱化学物質
P-026

サリチル酸及びサリチル酸エステル類の核内受容体 ER、AR、PXR 及び
CAR に対する活性
○谷川 悠華1，小山 賢一1，渡部 容子1，浦丸 直人1，小島 弘幸2，藤本 成明3，
北村 繁幸1（1日本薬科大・薬，2北海道衛研，3広島大・原医研）

－ 30 －

P-027

抗アンドロゲン剤ばく露による肝臓の糖代謝異常を伴う脂肪蓄積の亢進
○髙木 康平，藤谷 航平，青木 明，中西 剛，永瀬 久光（岐阜薬大・薬）

P-028

核内受容体の転写活性化を介した新規甲状腺ホルモンかく乱機構の解析
○清水 良1，渡部 容子2，浦丸 直人2，小島 弘幸3，武内 伸治3，黒木 広明4，
太田 茂5，北村 繁幸2，杉原 数美1（1広島国際大・薬，2日本薬大・薬，3北海道
衛研，4第一薬科大・薬，5広島大院・医歯薬保）

P-029

リン系難燃剤のラット肝カルボキシルエステラーゼ活性に対する阻害効果
○渡部 容子1，井上 智賀1，谷川 悠華1，浦丸 直人1，杉原 数美2，小島 弘幸3，
北村 繁幸1（1日本薬大・薬，2広島国際大・薬，3北海道衛研）

P-030

ダイオキシン母体暴露による児のゴナドトロピン低下および性未成熟の機構；
aryl hydrocarbon receptor 欠損ラットを用いた解析
○中村 有沙1，服部 友紀子1,2，武田 知起1，石井 祐次1，山田 英之1（1九州大・
薬，2学振・特別研究員）

P-031

下水処理水中の合成糖質コルチコイドのリスク評価：活性寄与物質の同定と
コイの病原体に対する感受性への影響
○仲山 慶1，佐藤 健太朗1，北村 真一1，磯部 友彦2，鈴木 剛3（1愛媛大・沿岸
環境科学研究センター，2国環研・環境健康研究センター，3国環研・資源循環・
廃棄物研究センター）

P-032

ダイオキシンによる出生児成熟抑制の新展開：育児母体のプロラクチン低下
に基づく育児能力減退の寄与
○伊豆本 和香，武田 知起，藤井 美彩紀，石井 祐次，山田 英之（九州大院・薬）

P-033

マウス子宮におけるトリフェニルスズのエストロゲンシグナル増強作用
○青木 明，松田 健志，中西 剛，永瀬 久光（岐阜薬大・薬）

P-034

ERαフルアゴニスト・ビスフェノール AF による子宮女性ホルモン活性の抑
制
○垣添 和弘1，岡﨑 裕之1，池田（高露）恵理子1，水之江 来夢1，竹田 修三2，
荒牧 弘範1（1第一薬大・薬，2広島国際大・薬，3北陸大・薬）

P-035

ダイオキシン母体曝露が発達児の視床下部に与える影響：低ゴナドトロピン
放出ホルモン体質に着目した解析
○西田 恭子1，武田 知起1，山本 緑2，松本 高広3，本田 伸一郎4，石井 祐次1，
山田 英之1（1九州大・薬，2保健医療経営大，3徳島大院・医歯薬，4福岡大・薬）

－ 31 －

食品と農薬
P-036

フラボノイド類による NPC1L1を介したコレステロール吸収制御機構
○瀬尾 誠，松本 直也，和田 卓也，上敷領 淳，杉原 成美（福山大・薬）

P-037

ラット反復投与試験毒性データベースの構築と肝細胞肥大の毒性学的意義解
明への応用
○吉成 浩一1,2，増田 茜1，増田 雅美1（1静岡県大・薬，2東北大院・薬）

金属
P-038

銅錯体による血管内皮細胞メタロチオネイン誘導を制御する亜鉛輸送体 ZIP7
○森田 遥香1，藤江 智也1，中 寛史2,3，吉田 映子1，鍜冶 利幸1,3（1東京理大・薬，
2
名大・物国セ，3東京理大・総研 BOM）

P-039

神経細胞分化における銅制御因子の発現変動解析
○八幡 紋子1，白岩 萌子1，阿南 弥寿美1，小椋 康光2（1昭和薬大・薬，2千葉
大院・薬）

P-040

培養血管平滑筋細胞においてバーシカン発現を選択的に抑制する銅錯体
○山本 千夏1，小林 祐太1，大野木 聡美1，中 寛史2，鍜冶 利幸3（1東邦大・薬，
2
名大・物国セ，3東京理大・薬）

P-041

カドミウムの防御応答に関わる HSP/HSF1経路の活性化と活性イオウ分子に
よるその制御
○増田 章1，新開 泰弘1,2，熊谷 嘉人1,2（1筑波大院・生命環境科学，2筑波大・医）

P-042

カドミウムによるがん細胞浸潤の亢進：アポリポプロテイン E の関与
○竹田 修三1，佐々木 莉佳1，安田 菜月1，平山 菜見子1，西谷 典子1，Michael
P WAALKES2，瀧口 益史1（1広島国際大・薬，2NIEHS）

P-043

オレアノール酸3- グルコシドによる抗メチル水銀作用に関する研究
○中村 亮介，高根沢 康一，曽根 有香，浦口 晋平，白畑 辰弥，小林 義典，
清野 正子（北里大・薬）

P-044

メチル水銀の妊娠期飲水曝露による胎児の肝メタボローム変動とその性差：
毒性に直結する因子抽出の試み
○人見 将也1，武田 知起1，服部 友紀子1,2，藤村 成剛3，石井 祐次1，
山田 英之1（1九州大・薬，2学振・特別研究員，3国水研）
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P-045

メチル水銀による SCGB3A1発現誘導における NF-kB の関与
○高橋 勉1,2，趙 倩2，金 ミンソク2，岩井 美幸2，黄 基旭2，永沼 章2（1東京薬大・
薬，2東北大院・薬）

P-046

メチル水銀による TNF-α発現誘導における新規転写因子 HOXB13の関与
○遠藤 直紀，永沼 章，黄 基旭（東北大院・薬）

P-047

メチル水銀はマクロファージにおいて小脳顆粒細胞死を誘発する TNF-αの発
現を上昇させる
○佐々木 優，吉田 映子，藤江 智也，鍜冶 利幸（東京理大・薬）

P-048

人工脳脊髄液に Zn2+ は必要か ?：海馬神経細胞の興奮性からの検討
○釋氏 佑紀奈，玉野 春南，武田 厚司（静岡県大院・薬）

P-049

四塩化炭素誘発性致死に対する亜鉛の生体防御機構
○吉岡 弘毅1,2，臼田 春樹1，八幡 美保2，野々垣 常正1，小野坂 敏見2（1金城
学院大・薬，2神戸学院大・栄養）

P-050

内皮細胞のシンデカン-4発現機構への亜鉛錯体を用いたアプローチ
○小島 孝之1，原 崇人1，中村 武浩1，吉田 映子1，藤原 泰之2,3，山本 千夏3,4，
内山 真伸3,5，鍜冶 利幸1,3（1東京理大・薬，2東京薬大・薬，3東京理大・総研
BOM，4東邦大・薬，5東大院・薬）

P-051

酸化チタンナノ粒子が精巣及び精子に与える影響解析
○三浦 伸彦，大谷 勝己（（独）労働安全衛生総合研究所）

P-052

腎臓近位尿細管 S1，S2，S3領域由来細胞を用いた白金製剤の毒性と輸送の検討
○藤代 瞳，濱尾 聡子，杉本 光，姫野 誠一郎（徳島文理大・薬）

P-053

チオ - ジメチルアルシン酸によるアポトーシス誘導に対する紡錘体チェック
ポイントタンパク BubR1の影響
○北 加代子，安積 奈々美，鈴木 俊英，越智 崇文（帝京大・薬）

P-054

高空間分解能イメージング質量分析法によるセレノプロテインの可視化
○鈴木 紀行1，Shiow-Shih Tang2，小椋 康光1（1千葉大院・薬，2Brigham and
Women's Hospital・Harvard Med. Sch.）

酸化ストレス
P-055

A431細胞における9,10- フェナントラキノン曝露により生じる活性酸素種によ
る EGFR/ERK シグナルの活性化
○ルォン コン ニョー1，安孫子 ユミ1,2，熊谷 嘉人1,2（1筑波大院・フロンティ
ア医科学，2筑波大・医）
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P-056

Catechin および Taxifolin はスーパーオキシドならびにペルオキシラジカル
を選択的に消去する
○佐久間 覚，孝田 哲也，藤本 陽子（大阪薬大・薬）

P-057

酸化オリブ油曝露による酸化ストレス亢進を介したマクロファージの LPS 応
答性の促進
○荻野 泰史，岡 央子，北村 侑基，六反田 春菜，荒川 友博，奥野 智史，
上野 仁（摂南大・薬）

P-058

前駆脂肪細胞と成熟脂肪細胞における重金属毒性および酸化ストレス毒性の
感受性比較
音成 尚史，○鈴木 真也，佐野 智之，門田 佳人，川上 隆茂（徳島文理大・薬）

細胞応答
P-059

癌細胞の自己保存機能と新規低副作用癌治療法について
○藤野 智史，横川 梨那，桜井 亮，日暮 秀成，早川 磨紀男（東京薬大・薬）

P-060

肺ガン細胞と正常細胞間放射線誘発バイスタンダー効果の解析
○小林 亜利紗1,2，小西 輝昭1，及川 将一1，武田 志乃1，熊谷 嘉人2，
古澤 佳也1（1放医研，2筑波大院・人間総合科学）

P-061

ゲノムワイド siRNA ライブラリーを用いたアポトーシス調節キナーゼの探索
○土田 芽衣，野口 拓也，平田 祐介，松沢 厚（東北大院・薬）

P-062

LPCAT1は PUFA による細胞毒性を抑制する
○赤木 聡介，河野 望，有山 博之，新井 洋由（東大院・薬）

P-063

飽和脂肪酸含有リン脂質による炎症・ストレス応答の誘導
○栗原 大輔1，河野 望1，新井 洋由1,2（1東大院・薬，2CREST・JST）

P-064

アミロイドβによる U251細胞の活性酸素種産生に及ぼすセレン化合物の影響
○奥野 智史，奥平 直毅，谷上 知絵理，青木 大輔，荻野 泰史，荒川 友博，
上野 仁（摂南大・薬）

P-065

転写共役因子 TAZ による p53活性制御機構の解析
○三田村 佳奈，井上 靖道，鈴木 千晶，伊藤 友香，林 秀敏（名市大・薬）

P-066

メタロチオネインはインスリンシグナル伝達の調節を介して脂肪細胞分化を
制御する
○門田 佳人，水野 雄登，鳥内 有里子，川上 隆茂，佐藤 政男，鈴木 真也（徳
島文理大・薬）
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P-067

シリカナノ粒子の表面修飾はマウス肺炎症反応に影響を与える
ヴラニック サンドラ1,2，市原 佐保子3，呉 文亭2，○渡邊 英里1，櫻井 敏博1，
ボランド ソニア4，トラン ラング5，市原 学1（1東京理大・薬，2名大，3三重大，
4
パリ第７大学ディドロ校，5英国労働医学研究所）

生化学
P-068

PKC シ グ ナ ル 伝 達 経 路 の 活 性 化 を 介 し て PARP-1は ビ タ ミ ン K2合 成 酵 素
UBIAD1遺伝子を正に制御する
○廣田 佳久1,2，中川 公恵2，渡辺 雅人2，須原 義智3，岡野 登志夫2（1鈴鹿医
療大・薬，2神戸薬大・薬，3芝浦工大・システム理工）

P-069

マクロファージによるレセプタータンパク質ヌクレオリンを介したアミロイ
ドβの取り込み
○三木 雄一，来栖 花奈，高橋 勉，藤原 泰之（東京薬大・薬）

P-070

TGF- β1による内皮細胞シンデカン-4の発現調節メカニズム
○原 崇人，吉田 映子，鍜冶 利幸（東京理大・薬）

P-071

長鎖アシル CoA 合成酵素４の生体内機能解析
○桑田 浩，水沼 孝裕，伊藤 早紀，原 俊太郎（昭和大・薬）

P-072

肝脂肪蓄積に関与する LXR αによる FSP27遺伝子の発現制御
○藍原 大甫1，松末 公彦1，松尾 康平1，瀧口 総一2，山野 茂1（1福岡大・薬，
2
九州がんセンター・臨床研究部）

P-073

大腸菌の薬剤耐性と mar オペロンの転写抑制因子 MarR の変異との関連性
○前田 拓也1，宮地 辰法1，佐藤 孝雄2，西原 力1（1兵庫医療大・薬，2東京工
業大院・生命理工）

P-074

アンドロゲン依存性転写活性化に対する茶カテキンの抑制作用機構
○眞田 法子，宇崎 満穂，川端 夏未，矢田 望，木下 由佳，木津 良一
（同志社女子大・薬）

P-075

25-Hydroxyvitamin D 1α-hydroxylase（CYP27B1）遺伝子欠損マウスの性機
能の解析
○鎌尾 まや，田中 千種，西 晶子，山村 翔太，佐方 俊介，神谷 有紀，
長尾 真里，岡野 登志夫，中川 公恵（神戸薬大・薬）

P-076

神経突起伸長過程におけるケトン体利用経路の役割
○長谷川 晋也1，山﨑 正博1，福井 哲也2，高橋 典子1（1星薬大・薬，2立命館大・
薬）
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P-077

善玉アディポカイン誘導剤ボンクレキン酸類縁体による肥大化脂肪細胞の縮
小効果とその意義
○徳安 美紀1，岡﨑 裕之1，石井 宏幸1，竹田 修三2，松本 健司3，新藤 充3，荒
牧 弘範1（1第一薬大・薬，2広島国際大・薬，3九州大・先導研）

予防薬学
P-078

Cinnamic acid 誘導体による膵リパーゼ阻害作用
○高橋 典子1，穂坂 槙子1，津吹 政可2，今井 正彦1（1星薬大・医薬研・病態機
能制御学，2星薬大・医薬研生体分子有機化学）

P-079

ビタミン A 摂取量調節による癌予防
○李 川，今井 正彦，高橋 典子（星薬大・医薬研病態機能制御学）

P-080

セレンによるアレルギー性皮膚炎抑制作用
○荒川 友博，廣岡 拓麻，佐々木 優衣，杉山 貴洋，荻野 泰史，奥野 智史，
上野 仁（摂南大・薬）

P-081

抹茶の品質と糖質吸収阻害作用との関係
○中村 衣里，橋本 ゆかり，高井 舞，松浦 寿喜（武庫川女子大・生活環境）

P-082

大腸がん幹細胞 Colonosphere は CD44variant 6の発現を誘導する
○増田 園子，佐久間 一会，金井 拓斗，門馬 紗希，岡田 澪（北海道医療大・薬）

分析法
P-083

P-084

P-085

環境試験法 水質試験法 特定酵素基質培地（XM-G 法）による河川水及び
海水浴場水の大腸菌及び大腸菌群の試験法
加瀬 年生（加瀬化学検査室）
メダカ受精卵を用いた新奇動物代替発生毒性・催奇形性評価系
○冨永 伸明1，山口 明美1，小川 寛央1，大河平 紀司1，河野 晋2，有薗 幸司3
（1有明工業高専・物質工，2有明工業高専・電気工，3熊本県大・環境共生）
味噌発酵過程における成分変動の1H-NMR メタボローム解析
○酒見 律子1，沖中 弥生1，渡邊 敦光2，太田 茂3，杉原 数美1（1広島国際大・薬，
2
広島大・原医研，3広島大院・医歯薬保）

その他
P-086

妊娠前の脂質過剰摂取による肝臓での発現変動遺伝子の機能的特徴
○梅澤 雅和1，堀 寛2，武田 健1（1東京理大・総研環境次世代，2東京理大院・薬）
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P-087

ネッタイツメガエルの発達過程における肝臓中薬物代謝酵素の変動
○佐能 正剛1，森 淳平1，鈴木 賢一2，柏木 啓子3，花田 秀樹3，重田 美津紀2，
山本 卓2，杉原 数美4，北村 繁幸5，柏木 昭彦3，太田 茂1（1広島大院・医歯
薬保，2広島大院・理・数理分子生命理学，3広島大院・理・両生類研究施設，
4
広島国際大・薬，5日本薬科大・薬）

P-088

大腸癌細胞における Quercetin による増殖抑制の作用機構の解析
○孝田 哲也，佐久間 覚，藤本 陽子（大阪薬大・薬）

P-089

生体リズムの乱れがマウス精巣機能に及ぼす影響
○大谷 勝己1，三浦 伸彦2（1独立行政法人・労働安全衛生総合研究所・有害性
評価研究グループ，2独立行政法人・労働安全衛生総合研究所・健康障害予防
研究グループ）

P-090

調剤室内における空気中医薬品の分析
○村橋 毅，久米井 祥子，立花 研，樋口 敏幸，北村 繁幸（日本薬大・薬）

P-091

ヒュウガトウキエキスの安全性試験
○甲斐 久博1，石津 暢子1，鈴木 樹1，大河原 晋1，前田 明寛1，亀長 浩蔵2，
荒川 輝晃3，和田 光弘1，松野 康二1（1九州保健福祉大・薬，2亀長茶園，3備前
化成）

P-092

二酸化チタンナノ粒子の胎仔期曝露により神経幹細胞に生じる遺伝子発現変動
○立花 研1,3，小番 美鈴2，川副 翔太郎2，上田 剛司2，新海 雄介3，梅澤 雅和2,3，
武田 健2,3（1日本薬大，2東京理大・薬，3東京理大・総研環境次世代セ）

P-093

生活環境の大気中の細菌群集の季節変動と黄砂が与える影響
○朴 鐘旭，山口 進康，一條 知昭，那須 正夫（大阪大院・薬）

P-094

土壌環境における非結核性抗酸菌の多様性
○一條 知昭1，鍵村 直樹1，菅田 真理2，山口 進康1，那須 正夫1（1大阪大院・薬，
2
大阪大・薬）

P-095

マウス Cyp1a2遺伝子の核内受容体 CAR 依存性発現誘導のメカニズム
○佐久間 勉，河崎 優希，茂木 優治，遠藤 信平，窪田 明子，古野 幸美，
後藤 雄真，根本 信雄，櫻井 宏明（富山大・大学院医学薬学研究部（薬））

P-096

電子たばこ充填液のニコチン及びたばこ特異的ニトロソアミンの分析
○稲葉 洋平1，戸次 加奈江1，内山 茂久1，緒方 裕光2，欅田 尚樹1（1国立保健
医療科学院・生活環境研究部，2国立保健医療科学院・研究情報支援研究セン
ター）

－ 37 －

P-097

溶液中 FISH 法の開発およびマイクロ流路システムを用いた危害細菌の特異
的検出
山口 進康，○後藤 聡子，那須 正夫（大阪大院・薬）

P-098

マウス筋芽細胞由来 C2C12細胞の分化過程における fenofibrate 誘発細胞毒性
の解析
○久保 優紀，竹谷 侑記，中作 光，久保 大三郎，関 まどか，三浦 大作，
清宮 健一（兵庫医療大・薬）

P-099

レポーター遺伝子導入細胞株を用いた健康食品による CYP1A1/1A2誘導の網
羅的評価
○永田 清，佐々木 崇光，熊谷 健（東北薬大・薬）

P-100

在宅医療での麻薬製剤を含む医薬品の廃棄回収実態調査
○杉原 数美1，前田 志津子1，田山 剛崇1，塚本 豊久1，西村 和之2，太田 茂3
（1広島国際大・薬，2県立広島大・生命環境，3広島大院・医歯薬保）

韓国演題
P-101

Alterations in hepatic sulfur amino acid metabolism in Zucker diabetic
fatty rats
○Hui Chan Kwak1，Soo Jin Oh2，Sang Kyum Kim1，Bong-Hee Kim1（1College
of Pharmacy, Chungnam National University， 2Bio-Evaluation Center,
KRIBB）

P-102

INHIBITORY EFFECT OF PLATYCODON GRANDIFLORUM ROOTDERIVED SAPONINS ON OVERIECTOMY-INDUCED BONE LOSS IN
MICE AND BONE REMODELING IN VITRO
○Young Chul Chung2，Jae Ho Choi1，Kwang Youl Lee3，Hye Gwang Jeong1
（1Department of Toxicology, College of Pharmacy, Chungnam National
University, 2Department of Food and Medicine, College of Public Health and
Natural Science, International University of Korea，3College of Pharmacy
and Research Institute of Drug Development, Chonnam National University）
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