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プログラム
9月18日（金）

A会場（会議室203、204）

開会挨拶　9：10～9：15　　　　部会長：服部 裕一（富山大学大学院医学薬学研究部 分子医科薬理学講座）

優秀発表賞候補者演題　9：15～10：45

座長：結城 幸一（旭川医科大学 大学院医学系研究科 薬理学講座）

A-01 Oxaliplatin誘発機械的アロディニアへの serine protease-PAR2系の関与
○坂本 歩美1）、安東 嗣修1）、倉石 泰2）

1）富山大学 大学院医学薬学研究部 応用薬理学、2）東京医科歯科大学

A-02 Cav1.2はアゼルニジピンにより量的修飾をうける
○那須 史明1）、倉上 和也2）、小原 祐太郎1）、石井 邦明1）

1）山形大学 医学部 薬理学講座、2）山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

A-03 インフルエンザウイルスの感染に伴うヒストン化学修飾の変化
○岡本 楓1）、佐久間 稔惠1）、阿部 遥1）、久場 敬司2）、藤原 誠樹1）、東谷 美沙子1）、 
今井 由美子1）

1）秋田大学大学院医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座、 
2）秋田大学大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座

A-04 有痛性糖尿病性ニューロパチーにおける脊髄アンジオテンシン系の関与
○小潟 佳輝1）、根本 亙1）、中川西 修1）、八百板 富紀枝1）、只野 武2）、丹野 孝一1）

1）東北薬科大学 薬理学教室、2）金沢大学 ヘルスケア医学研究室

A-05 脳と消化管の機能連関における腹側分界条床核内ノルアドレナリン情報伝達の役割
○鈴木 発知1）、山本 隆太1）、井手 聡一郎1）2）、武田 宏司3）、南 雅文1）

1）北海道大学大学院薬学研究院 薬理学研究室、2）（公財）東京都医学総合研究所 薬物依存プロジェクト、
3）北海道大学大学院薬学研究院 臨床病態解析学研究室

A-06 TNF-αにより誘発される大動脈弁間質細胞の石灰化に与える
マトリックスGlaタンパク質高発現の影響
○千代谷 真理1）2）、瀬谷 和彦1）、于 在強1）2）、大徳 和之2）、福田 幾夫2）、村上 学1）、 
元村 成1）、古川 賢一1）

1）弘前大学大学院 医学研究科 病態薬理学講座、2）弘前大学大学院 医学研究科 胸部心臓血管外科学講座
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優秀発表賞候補者演題　11：00～12：15

座長：東田 道久（富山大学和漢医薬学総合研究所 複合薬物薬理学分野）

A-07 神経細胞におけるMidnolinの生理的・病理的な役割について
○今井 亨1）、小原 祐太郎1）、佐藤 秀則2）、加藤 丈夫2）、石井 邦明1）

1）山形大学 医学部 薬理学講座、2）山形大学 医学部 内科学第三講座

A-08 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 fl uvoxamineの抗そう痒効果とその作用点
○佐藤 杏奈1）、安東 嗣修1）、倉石 泰2）

1）富山大学 大学院医学薬学研究部 応用薬理学、2）東京医科歯科大学

A-09 T型カルシウムチャネル活性化薬 SAK3によるマウス海馬内グルタミン酸遊離の調節
○稲垣 良、矢吹 悌、田中 智哉、福永 浩司
東北大学大学院薬学研究科 薬理学分野

A-10 インフルエンザウイルス感染による宿主細胞のクロマチン構造変化
○丸藤 雅大1）、阿部 遥1）、佐久間 稔恵1）、久場 敬司2）、藤原 誠樹1）、東谷 美沙子1）、
今井 由美子1）

1）秋田大学大学院医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座、 
2）秋田大学大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座

A-11 miR-34a targets Cdc42 activator DOCK8 and miR-155 targets Rac1 and  
Cdc42 activator FGD4 to impair neutrophil migration in MDS

○曹 美婉1）、色摩 弥生1）2）、木村 純子1）

1）福島県立医科大学 医学部 薬理学講座、2）福島県立医科大学 医療人育成・支援センター

学術評議員会　12：30～13：30

西宮機能系基礎医学研究助成基金受賞演題　13：45～14：45

座長：若森 実（東北大学 大学院歯学研究科 口腔生物学講座 歯科薬理学分野）

A-12 生体内ミクログリアにおける中枢ヒスタミン系の役割
○飯田 智光、吉川 雄朗、松澤 拓郎、長沼 史登、中村 正帆、三浦 大和、谷内 一彦
東北大学医学系研究科 機能薬理学分野

A-13 細胞内小器官におけるドパミンD2受容体の機能解析
○塩田 倫史、福永 浩司
東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野
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A-14 PTHを用いた骨粗鬆症治療に関わる分子基盤研究
○斎藤 将樹1）、崔 林然1）、平野 毬菜1）2）、助川 淳1）2）、柳澤 輝行1）

1）東北大学 大学院医学系研究科 分子薬理学分野、2）尚絅学院大学 大学院 健康栄養科学専攻

A-15 タバコ煙に起因する細胞傷害の抑制方法の開発およびその分子機構の解明
○東 恒仁、眞井 洋輔、堀之内 孝広、真崎 雄一、堀口 美香、三輪 聡一
北海道大学大学院 医学研究科 細胞薬理学分野

一般演題　15：00～16：15

座長：坂本 多穂（福島県立医科大学医学部 薬理学講座）

A-16 心臓のNa/Ca交換体に対するβ-blockerカルベジロールの抑制作用
○渡邊 泰秀1）、田代 美由紀1）、山川 知美1）、山下 寛奈1）、喜多 紗斗美2）、岩本 隆宏2）、
木村 純子3）

1）浜松医科大学医学部 看護学科健康科学領域 医療薬理学部門、2）福岡大学医学部 薬理学講座、 
3）福島県立医科大学医学部 薬理学講座

A-17 ムスカリン受容体を介したケルセチンによる血管内皮依存性血管弛緩作用について
○西田 清一郎1）、土田 勝晴2）、佐藤 廣康3）

1）郡山青藍病院 内科、2）同志社女子大学 創薬理論科学、3）四天王寺大学

A-18 Autophagic fl uxの阻害によるドキソルビシン誘発性心筋障害の分子機構
○戸田 法子1）、村岡 幹夫2）、荒木 峻2）、山内 正憲1）、柳澤 輝行2）、佐藤 岳哉2）

1）東北大学病院 麻酔科、2）東北大学医学部分子薬理学講座

A-19 ラット静脈弛緩反応に関わるブラジキニン受容体サブタイプの同定
○梅原 隼人、樋口 宗史
新潟大学 医学部 薬理学分野

A-20 電位依存性カルシウムチャネルβ4サブユニットと自律神経
○村上 学1）、大場 貴喜4）、柳澤 輝行2）、桑迫 健二3）、尾野 恭一4）

1）弘前大学 医学部 病態薬理学、2）東北大学 分子薬理、3）宮崎大学 生理活性物質探索病態解析、 
4）秋田大学 細胞生理
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一般演題　16：30～17：45

座長：町田 拓自（北海道医療大学薬学部 薬理学講座）

A-21 XVIII型コラーゲン分解断片 endostatinは心筋梗塞領域の筋線維芽細胞機能を
亢進する
○岡田 宗善、平野 由佳、山脇 英之
北里大学 獣医学部 獣医薬理学研究室

A-22 CNOT3を介した心臓のアデニン核酸制御機構の解析
○山口 智和1）、鈴木 享1）、佐藤 輝紀1）、夏井 美幸1）、門脇 歩美1）、佐藤 チトセ1）、 
小泉 幸央1）、高橋 明格2）、山本 雅2）、今井 由美子1）、久場 敬司1）3）

1）秋田大学大学院医学系研究科、2）沖縄科学技術大学院大学、3）JSTさきがけ

A-23 短時間および長時間のグルタミン酸受容体活性化による後根神経節細胞の 
capsaicinに対する応答性の変化
○益岡 尚由1）、工藤 麻希子1）、吉田 純子1）、石橋 隆治1）2）、今泉 範子1）、西尾 眞友1）

1）金沢医科大学 医学部 薬理学、2）金沢医科大学 看護学部 薬理学

A-24 インフルエンザウイルス感染におけるウイルスと宿主ヒストン修飾因子の相互作用
○佐久間 稔惠1）、阿部 遥1）、久場 敬司2）、岡本 楓1）、藤原 誠樹1）、東谷 美沙子1）、 
今井 由美子1）

1）秋田大学大学院医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座、 
2）秋田大学大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座

A-25 好中球系細胞におけるアドレナリン作動性β受容体の発現と作用
○松田 直之、吉田 拓也、久保寺 敏、髙谷 悠大、稲葉 正人、山本 尚範
名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療医学分野

閉会挨拶　17：45～17：50　　　　部会長：服部 裕一（富山大学大学院医学薬学研究部 分子医科薬理学講座）



― 13 ―

B会場（会議室201、202）

優秀発表賞候補者演題　9：15～10：45

座長：宮本 嘉明（富山大学大学院医学薬学研究部 薬物治療学研究室）

B-01 リポポリサッカライド /D-ガラクトサミン誘発性急性肝傷害モデルマウスにおける
ONO-1301の効果
○三澤 広貴1）2）、大橋 若奈1）、井村 穣二3）、嶋田 豊2）、服部 裕一1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座、2）富山大学大学院 医学薬学研究部 和漢診療学講座、
3）富山大学大学院 医学薬学研究部 病理診断学講座

B-02 光遺伝学を活用した難聴モデルマウスの作成
○佐藤 満雄1）2）、樋口 大河1）、任 書晃1）、吉田 崇正1）3）、緒方 元気1）、堀 かりん1）、 
上塚 学1）4）、竹林 浩秀5）、土井 勝美2）、田中 謙二6）、日比野 浩1）

1）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 分子生理学分野、2）近畿大学医学部耳鼻咽喉科、 
3）九州大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科、4）大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、 
5）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 神経生物・解剖学分野、6）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

B-03 持効型インスリンアナログによるラットおよびマウスの脳機能改善効果
○遠藤 宏祐、恒枝 宏史、森 規彦、細尾 脩史、吉田 ひとみ、和田 努、笹岡 利安
富山大学 大学院医学薬学研究部 病態制御薬理学

B-04 酸化ストレス下の TNF-α産生に対する c-fosの抑制作用
○橋本 舞1）、色摩 弥生1）2）、安斎 美知子1）、木村 純子1）

1）福島県立医科大学 医学部 薬理学講座、2）福島県立医科大学 医療人育成・支援センター

B-05 PACAPおよびMaxadilan誘導性の長期アロディニア反応における 
脊髄Cyr61の関与に関する研究
○前田 辰則1）、中西 秀行1）、栗原 崇2）、宮田 篤郎2）、髙﨑 一朗1）

1）富山大学大学院 理工学教育部 生命工学専攻 生体情報薬理学研究室、 
2）鹿児島大学 医学部 生体情報薬理学分野

B-06 AZT impairs the fusion step of autophagosome with lysosome in cardiac  
H9c2 cells

○Song Qichao1）, Ryosuke Nomura2）, Shigeki Kushimoto2）, Shun Araki1）, 
Teruyuki Yanagisawa1）, Takeya Sato1）

1）Dept Mol Pharm Tohoku Univ Grad Sch Med., 2）Tohoku Univ. Hosp. Emergency Center.



― 14 ―

優秀発表賞候補者演題　11：00～12：15

座長：古川 賢一（弘前大学大学院医学研究科 病態薬理学講座）

B-07 破骨細胞分化に影響を与える薬剤のケミカルライブラリースクリーニング
○中田 樹里1）2）、柿原 嘉人1）、秋葉 陽介3）、丹原 惇2）、齋藤 功2）、江草 宏4）、 
佐伯 万騎男1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野、2）新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科矯正学分野、 
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科 生体歯科補綴学分野、 
4）東北大学大学院歯科研究科 分子・再生歯科補綴学分野

B-08 敗血症マウスにおけるヒスタミン関連分子誘導とその臓器傷害に対する役割
○服部 瑞樹1）2）、高階 道徳1）、冨田 賢吾1）、鈴木 登紀子1）、青木 優太2）、田中 智之3）、
井村 穣二4）、大橋 若奈1）、山﨑 光章2）、服部 裕一1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座、2）富山大学大学院 医学薬学研究部 麻酔科学講座、 
3）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 生体応答制御学分野、 
4）富山大学大学院 医学薬学研究部 病理診断学講座

B-09 Lipopolysaccharideはマウス筋芽細胞C2C12の筋分化を抑制する
○大野 雄康1）2）、木村 純子1）、坂本 多穂1）

1）福島県立医科大学 医学部 薬理学講座、2）福島県立医科大学 医学部 救急医療学講座

B-10 骨髄移植後肺合併症におけるRenin-Angiotensin systemの役割
○原 隆二郎1）2）、鬼塚 真仁2）、Zheng xin1）、久場 敬司3）、安藤 潔2）、今井 由美子1）

1）秋田大学 大学院医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座、2）東海大学医学部 血液腫瘍内科、 
3）秋田大学 大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座

B-11 脂肪組織肥大化およびインスリン抵抗性進展における PDGFの関与
○小野木 康弘1）、和田 努1）、神谷 知江1）、稲田 健人1）、山本 誠士2）、石井 陽子2）、 
笹原 正清2）、恒枝 宏史1）、笹岡 利安1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学） 病態制御薬理学、 
2）富山大学大学院 医学薬学研究部（医学） 病態病理学

一般演題　13：45～14：45

座長：溝口 広一（東北薬科大学 機能形態学教室）

B-12 注意欠如／多動性障害モデルにおける皮質前頭前野興奮性シナプスの機能形態学的異常
○鹿内 浩樹1）2）、千里内 啓行1）、平出 幸子1）、今野 幸太郎3）、木村 真一1）、 
大橋 敦子1）、吉岡 充弘2）、渡邊 雅彦3）、富樫 廣子1）、飯塚 健治1）、島村 佳一1）

1）北海道医療大学 薬学部 薬理学講座、2）北海道大学大学院医学研究科 神経薬理学、 
3）北海道大学大学院医学研究科 解剖発生学
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B-13 NCKX2欠損マウスにおける認知機能障害の細胞内機序
○森口 茂樹1）、喜多 紗斗美2）、矢吹 悌1）、泉 久尚1）、堀江 恭二3）、竹田 潤二4）、 
岩本 隆宏2）、福永 浩司1）

1）東北大学 大学院薬学研究科 薬理学、2）福岡大学 医学部 薬理学、3）奈良県立医科大学 生理学、 
4）大阪大学 大学院医学系研究科 環境・生体機能学

B-14 脊髄疼痛伝達機構におけるアンジオテンシンⅢの役割
○根本 亙1）、小潟 佳輝1）、中川西 修1）、八百板 富紀枝1）、只野 武2）、丹野 孝一1）

1）東北薬科大学 薬理学教室、2）金沢大学 ヘルスケア医学研究室

B-15 発光蛋白質を用いたCREBリン酸化経路阻害剤の探索
○石本 哲也、眞野 寛生、畦地 健司、森 寿
富山大学 大学院医学薬学研究部 分子神経科学講座

一般演題　15：00～16：15

座長：恒枝 宏史（富山大学大学院医学薬学研究部 病態制御薬理学研究室）

B-16 うつ病モデルラットの扁桃体における FKBP5の変化
○泉 剛、Ghebreab Robel、王 冊、大村 優、吉田 隆行、吉岡 充弘
北海道大学医学研究科 神経薬理学分野

B-17 ラットにおける甘味刺激時の脳活動変化の解析
○近藤 ゆき子1）、入江 康至1）、樋口 さとみ2）、山下 典生2）、佐々木 真理2）、 
弘瀬 雅教3）、平 英一1）

1）岩手医科大学 薬理学講座 情報伝達医学分野、2）岩手医科大学 超高磁場MRI診断・病態研究部門、 
3）岩手医科大学 薬学部 分子細胞薬学講座

B-18 断続的断眠ストレス負荷誘発性情動行動障害に対する ADHD治療薬の効果
○八百板 富紀枝1）、永澤 佑佳1）、土谷 昌広2）、荒井 裕一朗3）、根本 亙1）、中川西 修1）、
丹野 孝一1）、只野 武1）4）

1）東北薬科大学 薬理、2）東北福祉大学、3）東京有明医療大学 保健医療学、4）金沢大学 医薬保健学

B-19 海馬CA3領域でのシナプス伝達に対するフェニトインの作用
○若森 実1）、窪田 寿彦1）2）、吉田 卓史1）

1）東北大学 大学院歯学研究科 口腔生物学講座 歯科薬理学分野、 
2）佐賀大学 医学部 生体構造機能学講座 薬理学分野

B-20 新規 IP3測定法　―競合的蛍光リガンド結合アッセイ法―
○谷村 明彦1）、大浦 泰3）、村田 佳織2）、森田 貴雄1）、根津 顕弘1）、周東 智3）

1）北海道医療大 歯学部 薬理学分野、2）北海道医療大 歯学部 小児歯科学分野、 
3）北海道大学 薬学部 創薬有機化学講座
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一般演題　16：30～17：45

座長：森口 茂樹（東北大学大学院薬学研究科 薬理学分野）

B-21 イソフルランの麻酔作用におけるヒスタミン神経系の役割
○中村 正帆、吉川 雄朗、長沼 史登、三浦 大和、飯田 智光、松澤 拓郎、堀米 愛、
Karpati Aniko、谷内 一彦
東北大学大学院 医学系研究科 機能薬理学分野

B-22 嗅球摘出マウスの認知機能低下に対する黄連解毒湯および三黄瀉心湯の改善効果
○吉田 淳1）、星野 遥1）、藤原 博典1）、荒井 啓行2）、工藤 幸司3）、松本 欣三1）

1）富山大学 和漢医薬学総合研究所 複合薬物薬理学分野、2）東北大学 加齢医学研究所 老年医学分野、 
3）東北大学 加齢医学研究所 ニューロ・イメージング研究（住友電工） 寄付研究部門

B-23 培養神経細胞における精神疾患関連分子 Shati/Nat8lの突起伸長への影響
○宇野 恭介1）、鷲見 和之1）、宮本 嘉明1）、松村 祥平1）、古川‒日比 陽子2）、 
鍋島 俊隆3）、村松 慎一4）、新田 淳美1）

1）富山大学 大学院医学薬学研究部（薬学）薬物治療学、 
2）名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学講座 医学部附属病院薬剤部、 
3）名城大学薬学部、4）自治医科大学医学部・神経内科学

B-24 骨がん性疼痛モデルマウスの特性とオキシコドンの効果
○前田 武彦、丸山 恵奈、柳 真美、山岸 明、山田 大祐、川原 浩一
新潟薬科大学 薬学部 薬効薬理学研究室

B-25 HGFの中枢神経栄養因子としての可能性
○加藤 貴史、高橋 英夫
近畿大学医学部薬理学
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C会場（特別会議室）

一般演題　11：00～12：15

座長：塩田 倫史（東北大学大学院薬学研究科 薬理学分野）

C-01 エンドセリン受容体を介して惹起されるインスリン抵抗性における 
Gタンパク質共役型受容体キナーゼ2の関与
○堀之内 孝広、原田 拓弥、東 恒仁、真崎 雄一、カルキ サリタ、堀口 美香、 
三輪 聡一
北海道大学 大学院医学研究科 細胞薬理学分野

C-02 タバコ煙抽出液は血小板凝集を抑制する
○柏木 仁1）、結城 幸一1）、今道 力敬1）、小島 史章2）、粂井 志麻1）、成宮 周3）、 
牛首 文隆1）

1）旭川医科大学 医学部 薬理学講座、2）北里大学 医療衛生学部 薬理学講座、 
3）京都大学大学院 医学研究科 メディカルイノベーションセンター

C-03 G蛋白共役型受容体キナーゼ（GRK）によるアドレノメデュリン（AM）受容体の 
細胞膜輸送の抑制効果
○桑迫 健二1）、北村 和雄2）、永田 さやか2）、姜 丹鳳1）、林 英孝1）、村上 学3）、 
加藤 丈司1）

1）宮崎大学 フロンティア科学実験総合センター 生理活性物質探索病態解析分野、 
2）宮崎大学 医学部 内科学講座 循環体液制御学分野、3）弘前大学 大学院医学研究科 病態薬理学講座

C-04 難治性掻痒症治療薬 nalfurafi neの末梢性抗掻痒作用
○音羽 亮1）、小笠原 蓉子1）、新井田 隆広1）、溝口 広一1）、渡辺 千寿子1）、勝山 壮2）、
長瀬 博3）、櫻田 忍1）

1）東北薬科大学 機能形態学、2）東京薬科大学 薬学実務実習教育センター、 
3）筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 創薬化学

C-05 扁桃体における内因性カンナビノイドを介したセロトニン遊離調節
○吉田 隆行1）、大村 優1）、泉 剛1）、渡辺 雅彦2）、吉岡 充弘1）

1）北海道大学 大学院医学研究科 神経薬理学分野、2）北海道大学 大学院医学研究科 解剖発生学分野

一般演題　13：45～14：45

座長：久場 敬司（秋田大学大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座）

C-06 筋ジストロフィーに対するレスベラトロールの探索的臨床研究
○堀尾 嘉幸1）、川村 健太郎2）、福村 忍2）、二階堂 弘輝2）、舘 延忠2）、畠山 欣也2）、 
久原 真3）、下濱 俊3）、小塚 直樹4）、林 貴士1）、久野 篤史1）、堤 裕幸2）

1）札幌医科大学 医学部 薬理、2）札幌医科大学 医学部 小児科学、3）札幌医科大学 医学部 神経内科、 
4）札幌医科大学 保健医療学部 理学療法 
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C-07 ダイヤモンド電極を駆使した生体内薬物濃度測定
○緒方 元気1）2）、任 書晃1）2）、石井 雄也3）、浅井 開3）、佐野 大和5）、吉田 崇政1）4）、 
楠原 洋之5）、高井 まどか6）、栄長 泰明3）、日比野 浩1）2）

1）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 分子生理学分野、2）新潟大学 研究推進機構 超域学術院、 
3）慶応大学 理工学部 化学科、4）九州大学 医学部 耳鼻咽喉科、 
5）東京大学大学院 薬学研究科 分子薬物動態学、 
6）東京大学大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻

C-08 蝸牛らせん靭帯の持続的脱分極性膜電位に関する in vivo解析
○吉田 崇正1）2）3）、任 書晃1）2）、緒方 元気1）2）、上塚 学1）2）4）、小宗 静男3）、倉智 嘉久5）、
日比野 浩1）2）

1）新潟大学 医歯学総合研究科 分子生理学、2）新潟大学 超域学術院、3）九州大学 医学部 耳鼻咽喉科、 
4）大阪大学 医学部 耳鼻咽喉科、5）大阪大学 大学院医学系研究科 分子細胞薬理

C-09 蝸牛らせん靭帯のNa+輸送阻害による難聴病態の理論科学的予測
○任 書晃1）2）、吉田 崇正1）2）3）、緒方 元気1）2）、上塚 学1）2）4）、小宗 静男3）、倉智 嘉久5）、
日比野 浩1）2）

1）新潟大学医学部分子生理学分野、2）新潟大学超域学術院、3）九州大学医学部耳鼻咽喉科、 
4）大阪大学医学部耳鼻咽喉科、5）大阪大学医学部分子細胞薬理学

一般演題　15：00～16：15

座長：堀之内 孝広（北海道大学大学院医学研究科 細胞薬理学分野）

C-10 メトトレキサートによるラット異味症発現と回腸セロトニン代謝異常における 
一酸化窒素の役割
○町田 拓自、高野 夕穂、藤田 果那、飯塚 健治、平藤 雅彦
北海道医療大学 薬学部 薬理学講座

C-11 ヒト線維芽細胞の増殖における Protease Activated Receptorを介した 
作用の研究
○吉田 拓也、松田 直之
名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野

C-12 インフルエンザウイルス感染におけるヒストンH3メチル化修飾による 
遺伝子発現制御
○阿部 遥1）、佐久間 稔恵1）、久場 敬司2）、丸藤 雅大1）、藤原 誠樹1）、 
東谷 美沙子1）、今井 由美子1）

1）秋田大学大学院 医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座、 
2）秋田大学大学院 医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座

C-13 Cyclosporin Aによる AZT誘発性mPTP開口抑制効果は、 
Cyclophilin D依存性である
○野村 亮介1）2）、榎本 祥吾2）、久志本 成樹1）、柳澤 輝行2）、佐藤 岳哉2）

1）東北大学病院 高度救命救急センター、2）東北大学 大学院 医学系研究科 分子薬理学分野
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C-14 アドレナリンによる TGF-βアイソフォーム選択的発現調節
○柳川 芳毅、平出 幸子、飯塚 健治
北海道医療大学薬学部薬理学講座（病態生理学）

一般演題　16：30～17：45

座長：安東 嗣修（富山大学大学院医学薬学研究部 応用薬理学研究室）

C-15 アナフィラキシー誘発ラットの血圧・肝うっ血に対するロサルタン K及び 
クロモグリク酸Na投与の影響
○加納 誠一朗1）、高野 純希1）、續 雄人1）、林 将羽1）、Roberto Levi2）

1）北海道薬科大学 薬学部 自然科学分野、2）Weill Cornell Medical College

C-16 ヒト生殖腺における11-ケトテストステロンの合成とその機能
○今道 力敬1）3）、矢澤 隆志2）、結城 幸一1）、柏木 仁1）、宮本 薫3）、牛首 文隆1）

1）旭川医科大学 医学部 薬理学講座、2）旭川医科大学 医学部 生化学講座 細胞制御科学分野、 
3）福井大学 医学部 分子生体情報学領域

C-17 脊柱靭帯骨化症患者由来の間葉系幹細胞のゲノムDNA脱メチル化による骨化能亢進
○古川 賢一1）2）、千葉 紀之1）2）、高山 昇平1）、原田 義史1）2）、元村 成1）、村上 学1）、 
石橋 恭之2）

1）弘前大学 大学院 医学研究科 病態薬理学講座、2）弘前大学 大学院 医学研究科 整形外科学講座

C-18 ヒト口腔扁平上皮癌細胞株に対するゾレドロン酸の殺細胞効果に及ぼす 
細胞外カルシウムの影響
○井上 さやか1）2）、冨原 圭1）、高階 道徳2）、服部 裕一2）、野口 誠1）

1）富山大学 大学院 医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座、 
2）富山大学 大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座


