
一般演題（ポスター）
Poster Sessions

3/8 (Mon)

【P1会場】
神経伝達物質・シナプス (1)／ Neurotransmitter, Synapse (1) ··············································· 1-P1-01～ 1-P1-12

グリア細胞 (1)・脳オルガノイドなど／ Glia Cell (1), Cerebral organoid  ·························· 1-P1-13～ 1-P1-25

神経変性／ Neurodegeneration  ············································································································ 1-P1-26～ 1-P1-35

脳循環・脳代謝・虚血・睡眠・覚醒・生体リズム／ Cerebral Circulation,  
Metabolism, Ischemia,Sleep, Awake, Biological rhythm  ····························································· 1-P1-36～ 1-P1-45

【P2会場】
心血管障害・血管内皮／ Cardiovascular disorders, Vascular Endothelium  ······················ 1-P2-01～ 1-P2-11

消化器／ Digestive Organ  ······················································································································· 1-P2-12～ 1-P2-19
免疫・炎症・アレルギー (1)／ Immunity, Inflammation, Allergy (1)  ····································· 1-P2-20～ 1-P2-36

腫瘍・化学療法・抗体医療 (1)／ Cancer, Chemotherapy, Antibody Therapy (1)  ··········· 1-P2-37～ 1-P2-46



Poster Sessions  14:00～ 15:30
神経伝達物質・シナプス (1) / Neurotransmitter, Synapse (1)
ファシリテーター： 

川村　将仁（東京慈恵会医科大・医・薬理） 
Masahito Kawamura（Dept. Pharmacol., Jikei Univ. Sch. Med.） 
佐々木　拓哉（東京大・院薬・薬品作用） 
Takuya Sasaki（Lab. Chem. Pharmacol., Grad. Sch. Pharm., Tokyo Univ.）

1-P1-01
BARP regulates the dynamics of voltage-dependent Ca2+ channel complexes at dendritic spine
BARPは樹状突起スパインにおいて電位依存性カルシウムチャネルのダイナミクスを制御する

〇松永 佳大 1、中尾 章人 1、大森 美ずき 1、梶本 武利 1,2、森 泰生 1

1京都大・大学院工学研究科・合成・生物化学専攻 分子生物化学分野、2神戸大・院医・生化学・分子生物学講座 
生化学分野

1-P1-02
Presynaptic inhibition of GABA release from striatal medium spiny neurons onto cholinergic 
interneurons in young-adult mice.
成体マウス線条体中型有棘細胞からコリン作動性介在ニューロンへのGABA放出のシナプス前抑制

〇鈴木 江津子、籾山 俊彦
東京慈恵会医科大・医

1-P1-03
Involvement of NO cascade in AT1 receptor mediated effects of angiotensin II on excitatory synaptic 
transmission in the rat nucleus tractus.
AT1受容体を介したアンギオテンシンⅡのラット孤束核・興奮性シナプス伝達調節作用に対するNO
の関与

〇大井 義明、兒玉 大介、櫨 彰
愛知学院大・薬

1-P1-04
Evaluation of the effect of levetiracetam on methamphetamine-induced hyperactivity in Sv2aL174Q rats
Sv2aL174Qラットのメタンフェタミン誘発運動亢進に対するレベチラセタムの作用評価

〇清水 佐紀、三牧 由依、神野 さやか、樽屋 志保、芹川 忠夫、大野 行弘
大阪薬科大・薬・薬品作用解析学

1-P1-05
Effect of estradiol on behavioral selection for pups and synaptic transmission in the rhomboid nucleus 
of the bed nucleus of the stria terminalis
エストラジオールによる養育行動制御機構の解明

〇福井 清志郎、佐藤 圭一郎、南 雅文、天野 大樹
北海道大・院薬・薬理学研究室
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1-P1-06
Lysophosphatidylethanolamines with different fatty acid lengths stimulate neurite outgrowth in cultured 
cortical neurons through distinct signaling cascades
異なる脂肪酸鎖長のリゾホスファチジルエタノールアミンは異なるシグナル経路を介して大脳皮質神
経細胞の神経突起伸長を促進させる

〇吉田 紘規 1,3、久野 和俊 2,3、川瀬 詩織 4、三村 哲彦 2,3、羽二生 久夫 3、塚原 完 5、栗原 大河 6、 
松田 佳和 7、齋藤 直人 3、植村 健 3,4

1信州大・院総合理工、2信州大・院医理工、3信州大・先鋭領域融合研究群・バイオメディカル研、4信州大・基
盤研究支援セ・遺伝子実験支援、5長崎大・生命医科学・創薬薬理学、6日本薬科大・生命科薬学、7日本薬科大・
臨床薬学

1-P1-07
Alteration of parvalbumin expression and perineuronal nets formation in the anterior cingulate cortex of 
Fabp3 KO mice
脂肪酸結合タンパク質３欠損による前帯状皮質におけるパルブアルブミン発現とペリニューロナル
ネット形成異常

〇山本 由似 1,2、大和田 祐二 2、福永 浩司 3、上条 桂樹 1

1東北医科薬科大・医・解剖、2東北大・院医・器官解剖、3東北大・院薬・薬理

1-P1-08
E3 Ubiquitin Ligase HRD1 regulates the Serotonin Transporter Function
E3ユビキチンリガーゼHRD1はセロトニントランスポーター機能を制御する

〇田口 慧 1、金子 雅幸 3、本池 芹佳 2、原田 佳奈 1、秀 和泉 1、田中 茂 1、酒井 規雄 1

1広島大・院医歯薬保健・神経薬理学、2広島大・院医系科学・歯科麻酔学、3長崎大・院医歯薬・創薬薬理学

1-P1-09
Regulation of nicotine-induced tremor by the dopaminergic nervous system
ドパミン神経系によるニコチン誘発振戦の発現調節機構

〇加藤 将貴、國澤 直史、清水 佐紀、髙島 千嘉、辻村 佳菜、堀川 和也、大野 行弘
大阪薬科大・薬・薬品作用解析学

1-P1-10
Applying Ca2+ Image Sensor to visualize extracellular Ca2+ dynamics in hippocampus.
Ca2+イメージセンサーを用いた海馬の細胞外Ca2+の可視化

〇パラジュリ ビージェイ 1、土井 英生 3、繁冨 英治 1,2、篠崎 陽一 1,2、野田 俊彦 3,4、高橋 一浩 3、 
澤田 和明 3、小泉 修一 1,2

1山梨大・院医・薬理、2山梨学際的脳 -免疫研究センター、3豊橋技術科学大学・電気・電子情報工学、4豊橋技術
科学大学・エレクトロニクス先端融合研究所
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1-P1-11
Human excitatory amino acid transporters (EAATs) were functional in the human induced pluripotent 
stem cell (hiPSC)-derived human neural networks
ヒト iPS細胞由来神経系細胞から作成した神経回路標本におけるグルタミン酸トランスポーター機能
の確認

〇高橋 華奈子 1、中條 かおり 1、鈴木 郁郎 2、佐藤 薫 1

1国衛研・薬理・神経薬理、2東北工業大・院工・電子工学

1-P1-12
Expanding the repertoire of the genetically-encoded fluorescent transmitter sensors
多様な遺伝子コード型細胞外シグナル可視化センサーの開発

〇稲生 大輔
金沢大
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
グリア細胞 (1)・脳オルガノイドなど / Glia Cell (1), Cerebral organoid
ファシリテーター： 

桂林　秀太郎（福岡大・薬・臨床疾患薬理） 
Shutaro Katsurabayashi（Dept. Neuropharmacol., Fac. Pharm. Sci., Fukuoka Univ.） 
篠崎　陽一（山梨大・院総合・医・薬理） 
Youichi Shinozaki（Dept. Neuropharm. Interdisp. Grad. Sch. Med. Yamanashi 
Univ.）

1-P1-13
Degradation of oligomeric α -Synuclein in brain pericytes is enhanced by cyclosporin A
シクロスポリンによる脳ペリサイトのαシヌクレインオリゴマー分解促進

〇道具 伸也 1、横谷 みき 1、高田 芙友子 1、松本 純一 1、岩尾 卓朗 1、佐野 和憲 2、片岡 泰文 1

1福岡大・薬・応用薬剤、2福岡大・薬・生体機能制御

1-P1-14
Brain pericytes increase sodium-dependent glutamate uptake in astrocytes.
脳ペリサイトはアストロサイトのNa+依存性グルタミン酸取り込みを促進的に調節する

〇高田 芙友子 1、坂井 研太 1,2、岩尾 卓朗 1,2、松本 純一 2、片岡 泰文 1、山内 淳史 2、道具 伸也 1

1福岡大・薬・応用薬剤学、2福岡大・薬・生物薬剤学

1-P1-15
Effect of Gpnmb gene on memory deficits in 9 month-old 5xFAD mice
9月齢5xFADマウスの記憶障害に及ぼすGpnmb遺伝子の影響

〇川原 浩一、小嶋 雪菜、熊倉 夏希、佐野 正明、細貝 恒太、山田 拓実、長谷川 拓也、前田 武彦
新潟薬科大・薬

1-P1-16
Cholesterol induced calcium oscillation found in astrocytes
アストロサイトで見出されたコレステロール誘導性カルシウム振動

〇足立 ちひろ、井上 貴文
早稲田大・先進理工・生命医科

1-P1-17
Zinc-aggravated M1 microglia suppress astrocytic engulfing activity via P2X7 receptors
亜鉛増悪化M1ミクログリアはP2X7受容体を介したアストロサイト食作用を抑制する

〇東 洋一郎 1、新武 享朗 1,2、濱田 朋弥 1、清水 孝洋 1、清水 翔吾 1、Zou Suo1、山本 雅樹 1、中村 里菜 1、
秋澤 俊史 1、齋藤 源顕 1

1高知大・医、2日本学術振興会特別研究員

1-P1-18
Prostaglandin E2 increases the expression of cyclooxygenase-2 protein in microglia.
プロスタグランジンE2はミクログリアにおいてシクロオキシゲナーゼ -2のタンパク発現を増加させ
る。

〇長野 貴之、津田 尚彦、藤村 健一、池澤 勇志、東 祐樹、木村 信也、竹村 基彦
兵庫医科大・医・薬理
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1-P1-19
Study of immunocytochemistry in expression of nucleoside transporter ENT3 in astrocytes
アストロサイトにおけるヌクレオシド輸送体ENT3の発現に関する免疫細胞学的検討

〇田中 康一 1,2,3、鈴木 航 1、五十嵐 健人 1,2、富田 和男 1,2、北中 順惠 3、北中 純一 3、佐藤 友昭 2、
竹村 基彦 3

1兵庫医療大・薬、2鹿児島大・院医歯・歯科応用薬理、3兵庫医科大・医・薬理

1-P1-20
An in vivo macroscopic Ca2+ imaging method for analysis of astrocytic Ca2+ activities in 
neurodegenerative disease model mice
神経変性疾患におけるアストロサイトCa2+活動のマウス脳表 in vivoイメージングによる解析

〇茂木 優貴、飯野 正光、金丸 和典
日本大・医

1-P1-21
Three-dimensional co-culture model using human iPSC derived brain organoid and microglia-like cells
ヒト iPS細胞由来脳オルガノイドとミクログリア様細胞の共培養による三次元脳モデルの作製

〇高田 真優子、西村 周泰、高田 和幸
京都薬科大・薬・統合薬科学

1-P1-22
The role of nicotinic acetylcholine receptors on differentiation of iPSC-derived macrophages and 
dopaminergic neurons
iPS細胞由来マクロファージおよびドパミン神経の分化におけるアセチルコリン受容体の役割

〇原田 考輝 1、加藤 丈使 1、西村 周泰 1、平尾 真大 1、下濱 俊 2、高田 和幸 1

1京都薬科大・薬・統合薬科学、2札幌医科大・医・神経内科学

1-P1-23
Robust induction of nigro-striatal neurons from human induced pluripotent stem cells by small 
compound-based signal controlling
化合物を用いたシグナルコントロールによるヒト多能性幹細胞から黒質・線条体神経細胞の作製

〇西村 周泰、網本 直弥、加藤 丈使、平尾 真大、高田 和幸
京都薬科大・薬・統合薬科学

1-P1-24
Toward the generation of thalamic organoids from human induced pluripotent stem cells
ヒト iPS細胞を用いた視床様オルガノイドの作製

〇西村 優利 1、森本 菜央 1,2、小坂田 文隆 1,2,3

1名古屋大・院創薬科学・細胞薬効解析学分野、2名古屋大・高等研究院・神経情報処理研究チーム、3名古屋大・
未来社会創造機構・ナノライフシステム研究所
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1-P1-25
Generation of cortical organoids with axial polarity from marmoset embryonic stem cells
マーモセットES細胞から極性を有する大脳皮質オルガノイドの誘導

〇小寺 知輝 1、原 大樹 1,2、森本 菜央 1,3、小坂田 文隆 1,3

1名古屋大・院創薬科学・細胞薬効解析学分野、2田辺三菱製薬、3名古屋大・高等研究院・神経情報処理研究チー
ム
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
神経変性 / Neurodegeneration
ファシリテーター： 

川畑　伊知郎（東北大・院薬・薬理） 
Ichiro Kawahata（Dept. Pharm., Grad. Sch. Pharm. Sci., Tohoku Univ.） 
小菅　康弘（日本大学・薬・薬理） 
Yasuhiro Kosuge（Lab. Pharmacol., Sch. Pharm., Nihon Univ.）

1-P1-26
Astrocyte-microglia interaction promotes rotenone-induced dopaminergic neurotoxicity
アストロサイト−ミクログリア連関がもたらすロテノン誘発ドパミン神経障害

〇宮崎 育子 1、菊岡 亮 1、磯岡 奈未 1、村上 真樹 1、十川 千春 2、十川 紀夫 3、北村 佳久 4、 
浅沼 幹人 1

1岡山大・院医歯薬・脳神経機構、2岡山大・院医歯薬・歯科薬理、3松本歯科大・歯科薬理、4就実大・薬・薬物
治療

1-P1-27
Inhibitory effect of neurite outgrowth via glycer-AGEs dependent β -tubulin abnormal aggregation
グリセルアルデヒド由来AGEsによる軸索伸長の抑制効果はβ -チューブリンの異常凝集に依存する

〇那須 隆斗 1、古川 絢子 1、竹内 正義 2、郡山 恵樹 1

1鈴鹿医療科学大・院薬、2金沢医科大

1-P1-28
Construction of PDGFRβ activation system using optogenetics.
オプトジェネティクスを用いたPDGFRb活性化システムの構築

〇木村 優那、位田 雅俊、栗田 尚佳、保住 功
岐阜薬科大・院薬・医療薬剤学大講座薬物治療学研究室

1-P1-29
High glucose enhances oxidative stress-induced cell death in cultured neuronal cells
培養神経細胞における酸化的ストレス誘発細胞死に対する高グルコースによる促進作用

〇石丸 侑希、三浦 鈴奈、谷村 映紀、山口 凱世、山室 晶子、吉岡 靖啓、前田 定秋
摂南大・薬・薬物治療

1-P1-30
Effects of the Alzheimer's disease drug rivastigmine on nerve growth factor via sigma receptor
アルツハイマー病治療薬リバスチグミンによるsigma受容体を介した神経成長因子への効果

〇松嶋 ゆかり 1、寺田 一樹 2、梅原 薫 1、榊原 巌 1

1横浜薬科大・薬・漢方天然物化学研究室、2福岡大・薬・創剤学教室

1-P1-31
Effect of forest bioresources for amyloid-β protein and working memory performance
アミロイドβタンパク質と記憶学習に対する森林資源の影響

〇岩佐 健介 1、丸山 敬 1、浅井 将 2、清水 邦義 3、吉川 圭介 1

1埼玉医科大・医、2横浜薬科大・薬・薬学教育センター、3九州大・農・生命資源環境学府
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1-P1-32
Neuropathological analysis of Niemann-Pick disease type C using patient-derived iPSCs
疾患特異的 iPS細胞を用いたニーマン・ピック病C型の神経病理解析

〇齋藤 僚 1,2、宮島 任司 1,3、Wu Chen1,3、Hossain Mohammad Arif1,2、宗形 ミヨ 1、鈴木 健 1、岩本 武夫 2、
江良 択実 4、衞藤 義勝 1,5

1脳神経疾患研セ、2東京慈恵会医科大・医・基盤研、3アンジェス（株）・希少疾患研セ、4熊本大・発生医学研・
幹細胞誘導、5東京慈恵会医科大

1-P1-33
D-Cysteine regulates chaperone-mediated autophagy and microautophagy through the generation of 
hydrogen sulfide.
D-システインは硫化水素産生を介してシャペロン介在性オートファジー及びミクロオートファジーを
調節する

〇植田 恵梨香 1、関 貴弘 1,2、今野 歩 3、平井 宏和 3、倉内 祐樹 1,2、香月 博志 1,2

1熊本大・薬・薬物活性、2熊本大・院生命・薬物活性、3群馬大・院医・脳神経再生

1-P1-34
Increased glutathione via NOVA1 by administration of an inhibitor of the microRNA miR-96-5p
miR-96-5pインヒビター投与によるNOVA1を介したグルタチオン量の上昇

〇木下 千智 1、松村 暢子 1、青山 晃治 1、中木 敏夫 1,2

1帝京大・医・薬理、2帝京大・薬

1-P1-35
Involvement of cochlear macrophages in the loss of inner hair cell synapses by noise exposure
騒音曝露による内毛細胞のシナプス損失における蝸牛マクロファージの関与

〇山口 太郎、尾中 勇佑、米山 雅紀
摂南大・薬・薬理
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
脳循環・脳代謝・虚血・睡眠・覚醒・生体リズム / Cerebral Circulation, Metabolism, 
Ischemia,Sleep, Awake, Biological rhythm
ファシリテーター： 

泉　安彦（神戸薬科大・薬・薬理） 
Yasuhiko Izumi（Lab. Pharmacol., Kobe Pharmaceut. Univ.） 
中川　慎介（福岡大・薬・生物薬剤学） 
Shinsuke Nakagawa（Dept. Pharmaceut. Care & Health Sci., Fac. Pharmaceut. 
Sci., Fukuoka Univ.）

1-P1-36
Establishment of a new tri-culture system for elucidating crosstalk mechanisms between brain 
microvascular endothelial system and central nervous system in Alzheimer’s disease brains
脳微小血管の内皮細胞障害が大脳皮質神経細胞に及ぼす影響を評価するための新規 in vitro評価系の確
立

〇笹原 智也 1,2、星 美奈子 1,3

1神戸医療産業都市推進機構・先端医療研究セ・神経変性疾、2TAOヘルスライフファーマ (株 )・研究開発、3京都
大・医・形態形成機構

1-P1-37
Hypercholesterolemia may attenuate cerebral aneurysm
高コレステロール血症はくも膜下出血を減弱する可能性

〇外村 和也 1,3、牧野 洋 2、岩城 孝行 1、今井 亮 2、木村 哲朗 2、中島 芳樹 2、梅村 和夫 1

1浜松医科大・医、2浜松医科大・医・麻酔科、3浜松医科大・医・臨床医学教育学

1-P1-38
CUD003, a novel synthetic derivative of curcumin, can mitigate middle cerebral artery occlusion 
(MCAO)-induced ischemic injury by suppressing inflammation in rats
新規クルクミン誘導体CUD003は脳虚血再灌流ラットの脳障害を抗炎症作用を介して軽減する

〇松崎 広和 1、関根 菜月 1、佐藤 隼人 1、堀越 安純 2、浅野 昂志 1、岩田 直洋 3、玄 美燕 2、高山 淳 2、
袁 博 1、日比野 康英 3、坂本 武史 2、岡崎 真理 1

1城西大・薬・薬品作用、2城西大・薬・医薬品化学、3城西大・薬・生体防御

1-P1-39
Effect of traditional Japanese medicine, ninjin’yoeito, on cerebral blood flow in urethane-anesthetized 
mice
ウレタン麻酔マウスの脳血流に対する漢方薬・人参養栄湯の作用

〇渡辺 信博、飯村 佳織、堀田 晴美
東京都健康長寿医療セ研・自律神経機能

1-P1-40
Effects of IL-6 family cytokines on blood-brain barrier function
血液脳関門バリア機能に対する IL-6ファミリーサイトカインの効果

〇濱田 奨、人羅（今村） 菜津子、南 雅文
北海道大・薬

196

3/8 (M
on) Poster Sessions



1-P1-41
Transport of docosahexaenoic acid across the blood–brain barrier is decreased in aged mice
血液脳関門 (BBB)を介したドコサヘキサエン酸の脳移行は加齢マウスにおいて減少する。

〇岩尾 卓朗、髙田 芙友子、松本 純一、片岡 泰文、道具 伸也
福岡大・薬

1-P1-42
Reptiles, sleep, and the claustrum
爬虫類の前障とその睡眠における役割

〇乘本 裕明 1、Fenk Lorenz1、Li Hsing-Hsi1、Tosches Maria1,2、Gallego-Flores Tatiana1、
Hain David1、Reiter Sam1,3、小林 里帆 1,4、Laurent Gilles1

1Max Planck Institute for Brain Research、2Columbia University・Department of Biological Sciences、3沖縄科学
技術大学院大学・計算行動神経科学ユニット、4名古屋市立大・院薬

1-P1-43
Influence of circadian rhythm on the delayed recovery from isoflurane anesthesia induced by hypnotics 
in mice
マウスにおける睡眠導入薬によるイソフルラン麻酔の延長作用に及ぼすサーカディアンリズムの影響

〇居場 嘉教、菅野 篤信、村居 宏樹、堀口 峻平、天野 由希
摂南大・理工・生命科学科

1-P1-44
Real time recording of Period1 gene in the central and peripheral tissues of the freely moving 
streptozotocin-treated diabetic mouse.
糖尿病マウスの中枢および末梢組織におけるPeriod1 遺伝子発現のリアルタイム計測

〇長沢 光樹 1、石井 悠暉 1、佐藤 良祐 1、中屋 美月 1、林 珠理 1、吉田 幸那 1、石川 正純 2、尾崎 倫孝 3、
浜田 和子 1、浜田 俊幸 1

1国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野、2北海道大・院保健・医用生体理工学分野、3北海道大・院保
健・健康イノベーションセンター

1-P1-45
The analysis of Period1 gene expression in freely moving mouse using micro PMT system.
マイクロPMTを用いた自由行動マウスのPeriod1遺伝子発現解析

〇石井 悠暉 1、林 珠理 1、中屋 美月 1、佐藤 良祐 1、吉田 幸那 1、長沢 光樹 1、石川 正純 2、尾崎 倫孝 3、
浜田 和子 1、浜田 俊幸 1

1国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野、2北海道大・院保健・医用生体理工学分野、3北海道大・院保
健・健康イノベーションセンター
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
心血管障害・血管内皮 / Cardiovascular disorders, Vascular Endothelium
ファシリテーター： 

松本　貴之（星薬科大・医薬品化学研・機能形態） 
Takayuki Matsumoto（Dept. Physiol. & Morphol. Inst. Med. Chem. Hoshi Univ.） 
町田　拓自（北海道医療大・薬・病態生理） 
Takuji Machida（Dept. Pharmacol. Sci., Sch. Pharmaceut. Sci., Health Sci. Univ. 
Hokkaido）

1-P2-01
Moxifloxacin exacerbate aortic aneurysm and aortic dissection by increasing osteopontin protein 
expressions
モキシフロキサシンによるオステオポンチンを介した大動脈瘤・解離の増悪作用

〇稲田 紘舜 1、古賀 允久 2、山内 淳史 3

1福岡大・薬・応用薬剤学、2福岡大・薬・薬物送達学、3福岡大・薬・生物薬剤学

1-P2-02
Role of tissue type plasminogen activator in a murine model of type IIa human familial 
hypercholesterolemia
Ⅱa型家族性高脂血症における組織型プラスミノゲン活性化因子の役割

〇荒川 友博 1、岩城 孝行 1、高羽 理光 2、梅村 和夫 1

1浜松医科大・医・薬理、2浜松医科大・医・内科学第三

1-P2-03
Effect of pretreatment with diltiazem on mast cell degranulation by adrenaline treatment in anaphylactic 
rats.
アナフィラキシー誘発ラットのアドレナリン投与による肥満細胞の脱顆粒に対するジルチアゼム前投
与の影響

〇澤野 真優、髙津 和歌菜、加納 誠一朗
北海道科学大・薬

1-P2-04
Development and functional analysis of novel PCSK9/LDLR interaction inhibitors for 
hypercholesterolemia treatment
高LDLコレステロール血症治療のための新規PCSK9/LDLR間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇横山 匠 1、安東 丈洋 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究・生命環境、5科学技術振興機構・さきがけ

1-P2-05
Effect of uridine triphosphate and uridine diphosphate on vascular function in the carotid arteries of 
spontaneously hypertensive rats
Spontaneously hypertensive rat 頸動脈における uridine triphosphate 及び uridine diphosphate 誘発血
管反応

〇香留 智樹、松本 貴之、小嶋 美帆香、髙柳 奎介、田口 久美子、小林 恒雄
星薬大・医薬研・機能形態学
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1-P2-06
Activation of transient receptor potential vanilloid 4 channels dilates the rat retinal arterioles via the 
production and release of nitric oxide and the activation of large-conductance Ca2+-activated K+ 
channels in vivo
TRPV4 チャネルの活性化は一酸化窒素の産生放出と高コンダクタンス Ca2+ 活性化 K+ チャネルの活
性化を介してラット網膜細動脈を拡張させる

〇森 麻美 1,2、武田 一輝 1、坂本 謙司 1,2、中原 努 1

1北里大・薬・分子薬理、2帝京大・薬・医薬品作用

1-P2-07
Endothelial Function in Coronary Arteries from Pneumonia-Infected Pigs
肺炎感染ブタの冠動脈における血管内皮機能

〇田和 正志、中野 克哉、何 強、益岡 尚由、石橋 隆治
金沢医科大・医

1-P2-08
Benzodiazepines and non-benzodiazepine drugs have direct vasorelaxant effects
ベンゾジアゼピン及び非ベンゾジアゼピン系薬の動脈に対する直接的な拡張作用

〇籠田 智美 1、森川 花菜 1、石田 裕丈 2、地本 順子 2、麓 加菜 1、山田 静雄 2、篠塚 和正 1

1武庫川女子大・薬、2静岡県立大・薬食研究推進センター

1-P2-09
Apelin attenuated advanced glycation end products-induced cell death in mouse endothelial cell line 
bEnd.3.
血管内皮細胞株 bEnd.3 細胞におけるアペリンによる終末糖化産物誘発細胞死抑制作用

〇吉岡 靖啓、山本 時駆、吉澤 成宣、山室 晶子、石丸 侑希、前田 定秋
摂南大・薬・薬物治療

1-P2-10
Effects of gas phase extract of cigarette smoke generated from heated tobacco and burned cigarette 
on human vascular endothelial cells
加熱式たばこ及び紙巻きたばこの主流煙ガス相水抽出物がヒト血管内皮細胞に及ぼす影響

〇堀之内 孝広 1、真崎 雄一 1、三輪 聡一 2

1北海道大・院医、2公立豊岡病院

1-P2-11
Microvascular endothelial model that can predict the inflammatory responses in human microvessels 
with high reproducibility: Culture model of an hCMEC/D3 cell line fabricated in a collagen vitrigel 
membrane chamber
ヒト体内毛細血管の炎症応答を再現性よく予測できる微小血管内皮培養モデル：コラーゲンビトリゲ
ル膜チャンバー内に構築したhCMEC/D3細胞株の培養モデル

〇宇津 美秋、竹澤 俊明
農業・食品産業技術総合研究機構・生物機能利用研究部門・ビトリゲル特命プロジェクト
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
消化器 / Digestive Organ
ファシリテーター： 

天ヶ瀬　紀久子（立命館大・薬・病態薬理） 
Kikuko Amagase（Lab. Pharmacol. & Pharmacother., Coll. of Pharm. Sci., 
Ritsumeikan Univ.） 
坪田　真帆（近畿大・薬・病態薬理） 
Maho Tsubota（Lab. Pharmacol. Pathophysiol., Fac. Pharm., Kindai Univ.）

1-P2-12
Retinoic acid promotes barrier functions in human iPS cell-derived intestinal epithelium
レチノイン酸は iPS由来ヒト小腸上皮のバリア機能を促進する

〇山田 茂 1,2、諫田 泰成 1

1国立衛研・薬理、2PEIJ

1-P2-13
Maintenance of intestinal homeostasis by NAD metabolism
腸管恒常性維持におけるNAD代謝の役割

〇夜久 圭介、中川 崇
富山大・医・分子医科薬理学

1-P2-14
Oral administration of 5,6-DiHETE attenuates DSS-induced colitis in mice
新規炎症抑制脂質5,6-DiHETEの経口投与はマウスのDSS誘導性腸炎を抑制する

〇竹ノ内 晋也、今井 大貴、小林 幸司、中村 達朗、永田 奈々恵、村田 幸久
東京大・農・放射線動物科学

1-P2-15
Role of TRPM2 expressed in macrophages in TNBS-induced colonic fibrosis in mice
TNBS誘発大腸繊維化におけるマクロファージTRPM2の役割

〇中本 智大 1、松本 健次郎 1、安田 浩之 1、森 泰生 2、加藤 伸一 1

1京都薬科大・院薬・薬物治療学分野、2京都大・院医工・合成・生物化学専攻　分子生物化学分野

1-P2-16
Assessment of the effects of docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) on the 
contractile responses of guinea pig lower gastrointestinal (LGI) tracts
モルモット下部消化管の収縮反応に対するドコサヘキサエン酸（DHA）、エイコサペンタエン酸（EPA）
の影響の検討

〇小原 圭将、徐 可悦、欧 光瀚、稲葉 理花子、川北 美礼、川口 純奈、工藤 玲奈、倉田 朱里、吉岡 健人、
八巻 史子、田中 芳夫
東邦大・薬・薬理
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1-P2-17
Daikenchuto attenuates visceral pain and suppresses eosinophil infiltration in inflammatory bowel 
disease in murine models
炎症性腸疾患モデルにおける大建中湯の鎮痛および抗炎症効果

〇小暮 洋子 1、神田 浩里 1,2,3、王 勝蘭 1,4、山本 悟史 1、野口 光一 3、戴 毅 1,2,3

1兵庫医療大・薬・医療薬学、2兵庫医科大・中孔学院、3兵庫医科大・医・解剖学、4北京中医薬大・鍼灸

1-P2-18
Lacking dietary fiber enhances sensitivity to inflammatory stimuli, that results in intestinal hyper-
permeability.
食物繊維の欠乏が炎症性腸疾患に及ぼす影響に関する基礎的検討

〇臼田 春樹、神田 翔磨、岡本 貴行、和田 孝一郎
島根大・医

1-P2-19
Effect of oyster extract on gastrointestinal and myeloid toxicity of 5-FU in rats
ラットにおける5-フルオロウラシルによる消化管および骨髄毒性に対するカキ肉エキスの効果

〇山崎 則之 1、鈴木 孝太郎 1、齋藤 慶太 1、荒木 康平 1、石田 裕紀 1、森川 広樹 1、中島 卓真 1、 
野々村 徹 1、今野 誠 1、石田 達也 2、松井 博之 2、松田 芳和 2

1(株 )新薬リサーチセンター、2日本クリニック（株）・中央研究所
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
免疫・炎症・アレルギー (1) / Immunity, Inflammation, Allergy (1)
ファシリテーター： 

タムケオ 　ディーン（京都大・院医・メディカルイノベーションセンター ） 
Dean Thumkeo（MIC, Grad. Sch. Med., Kyoto Univ.） 
菊田　順一（大阪大・院医・免疫細胞生物学） 
Junichi Kikuta（Dept. Immunol. and Cell Biol., Osaka Univ.）

1-P2-20
Effect of oyster extract on toxicity and pharmacological action of steroids in rats
ラットを用いたステロイドによる毒性および薬理作用に対するカキ肉エキスの影響

〇今野 誠 1、森川 広樹 1、五十嵐 雅陽 1、菊田 麻朱美 1、後藤 平 1、山崎 則之 1、松田 桂 2、石田 達也 2、
松井 博之 2、松田 芳和 2

1(株 )新薬リサーチセンター、2日本クリニック (株 )・中央研

1-P2-21
Prenylated quinolinecarboxylic acid compound-18 prevents sensory nerve fiber outgrowth through 
inhibition of the interleukin-31 pathway
プレニルキノリンカルボン酸誘導体 -18は、インターロイキン31経路の阻害を通して知覚神経線維の
成長を抑制する

〇小椋 正人、遠藤 久美子、鈴木 俊幸、本間 好
福島県立医科大

1-P2-22
Loss of skeletal muscle mass influences immune homeostasis and accelerates the disease 
progression of lupus nephritis
骨格筋量減少による免疫恒常性への影響

〇劉 爽 1、清井 武志 2、茂木 正樹 1

1愛媛大・院医・薬理、2愛媛大・ADRES

1-P2-23
Activated coagulation factors induce histamine release of human skin mast cells and peripheral 
basophils through activation of complement system
活性化凝固因子は補体活性化を介して皮膚マスト細胞・好塩基球を活性化する

〇柳瀬 雄輝 1、松尾 佳美 2、川口 智子 2、石井 香 2、小澤 光一郎 1、秀 道広 2

1広島大・大学院医系科学研究科・治療薬効学、2広島大・大学院医系科学研究科・皮膚科学

1-P2-24
Anti-inflammatory mechanism of Nrf2-ARE activator in chronic contact hypersensitivity model mice
慢性接触皮膚炎モデルマウスにおけるNrf2-ARE経路活性化物質の抗炎症作用機序

〇野々口 茉奈 1、髙鳥 悠記 1、今井 理裟 1、庄野 七海子 1、泉 安彦 2,3、赤池 昭紀 2,4、久米 利明 2,5、
土田 勝晴 1、尾﨑 惠一 1

1同志社女子大・薬、2京都大・院薬、3神戸薬科大、4和歌山県立医科大、5富山大・院医薬
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1-P2-25
A Discussion on the Mechanism of Actions of a gold compound, Auranofin
金製剤オーラノフィンの作用機序の考察

〇山下 正道
日本大

1-P2-26
The role of sphingosine 1-phosphate receptor 2 on interleukin (IL)-4/IL-13-induced STAT6 
phosphorylation in phorbol 12-myristate 13-acetate-stimulated THP-1 cells 
ホルボールエステル処理したTHP-1細胞における IL-4/IL-13刺激によるSTAT6リン酸化に対するス
フィンゴシン1-リン酸2型受容体の役割

〇岡本 安雄、北風 圭介、竹之内 康広、山本 慎也、坪井 一人
川崎医大・薬理

1-P2-27
Upregulation of P2X7 receptor  signaling by interleukin-33 in mouse bone marrow-derived mast cells
IL-33による骨髄由来マスト細胞のプリン受容体発現に対する影響

〇吉田 一貴、石田 悠、伊藤 政明、松岡 功
高崎健康福祉大・薬

1-P2-28
P2Y receptor activation and PI3K(δ ) enhance human-derived mast cell degranulation
P2Y受容体の活性化とPI3K(δ )がヒト由来マスト細胞の脱顆粒を促進する

〇西 晴久 1、ニヨンサバ フランソワ 2,3

1慈恵医大・医・薬理、2順天堂大・院医・アトピー、3順天堂大・国際教養

1-P2-29
Development and functional analysis of novel IL-6R/IL-6 interaction inhibitors for autoimmune disease 
treatment
自己免疫疾患治療のための新規 IL-6R/IL6間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇高守 幸男 1、安東 丈洋 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究・生命環境、5科学技術振興機構・さきがけ

1-P2-30
Development and functional analysis of novel TNF-alpha/TNFR interaction inhibitors for autoimmune 
disease treatment
自己免疫疾患治療のための新規TNFα /TNFR間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇塚本 敬太 1、安東 丈洋 1、高守 幸男 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究・生命環境、5JST・さきがけ
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1-P2-31
Transrepression-selective liver X receptor (LXR) ligands regulate inflammasome activation
Transrepression作用選択的なLiver X受容体リガンドの創製とインフラマソーム活性化に及ぼす影響
の検討

〇高橋 さやか 1、梅田 香織 2、槇島 誠 2、橋本 祐一 3、石塚 俊晶 1、石川 稔 4

1防衛医科大、2日本大・医、3東京大・薬、4東北大・院生命科学

1-P2-32
Risk management of L-Asparaginase-induced allergy: focusing on the influence of cyclophosphamide
シクロホスファミドの影響に着目したL-アスパラギナーゼアレルギーのリスク管理

〇原（野上） 愛 1、堀 優太 1、光畑 知恵 1、梶山 光司 1、須々木 健太郎 1、嶋田 明 2、見尾 光庸 1

1就実大・薬・薬効解析学、2岡山大病院・小児・血液腫瘍科

1-P2-33
Pharmacological evaluation in atopic dermatitis models induced by mite antigen in mice
マウスダニ抗原誘発アトピー性皮膚炎モデルの薬理学的評価

〇永山 愛美、山口 斐香、八木 竜太、橘田 久美子、市川 敦子、渕上 淳一、秋江 靖樹
シミックファーマサイエンス (株 )

1-P2-34
FK506-binding protein contributes to tacrolimus distribution in red blood cells
タクロリムスの赤血球分布におけるFK506結合タンパク質の寄与

〇吉川 直樹 1、松尾 彩子 2、横田 翼 1、岩切 智美 1、池田 龍二 1

1宮崎大・病院・薬、2宮崎大・病院・呼吸器内科

1-P2-35
Exploring the mechanism of action of maoto, a traditional Japanese medicine, on acute systemic 
inflammation induced by polyI:C administration
麻黄湯のPolyI:C投与による急性全身炎症に対する抗炎症作用機序の解明

〇小倉 圭介、門田 亜弓、西 明紀、中山 明子、菅野 仁美、池田 孔己
㈱ツムラ・漢方研究開発本部

1-P2-36
Investigation of genetic variants in SARS-CoV-2-interacting molecules of ACE2, TMPRSS2 and 
TLR3/7/8 across populations
SARS-CoV-2の相互作用分子ACE2、TMPRSS2およびTLR3 / 7/8における人口集団の遺伝的変異調査

〇李 智媛 1、イ インヒ 2、コン セクウォン 2,3、飯村 忠浩 1

1北海道大・歯・薬理学教室、2Boston Children's Hospital・Computational Health Informatics Program、3Harvard 
Medical School・Department of Pediatrics
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
腫瘍・化学療法・抗体医療 (1) / Cancer, Chemotherapy, Antibody Therapy (1)
ファシリテーター： 

山本　泰弘（姫路獨協大・薬） 
Yasuhiro Yamamoto（Fac. Pharmaceut. Sci., Himeji Dokkyo Univ.） 
島田　康人（三重大・院医・統合薬理） 
Yasuhito Shimada（Dept. Integrative Pharmacol., Mie Univ. Grad. Sch. Med.）

1-P2-37
Development and functional analysis of novel HER3/HRG interaction inhibitors for cancer treatment
がん分子標的治療のための新規HER3/HRG間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇安東 丈洋 1、横山 匠 1、岩本 莉奈 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究・生命環境、5科学技術振興機構・さきがけ

1-P2-38
Development and functional analysis of novel VEGFR2/VEGF interaction inhibitors for angiogenesis 
inhibition
血管新生阻害のための新規VEGFR2/VEGF間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇堀内 大輔 1、安東 丈洋 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究部・生命環境、5科学技術振興機構・さきがけ

1-P2-39
Development and functional analysis of novel PD-L1/PD-1 interaction inhibitors for cancer 
immunotherapy
がん免疫療法のための新規PD-L1/PD-1間相互作用阻害剤の開発と機能解析

〇岩本 莉奈 1、安東 丈洋 1、堀内 大輔 1、冨士 大輔 2、山本 美月 3、川上 隆史 4,5

1山梨大・院医工農・生命環境、2山梨大・生命環境・生命工学、3山梨大・院医工農・統合応用生命科学、4山梨大・
院総合研究・生命環境、5科学技術振興機構・さきがけ

1-P2-40
Cytotoxic effects of mushroom extracts banked in FMRC
FMRCが保有するきのこ抽出物による細胞毒性

〇高橋 賢次 1,2、石原 享 2、太田 利男 1,2

1鳥取大・獣医・薬理、2鳥取大・農・菌類きこの遺伝資源研究センター

1-P2-41
Molecular and Functional Analysis of Choline Transporters and Antitumor Effects of Choline 
Transporter-Like Protein 1 Inhibitors in Human Hepatocellular Carcinoma Cells
ヒト肝癌細胞におけるコリントランスポーターの分子的および機能的解析とCholine Transporter-Like 
Protein 1阻害剤の抗腫瘍効果

〇稲津 正人 1,2、長谷 紅音 1、平井 花歩 1、渡邊 才一郎 1、柴田 薫 1、山中 力 2

1東京医大・医総研、2東京医大・分子予防医学
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1-P2-42
Dysfunction of DUSP22 induces synthetic lethality in poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) 
knocked down lung cancer cell lines.
肺がん細胞におけるPARG及びDUSP22の機能阻害による合成致死誘導機序の解析

〇佐々木 由香 1,2、藤森 浩彰 2、小野寺 貴恵 1,2、野崎 中成 1,3、小泉 史明 1,4、益谷 美都子 1,2

1長崎大・医歯薬・分子標的医学 /分子標的医学センター、2国立がん研、3大阪歯大・薬理、4都立駒込病院・臨床
研究支援室

1-P2-43
Study of Anti-proliferative Effects of Chaga Mushroom and Panax Notoginseng-containing Traditional 
Chinese Medical Supplement, Shibe-ria on Dog Bladder Cancer Stem Cells
チャガ・田七人参含有漢方サプリメント（西伯利亜）によるイヌ膀胱がん幹細胞増殖抑制効果の検討

〇篠原 祐太 1,2、佐藤 よもぎ 1、エルバドビー モハメド 1,3、山中 恵 1、後藤 悠太 1、林 希佳 1、 
アブゴマー アミラ 1、臼井 達哉 1、佐々木 一昭 1

1東京農工大学・農・獣医薬理学教室、2イスクラ産業株式会社・ペット事業部、3ベンハー大学・獣医

1-P2-44
Development of an anti-cancer drug sensitivity test using a urine sample-derived organoid culture for 
dog bladder cancer
尿サンプル由来膀胱癌オルガノイド培養法を用いた抗がん剤感受性検査の開発

〇森 正寛、佐藤 よもぎ、モハメド エルバダウィー、臼井 達哉、佐々木 一昭
東京農工大・農・共同獣医・獣医薬理学

1-P2-45
Establishment of a culture method of the human bladder cancer organoid using the urine sample
尿サンプル由来ヒト膀胱がんオルガノイド培養法の確立

〇藤坂 航大 1、モハメド エルダウィ 1,2、佐藤 よもぎ 1、山本 晴 1、松本 洋明 3、松山 豪泰 3、 
金田 正弘 4、臼井 達哉 1、佐々木 一昭 1

1東京農工大学・農・共同獣医学科・獣医薬理学研究室、2ベンハ大学・獣医・薬理学研究室、3山口大・院医療・
泌尿器科、4東京農工大学・農・共同獣医学科・獣医解剖学研究室

1-P2-46
Establishment of a culture method of the dog lung cancer organoid
犬肺腺がんオルガノイド培養法の確立

〇佐藤 よもぎ 1、エルバダウィ モハメド 1,2、呰上 大吾 3、金田 正弘 4、臼井 達哉 1、佐々木 一昭 1

1東京農工大学・農・獣医薬理学研究室、2Benha Univ, Fac. Veterinary Med., Dept. Pharmacol.、3東京農工大学・農・
獣医臨床腫瘍学研究室、4東京農工大学・農・獣医解剖学研究室
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一般演題（ポスター）
Poster Sessions

3/9 (Tue)

【P1会場】
神経伝達物質・シナプス (2)・学習・記憶／ Neurotransmitter,  
Synapse (2), Learning, Memory  ············································································································ 2-P1-01～ 2-P1-13

グリア細胞 (2)・疼痛・知覚・炎症 (1)／ Glia Cell (2), Pain, Sensary Neuron,  
Inflammation (1)  ··········································································································································· 2-P1-14～ 2-P1-29

うつ・不安 (1)・精神・行動 (1)／ Depression, Anxiety (1),  
Psychiatry, Behavior (1)  ···························································································································· 2-P1-30～ 2-P1-44

【P2会場】
血管平滑筋・高血圧／ Vascular Smooth Muscle, Hypertension  ············································ 2-P2-01～ 2-P2-11

腎臓・排尿／ Kidney, Urination  ············································································································ 2-P2-12～ 2-P2-23

免疫・炎症・アレルギー (2)・皮膚・脂肪組織／ Immunity, Inflammation,  
Allergy (2), Skin, Adipose tissue  ··········································································································· 2-P2-24～ 2-P2-36

腫瘍・化学療法・抗体医療 (2)／ Cancer, Chemotherapy, Antibody Therapy (2)  ··········· 2-P2-37～ 2-P2-46
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
神経伝達物質・シナプス (2)・学習・記憶 / Neurotransmitter, Synapse (2), Learning, 
Memory
ファシリテーター： 

山下　直也（順天堂大・医・薬理） 
Naoya Yamashita（Dept. Pharmacol., Juntendo Univ., Sch. Med.） 
歌　大介（富山大・院医薬・応用薬理） 
Daisuke Uta（Dept. Applied Pharm, Grad. Sch. Med. & Pharm. Sci., Univ. Toyama）

2-P1-01
Distinct role of dopamine in the PFC and NAc in retrieval of cocaine reward memory
コカイン関連報酬記憶の想起に関わる前頭前野と側坐核ドーパミンの異なる役割

〇河原 幸江 1、大西 克典 1、大西 陽子 1、河原 博 2、西 昭徳 1

1久留米大・医・薬理、2鶴見大・歯・歯科麻酔

2-P1-02
Investigation of the roles of orexin receptor subtypes in regulation of basal dopamine efflux in the 
nucleus accumbens of freely moving rats
無麻酔非拘束ラットの側坐核のdopamine放出の制御においてorexin受容体subtypeが果たす役割

〇川島 央暉、青野 悠里、三枝 禎
日本大・松戸歯学部・薬理学

2-P1-03
The expression of G protein-coupled receptor 3 modulates presynaptic function in differentiated PC12 
cells
PC12細胞分化により発現誘導するGPR3はプレシナプス機能を修飾する

〇猪川 文朗 1、田中 茂 1、野口 智裕 2、佐々木 健太 2、原田 佳奈 1、秀 和泉 1、酒井 規雄 1

1広島大院・医系科学研究科・神経薬理、2広島大・医・医学科

2-P1-04
The role of synchronous firing on the neural circuit development
発達期神経回路形成における同期発火の役割

〇鹿島 哲彦、池谷 裕二
東京大・院薬・薬品作用学教室

2-P1-05
The subiculum sensitizes retrosplenial cortex layer 2/3 pyramidal neurons
海馬支脚の投射による脳梁後部膨大皮質2/3層神経細胞の興奮性上昇

〇高 夢璇 1、野口 朝子 1、池谷 裕二 1,2,3

1東京大・院薬、2東京大・Beyond AI研究推進機構、3脳情報通信融合研究センター

2-P1-06
Induction of theta phase precession using a neurofeedback system.
ニューロフィードバックシステムによる海馬シータ位相歳差の誘導

〇青木 勇樹 1、池谷 裕二 1,2,3、佐々木 拓哉 1,4

1東京大・院薬・薬品作用学教室、2東京大・Beyond AI 研究推進機構、3脳情報通信融合研究センター、4科学技
術振興機構・戦略的創造研究推進事業・さきがけ
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2-P1-07
Urethane anesthesia suppresses hippocampal subthreshold activity and neuronal synchronization.
ウレタン麻酔は海馬CA1神経細胞の閾値下膜電位と同期活動を抑制する

〇柳下 晴也 1、西村 侑也 1、野口 朝子 1、鹿野 悠 1、池谷 祐二 1,2,3、佐々木 拓哉 1,4

1東京大・院薬・薬科学専攻、2Beyond AI 研究推進機構、3脳情報通信融合研究センター、4科学技術振興機構

2-P1-08
Spike activity of dorso-ventral hippocampus in response to aversive stimulus
嫌悪刺激に対する背側および腹側海馬のスパイク活動

〇岡田 桜 1、池谷 裕二 1,2,3、佐々木 拓哉 1,4

1東京大・院薬・薬品作用学教室、2東京大・Beyond AI研究推進機構、3脳情報通信融合研究センター、4科学技術
振興機構・戦略的創造研究推進事業・さきがけ

2-P1-09
Activity of histamine neurons in the tuberomammillary nucleus associated within learning and memory
記憶・学習に関連する結節乳頭核ヒスタミン神経細胞の活動

〇西村 京華、久保 絢女、清水目 倫太郎、人羅（今村） 菜津子、南 雅文、野村 洋
北海道大・院薬

2-P1-10
The neural projection mechanism from the anterior cingulate cortex to the periaqueductal gray 
underlying behavioral selection in a conflict situation
葛藤環境での行動選択に関する前帯状皮質から中脳水道周囲灰白質への神経投射メカニズム

〇本宿 雄基、齋藤 瞭毅、曽我 卓司、南 雅文、人羅 -今村 菜津子
北海道大・院薬・薬理学研究室

2-P1-11
Indispensability of glial glutamate transporters during a neurodevelopmental period to cognitive 
behaviors and brain development
認知行動および脳発達における神経発達期のグリア型グルタミン酸トランスポーターの不可欠性

〇内田 美月 1、尾崎 紀夫 2、吉見 陽 1、野田 幸裕 1

1名城大・薬・病態解析学Ⅰ、2名古屋大・院医・精神医学・親と子どもの心療学分野

2-P1-12
Evaluation of cognitive function in diabetic germ-free mice
糖尿病無菌マウスにおける認知機能評価

〇小林 洋之 1、村澤 寛泰 1、パブラック 晶子 1、片山 万貴 2、岸上 大佑 2、島戸 早紀 1、杉山 美樹 1、
奥山 政江 1、今泉 隆人 1、島戸 望 1、野々村 博子 1、西山 竜生 1、水城 拓二 1、平澤 康史 1

1日本バイオリサーチセンター、2オリエンタルバイオサービス

2-P1-13
The cognitive impairment induced via activation of hypoxia inducible factor-1 alpha signaling pathway
HIF-1αシグナル活性化による学習機能障害

〇兒玉 大介、大井 義明、櫨 彰
愛知学院大・薬
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
グリア細胞 (2)・疼痛・知覚・炎症 (1) / Glia Cell (2), Pain, Sensary Neuron, 
Inflammation (1)
ファシリテーター： 

木口　倫一（和歌山県医大・医・薬理） 
Norikazu Kiguchi（Dept. Pharmacol., Wakayama Med. Univ.） 
増田　隆博（九州大学・院薬・薬理） 
Takahiro Masuda（Dept. Mol. Syst. Pharmacol., Grad. Sch. Pharm. Sci., Kyushu Univ.）

2-P1-14
Microsomal prostaglandin E synthase-1 induced by hemoglobin in microglia contributes to 
inflammation and neuronal death
ミクログリアにおけるヘモグロビン誘導膜結合型プロスタグランジンE合成酵素 -1は炎症と神経細胞
死に寄与する

〇松尾 由理 1,2、柚木 紀香 1、加治 美乃里 1、植松 智 3、審良 静男 4、高橋 達雄 1、田辺 光男 2

1北陸大・薬・薬理、2北里大・薬・薬理、3大阪市立大・院医・ゲノム免疫、4大阪大・医・免疫学フロンティア
研究セ

2-P1-15
Thrombin increases kynurenine 3-monooxygenase expression in microglia
トロンビンはミクログリアにおいてkynurenine 3-monooxygenaseの発現を上昇する

〇大西 正俊、田坂 俊平、古田口 愛、重政 拓哉、甲斐 隆夫、清水 優貴、占部 友唯、矢野 由紀乃、 
井上 敦子
福山大・薬

2-P1-16
P2Y2 receptor/PYK2 signaling mediates dying cell phagocytosis by microglia
P2Y2受容体・PYK2シグナルを介したミクログリアの死細胞貪食の制御

〇秀 和泉、白榊 紘子、熊谷 真祐香、前田 拓哉、原田 佳奈、田中 茂、酒井 規雄
広島大・院医系科学・神経薬理

2-P1-17
Extracellular Zn2+ suppress IL-6 secretion from M2/M1 switched microglia through ZIP zinc transporter
細胞外Zn2+はZIP亜鉛トランスポーターを介してミクログリアM2/M1極性転換後の IL-6分泌を抑制す
る

〇新武 享朗 1,2、東 洋一郎 1、慶田花 蒼 1、森下 祐介 1、清水 孝洋 1、清水 翔吾 1、Zou Suo1、山本 雅樹 1、
中村 里菜 1、秋澤 俊史 1、齊藤 源顕 1

1高知大・医・薬理、2日本学術振興会特別研究員

2-P1-18
LPS decrease KCC2 expression in primary rat cerebral cortex cells and PC-12 cells
LPSはラット初代培養神経系細胞とPC-12のKCC2発現を減少させる

〇富田 和男 1、山西 沙祐里 1,3、五十嵐 健人 1,2、桑原 義和 1,4、田中 康一 1,2,5、北中 純一 5、北中 順惠 5、
栗政 明弘 4、宮脇 正一 3、西山 信好 2、竹村 基彦 5、佐藤 友昭 1

1鹿児島大・院医歯・歯科薬理、2兵庫医療大・薬・医療薬学、3鹿児島大・院医歯・矯正、4東北医科薬科大・医・
放射線基礎、5兵庫医科大・医・薬理
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2-P1-19
Regulation of receptor chaperone molecule RTP4 in neuronal cells by opioid receptor activation
神経細胞におけるオピオイド受容体活性化による受容体シャペロン分子 RTP4 の発現制御

〇藤田 和歌子、有賀 純
長崎大・院医歯薬・医科薬理

2-P1-20
Regulation of receptor chaperone molecule RTP4 in microglial cells under the inflammatory stress
ミクログリア細胞における炎症性ストレス下での受容体シャペロン分子 RTP4 の発現制御

〇黒岩 祐介 1、藤田 和歌子 2

1長崎大・薬・創薬薬理、2長崎大・院医歯薬・医科薬理

2-P1-21
p38 MAPK is directly inhibited by PNU-120596, a positive allosteric modulator of α7 nicotinic 
acetylcholine receptor
p38 MAPKはα7ニコチン受容体PAMであるPNU-120596によって阻害される

〇宇和田 淳介
旭川医科大・医

2-P1-22
Novel TREK-1 activators suppress neuronal excitability and pain behavior in rodent model.
新規TREK-1活性化薬は神経興奮およびげっ歯類モデルの疼痛行動を抑制する

〇御領 憲治 1、宮野 貴士 1、入江 雅彦 1、松村 理恵子 1、田邊 雅子 1、加賀谷 賢太 1、齊藤 駿 1、 
猪鼻 岳彦 2、林 弥沙 2、小谷内 邦吉 2、加門 淳司 1

1日産化学（株）・生物科学研究所・医薬研究部、2日産化学（株）・物質科学研究所・医薬研究部

2-P1-23
Activation of spinal dorsal horn astrocytes by noxious stimulus involves descending noradrenergic 
signaling
侵害刺激による脊髄後角アストロサイトの活性化には下行性ノルアドレナリン神経シグナルが関与す
る

〇川邉 陸、吉原 康平、津田 誠
九州大・院薬・薬理

2-P1-24
Neuron-derived ATP promotes paclitaxel-induced HMGB1 release from macrophages: role of ATP as a 
neuroimmune mediator in chemotherapy-induced peripheral neuropathy
神経由来ATPはpaclitaxelによるマクロファージからのHMGB1遊離を促進する：化学療法誘発性末梢
神経障害における神経－免疫連関媒介物質としてのATPの役割

〇堂本 莉紗、釜口 力、家村 麻衣子、関口 富美子、川畑 篤史
近畿大・薬
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2-P1-25
Repagermanium hydrolysate suppresses H2S-dependent Cav3.2 channel hyperactivity and visceral or 
somatic pain by trapping sulfide
Repagermanium水解物はsulfideを捕捉することでH2SによるCav3.2チャネル活性上昇と内臓痛およ
び体性痛を抑制する

〇小池 寧々 1、杉本 果歩 1、増田 寛志 1、島田 康弘 2、佐藤 克行 2、中村 宜司 2、山口 浩明 3、田邉 元三 4、
丸本 真輔 5、笠波 嘉人 1、関口 富美子 1、大久保 つや子 6、吉田 繁 7、川畑 篤史 1

1近畿大・薬、2(株 )浅井ゲルマニウム研究所、3山形大・医・創薬科学、4近畿大・薬・有機薬化学、5近畿大・共
同利用セ、6福岡看護大・基礎・基礎看護、7近畿大・理工・生命科学

2-P1-26
Macrophage-derived HMGB1 contributes to the accelerated neurite outgrowth in dorsal root ganglion 
neurons isolated from the mice subjected to sciatic nerve injury
坐骨神経損傷マウスから摘出した後根神経節神経細胞の突起伸長促進にはマクロファージ由来
HMGB1が関与する

〇関口 富美子 1、中武 ゆい 1、坪田 真帆 1、西堀 正洋 2、川畑 篤史 1

1近畿大・薬・病態薬理、2岡山大・院医歯薬・薬理

2-P1-27
The mechanism of the modulation of pain signaling by b-series gangliosides
b-シリーズガングリオシドによる痛みの調節機構

〇渡辺 俊 1,2、森田 元樹 1,2、北村 大地 1,2、尾山 実砂 1,2、岩井 孝志 1,2、田辺 光男 1,2

1北里大・薬、2北里大・薬・附属医薬研究施設

2-P1-28
Study on the Evaluation System of Post-Stroke Pain Model in Rats
脳卒中後疼痛モデルラットを用いた評価法の検討

〇田代 貴士、林田 尚之、吉原 佐江子、上岡 雅菜、高橋 郁夫、片山 誠一、廣中 直行、西 勝英
LSIメディエンス・熊本研究所・薬理研究部

2-P1-29
"Quality of Lipid" in the dorsal root ganglion
後根神経節における「脂質クオリティ」の解析

〇山本 将大 1、清水 孝雄 1,2、進藤 英雄 1,3

1国立国際医療研究セ・脂質シグナル、2（公財）微化研、3東京大・院医・脂質医科学
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
うつ・不安 (1)・精神・行動 (1) / Depression, Anxiety (1), Psychiatry, Behavior (1)
ファシリテーター： 

北岡　志保（神戸大・院医・薬理） 
Shiho Kitaoka（Div. Pharmacol., Kobe Univ. Grad. Sch. Med.） 
永安　一樹（京都大・院薬・生体機能解析） 
Kazuki Nagayasu（Dept. Mol. Pharm., Grad. Sch. Pharm. Sci., Kyoto Univ.）

2-P1-30
SSRI improves a long-lasting decrease in sociability with attenuation of morphological changes in 
hippocampal microglial cells in tumor-resected mice
SSRIは腫瘍切除マウスにおける海馬ミクログリアの形態変化の抑制を伴う持続する社会性低下を改
善する

〇尾中 勇祐 1、田中 優衣 1、中島 由紀典 1、山口 太郎 1、米山 雅紀 1、新谷 紀人 2、橋本 均 2,3,4,5,6

1摂南大・薬・薬理学、2大阪大・院薬・神経薬理、3大阪大院・連合小児発達、4大阪大・データビリティフロンティ
ア機構、5大阪大・院医・分子医薬、6大阪大・先導的学際研究機構

2-P1-31
Effects of intracerebroventricular injection of anti- and pro-inflammatory mediators on depression-like 
behaviors.
抗炎症・向炎症作用を有する生理活性物質の脳内投与がうつ様行動に与える影響

〇大塚 貴尚、鈴木 博惠、人羅（今村） 菜津子、南 雅文
北海道大・院薬・薬理学研究室

2-P1-32
The anti-alcoholism drug disulfiram produces anxiolytic effects in mice.
抗酒癖剤ジスルフィラムはマウスにおいて抗不安様作用を示す

〇長山 佳史 1、山田 大輔 1、寺島 裕也 2、牧野 宏章 3、髙橋 美乃 3、佐野 良威 4、遠田 悦子 2、大橋 美咲 1、
吉岡 寿倫 1、岡野 功太郎 1、小俣 知貴 1、高橋 秀依 3、松島 綱治 2、斎藤 顕宜 1

1東京理科大・院薬・薬理、2東京理科大・生命研・難病制御、3東京理科大・院薬・薬化、4東京理科大・院応生

2-P1-33
Antidepressant-like effect of captopril via hippocampal angiotensin (1-7) / MAS1 pathway in olfactory 
bulbectomized mice.
嗅球摘出マウスにおけるcaptoprilの海馬アンジオテンシン (1-7) / MAS1経路を介した抗うつ様効果

〇若生 美春、中川西 修、小山 泰成、小平 貴代、佐久間 若菜、山縣 涼太、根本 亙、丹野 孝一
東北医科薬科大・薬・薬理学教室

2-P1-34
Possible change in transcriptional regulation of 5-HT1A receptor in the midbrain of stress-maladaptive 
mice
ストレス適応障害マウスの中脳における5-HT1A受容体転写調節の変化の可能性

〇宮岸 寛子 1,2、辻 稔 1、小菅 康弘 2、石毛 久美子 2、武田 弘志 1,3

1国際医療福祉大・薬・薬理、2日本大・薬・薬理、3国際医療福祉大・福岡薬・薬理
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2-P1-35
Analysis of mRNA expression levels for cyclooxygenase isozymes and prostanoid synthases in the rat 
hypothalamic paraventricular nucleus after restraint stress
拘束ストレス負荷がラット視床下部室傍核のシクロオキシゲナーゼとプロスタノイド合成酵素の
mRNA発現に及ぼす影響

〇Wu Yuqiu1、山口 奈緒子 1、吉川 和宏 2、岡田 尚志郎 1

1愛知医大・医・薬理、2愛知医大・研究創出支援・バイオバンク

2-P1-36
Social cognitive improvement via activation of the hippocampal α7 nicotinic acetylcholine receptor in 
stressed mice
ストレス負荷マウスにおける海馬α7ニコチン性アセチルコリン受容体の活性化を介した社会的認知
の改善

〇細井 香七 1、内田 美月 1、太田 絵梨花 1、吉見 陽 1、尾崎 紀夫 2、野田 幸裕 1

1名城大・薬・病態解析学Ⅰ、2名古屋大・院医・精神医学・親と子どもの心療学分野

2-P1-37
Kamishoyosan reduces aggressive behavior of isolated-reared mice toward inanimate objects and 
involvement of estrogen receptor β
隔離飼育ストレス負荷マウスの対物攻撃行動に対する加味逍遙散の作用とエストロゲン受容体βの関
与

〇五十嵐 健人 1,2、口岩 俊子 3、口岩 聡 4、富田 和男 1,2、田中 康一 1,2、北中 順惠 5、北中 純一 5、 
西山 信好 2、竹村 基彦 5、佐藤 友昭 1

1鹿児島大・院医歯、2兵庫医療大・薬・医療薬、3鹿児島純心女子大・院人間健康科学、4鹿児島大・院医歯・形態科学、
5兵庫医科大・医・薬理学

2-P1-38
Evaluation of antipsychotic properties of M4 muscarinic acetylcholine receptor agonists in mice
マウスにおけるムスカリンM4受容体作動薬の抗精神病作用の評価

〇豊嶋 友未香 1,2、中村 元紀 1、吉田 絵美 1、大橋 千冬 1、廣瀬 光之輔 1、石﨑 悠斗 1、中村 義弘 1、
日垣 愛生 1、清水 佐紀 1、住吉 孝明 2、大野 行弘 1

1大阪薬科大・薬・薬品作用解析学、2関西大・化学生命工

2-P1-39
Adolescent social isolaion induced dissociable effects on synaptic transmissions in medial and lateral 
OFC-BLA pathways
発達期マウスにおける社会隔離飼育は内側・外側OFC-BLA経路のシナプス伝達に異なる影響を与え
る

〇國石 洋 1,2、関口 正幸 2、山田 光彦 1

1国立精神・神経医療研究セ・精神保健研究所・精神薬理研究部、2国立精神・神経医療研究セ・神経研究所・疾
病研究第四部

2-P1-40
A novel bipolar syndrome animal model via reduction of Teneurin-4, the protein encoded by ODZ4, in 
the prefrontal cortex of mice
前頭前皮質でのTenenrin-4減少による新規双極性障害モデルマウスの作成

〇浅野 昂志 1、所 一輝 1、泉尾 直孝 1、中野 史崇 1、宮下 正也 1、村松 慎一 2,3、新田 淳美 1

1富山大・学術研究部薬学・和漢系・薬物治療学、2自治医科大・医・神経内科学、3東京大・医科学研究所・遺伝
子・細胞治療センター
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2-P1-41
Neural ensembles in the insular cortex encode social exploration
島皮質の神経細胞アンサンブルによる社会探索行動の符号化

〇佐藤 正晃 1,2、三浦 勇 3、Overton Eric2、九里 信夫 4、中井 淳一 5、川俣 貴一 3、中井 信裕 2,6、内匠 透 2,6

1北海道大・院医・神経薬理、2理研・脳センター、3東京女子医科大・医・脳神経外科、4産総研、5東北大・院歯・
口腔生理、6神戸大・医・生理

2-P1-42
Development of epigenome therapeutic agents and treatments to improve cognitive impairments in 
schizophrenia
統合失調症の認知機能障害を改善するエピゲノム治療薬・治療法の探索

〇福田 茉由、向井 淳
筑波大・セ・神経免疫疾患

2-P1-43
Enriched environment reverts decreased sociability in prenatal folate deficiency mice
環境エンリッチメントは胎生期葉酸欠乏マウスの社会性低下を改善する

〇吉川 弥里、阿蘓 寛明、渡辺 雅彦、末丸 克矢
就実大・薬

2-P1-44
Reduced expression of NMDA receptors (NR2A and NR2B) in the hippocampus of WD repeat domain 
3 gene hetero knockout mice
WD repeat domain 3 遺伝子ヘテロ欠損マウス海馬におけるNMDA受容体 (NR2A, NR2B) の発現低下

〇小林 桃子、古家 宏樹、三輪 秀樹、山田 美佐、山田 光彦
国立精神・神経医療研究セ・精神保健研究所・精神薬理研究部
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
血管平滑筋・高血圧 / Vascular Smooth Muscle, Hypertension
ファシリテーター： 

永澤　悦伸（東邦大・薬・薬物治療） 
Yoshinobu Nagasawa（Dept. Pharmacol. & Therapeutic, Toho Univ. Fclt. 
Pharmaceut. Sci.） 
髙栗　郷（北海道科学大・薬・薬理） 
Akira Takaguri（Dept. Pharmacol., Hokkaido Univ. Sci.）

2-P2-01
The mechanism of serotonin-induced constriction in 2K1C hypertensive rat mesenteric arteries
2K1C 高血圧ラット腸間膜動脈におけるセロトニンによる収縮機構

〇寺田 侑加、谷 茉南、小松 未来、屋山 勝俊
神戸学院大・薬・循環器薬理

2-P2-02
Pathophysiological roles of excitation-transcription coupling in vascular smooth muscle cells.
血管平滑筋における興奮転写連関の役割の解明

〇鈴木 良明、小澤 拓海、中島 七海、今泉 祐治、山村 寿男
名古屋市立大・院薬

2-P2-03
Effects of pressure stress on MAPK activation induced by interleukin-1β and angiotensin II in cultured 
human pulmonary artery smooth muscle cells.
培養ヒト肺血管平滑筋細胞でのインターロイキン -1βおよびアンジオテンシン II刺激によるMAPK活
性化に及ぼす圧力ストレスの影響

〇平出 幸子、町田 拓自、滝花 翔大、大下 未琴、飯塚 健治
北海道医療大・薬

2-P2-04
Fingolimod ameliorates the development of PAH in monocrotaline-induced pulmonary hypertensive 
rats
フィンゴリモドはモノクロタリン誘発性肺高血圧症ラットの病態を改善する

〇藤原 萌園 1、山村 彩 2、鈴木 良明 1、山村 寿男 1

1名古屋市立大・院薬、2愛知医科大・医・生理

2-P2-05
Involvement of Mitofusin2 on functional interaction between SR and mitochondria in rat aortic smooth 
muscle cells
ラット大動脈平滑筋細胞のSRとミトコンドリアの機能連関におけるMitofusin2の関与

〇稲垣 奏、鈴木 良明、今泉 祐治、山村 寿男
名古屋市大・院薬・細胞分子薬効解析学

216

3/9 (Tue) Poster Sessions



217

2-P2-06
Possible selective inhibitory effects of docosahexaenoic acid (DHA) on U44619- and prostaglandin F2α 
(PGF2α)-induced contractions of coronary and cerebral arteries isolated from the pig.
ブタ冠動脈および脳血管の収縮反応に対するドコサヘキサエン酸 (DHA) による抑制効果の検討

〇吉岡 健人、上村 洸平、山口 明奈、欧 光瀚、徐 可悦、八巻 史子、小原 圭将、田中 芳夫
東邦大・薬・薬理

2-P2-07
The contribution of Na+/Ca2+ exchanger 1 in pulmonary arterial hypertension in mice.
肺高血圧症の病態形成における1型Na+/Ca2+交換輸送体の関与について

〇喜多 紗斗美 1,2、田頭 秀章 2、永田 旭 2、喜多 知 2、岩本 隆宏 2

1徳島文理大・薬・薬理、2福岡大・医・薬理

2-P2-08
Cardiac and renal protective effects of 2,5-dimethylcelecoxib in angiotensin II-induced hypertension 
model mice
アンギオテンシンⅡ負荷高血圧モデルマウスにおけるジメチルセレコキシブの心臓・腎臓保護効果

〇山本 美佐紀 1、高橋 富美 2、笹栗 俊之 1

1九州大・院医・臨床薬理学分野、2産業医科大・医・薬理学講座

2-P2-09
Functional expression of two-pore domain K+ channels in pulmonary arterial hypertension
肺動脈性肺高血圧症に関与する2ポアドメイン型K+チャネルの機能解析

〇島 菜摘 1、山村 彩 2、鈴木 良明 1、山村 寿男 1

1名古屋市立大・院薬・細胞分子薬効解析学分野、2愛知医科大・医・生理

2-P2-10
Relaxation of rat pulmonary arterial smooth muscles by pine resin-derived compounds
松脂由来化合物によるラット肺動脈平滑筋の弛緩作用

〇石田 昌、鈴木 良明、山村 寿男
名古屋市立大・薬

2-P2-11
Junctophilin-2 promotes the proliferation of vascular smooth muscle cells
大動脈平滑筋細胞の増殖に対するジャンクトフィリン2の役割の解明

〇柴原 映美菜
名古屋市立大・薬・細胞分子薬効解析学分野
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
腎臓・排尿 / Kidney, Urination
ファシリテーター： 

清水　孝洋（高知大・医・薬理） 
Takahiro Shimizu（Dept. Pharmacol., Kochi Med. Sch., Kochi Univ.） 
中野　大介（香川大・医・薬理） 
Daisuke Nakano（Dept. Pharmacol., Kagawa Univ.）

2-P2-12
Losartan, angiotensin II type 1 receptor blocker improves prostatic hyperplasia in spontaneously 
hypertensive rats
自然発症高血圧ラットの前立腺過形成に対するアンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬ロサルタン
の改善効果

〇清水 翔吾 1、長尾 佳樹 1、片岡 環 1,2、鎌田 栞穂 1,2、岡本 澪奈 1,2、清水 孝洋 1、東 洋一郎 1、 
新武 享朗 1,3、Zou Suo1、山本 雅樹 1、齊藤 源顕 1

1高知大・医、2高知大・医・先端医療学推進センター、3日本学術振興会・特別研究員

2-P2-13
Eukaryotic elongation factor 2 kinase inhibitor, A484954 induces diuretic effect in spontaneously 
hypertensive rats
eEF2K阻害薬A484954は自然発症高血圧ラットにおいて利尿作用を誘導する

〇兒玉 朋子、大谷 紘資、岡田 宗善、山脇 英之
北里大・獣医

2-P2-14
Pleiotropic effects of erythropoietin on renal and aortic injury in sucrose-induced insulin resistant rats
インスリン抵抗性モデルラットの耐糖能と腎・血管障害に対するエリスロポエチンの多面的効果の検討

〇鳥羽 裕恵、貝野 洋太、財前 聡香、西川 桃代、山岡 朗大、小原 幸、中田 徹男
京都薬科大・薬・臨床薬理

2-P2-15
Repeated ischemia/reperfusion before contralateral nephrectomy leads to acceleration of AKI to CKD 
progression in rats
複数回虚血後の対側腎摘は急性腎障害から慢性腎臓病への移行を加速させる

〇小渕 修平
兵庫医療大・薬・薬理

2-P2-16
Yohimbine ameliorates lipopolysaccharide-induced acute kidney injury in rats
リポポリサッカライド誘発性急性腎障害に対するヨヒンビンの効果

〇下川 隆臣 1、山形 雅代 1、林 耕平 1、冨田 修平 2、米田 耕造 1

1大阪大谷大・薬、2大阪市立大・院医・薬理
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2-P2-17
Effects of agmatine and pirfenidone on renal fibrosis after acute kidney injury
急性腎障害後の腎線維化に対するagmatine及びpirfenidoneの影響

〇杉浦 孝宏、大津 尚子、大脇 敬太、内藤 愛、村瀬 詩織、平澤 康史、長瀬 孝彦
日本バイオリサーチセンター・試験部

2-P2-18
Effect of hydrogen sulfide on bladder of cyclophosphamide-induced cystitis in rats
シクロホスファミド誘発性膀胱炎ラットの膀胱機能に対する硫化水素の影響

〇 ZOU SUO1、清水 孝洋 1、清水 翔吾 1、尾野 秀彬 1,2、清水 陽平 1,2、畑 優里佳 1,2、山本 雅樹 1、
新武 享朗 1,3、東 洋一郎 1、齊藤 源顕 1

1高知大・医・薬理、2高知大・医・先端医療学推進 セ、3日本学術振興会特別研究員

2-P2-19
Deep neural network approach for understanding water-taking behavior after Tolvaptan
ディープニューラルネットワークを用いたトルバプタン投与後の飲水行動の解析

〇神永 洋彰、持丸 雄太、東 森生、土屋 裕義、輿水 崇鏡
自治医科大・医・薬理学講座分子薬理学部門

2-P2-20
Brain α7 nicotinic receptor stimulation inhibits the rat micturition reflex via brain GABAA receptors
脳内α7型ニコチン受容体刺激はGABAA受容体を介して排尿を抑制する

〇清水 陽平 1,2、清水 孝洋 1、尾野 秀彬 1,2、Zou Suo1、山本 雅樹 1、畑 優里佳 1,2、新武 享朗 1,3、 
清水 翔吾 1、東 洋一郎 1、齊藤 源顕 1

1高知大・医・薬理、2高知大・医・先端医療学推進セ、3学振・特別研究員

2-P2-21
Involvement of AGN-1 protein, which binds to protein phosphatase 6, in centrosome formation during 
the process of cell division
細胞分裂期の中心体形成における protein phosphatase 6結合分子AGN-1の関与

〇鈴木 菜那、長田 日菜子、小島 良二
名城大・薬・薬効解析

2-P2-22
Prenatal glucocorticoid administration accelerates glomeruli and renal tubules development in the fetal 
rats.
出生前グルココルチコイド療法によるラット胎仔の腎尿細管の発達

〇武半 優子、小林 司、大滝 正訓、太田 有紀、木田 圭亮、渡辺 実、飯利 太朗、松本 直樹
聖マリアンナ医科大・医

2-P2-23
The production and role of hydrogen sulfide and hydrogen polysulfides in mammalian cells
硫化水素とポリサルファイドの産生経路

〇澁谷 典広、木村 由佳、木村 英雄
山口東京理科大・薬
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
免疫・炎症・アレルギー (2)・皮膚・脂肪組織 / Immunity, Inflammation, Allergy (2), 
Skin, Adipose tissue
ファシリテーター： 

間下　雅士（同志社女子大・薬・薬理） 
Masato Mashimo（Dept. Pharmacol., Fac. Pharmaceut. Sci., DWCLA） 
首藤　剛（熊本大・院薬・遺伝子機能） 
Tsuyoshi Shuto（Dept. Mol. Med., Grad. Sch. Pharmaceut. Sci., Kumamoto Univ.）

2-P2-24
AGEs synergistically potentiated the LPS-HMGB1-induced proinflammatory response through their 
direct interactions
終末糖化産物結合因子によるLPS－HMGB1誘導性炎症応答の相乗的亢進作用

〇森 秀治 1、渡邊 政博 1、和氣 秀徳 2、劉 克約 3、勅使川原 匡 3、高橋 英夫 2、西堀 正洋 3、 
豊村 隆男 1

1就実大・薬・生体情報、2近畿大・医・薬理、3岡山大・院医歯薬・薬理

2-P2-25
Evaluation and comparison of two of LPS-induced acute lung injury (ARI) mice models
2種類のLPS誘発急性肺炎症モデルの評価と比較

〇牛島 壮太、西川 さゆり、釜賀 英明、守住 孝輔、片山 誠一、西 勝英
LSIメディエンス・薬理研究部

2-P2-26
Study of LPS-induced lung inflammation model in cynomolgus monkeys
カニクイザルを用いたLPS誘発肺炎モデルの検討

〇佐々木 一暁 1、村田 勇二 1、牛島 壮太 1、中村 康生 1、守住 孝輔 1、片山 誠一 1、西 勝英 1,2

1株式会社LSIM安全科学研究所・創薬支援事業本部・試験研究センター 熊本研究所 薬理研究部、2医療法人　桜
十字

2-P2-27
Effects of dasatinib on airway inflammation induced by lipopolysaccharide and/or ovalbumin
Lipopolysaccharide及びovalbuminにより誘発した気道炎症に対するdasatinibの効果

〇西本 裕樹 1、江口 由希子 1、小泉 優花 1、伊藤 菜々花 1、石川 尚希 1、齊藤 みなみ 1、木村 元気 1、
Ito Kazuhiro2、木澤 靖夫 1

1日本大・薬・機能形態、2Imperial College London, UK

2-P2-28
Thioredoxin-albumin fusion protein prevents urban aerosol-induced lung injury
ヒト血清アルブミン -チオレドキシン融合蛋白質は都市大気粉塵による急性肺傷害を予防する

〇田中 健一郎 1、久保田 真帆 1、下田 実可子 1、池田 真由美 2、異島 優 2、川原 正博 1

1武蔵野大・薬・生命分析、2徳島大・院医歯薬・薬物動態制御学分野
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2-P2-29
Pharmacological studies on pulmonary fibrosis model induced by intratracheal instillation of bleomycin 
in mice
ブレオマイシン気管内投与誘発肺線維症マウスモデルに関する薬理学的検討

〇渕上 淳一 1、高橋 真樹 1、鈴木 慶幸 1、市川 敦子 1、秋江 靖樹 1、中村 浩之 2

1シミックファーマサイエンス (株 )、2千葉大・院薬・薬効薬理

2-P2-30
Generation of ACE2-Expressing Airway and Alveolar Epithelial Cells from Human Induced Pluripotent 
Stem Cells
ヒト iPS細胞からACE2を発現する気道及び肺胞上皮細胞の作製

〇辻 嘉代子、諫田 泰成
国立衛研・薬理

2-P2-31
Expression of glucocorticoid receptors (GRs) in eosinophils derived from steroid-resistant asthma 
model of mice
ステロイド抵抗性喘息モデルマウスにおける好酸球のグルココルチコイド受容体発現の解析

〇橋本 健之介、松尾 真希、森 彩香、霜良 隼人、内海 百桃、阿野 理菜、松田 将也、北谷 和之、 
奈邉 健
摂南大・薬・薬効薬理

2-P2-32
Characterization of Staphylococcus aureus derived from atopic dermatitis using a cell imaging system.
細胞イメージングシステムを用いたアトピー性皮膚炎由来黄色ブドウ球菌の特徴の解析

〇三宅 瑠 1,2、岩本 和真 2、菅井 基行 3、秀 道広 2、酒井 規雄 1

1広島大・院医歯薬保健・神経薬理学、2広島大・院医歯薬保健・皮膚科学科、3国立感染症研究所・薬剤耐性研究
センター

2-P2-33
Functional role of NCX1 in brown adipose tissue thermogenesis
褐色脂肪組織熱産生におけるNCX1の機能的役割

〇喜多 知 1、田頭 秀章 1、根本 隆行 1、喜多 紗斗美 1,2、岩本 隆宏 1

1福岡大・医・薬理学、2徳島文理大・薬・薬理学

2-P2-34
The role of microsomal Prostaglandin E syntase-1 (mPGES-1)/PGE2 axis facilitates granulation tissue 
formation
肉芽組織形成を促進するmPGES-1/PGE2経路の役割

〇兵頭 徹也 1,2、天野 英樹 1、伊藤 義也 1、細野 加奈子 1、畑中 公 1、江島 耕二 3、植松 智 4、 
審良 静男 5、武田 啓 2

1北里大・医・薬理学、2北里大・医・形成外科・美容外科学、3北里大・医・免疫学、4大阪市立大・院医・ゲノ
ム免疫学、5大阪大・免疫学・フロンティア研究センター
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2-P2-35
Saireito, a traditional Chinese medicine, suppressed photodamage and reduction of lymphatic vessel 
density in UVB-irradiated skin.
柴苓湯は紫外線照射による皮膚障害とリンパ管密度低下を抑制する

〇尾山 真菜実、村田 健太、藤田 日奈、高橋 隆二
クラシエ製薬㈱・漢方研

2-P2-36
Oral administration of Jumihaidokuto inhibits UVB-induced skin damage and prostaglandin E2 
production in HR-1 hairless mice
十味敗毒湯は、ヘアレスマウスにおけるUVB誘発皮膚損傷およびプロスタグランジンE2産生を阻害
する

〇村田 健太、尾山 真菜実、藤田 日奈、高橋 隆二
クラシエ製薬株式会社・漢方研究所・薬理研究グループ
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Poster Sessions  14:00～ 15:30
腫瘍・化学療法・抗体医療 (2) / Cancer, Chemotherapy, Antibody Therapy (2)
ファシリテーター： 

松永　慎司（大阪市立大・院医・分子病態薬理） 
Shinji Matsunaga（Dept. Pharmacol. Osaka City Univ. Grad. Sch. Med.） 
宮野 加奈子（国立がん研究センター研・がん患者病態生理） 
Kanako Miyano（Div. Pathophysiol., Natl. Cancer Ctr. Res. Inst.）

2-P2-37
Role of translation factors in proliferation of breast cancer stem cells.
翻訳制御因子を介した癌幹細胞の増殖

〇平田 尚也、山田 茂、諫田 泰成
国立医薬品食品衛研・薬理部

2-P2-38
Elevated serum cholesterol levels after the discontinuation of imatinib in patients with chronic myeloid 
leukemia
慢性骨髄性白血病患者におけるイマチニブ休薬後の血清コレステロール値の上昇

〇高羽 理光 1、小野 孝明 1、岩城 孝行 2、梅村 和夫 2

1浜松医科大・医・内科学第三講座、2浜松医科大・医・薬理

2-P2-39
Healing effects of rebamipide on oral stomatitis in 5-fluorouracil-untreated and -treated Golden Syrian 
hamsters
フルオロウラシル非投与および投与ハムスターに対するレバミピドの口内炎修復効果

〇佐藤 光利 1、白石 拓也 1、関川 晃生 1、本橋 未来 1、田中 博之 2、河野 弥生 3、花輪 剛久 3

1明治薬科大・薬・医薬品安全性学、2東邦大・薬・実践医療薬学、3東京理科大・薬・臨床薬剤設計学

2-P2-40
Timosaponin AIII disturbs morphological plasticity and migration by suppressing membrane dynamics.
チモサポニンAIIIは乳がん細胞の形態可塑性と遊走能を阻害する

〇寺林 健 1、花田 克浩 2、松岡 茂 3、赤嶺 孝祐 1、石﨑 敏理 1

1大分大・医・薬理、2大分大・医・臨床医工、3大分大・医・臨床薬理

2-P2-41
O-GlcNAcylation-mediated regulation of FOXM1 expression through its ubiquitination in a human 
gastric adenocarcinoma cell line, NUGC-3
ヒト胃癌細胞株NUGC-3におけるO-GlcNAc修飾を介したFOXM1のユビキチン化と発現の制御

〇森脇 一将 1、上田 康弘 2、竹内 利寿 2、樋口 一秀 2、朝日 通雄 1

1大阪医科大・医・薬理、2大阪医科大・医・内科学 II

2-P2-42
Genome-wide analysis of DNA methylation identifies apoptosis-related gene UQCRH in renal cancer
腎がんの進展におけるDNAメチル化の機能解析

〇江幡 正悟 1,2、宮國 昂介 1、西田 純 1、宮園 浩平 1

1東京大・院医・分子病理、2東京大・環境安全研究センター
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2-P2-43
The migration inhibitory effect of anti-collapsin response mediator protein 2 antibody on the renal cell 
carcinoma
抗コラプシン反応媒介タンパク質2抗体の腎臓癌細胞遊走抑制作用

〇山本 泰弘、高馬 宏美、矢上 達郎
姫路獨協大・薬

2-P2-44
Differentiation-inducing factor-1 inhibits growth and metastasis of triple negative breast cancer cells 
through AMPK-mediated inhibition of mTORC1-S6K signaling pathway
細胞性粘菌分化誘導因子DIF-1はAMPK-mTORC1-S6Kシグナルを介してトリプルネガティブ乳癌の
増殖と転移を抑制する

〇哲翁 ふみ、有岡 将基、三浦 浩一、笹栗 俊之
九州大・院医

2-P2-45
Human H1R may contribute to the colorectal cancer metastasis
結腸癌転移に関与するヒスタミンＨ１受容体作用の解明

〇松本 礼 1、植木 花織 1、増田 雄大 1、間下 雅士 2、福島 圭穣 1、藤野 裕道 1

1徳島大・薬・生命薬理学、2同志社女子大・薬・薬理学

2-P2-46
The anti-cancer effect of PGD2 may result from the biased activity on EP4 receptor.
EP4プロスタノイド受容体を介したプロスタグランジンD2のバイアス性による抗癌作用

〇鷹野 晴美 1、妹尾 香奈穂 1、山下 真由 1、荒木 祐美 1、Regan John W.2、福島 圭穣 1、藤野 裕道 1

1徳島大・薬・生命薬理学、2The University of Arizona・College of Pharmacy・Pharmacology & Toxicology

224

3/9 (Tue) Poster Sessions



225

一般演題（ポスター）
Poster Sessions

3/10 (Wed)

【P1会場】
疼痛・知覚・炎症 (2)・薬物依存・乱用／ Pain, Sensary Neuron,  
Inflammation (2), Drug Addiction, Drug Abuse  ················································································ 3-P1-01～ 3-P1-12

うつ・不安 (2)・精神・行動 (2)／ Depression, Anxiety (2),  
Psychiatry, Behavior (2)  ···························································································································· 3-P1-13～ 3-P1-28

受容体・チャネル・トランスポーター (1)・細胞内 /細胞間情報伝達・ 
方法論・技術・その他／ Receptor, Channel, Transporter (1),  
Intracellular and Intercellular Signaling, Methodology, Technology, Others  ························ 3-P1-29～ 3-P1-45

【P2会場】
不整脈・チャネル・心機能・心不全／ Arrhythmia, Channel, Heart function,  
Heart failure  ··················································································································································· 3-P2-01～ 3-P2-17

外分泌・内分泌・代謝・生殖器・筋／ Exocrine, Endocrine, Metabolism,  
Genital Organ, Muscle tissue  ················································································································· 3-P2-18～ 3-P2-28

肝臓／ Liver  ··················································································································································· 3-P2-29～ 3-P2-38

受容体・チャネル・トランスポーター (2)／ Receptor, Channel, Transporter (2)  ········· 3-P2-39～ 3-P2-47



Poster Sessions  13:00～ 14:30
疼痛・知覚・炎症 (2)・薬物依存・乱用 / Pain, Sensary Neuron, Inflammation (2),  
Drug Addiction, Drug Abuse
ファシリテーター： 

大澤　匡弘（名古屋市立大・院薬・神経薬理） 
Masahiro Ohsawa（Dept. Neuropharmacol., Grad. Sch. Pharmaceutical Sci., 
Nagoya City Univ.） 
井手　聡一郎（東京都医学総合研・依存性物質プロジェクト） 
Soichiro Ide（Addictive Substance Project, TMiMS）

3-P1-01
Human mesenchymal stem cells from adipose tissue and umbilical cord improved neuropathic pain by 
regulating inflammation and recovery of the demyelination of sciatic nerve in rats
脂肪および臍帯由来間葉系幹細胞は炎症および脱髄を改善し神経障害性疼痛を緩和させる

〇宮野 加奈子 1,2、池畑 農 3、大島 佳織 2,4、吉田 有輝 5、能勢 泰寛 3、吉原 誠一 3、隠岐 勝幸 3、 
白石 成二 6、宇津 美秋 7、野中 美希 2、樋上 賀一 5、成田 年 1,8、上園 保仁 2

1国立がんセ研・がん患者病態生理、2東京慈恵大・医・疼痛制御、3(株 )バイオミメティクスシンパシーズ・研究
開発部、4東京大・医学系研究科・病因・病理学専攻、5東京理科大・薬・分子病理・代謝、6国立呉医療セ・がん
患者病態生理、7農研機構・生物研・ビトリゲル特命プロジェクト、8星薬科大・薬・薬理学

3-P1-02
KCNQ (Kv7) K+ channel opener retigabine inhibits pain and itch.
KCNQ (Kv7) K+チャネル開口薬 retigabineは鎮痛と鎮痒作用を示す

〇尾山 実砂、渡辺 俊、岩井 孝志、田辺 光男
北里大・薬・薬理

3-P1-03
Mechanisms of hyperalgesia in dry eye model rats: involvement of the glial cells and the voltage-gated 
Ca2+ channel α2δ subunit in the trigeminal nucleus
ドライアイモデルラットにおける痛覚過敏のメカニズム： 三叉神経核のグリア細胞および電位依存性
Ca2+チャネルα2δ subunitの関与

〇鄭 有人 1,2、三上 義礼 1、伊藤 雅方 1、冨田 太一郎 1、大島 大輔 1、堀 裕一 2、赤羽 悟美 1

1東邦大・医・生理学講座統合生理学分野、2東邦大・医・眼

3-P1-04
TRPV1 and TRPA1 are cooperatively involved in the tooth movement-related pain.
歯の移動に伴う疼痛への歯周組織TRPV1とTRPA1の協力的作用

〇安達 一典 1、湯川 未郷 2

1明海大・歯・薬理学分野、2明海大・歯・歯科矯正学分野

3-P1-05
Implicated in spinal cholecystokinin-8 and hemokinin-1 in type 1 diabetes allodynia in mice
マウスⅠ型糖尿病誘発アロディニアにおける脊髄cholecystokinin-8とhemokinin-1の関与

〇林 貴史 1、渡辺 千寿子 2、菅野 秀一 3、善積 克 2、我妻 恭行 1、原 明義 3、櫻田 忍 4

1東北医科薬科大・薬・薬剤、2東北医科薬科大・薬・機能形態、3東北医科薬科大・薬・薬物治療、4東北医科薬
科大
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3-P1-06
Two-way association between sleep disturbance and persistent pain
持続痛と睡眠障害の相互連関機構の解析

〇矢部 秀平 1、濱田 祐輔 1,2、田中 謙一 1、山邊 慶幸 1、成田 道子 2,3、葛巻 直子 1、成田 年 1,2

1星薬科大・薬・薬理、2国立がん研・がん患者病態生理、3東京医科大・医学総合研・分子細胞治療

3-P1-07
Comparison of the effects of Goreisan and loxoprofen on cerebral blood flow dynamics in 
meteoropathy model mice
気象病モデルマウスの脳血流動態に対する五苓散ならびにロキソプロフェンの効果比較

〇笠 純華 1、倉内 祐樹 1,2、田中 理紗子 1、春田 牧人 3、笹川 清隆 3、関 貴弘 1,2、太田 淳 3、香月 博志 1,2

1熊本大・薬・薬物活性、2熊本大・院生命・薬物活性、3奈良先端大・先端科技・光機能素子

3-P1-08
Itch and pain caused by intradermal injection of sulfides in mouse cheek: Effect of genetic deletion of 
Cav3.2 T-type calcium channels
マウスおいて硫化物の頬皮内投与により誘起される痒みと痛み：Cav3.2 T型カルシウムチャネル遺伝
子欠失の影響

〇倉橋 翔太郎 1、西山 伊代 1、南野 莉那 1、西川 裕之 1,2、関口 富美子 1、坪田 真帆 1、川畑 篤史 1

1近畿大・薬・病態薬理、2扶桑薬品工業株式会社

3-P1-09
Phenotypic examination of the endocannabinoid-degrading enzyme alpha/beta-hydrolase domain 
containing 6 (ABHD6) knockout rat
内因性カンナビノイド分解酵素ABHD6ノックアウトラットの表現型の特徴

〇野口 克彦 1、菅谷 公男 1、西島 さおり 1、坂梨 まゆ子 2、嘉手川 豪心 1、澳津 志帆 3、仲嶺 三代美 3、
鳥原 英嗣 3、山本 秀幸 3

1(株 )サザンナイトラボラトリー、2金城学院大・薬・薬学科、3琉球大・院医・生化学

3-P1-10
MicroRNA expression profiling in ethanol dependence in mice
アルコール依存形成に関わる脳内miRNA発現の網羅的解析

〇水尾 圭祐、山口 智佳、渡邊 智
札幌医科大・医

3-P1-11
Inhibitory effect of SB216763, a selective glycogen synthase kinase-3 inhibitor, on morphine-induced 
Straub’s tail reaction in mice
モルヒネ誘導Straubの挙尾反応に対する選択的GSK-3阻害薬SB216763の抑制効果

〇北中 純一 1、北中 順惠 1、堀江 詩卯 1、河崎 祐実 1、坂本 昴士 1、矢代 順哉 1、田中 康一 2、 
五十嵐 健人 2,3、富田 和男 2,3、汐元 亜美 4、渡部 要 4、仲野 靖 4、高橋 仁 4、西山 信好 2、佐藤 友昭 3、
竹村 基彦 1

1兵庫医科大・医、2兵庫医療大・薬・薬理、3鹿児島大・院医歯・応用薬理、4室町機械 (株 )
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3-P1-12
Analysis of the tendency of dependence for various targets based on the psychological characteristic 
in undergraduate students
依存の基盤となる青年期の心理的特徴に関する研究

〇田中 健一、金野 倫子
埼玉県大・保医福
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
うつ・不安 (2)・精神・行動 (2) / Depression, Anxiety (2), Psychiatry, Behavior (2)
ファシリテーター： 

衣斐　督和（京都府立医科大・院医・病態分子薬理） 
Masakazu Ibi（Dept. Pharmacol., Kyoto Pref. Univ. Med.） 
新谷　紀人（大阪大・院薬・神経薬理） 
Norihito Shintani（Lab. Mol. Neuropharmacol., Grad. Sch. Pharmaceut. Sci., Osaka 
Univ.）

3-P1-13
Chronic pain-induced neuronal plasticity in the extended amygdala causes maladaptive anxiety
慢性痛による拡張扁桃体の可塑性は不安を惹起する

〇山内 直紀、野村 洋、天野 大樹、南 雅文
北海道大・院薬

3-P1-14
Histological analyses of CRF mRNA expression in the dorsolateral bed nucleus of the stria terminalis 
of chronic pain model rats
慢性痛モデルラットの背外側分界条床核におけるコルチコトロピン放出因子mRNA発現の組織学的解
析

〇新垣 紗也、髙橋 大樹、朝岡 勇太、木村 佳祐、原 隆人、逆井 佳祐、鈴木 博惠、山内 直紀、 
野村 洋、天野 大樹、南 雅文
北海道大・薬・薬理

3-P1-15
Development of a novel stress model using a video-recorded scene of the social defeat stress in mice
社会的敗北場面の動画を用いた新規ストレスモデルマウスの開発

〇中武 優子 1,2、古家 宏樹 2、請園 正敏 3、山田 美佐 2、吉澤 一巳 1、山田 光彦 2

1東京理科大・院薬・疾患薬理学、2国立精神・神経医療研究セ・精神保健研・精神薬理、3理研・医科学イノベー
ションハブ推進プログラム・発達障害データ多層統合ユニット

3-P1-16
取り下げ

3-P1-17
Social stress induces subcellular degeneration preceding dendritic loss of prefrontal pyramidal neurons 
in mice
マウスの社会ストレスは前頭前皮質錐体神経細胞の樹状突起消失に先行して細胞内変性を誘導する

〇沼 知里 1、永井 裕崇 1、永井 碧 1、大野 伸彦 2、三森 -清末 優子 3、片岡 洋祐 4、古屋敷 智之 1

1神戸大・院医・薬理、2自治医科大・医・解剖・組織、3理研・生命機能科学研究セ・分子細胞動態研、4理研・
生命機能科学研究セ・細胞機能評価研
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3-P1-18
Left-right asymmetry in chronic stress-induced neuroinflammation
慢性ストレスによる脳内炎症の左右非対称性

〇松下 和敏、谷口 将之、古屋敷 智之
神戸大・院医・薬理

3-P1-19
Role of Microsomal prostaglandin E synthase-1 in acute stress
急性ストレスにおける膜結合型プロスタグランジンE2合成酵素 -1の役割

〇川端 悠太 1、堂前 あすみ 1、平田 浩実 1、坂原 在 1、植松 智 2、審良 静男 3、高橋 達雄 1、 
松尾 由理 1

1北陸大・薬・薬学臨床系、2大阪市立大・院医・ゲノム免疫学、3大阪大・医・免疫学フロンティア研究セ

3-P1-20
Loss of function in mouse GAD67 leads to emotional impairments
GAD67機能不全によるマウス情動行動の変化

〇宮田 茂雄 1、柿崎 利和 1、藤原 和之 1、大日方 英 2、平野 瞳子 2、中井 淳一 3、田中 三佳 4、糸原 重美 4、
田中 謙二 5、渡辺 雅彦 6、阿部 学 7、崎村 建司 7、柳川 右千夫 1

1群馬大・院医・遺伝発達行動、2群馬大・院医・大学院教育研究支援、3東北大・院歯・口腔生理、4理研・行動遺伝、
5慶應義塾大・医・精神神経、6北海道大・院医・解剖発生、7新潟大・脳研・モデル動物開発

3-P1-21
Glutamatergic neurons from medial prefrontal cortex to dorsal raphe nucleus regulates maternal 
aggression in mice
背側縫線核に投射するグルタミン酸神経による母マウスの攻撃行動の制御

〇室井 喜景、石井 利明
帯広畜産大

3-P1-22
The amygdalohippocampal area that projects to the medial preoptic area mediates aggression toward 
the infant
内側視索前野投射型に着目した扁桃体海馬野ニューロンの社会性行動における機能解析

〇佐藤 圭一郎、濱崎 友美、福井 清志郎、南 雅文、天野 大樹
北海道大・院薬・薬理

3-P1-23
Synaptic inputs derived from the central nucleus of amygdala that suppresses neurons in the rhomboid 
nucleus of the bed nucleus of the stria terminals of paternal mice
扁桃体中心核から分界条床菱形核への抑制性入力と養育行動への影響

〇村川 俊作、宇木 遥、南 雅文、天野 大樹
北海道大・薬・薬理学研究室
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3-P1-24
Long-term administration of D2 receptor blocker sulpiride changes social behavioral pattern in male 
mice
長期的D2受容体阻害による仔マウスに対する社会行動選択の変化

〇濱崎 友美、南 雅文、天野 大樹
北海道大・院薬・薬理学研究室

3-P1-25
Blonanserin and 1-(2-Pyriidinyl)-piperazine suppress impulsive action in rats
非定型抗精神病薬ブロナンセリンと1-(2-ピリミジル )-ピペラジンはラットの衝動的行動を抑制する

〇笹森 瞳 1、西谷 直也 2、大村 優 1、吉岡 充弘 1

1北海道大・院医、2金沢大・院医薬保健・薬学系薬理学研究室

3-P1-26
Serotonergic activity in the dorsal raphe nucleus is required for model-based decision making
背側縫線核セロトニン神経活動はモデルベース的意思決定に必要とされる

〇大村 優 1、岩見 謙太郎 2、笹森 瞳 1、杉浦 千瑛 1、Bouchekioua Youcef1、吉岡 充弘 1

1北海道大・院医、2北海道大・医

3-P1-27
Behavioral Characterization of Dopamine D5 Receptor Knockout(D5KO) Mice
ドパミンD5受容体受容体遺伝子欠損マウスの行動特性

〇杉浦 千瑛
北海道大・院医

3-P1-28
Ameliorating effects of guanfacine, an adrenergic α 2A receptor agonist, on AD/HD-like behaviors in an 
AD/HD model rat, male adolescent SHRSP/Ezo
優性幼若SHRSP/Ezoの注意欠如･多動症 (AD/HD)様行動に対するアドレナリンα 2A受容体作動薬グア
ンファシンの改善効果

〇山口 拓、篠崎 亮佑、岡 辰也
長崎国際大・薬・薬物治療
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
受容体・チャネル・トランスポーター (1)・細胞内 /細胞間情報伝達・方法論・技術・ 
その他 / Receptor, Channel, Transporter (1), Intracellular and Intercellular Signaling, 
Methodology, Technology, Others
ファシリテーター： 

大久保　洋平（順天堂大・医・薬理） 
Yohei Okubo（Dept. Pharmacol., Grad. Sch. Med., Juntendo Univ.） 
行方　衣由紀（東邦大・薬・薬物） 
Iyuki Namekata（Dept. Pharmacol., Toho Univ. Fclt. Pharmaceut. Sci.）

3-P1-29
Inhibitory effects of local anesthetics on muscarinic receptors: effects on the Ca2+ release from 
intracellular store and recruitment of beta-arrestin.
局所麻酔薬のムスカリン受容体抑制作用：細胞内ストアからのCa2+放出とβアレスチン系への作用

〇島谷 真梨 1、根津 顕弘 2、谷村 明彦 2

1北海道医療大・院歯・生体機能・病態学系　組織再建口腔外科学分野、2北海道医療大・歯・口腔生物学系薬理
学分野

3-P1-30
Annexin A2 is involved in activation of AKT upon endothelin-1 stimulation in melanoma cells
メラノーマ細胞において、Annexin A2は、エンドセリン -1の刺激によるAKTの活性化に関与する

〇真崎 雄一、東 恒仁、堀之内 孝広、三輪 聡一
北海道大・院医

3-P1-31
Localization analysis of several NCKX2-NCLX chimeras into plasma membrane/mitochondrial inner 
membrane
各種NCKX2-NCLXキメラの細胞膜 /ミトコンドリア内膜局在解析

〇根本 隆行 1、喜多 知 1、田頭 秀章 1、喜多 紗斗美 1,2、岩本 隆宏 1

1福岡大・医・薬理学、2徳島文理大・薬・薬理学

3-P1-32
Distribution of mammal-like melanin concentrating hormone type 1 and 2 receptor expressing neurons 
in the brain of a basal actinopterygian fish, Polypterus senegalus
古代魚ポリプテルスにおける哺乳類様のメラニン凝集ホルモン1型および2型受容体の脳内分布

〇東 森生、崇鏡 崇鏡
自治医科大・医・分子薬理

3-P1-33
Receptor functional analysis of leptin resistance by adenosine- BRET analysis
アデノシンによるレプチン抵抗性の受容体機能解析―BRET解析による検討

〇細井 徹 1、松浦 武典 3、シルバ アニジア 4、和田 萌々恵 3、松﨑 周 3、杉山 礼隆 2、児玉 尚士 2、 
ジョーカーズ ラルフ 4、ダム ジュリエ 4、小澤 光一郎 2

1山口東京理科大・薬・臨床薬理学分野、2広島大・院医歯薬保健・治療薬効学研究室、3広島大・薬・治療薬効学
研究室、4Inserm・Institut Cochin・Dept Endocrinology, Metabolism and Diabetes
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3-P1-34
Collapsin response mediator protein 2 was one of targets for 15-deoxy -Δ 12,14-prostaglandin J2

コラプシン反応媒介タンパク質2は15-deoxy -Δ 12,14-prostaglandin J2標的タンパク質の一つであった

〇矢上 達郎、山本 泰弘、高馬 宏美
姫路獨協大・薬

3-P1-35
Differentiation-inducing factor 1 activates AMP-regulated kinase/Cofilin pathway to regulate the actin 
cytoskeleton
Differentiation-inducing factor 1はAMP-regulated kinase/Cofilin経路を活性化し、アクチン細胞骨格を
制御する

〇三浦 浩一、井上 健、韓 儒哲、笹栗 俊之
九州大・院医

3-P1-36
Development of Histamine N-methyltransferase Inhibitors for Brain Disorders
ヒスタミン代謝酵素阻害剤の探索研究

〇吉川 雄朗、大塚 里奈、佐藤 夕季、谷内 一彦
東北大・院医

3-P1-37
The development of miR-96-5p gene knock out technique by CRISPR/Cas9 system
ゲノム編集を用いたmiR-96-5p遺伝子ノックアウト技術の開発

〇松村 暢子 1、木下 千智 1、中木 敏夫 2、青山 晃治 1

1帝京大・医・薬理、2帝京大・薬

3-P1-38
Evaluation of seizure sensitivity and potential excitation foci in Phf24-KO rats
Phf24欠損ラットのけいれん感受性評価および発作原因部位の探索

〇國澤 直史 1、久積 博明 1、加藤 将貴 1、清水 佐紀 1、佐藤 和明 2、金星 匡人 1、松橋 眞生 3、池田 昭夫 3、
芹川 忠夫 1、大野 行弘 1

1大阪薬科大・薬・薬品作用解析学、2医仁会武田総合病院・脳神経内科、3京都大・医・てんかん・運動異常生理
学

3-P1-39
Lifelong measurement of locomotor activity and body temperature in group-housed laboratory mice by 
wireless power transmission
ワイヤレス給電を用いた集団飼育マウスの長期自発行動および体温測定機器開発

〇谷内 一彦 1、吉川 雄朗 1、相良 健一 2、佐々木 秀 2

1東北大・院医、2光電子株式会社

3-P1-40
Our preclinical support of neurological research approaches using cerebrospinal fluid
中枢神経系疾患における脳脊髄液を用いた創薬アプローチに対する私達の貢献

〇荒木 康平、齋藤 慶太、鈴木 孝太郎、野々村 徹、山崎 則之
（株）新薬リサーチセンター
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3-P1-41
Efforts for promotion of Use of Radioisotopes (RI)　-RI Experimental Protocols for Beginners-
RI利用普及に向けた取り組み　～初学者向けRI実験プロトコルの作成～

〇東 梨佳子 1、津國 浩之 1、松波 圭一 2、原 正幸 3、加藤 真介 4、飯塚 裕幸 5

1日本アイソトープ協会、2順天堂大・院医、3東京医科歯科大・総合研究機構、4横浜薬科大・健康薬学科、5東京
大・工学系・情報理工学系等環境安全管理室

3-P1-42
Structure prediction of the N-terminal regulatory domain of the human tryptophan hydroxylase 2
ヒトトリプトファン水酸化酵素2の翻訳抑制ドメインの構造予測

〇大滝 正訓 1、廣井 朋子 2、太田 有紀 1、武半 優子 1、木田 圭亮 1、松井 宏晃 2、松本 直樹 1

1聖マリアンナ医科大・医、2聖マリアンナ医科大・大学院アイソトープ研究施設

3-P1-43
Comparison of medication self-management for older adults supported by nurses at general hospitals 
and home-visit nursing stations
一般病院と訪問看護ステーションの看護師が支援する高齢者の服薬自己管理状況の比較

〇坂根 可奈子 1、小林 裕太 1、宮本 まゆみ 1、福間 美紀 1、津本 優子 1、内田 宏美 2

1島根大・医、2天理医療大学・医療学部

3-P1-44
Integrated safety evaluation of benzodiazepines using human iPS cell technology
ヒト iPS細胞技術を用いたベンゾジアゼピン系薬物の統合的な安全性評価

〇常本 和伸 1、山田 茂 1,2、諫田 泰成 1

1国立衛研・薬理、2PEIJ

3-P1-45
Antioxidative activity of fructose 1,6-bisphosphate as a direct free radical scavenger
フルクトース1,6-ビスリン酸の抗酸化能と直接的ラジカル消去作用

〇尾方 和枝 1、小野 可穂菜 2、徳丸 治 1

1大分大・福祉健康科学部・生理学講座、2大分大・医・医学科学生
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
不整脈・チャネル・心機能・心不全 / Arrhythmia, Channel, Heart function,  
Heart failure
ファシリテーター： 

西山　和宏（九州大・院薬・生理学） 
kazuhiro nishiyama（Dept. Physiol., Grad. Sch. Pharmaceut. Sci. Kyushu Univ.） 
山村　彩（愛知医科大・医・生理） 
Aya Yamamura（Dept. Physiol., Sch. Med., Aichi Med. Univ.）

3-P2-01
ATX-Ⅱ increases intracellular Na+ and Ca2+ concentration in pulmonary vein cardiomyocytes by 
activating reverse-mode Na+/Ca2+ exchanger
モルモット肺静脈心筋細胞におけるATX-Ⅱによる細胞内イオン濃度変化とNa+/Ca2+交換機構の関与

〇斎藤 太郎、大場 亜衣子、高野 裕大、濵口 正悟、行方 衣由紀、田中 光
東邦大・薬・薬物

3-P2-02
Elucidation of mechanisms that trigger torsades de pointes in drug-induced long QT syndrome: a 
simulation study
薬物誘発性QT延長症候群における torsades de pointes誘発メカニズムの解明：シミュレーション研究

〇津元 国親 1、島本 貴生 2、天野 晃 2、九田 裕一 1、谷田 守 1、倉田 康孝 1

1金沢医科大・医、2立命館大・生命

3-P2-03
Different modulatory effects of isoflurane and halothane on arrhythmogenesis elicited by dofetilide in 
rabbits.
ドフェチリドによる催不整脈発生機構に対するイソフルランとハロタンの異なる修飾作用

〇川上 聡士、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章
東邦大・薬

3-P2-04
Dulaglutide inhibited perilipin 2-induced atrial fibrillation through the improvement of atrial impulse 
conduction slowing in transgenic mice
心臓特異的ペリリピン2強発現誘発心房細動に対するデュラグルチドの効果

〇石田 菜々絵 1、湯川 省吾 1、佐藤 さつき 2、鈴木 仁弥 2、平 英一 3、弘瀬 雅教 1

1岩手医科大・薬学部 病態薬理学講座 分子細胞薬理学分野、2福井大学・病態制御医学講座 内科学3、3岩手医科大・
医・薬理学講座

3-P2-05
Manifestation of proarrhythmic properties of IKACh blocker tertiapin in the rat dilated atria caused by 
chronic volume overload
IKACｈ遮断薬 tertiapinの催不整脈特性は慢性容量負荷により拡大した心房で顕在化するー動静脈瘻
ラットを用いた検討ー

〇相本 恵美、鈴木 稜平、種市 佑香、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬
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3-P2-06
Comprehensive and rigorous analysis of drug-induced QT interval prolongation in anesthetized guinea 
pigs using 11 antihistamines with clinical reports on adverse drug reactions
薬物性QT延長症候群に関連した有害事象が報告されている抗ヒスタミン薬11種の非臨床試験による
網羅的な心臓電気生理学的作用の評価

〇永澤 悦伸 1、清水 美希 1、大柴 実紗 1、峯元 豪 1、釼持 佑一 1、木村 謙吾 1、大村 賢介 1、大室 直樹 1、
藤原 香織 1、松﨑 陽香 1、小林 加寿子 1,2、川上 聡士 1、相本 恵美 1、高原 章 1

1東邦大・薬、2東邦大・医療セ大橋・薬剤部

3-P2-07
Characteristics of sudden death in cardiac-specific conditional NCX1 knockout mice
心筋特異的NCX1ノックアウトマウスの突然死の特性

〇田頭 秀章 1、喜多 紗斗美 1,2、岩本 隆宏 1

1福岡大・医・薬理、2徳島文理大・薬・薬理

3-P2-08
Hsp90 contributes to cardiac hypertrophy in the development of heart failure via regulating c-Raf.
Hsp90は、c-Rafを制御することで心不全進展過程での心肥大に寄与する。Hsp90は、c-Rafを制御す
ることで心不全進展過程での心肥大に寄与する。

〇伊藤 巧、丸ノ内 徹郎、矢野 絵美、田野中 浩一
東京薬科大・薬・分子細胞病態薬理学教室

3-P2-09
Pathophysiological role of Ca2+ permeable TRPV2 channel  in myocardial ischemia reperfusion injury
心筋虚血再灌流障害におけるCa2+透過TRPV2チャネルの病態的役割

〇岩田 裕子 1、若林 繁夫 2、Pearson James1

1国立循環器病研究セ・心臓生理機能部、2大阪青山大学・健康科学

3-P2-10
Gender differences in the effect of spontaneous exercise on heart failure in DCM model mice
拡張型心筋症モデルマウスでの性差による効果の違い

〇杉原 匡美 1、柿木 亮 2、村山 尚 3、三井田 孝 1、櫻井 隆 3、森本 幸生 4、呉林 なごみ 3

1順天堂大・医、2城西国際大・経営情報学部、3順天堂大・医・薬理学、4国際医療福祉大・保健医療・福岡

3-P2-11
Development of drugs for anticancer drug-induced cardiotoxicity using acyl ghrelin and des-acyl 
ghrelin extracted from the stomach of salmon and tuna
サケ・マグロ胃抽出グレリンおよびデスアシルグレリンを利用した抗がん剤による心毒性緩和薬の開
発を目指して

〇川島 都司樹 1,2、野中 美希 2、木原 稔 3、片山 秀和 4、大島 佳織 2,5、宮野 加奈子 6、吉澤 一巳 1、
上園 保仁 2,7

1東京理科大・薬・疾患薬理、2東京慈恵会医科大・疼痛制御、3東海大・生物・海洋生物科学、4東海大・工・生命化学、
5東京大・院医・病因・病理、6国立がん研・がん患者病態生理、7国立がん研・東病院・支持緩和研究開発支援
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3-P2-12
Arresten, a cleaved fragment of type IV collagen α1 chain, regulates functions of cardiac fibroblasts 
and left atria
IV型コラーゲンα１鎖分解断片arrestenは心線維芽細胞及び左心房筋の機能を調節する

〇杉山 彰、田嶋 志帆、山本 理幾、大谷 紘資、岡田 宗善、山脇 英之
北里大・獣医

3-P2-13
Chronic toxicity assessment of nilotinib using human-induced pluripotent stem cell-derived 
cardiomyocytes
ヒト iPS細胞由来心筋細胞を用いたニロチニブの慢性毒性評価

〇林 紗代、佐塚 文乃、柳田 翔太、諫田 泰成
国立衛研・薬理

3-P2-14
Assessment of drug-induced contractility in iPS-CMs by cell motion imaging and cell-induced electrical 
impedance monitoring.
動きベクトルとインピーダンスによるヒト iPS細胞由来心筋細胞の収縮評価

〇佐塚 文乃、林 紗代、諫田 泰成
国立医薬品食品衛研・薬理部

3-P2-15
Tanshinone VI promotes the differentiation of cardiosphere-derived cells into cardiomyocytes.
Tanshinone VI は、cardiosphere-derived cells の心筋細胞への分化を促進する。

〇丸ノ内 徹郎、猪越 南実、矢野 絵美、田野中 浩一
東京薬科大・薬

3-P2-16
The effect of chemical sympathetic dennervation on the postnatal heart development.
化学的交感神経除神経が新生児心臓発達に与える影響の解明

〇冨田 拓郎 1、川岸 裕幸 1、中田 勉 2、山田 充彦 1

1信州大、2信州大・基盤研究支援センター・機器分析支援部門

3-P2-17
A novel intracellular drug-delivery system specific for cardiomyocytes using RNA aptamer
RNAアプタマーによる心筋細胞に特異的な細胞内薬物送達法の開発

〇本田 健 1、酒井 大樹 1、乾 誠 1,2

1山口大・院医・薬理、2YICリハビリ校
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
外分泌・内分泌・代謝・生殖器・筋 / Exocrine, Endocrine, Metabolism,  
Genital Organ, Muscle tissue
ファシリテーター： 

坂本　多穗（静岡県立大・薬・生体情報分子解析学） 
Kazuho Sakamoto（Dept. Bio-Inform. Pharmacol., Sch. Pharm. Sci., Univ. 
Shizuoka） 
吉江　幹浩（東京薬科大・薬・薬理） 
Mikihiro Yoshie（Dept. Endocrine Pharmacol., Tokyo Univ. Pharm. Life Sci.）

3-P2-18
Analysis of the molecular mechanism of compensatory hypertrophy-associated enhancement 
of salivary secretion using the intravital Ca2+ imaging and gene analysis.
Intravital Ca2+ imagingと遺伝子解析による唾液腺における代償性機能亢進の分子機構の解明

〇根津 顕弘 1、高橋 茂 2、森田 貴雄 3、谷村 明彦 1

1北海道医療大・歯、2北海道大・院歯・口腔機能解剖、3日本歯科大新潟・生化

3-P2-19
Cdc42-deficiency induces salivary hyposecretion and maintains lacrimal secretion in mice.
Cdc42欠損マウスは唾液分泌不全を誘発するが涙液分泌は維持する。

〇長瀬 春奈、設楽 彰子、大野 雄太、柏俣 正典
朝日大・歯・歯科薬理学分野

3-P2-20
Regulation by purinergic signal of glucose-induced insulin secretion from iGL insulinoma cells.
ラットβ細胞株 iGLからのインスリン分泌に対するプリン作動性シグナルの影響

〇伊藤 政明、町田 千夏、吉田 一貴、松岡 功
高崎健康福祉大・薬・薬効解析

3-P2-21
Effect of sucrose beverage intake on blood glucose level and insulin secretion
スクロース飲料摂取による血糖値およびインスリン分泌への影響

〇佐藤 幸子、近藤 ゆき子、平 英一
岩手医科大・医・薬理学講座・情報伝達医学分野

3-P2-22
Thyrotropin receptor antibodies (TRAbs) induced by Epstein-Barr virus reactivation: Significance on 
Graves’ disease
Epstein-Barr virus再活性化に誘導されるTSHレセプター抗体のバセドウ病における役割

〇長田 佳子 1、林 一彦 2、佐藤 幸夫 3、尾崎 充彦 4、三明 淳一朗 1、市原 克則 1、澤野 達哉 1、周 余航 1、
Priyono Agung1、松澤 和彦 1、今村 武史 1

1鳥取大・医・薬理学・薬物療法学、2鳥取大・医・病理学、3鳥取大・医・生命科学　発生生物学、4鳥取大・医・
生命科学　実験病理学
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3-P2-23
Possible roles of autophagy related proteins ATG2A and ATG7 in the differentiation of human 
endometrial stromal cells 
ヒト子宮内膜間質細胞の分化（脱落膜化）におけるオートファジー関連因子ATG2AとATG7の役割

〇齋藤 優里 1、小島 淳哉 2、津留 涼也 1、吉江 幹浩 1、草間 和哉 1、田村 和広 1、西 洋孝 2

1東京薬科大・薬・薬理学、2東京医科大・医・産科婦人科学

3-P2-24
Effect of adipose tissue-derived stem/stromal cells on muscle atrophy
筋萎縮に対する脂肪組織由来幹細胞の効果

〇太田 有紀 1、小林 司 1、武半 優子 1、大滝 正訓 1、木田 圭亮 1、渡辺 実 2、飯利 太朗 1、武永 美津子 3、
松本 直樹 1

1聖マリアンナ医科大・医・薬理学、2聖マリアンナ医科大・大学院実験動物飼育管理研究施設、3聖マリアンナ医
科大・難病治療研究センター

3-P2-25
17β -estradiol attenuates sepsis-induced myopathy in mice
17β -エストラジオールによる敗血症性筋力低下の抑制

〇竹下 舜也、日比 千尋、坂本 多穗、黒川 洵子
静岡県立大・薬・生体情報分子解析学分野

3-P2-26
Identification of binding site for a novel RyR1-selective inhibitor
新規1型リアノジン受容体（RyR1）阻害剤の結合部位の同定

〇村山 尚 1、呉林 なごみ 1、小林 琢也 1、小川 治夫 2、児玉 昌美 2、森 修一 3、影近 弘之 3、櫻井 隆 1

1順天堂大・医、2東京大・定量研、3東京医科歯科大・生材研

3-P2-27
Characterization of novel RyR1 selective inhibitors identified by ER Ca2+ measurements
小胞体内Ca2+濃度測定により同定された新規RyR1選択的阻害剤の性質の検討

〇松川 紘之 1、村山 尚 1、小林 琢也 1、呉林 なごみ 1、山澤 徳志子 2、湯浅 磨里 3、森 修一 3、影近 弘之 3、
櫻井 隆 1

1順天堂大・医・薬理、2慈恵医大・分子生理、3医科歯科大・生材研

3-P2-28
Effects of Palmitoleic acids on skeletal muscle differentiation in hyperglycemic environment.
パルミトレイン酸添加がもたらす高血糖環境における骨格筋分化への影響

〇德永 弥月 1、吉崎 瞳 2、鳥海 旭世 2、石田 千聡 3、河原田 律子 4、堀 正敏 1、中村 彰男 2

1東京大・院農学生命科学、2実践女子大・生活科学部　食生活科学科、3日本赤十字社　原町赤十字社病院・栄養
課、4高崎健康福祉大・健康栄養
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
肝臓 / Liver
ファシリテーター： 

結城　幸一（旭川医科大・医・薬理） 
Koh-ichi Yuhki（Dept. Pharmacol, Asahikawa Med. Univ.） 
伊藤　義也（北里大・医・薬理） 
YOSHIYA ITO（Dept. Pharm., Sch. Med., Kitasato Univ.）

3-P2-29
Evaluation of the usefulness of three-dimensional organoid culture in the drug screening of non-
alcoholic steatohepatitis (NASH) disease
非アルコール性脂肪肝炎 (NASH)治療薬評価における3次元オルガノイド培養法の有用性の検討

〇山本 晴 1、山中 恵 1、Mohamed Elbadawy2、臼井 達哉 1、佐々木 一昭 1

1東京農工大学・農・獣医薬理学研究室、2ベンハー大学・獣医・薬学科

3-P2-30
Disruption of steroidogenic acute regulatory protein-related lipid transfer domain containing 10 
(STARD10) prevents the development of nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
脂質転移タンパク質ＳＴＡＲＤ１０の遺伝子欠損は非アルコール性脂肪性肝炎の発症を防ぐ

〇伊藤 雅方、大島 大輔、三上 義礼、冨田 太一郎、赤羽 悟美
東邦大・医

3-P2-31
Effects of Bezafibrate on Carbon Tetrachloride and T0901317-Induced Nonalcoholic Steatohepatitis 
Model
四塩化炭素及びT0901317誘導非アルコール性脂肪性肝炎モデルに対するBezafibrateの作用

〇川﨑 由紀子、大津 尚子、野田 ゆり、今泉 隆人、松下 久美、遠藤 克己、平澤 康史
日本バイオリサーチセンター・試験部

3-P2-32
Roles of heparan sulfate against CCl4 cytotoxicity in HepG2 cells
四塩化炭素誘発性肝細胞障害に対するヘパラン硫酸の保護的効果について

〇松澤 拓郎、島根 彩衣、谷内 一彦、吉川 雄朗
東北大・院医

3-P2-33
Platelets attenuate monocrotaline-induced liver injury
血小板はモノクロタリン誘導肝障害を軽減する

〇大高 史聖 1,2、伊藤 義也 1,2、細野 加奈子 1,2、畑中 公 1,2、小泉 和三郎 3、天野 英樹 1,2

1北里大・院医・分子薬理学、2北里大・医・薬理学、3北里大・医・消化器内科

3-P2-34
Expression of the growth-related factors in the liver of fetal rats
胎児ラットの肝臓における成長関連因子の発現

〇小林 司 1、武半 優子 1、太田 有紀 1、大滝 正訓 1、木田 圭亮 1、渡辺 実 2、飯利 太朗 1、松本 直樹 1

1聖マリアンナ医科大・医・薬理、2聖マリアンナ医科大・実験動物飼育管理
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3-P2-35
CRAC channel blockers attenuate the activation of human hepatic stellate cells
CRACチャネル阻害薬は肝星細胞の活性化を抑制する

〇近藤 るびい、鈴木 良明、山村 寿男
名古屋市大・院薬・細胞分子薬効解析

3-P2-36
The alternation of adenosine-related genes likely progress HSC activation in inflammatory condition.
アデノシン関連遺伝子の変化が炎症時において肝星細胞の活性化を促進する可能性

〇土肥 直貴 1、山口 桃生 1、齊藤 真也 1,2、石川 智久 1

1静岡県立大・院薬・薬理、2岡山理科大・獣医・創薬

3-P2-37
The formation of lymphatic vessels and macrophages contribute to liver repair after liver injury
急性肝障害後の肝修復にはリンパ管新生とマクロファージが寄与する

〇中本 修司 1,2,3、伊藤 義也 1,2、後藤 卓也 1,2,3、細野 加奈子 1,2、畑中 公 1,2、馬嶋 正隆 1,2,4、天野 英樹 1,2

1北里大・院医療・分子薬理学、2北里大・医・薬理、3北里大・医・外科、4神奈川工科大学・臨床工学・病態治
療

3-P2-38
In vivo S-allyl-L-cysteine and some analogues accelerates liver regeneration in 70% partially 
hepatectomized rats.
70%部分肝切除ラットにおけるS-allyl-L-cysteineとその誘導体の肝再生促進作用の検討

〇栗原 一樹 1、茂木 肇 1、夏目 秀視 2、荻原 政彦 1、木村 光利 1

1城西大・薬・臨床薬理学、2城西大・薬・製剤学
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Poster Sessions  13:00～ 14:30
受容体・チャネル・トランスポーター (2) / Receptor, Channel, Transporter (2)
ファシリテーター： 

稲野辺　厚（大阪大・院医・統合薬理） 
Atsushi Inanobe（Dept. Pharmacol., Grad. Sch. Med., Osaka Univ.） 
鈴木　良明（名市大・院薬・細胞分子薬効解析学） 
Yoshiaki Suzuki（Dept. Mol. & Cell. Pharmacol., Grad. Sch. Pharmaceut. Sci., 
Nagoya City Univ.）

3-P2-39
Functional analysis of FSGS-associated TRPC6 channels and its relationship to early-onset and late-
onset of the renal disease
非選択的カチオンチャネルTRPC6の機能解析と腎疾患発症年齢の連関

〇岡田 亮 1、小牧 竜也 1,2、Polat Onur K.3,4、小林 英幸 1、木原 隆典 2、森 誠之 1

1産業医大・医・生体物質化学、2北九州市立大学・院国際環境工学・環境システム、3京都大・院工・合成・生物
化学専攻、4Rush Univ., Chicago, USA

3-P2-40
Inhibition of CRAC channel current by TRPV1 channel agonist and antagonist in RBL cells
TRPV1チャネル作動薬と拮抗薬によるCRACチャネル電流の抑制

〇中山 歩、若森 実
東北大・院歯・歯科薬理学

3-P2-41
Role of TRPM7 channel in pancreatic cancer
膵臓がんにおけるTRPM7の役割

〇細越 淳来 1、高橋 重成 2、坂口 怜子 1、正宗 淳 3、原田 浩 4、森 泰生 1

1京都大・院工・合成生物化学、2京都大・白眉センター、3東北大・院医・消化器内科、4京都大・院生命科・放
射性生物研究センター

3-P2-42
TRPC channels selective compounds for novel fibrotic disease treatment and trafficking of antisense 
oligonucleotides
TRPCチャネル選択的化合物の線維化疾患治療候補薬としての開発と核酸医薬への展開

〇尼谷 明日路 1、笠原 勇矢 2、下條 正仁 3、西田 基宏 4,5、永田 龍 3、小比賀 聡 2,3、森 泰生 1

1京都大・院工・合成生物化学、2医薬健栄研・創薬デザイン研究セ、3大阪大・院薬・生物有機化学、4九州大・院薬・
臨床薬学、5生理研・生体機能調節・心循環シグナル

3-P2-43
Regulation of mitochondrial activities by TRPA1 channel
TRPA1チャネルによるミトコンドリア活性制御

〇長谷川 義晃 1、浜野 智 1、森 泰生 1、高橋 重成 1,2

1京都大・院工・分子生物化学、2京都大・白眉セ
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3-P2-44
Different Zinc sensitivity of TRPA1 between human and chicken.
ヒト、ニワトリ間においてTRPA1の亜鉛感受性は異なる

〇松原 匡希、波多野 紀行、鈴木 裕可、村木 由起子、村木 克彦
愛知学院大・薬・薬効解析

3-P2-45
C-terminal domain regulates the plasma membrane localization of aquaporin-5
水チャネルaquaporin-5の細胞膜局在はC末端領域によって調節される

〇室井 慎一、礒濱 洋一郎
東京理科大・薬・応用薬理

3-P2-46
Characterization of G-protein coupled receptors  selectively localized in primary cilia in ciliated cellular 
models
一次繊毛解析に適した数種のGタンパク質共役型受容体の選択と機能解析

小林 勇喜 1、西村 宣哉 1、徳永 優希 1、宮本 達雄 2、〇斎藤 祐見子 1

1広島大院統合生命科学、2広島大原医研

3-P2-47
A dual prokaryotic (E. coli) expression system (pdMAX)
大腸菌を用いた新規遺伝子発現系の構築

〇村上 学 1、村上 アグニェシュカ 1、板垣 史郎 2

1弘前大・院医、2札幌医科大・院医・産学・地域連携センター
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