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会場・交通等案内 
	

九州大学病院キャンパス構内図 
会場：九州大学病院キャンパス	 コラボ・ステーション I	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

交通アクセス 
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コラボ・ステーション I 会場内マップ 
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日 程 表 
 

 
 

一般口演・A 会場 
（視聴覚ホール） 

一般口演・B 会場 
（共同セミナー室） 

ポスター会場 
（コミュニティラウンジ） 

9:30-9:35 開会の挨拶   

9:40-10:40 一般口演 1 
O-1〜O-4   

10:55-11:55 一般口演 2 
O-5〜O-8   

12:10-13:00  ランチョンセミナー  

13:00-14:00 
ポスタービュー 

& 
若手世話人会 (13:10-13:50) 

14:00-14:45 
  

ポスター1 
P-1〜P-4 
P-5〜P-8 
P-9〜P-12 

審査終了後、フリーディスカッション 

14:45-15:20 
  

ポスター2 
P-13〜P-16 
P-17〜P-20 
P-21〜P-24 
P-25〜P-28 

審査終了後、フリーディスカッション 

15:20-16:20 一般口演 3 
O-9〜O-12 

一般口演 4 
O-13〜O-16  

16:35-17:35 特別講演   

17:35-17:40 閉会の挨拶   

17:45-19:15   懇親会 
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参加者の皆様へ 
	

１．参加手続き 
	

1) 事前参加登録された方は、参加証をお渡ししますので、受付にお越し下さい。	
2) 当日参加登録をご希望の方は、当日参加登録用紙に必要事項をご記入の上、受付にお越し
ください。参加費と引き換えに参加証をお渡しいたします。	

	

当日参加費	

一般	
大学院生	 学部生	

日本薬学会会員	 日本薬学会非会員	

3,000 円	 4,000 円	 1,500 円	 無料	

	

２．受付 
	

【場所】コラボ・ステーション I	 1	階	 ホール	

【時間】8月 25 日（土）	8:45～16:00	

	

３．クローク 

 
【場所】コラボ・ステーション I	 1	階	 学生セミナー室 
【時間】8	月	25 日（土）	8:45～17:45 

 

４．休憩室 
	

本シンポジウム参加者の皆様用に学生談話室（1階）を休憩室として開放します（8：45～16：

30）。お飲み物等（若干量）を用意しておりますのでご利用ください。 

 

５．昼食など 
	

夏季休暇中のため、学内の食堂は営業しておりません。近隣の飲食店をご利用ください。	

	

６．懇親会 
	

【場所】コラボ・ステーション II	 1	階	 コミュニティラウンジ	

【時間】17:45～19:15	

※各賞の発表を行います。	

※懇親会は原則事前登録制ですが、当日参加をご希望の場合は受付でお申し出ください	

（一般会員・非会員 3,000	円、大学院生・学部生	1,000	円）。	

	

７．若手世話人会 
	

13:10 より、共同セミナー室(A・B)で開催致します。	
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８．服装 
	

本シンポジウムは、自由でリラックスした雰囲気での討論を主眼としておりますので、演者を

含めた参加者の方は、軽装でお越し下さい。なお、残暑厳しい季節でもありますので、上下ス

ーツやネクタイの着用はお控えいただきますようお願いいたします。	

	

９．ご注意 
	

１）発表者の変更が生じた場合は、速やかに受付もしくは実行委員までご連絡ください。	

２）口演およびポスター会場内では、携帯電話をマナーモードに設定していただくか、	

電源をお切りください。	

３）発表スライドまたはポスターの写真・ビデオ撮影は禁止いたします。	
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座長・審査員・演者の皆様へ 
	 	

１．座長および審査員の皆様へ 
	

1) 資料は、当日、受付にて配付いたします。	
2) 座長の先生は、ご担当されるセッションの開始前に、「座長席」にご着席ください。	
担当セッションの進行は、座長に一任いたしますが、終了時間は厳守をお願いします。	

タイムキーパーのベル音を参考に、1演題あたり発表 10分、質疑応答 5分でお願いいたし

ます。	

	

２．演者の皆様へ 
	

1) 一般口演発表者の皆様へ	
	

(1) 当日は、30	分前までに口演会場にお越しください。	
(2) 口演は、発表時間 10分、質疑時間 5分です。	
(3) 発表方法について	
発表は液晶プロジェクターとノートパソコン（PC）を用いる口頭形式になります。	

以下の注意事項に従い、円滑な進行にご協力頂きますようお願いします。	

	

『注意事項』	

u スライドは PowerPoint で作成してください。	
u ご自身のノート	PC	をご持参ください。	
OS	は	Windows	または	Mac のいずれかとします。	

u 会場のプロジェクターの接続用コネクタの形状はミニ	D-Sub15	ピン(VGA 端子)です。	
Mac の方、上記以外の外部出力端子の PCをご使用の方は、ミニ D-Sub15 ピン(VGA 端子)

に接続するためのアダプタを忘れずにご持参ください。	

u スクリーンセーバーおよび省電力設定は解除してください。	
u 発表に使用するポインターは事務局で用意いたします。	
	

	

『当日の発表までの流れ』	

	

各セッション開始 15分前	

u 各自の PC、AC ケーブル（必要な場合）およびアダプタ（必要な場合）を、口演会場前
方の PC席にお持ち下さい。	

	

発表一演題前	

u 次演者席にご着席ください。	
	

演者交代～発表	

u 演者交代の間に係が	PC	を壇上に用意致します。	
u 発表終了	1	分前（１鈴）、終了時（２鈴）、および質疑応答終了時（３鈴）に、それぞ
れベルを鳴らします。発表時間の厳守にご協力ください。	
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2) ポスター発表者の皆様へ	
	

(1) ポスター作成上の注意	
1) ポスターボードのサイズは幅	84cm	×	高さ	164cm	です。	
2) ポスターのサイズは、A0（幅	84.1cm	×	高さ	118.9cm）でお願い致します。	
3) パネルの左上隅にポスター番号（横 20	cm	×高	15	cm）を貼付します。	
	

(2) ご発表に関して	
1) 当日は、8:45	～	10:30	に、指定された場所へポスターを貼付してください。	
2) ポスター会場に画鋲と発表者リボンを用意しています。所定の場所に掲示下さい。	
発表中は発表者リボンをご着用ください。	

3) ポスター発表は、発表時間 4分、質疑応答 3分です。	
4) 発表方法について	
u 発表はグループごとに、番号の若い順に行って頂きます。	
u 座長の指示に従い、発表時間の厳守にご協力ください。	
14:00〜14:45	P-1〜4、P-5〜8、P-9〜12、	

14:45〜15:20	P-13〜16、P-17〜20、P-21〜24、P-25〜28	

5) ポスターの撤去について	
15:20～16:30	とします。指定の撤去時間以降に残されたポスターは、事務局にて処分

いたします。必ず時間内に撤去願います。	

	

	

３．優秀賞の選考について 
	 	

u 優秀口頭発表賞	
一般口演の発表者が、筆頭著者かつ発表時点で博士の学位を未取得あるいは取得	3	年以内

で、賞の選考に応募した方を選考対象とします。	

u 優秀ポスター発表賞	
ポスター発表者が、筆頭著者の学部学生ならびに大学院生で、賞の選考に応募した方を選考

対象とします。	

u 複数の審査員による厳正な審査を行い、選考結果は懇親会でお知らせ・表彰するとともに、
後日ホームページ上に発表します。	

u 審査項目：プレゼンテーションの分かりやすさ・研究内容・質疑応答・発表時間等。	
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プログラム 

 
 

l 特別講演 

16:35~17:35 視聴覚ホール 

座長：仲矢 道雄（九州大・薬・薬効安全性学） 

 

『ミルク放出、創傷治癒、がんのメカノバイオロジー』 

曽我部 正博 

名古屋大学大学院医学系研究科 メカノバイオロジー・ラボ 特任教授 

AMEDーCREST/PRIME 「メカノバイオロジー」総括 

 

l ランチョンセミナー 

12:10-13:00 共同セミナー室 A・B 

座長：仲矢 道雄（九州大・薬・薬効安全性学） 

 

『エレクトロポレーションによる Crispr/cas9 ゲノム編集導入の応用から 

 シングルセル解析への期待』 

平川 一憲 

ネッパジーン（株）九州総括マネージャー  

トキワサイエンス（有）代表取締役 
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開会の挨拶 

9:30~9:35 視聴覚ホール 

実行委員長：仲矢道雄（九州大・薬・薬効安全性学） 

 

一般口演 1 

9:40~10:40 視聴覚ホール 

座長：天野大樹（北大院・薬・薬理）／笠井淳司（大阪大・薬・神経薬理） 

 

O-1 
ミクログリア BV-2 細胞における炎症関連因子発現に対する 5-azacytidine の作用 

高橋 萌香 1、倉内 祐樹 1、久恒 昭哲 2, 3、関 貴弘 1、香月 博志 1 

（1 熊本大院・生命・薬物活性、2 熊本大院・先導機構、3 熊本大・リーディング大学院 HIGO プログ

ラム） 

 
O-2 
脳出血後のミクログリア分極に対するガドリニウムの作用と保護効果 

清水 優貴、大西 正俊、占部 友唯、矢野 由紀乃、甲斐 隆夫、赤木 茉利奈、井上 敦子 

（福山大・薬・薬物治療） 
 
O-3 
梨状皮質における鋭波に相関した神経活動 

香取和生 1、眞部寛之 2、中嶋藍 1、エルドンフ 1、佐々木拓哉 1、池谷裕二 1、竹内春樹 1 

（1 東大・薬・薬品作用学、2 同志社大・脳科学・神経回路情報伝達機構） 

 
O-4 
海馬シータ波を支える CA1 野錐体細胞の閾値下膜電位メカニズム 

野口朝子 1、松本信圭 1、池谷裕二 1 

（1 東大・薬・薬品作用学） 
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一般口演 2 

10:55~11:55 視聴覚ホール 

座長：坂本謙司（北里大・薬・分子薬理）／尾花 理徳（大阪大・薬・臨床薬効解析） 

 

O-5 
グルココルチコイドが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活性に 

及ぼす影響 

佐藤正寛 1、関貴弘 1、今野歩 2、平井宏和 2、倉内祐樹 1、久恒昭哲 3, 4、香月博志 1 

（1 熊本大院・生命・薬物活性，2 群馬大院・医・脳神経再生医学，3 熊本大院・先導機構， 
4 熊本大・リーディング大学院・HIGO プログラム） 

 
O-6 
Angiotensin II が肺静脈心筋自動能に与える影響 

田中悠介、小幡香江、大森瑶乃、阿部愛杜、石渡恒平、濵口正悟、行方衣由紀、田中光 

（東邦大・薬・薬物） 

 
O-7 
心筋梗塞時におけるプロトン感知性 GPCR（GPR4）の役割解析 

伊藤 峻太、萩原 柾、渡 健治、長坂 明臣、仲矢 道雄、黒瀬 等 

(九州大・薬・薬効安全性学) 

 

O-8 
心肥大時に生じる死細胞は筋線維芽細胞によって貪食除去される 

松田 翔一 1、仲矢 道雄 1,2、小宮 詩織 1、長坂 明臣 1、黒瀬 等 1 

（1 九州大・薬・薬効安全性学, 2AMED-PRIME） 
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一般口演 3 

15:20~16:20 視聴覚ホール 

座長：関貴弘（熊本大院・生命・薬物活性）／林周作（富山大・和漢研・消化管生理） 

 

O-9 
食物アレルギー性腸炎の病態におけるロイコトリエン B4/BLT1 受容体の役割 

中原英駿 1、津守貴裕 1、羽室裕史 1、北川 和 1、内海大知 1、松本健次郎 1、横溝岳彦 2、 

加藤伸一 1 

（1 京都薬大・病態薬科・薬物治療、2 順天堂大・医・生化学第一） 

 
O-10 
IL-10 産生性 CD4+ T 細胞はアレルギー性の気道過敏性亢進を抑制する 
松田将也、土井加菜、堤 達哉、北谷和之、奈邉 健 
（摂南大・薬・薬効薬理） 
 
O-11 
大腸炎および大腸線維化における TRPM2 の役割 

中本 智大 1、松本健次郎 1、森 泰生 2、加藤伸一 1 

（1 京都薬大・病態薬科・薬物治療、2 京都大・工・分子生物化学） 

 
O-12 
BLT1 は心筋梗塞時における炎症を悪化させる 

堀井 雄真 1、仲矢 道雄 1, 2、西原 弘朗 1、大原 広貴 1、渡 健治 1、長坂 明臣 1、黒瀬 等 1 

（1 九州大・薬・薬効安全性学、2AMED-PRIME） 
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一般口演 4 

15:20~16:20 共同セミナー室 A・B 

座長：小山隆太（東京大・薬・薬品作用）／佐藤洋美（千葉大学院・薬・臨床薬理） 

 
O-13 
インスリン抵抗性は認知機能障害とアセチルコリン神経系不全をアルツハイマー病モデル 

マウスに誘導する 

泉尾 直孝 1、渡辺 信博 2、野田 義博 2、堀田 晴美 2、清水 孝彦 1 

（1 千葉大学大学院医学研究院、2 東京都健康長寿医療センター研究所） 
 
O-14 
Smad6 の安定化を担うユビキチンリガーゼが BMP シグナルへ及ぼす影響の解析 

廣中 貴則 1、仲矢 道雄 1,2、大場 悠生 1、長坂 明臣 1、黒瀬 等 1 
（1 九州大・薬・薬効安全性学、2AMED-PRIME） 

 
O-15 
ラット網膜において NMDA 誘発神経傷害後に観察される血管退縮に対する MMP 阻害薬 

の保護効果 

浅野大樹、森田 茜、森 麻美、坂本謙司、中原 努 

（北里大・薬・分子薬理） 
 
O-16 
マウス NMDA 誘発網膜神経節細胞傷害に対する Toll-like receptor 9 刺激薬の保護作用 

； p38 MAP kinase と NF-κB の関与 

酒井 広輝、浅野 大樹、森田 茜、森 麻美、坂本 謙司、中原 努 

（北里大・薬・分子薬理） 
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ポスター発表 

14:00~15:20 コミュニティラウンジ 

 
P-1 
新規 CMOS イメージングデバイスを用いた気圧変動による脳血流動態の可視化 

田中理紗子 1、倉内祐樹 1, 2、川本 雛 1、春田牧人 3、笹川清隆 3、太田 淳 3、久恒昭哲 1, 2, 4、 

関 貴弘 1, 2、香月博志 1, 2 

（1 熊本大・薬・薬物活性学、2 熊本大院・生命・薬物活性学、3 奈良先端科学技術大学院大・光機

能素子科学、4 熊本大院・先導機構） 

 

P-2 
アストロサイト Cx43 発現低下は noradrenaline 誘導性神経栄養因子産生の亢進に寄与する 

近藤 峻１、原田 七瀬２、瀧本 朋代２、中村 庸輝１、中島 一恵１、仲田 義啓１、森岡 徳光１ 

（1 広島大院・医歯薬保・薬効解析、2 広島大・薬・薬） 

 

P-3 
BV-2 ミクログリアにおける TLR2 を介した炎症反応に対する DJ-1 結合化合物の作用 

尾上徹、肱岡雅宣、北村佳久 

（立命館大・薬・薬効解析） 

 

P-4 
アルツハイマー病モデルマウスにおける金属量の脳内変動とアミロイド β 蓄積および認知記憶

障害との関連性の解析 

國府谷 彩香 1、高田 和幸 2、藤野 友理子 1、河西 翔平 1、大石 晃弘 3、石原 慶一 4、 

戸田 侑紀 1、長澤 一樹 3、秋葉 聡 4、安井 裕之 5、芦原 英司 1 

（1 京都薬大•病態生理、2 京都薬大•統合薬科学、3 京都薬大・衛生化学、4 京都薬大・病態生化、 
5 京都薬大・代謝分析） 

 

P-5 
多発家系患者の iPS 分化神経細胞を用いた統合失調症の分子病態解析 

山本果奈 1、松村憲佑 1、中澤敬信 1,2、永安一樹１,3、栗生俊彦 4、馬場優志 1、田熊一敞 2,5、 

鶴崎美徳 6,7、安田由華 8、山森英長 8、松本直通 6、橋本亮太 5,8,9、橋本均 1,5,10,11 

（1 阪大・院薬・神経薬理、2 阪大・院歯・薬理、3 京大・院薬・生体機能解析、4 大阪医大・研究支援

セ、5阪大・院連合小児・子どものこころセ、6横浜市大・院医・遺伝学、7神奈川県立こども医療セ、
8 国立精神・神経医療研究セ・精神保健研・精神疾患病態、9 阪大・院医・精神医学、10 阪大・デー

タビリティフロンティア機構・バイオサイエンス、11 阪大、先導的学際研究機構・超次元ライフイメー

ジング研究）  
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P-6 
DJ-1 は神経膠芽幹細胞の維持に寄与する 

戸田 侑紀 1、吉村 亮介 1、板原 多勇 1、宇野 智子 1、中田 晋 2、山田 佳菜枝 1、今井 悠莉 1、 

高田 和幸 3、芦原 英司 1 

(1 京都薬大•病態生理学、2 京都薬大•臨床腫瘍学、3 京都薬大•統合薬科学) 

 

P-7 
内耳蝸牛らせん靭帯線維細胞障害を伴う聴覚障害における p38MAPK の関与 

原田里佳子、山口太郎、米山雅紀、尾中勇祐、荻田喜代一 

（摂南大・薬・薬理） 

 

P-8 
扁桃体中心核から背外側分界条床核へ投射する神経細胞における神経ペプチド mRNA 発現 

逆井佳祐、人羅(今村)菜津子、南 雅文 

（北大・薬・薬理） 

 

P-9 
フマル酸ジメチルによる破骨細胞分化抑制機構の解析 

沖園竜弥１、川本百実１、坂井詠子２、岡元邦彰３、筑波隆幸２、西奥剛１ 

（1 長崎国際大・薬・薬理学研究室、2 長崎大院・医歯薬・口腔病態薬理、3 岡山大院・医歯薬・歯科

薬理学） 

 

P-10 
没食子酸エピガロカテキンによる破骨細胞分化抑制のメカニズム 

久保利樹１、宇都拓洋 2、正山征洋 2、西奥剛１ 

（１長崎国際大・薬・薬理学、2 長崎国際大・薬・薬品資源学） 

 

P-11 
反復騒音曝露誘発性聴覚障害における cyclooxygenase-2 の関与―蝸牛内有毛細胞における

シナプスの解析― 

橋本優美、山口太郎、米山雅紀、尾中勇祐、荻田喜代一 

（摂南大・薬・薬理） 

 

P-12 
培養ヒト表皮細胞への UVA 傷害に対する DDC の作用 

冨井 祐里 1、髙鳥 悠記 1、泉 安彦 2,3、赤池 昭紀 2,4 、久米 利明 2,5、土田 勝晴 1 

（1 同女大・薬・創薬理論科学、2 京都大・院薬・薬品作用解析学 3 神戸薬大・薬理学、4 和歌山県

立医大、5 富山大・院薬・応用薬理学） 
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P-13 
ヒトモチリン強制発現マウスにおけるモチリンおよびエリスロマイシン誘発胃運動亢進作用の 

解析 

吉田彩乃 1、進藤麻衣 1、高橋 葵 1、松本健次郎 1、松浦文三 2、加藤伸一 1 

（1 京都薬大・病態薬科・薬物治療、2 愛媛大・医・生活習慣病・内分泌） 

 

P-14 
メトトレキサート分割投与による消化管傷害及び QOL 低下作用 

梁田 拓実１、志賀 咲紀１、猪谷 朱里１、今 秀人１、浜上 尚也２、町田 麻依子 3、遠藤 朋子１、 

平藤 雅彦１、町田 拓自１ 

（1 北医療大・薬・薬理、2 北医療大・薬・分子生命科学、3 北海道科学大・薬・薬物治療） 

 

P-15 
TNBS 誘起性腸炎モデルマウスに対する indomethacin 投与の影響 

松村 亜耶、前田 美月、谷川 和子、天ヶ瀬 葉子、水川 裕美子、漆谷 徹郎 

（同志社女子大・薬・病態生理学） 

 

P-16 
2 型糖尿病腎症モデルマウスにおける Dimethyl Resveratrol の腎症改善効果に関する研究 

山口 智亮１、柴田 佳太１、安田 英里香１、木下 翔平１、福原 潔 2、野部 浩司１ 

（1 昭和大・薬・薬理学、2 昭和大・薬・薬品製造化学） 

 

P-17 
活性イオウ分子による Na+, K+-ATPase 活性抑制と慢性腎臓病モデルマウスでの解析 

川本 雛 1、倉内祐樹 1, 2、西原佑衣子 2、澤 智裕 3、張 田力 3、渡邊博志 4、丸山 徹 4、 

久恒昭哲 1, 2, 5、関 貴弘 1, 2、香月博志 1, 2 

(1 熊本大・薬・薬物活性学、2 熊本大院・生命・薬物活性学、3 熊本大院・生命・微生物学、4 熊本

大・薬・薬剤学、5 熊本大院・先導機構) 

 

P-18 
酸味受容における、温度感受性 TRPV4 チャネルの機能解明 

谷口 由実 1、松本 健次郎 1、大石 晃弘 2、 長澤 一樹 2、 富永 真琴 3、加藤 伸一 1 

（1 京都薬大・病態薬科・薬物治療、2 京都薬大・生命薬科・衛生化学、3 生理研・細胞器官・細胞生

理） 

 

P-19 
蛍光プローブ法を用いた SERCA および NCX による細胞質 Ca2+除去の観測 

濱崎俊介、風間章寛、濵口正悟、行方衣由紀、田中光   

（東邦大学・薬・薬物学教室） 
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P-20 
炎症性腸疾患における Dysbiosis に対するニコチン受容体活性化の影響 

林 周作、Ai Hertati、小川 雄大、門脇 真 

（富山大・和漢研・消化管生理） 

 

P-21 
ラットにおける眼内 endothelin-1 濃度上昇に伴う網膜血管の収縮機能亢進 

森 麻美、水山 和紀、渡部 奈々枝、浅野 大樹、森田 茜、坂本 謙司、中原 努 

（北里大・薬・分子薬理） 

 

P-22 
アルツハイマー病モデルマウスの認知機能障害に対する DJ-1 結合化合物の作用解析 

柴慧司 1、肱岡雅宣 1、有賀寛芳 2、北村佳久 1 

（1 立命館大・薬・薬効解析科学，2 北海道大・薬） 

 

P-23 
背側縫線核 nNOS 含有 5-HT 神経細胞の生理学的特性解析 

鹿内 浩樹１、園生 裕介１、Trevor Sharp２、泉 剛１ 

（1 北医療大・薬・薬理、2Univ. Oxford・Dept. Pharmacology） 

 

P-24 
メタボロームに着目した転移性がん細胞とアストロサイトの相互作用 

佐藤 洋美１、清水 彩花 1、原 来実 1、宇津 美秋 2、樋坂 章博 1 

（1 千葉大・院・薬・臨床薬理学、2 国立がん研究セ・がん患者病態生理研究分野） 

 

P-25 
カベオラによるカルシウム依存性遺伝子転写の制御 

鈴木 良明１、小澤 拓海１、今泉 祐治１、山村 寿男１ 

（1 名市大・院薬・細胞分子薬効解析学） 

 

P-26 
亜鉛とニッケルの相互作用による神経細胞死の促進 

下田 実可子、葛西 美里、清水 綾音、川原 正博、田中 健一郎 

（武蔵野大・薬・生命分析） 
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P-27 
生理活性脂質の代謝制御に注目した脳内出血病態の解析 

肱岡 雅宣 1、懐 理紗 1、倉内 祐樹 2、久恒 昭哲 3、4、関 貴弘 2、古賀 友紹 5、6、横溝 岳彦 6、 

清水 孝雄 7、北村 佳久 1、香月 博志 2 

（1 立命館大・薬・薬効解析、2 熊本大・薬・薬物活性、3 熊本大院・先導機構、4 熊本大・リーディン

グ大学院、5 熊本大・発生研・細胞医学、6 順天堂大・医・生化学、7 国立国際医療研究セ） 

 

P-28 
メタンフェタミン反復投与マウスにおける退薬時のカンナビノイド CB1 受容体を介した感覚情報 

処理機能障害 

福森 良、富永 宗一郎、山本 経之、山口 拓 

（長崎国際大・薬・薬物治療） 

 

 
 

閉会の挨拶 

17:35~17:40 視聴覚ホール 

実行委員長：仲矢道雄（九州大・薬・薬効安全性学） 
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正晃株式会社 

トキワサイエンス有限会社 

株式会社プロ・ディバイス 

 

 

（50 音順、敬称略） 
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