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学　会　発　表

ラット摘出膀胱におけるノビレチンおよびタン
ゲレチンの影響．
和久田浩一，丸山加菜，籠田智美，中村一基，
伊藤由彦，照屋勇人，照屋俊明，禹　済泰，山
田静雄，篠塚和正．
第��回日本排尿機能学会（札幌），������������

$�0DWHUQDO�+LJK�6DOW�'LHW�'XULQJ�3UHJQDQF\�
DQG�/DFWDWLRQ�$IIHFWV�2IIVSULQJ�&DUGLDF�)XQF�
WLRQ�
.DJRWD�6��0DUX\DPD�.��9DQ�9OLHW�%1��:DNXGD�+��
6KLQR]XND�.�
&RXQFLO�RQ�+\SHUWHQVLRQ������6FLHQWLILF�6HVVLRQV�
（8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD）���������������

ラット膀胱収縮機能に対する食品成分の影響�
和久田浩一，小田彩加，岸本典子，崎山祐子，
丸山加菜，籠田智美，中村一基，伊藤由彦，照
屋勇人，照屋俊明，禹　済泰，山田静雄，篠塚
和正�
第 �回排尿障害モデル動物研究会（静岡），
�����������

2WVXND�/RQJ�(YDQV�7RNXVKLPD�)DWW\ラットの血
管周囲脂肪組織は動脈拡張能に影響を及ぼさな
い�
岩田紗季，籠田智美，丸山加菜，和久田浩一，
吉川紀子，中村一基，篠塚和正�
第��回日本薬理学会年会（横浜），������������

メタボリックシンドロームモデルラットにおけ
る加齢に伴う酸化ストレスの増加：プロテアー
ゼ活性化型受容体��を介した血管弛緩反応への
影響�
丸山加菜，籠田智美，-RKQ-0F*XLUH，岩田紗季，
和久田浩一，吉川紀子，中村一基，篠塚和正�
第��回日本薬理学会年会（横浜），������������

抹茶の品質と糖質吸収阻害作用との関係

中村衣里，橋本ゆかり，高井　舞，松浦寿喜
フォーラム����衛生薬学・環境トキシコロジー，
神戸，���������

バジルの機能性の解明及び機能性を活かした商
品開発
松浦寿喜，中村衣里，小嶋　拓
平成��年度「農」イノベーションひょうごテー
マ別勉強会「機能性食品開発プロジェクト（第
�回）」，神戸，���������

単糖の結合の違いによるインスリン分泌とイン
スリン抵抗性への影響
森　真理，森　英樹，宮坂清昭，生田泰志，田
中繁宏，家森幸男
日本栄養改善学会第��回大会，福岡，����������
��

がん抑制遺伝子�3GFG��の�0DWUL[�PHWDOORSURWHLQDVH���
に対する影響
吉川紀子，櫻井文香，大石真子，北佐知子，栗
林千尋，畑井麻友子，田中マチ子，籠田智美，
篠塚和正，中村一基
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
����������

血小板凝集抑制薬クロピドグレルのがん転移抑
制薬としての可能性について
向井裕香，山本理紗子，冨田安子，吉川紀子，
畑井麻友子，田中マチ子，籠田智美，篠塚和正，
中村一基
日本薬学会第���年会，横浜，������������

マウスメラノーマ細胞の転移能とがん抑制遺伝
子�3GFG��の発現量の関係
栗林千尋，北佐知子，吉川紀子，大石真子，櫻
井文香，畑井麻友子，田中マチ子，籠田智美，
篠塚和正，中村一基
日本薬学会第���年会，横浜，������������
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ベトナムで流通する香辛料の腸内細菌科菌群汚
染実態と分離株の薬剤耐性
山根涼子，原田哲也，井澤恭子，河原隆二，久
米田裕子，伊勢川裕二，山本容正
第��回日本食品微生物学会学術総会，川崎市，
����������

ダイゼインによるインフルエンザウイルス増殖
抑制機構
曽我部りほ，七里元督，伊勢川裕二
日本栄養・食糧学会第��回近畿支部大会，神戸，
����������

抗菌効果のある食品ライブラリーの作成
和田麻由子，坂田繭香，伊勢川裕二
日本栄養・食糧学会第��回近畿支部大会，神戸，
����������

,VRODWLRQ�RI�DQWLPLFURELDO�FRPSRQHQWV�IURP�$UR�
QLD�MXLFH�DJDLQVW�6WDSK\ORFRFFXV�DXUHXV�
6DNDJDPL�$��6X]XNL�<��,VHJDZD�<��6XPLWDQL�+�
��WK�$VLDQ�&RQJUHVV� RI�1XWULWLRQ�（<RNRKDPD��
-DSDQ）
����������

7KH�VXEVWDQFH�FRQWDLQHG�LQ�VR\EHDQV�LQKLELW� LQ�
IOXHQ]D�YLUXV�UHSOLFDWLRQ�
,ZDL�0��1DJDL�(��6X]XNL�<��,VHJDZD�<�
��WK�$VLDQ�&RQJUHVV� RI�1XWULWLRQ�（<RNRKDPD��
-DSDQ）
����������

,QKLELWLRQ�RI�LQIOXHQ]D�YLUXV�UHSOLFDWLRQ�E\�DGOD\�
WHD�DQG�WKH�H[WUDFWV�RI�WKH�WHD�FRPSRQHQWV�
1DJDL�(��,ZDL�0��,QXL�+��,VHJDZD�<�
��WK�$VLDQ�&RQJUHVV� RI�1XWULWLRQ�（<RNRKDPD��
-DSDQ）
����������

PLFUR51$が低分子量*タンパク質5KHVと
+XQWLQJWLQの細胞毒性に与える影響について

多田羅佑佳，河端真実，中林利克，水野英哉
日本薬学会第���年会，神戸，������������

ヒト尺骨骨膜由来の骨芽細胞の分化・増殖時に
発現しているアルカリ性ホスファターゼアイソ
ザイムの判定に関する研究
河端真実，高　文麗，水野英哉，戸苅彰史，平
野和行，中林利克
日本薬学会第���年会，神戸，������������

$Q�DSRSWRVLV�UHODWLQJ�IDFWRU�$SRS���DIIHFWV�WKH�
UHJXODWLRQ�RI�EORRG�JOXFRVH�
8HGD�1�� ,\RGD�1��<DR�0��0DHGD�+��)XNXR�.��
<RPRJLGD�.�
第��回アジア栄養学会議，横浜，������������

$Q�DSRSWRVLV�UHODWLQJ�IDFWRU�$SRS���DIIHFWV� WKH�
UHJXODWLRQ�RI�EORRG�JOXFRVH�
8HGD�1��<DPDPRWR�1��2ULQR�<��<RVKLGD�<��)XNXR�
.��<RPRJLGD�.�
第��回日本分子生物学会，神戸，�����������

&$6凍結法の細胞凍結における有効性の検討
河内愛子，蓬田健太郎，大和田哲男，奥田華奈，
塚原璃沙子
第��回日本分子生物学会，神戸，�����������

マウス搾乳条件の最適化とその応用
越智沙織，巽　梨花，町田味優，磯﨑絵美，圓
岡由衣，蓬田健太郎
第��回日本分子生物学会，神戸，�����������

細胞膜タンパク質&5,0�の細胞内ドメイン結
合因子の探索と機能解析
小笠原信敬，杉山晶規，菊池彩菜，田沼孝仁，
秋浜沙織，寺澤　徹，千葉まなみ，島礼　奈，
北田正美，柏崎郁美，石田　舞，工藤有未，川
崎　靖，米澤　正，宮城洋平，高橋　悟，名取
泰博
日本薬学会第���年会，神戸，������������
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&5,0�細胞内領域結合タンパク質の探索
梅園洋幸，新屋智寛，佐藤圭創，杉山晶規，高
橋悟
日本薬学会第���年会，神戸，������������

&5,0�細胞内ドメイン結合タンパク質の探索
中島璃沙，新屋智寛，梅園洋幸，佐藤圭創，高
橋悟
第��回日本分子生物学会年会・第��回日本生化
学会大会　合同大会，神戸，�����������

内因性血管新生抑制因子$QJLRVWDWLQによる-1.
リン酸化抑制機構の解析
有村晃太朗，杉尾陽介，新屋智寛，溝辺竜大，
佐藤圭創，高橋　悟
第��回日本分子生物学会年会・第��回日本生化
学会大会　合同大会，神戸，�����������

30���の水溶性成分が免疫細胞に及ぼす影響
片岡裕美，田鶴谷（村山）恵子，山下　沢，西
川淳一
日本薬学会第���年会，神戸，������������

30���の水溶性成分がマスト細胞株に及ぼす影
響
中村智美，片岡裕美，田鶴谷（村山）恵子，山
下　沢，西川淳一
日本薬学会第���年会，神戸，������������

1LHPDQQ�3LFN病7\SH&の病態モデル13&�欠損
細胞のリソソームへの��2�α �PDOWRV\O�β�
F\FORGH[WULQの取り込み
上田恵梨香，岡田安代，近藤悠希，石塚洋一，
入江徹美，東　大志，本山敬一，有馬英俊，松
尾宗明，檜垣克美，大野耕策，市川　厚，西川
淳一
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
����������

30���の水溶性抽出物がマスト細胞株に及ぼす
影響

中村智美，片岡裕美，田鶴谷（村山）恵子，直
江美沙，山下　沢，西川淳一
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
����������

30���の水溶性抽出物のイオン成分分析
久貝優季，園田裕理，岡加奈己，中村智美，片
岡裕美，田鶴谷（村山）恵子，山下　沢，西川
淳一
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
����������

社会活動報告
遺伝子検査・出前実験等
村田成範
����年 �月～��月
D）本研究室における、�年間の遺伝子検査概数
　・�大学生対象・初年時アルコール健康教育：
約�����人

　　（武庫川女子大学および他大学含む）
　・�企業連携・アルコール健康教育：約�����

人
　・�卒業生等、一般対象・アルコール遺伝子検
査：約�����人

E）遺伝および遺伝子教育対象者数
　・高校出前実験：�校、各約��人
　・高校出前授業：�校、約��人
　・�小学校（アルコールパッチテスト含む）：

�校、約���人

'33���,QKLELWRU\�DFWLYLW\�RI�FORYH�
7RQH�(��.RWDUX�0��7DVKLUR�0�
��WK�$VLDQ�&RQJUHVV�RI�1XWULWLRQ
（<RNRKDPD）．�������������

食事タイミングの違いが成長期以降の生体に与
える影響
戸根瑛美，小垂　眞，田代　操
日本栄養・食糧学会第��回近畿支部大会，神戸，
����������
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$QWLGHSUHVVDQW�LQGXFHG�LPPDWXULW\�RI�KLSSRFD�
PSXV�DQG� FRUWLFDO� DGXOW�QHXURJHQHVLV� LQ� WKH�
FRPPRQ�PDUPRVHW��
.RML�2KLUD��5LND�7DNHXFKL��0LNL�0LZD��.DWVXNL�
1DNDPXUD��7VX\RVKL�0L\DNDZD�
7KH���WK�$QQXDO�0HHWLQJ�RI�WKH�-DSDQ�1HXURVFLHQFH�
6RFLHW\�（.REH），�������������

7UDQVFULSWRPLF�“K\SHU�PDWXULW\”�RI�WKH�KLSSR�
FDPSDO�GHQWDWH�J\UXV�LQ�PLFH�
+LVDWVXJX�.RVKLPL]X��+LGHR�+DJLKDUD��.RML�2KLUD��
.HL]R�7DNDR��7VX\RVKL�0L\DNDZD�
7KH���WK�$QQXDO�0HHWLQJ�RI�WKH�-DSDQ�1HXURVFLHQFH�
6RFLHW\�（.REH），�������������

エネルギー代謝における活性型ビタミン'�の
作用機序の検討
小山理恵，二若久美，主田綾佳，根津祥子，福
田佑紀，笠原正登，田上哲也，森山賢治
第��回日本内分泌学会学術総会，東京，
������������

合成活性型ビタミン'�の薬効に関する基礎的
検討
福田佑紀，二若久美，主田綾佳，根津祥子，小
山理恵，笠原正登，田上哲也，森山賢治
第��回日本内分泌学会学術総会，東京，
������������

*+�,*)��系下流の転写因子がエネルギー代謝
に関わる遺伝子発現に与える影響について
田上哲也，森山賢治，二若久美，臼井　健，成
瀬光栄，島津　章
第��回日本内分泌学会学術総会，東京，
��������������

ビタミン�'�によるエネルギー代謝関連標的遺
伝子の発現制御
小山理恵，二若久美，福田佑紀，林美　沙，今
本美幸，笠原正登，田上哲也，森山賢治�
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，

�����������

&6(の甲状腺ホルモン撹乱作用について�
林美　沙，二若久美，福田佑紀，小山理恵，今
本美幸，笠原正登，田上哲也，森山賢治�
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
�����������

,�型糖尿病のインスリンによらない薬物治療の
可能性
福田佑紀，二若久美，小山理恵，林美　沙，今
本美幸，笠原正登，田上哲也，森山賢治
第��回日本薬学会近畿支部総会・大会，大阪，
�����������

質量分析法を用いたタバコ煙中の有害物質α�
β�不飽和カルボニル化合物に暴露された細胞
のグルタチオンによる解毒機構の解明
堀山志朱代，本田千恵，市川　厚，畑井麻友子，
吉川紀子，中村一基，國友勝，伊達沙智子，升
島　努，高山光男
日本薬学会第���年会，神戸，������������

質量分析法を用いたα�β�不飽和カルボニル化
合物の細胞内解毒機構の解明
堀山志朱代，本田千恵，市川　厚，畑井麻友子，
吉川紀子，中村一基，國友　勝，伊達沙智子，
升島　努，高山光男
第��回質量分析総合討論会，つくば，����������
��

桃太郎園と谷津遊園のチンパンジー
落合知美，綿貫宏史朗，鵜殿俊史
第��回プリマーテス研究会，愛知，����������
���

7KH�VRFLDO�JURXS�RI�FKLPSDQ]HHV�LQ�0RPRUWDUR�
HQ�
2FKLDL�7��:DWDQXNL�.��8GRQR�7�
7KH���WK�$QQXDO�0HHWLQJ�RI� WKH�-DSDQHVH�6RFLHW\�
IRU�$QLPDO�3V\FKRORJ\�（-DSDQ）���������������
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関西の動物園と大型類人猿の歴史
落合知美
第��回6$*$シンポジウム，京都，�����������
��
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