
 

プログラム 

◎は優秀発表賞エントリー演者 

 

8：50～9：00  開会挨拶  出雲 信夫 （横浜薬科大学） 

 

9：00～9：50  一般演題 1  座長：吉川 圭介（埼玉医科大学）   

 

1-1 ラクトフェリンは高脂肪食摂取マウスによる空間記憶障害を改善する 

◎小原 玲奈 1,島津 知美 1, 相原 沙木 1, 田淵 耀 2, 古川 恵 3, 加賀谷 伸治 4,  

星野 達雄 4, 渡邉 泰雄 1,2, 出雲 信夫 2 

 1横浜薬科大学薬学部 機能性物質学研究室,  

2横浜薬科大学薬学部 食化学研究室,  

3横浜薬科大学 薬学教育センター, 4NRL ファーマ 

  

1-2 ダウン症者における転写調節不全が引き起こすアルツハイマー病関連 

分子の発現変動の解析 

◎浅井 将 1, 金城 亜衣美 2, 木村 祥子 2, 長村 直弥 3, 桐木 頼子 3, 村上 綾 1,  

田沼 靖一 4, 内海 文彰 3 

1横浜薬科大学薬学部, 2長崎大学薬学部, 3東京理科大学薬学部,  

4東京理科大学研究推進機構総合研究院 

 

1-3 記憶学習およびアミロイド βタンパク質に対する森林由来天然資源の効果 

◎阿部 琴絵 1, 2, 岩佐 健介 1, 浅井 将 3, 丸山 敬 1, 清水 邦義 4, 吉川 圭介 1 

1埼玉医科大学 医学部 薬理学教室,  

2埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科,  

3横浜薬科大学 薬学教育センター・健康薬学科,  

4九州大学 農学研究院 森林圏環境資源科学講座 

 

1-4 Oxytocin reverses Aβ-induced the impairment of memory in the mice 

◎Junpei Takahashi1, Daisuke Yamada1, Yudai Ueta1, Takashi Iwai2, Eri Koga1,  

Mitsuo Tanabe2, Jun-Ichiro Oka1, Akiyoshi Saitoh1, 

1Lab Pharmacol, Fac Pharm Sci, Tokyo Univ of Science, Chiba, Japan. 

2Lab Pharmacol, Sch. of Pharmacy, Kitasato Univ., Tokyo, Japan. 

 

1-5 認知機能障害モデルラットの空間記憶障害に対する人参養栄湯の効果 

◎堤 宗一朗 1, 長尾 昌紀 2, 平田 茉莉花 1, 波多江 旺信 1, 峯 一真 1,  

松井 一磨 1, 渡辺 拓也 1, 2, 窪田 香織 1, 2, 桂林 秀太郎 1, 岩崎 克典 1, 2 

1福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室, 2福岡大学加齢脳科学研究所 



 

9：55～10：55  一般演題 2  座長：桂林 秀太郎（福岡大学）    

 

2-1 ステロイド投与による運動量低下に対する人参養栄湯の効果 

◎青木 亮憲 1, 小川 舞 1, 古川 恵 2, 住野 彰英 1, 速水 耕介 1,3, 中野 真 1,3,  

渡邉 泰雄 1,3, 出雲 信夫 1,3 

1横浜薬科大学薬学部 食化学研究室, 2横浜薬科大学薬学教育センター,  

3横浜薬科大学 総合健康メディカルセンター 

 

2-2 ウルソール酸の脱髄抑制効果 

◎酒本 千誠 1, 2, 山本 梓司 1, 2, 岩佐 健介 1, 丸山 敬 1, 清水 邦義 3, 吉川 圭介 1 

1埼玉医科大学 医学部 薬理学教室,  

2埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科,  

3九州大学 農学研究院 森林圏環境資源科学講座 

 

2-3 脱髄モデルマウスにおける食用キノコの脱髄抑制効果 

◎武田 乃ノ佳 1,2, 山本 梓司 1,2, 岩佐 健介 1, 丸山 敬 1, 清水 邦義 3, 吉川 圭介 1 

1埼玉医科大学 医学部 薬理学教室,  

2埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科,  

3九州大学 農学研究院 森林圏環境資源科学講座 

 

2-4 KNT-127, a selective delta-opioid receptor agonist, exerts antidepressant 

actions in the mice prefrontal cortex through PI3K-Akt-mTOR-dependent 

pathway. 

◎Toshinori Yoshioka1, Daisuke Yamada1, Keita Iio2, Hiroshi Nagase2, Akiyoshi Saitoh1 

1 Lab Pharmacol, Fac Pharm Sci, Tokyo Univ of Science, Chiba, Japan. 

2 IIIS, Univ of Tsukuba, Ibaraki, Japan. 

 

2-5 選択的 δオピオイド作動薬における恐怖記憶の消去学習促進作用および 

脳内作用部位の検討 

◎柳澤 祥子 1, 山田 大輔 1, 飯尾 啓太 2, 岡 淳一郎 1, 長瀬 博 2, 斎藤 顕宜 1 

1東京理科大院・薬学研究科, 2筑波大学睡眠研究機構 

 

2-6 LPS による機械的刺激応答閾値の低下におけるメタロチオネインの関与 

◎西田 優花 1, 2，大和 明日香 1，十川 千春 3，亀田 夏希 1，宇田川 琢 1， 

宮崎 育子 4，浅沼 幹人 4，富田 美穂子 5，大須賀 直人 2，十川 紀夫 1 

1松本歯大・歯科薬理，2松本歯大・小児歯科, 3岡山大院・医歯薬学・歯科薬理, 

4岡山大院・医歯薬学・脳神経機構, 5松本歯大院・健康増進口腔科学 

 

 



 

11：00～12：25  シンポジウム 1  座長：舩田正彦（国立精神・神経医療セ）            

 

危険ドラッグから大麻へ：薬物をめぐる諸問題を考える 

 

S1-1 薬物乱用の変遷：危険ドラッグから大麻へ 

〇舩田 正彦  

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 

 

S1-2 大麻成分が生体に与える影響 

〇入江 圭一, 三島 健一 

福岡大学 薬学部 生体機能制御学 

 

S1-3 大麻および関連化合物の依存性と細胞毒性 

〇富山 健一 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 

 
 
 

12：25～13：10  昼食 

 
 
 

13：10～14：00  一般演題 3      座長：江藤 圭（生理学研究所）   

 

3-1 身体的ストレスが前帯状回のシナプス伝達に及ぼす影響 

◎川上 紘生 1,2, 古賀 浩平 2 

1関西学院大学理工学研究科生命科学専攻 2兵庫医科大学生理学神経生理部門 

 

3-2 トリプトファン代謝酵素 Indoleamine 2,3-dioxygense 2欠失が脳内に及ぼす

影響 

◎石川 雅樹 1, 山本 康子 1, 藤垣 英嗣 1, 毛利 彰宏 2, 國澤 和生 2, 鍋島 俊隆 3, 

齋藤 邦明 1 

1藤田医科大学・大学院保健学研究科・病態制御解析学,  

2藤田医科大学・大学院保健学研究科・レギュラトリーサイエンス分野,  

3藤田医科大学・大学院保健学研究科・先進診断システム探索部門 

 

3-3 慢性ストレス負荷およびコルチコステロン慢性曝露により惹起される 

情動行動異常に対するセロトニン 5-HT2A受容体アゴニストの作用 

◎渡邊 香輝, 衣斐 大祐, 中齋 玄紀, 木下 真帆, 髙羽 里佳, 細見 衣里,  

荒川真夕, 間宮 隆吉, 平松 正行 

名城大学 薬学部 薬品作用学研究室 

 



 

3-4 ラットの側坐核の dopamine放出の制御における orexin 受容体の関与の 

特徴 

◎川島 央暉, 青野 悠里, 三枝 禎 

日本大学松戸歯学部薬理学講座 

 

3-5 腹側被蓋野ドパミン神経細胞の神経活動は末梢免疫に影響を与える 

◎鹿山 将 1, 池谷 裕二 1, 佐々木 拓哉 1,2 

1東京大学 大学院薬学系研究科 薬品作用学教室,  

2戦略的創造研究推進事業さきがけ 

 
 
 

14：05～14：45  一般演題 4      座長：古賀 浩平（兵庫医科大学） 

 

4-1 一次体性感覚野における温度受容機構 

〇江藤 圭, 鍋倉 淳一 

生理学研究所 生体恒常性発達研究部門 

 

4-2 時空間特異的な脳活動介入によるてんかんの制御 

〇竹内 雄一 1,2 

1セゲド大学 医学部 生理学部門,  

2名古屋市立大学 大学院薬学研究科 神経薬理学分野 

 

4-3 心理社会的ストレスが慢性疼痛病態モデルに及ぼす影響 

〇齊藤 秀俊, 津田 誠 

九州大学 大学院薬学研究院 ライフイノベーション分野 

 

4-4 老齢マウスを用いた記憶障害に対する評価系の構築 

◎澤野 健史 1, 渡邉 知倫 1, 渡邉 泰雄 2, 出雲 信夫 2 

1株式会社ファンケル ヘルスサイエンス研究センター素材研究グループ、 

2横浜薬科大学 総合健康メディカルセンター 

 

14：45～15：00  休憩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15：00～16：25  シンポジウム 2     座長：山口 拓（長崎国際大学） 

 

若手研究者のための行動薬理学的研究とその苦労話 

 

S2-1 多面的な視点で薬物依存症の動物モデルを診る 

－エンドカンナビノイドによる渇望、情動および認知の制御－ 

〇縄田 陽子 1, 山本 経之 2, 山口 拓 2 

1長崎国際大学薬学部 薬理学研究室, 2薬物治療学研究室 

 

S2-2 精神疾患治療におけるセロトニン 5-HT2A受容体の役割と意義を 

行動薬理学的に考える 

〇衣斐 大祐, 髙羽 里佳, 渡邊 香輝, 中齋 玄紀, 間宮 隆吉, 平松 正行 

名城大学薬学部 薬品作用学研究室 

 

S2-3 ヒスタミン神経系による記憶の想起調節メカニズムの解明 

〇野村 洋 

北海道大学大学院薬学研究院 薬理学研究室 

 

16：30～17：15  特別講演     座長：出雲 信夫（横浜薬科大学）   

 

SL-1 行動実験において観察される脳末梢活動の解析 

〇佐々木 拓哉 

東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室 

 

17：15～17：20  閉会挨拶  次回大会長 

 

 

 


