
11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

第1日目　2月7日木　富山国際会議場

A会場（2F 会議室201・202） そ の 他

11：30～12：00　理 事 会
会場：会議室206

12：15～12：30 評議員会

12：35～12：45 総　　会

13：00～14：00
基調講演

生体内カルシウムイメージングで探る生理と病態
座長：石井 邦明
演者：飯野 正光

14：15～15：45
シンポジウム1

［ 大動脈瘤の新たな標的を探る ～基礎研究の知見を臨床へ活かす道筋～ ］
座長：筒井 正人
      青木 浩樹

演者：青木 浩樹
      柳沢 裕美
      堀江 貴裕
      佐藤 公雄

16：00～17：30
シンポジウム2

［ 最先端GPCR研究から紐解く心疾患の新たなメカニズム ］
座長：西田 基宏
      黒瀬 等  

演者：黒瀬 等  
      清中 茂樹
      青木 淳賢
      西田 基宏

17：45～18：45
イブニングセミナー

［ 眼科における抗VEGF薬治療 ］
座長：林 篤志           
演者：川崎 良、近藤 峰生

共催：アルコンファーマ株式会社

19：00～　情報交換会
会場：ANAクラウンプラザホテル富山

12：30～12：35　開会挨拶
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

第2日目　2月8日金　富山国際会議場

A会場（2F 会議室201・202） B会場（2F 会議室203・204 ） ポスター会場
（3 F ホワイエ）

9：00～10：30

ポスター掲示 

9：20～10：20

YIAセッション1

座長：前村 浩二
      吉栖 正典

9：30～11：00
シンポジウム3

［ がんと心脈管作動物質との新たな接点 ］
座長：赤澤 宏  
      福本 義弘

演者：小林 美穂
      田中 利男
      新藤 隆行
      西山 成  

10：30～11：45

YIAセッション2

座長：冨田 修平
      平野 勝也

10：30～12：00

ポスター閲覧 

12：00～13：00

一般演題
（ポスター）

発表

13：00～15：00

ポスター閲覧 

13：15～14：15
特別講演

脳虚血に対する脳血管反応性
―脳卒中の外科への応用

座長：松田 直之
演者：黒田 敏  

14：30～16：00
シンポジウム4

［ 心疾患腎代謝疾患の制御因子としての　
微量金属栄養素「鉄」の新たな展開 ］

座長：池田 康将  
      内藤 由朗  
演者：内藤 由朗  
      堀ノ内 裕也
      平山 祐    
      石井 輝    

14：30～16：00
シンポジウム5

［ 循環薬理学からみる認知症 ］
座長：茂木 正樹
      中野 大介

演者：正本 和人
      外山 研介
      白川 久志
      武田 朱公

15：00～16：00

ポスター撤去 

16：15～16：30　YIA授賞式
16：30～16：35　閉会式
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プログラム
2月7日（木）　富山国際会議場

A会場（2F 会議室201・202）

11：30～12：00　理 事 会 会場：会議室206

12：15～12：30　評議員会

12：30～12：35　開会挨拶 会長：服部 裕一（富山大学大学院医学薬学研究部 分子医科薬理学講座）

12：35～12：45　総　　会

13：00～14：00　基調講演
座長：石井 邦明（山形大学大学院医学系研究科 薬理学講座）

生体内カルシウムイメージングで探る生理と病態
飯野 正光（日本大学医学部 細胞分子薬理学）

14：15～15：45　シンポジウム1
座長：筒井 正人（琉球大学大学院 医学研究科薬理学） 

青木 浩樹（久留米大学 循環器病研究所）      

［  大動脈瘤の新たな標的を探る ～基礎研究の知見を臨床へ活かす道筋～ ］

S1-1 大動脈解離：大動脈壁のホメオスタシス機構とその破綻
○青木 浩樹
久留米大学循環器病研究所

S1-2 メカニカルストレス応答破綻による大動脈瘤形成と 
トロンボスポンディン1の役割

○柳沢 裕美
筑波大学 生存ダイナミクス研究センター

S1-3  大動脈瘤形成とmicroRNA
○堀江 貴裕、中尾 哲史、木村 剛、尾野 亘
京都大学 循環器内科

S1-4  胸部大動脈瘤の病因タンパク SmgGDSの発見と内科的治療法開発の可能性
○佐藤 公雄、野木 正道、下川 宏明
東北大学 循環器内科
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16：00～17：30　シンポジウム2
座長：西田 基宏（自然科学研究機構生理学研究所（生命創成探求センター） 心循環シグナル研究部門） 

黒瀬 等（九州大学大学院薬学研究院 薬効安全性学分野）                                   

［  最先端 GPCR研究から紐解く心疾患の新たなメカニズム ］

S2-1 心筋梗塞後の応答におけるGタンパク質共役型受容体の役割
○黒瀬 等
九州大学 大学院薬学研究院 薬効安全性学分野

S2-2 新たなGPCR活性制御法：配位ケモジェネティクス
○清中 茂樹
京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻

S2-3  ドコサヘキサエン酸含有リゾリン脂質のGPCRを介する新規心保護作用
○青木 淳賢1）2）、可野 邦行1）2）

1）東北大学大学院薬学研究科 分子細胞生化学分野、2）AMED-LEAP

S2-4  GPCRのアティピカルな機能とその医療応用
○西田 基宏1）2）

1）自然科学研究機構生理学研究所（生命創成探究センター） 心循環シグナル研究部門、 
2）九州大学大学院薬学研究院 創薬育薬研究施設統括室

17：45～18：45　イブニングセミナー 共催：アルコンファーマ株式会社

座長：林 篤志（富山大学大学院医学薬学研究部（医学） 眼科学講座）

［  眼科における抗VEGF薬治療 ］

ES-1 眼科における抗 VEGF薬治療の貢献
○川崎 良
大阪大学大学院医学系研究科 視覚情報制御学 寄附講座（トプコン）

ES-2 抗 VEGF薬治療最新の知見
○近藤 峰生
三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 眼科学

19：00～　情報交換会 会場：ANAクラウンプラザホテル富山
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A会場（2F 会議室201・202）

9：20～10：20　YIAセッション1
座長：前村 浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学） 

吉栖 正典（奈良県立医科大学医学部 薬理学講座）            

Y-01 In vivo Adipose Tissue Browning Induced by Natriuretic Peptide Activates 
Thermogenic Actions and Improves Insulin Resistance in Diet-Induced 
Obese Mice

○木村 悠、名越 智古、吉井 顕、吉村 道博
東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科

Y-02 SGLT1 Plays a Essential Role of Cardioprotection during Ischemia-
Reperfusion Injury via Enhanced Glucose Utilization in Diet-induced 
Obese Mice

○吉井 顕、名越 智古、木村 悠、吉村 道博
東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科

Y-03  セロトニン・ドパミン遮断薬 perospironeおよび blonanserin投与後に 
TdPを発症した LQT3症例における不整脈発生機序の実験的検討

○神林 隆一1）、長澤（萩原） 美帆子1）、後藤 愛2）、千葉 浩輝2）、近藤 嘉紀2）、
谷川 洋一2）、篠崎 誠1）、中瀬古（泉） 寛子1）2）、内藤 篤彦1）2）、杉山 篤1）2）

1）東邦大学 医学部 薬理学講座、2）東邦大学 大学院 医学研究科 代謝機能制御系薬理学専攻

Y-04  心不全病態における APJ受容体リガンド（Apelin/ELABELA）の 
機能的意義の解明

○佐藤 輝紀1）2）

1）秋田大学大学院医学系研究科 分子機能学・代謝機能学講座、 
2）秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学講座

10：30～11：45　YIAセッション2
座長：冨田 修平（大阪市立大学大学院医学研究科 分子病態薬理学） 

平野 勝也（香川大学医学部 自律機能生理学）              

Y-05  RhoBTB1, a Novel PPARγ Target Gene,  
Rescues Vascular Dysfunction caused by PPARγ Dysfunction

○向田 昌司1）2）、Ibeawuchi Stella-Rita C.2）、Hu Chunyan2）、Wu Jing2）、 
Lu Ko-Ting2）、Davis Debbie R.2）、Guo Deng Fu2）、Quelle Frederick W.2）、
Sigmund Curt D.2）

1）岡山理科大学 獣医学部 獣医薬理学教室、2）University of Iowa

2月8日（金）　富山国際会議場
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Y-06  冠微小循環および心拡張機能における内皮由来過分極反応の重要性
○井汲 陽祐1）、白戸 崇1）、神戸 茂雄1）、齊藤 大樹1）、田中 修平1）、 
伊藤 秋代1）、梶谷 翔子1）、筒井 正人2）、下川 宏明1）

1）東北大学大学院 循環器内科学分野、2 ）琉球大学大学院 薬理学分野

Y-07  内皮依存性過分極反応及び虚血性血管新生における血管内皮カベオリン -1 の 
重要性

○伊藤 秋代
東北大学大学院 医学系研究科 循環器内科学分野

Y-08  脳梗塞における NO合成酵素の有害な作用：性差およびテストステロンの関与
○國吉 佳奈子
琉球大学大学院医学研究科薬理学

Y-09  マクロファージフェリチン欠損は肥満・糖尿病における脂肪炎症を抑制する
○堀ノ内 裕也1）、池田 康将1）、渡邉 大晃2）、濱野 裕章3）、石澤 有紀4）、 
今西 正樹3）、座間味 義人2）3）、武智 研志5）、宮本 理人6）、石澤 啓介2）3）、 
土屋 浩一郎6）、玉置 俊晃1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部 薬理学分野、 
2 ）徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床薬理学分野、3）徳島大学病院 薬剤部、 
4 ）徳島大学 AWAサポートセンター、5 ）徳島大学病院 臨床試験管理センター、 
6 ）徳島大学大学院医歯薬学研究部 医薬品機能生化学分野

13：15 ～14：15　特別講演
座長：松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野）

脳虚血に対する脳血管反応性　―脳卒中の外科への応用
黒田 敏（富山大学大学院医学薬学研究部（医学） 脳神経外科学）

14：30～16：00　シンポジウム 4
座長：池田 康将（徳島大学大学院医歯薬学研究部 薬理学分野） 

内藤 由朗（兵庫医科大学内科学 循環器内科）          

［ 心疾患腎代謝疾患の制御因子としての微量金属栄養素「鉄」の新たな展開 ］

S4 -1  心血管疾患における鉄の意義
○内藤 由朗
兵庫医科大学 内科学 循環器内科
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S4 -2 肥満・糖尿病における鉄制御の意義
○堀ノ内 裕也、池田 康将、玉置 俊晃
徳島大学大学院医歯薬学研究部 薬理学分野

S4 -3  新規蛍光プローブを用いた鉄イオン検出法の開発
○平山 祐
岐阜薬科大学 薬化学研究室

S4 -4  肥満、エネルギー消費における鉄輸送蛋白 neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin（NGAL）の意義

○石井 輝1）、勝浦 五郎2）、横井 秀基1）、中尾 一和3）、柳田 素子1）、 
向山 政志4）、森 潔5）6）

1）京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学、2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心身内科学、
3）京都大学医学研究科 メディカルイノベーションセンター、 
4）熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学分野、5）静岡県立大学薬学部 分子臨床薬理学、 
6）静岡県立総合病院 腎臓研究科

16：15～16：30　YIA授賞式

16：30～16：35　閉 会 式
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B会場（2F 会議室203・204）

9：30～11：00　シンポジウム 3
座長：赤澤 宏（東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学）         

福本 義弘（久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門）

［ がんと心脈管作動物質との新たな接点 ］

S3 -1 血管新生ネガティブフィードバック因子：Vasohibin-1による 
微小管の翻訳後修飾を介した血管新生抑制機構

○小林 美穂1）、佐藤 靖史2）

1）金沢医科大学 医学部 病理学Ⅰ講座、2）東北大学 加齢医学研究所 腫瘍循環研究分野

S3 -2 腫瘍血管新生とプレシジョンメディシン
○田中 利男1）2）、島田 康人3）、西村 有平3）

1）三重大学大学院医学系研究科 システムズ薬理学、 
2）三重大学メディカルゼブラフィッシュ研究センター、 
3）三重大学大学院医学系研究科 統合薬理学

S3 -3  アドレノメデュリン -RAMP2系による血管恒常性制御機構と、 
癌転移抑制法への展開

○新藤 隆行
信州大学 医学部 循環病態学教室

S3 -4  プロレニン受容体をターゲットとしたがんの診断・治療法開発
○西山 成
香川大学 医学部 薬理学

14：30～16：00　シンポジウム 5
座長：茂木 正樹（愛媛大学大学院医学系研究科 器官・形態領域 薬理学） 

中野 大介（香川大学大学院医学系研究科 薬理学講座）           

［ 循環薬理学からみる認知症 ］

S5 -1 脳微小循環における機能的充血と認知症
○正本 和人
電気通信大学 脳科学ライフサポート研究センター

S5 -2 microRNAに着目した認知症に対する治療戦略開発の模索
○外山 研介、茂木 正樹
愛媛大学大学院医学系研究科・薬理学講座
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S5 -3  認知機能障害における脳内ミクログリアの役割
○白川 久志、金子 周司
京都大学大学院 薬学研究科 生体機能解析学分野

S5 -4  生活習慣病・血管性危険因子と認知症の関連
○武田 朱公
大阪大学大学院 医学系研究科 臨床遺伝子治療学
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ポスター会場（3F ホワイエ）

12：00～13：00　一般演題（ポスター）発表

P-01 近赤外線蛍光顕微鏡を用いた ICGの冠動脈内投与による反応性充血時の 
内皮由来過分極 /過酸化水素の役割

○矢田 豊隆1）3）、下川 宏明2）、立花 博之3）

1）川崎医科大学 生化学、2）東北大学 医学部循 環器内科、3）川崎医療福祉大学 臨床工学

P-02 リナグリプチンは dipeptidyl peptidase-4非依存的に心筋梗塞後の 
リモデリングを抑制する

○山口 雄大1）、泉 康雄1）2）、塩田 正之1）3）、松永 慎司1）、三浦 克之4）、 
岩尾 洋1）5）、冨田 修平1）

1）大阪市立大学大学院 医学研究科 分子病態薬理学、2）高石加茂病院、 
3）大阪市立大学大学院 医学研究科 共同研究プラットフォーム、 
4）大阪市立大学大学院 医学研究科 薬効安全性学、5）四天王寺大学

P-03  大動脈弁狭窄症患者から得た大動脈弁間質細胞の高リン酸による 
石灰化誘発に対する1-methyl-2-undecyl-4（1H）-quinoloneの抑制作用

○瀬谷 和彦1）、古川 賢一1）、千代谷 真理1）、于 在強1）、菊地 晴久2）、 
大徳 和之1）、元村 成1）、今泉 忠淳1）、大島 吉輝2）、福田 幾夫1）

1）弘前大学大学院 医学研究科、2）東北大学大学院 薬学研究科

P-04  興奮異常による不整脈を RyR2阻害薬は抑えることが出来るか
○呉林 なごみ1）、村山 尚1）、田村 真衣1）、伊藤 雅俊1）、森 修一2）、 
湯浅 磨里2）、影近 弘之2）、鈴木 純二3）、金丸 和典4）、飯野 正光4）、 
森本 幸生5）、櫻井 隆1）

1）順天堂大学 医学部 薬理学、2）東京医科歯科大学 生物材料工学研究所、3）カリフォルニア大学、
4）日本大学 医学部 細胞分子薬理学、5）国際医療福祉大学 福岡保健医療学部

P-05  心虚血再灌流障害におけるGPER活性化による心保護作用
○澤野 達哉1）2）、大喜多 守2）、田和 正志3）、市原 克則1）、三明 淳一朗1）、 
今村 武史1）、松村 靖夫2）

1）鳥取大学 医学部 病態解析医学講座 薬理学・薬物療法学分野、 
2）大阪薬科大学 病態分子薬理学研究室、3）金沢医科大学 薬理学講座

P-06  一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスを用いた肺気腫における病態解明
○加藤 香織1）、筒井 正人2）、野口 真吾1）、内藤 圭佑1）、生越 貴明1）、 
下川 宏明3）、矢寺 和博1）

1）産業医科大学 呼吸器内科、2）琉球大学大学院医学研究科 薬理学、 
3）東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学

一般演題（ポスター）プログラム
2月8日（金）　富山国際会議場
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P-07  一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスを用いた高酸素曝露下における病態解明
○生越 貴明1）、筒井 正人2）、加藤 香織1）、王 克鏞3）、豊平 由美子4）、 
柳原 延章4）、下川 宏明5）、矢寺 和博1）

1）産業医科大学 医学部 呼吸器内科学、2）琉球大学 医学部 薬理学、 
3）産業医科大学 共同利用研究センター、4）産業医科大学 医学部 薬理学、 
5）東北大学 循環器内科

P-08  Anemia disrupts renal compensatory responses in mice
○中野 大介、Guan Yu、西山 成
香川大学 医学部 薬理学講座

P-09  近位尿細管における LPS/TLR4は間質への尿漏出を引き起こし、 
急性腎障害における乏尿・輸液感受性不全を引き起こす

○中野 大介1）、Wan Ningning1）、北田 研人1）、Helge Wiig2）、柳田 素子3）、
Titze Jens4）、西山 成1）

1）香川大学 医学部 薬理学講座、 
2）Department of Biomedicine, University of Bergen, Norway、3）京都大学腎臓内科、 
4）Cardiovascular and metabolic disorders, DUKE-NUS Medical School, Singapore

P-10 シスプラチン誘発腎障害に対する各種5-HT3受容体拮抗薬の影響
○合田 光寛1）、斉家 和仁2）、神田 将哉1）、村井 陽一2）、吉田 愛美2）、 
新村 貴博2）、石澤 有紀3）、座間味 義人1）2）、中馬 真幸4）、武智 研志4）、 
濱野 裕章1）、岡田 直人1）、堀ノ内 裕也5）、池田 康将5）、石澤 啓介1）2）

1）徳島大学病院 薬剤部、2）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野、 
3）徳島大学 AWAサポートセンター、4）徳島大学病院 臨床試験管理センター、 
5）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学分野

P-11 オミクスデータを用いた多発性嚢胞腎の新規病態メカニズム解析
○白水 崇、三浦 亘揮、西村 有平
三重大学 大学院医学系研究科 統合薬理学

P-12 尿中アンジオテンシノーゲンは、ミネラルコルチコイドブロッカーの 
降圧・腎保護効果を予測する指標となりうるか？ 
～低レニン食塩感受性高血圧ラットにおける検討～

○西山 成、小堀 浩幸、中野 大介、Li Lei
香川大学 医学部 薬理学

P-13  LC/MS解析による血中 CRP複合体についての検討
○小倉 彩世子1）、中山 智祥1）3）、下澤 達雄2）

1）日本大学医学部 病態病理学系臨床検査医学分野、2）国際医療福祉大学三田病院 検査部、 
3）日本大学医学部 病態病理学系 コンパニオン診断学分野
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P-14  抗血小板薬シロスタゾールは Toll様受容体シグナルからの 
NF-κBの DNA結合活性を阻害して抗炎症作用を発揮する

○坂本 卓弥1）、冨田 賢吾1）、大橋 若奈1）、山崎 弘美2）、服部 裕一1）

1）富山大学大学院医学薬学教育部 分子医科薬理学講座、2）敦賀市立看護大学 看護学部

P-15  骨格筋分化をリポ多糖は抑制する
○坂本 多穗1）、黒川 洵子1）、大野 雄康2）

1）静岡県立大学 薬学部 生体情報分子解析学分野、 
2）福島県立医科大学 医学部 病態制御薬理医学

P-16  糖尿病性血管病変進展抑制機序としての NOを介した 
血管内皮細胞老化抑制作用

○林 登志雄1）、前田 守彦1）、坪井 知恵1）2）

1）名古屋大学大学院医学系研究科 保健学科、2）中部大学 応用生物学部

P-17  内皮依存性弛緩反応に対する indoxyl sulfate急性暴露の影響は 
動脈部位で異なる

○松本 貴之、髙柳 奎介、小嶋 美帆香、香留 智樹、田口 久美子、小林 恒雄
星薬科大学 機能形態学研究室

P-18  周細胞特異的 Ninjurin1欠損は、障害血管外膜 vasa vasorumの 
形成異常と血管内膜肥厚の増悪をもたらす

○堀内 至1）、蓑島 暁帆2）、鹿原 真樹1）、早坂 太希1）、吉田 有里3）、富田 唯4）、
鹿野 耕平1）、竹原 有史1）、長谷部 直幸2）、川辺 淳一1）

1）旭川医科大学 心血管再生先端医療開発講座、 
2）旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野、 
3）旭川医科大学 外科学講座 血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野、 
4）旭川医科大学 放射線医学講座

P-19  セレノプロテイン Pを用いた肺動脈性肺高血圧症の診断と予後評価法の開発
○菊地 順裕1）、佐藤 公雄1）、大村 淳一1）、佐藤 大樹1）、黒澤 亮1）、 
野木 正道1）、砂村 慎一郎1）、矢尾板 信裕1）、宮田 敏1）、御簾 博文2）、 
斎藤 芳郎3）、下川 宏明1）

1）東北大学大学院 医学系研究科 循環器内科学、2）金沢大学 医薬保健研究域 包括的代謝学、 
3）東北大学大学院 薬学研究科 生体防御薬学

P-20 血管平滑筋細胞において凝固第 XI因子はトロンビン受容体 PAR1を活性化し、
細胞内 Ca2+シグナルを発生させ、細胞遊走を促進する

○平野 勝也、劉 文華、橋本 剛、山下 哲生
香川大学 医学部 自律機能生理学
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P-21 内皮傷害後の血管における可溶性グアニル酸シクラーゼ酸化還元状態は 
経時的に変化する

○田和 正志1）2）、下里 貴3）、左近上 博司3）、益岡 尚由1）、西尾 眞友1）、 
岡村 富夫2）、石橋 隆治1）

1）金沢医科大学 薬理学講座、2）滋賀医科大学 薬理学講座、 
3）日精バイリス株式会社 滋賀研究所

P-22 オミクス解析を用いた肺高血圧症の新規病態メカニズム解明
○西村 有平1）、澤田 博文2）、三谷 義英4）、大下 裕法5）、平山 雅浩3）、 
丸山 一男2）

1）三重大学 大学院医学系研究科 統合薬理学、2）三重大学 大学院医学系研究科 麻酔集中治療学、
3）三重大学 大学院医学系研究科 小児科学、4）三重大学 医学部附属病院 周産母子センター、 
5）名古屋市立大学 大学院医学系研究科 新生児・小児医学

P-23  低酸素環境によるマクロファージ機能制御機構
○魏 碩俣、砂河 孝行、江口 正倫、佐藤 大輔、池田 聡司、河野 浩章、 
前村 浩二
長崎大学大学病院 循環器内科

P-24  生理活性ペプチド前駆物質を用いた血管障害の検出
○小山 晃英、栗山 長門、渡邊 能行
京都府立医科大学
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