
第36回　和漢医薬学会学術大会　一般演題採択結果 ★：優秀発表賞エントリー

日時 会場 セッション 登録番号 演者 所属 演題名

★ OS1-1 10043 梅山 凜 富山大学和漢医薬学総合研究所　病態生化学 IMQ誘発乾癬モデルに対する桑白皮抽出エキスの有用性

★ OS1-2 10071 室井 慎一 東京理科大学薬学部応用薬理学研究室
シェーグレン症候群患者血清中に存在する自己抗体によるAquaporin-5の細胞内局
在化と清肺湯の作用

★ OS1-3 10111 小川 雄大 富山大学和漢医薬学総合研究所消化管生理学分野
腸管マクロファージでのIL-10産生亢進作用を有するベルベリンの新規炎症性腸疾
患治療薬としての可能性

★ OS1-4 10109 Song Mengting
Division of Gastrointestinal Pathophysiology, Institute of
Natural Medicine,  University of Toyama, Toyama, Japan

Induction of desensitization by combined therapy with oral immunotherapy &
kakkonto in food allergy

★ OS1-5 10026 歌川 詩織 北里大学感染制御科学府
Tリンパ球介在性全身及び小腸粘膜炎症モデルマウスを用いた漢方方剤「補中益気
湯」の有効性の検討

★ OS1-6 10092 村上 一仁 東京理科大学薬学部
LPSで誘発した下痢症状および腸上皮細胞のアクアポリン3発現に対する五苓散の
作用

★ OS1-7 10032 笹生 香耶子 北里大学大学院感染制御科学府 LPS誘発肺炎症モデルに対する補中益気湯の作用の解析

★ OS1-8 10054 山元 麻里奈 北里大学大学院感染制御科学府 瀉白散煎剤のウイルス性気道炎症に対する活性成分と作用機序の解析

★ OS2-1 10009 亀和田 裕貴 東京薬科大学薬学部医療衛生薬学科 ゴシュユの化学成分と膵リパーゼ阻害活性に関する研究(2)

★ OS2-2 10020 前田 拓也 北里大学大学院感染制御科学府 サトウキビ由来の多糖画分の造血障害に対する作用の解析

★ OS2-3 10035 中嶋 聡一 京都薬科大学生薬学分野 指甲花枝部のがん細胞転移抑制作用と作用ターゲットタンパク質

★ OS2-4 10053 前坂 未紀 富山大学医学薬学教育部薬科学専攻
アウクビンはアストロサイトの活性化を阻害することでオキサリプラチン誘発機械的
アロディニアを抑制する

★ OS2-5 10089 日坂 真輔 名城大学薬学部
漢方処方の科学的解析（第27報）抗グリチルレチン酸抗体によるグリチルリチンの抗
アレルギー作用の中和活性

★ OS2-6 10093 大堀 晴香 東京理科大学薬学研究科薬科学専攻修士課程 清肺湯のイオントランスポート促進作用

★ OS3-1 10014 中村 友紀 東京薬科大学薬学部医療衛生薬学科 ダイオウに含まれるコルチゾール産生抑制活性成分の探索研究（1）

★ OS3-2 10037 矢野 真実子 京都薬科大学生薬学分野 ハス花部含有成分の神経様突起伸長促進作用

★ OS3-3 10046 荒木 良太 摂南大学薬学部複合薬物解析学
フェルラ酸は5-HT<SUB>1A</SUB>受容体部分作動薬活性により精神機能異常を
改善する

★ OS3-4 10052 楊 熙蒙 富山大学和漢医薬学総合研究所神経機能学分野 山薬エキスによる記憶力亢進作用の検討

★ OS3-5 10104 岸本 大志 北里大学大学院感染制御科学府 高血糖病態での肺粘膜免疫系に対する八味丸煎剤の作用の解析

★ OS3-6 10041 清水 智史 株式会社ツムラ　漢方研究開発本部　ツムラ漢方研究所 着床不全に対する当帰芍薬散の作用メカニズム研究

OS4-1 10029 福井 裕行 徳島大学大学院医歯薬学研究部耳鼻咽喉科学 阿波番茶のNFATシグナル抑制作用、及び、アレルギー性鼻炎症状改善作用

OS4-2 10101 山本 武 富山大学　和漢医薬学総合研究所　消化管生理学分野
形質細胞様樹状細胞の遊走を抑制する白虎加人参湯のアトピー性耳介浮腫モデル
マウスに対する治療効果

OS4-3 10119 張 月 富山大学　医学薬学教育　和漢研究所　消化管生理分野
THERAPEUTIC EFFECTS OF INHIBITORS OF PLASMACYTOID DENDRITIC CELL
MIGRATION IN A MURINE COLITIS MODEL

OS4-4 10116 田嶋 公人 城西国際大学薬学部薬理学研究室
摘出マウス結腸における大建中湯による平滑筋収縮作用 -TRPチャネルとカルシト
ニン遺伝子関連ペプチド-

OS4-5 10060 南 正明 名古屋市立大学大学院医学研究科細菌学分野
歯周病菌処理マウス線維芽細胞のMCP-1及びIL-6分泌に対する排膿散の抑制作
用

OS4-6 10098 小野 孝彦 尼崎永仁会クリニック
柴苓湯とエプレレノンの併用追加とともに尿蛋白が減少した膜性腎症ネフローゼ症
候群の１例

8月31日（土）
16:10-17:10

B会場
（2F）

口頭発表
（優秀発表賞エントリー）
『精神神経疾患・糖尿

病・婦人科疾患』

9月1日（日）
9:00-10:00

B会場
（2F）

口頭発表
『アレルギー疾患・消化
器疾患・泌尿器疾患・感

染症』

演題番号

8月31日（土）
9:00-10:20

B会場
（2F）

口頭発表
（優秀発表賞エントリー）
『炎症・免疫関連疾患』

8月31日（土）
10:30-11:30

B会場
（2F）

口頭発表
（優秀発表賞エントリー）

『薬理活性』



第36回　和漢医薬学会学術大会　一般演題採択結果 ★：優秀発表賞エントリー

日時 会場 セッション 登録番号 演者 所属 演題名演題番号

OS5-1 10073 上田 大貴 大阪大学大学院薬学研究科 緒方洪庵の晩年期使用薬箱由来薬物「酒」の特性解明と臨床利用

OS5-2 10087 高橋 京子 大阪大学総合学術博物館 国産柿蔕市場品の生産研究：品質保証に基づくブランド性強化

OS5-3 10069 清水 邦義 九州大学農学研究院環境農学部門 環境ストレッサーに対するビワ種子粉末の機能性評価

OS5-4 10024 大形 悠一郎 日本メナード化粧品株式会社　総合研究所 造血幹細胞に対する霊芝の効果

OS5-5 10007 安東 嗣修 富山大学大学院医学薬学研究部応用薬理学 オキサリプラチン誘発機械的アロディニアに対する桂姜棗草黄辛附湯の抑制効果

OS5-6 10115 平居 貴生 愛知学院大学薬学部医療薬学科 Fibroblast growth factor 21を制御する天然物の概日時計制御系への影響

OS5-7 10065 平井 政彦 小桜薬局 漢方薬ポリファーマシーに関する検討

★ P-1 10018 小曽根 彩織 日本薬科大学 宇津薬師堂・格天井色彩画に描かれた植物に関する研究(４)

★ P-2 10085 井上 穂香 東京農業大学大学院農学研究科バイオセラピー学専攻 「麻黄」原植物Ephedra sinica Stapfの地下茎を利用したクローン増殖法の検討

★ P-3 10096 田中 悠斗 日本薬科大学薬学部薬学科 日本薬局方『ボクソク』の組織形態学的研究（第９報）～コナラの株内変異(３)～

★ P-4 10110 花澤 志帆 富山大学和漢医薬学総合研究所 神麹の標準化を目指したLC/MS分析法の開発

★ P-5 10051 中村 佑 明治薬科大学臨床漢方研究室 古典における麻黄修治の意義の検討

★ P-6 10097 王 子泰 鹿児島大学院連合農学研究科 発酵時の微生物の違いが「神麹」の品質に与える影響

★ P-7 10113 Yu Huanhuan 富山大学　和漢医薬学総合研究所　生薬資源科学分野 Search of anti-allodynic compounds from Plantaginis Semen and Viticis Fructus

★ P-8 10076 坂本 裕介 近畿大学薬学総合研究所 コウズク含有フェニルプロパノイドの抗炎症作用

★ P-9 10078 井上 尚樹 近畿大学大学院薬学研究科薬科学専攻 マテ葉部含有サポニン成分の血中中性脂質上昇抑制作用

★ P-10 10079 山本 紗也 近畿大学薬学総合研究所 川＜828E＞含有フタリド成分の糖消費亢進作用

★ P-11 10080 羅 鳳琳 近畿大学薬学総合研究所 <I>Mammea siamensis</I> 花部のプレニルクマリン成分のアロマターゼ阻害活性

★ P-12 10114 西殿 悠人 立命館大学薬学部 修治に伴う白及（ビャクキュウ）の成分変化が抗炎症作用に及ぼす影響

★ P-13 10038 加藤 明日香 名城大学薬学部
漢方処方の科学的解析（第26報）加齢マウスへのグリチルリチン投与時の血中グリ
チルレチン酸濃度について

★ P-14 10088 高原 千穂 福山大学薬学部漢方薬物解析学研究室 食餌の違いはセンノシドAの腸内代謝に影響を及ぼす

★ P-15 10022 青木 柾行 東京薬科大学薬学部医療衛生薬学科 バラ科ヤマザクラ Prunus jamasakura 木部の化学成分と生物活性に関する研究

★ P-16 10021 松尾 侑希子 東京薬科大学薬学部 ビャクシの PPAR-γ 活性化成分の探索研究 (2)

★ P-17 10058 森川 葵 京都薬科大学生薬学分野
三黄瀉心湯の血管弛緩作用におけるberberineおよびbaicalinの寄与と作用様式の
検討

★ P-18 10083 シュレスタ サリタ 近畿大学薬学総合研究所 チャボトケイソウ地上部成分の時計遺伝子発現亢進作用

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）

『天然薬物化学』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）
『薬物代謝・薬理活性』

9月1日（日）
10:10-11:20

B会場
（2F）

口頭発表
『生薬資源・薬理活性・

適正使用』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）

『生薬資源』
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日時 会場 セッション 登録番号 演者 所属 演題名演題番号

★ P-19 10036 下岡 美咲 京都薬科大学生薬学分野 ヒキオコシ成分のがん細胞浸潤抑制作用

★ P-20 10074 Gorrepotu Dani Susmitha
Division of pathogenic biochemistry, Institute of Natural
Medicine, University of Toyama

Anti-metastatic effect of baicalein through STAT3 inhibition in breast cancer cell

★ P-21 10075 Shin MinKyoung
Division of Pathogenic Biohemistry, Institute of Natural
Medicine, University of Toyama

Identification of effective Cordyceps by targeting NFκB-STAT3-IL-6 inflammatory
pathway

★ P-22 10077 Abdellatef Amira
Division of Pathogenic Biochemistry, Institute of Natural
Medicine, University of Toyama

Anti-metastatic activity of gugulipid extract by targeting cell intrinsic inflammatory
pathways

★ P-23 10103 関戸 景子 富山大学和漢医薬学総合研究所 十全大補湯の免疫チェックポイント阻害剤との併用効果の解析

★ P-24 10019 中尾 文香 順天堂大学医学部附属順天堂医院　薬剤部
がん化学療法の治療継続に漢方薬が有効であった2症例～病棟薬剤師の介入事例
より～

★ P-25 10064 飯塚 史織 筑波大学附属病院薬剤部 小児がんに対するイリノテカン治療における半夏瀉心湯の使用実態調査

★ P-26 10084 長崎 茜 筑波大学附属病院薬剤部 人参養栄湯の処方実態調査

★ P-27 10011 平田 一耕 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部 漢方導入によって疼痛と便秘が改善し減薬に繋がった一症例

★ P-28 10105 福田 耕太郎 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 薬剤部 麻子仁丸エキスの有効性と安全性に関する調査

★ P-29 10099 針原 智美 富山大学附属病院薬剤部
スダチ<I>(Citrus sudachi)</I>の果皮に含まれるアルカリ性セラミダーゼ阻害成分の
探索

★ P-30 10100 安谷屋 信貴 富山大学附属病院薬剤部 皮膚バリア機能改善を目的とした植物・生薬由来セラミド分解酵素阻害成分の探索

★ P-31 10040 青木 やよい クラシエ製薬株式会社漢方研究所 加味逍遙散の冷えに対する有用性検討

★ P-32 10059 射場 日佳里 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 月経前症候群モデル動物の不安様症状に対する生薬配合薬の効果

★ P-33 10008 田中 貴大 小林製薬株式会社中央研究所 防風通聖散による白色脂肪組織の褐色化作用

★ P-34 10066 赤木 淳二 小林製薬株式会社中央研究所 一般用防風通聖散製剤の摂取がヒトの安静時エネルギー代謝に与える影響

★ P-35 10025 栗山 桃子 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 海馬由来神経細胞に対する抑肝散の神経突起障害改善効果の検討

★ P-36 10045 船間 貴博 摂南大学薬学部複合薬物解析学 加味温胆湯は細胞外セロトニン量増加作用と抗うつ様作用を示す

★ P-37 10048 後藤 優 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室
卵巣摘出マウスの隔離ストレスによるペントバルビタール誘発睡眠時間短縮に対す
る加味逍遙散の作用

★ P-38 10055 大野 佳美 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 神経変性モデル細胞を用いた人参養栄湯の神経突起障害に対する改善効果

★ P-39 10056 福留 凌太 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 アルツハイマー病治療を目的とした八味地黄丸の作用機序解明

★ P-40 10081 竹本 梨紗 クラシエ製薬株式会社漢方研究所 人参養栄湯の神経障害性疼痛に対する有用性検証

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）
『皮膚・婦人科・糖尿病・

内分泌疾患』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）

『精神神経疾患』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）
『悪性腫瘍・分子メカニ

ズム』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）

『副作用・適正使用』



第36回　和漢医薬学会学術大会　一般演題採択結果 ★：優秀発表賞エントリー

日時 会場 セッション 登録番号 演者 所属 演題名演題番号

★ P-41 10072 今 理紗子 星薬科大学　生体分子薬理学研究室 麻子仁丸の瀉下作用における大腸アクアポリンの役割

★ P-42 10049 陳 卓爾 富山大学和漢医薬学総合研究所 Boiogito modifies bile acid profiles in feces but not liver and cecum in mice

★ P-43 10033 貞富 ダイチ 株式会社ツムラ　ツムラ漢方研究所 胃食道逆流に伴う食道上皮細胞からのPGE2産生機序と半夏瀉心湯の効果

★ P-44 10057 野沢 遊快 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 老化促進モデルマウスの精神的フレイル様症状に対する八味地黄丸の効果

★ P-45 10108 小野里 恵 クラシエ製薬株式会社漢方研究所 早期老化マウスの慢性閉塞性肺疾患の進行に及ぼす人参養栄湯の効果

★ P-46 10067 道原 成和 クラシエ製薬株式会社漢方研究所
粉末給餌による咀嚼機能および認知機能の低下に対する人参養栄湯の効果につい
て

P-47 10117 江藤 武志 富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学分野 制酸薬併用が芍薬甘草湯の薬物動態及び小腸蠕動運動に与える影響

P-48 10003 遠藤 真理 北里大学東洋医学総合研究所臨床研究部
補中益気湯のT細胞依存性全身炎症及び小腸粘膜炎に対する改善作用 －白朮ま
たは蒼朮配合剤の比較－

P-49 10086 趙 慶峰 富山大学生命融合科学教育部和漢薬知統合学
抗がん剤ドキソルビシン誘発性遺伝子発現変化に及ぼす人参附子湯の効果：心疾
患予防薬を目指した研究(1)

P-50 10027 藤田 恭輔 富山短期大学　食物栄養学科
エゴマ（<I>Perilla frutescens</I>）の葉の摂取ががん悪液質モデルマウスに与える
効果

P-51 10044 日向 須美子 北里大学東洋医学総合研究所臨床研究部 麻黄によるc-Metのダウンレギュレーションのメカニズム

P-52 10012 堀田 太一 全薬工業株式会社研究開発センター創薬研究部 ストレス誘発性の睡眠障害モデルを用いた抑肝散の効果

P-53 10090 野崎 利晃 メディカルサロンM岐阜漢方センター 松節投与によるマウスの脳内セロトニンに対する影響

P-54 10063 伊藤 直樹 北里大学東洋医学総合研究所 老化促進マウスを利用した香蘇散の未病制御

P-55 10034 千葉 殖幹 クラシエ製薬株式会社漢方研究所 老化による栄養不良に対する人参養栄湯の効果

P-56 10017 久保山 友晴 富山大学和漢医薬学総合研究所神経機能学分野
苦参成分matrineは神経伝導路再構築により慢性期脊髄損傷マウスの運動機能を
回復させる

P-57 10070 東田 道久 富山大学生命融合科学教育部和漢薬知統合学 生体内抗うつ関連候補因子BNIP-3 のmRNA発現に及ぼす各種生薬エキスの効果

P-58 10042 鈴木 玲奈 富山大学和漢医薬学総合研究所 大黄に含まれるリグニンの薬理活性に及ほす作用に関する考察

P-59 10015 牧 靖人 名古屋市立大学薬学部 甘草の副作用、偽アルドステロン症の真の原因物質の探索（第６報）

P-60 10039 岸本 歩 独立行政法人国立病院機構兵庫あおの病院薬剤科 重症心身障害児（者）の慢性便秘に対する漢方製剤治療薬について

P-61 10102 光藤 尚 埼玉医科大学脳神経内科 治打撲一方が有効であった交通外傷後頭痛の71歳女性例

P-62 10023 新井 信 東海大学医学部専門診療学系漢方医学 全国大学医学部における新カリキュラムに基づいた漢方教育の現状調査

9月1日（日）
14:50-15:50

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
『精神神経疾患・老化』

9月1日（日）
14:50-15:50

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
『生薬資源・適正使用・

その他』

8月31日（土）
14:20-15:20

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
（優秀発表賞エントリー）

『消化器疾患・老化』

9月1日（日）
14:50-15:50

ポスター会場
３F ホワイエ

ポスター発表
『消化器疾患・悪性腫

瘍』


