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11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

A 会 場
2F　講　堂

B 会 場
1F　小　講　堂

C 会 場
1F　第 1会議室

9：35～9：45　開　会　式
9：45～10：30

優秀発表賞候補者演題
A-01－ A-03

座長：新田 淳美　 富山大院・医薬・
薬物治療学

9：45～10：30

優秀発表賞候補者演題
B-01－ B-03

座長：松本 欣三　 富山大・和漢医薬研・
複合薬物薬理学

9：45～10：30

優秀発表賞候補者演題
C-01－ C-03

座長：結城 幸一　 旭川医大・医・
薬理学

10：45～11：45

優秀発表賞候補者演題
A-04－ A-07

座長：前田 武彦　 新潟薬大・薬・
薬効薬理学

10：45～11：45

優秀発表賞候補者演題
B-04－ B-07

座長：谷村 明彦　 北医療大・歯・
薬理学

10：45～11：45

優秀発表賞候補者演題
C-04－ C-07

座長：今井 由美子　 秋田大院・医・
情報制御学・
実験治療学

12：00～13：00

学術評議員会

13：15～14：15

西宮機能系基礎医学研究
助成基金受賞演題

A-08－ A-11
座長： 若森 　実　 東北大院・歯・口腔

生物学・歯科薬理学

13：15～14：15

一般演題
B-08－ B-11

座長： 佐藤 岳哉　 東北大院・医・
分子薬理学

13：15～14：15

一般演題
C-08－ C-11

座長： 高栗 　郷　 北薬大・薬理学

14：25～15：25

一般演題
A-12－ A-15

座長： 町田 拓自　 北医療大・薬・
薬理学

14：25～15：25

一般演題
B-12－ B-15

座長： 森田 貴雄　 北医療大・歯・
薬理学

14：25～15：25

一般演題
C-12－ C-15

座長： 斎藤 将樹　 東北大院・医・
分子薬理学

15：35～16：50

一般演題
A-16－ A-20

座長： 守屋 孝洋　 東北大院・薬・
生活習慣病治療薬学

15：35～16：50

一般演題
B-16－ B-20

座長： 久野 篤史　 札幌医大・医・
薬理学

15：35～16：35

一般演題
C-16－ C-19

座長： 坂本 多穂　 福島医大・医・
薬理学

17：00～17：30
表彰式・閉会式

18：30～　　　懇　親　会　　会場：サッポロビール園

進行表・座長一覧
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プログラム
9月30日（金）

A会場（2F 講堂）

開会挨拶　9：35～9：45　　　　部会長：三輪 聡一（北海道大学大学院医学研究科細胞薬理学分野 教授）

優秀発表賞候補者演題　9：45～10：30

座長：新田 淳美（富山大学大学院医学薬学研究部 薬物治療学研究室）

A-01 ドパミンD2L受容体欠損マウスにおける精神ストレス脆弱性のメカニズム
○杉本 航1）、塩田 倫史2）、福永 浩司1）

1）東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野、2）岐阜薬科大学 生体機能解析学大講座 分子生物学研究室

A-02 嗅球摘出マウスにおける線条体Dopamine受容体機能変化と
それに及ぼす抗うつ薬の影響
○高橋 浩平、中川西 修、根本 亙、菊地 恵理、佐久間 若菜、小平 貴代、丹野 孝一
東北医科薬科大学 薬学部 薬理学教室

A-03 中隔野コリン神経細胞に発現する VEGFシグナリングとそのアセチルコリン性制御
○木村 恭子、藤原 博典、大竹 浩紀、松本 欣三
富山大学 和漢医薬学総合研究所 複合薬物薬理学

優秀発表賞候補者演題　10：45～11：45

座長：前田 武彦（新潟薬科大学薬学部 薬効薬理学研究室）

A-04 デュロキセチンはラット内側前頭前野腹側部のドパミン神経伝達を
亢進させることで衝動的行動を減少させる
○笹森 瞳、大村 優、吉岡 充弘
北海道大学大学院 医学研究科 薬理学講座神経薬理学分野

A-05 神経ステロイド allopregnanoloneの生合成阻害による社会性行動の低下
○海老原 健1）、藤原 博典1）、荒木 良太2）、矢部 武士2）、Suresh Awale1）、松本 欣三1）

1）富山大学 和漢医薬学総合研究所、2）摂南大学 薬学部 複合薬物解析学

A-06 不安情動における分界条床核からの投射神経路の役割
○山内 直紀、長野 雄介、高橋 大樹、天野 大樹、南 雅文
北海道大学大学院 薬学研究院 薬理学研究室

A-07 マウス線条体における Shati/Nat8l過剰発現のうつ病発症に対する脆弱性形成作用
○袖山 健吾1）、宮崎 杜夫2）、宇野 恭介2）、鷲見 和之2）、藤原 俊幸1）、村松 慎一3）、 
宮本 嘉明2）、新田 淳美2）

1）富山大学 薬学部 薬物治療学研究室、2）富山大学 医学薬学研究部（薬学） 薬物治療学研究室、 
3）自治医科大学 医学部 神経内科学部門
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西宮機能系基礎医学研究助成基金受賞演題　13：15～14：15

座長：若森 実（東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座 歯科薬理学分野）

A-08 In vivo パッチクランプ法を用いた中枢へのアトピー性皮膚炎による 

痒み情報伝達のメカニズムの解明
○歌 大介1）2）、安東 嗣修1）、井本 敬二2）、古江 秀昌2）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 応用薬理学教室、2）生理学研究所 生体情報伝達系 神経シグナル研究部門

A-09 ラット肺静脈心筋における過分極活性型Cl－チャネルの薬理学的研究
○岡本 洋介、石井 邦明
山形大学 医学部 薬理学講座

A-10 抗酸化アミノ酸を応用した歯周病治療に関する基礎的研究
○南川 元、吉村 善隆、鈴木 邦明
北海道大学大学院 歯学研究科 口腔病態学講座 細胞分子薬理学教室

A-11 Bcl-2関連 athanogene3の神経保護作用
○猪俣 結衣、玉田 さち、高橋 慎太郎、東尾 里英子、手塚 優、三部 篤
岩手医科大学 薬学部 薬剤治療学講座

一般演題　14：25～15：25

座長：町田 拓自（北海道医療大学薬学部 薬理学講座）

A-12 神経成長因子による知覚神経のグルタミン酸受容体機能変化
○益岡 尚由、吉田 純子、工藤 麻希子、今泉 範子、西尾 眞友、石橋 隆治
金沢医科大学 医学部 薬理学

A-13 腸上皮細胞におけるムスカリン受容体を介した TNF-αシグナリングの制御
○宇和田 淳介、Md Rafi qul Isla Khan、矢澤 隆志、Md Tariqul Islam、谷口 隆信
旭川医科大学 生化学講座 細胞制御科学分野

A-14 非アルコール性脂肪肝炎病態進展に対する 

プロスタグランジンD2受容体アンタゴニストの抑制効果
○結城 幸一1）3）、柏木 仁1）3）、今道 力敬1）、粂井 志麻1）3）、成宮 周2）3）、牛首 文隆1）3）

1）旭川医科大学 医学部 薬理学講座、2）京都大学大学院 医学研究科 メディカルイノベーションセンター、 
3）CREST

A-15 精巣におけるプロスタグランジンとステロイドホルモン産生制御
 矢澤 隆志1）、今道 力敬2）、宇和田 淳介1）、○谷口 隆信1）

1）旭川医科大学 生化学講座 細胞制御科学分野、2）旭川医科大学 薬理学講座



― 11 ―

一般演題　15：35～16：50

座長：守屋 孝洋（東北大学大学院薬学研究科 生活習慣病治療薬学分野）

A-16 神経障害性疼痛におけるヒスタミン3型受容体の役割について
○松澤 拓郎1）、Mogilevskaya Maria1）3）、吉川 雄朗1）、中村 正帆2）、谷内 一彦1）

1）東北大学大学院 医学部 医学系研究科 機能薬理学分野、2）東北医科薬科大学 医学部 薬理学教室、 
3）Maastricht University School for Mental Health and Neuroscience

A-17 SSRIの抗不安効果は扁桃体5-HT1Aおよび5-HT2A受容体を介する
○泉 剛、王 冊、大村 優、吉田 隆行、吉岡 充弘
北海道大学 医学研究科 神経薬理学分野

A-18 食餌性リズム形成時のNPYによる摂餌予知行動調節とヒスタミン神経系の関与
○梅原 隼人、樋口 宗史
新潟大学 医学部 薬理学講座

A-19 断続的断眠ストレス負荷誘発性交替行動障害における 

海馬誘導型一酸化窒素合成酵素の関与
○八百板 富紀枝1）、永澤 佑佳1）、土谷 昌広2）、荒井 裕一朗3）、只野 武4）、丹野 孝一1）

1）東北医科薬科大学 薬学部 薬理学教室、2）東北福祉大学、3）東京有明医療大学 保健医療学部、 
4）金沢大学ベンチャービジネスラボラトリー

A-20 癌性疼痛下のモルヒネ報酬効果減弱におけるミクログリアの機能的関与
○前田 武彦、山田 大祐、川原 浩一、池田 崇志、丸山 光、塚本 敬、五十嵐 悠亮、 
中沢 美穂
新潟薬科大学 薬学部 薬効薬理学研究室

表彰式・閉会挨拶　17：00～17：30　　　　部会長：三輪 聡一（北海道大学大学院医学研究科細胞薬理学分野 教授）
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B会場（1F 小講堂）

優秀発表賞候補者演題　9：45～10：30

座長：松本 欣三（富山大学和漢医薬学総合研究所 複合薬物薬理学分野）

B-01 薬物依存形成メカニズムにおける膜貫通タンパク質 TMEM168の関与
○大竹 和弥1）、宮本 嘉明1）2）、傅 柯荃2）、徐 承姫2）、上野 優香1）、齊鹿 絵里子2）、 
村松 慎一3）、宇野 恭介1）2）、新田 淳美1）2）

1）富山大学 薬学部 薬物治療学研究室、2）富山大学大学院 医学薬学研究部 薬物治療学研究室、 
3）自治医科大学 神経内科学講座

B-02 バナジウム有機錯体 VO（OPT）投与による脳虚血耐性誘導
○高畑 伊吹、矢吹 悌、福永 浩司
東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野

B-03 ニューロン新生マーカー・BrdUの脳内分布における拡散型ヌクレオシドトランスポー
ター1の役割の解明
○木村 隼也1）2）、吉田 寛伸1）、竹生田 淳1）、Bastos Gilmara1）2）、鈴木 登紀子1）、 
吉川 雄朗3）、根本 亙4）、中川西 修4）、丹野 孝一4）、谷内 一彦3）、平澤 典保2）、 
守屋 孝洋1）2）

1）東北大学大学院 薬学研究科 細胞情報薬学分野、2）東北大学大学院 薬学研究科 生活習慣病治療薬学分野、 
3）東北大学大学院 医学研究科 機能薬理学分野、4）東北医科薬科大学 薬学部 薬理学教室

優秀発表賞候補者演題　10：45～11：45

座長：谷村 明彦（北海道医療大学歯学部 薬理学分野）

B-04 AKAP5-欠損マウスにおける交感神経の調節
○韓 沖
弘前大学 医学研究科 病態薬理講座

B-05 肺動脈血管平滑筋細胞に発現する内因性のCav1.2はアゼルニジピンにより 

量的修飾を受ける
○那須 史明1）、倉上 和也2）、小原 祐太郎1）、石井 邦明1）

1）山形大学 医学部 薬理学講座、2）山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

B-06 アルツハイマー病治療候補薬 SAK3の心毒性に関する研究
○田原 一樹、篠田 康晴、矢吹 悌、福永 浩司
東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野

B-07 健常人において茶カテキンの単回摂取はナドロールの血中濃度を低下させる
○阿部 理1）、三坂 眞元1）、尾形 浩1）、小野 委成1）、色摩 弥生2）、木村 純子1）

1）福島県立医科大学 薬理学講座、2）福島県立医科大学 医療人育成支援センター
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一般演題　13：15～14：15

座長：佐藤 岳哉（東北大学大学院医学系研究科 分子薬理学分野）

B-08 単離ミトコンドリアにおけるミトコンドリア動的平衡制御分子の発現解析による 

ミトコンドリア形態異常の解明
○野村 亮介1）、久志本 成樹1）、柳澤 輝行2）、佐藤 岳哉3）

1）東北大学病院、2）東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科、 
3）東北大学大学院 医学系研究科 分子薬理学分野

B-09 インフルエンザウイルス感染におけるヒストンリジンメチル化修飾を介した 

転写制御機構の検討
○今井 由美子1）、佐久間 稔惠1）、今井 博貴1）、久場 敬司1）2）、藤原 誠樹1）

1）秋田大学 医学部 情報制御学・実験治療学講座、2）秋田大学 医学部 分子機能学・代謝機能学講座

B-10 ピロカルピンの前投与による唾液腺および脳組織における遺伝子発現変化
○森田 貴雄、根津 顕弘、谷村 明彦
北海道医療大学 歯学部 薬理学分野

B-11 マウスにおいて血中Gpx3mRNAの発現はアセトアミノフェン肝障害の 

感受性因子となる
○菅野 秀一、冨澤 亜也子、蓬田 伸、原 明義
東北医科薬科大学 薬学部 薬物治療学教室

一般演題　14：25～15：25

座長：森田 貴雄（北海道医療大学歯学部 薬理学分野）

B-12 タバコ煙抽出液のCOX活性阻害を介した血小板凝集抑制作用
○柏木 仁1）、結城 幸一1）、今道 力敬1）、小島 史章2）、粂井 志麻1）、成宮 周3）、 
牛首 文隆1）

1）旭川医科大学 医学部 薬理学講座、2）北里大学 医療衛生学部 薬理学講座、 
3）京都大学大学院 医学研究科 メディカルイノベーションセンター

B-13 カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IVと交感神経
○村上 学1）、野崎 修平1）、韓 沖1）、小潟 佳輝1）、瀬谷 和彦1）、米倉 学1）、富田 泰史1）、
大場 貴喜2）、阪上 洋行3）、尾野 恭一2）

1）弘前大学 病態薬理学講座、2）秋田大学 細胞生理学、3）北里大学 解剖学

B-14 Autophagy誘導薬Rapamycinは Azidothymidine誘発 autophagy阻害効果を 

軽減させ細胞生存率を回復させる
○佐藤 岳哉1）、宋 啓超1）、野村 亮介2）、戸田 法子3）、久志本 成樹2）、山内 正憲3）、 
柳澤 輝行1）4）

1）東北大学 医学部 分子薬理学分野、2）東北大学病院 高度救命救急センター、3）東北大学病院 麻酔科、 
4）東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科
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B-15 筋ジストロフィー心筋障害におけるオートファジー不全の意義と 

レスベラトロールによる治療効果
○久野 篤史
札幌医科大学 医学部 薬理学講座

一般演題　15：35～16：50

座長：久野 篤史（札幌医科大学医学部 薬理学講座）

B-16 ドキソルビシン誘導性心筋障害に対する SIRT1の役割解明
○細田 隆介、久野 篤史、瀬堀 理生、堀尾 嘉幸
札幌医科大学 医学部 薬理学講座

B-17 TNF-α誘発性大動脈弁異所性石灰化においてマトリックスGlaタンパク質が 

果たす役割
○古川 賢一1）、于 在強2）、千代谷 真理2）、瀬谷 和彦1）、大徳 和之2）、元村 成1）、 
福田 幾夫2）

1）弘前大学大学院 医学研究科 病態薬理学講座、2）弘前大学大学院 医学研究科 胸部心臓血管外科学講座

B-18 盲腸結紮穿孔誘発性敗血症モデルマウスにおける 

心機能・形態評価とカテコラミン反応性
○酒井 麻里1）2）、鈴木 登紀子1）、冨田 賢吾1）、山下 重幸1）2）、芳村 直樹2）、 
服部 裕一1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座、 
2）富山大学大学院 医学薬学研究部 循環呼吸器総合外科

B-19 健常人において緑茶およびカテキンはフルバスタチンの体内動態に影響しない
○三坂 眞元1）、阿部 理1）、尾形 浩1）、小野 委成1）、色摩 弥生1）2）、木村 純子1）

1）福島県立医科大学 医学部 薬理学講座、2）福島県立医科大学 医学部 医療人育成・支援センター

B-20 人工甘味料の味覚刺激時の脳活動変化と人工甘味料摂取による体重変化
○近藤 ゆき子1）、樋口 さとみ2）、山下 典生2）、佐々木 真理2）、弘瀬 雅教3）、 
平 英一1）

1）岩手医科大学 薬理学講座情報伝達医学分野、2）岩手医科大学 超高磁場MRI診断・病態研究部門、 
3）岩手医科大学 薬学部分子細胞薬理学講座
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C会場（1F 第1会議室）

優秀発表賞候補者演題　9：45～10：30

座長：結城 幸一（旭川医科大学医学部 薬理学講座）

C-01 炎症性疼痛下における各種麻薬性鎮痛薬の鎮痛効果とその耐性形成能
○込山 麻美、溝口 広一、渡辺 千寿子、音羽 亮、櫻田 忍
東北医科薬科大学大学院 薬学研究科 機能形態学教室 

C-02 痛みによる不快情動生成における腹側分界条床核内の一酸化窒素の役割
○菅野 矢耶1）、出山 諭司1）2）、天野 大樹1）、吉岡 充弘3）、金田 勝幸1）2）、南 雅文1）

1）北海道大学大学院 薬学研究院 薬理学研究室、2）金沢大学 医薬保健研究域薬学系 薬理学研究室、 
3）北海道大学大学院 医学研究科 神経薬理学分野

C-03 蝸牛血管条におけるN‒結合型糖鎖の網羅的解析
○野々村 頼子1）2）、任 書晃1）、上塚 学3）、猪原 秀典3）、奥田 修二郎4）、堀井 新2）、 
髙橋 姿2）、長束 俊治5）、日比野 浩1）

1）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 分子生理学分野、 
2）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、 
3）大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
4）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 バイオインフォーマティクス分野、 
5）新潟大学 理学部 生物学科 生化学研究室

優秀発表賞候補者演題　10：45～11：45

座長：今井 由美子（秋田大学大学院医学系研究科 情報制御学・実験治療学講座）

C-04 シクロホスファミド投与によるラット腸管5-HT及びサブスタンス P動態
○高野 夕穂、町田 拓自、志賀 咲紀、飯塚 健治、平藤 雅彦
北海道医療大学 薬学部 薬理学講座

C-05 リボソーム合成制御因子R2TPの口腔扁平上皮癌進展における作用機序の解析
○木口 哲郎1）2）、柿原 嘉人1）、山崎 学3）、永田 昌毅2）、高木 律男2）、佐伯 万騎男1）

1）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 歯科薬理学分野、 
2）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野、 
3）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 口腔病理学分野

C-06 盲腸結紮穿孔誘発性敗血症モデルマウスにおける 

activator protein-1デコイ核酸の有用性
○今泉 貴博、冨田 賢吾、Sailesh Palikhe、斉藤 優奈、川上 正晃、服部 裕一
富山大学 医学薬学教育学部 分子医科薬理学講座

C-07 膵β細胞特異的 Ext1ノックアウトマウスの解析
○松澤 拓郎1）、吉川 雄朗1）、中村 正帆2）、谷内 一彦1）

1）東北大学大学院 医学部 医学系研究科 機能薬理学分野、2）東北医科薬科大学 医学部 薬理学教室
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学術評議員会　12：00～13：00

一般演題　13：15～14：15

座長：高栗 郷（北海道薬科大学 薬理学分野）

C-08 マイクロバイオマシンによる生体内NO測定系の開発
○松本 明郎
千葉大学大学院 医学研究院 薬理学

C-09 Curcumin-induced apoptosis in hepatic stellate cells was modulated by the 

apoptotic growth factors

○小林 裕太1）、He Ya-Jun2）、Kuchta Kenny3）、Lv Xia2）、Lin Yu4）、Ye Guo-Rong2）、
Lin Xu-You2）、Song Hui-Dong2）、Wang Le-Xin2）、Shu Jian-Chang2）

1）島根大学 医学部 基礎看護学講座、2）Guangzhou Red Cross Hospital,  Jinan University、 
3）University of Oldenburg、4）Medical Corporation Soujikai

C-10 膜裏打ちタンパク質4.1Gは骨芽細胞分化を促進する
○斎藤 将樹1）、平野 毬菜1）2）、助川 淳1）2）、佐藤 岳哉1）、柳澤 輝行1）3）

1）東北大学大学院 医学系研究科 分子薬理学分野、2）尚絅学院大学 健康栄養学科、 
3）東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科

C-11 DCEBIOによる筋管細胞肥大作用の解析
○坂本 多穂、田中 翔子
福島県立医科大学 医学部 薬理学講座

一般演題　14：25～15：25

座長：斎藤 将樹（東北大学大学院医学系研究科 分子薬理学分野）

C-12 大腸がん成長におけるWntシグナルアゴニスト SKL2001の 

細胞周期制御を介した調節効果
○大橋 若奈1）、山峯 直樹1）、三澤 広貴1）2）、井村 穣二3）、服部 裕一1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座、 
2）富山大学大学院 医学薬学教育部 和漢診療学講座、3）富山大学大学院 医学薬学研究部 病理診断学講座

C-13 Interluekin-1長時間によるGLUT4トランスロケーションにおける AMPKの関与
○高栗 郷、井上 沙綾、久保 貴司、佐藤 久美
北海道薬科大学 薬理学分野

C-14 トラニラストによるマクロファージにおけるインターロイキン‒33産生に対する影響
○平出 幸子、柳川 芳毅、飯塚 健治
北海道医療大学 薬学部 薬理学講座（病態生理学）
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C-15 骨髄移植後肺合併症におけるレニンアンジオテンシン系の役割
○今井 由美子1）、藤原 誠樹1）、久場 敬司2）、丸藤 雅大1）、高尾 浩之1）

1）秋田大学 医学部 情報制御学・実験治療学講座、2）秋田大学 医学部 分子機能学・代謝機能学講座

一般演題　15：35～16：35

座長：坂本 多穂（福島県立医科大学医学部 薬理学講座）

C-16 新規 IP3測定法　―競合的蛍光リガンド結合アッセイ法―
○谷村 明彦1）、大浦 泰3）、村田 佳織2）、森田 貴雄1）、根津 顕弘1）、周東 智3）

1）北海道医療大学 歯学部 薬理学分野、2）北海道医療大学 歯学部 小児歯科学分野、 
3）北海道大学 薬学部 創薬有機化学教室

C-17 TRPM4と TRPM5チャネルに共通するCa2+感受性を規定する 

細胞内酸性アミノ酸残基の同定
○山口 聡一郎1）、谷本 章2）、乙黒 兼一1）、日比野 浩3）、伊藤 茂男1）

1）北海道大学大学院 獣医学研究科 比較形態機能学講座 薬理学教室、2）北海道大学 獣医学部 薬理学教室、 
3）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 分子生理学分野

C-18 アセチルコリン刺激で惹起される顎下腺全体で同期するCa2+オシレーションと 

その発生機構
○根津 顕弘1）、森田 貴雄1）、永井 健治2）、石井 久淑3）、谷村 明彦1）

1）北海道医療大学 歯学部 薬理学分野、2）大阪大学 産業科学研究所 生体分子機能科学研究分野、 
3）北海道医療大学 歯学部 生理学分野

C-19 亜鉛イオンによる骨芽細胞様細胞MC3T3-E1細胞の過分極応答
○光 夢凱、吉田 卓史、中村 卓史、高橋 かおり、若森 実
東北大学大学院 歯学研究科 口腔生物学講座 歯科薬理学分野



優秀発表賞候補者演題

西宮機能系基礎医学研究助成基金
受賞演題

一 般 演 題
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助　成

公益財団法人 伊藤医薬学術交流財団

協　賛

日本たばこ産業株式会社

科研製薬株式会社

佐藤工業株式会社　秋重 実夫

株式会社 トーショー 札幌支店

株式会社 道央理化産業

楡法律事務所 弁護士　澤田 昌廣

広　告

株式会社 ムトウ

三協ラボサービス株式会社

アクテリオンファーマシューティカルズ
ジャパン株式会社

アステラス製薬株式会社

一般社団法人 日本血液製剤機構

大塚製薬株式会社

株式会社 アミノアップ化学

株式会社 池田理化

株式会社 グライナー・ジャパン

株式会社 島津製作所

株式会社 ヤクルト本社

黒木法律事務所 弁護士　黒木 俊郎

田辺三菱製薬株式会社

日本新薬株式会社

 （敬称略）

第67回日本薬理学会北部会

部会長　三輪 聡一
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