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口頭発表及びシンポジウム 
 

日本ポリアミン研究会 第 15 回(大宮)2000 年 1 月 

・ラット S-アデノシルメチオニン脱炭酸酵素に対する不可逆阻害剤の阻害様式の比較 

和田牧子，村石由里弥，亀井千恵子，田 玉順，白幡 晶 
要旨集 p.15 

 

医用高分子研究会講座 第12回(東京) 2000年３月 

・薬物の皮内動態と経皮吸収型製剤 
 杉林堅次 
 講演要旨集 ｐ.9-12 
 

第 26 回反応と合成の進歩シンポジウム（大阪）2000 年 11 月 

・O-Aryloxime 類と Lewis 酸との反応 

辻 千穂, 宮沢悦子, 坂本武史, 菊川靖雄 

要旨集２  p.26-27 

 

日本薬学会 第120回（岐阜）2000年3月 

・Furobenzothiazepine類の簡易合成 

 （中央医療技術専門学校）小川雅之，藤原直子，山秀清志，田中 昭，山本勝美 

 要旨集２ ｐ.9 

 

・ドナー・アクセプター置換シクロプロパンとアリルシランとの [3+2] 環化反応 

杉田義昭，細谷弘樹，山土井しおり，横江一朗 

要旨集２ p.13 

 

・シクロプロパピラン体の環拡大反応によるオキセピン誘導体の合成 

杉田義昭，木村爾沙，細谷弘樹，山土井しおり，横江一朗 
要旨集２ p. 13 

 

・Ab initioによる2,3-epoxychromoneと求核試薬の反応機構解析 

（東京医歯大生材研）伊藤 茂，（福岡大薬）新矢時寛，（城西大薬）杉田義昭，横江一朗 
要旨集２ p. 14 

 

・N-Aminophthalimide 類と AlCl3との反応における amino 窒素の隣接基効果 

斉藤優子, 坂本武史, 菊川靖雄 

要旨集２ p.30 
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・トリフルオロメチルケトン類の合成と生物活性 

 河瀬雅美、小柳順一、谷 覚、斎藤節生、（明海大・歯）坂上 宏，草間 薫 

 要旨集２ p.133 

 

・プレニルフラバノンの生物活性 

 白瀧義明，谷覺，（明治薬大）本橋登 

要旨集２ p.140 

 

・チロシナーゼ阻害活性を有するアリールフェノール類の合成 

（実正）佐久間克也，（城西大薬）山本勝美，杉田義昭，木村爾沙，横江一朗 

要旨集２ p. 165 

 

・ｐ-フェニレンジアミン誘導体の合成 

 尾崎 裕、渡部享子、金 相元 

要旨集２ p.166 

 

・ビオチン標識ポリアミンの組織トランスグルタミナーゼに対する基質性 

藤原栄一，石川智己，和田牧子，白幡 晶 

要旨集３ p.47 

 

・培養ラット胃粘膜上皮細胞の粘液生合成に関する基礎的研究 

小林 丈人，須永 克佳，田中 享，谷 覺 

要旨集３ p.18 

 

・ヒト血清ドリコールと各種臨床検査値との相関性およびその局在性について 

 清田憲吾，塩田泰生，（東京逓信病院）小林照明，加野 象次郎，内野克喜，（城西大・薬） 

橋本フミ惠， 林 秀徳 

 要旨集３ p.34 

 

・ラット S-アデノシルメチオニン脱炭酸酵素の MALDI-TOF-MS による一次構造の解析 

和田牧子，田 玉順，村石由里弥，亀井千恵子，白幡 晶 

要旨集３  p.47 

 

・ビチオン標識ポリアミンの組織トランスグルタミナーゼに対する基質性 

 藤原栄一，石川智己，和田牧子，白幡 晶 

要旨集３  p.47 
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・ザイモサン刺激に対するフラボノイド及びバナジン酸の作用 

 桑江豊保 

 要旨集３ p.62 

 

・N,N'-ビス（2-アミノピリジルエチル）エチレンジアミンによるマロンジアルデヒドのHPLC分析 

若林弘樹，新津 勝，鮫島啓二郎 

要旨集３ P.85 

 

・ポリアミン分析に適用可能な分子サイズの小さな蛍光誘導体化試薬について 

渡邊彰子，青木貴裕，新津 勝，鮫島啓二郎 

要旨集３ P.97 

 

・Bacillus brevis の Edeine の生合成研究：Spermidine 合成経路の関与 

(共立薬大)下遠野久美子，(共立薬大)遠藤豊成，和田牧子，白幡 晶 

要旨集３  p.106 

 

・ウサギ摘出耳介灌流法を用いたフルルビプロフェン皮膚適用後の血管内移行性の評価 

佐藤武志，関 俊暢，從二和彦 

要旨集 3 P. 118 

 

・ヘリセンをプローブとするベシクルによるキラル識別 

 小堀裕紀，中川弘子，山田紘一 

 要旨集３ p.129  

 

・らせん構造と不斉炭素を持つアミノ酸誘導体のＢＳＡによるキラル識別 

 友利美智瑠，中川弘子，山田紘一 

 要旨集３ p.132  

 

・らせんをもつ両親媒性分子のミセル中キラルプローブとしての挙動 

 西村ありさ，中川弘子，山田紘一 

 要旨集３ p.136  

 

・一硝酸イソソルビドのＰＫ－ＰＤ相関と耐性の評価 

 佐藤公洋，長谷川哲也，杉林堅次 

要旨集４ p.14 
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・パップ剤の放出試験法の検討 

杉本 通，沼尻幸彦，夏目秀視，小林大介，荻原政彦，森本雍憲 

要旨集４ p.27 

 

・安定同位体によるポリアミントレーサー実験法の開発 

 原 健，佐々木ひとみ，新津 勝，鮫島啓二郎 

要旨集４ p.32 

 

・薬物の乳汁移行量の予測に関する予備的検討 

洪永姫，千葉健史，沼尻幸彦，小林大介，森本雍憲，（埼玉医科大学・総合医療センター・薬剤部）

山﨑多加子，木村昌行 

要旨集４ p.39 

 

・二次元及び三次元電場解析によるElectroporation薬物皮膚透過促進効果の評価 
 吉田 牧，渡邉哲也，長谷川哲也，杉林堅次 

要旨集４ p.53 

 
・皮内、皮下、筋肉内投与後の薬物の組織滞留性に関する研究（１） 

サリチル酸の皮膚及び筋肉内動態 
 吉田大介，長谷川哲也，杉林堅次 

要旨集４ p.54 

 

・皮内、皮下、筋肉内投与後の薬物の組織滞留性に関する研究（２） 
皮下注射したメトトレキサートの投与部位動態に及ぼすリポソーム併用の効果 
渋谷清香，長谷川哲也，鈴木則男，菊池 寛，杉林堅次 
要旨集４ ｐ.54 

 
・Skin disposition of cyclosporin A after application in NC/Nga mice with atopic  

dermatitis 
 Mayuko Ito, Han Hui Lan, Testuya Hasegawa, Kenji Sugibayashi 

要旨集４ p.54 

 
・放出制御膜を有したジヒドロエトルフィン含有テープ剤の調製と皮膚透過挙動に関する検討 

杉山洋平，大森悟史，河瀬雅美，齋藤節生，森本雍憲 

要旨集４ p.55 
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・高速気体を利用した Vaccine 含有 microparticle の経皮的投与の可能性 

内田昌希，夏目秀視，小林大介，森本雍憲 

要旨集４ p.56 

 

・Poly-L-arginine による水溶性高分子物質の経鼻吸収促進機構に関する検討 VI～In vitro におけ

る透過促進経路と鼻粘膜表面微細構造の視覚的評価～ 

大竹一男，夏目秀視，森本雍憲 
要旨集４ p.57 

 

・ジェットインジェクター前処理皮膚を介した薬物の経皮吸収の熱応答性ハイドロゲルを用いた 
on-off制御法の検討 
増岡朋子，長谷川哲也，小林大介，杉林堅次，井上直子，木村昌行 
要旨集４ p.88 

 

・多剤併用時にみられる重大な副作用重複をどのように考えるか？ 

渡辺 直，小林大介，森本雍憲，（獨協医科大学越谷病院・薬剤部）杉山一覚，大嶋 繁， 
建部 守，（埼玉メディコム）根本克也，後藤憲一 
要旨集４ p.103 

 

・電気分解によって得た超アルカリイオン水の医用応用研究 
 平野 享，伊藤修司，長谷川哲也，杉林堅次 

要旨集４ p.112 
 

・手術目的で入院した眼科患者の薬に関する理解度の調査と課題 

薗田有加，小林大介，森本雍憲，（日本通運健康保険組合東京病院・薬剤部）渡辺純江， 
金田健司，西原カズヨ，（日本通運健康保険組合東京病院・眼科）藤田浩司，中西堯朗 
要旨集４ p.116 

 

・医薬品市販後に追加される重大な副作用の現状と服薬指導の在り方 

佐次田優子，小林大介，森本雍憲 
要旨集４ p.116 

 

・呼吸器･心疾患患者におけるβ２ 受容体遺伝子の多型頻度 

小川政彦，寺嶋淑江，駒田富佐夫，齋藤侑也 
（日本大学医学部附属板橋病院）鏑木盛雄，和泉 徹 
要旨集４ p.125 
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・ポリソルベート 80 添加によるポリ塩化ビニル製輸液セットからのジエチルヘキシルフタレート溶

出機構の検討 

浅川浩樹，（山梨医大病院薬）村松恵美，（山梨医大病院薬）鈴木正彦，（新潟薬大）田中睦子，（新

潟薬大）河野健治，関 俊暢，從二和彦，（山梨医大病院薬）花輪剛久，（山梨医大病院薬）中島新

一郎 
要旨集 4 P.135 

 

・アセトアルヒデドのヒスタミンに対する反応性 
 大谷武司 
 要旨集４ p.147 
 

・性ホルモンによるペルフルオロオクタン酸の尿中排泄調節機構 

片倉賢紀，工藤なをみ，川嶋洋一 
要旨集４ p.171 

 

・ペルフルオロカルボン酸による stearoyl-CoA 不飽和化酵素誘導とリン脂質アシル基組成への影響 

内藤佳奈，藤兼裕子，工藤なをみ，川嶋洋一 
 要旨集４ p.171 

 

・クロフィブリン酸による stearoyl-CoA 不飽和化酵素誘導と食餌性脂肪酸との関連性の検討 

藤兼裕子，内藤佳奈，工藤なをみ，川嶋洋一 
要旨集４ p.172 

 

・長鎖フッ素化脂肪酸の排泄促進の検討 

野城理絵，工藤なをみ，川嶋洋一 
要旨集４ p.171 

 

・ペルフルオロデカン酸による肝脂肪蓄積機構の解析 

工藤なをみ，中川和也，川嶋洋一 
要旨集４ p.171 

 

Millennial World Congress of Pharmaceutical Sciences, San Francisco, 2000年4月 
・Electroporation/iontophoretic transdermal therapeutic system acting with biofeedback 

  control 

 K. Sugibayashi 

 Abstracts p.6 
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・Drug disposition in skin and muscle following i.c., s.c. and i.m. injection(2):Effect of 

liposomes on the methotrexate disposition following s.c. injection 

 T. Hasegawa, S. Shibuya,  D. Yoshida,  N. Suzuki,  H. Kikuchi,  K. Sugibayashi 

Abstracts p.60 

 

・Evaluation of PK/PD relation to estimate of tolerance of isosorbide-5-mononitrate 

 K. Sato,  T. Hasegawa,  K. Sugibayashi 

Abstracts p.162 

 

日本細菌学会総会 第73回（札幌） 2000年５月 
・腸炎ビブリオOUT菌株のO抗原リポ多糖（LPS）糖鎖の構造解析 
橋井則貴，近藤誠一，井口毅裕，(京都大学東南アジア研究センター)西渕光昭，久恒和仁 

日本細菌学雑誌 55（２）P. 328 (2000) 
 
・O抗原リポ多糖を用いるV b o cholerae O139及び関連細菌の血清学的交叉反応原性の解析 i ri

伊藤康弘，近藤誠一，井口毅裕、（国立感染症研究所）島田俊雄、久恒和仁 
日本細菌学雑誌 55（２）P. 328 (2000) 

 

埼玉医療薬学懇話会 第 11 回（埼玉）2000 年 5 月 

・薬物によるチトクローム P450 の誘導に関する研究 

臼井達洋，山下守弘，駒田富佐夫，齋藤侑也 
 
シンポジウム「モレキュラー・キラリティー2000」（東京）2000 年６月 

・ラセミ化の速いヘリセン構造を有する両親媒性分子－ミセル中キラルプローブとしての役割－ 

 西村ありさ，中川弘子，山田紘一 
 要旨集３ p.207  

 
・ホスファチジルコリン二分子膜のキラリティー認識－[5]チアヘテロヘリセンをプローブとする検

討－ 

 小堀裕紀，中川弘子，山田紘一 
 要旨集３ p.65 

 

日本医薬品情報学研究会 第 3 回（千葉）2000 年 7 月 

・調剤支援用シロップ剤およびドライシロップ剤データベースの構築とその試用 

長谷川健一，相澤夕紀，駒田富佐夫，齋藤侑也（薬局わかば）磯崎貞夫，（東京逓信病院）大谷道

輝，假家悟，内野克喜 
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・薬物の乳汁移行量の予測に関する予備的検討 

（坂戸中央病院・薬局）洪 永姫，涛川亮二，（埼玉医科大学・総合医療センター・薬剤部）山﨑

多加子，木村昌行，千葉健史，沼尻幸彦，小林大介，森本雍憲 

 

毒素シンポジウム 第47回（倉敷）2000年７月 

・Vib io cho erae O139と血清学的交叉反応原性を示す細菌のO抗原リポ多糖に関する研究 r l
伊藤康弘，近藤誠一，井口毅裕，久恒和仁 
毒素シンポジウム予稿集 P.188-193(2000) 

 
日本 DDS 学会 第 16 回（秋田）2000 年７月 

・ワクチン含有 microspheres の高速気体を利用した経皮的投与による免疫応答性 

内田昌希，夏目秀視，小林大介，森本雍憲 
要旨集 p.254 

 

・三次元電場解析およびパルス解析による Electroporation 薬物皮膚透過促進効果の評価 

 吉田 牧，長谷川哲也，杉林堅次 
 Drug Delivery System, 15(4), 354(2000) 

 

International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials 第 27 回 Paris 

2000 年７月 

・In Vivo Enhancing Effect of Poly-L-arginine on the Nasal Absorption of FITC-Dextran in Rats: 

"Pulse-Chase" and "Repeated" Studies 

Hideshi Natsume, Kazuo Ohtake, Daisuke Kobayashi and Yasunori Morimoto 

要旨集 #7216 

 

・The Effect of Poly-L-arginine on the Permeation Route of FITC-Dextran in Rabbit Nasal 

Epitherium 

Kazuo Ohtake, Hideshi Natsume and Yasunori Morimoto 

要旨集 #7217 

 

IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry 第 15 回（Sweden） 2000 年７月 

・Chiral Discrimination in the Reactions of BSA with Z-Amino Acido Having Labile 

  Heterohelicene  

Koh-ichi Yamada （山田紘一），Michiru Tomori（友利美智瑠），Hiroko Nakagawa（中川弘子） 

 Program and Abstracts p.104  
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France/Japan symposium on drug delivery systems 第４回 Bordeaux,France 2000 年７月 

・Analysis of drug disposition in skin after topical application in agar gel-inserted rats  

 K. Sugibayashi 

 Abstracts Book 

 

分析化学東京シンポジウム  第４回 （千葉）2000年8月 

・顕微レ-ザ-ラマン分光法によるラット骨アパタイト試料の測定 
（明海大）田村典洋，伊藤久昭，（明海大）筧 光夫，（明海大）奥津金光，（明海大）久米川正好，

（堀場 G・愛宕物産）横山正昭 

p.92 

 

・アルデヒドの蛍光検出試薬の開発 
滝口秀之，若林弘樹、大谷武司，新津 勝，鮫島啓二郎 
要旨集３ P.126 

 

日本病院薬剤師会関東ブロック学術大会 第 30 回（東京）2000 年 8 月 

・EBM に基づいた薬物療法の検証 part1 整形外科領域 

原田裕美，齋藤節生，駒田富佐夫（三井記念病院）青木一夫，藤江貞子，鈴木和明，神田 進 

p.146 

 

20th Int. Carbohydr. Symp. Hamburg, Germany 2000年8月 

・Copper(Ⅱ)binding onto various pyranoid and furanoid sugars in aqueous solutions as  

revealed by electron-spin resonace (ESR) techniques. 

 Masaaki Ohara,  Hitimi Sasaki 

要旨集 ｐ.52 

 

日本生薬学会 第47回（東京）2000年9月 
・Gnetum parvifolium の成分（その１） 

（岐阜県保環研）田中俊幸，イリアイブラヒム アブバカー、伊藤哲朗，井戸好美，中屋謙一，飯沼

宗和，（富山県立大）松浦信康，生方信，（城西大薬）白瀧義明，（東大院植物園）邑田仁，下園文雄，

平井一則 

要旨集 p.185 
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The International Symposium on Chirality 第 12 回（France) 2000 年９月 

・Chiral Alteration of Racemic Heterohelicene by Charge Transfer Interaction in SDS Micelles 

 Hiroko Nakagawa （中川弘子），Yuuki Kobori（小堀裕紀），Arisa Nishimura （西村ありさ）， 

Koh-ichi Yamada （山田紘一） 

 Program-Book of Abstracts F-14 

 
XXth International Conference on Polyphenols Freising-Weihenstephan (Germany) 
2000年9月 

・Biological activity of kiwifruit extracts 

Shirataki Y., (Meiji Pharmaceutical University) Motohashi N., (Meikai University)  

Sakagami H., (Showa University) Satoh K., (Kagoshima University) Nakashima, H.,  

Tani S., Kawase M., Saito S., Kurihara T., (Albert Szent-Gyorgyi Medical  

University)Wolfard K. and Molnar J. 

要旨集  p. 525-526 

 
・Biological activity of kiwifruit peel extracts 

(Meiji Pharmaceutical University) Motohashi N., Shirataki Y., Kawase M., Tani S.,  

(Meikai University) Sakagami H.,(Showa University) Satoh K., Kurihara T., Saito S., 

(Kagoshima University) Nakashima, H., (Albert Szent-Gyorgyi Medical University)  

Wolfard K. and Molnar J. 

要旨集  p. 527-528 

 

腸炎ビブリオシンポジウム 第34回（泉佐野市）2000年10月 

・O抗原リポ多糖（LPS）を用いたVibrio cholerae O139(Bengal),O22,O155,Aeromonas trota及びVibrio 

mimicus間の血清学的交叉反応原性の免疫化学的解析 

久恒和仁，伊藤康弘，井口毅裕，近藤誠一，（国立感染症研究所）島田俊雄 

 
・Vibrio cholerae O1およびO139の両rugose株の培養遠心上清より分離した多糖画分の研究 

久恒和仁，井口毅裕，橋井則貴，近藤誠一，（九州大学医学部）水之江義充，（九州大学医学部） 
吉田真一 

 
フォーラム 2000 環境トキシコロジー：衛生薬学（東京）2000 年 10 月 

・消化管におけるフッ素化脂肪酸の吸収機構 

工藤なをみ，野城理絵，大森耕太郎，川嶋洋一 
要旨集 ｐ241 
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口頭発表及びシンポジウム 
 

日本薬物動態学会 第 15 回（福岡）2000 年 10 月 

・ヒト肝培養細胞における薬物による CYP3A4, 3A5 および 3A7 の誘導に関する研究 

臼井達洋，山下守弘，駒田富佐夫，齋藤侑也 
p.173 

 
・家兎摘出粘膜を介したイオントフォレシス薬物透過促進に関する基礎的検討 

上田秀雄，（南カリフォルニア大学・薬学部）Vincent H.L. Lee 

要旨集 ｐS226 

 

・Electroporationによる安息香酸の皮膚透過促進効果に及ぼす電極位置の影響 

 吉田 牧，森 健二，渡邉哲也，長谷川哲也，杉林堅次 
薬物動態学，15（Supplement）, 232 (2000). 

 

・ウサギ摘出耳介単回灌流法を用いたフルルビプロフェン皮膚適用後の組織滞留性の評価 

佐藤武志，斉藤登代治，関 俊暢，從二和彦 

薬物動態学，15（Supplement） 233 

 

・ＬＳＥ－highを用いた薬物の皮膚透過性評価：ヒト及びヘアレスラット皮膚透過性との比較 

 渡邉哲也，長谷川哲也，高橋秀和，石橋卓也，杉林堅次 

 薬物動態学，15(Supplement),233(2000) 

 
・一硝酸イソソルビドのＰＫ－ＰＤ相関と耐性の評価２ 

 佐藤公洋，長谷川哲也，杉林堅次 

薬物動態学，15(Supplement),250(2000) 

 

日本病院薬学会年会 第 10 回（京都）2000 年 10 月 

・散剤の混合度に及ぼす混和条件の定量的解析(5)倍散調整時の混合度に及ぼす混和方法の影響 

川端春乃，駒田富佐夫（東京大学附属病院）鎌田志乃ぶ，横山由紀，中村均，伊賀立二（東京逓信

病院）関口寛子，大谷道輝，假家悟，内野克喜 
p.155 

 

埼玉医療薬学懇話会学術研究講演会 第12回（坂戸）2000年11月 
・ＮＳＡＩＤ含有皮膚適用製剤からの薬物局送達は可能か？ 

長谷川哲也，伊藤修司，川染麻子，杉林堅次、 
要旨集 ｐ.４ 
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口頭発表及びシンポジウム 

埼玉医療薬学懇話会 第 12 回 学術研究講演会 2000 年 11 月 

・クエン酸フェンタニールの LC/MS/MS 装置を用いた定量とラットにおける体内動態 

（多摩ファーマシー）坂井 祐紀子，関 俊暢，從二和彦，森本雍憲 
要旨集 P. 5 

 
・クエン酸フェンタニールの LC/MS/MS 装置を用いた定量とラットにおける体内動態 

（多摩ファーマシー）坂井祐紀子，関 俊暢，從二和彦，森本雍憲 

 

イオンクロマトグラフィー討論会（第17回）（板橋区立文化会館）2000年11月 

・イオンクロマトグラフィ-による陰イオン分析-リン酸イオンおよびピロリン酸イオンについて 
伊藤久昭 
p.46～47 

 

第42回天然有機化合物討論会（沖縄）2000年11月 
・フタバガキ科植物のスチルベンオリゴマーの構造と生物活性 

（岐阜県保環研）田中俊幸，伊藤哲朗，中屋謙一，飯沼宗和，（微化研）高橋良和，長縄博，（ノース

カロライナ大）大山雅義、中西由香，Bastow K. F.，Lee K.-H.，（富山県立大）松浦信康，生方信，

（城西大薬）白瀧義明 

要旨集  p. 493-497 

 
U.S.-Japan Joint Conference on Cholera and Other Bacterial Enteric Infections, 36th  

(Osaka)(2000) 

・Immunochemical studies on serological cross-reactivity among Vibrio cholerae O139,  O22, 

O155, Aeromonas trota and Vibrio mimicus by using their O-antigeniclip 

opolysaccharides (LPS). 

Kazuhito Hisatsune, Yasuhiro Ito, Tekehiro Iguchi, Seiichi Kondo and（国立感染症研究所）

Toshio Shimada. 

 
生体膜と薬物の相互作用シンポジウム 第 22 回 2000 年 11 月 

・結膜 purinergic receptor による Cl－イオン分泌制御 

上田秀雄、（東北大学・薬学部）細谷健一，（南カリフォルニア大学・医学部）Kwang-Jin Kim、（南

カリフォルニア大学・薬学部）Vincent H.L. Lee 

要旨集 ｐ61－64 

 

・水溶性高分子の鼻粘膜透過に対する poly-L-arginine の促進効果の解析 

大竹一男，夏目秀視，森本雍憲 
要旨集 ｐ317－320 
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口頭発表及びシンポジウム 
 

日本実験動物代替法学会大会 第14回（市川）2000年11月 

・薬物皮膚透過性への経皮吸収促進効果の影響：ＬＳＥ－highとラット皮膚との比較 

渡邉哲也，長谷川哲也，高橋秀和，石橋卓也，杉林堅次 

要旨集 ｐ.138-139 
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