
第34回サイトプロテクション研究会プログラム

10:00^v 10:05 開会の挨拶 当番世話人 :樋口 和秀

10:05- 10:35
萌芽的研究 I

萌芽 1～ 2
座長 中村 正彦

10:35-ll :05
萌芽的研究 II

萌芽 3～ 4
座長 :峯 徹哉

11 :05^v ll :55
特別講演

書
地 哲男

座長 :竹内 孝治

11 :55- 12: 15 休 憩

12: 15- 12:45

12:45- 13: 15

ランチョンセミナー

仲瀬 裕志

加藤 元嗣

座長 :樋口 和秀

共催 :エーザイ株式会社

13: 15- 13:30 総 会

13:30-14:00
萌芽的研究Ⅲ

萌芽 5～ 6
座長 :安藤 朗

14:00- 14:45
一般演題 ]

一般 1～ 3
座長 :鈴木 秀和

14:45-15:15
一般演題 II

一般 4～ 5
座長 :Usama Adelaal

15: 15^v 16:00
一般演題Ⅲ

一般 6～ 8
座長 :内藤 裕二

16:00^v 16:45
一般演題Ⅳ

一般 9～ 11
座長 :井上 正康

16:45- 16:50 表彰式 代表世話人 :吉川 敏一

16:50^v 16:55 閉会の辞 当番世話人 :樋口 和秀



第34回サイ トプロテクション研究会プログラム

2015年 3月 H日 (金)10:00～ 16:55 メルパルク京都

開会の辞       10:00～ 10:05        当番世話人 :樋 口和秀

萌芽的研究 1     10:05～ 10:35

座長 :中村正彦 (北里大学薬学部病態解析学)

萌芽 1  がん特異的活性酸素による光線力学的治療効果の誘導

○伊藤 紘 1、 田村磨聖 l、 長野由美子 l、 犬童寛子 2、 馬嶋秀行 2、

松井裕史 1

(1筑波大学消化器内科、2鹿児島大学医歯学総合研究科)

萌芽 2  オートファジー欠損下でのインドメタシン起因性小腸粘膜傷害と酸化

ストレスの検討

○原田 智 I、 中川孝俊 2、 江戸川祥子 1、 井上拓也 l、 楢林 賢 1、

竹内利寿 l、 朝日通雄 2、 樋口和秀 1

(1大阪医科大学第二内科、2大阪医科大学薬理学)

萌芽的研究I1     10:35～ H:05
座長 :峯 徹哉 (東海大学医学部内科学系消化器内科学)

萌芽 3  胃粘膜保護薬 Rebamipideは Aktの リン酸化を介して、腸管 goblet

cellのムチン分泌を九進させる

〇小野澤由里子、半田 修、陶山遥介、間嶋 淳、秦 けい、

東村泰希、水島かつら、岡山哲也、吉田直久、鎌田和浩、堅田和弘、

内山和彦、石川 岡1、 高本智久、小西英幸、内藤裕二、伊藤義人

(京都府立医科大学 消化器内科)



萌芽4  鳳 刀ぁガ菌体由来因子 (NapA)の遺伝子変異とディスペプシア症状

の関連

○柏崎有紀、津川 仁、森 英毅、松崎潤太郎、西澤俊宏、正岡建洋、

金井隆典、末松 誠、鈴木秀和

(慶應義塾大学医学部内科学 (消化器)、 医化学、

医学教育統轄センター)

特別講演       H:05～ H:55
座長 :竹内孝治 (京都薬科大学・病態薬科学系・薬物治療学分野)

「プロスタグランディン物語」

荒川哲男 先生 (大阪市立大学医学部学部長・

大学院医学研究科長・消化器内科学教授)

休憩         H:55～ 12:15

ランチョンセミナー  12:15～ 13:15

座長 :樋口和秀 (大阪医科大学 。第二内科)

講演 l 「消化管上皮再生におけるヘパラン硫酸の重要性」

仲瀬裕志 先生 (札幌医科大学医学部

消化器・免疫・リウマチ内科 教授)

講演 2 「薬物起因性消化管出血の対策」

加藤元嗣 先生 (北海道大学病院 光学医療診療部 教授)

共催 :エ ーザイ株式会社

総会         13:15～ 13:30



萌芽的研究Ⅲ     13:30～ 14:00

座長 :安藤 朗 (滋賀医科大学・消化器内科)

萌芽 5  コルヒチンの NLRP3イ ンフラマソーム活性化抑制を介した NSAIDs
起因性小腸傷害への予防効果

○大谷恒史、渡辺俊雄、島田 直、武田翔伍、鋳谷成弘、東森 啓、

灘谷祐二、谷川徹也、富永和作、藤原靖弘、荒川哲男

(大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

萌芽 6  小腸上皮細胞間隙の透過性克進に対する水溶性食物繊維の保護作用

○間嶋 淳、半田 修、内藤裕二

(京都府立医科大学 消化器内科)

一般演題 1      14:00～ 14:45

座長 :鈴木秀和 (慶應義塾大学医学教育統轄センター)

一般 1  胃食道逆流症における上皮細胞内IL-33の役割

○大島忠之、単 晶、ウ リピン、清 裕生、福井広一、渡 二郎、

三輪洋人

(兵庫医科大学 内科学 消化管科)

一般 2  自然免疫応答におけるグルココルチコイド‐ミトコンドリアネットワー

クの役割

○笠原恵美子 l、 関山敦生 1、 岡村春樹 2、 井上正康 3

(1大阪大学大学院薬学研究科 先制心身医薬学寄附講座、
2兵庫医科大学腫瘍免疫制御学、3健康科学研究所)

一般 3  5-フ ルオロウラシル誘起腸炎に対するラフチジンの知覚神経を介した

効果

○佐野達志 1,2、 辻あかり1、 野村元樹 l、 春山由妃 1、 松本健次郎 l、

天ヶ瀬紀久子 l、 樋口和秀 2、 加藤伸-1
(1京都薬科大学・病態薬科学系・薬物治療学分野、
2大阪医科大学第 2内科)



一般演題Ⅱ      14:45～ 15:15

座長 :Usama Adelaal(ソ ハグ大学 内科、

大阪医科大学 第二内科)

―般 4   Chemoprevention and attuvant Chemotherapy for gastric

cancer by naturally occurring isothiocyanates

OAnders ②verbyl,2,Hanne―Line Rabbenl,Tetsunlrni Takahashi2,

Chun― Mei Zhaol,Hidenori R/1atsui2,A/1asahiko Nakamura2,

Duan Chenl

(l Department of Cancer Research and Molecular Medicine,

The Nonvegian l」 niversity of Science and Technology,

N-7034 Trondheiln,Norway
2 center for Clinical Pharrnacy and Clinical Sciences,School

of Pharmaceutical Sciences,Kitasato l」 niversity,108-8641

Tokyo,」 apan)

一̂1段 5   Parietal cell death and role of autophagy in NSAIDs induced

gastric ulceration

OSahar Gebrill,2,Yuko ltol,Kentaro Maemural,

Usama Adelaa13,Eman Abu― Dief2,Yoshinori Otsukil,

Kazuhide Higuchi4

(l Depto Anat.Cell Blol,Osaka Medical College,Takatsuki,

」apan
2 Dept.Histol.,Med。

,Sohag l」 ni.,Sohag,Egypt
3 Dept.Int,Med.,Sohag Uni.Hospital,Sohag,Egypt

4 2nd Dept.IntoMed.Osaka Medical College,Takatsuki,」 apan)

一般演題Ⅲ      15:15～ 16:00

座長 :内藤裕二 (京都府立医科大学大学院

医学研究科消化器内科学)

一般 6  デキストラン硫酸ナトリウム (DSS)誘発腸炎マウスモデルにおける

高吸収クルクミン製剤の効果の検討

○大野将司、西田淳史、藤井 誠、森田幸弘、神田暁博、今枝広丞、

安藤 朗

(滋賀医科大学消化器内科)



一般 7  イヌにおけるNSAIDsによる小腸損傷の発症に及ぼす食物繊維の影響

○佐藤 宏 I、 近藤隆太 2、 伊高鈴江 2、 篠田知江 2、 石神圭子 2、

塩谷沙知子 2、
篠部義信 2

(1同志社女子大学・薬学部・病態生理学、
2′鳥取大学・農学部・獣医薬理学)

一般 8  炎症関連マウス大腸発癌モデルにおける 0-GlcNAc修飾の役割につい

て

○平田好正 1、
柿本一城 l、 井上拓也 l、 江戸川祥子 1、 岡田俊彦 1、

竹内利寿 l、 中川孝俊 2、 朝日通雄 2、 樋口和秀 l

(1大阪医科大学 第二内科、 2大
阪医科大学 薬理学)

一般演題Ⅳ      16:00～ 16:45

座長 :井上正康 (健康科学研究所 )

一̂般 9   Loss of Cygb accelerates liver fibrosis and cancer

development despite ofits etiology

OLe Thi Thanh Thuyl,Tuong Thi Van Thuyl,
Yoshinari Matsumotol,Hoang Hail,Katsutoshi Yoshizato 2

and Norifurni Kawadal

(l Departrnent of Hepatology,Graduate School of Medicine,

Osaka City University,Osaka,」 apan
2Acadernic Advisor's office,PhoenixBlo Co.,Ltd,Hiroshilna,

」apan)

一般10  ラット肝動脈の虚血再還流後に認められる一過性血流上昇現象の検討

○赤星径-1、 工藤 篤 1、 伊藤浩光 l、 松村 聡 l、 光法雄介 l、

藍原有弘 I、 伴 大輔 l、 落合高徳 l、 田中真二 2、 田邊 稔 1

(1東京医科歯科大学 肝胆膵外科、
2東京医科歯科大学 分子腫瘍医学分野)

一般H  O―linked‐ b‐ N―accetylglucosaIIune修 飾 と肝細胞癌の関連について

○西川知宏、朝井 章、福西新弥、津田泰宏、樋口和秀

(大阪医科大学 第二内科)

表彰式        16:45～ 16:50        代表世話人 :吉川敏一

閉会の辞       16:50～ 16:55        当番世話人 :樋回和秀

10


