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主 催  日本病態生理学会 
  



 
 

プログラム 
 

 

第１日目 ２０２２年８月２７日(土) 

病態生理 企画シンポジウム 

細見記念講演 

奨励賞候補口演 

学部生・修士課程大学院生セッション 

博士課程大学院生セッション 

一般口演１〜３ 

ビジョナリーシンポジウム 

 

第２日目 ２０２２年８月２８日(日) 

病態生理 教育シンポジウム 

一般口演４～５ 

 

  



 
 

第１日目  Ａ会場  2022 年 8月 27日（土） 
 
9:00～10:15 
病態生理企画シンポジウム『若手研究者が切り拓く病態生理』 
座長  安部 力（岐阜大学） 
 
企画01 「ゲノム編集マウスで明らかにする「イヌ疾患の病態」と「遺伝子・

多型」の因果関係」 
宮脇 慎吾（岐阜大学） 

 
企画02 「腸ホルモンGLP-1の求心性迷走神経・中枢神経を介したインスリ

ン抵抗性改善作用」 
岩﨑 有作、大林 健人（京都府立大学） 

 
 

10:20～11:20 
細見記念講演 
座長  上田 陽一（産業医科大学） 
 

「宇宙でそして地上で快適に暮らすために：前庭系の可塑的変化」 
演者  森田 啓之（東海学院大学） 

 
 

11:25～12:05 
一般口演１『心臓・血管』 
座長  梅村 将就（横浜市立大学） 
 
一般 01 「HL-1 マウス心房筋細胞における自動能機序と早期後脱分極の発生」 

九田 裕一、倉田 康孝、池田 崇之、谷田 守、津元 国親、 
芝本 利重、米倉 秀人（金沢医科大学） 

 
一般 02 「LPS投与後のラット右胃大網動脈内皮依存性過分極反応の性質の 

経時変化」 
高野 博充（名古屋市立大学） 

 
一般 03 「ラットにおけるアナフィラキシー二相性反応の検討」 

芝本 利重、谷田 守、九田 裕一、津元 国親、倉田 康孝 
（金沢医科大学） 



 
 

 
13:00～13:50 
奨励賞候補口演 
座長  田中 潤也（愛媛大学） 
 
奨励 01  「高脂肪負荷による心筋電気的リモデリングに対しω-3多価不飽和

脂肪酸は受容体 FFAR4非依存的に保護作用を発揮する」 
堀井 鴻佑、王 普、堀川 一樹、小野 克重、森島 真幸 
（近畿大学、大分大学、徳島大学） 

 
奨励 02  「ラットの侵害刺激による大腸運動応答の性差に寄与する中枢性メ

カニズムの解明」 
堀井 和広、澤村 友哉、湯木 夏扶、椎名 貴彦、志水 泰武 
（岐阜大学） 

 
奨励 03  「口腔がん細胞遊走における EP4受容体のCa2+シグナルを介した

メカニズムの解明」 
石川 聡一郎、梅村 将就、中鍛治 里奈、永迫 茜、大澤 昂平、 
來生 知、光藤 健司、石川 義弘（横浜市立大学） 

  
 
14:00～14:50 
学部学生・修士課程大学院生セッション 
座長  石川 義弘（横浜市立大学） 
   
学生 01 「妊娠・授乳期のヘスペリジン摂取が母子の免疫機能に及ぼす影響」 

松永 華奈、山本 こはる、堀井 鴻佑、森島 真幸（近畿大学） 
 
学生 02  「Tau 発現ショウジョウバエにおけるMetformin、Pioglitazone の

治療効果の検討」 
坂田 望、大場 柾樹、福井 浩二、三五 一憲、鈴木 マリ 
（東京都医学総合研究所、芝浦工業大学） 

  
学生 03  「いのちを大切にするこころの評価とその形成に関するラットを用

いた研究」 
土居 友美、木上 侑香、田中 潤也（愛媛大学） 

 
 



 
 

学生 04  「ラット視床下部背内側核の活性化は、下行性モノアミン作動性神経
を介して大腸運動を促進する」 
湯木 夏扶、堀井 和広、澤村 友哉、山口 裕嗣、山中 章弘、 
椎名 貴彦、志水 泰武（岐阜大学、名古屋大学） 

 
 
14:55～15:25 
博士課程大学院生セッション 
座長  森島 真幸（近畿大学） 
 
博士 01  「両側卵巣摘出ラットを用いたエストロゲンおよびオキシトシンの

機械的刺激閾値への関与の検討」 
清水 真喜子、上田 陽一（産業医科大学） 

 
博士 02  「化学遺伝学的手法を用いた脳から脊髄へ投射する神経の活動操作

による大腸運動制御メカニズムの解明」 
澤村 友哉、堀井 和広、湯木 夏扶、山口 裕嗣、山中 章弘、 
椎名 貴彦、志水 泰武（岐阜大学、名古屋大学） 

 
 
15:30～16:10 
一般口演２『代謝・体温調節』 
座長  津元 国親（金沢医科大学） 

 
一般 04 「暑熱環境下における運動負荷時の深部体温上昇推定」 

丸山 崇、上田 陽一（産業医科大学） 
 

一般 05  「Cold-inducible RNA-binding protein の冬眠様転写後調節による
mRNA発現動態」 
堀井 有希、高橋 愛佳、椎名 貴彦、志水 泰武（岐阜大学） 
 

一般 06 「視床下部腹内側核のUSP2による血糖値の調節とその仕組み」 
藤本 政毅、橋本 茉由子、今野 幸太郎、戸田 知得、渡辺 雅彦、 
北村 浩（酪農学園大学、大阪大谷大学、北海道大学） 

 
 
 
 



 
 

16:10～16：50 
一般口演３『生体機能調節』 
座長  倉田 康孝（金沢医科大学） 

 
一般 07  「脊髄排便中枢においてα-MSHは 1型メラノコルチン受容体

（MC1R）を介して大腸運動を促進する」 
植田 大海、内藤 清惟、白石 光也、児島 一州、正谷 達謄、 
椎名 貴彦、志水 泰武（総合研究大学院大学、鹿児島大学、 
岐阜大学） 

 
一般 08 「内耳周辺磁気刺激による重心動揺への影響」 

田中 邦彦、杉浦 明弘（岐阜医療科学大学） 
 
一般 09 「低濃度AMP kinase 阻害薬 dorsomorphin は平滑筋収縮を 

促進する」 
渡辺 賢（東京都立大学） 

 
 
17:00～18:00 
ビジョナリーシンポジウム 
座長  橋本 弘史（千葉大学） 
 

「細胞内構成因子の新たな分解経路  
-そのメカニズムと病態生理的意義-」 

演者        藤原 悠紀（国立精神・神経医療研究センター、大阪大学） 
 
 
  



 
 

第２日目  Ａ会場  2022 年 8月 28日（日） 
 
9:00～9:50 
一般口演４『脳・神経』 
座長  和田 圭司（国立精神・神経医療研究センター） 
 
一般 10  「全脳虚血ラット海馬グリア細胞におけるSmadの活性とその役割 

について」 
中島 崇行（大阪公立大学） 

 
一般 11  「株化感覚ニューロンND7/23と株化シュワン細胞 IFRS1の髄鞘形

成共培養系の確立」 
三五 一憲、竹澤 祐貴、高久 静香（東京都医学総合研究所） 

 
一般 12  「高グルコース・外因性ピルビン酸欠乏負荷はネクローシス様のシュ

ワン細胞死を誘導する」 
八子 英司、新見 直子、加藤 文子、高久 静香、加藤 宏一、 
三五 一憲（東京都医学総合研究所） 

 
一般 13 「ラット尾懸垂刺激により視床下部オキシトシンニューロンが 

活性化する」 
橋本 弘史、星合 宗、千葉 友美、美津島 隆、安西 尚彦 
（千葉大学、獨協医科大学） 

 
 
9:50～10:30 
一般口演５『病態モデル』 
座長  藤原 広明（産業医科大学） 

 
一般 14  「豊かな生育環境は前頭葉神経細胞の活動性を抑え、ADHD様行動

を改善する」 
田中 潤也、宇都宮 諒、土居 友美（愛媛大学） 

 
一般 15  「高脂肪食性肥満マウスでのコレシストキニンによる自律神経反射

経路の解析」 
谷田 守、池田 美香子、九田 裕一、津元 国親、芝本 利重、 
倉田 康孝（金沢医科大学） 

  



 
 

 
一般 16 「末梢前庭器刺激による急性肺炎の軽減効果」 

安部 力（岐阜大学） 
 
 
10:30～11:50 
病態生理教育シンポジウム（兼 市民公開講座）『感染症の病態生理』  
座長  椎名 貴彦（岐阜大学） 
 
教育 01 「獣医師の観点からみたコロナウイルスの生態」 

中川 敬介（岐阜大学） 
 
教育 02 「人獣共通感染原虫トキソプラズマによる宿主操作」 

正谷 達謄（岐阜大学） 
 
教育 03 「研究におけるウイルスの利用 ―排便制御メカニズムの解明を 

目指してー」 
内藤 清惟（鹿児島大学） 

 
 
 


