
企画総務部

○Study on Environmental Factors Affecting the Periodicity of Prevalence of Infectious Diseases in Children
 

Shinsaku HASEGAWA,Masashi INOUE and Akihiko SUYAMA

MEDINFO 2004,September 2004,San Francisco,USA

Information Media Center,Tottori University, Radiation Effects Research Foundation

○感染症発生動向調査システムの更新に向けた地方感染症情報センターからの要望について

中野道晴

平成16年度地研全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2004年10月，福島

○「すこやか北海道21」推進事業を支援する健康調査

中野道晴，桂 英二，本間 寛，千葉昌樹 ，立花八寿子 ，佐々木敏 ，原美智子

第63回日本公衆衛生学会，2004年10月，松江

北海道保健福祉部地域保健課， (独)国立健康・栄養研究所， 天使大学看護栄養学部

○都道府県別：小児感染症流行の趨勢と周期特性―時系列解析，1981-2003年―

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第63回日本公衆衛生学会，2004年10月，松江

鳥取大学メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○小児感染症：時系列解析プログラムとデータの即時双方向利用―感染症発生動向調査，47都道府県別，1981-2003年―

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第１回情報プロフェッショナルシンポジウム，2004年10月，東京

鳥取大学メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○地域におけるウイルス感染症流行の把握

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

鳥取大学メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○地域における小児感染症流行の把握―感染症発生動向調査／全都道府県別・保健所別，1981-2003年―

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第15回日本疫学会学術総会，2005年１月，大津

鳥取大学メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○(新）感染症発生動向調査システム（患者情報）への要望

中野道晴

平成16年度公衆衛生情報研究協議会，2005年２月，和光

健康科学部

○ラットの免疫応答における亜鉛とたんぱく質摂取のおよぼす影響について

斉藤明子，中山憲司，原 博 ，矢野昭起

第58回日本栄養・食糧学会大会，2004年５月，仙台

北海道大学大学院農学研究科

○北海道における３歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング―ラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプ

ラスミン濃度自動分析法のスクリーニング導入―

中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂 英二，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，本間 寛，窪田 満 ，小林
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邦彦 ，藤枝憲二 ，遠藤満智子 ，松本憲則 ，神崎節夫 ，伊丹 均 ，大竹明彦 ，池上 潔 ，敦賀靖朗 ，青木継

稔

第８回ウィルソン病研究会，2004年５月，東京

北海道大学医学部， 旭川医科大学医学部， 函館五稜郭病院， 帯広協会病院， ㈱ナスカ， DADE Behring社， 東邦大学医学部

○3歳児健診を利用したWilson病スクリーニング

中山憲司，斉藤明子，青木継稔

第15回日本微量元素学会，2004年６月，東京

東邦大学医学部

○オナガガモにおける残留性有機汚染物質の体内分布と季節変動

高澤嘉一 ，吉兼光葉 ，柴田康行 ，森田昌敏 ，神 和夫，杉森文夫

第13回環境化学討論会，2004年７月，静岡

(独)国立環境研究所， ㈶山階鳥類研究所

○ホルムアルデヒド曝露によるマウス海馬・嗅球での遺伝子発現に及ぼす影響

小島弘幸，伊藤俊弘 ，中木良彦 ，安住 薫 ，武内伸治，小林 智，神 和夫，吉田貴彦

第13回日本臨床環境医学会，2004年７月，旭川

旭川医科大学医学部， 北海道大学創成科学研究機構

○室内空気中化学物質によるホルモン受容体を介した内分泌攪乱作用

武内伸治，小島弘幸，小林 智，神 和夫

第13回日本臨床環境医学会，2004年７月，旭川

○2000～2003年にわたる洞爺湖畔温泉の化学成分の変動

内野栄治，市橋大山，青柳直樹

第57回日本温泉科学会大会，2004年９月，東京

○HPLCを用いた細胞壁脂質成分ミコール酸分析による豚抗酸菌症の生化学的診断法の検討

橋倉さやか ，柳瀬 毅 ，原 啓二 ，早船克己 ，西村一彦

平成16年度北海道地区三学会（獣医公衆衛生学会），2004年９月，札幌

東藻琴食肉衛生検査所， 日高支庁

○ある化学物質過敏症患者の症状に関与する室内空気中化学物質の検索

武内伸治，小島弘幸，小林 智，神 和夫

平成16年度日本環境管理学会・室内環境学会合同研究発表会，2004年10月，東京

○新築教会における室内空気汚染とシックハウス症候群の事例

小林 智，神 和夫，武内伸治，小島弘幸，朝倉靖弘 ，秋津裕志 ，村田さやか ，福島 明

平成16年度日本環境管理学会・室内環境学会合同研究発表会，2004年10月，東京

北海道立林産試験場， 北海道立北方建築総合研究所， 北海道建設部建築指導課

○Study on Indoor Air Quality of Newly Constructed Houses and Buildings in Hokkaido During 2000-2004;Concentra-

tions of Aldehydes and Volatile Organic Compounds
 

Kazuo JIN,Satoshi KOBAYASHI,Shinji TAKEUCHI,Hiroyuki KOJIMA,Misako SATOH and Nobuhito KITAZAKI

China-Japan Joint Symposium on Environmental Chemistry,2004,October 2004,Beijing,China

Department of Health and Welfare,Hokkaido Government

○2004年の道内６都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査

小林 智，武内伸治，小島弘幸，神 和夫，八坂通泰 ，猪股 寛 ，三浦幸代 ，穴竈正己 ，末松正次 ，廣田洋子 ，
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長瀬聡美 ，澤田和昌 ，南 達 ，島田晶子 ，吉井雅博 ，設楽秀人 ，佐藤英一 ，桑原 裕 ，松本英康 ，山中

静子

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

北海道立林業試験場， 北海道帯広保健所， 北海道北見保健所， 北海道上川保健所， 北海道渡島保健所， 北海道岩見沢保健所

○「すこやか北海道21」推進事業を支援する健康調査～肥満対策事業から見た結果について

西村一彦，中野道晴，桂 英二，新井純理，本間 寛，原田智史 ，立花八寿子 ，千葉昌樹 ，山本 守 ，原美智子 ，

佐々木敏 ，斉藤明美 ，神開美智子 ，村上輝子 ，阿部優子 ，澤口多恵美 ，大瀬真知子 ，槌本浩司 ，小熊美和

子 ，村上峰子 ，佐藤敦子 ，渡邉さおり

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

北海道保健福祉部地域保健課， 天使大学看護栄養学部， (独)国立健康・栄養研究所， 檜山保健福祉事務所， 空知保健福祉事務所， 石狩保健福祉事

務所， 宗谷保健福祉事務所， 胆振保健福祉事務所， 網走保健福祉事務所

○環境化学物質による核内受容体を介した内分泌攪乱作用

小島弘幸

第２回ながの遺伝子発現調節研究会，2004年11月，松本

○環境化学物質におけるレチノイドX受容体（RXR）アゴニスト活性のスクリーニング

小島弘幸，武内伸治，新山和人，飯田 満

第７回日本内分泌攪乱化学物質学会，2004年12月，名古屋

大塚製薬㈱

○北海道で使用される農薬のPPARαおよびPPARγを介した作用

武内伸治，小島弘幸，小林 智，神 和夫，松田 正

第７回日本内分泌攪乱化学物質学会，2004年12月，名古屋

北海道大学大学院薬学研究科

○北海道における放射能調査

横山裕之，佐藤千鶴子，福田一義

第46回環境放射能調査研究成果発表会，2004年12月，東京

○ホタテ及びホッキに取り込まれるBe-7と安定Beについて

福田一義，佐藤千鶴子，横山裕之

平成16年度放射能分析確認調査技術検討会，2005年３月，東京

食品薬品部

○ヨロイグサの栽培に関する研究⑴ １年生栽培における栽植密度が生育，収量および成分含量に及ぼす影響

熊谷健夫 ，柴田敏郎 ，姉帯正樹

日本生薬学会北海道支部第28回例会，2004年５月，札幌

国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場

○バラ科植物アズキナシのα-アミラーゼ阻害物質の構造とその阻害機構

内田直人 ，谷口 透 ，富士祥聡 ，中原 拓 ，斎藤 晋 ，三浦信明 ，姉帯正樹，前川宣彦 ，西村紳一郎 ，門出

健次

日本化学会北海道支部2004年夏季研究発表会，2004年７月，苫小牧

北海道大学大学院理学研究科， ㈱生物有機化学研究所

○北海道北部地方におけるシャクヤクの調製方法に関する研究

柴田敏郎 ，成瀬ひとみ ，佐藤正幸，姉帯正樹
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日本生薬学会第51回年会，2004年９月，神戸

国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場

○噴火湾東部海域産ホタテガイにおける下痢性貝毒の消長

田沢悌二郎，上野健一，石下真通

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

○プラスチック製医療用具から溶出するフタル酸エステル類について（第３報）

―道内病院におけるプラスチック製PVC輸液セット使用実態調査―

藤本 啓，兼俊明夫，堀 義宏，本間 寛

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

○生薬中の有機リン系農薬の分析と実態調査

佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広

第41回全国衛生化学技術協議会年会，2004年11月，甲府

国立医薬品食品衛生研究所

○アイヌ民族の食・薬用植物のオカダ酸に対する抗発がんプロモーター活性

小原章裕 ，細川敬三 ，姉帯正樹，柴田敏郎 ，松久次雄

日本農芸化学会2005年度大会，2005年３月，札幌

名城大学大学院農学研究科， 兵庫大学健康科学部， 国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場

○記憶喪失性貝毒ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害におよぼす代謝調節型グルタミン酸受容体作動薬の影響

上野健一

第78回日本薬理学会年会，2005年３月，横浜

微生物部

○移植腫瘍の増殖に対する銅キレート剤トリエンチン投与効果の検討

林 正信 ，西谷 英 ，遠藤大二 ，昆 泰寛 ，奥井登代

第137回日本獣医学会，2004年４月，藤沢

酪農学園大学獣医学部， 北海道大学大学院獣医学研究科

○LECラット細胞におけるX線照射後のDNAの２本鎖切断修復関連タンパク質核内局在の時間的変化について

林 正信 ，赤羽良仁 ，遠藤大二 ，山鋪直子 ，奥井登代

第14回LECラット研究会，2004年５月，長崎

酪農学園大学獣医学部

○LECラット細胞におけるX線照射後のMre11とNbs1タンパク質の核内蓄積の欠損

林 正信 ，赤羽良仁 ，遠藤大二 ，山鋪直子 ，奥井登代

第51回日本実験動物学会，2004年５月，長崎

酪農学園大学獣医学部

○A Clinical Trial in Japan of Retroviral-mediated Gene Transfer to Bone Marrow CD34＋ Cells as a Treatment of
 

Adenosinedeaminase(ADA)-deficiency
 

Makoto OTSU , Tadashi ARIGA , Yoshihiro MAEYAMA , Jukei YOSHIDA , Satoru NAKAJIMA , Miyuki KIDA ,

Nariaki TOITA , Norikazu HATANO , Nobuaki KAWAMURA , Motohiko OKANO, Ryouji KOBAYASHI , Osamu
 

TATSUZAWA ,Masafumi ONODERA ,Fabio CANDOTTI ,Kunihiko KOBAYASHI and Yukio SAKIYAMA

The American Society of Gene Therapy’s 7th Annual Meeting,June 2004,Minneapolis,Minnesota,USA

Hokkaido University Graduate School of Medicine, National Center for Child Health and Development, Institutes of Medical Sciences,
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University of Tsukuba, National Human Genome Research Institute,National Institutes of Health

○Ku70タンパク質細胞内局在の動物種差

金江 豊 ，遠藤大二 ，奥井登代，川瀬史郎，林 正信

第１回北海道実験動物研究会，2004年７月，札幌

酪農学園大学獣医学部

○DNA Ligase IV（LIG4）syndromeの本邦発症例

戸板成昭 ，波多野典一 ，山田雅文 ，小林良二 ，小林一郎 ，川村信明 ，岡野素彦，小林邦彦 ，有賀 正

第56回北日本小児科学会，2004年９月，盛岡

北海道大学医学部

○ビートパルプからのフェルラ酸含有画分の抽出と培養細胞に対する抗酸化効果

遠藤大二 ，小澤修二 ，奥井登代，清遠匡章 ，田原琢也 ，林 正信

第138回日本獣医学会，2004年９月，札幌

酪農学園大学獣医学部 酪農学園大学酪農学部

○LECラット肝細胞における銅の蓄積のDNA切断の生成ならびに抗酸化活性に対する影響

林 正信 ，廣岡 猛 ，宮根和弘 ，遠藤大二 ，樋口豪紀 ，永幡 肇 ，奥井登代

第138回日本獣医学会，2004年９月，札幌

酪農学園大学獣医学部

○食鳥の処理過程における Campylobacter属細菌汚染の検討

山口敬治，森本 洋，池田徹也，野崎章広 ，木村真弓 ，田中瑞穂 ，中林 昭 ，品川邦汎

第138回日本獣医学会学術総会，2004年９月，札幌

胆振保健福祉事務所， 岩手大学農学部

○バンコクにおける市場ならびにスーパーマーケットで販売される食肉のサルモネラ汚染調査（予報）

山口敬治，森本 洋，池田徹也，ブーンマー・スマリー

第25回日本食品微生物学会学術総会，2004年９月，東京

カセサート大学獣医学部

○レジオネラ属菌検査法の注意点

森本 洋，池田徹也，山口敬治，館山輝夫

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

釧路保健福祉事務所

○2003年度の北海道におけるインフルエンザウイルスの疫学調査

伊木繁雄，佐藤千秋，長野秀樹

第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌

○インフルエンザウイルスの増殖に影響を及ぼすPML蛋白の血清依存的発現

伊木繁雄，横田伸一 ，岡林環樹 ，横沢紀子 ，藤井暢弘

第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜

札幌医科大学医学部

○重症急性呼吸器症候群コロナウイルスのサイトカイン誘導性

岡林環樹 ，横田伸一 ，伊木繁雄，横沢紀子 ，苅和宏明 ，高島郁夫 ，堤 裕幸 ，藤井暢弘

第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜

札幌医科大学医学部， 北海道大学大学院獣医学研究科
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○３シーズンにおける国内産食用カキのノロウイルスおよびＡ型肝炎ウイルス汚染状況

西田知子 ，野田 衛 ，三上稔之 ，篠原美千代 ，大瀬戸光明 ，入谷展弘 ，植木 洋 ，吉澄志磨，岩田祐之 ，西

尾 治

第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜

山口県環境保健研究センター， 広島市衛生研究所， 青森県環境保健センター， 埼玉県衛生研究所， 愛媛県立衛生環境研究所， 大阪市立環境科学研

究所， 宮城県保健環境センター， 山口大学農学部， 国立感染症研究所

○オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症（OTCD）を伴ったX連鎖慢性肉芽腫症（XCGD）の遺伝子欠損範囲の決定

波多野典一 ，戸板成昭 ，小杉山清隆 ，浜崎和朗 ，窪田 満 ，小林一郎 ，川村信明 ，岡野素彦，小林邦彦 ，石

川信義 ，有賀 正

第12回食細胞異常症研究会，2004年12月，東京

北海道大学医学部， 北見赤十字病院

生物科学部

○ダニ媒介性脳炎ウイルスのE蛋白の糖鎖修飾がウイルス粒子分泌に与える影響

後藤明子，好井健太朗 ，小原真弓 ，植木智隆 ，水谷哲也 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第137回日本獣医学会学術集会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所， 国立感染症研究所

○West Nileウイルスのエンベロープ蛋白における糖鎖付加領域がマウスへの神経侵襲性にあたえる影響

白戸憲也 ，三好洋嗣 ，後藤明子，赤穂芳彦 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第137回日本獣医学会学術集会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科

○ダニ媒介性脳炎ウイルス組み換え蛋白を用いたELISAによる野ネズミ血清スクリーニング法の開発

川上和江 ，好井健太朗 ，後藤明子，苅和宏明 ，高島郁夫

第137回日本獣医学会学術集会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科

○repliconを利用したフラビウイルスのキメラウイルス様粒子の作成

好井健太朗 ，早坂大輔 ，後藤明子，水谷哲也 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第137回日本獣医学会学術集会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科， 長崎大学熱帯医学研究所， 国立感染症研究所

○虫卵感染で継代を行っている２系統（根室株およびヨーロッパ株）の多包条虫の性格について

八木欣平，奥祐三郎 ，澤田幸治

第137回日本獣医学会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科

○エキノコックス症

奥祐三郎 ，野中成晃 ，八木欣平，神谷正男

第137回日本獣医学会，2004年４月，藤沢

北海道大学大学院獣医学研究科

○北海道のクリプトスポリジウム症患者から分離した C.parvumの遺伝子解析

八木欣平，古屋宏二 ，高野敬志，山野公明，澤田幸治

第73回日本寄生虫学会大会，2004年４月，前橋

国立感染症研究所
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○ハエ類がヒトの多包虫感染に関与する可能性の検討―野外ハエ類の多包条虫虫卵摂取について―

荻野和正 ，堀尾政博 ，金澤 保 ，小林文夫 ，巌城 隆 ，奥祐三郎 ，神谷正男 ，八木欣平，林 俊彦 ，二瓶直

子 ，小林睦生

第56回日本衛生動物学会大会，2004年４月，福井

産業医科大学， 北海道大学大学院獣医学研究科， 国立感染症研究所

○ウイルソン病の原因となったATP7B遺伝子のヘテロ複合変異について

加藤芳伸，鈴木智宏，中山憲司，澤田幸治，本間 寛，足立憲昭 ，田村正秀

第８回ウイルソン病研究会学術集会，2004年５月，東京

市立釧路総合病院， 札樽ホスピタル

○Role of the N-linked Glycans of the prM and Envelope Proteins in Tick-borne Encephalitis Virus Particle Secretion

後藤明子，好井健太朗 ，小原真弓 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第93回日本病理学会，2004年６月，札幌

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○ダニ媒介性脳炎ウイルスのエンベロープ糖蛋白の糖鎖修飾がウイルス粒子分泌に与える影響

後藤明子，好井健太朗 ，小原真弓 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第39回日本脳炎ウイルス生態学研究会，2004年６月，神戸

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○レプリコンを用いたフラビウイルスゲノムRNAのパッケージングモデルの構築および応用

好井健太朗 ，早坂大輔 ，後藤明子，川上和江 ，水谷哲也 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第39回日本脳炎ウイルス生態学研究会，2004年６月，神戸

北海道大学大学院獣医学研究科， 長崎大学熱帯医学研究所， 国立感染症研究所

○ウエストナイルウイルスのエンベロープ蛋白における糖鎖付加領域がマウスへの神経侵襲性にあたえる影響

白戸憲也 ，三好洋嗣 ，後藤明子，赤穂芳彦 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第39回日本脳炎ウイルス生態学研究会，2004年６月，神戸

北海道大学大学院獣医学研究科

○Role of the N-linked Glycans of the prM and E Envelope Proteins in Tick-borne Encephalitis Virus Particle Secretion

後藤明子，好井健太朗 ，小原真弓 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第５回人獣共通感染症制圧のための国際シンポジウム，2004年６月，札幌

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○1987年から2004年にヒトから摘出されたアニサキス類線虫の形態についての検討

八木欣平，浦口宏二

第15回日本臨床寄生虫学会，2004年６月，東京

○ダニ媒介性脳炎ウイルスのエンベロープ蛋白の性状と病原性との関連についての研究

後藤明子，好井健太朗 ，小原真弓 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第38回日本ウイルス学会北海道支部夏期シンポジウム，2004年８月，札幌

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○フラビウイルスのウイルス粒子分泌におけるユビキチン―プロテアソーム系の関与

好井健太朗 ，後藤明子，川上和江 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第138回日本獣医学会学術集会，2004年９月，札幌

北海道大学大学院獣医学研究科
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○外来齧歯類ヌートリアMyocastor coypusにおける肝蛭の疫学調査および線虫の寄生状況から得られた２種の寄生蠕虫

の疫学調査

佐藤未希 ，八木欣平，曽根啓子 ，織田銑一 ，立澤史郎 ，長谷川英男 ，浅川満彦

第138回日本獣医学会，2004年９月，札幌

酪農学園大学獣医学部， 名古屋大学大学院生命農学研究科， 北海道大学大学院文学研究科， 大分大学医学部

○LAMP（Loop-mediated isothermal amplification of DNA）methodを用いた Echionococcus multilocularis特異的な

12S rRNA遺伝子の検出について

八木欣平，藤田 修 ，奥祐三郎

第138回日本獣医学会，2004年９月，札幌

国立感染症研究所， 北海道大学大学院獣医学研究科

○西日本に生息するヌートリアMyocastor coypusから得られた２種の寄生虫の疫学調査

佐藤未希 ，八木欣平，曽根啓子 ，織田銑一 ，立澤史郎 ，長谷川英男 ，浅川満彦

第10回日本野生動物医学会，2004年９月，東京

酪農学園大学獣医学部， 名古屋大学大学院生命農学研究科， 北海道大学大学院文学研究科， 大分大学医学部

○北海道塘路湖および茨戸湖で優占するラン藻Aphanizomenon flos-aquaeの16S rRNAおよび rbcL遺伝子解析による

比較

高野敬志，日野修次 ，三上英敏 ，石川 靖 ，五十嵐聖貴

第69回日本陸水学会，2004年９月，新潟

山形大学理学部， 北海道環境科学研究センター

○DNA修復遺伝子MGMTのエピジェネティックな発現抑制機構

副島英伸 ，趙 衛 ，東元 健 ，工藤伸一，向井常博

第49回日本人類遺伝学会，2004年10月，東京

佐賀大学医学部

○キツネの個体数調査法としてのライトセンサスの評価

浦口宏二，高橋健一

日本哺乳類学会2004年度大会，2004年10月，厚木

○ウエストナイルウイルスのエンベロープ蛋白における糖鎖付加領域がマウスへの神経侵襲性にあたえる影響

白戸憲也 ，三好洋嗣 ，後藤明子，赤穂芳彦 ，植木智隆 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第52回日本ウイルス学会学術集会・総会，2004年11月，横浜

北海道大学大学院獣医学研究科

○repliconを利用したフラビウイルスのキメラウイルス様粒子の作成

好井健太朗 ，早坂大輔 ，後藤明子，水谷哲也 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第52回日本ウイルス学会学術集会・総会，2004年11月，横浜

北海道大学大学院獣医学研究科， 長崎大学熱帯医学研究所， 国立感染症研究所

○異なるプロモーターメチル化パターンを示す癌細胞のMGMTサイレンシングに関わるヒストン修飾およびMBDタン

パクの役割

趙 衛 ，副島英伸 ，中川内哲治 ，東元 健 ，工藤伸一，城圭一郎 ，向井常博

第27回日本分子生物学会，2004年12月，神戸

佐賀大学医学部

○北海道における迅速検査導入の経緯と課題

工藤伸一，長野秀樹

― ―126



第18回日本エイズ学会，2004年12月，静岡

○Role of the N-linked Glycans of the prM and E Envelope Proteins in Tick-borne Encephalitis Virus Particle Secretion
 

Akiko GOTO，Kentarou YOSHII ，Mayumi OBARA ，Tomotaka UEKI ，Tetsuya MIZUTANI ，Hiroaki KARIWA

and Ikuo TAKASHIMA

The 38th Joint Working Conference on Viral Diseases, The Japan-United States Cooperative Medical Science
 

Program,December 2004,Kyoto

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所， 国立感染症研究所

○Establishment and Application of Packaging System of Flavivirus Replicon RNA into Single-round Infectious
 

Particles
 

Kentarou YOSHII ，Daisuke HAYASAKA ，Akiko GOTO，Kazue KAWAKAMI ，Eiji KONISHI ，Hiroaki KARIWA

and Ikuo TAKASHIMA

The 38th Joint Working Conference on Viral Diseases, The Japan-United States Cooperative Medical Science
 

Program,December 2004,Kyoto

北海道大学大学院獣医学研究科， 長崎大学熱帯医学研究所， 神戸大学大学院医学系研究科

○Viral Envelope Protein Glycosylation is a Molecular Determinant of the Neuroinvasiveness of the New York Strain
 

of West Nile Virus
 

Kazuya SHIRATO ，Hirotsugu MIYOSHI ，Akiko GOTO，Yoshihiko AKO ，Tomotaka UEKI ，Hiroaki KARIWA

and Ikuo TAKASHIMA

The 38th Joint Working Conference on Viral Diseases, The Japan-United States Cooperative Medical Science
 

Program,December 2004,Kyoto

北海道大学大学院獣医学研究科

○達古武沼からの分離株を例にしたラン藻の形態的分類と遺伝子解析

高野敬志，日野修次 ，三上英敏 ，石川 靖 ，五十嵐聖貴

第７回日本陸水学会北海道支部会，2004年12月，札幌

山形大学理学部， 北海道環境科学研究センター， 国立環境研究所

― ―127


