
企画総務部

○渡り鳥の鉛汚染と鉛弾規制の効果

神 和夫，武内伸治，小林 智，皆川康雄 ，武田典子 ，斎藤慶輔 ，黒沢信道 ，浅川満彦

第14回環境化学討論会，2005年６月，大阪

㈶野生生物救護獣医師協会， 北海道野生生物保護公社， 釧路地区NOSAI， 酪農学園大学獣医学部

○地域における小児感染症流行の把握 ―都道府県別データベースと要求対応表示システム―

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第64回日本公衆衛生学会総会，2005年８月，札幌

鳥取大学総合メディア基盤センター， ㈶日米共同研究機構 放射線影響研究所

○Webアニメーションと携帯電話での感染症発生動向調査データの新たな可視化還元手法

井上 仁 ，長谷川伸作，陶山昭彦

第64回日本公衆衛生学会総会，2005年８月，札幌

鳥取大学総合メディア基盤センター， ㈶日米共同研究機構 放射線影響研究所

○水素化物発生―低温捕集―ICPMS法によるジフェニルアルシン酸関連化合物の超微量分析法の検討

神 和夫，西村一彦，柴田康行

第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡

(独)国立環境研究所

○豊平川における年間ヒ素流出負荷量の定量評価

辰巳健一 ，神 和夫，橘 治国

第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡

北海道大学大学院工学研究科

○海綿中のヒ素について

山岡到保 ，マルビリサ・カルモナ ，ホセ・オクラリット ，神 和夫，柴田康行

第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡

(独)産業技術総合研究所中国センター， ミンダナオ州立大， (独)国立環境研究所

○「北のくにを応援する新たな健康運動」のすすめ

中野道晴，桂 英二，西村一彦，横山裕之，澤田幸治，本間 寛，千葉昌樹 ，川戸敦子

第19回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2006年２月，秋田

北海道保健福祉部地域保健課

○衛生動物対策の現状と問題点 ―北海道における取組状況と問題点について―

米川雅一

第40回ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会，2006年２月，札幌

健康科学部

○LECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について

斉藤明子，中山憲司，原 博

第59回日本栄養・食糧学会大会，2005年５月，東京

北海道大学大学院農学研究科

○LECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について

斉藤明子，中山憲司，原 博
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第15回LECラット研究会，2005年５月，東京

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

中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂 英二，孝口裕一，鈴木智宏，加藤芳伸，澤田幸治，田村正秀，本間 寛，小林邦

彦 ，有賀 正 ，藤枝憲二 ，青木継稔

第９回ウィルソン病研究会，2005年５月，東京

北海道大学大学院医学研究科， 旭川医科大学医学部， 東邦大学

○Wilson病の３姉兄例 ―ウィルソン病の家系検索の重要性について―

池本 亘 ，三浦純一 ，中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂 英二，孝口裕一，鈴木智宏，加藤芳伸，澤田幸治，本

間 寛，青木継稔

第16回日本微量元素学会，2005年７月，京都

浦河赤十字病院， 旭川赤十字病院， 東邦大学

○３歳児尿中銅濃度の意味するものは

中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂 英二，澤田幸治，本間 寛，有賀 正 ，青木継稔

第16回日本微量元素学会，2005年７月，京都

北海道大学大学院医学研究科， 東邦大学

○室内空気中化学物質による核内受容体への作用

武内伸治，小島弘幸，小林 智，神 和夫

第14回日本臨床環境医学会総会，2005年７月，久留米

○マイクロアレイとレポーターアッセイを用いたシックハウス症候群の病態解明へのアプローチ

小島弘幸

産業総合研究所・公開ワークショップ，2005年７月，札幌

○肥満予防対策事業に関わる健康調査（第１報）

西村一彦，中野道晴，桂 英二，本間 寛，千葉昌樹 ，佐々木敏 ，原美智子

第64回日本公衆衛生学会，2005年９月，札幌

北海道保健福祉部地域保健課， 国立健康・栄養研究所， 天使大学看護栄養学部

○北海道の温泉のヒ素，ホウ素及びフッ素濃度

内野栄治，市橋大山，青柳直樹

第58回日本温泉科学会大会，2005年９月，虻田

○北海道の温泉の腐植質濃度

青柳直樹，市橋大山，内野栄治

第58回日本温泉科学会大会，2005年９月，虻田

○地理情報システムを用いた温泉情報の多面的解析（その１）

鈴木隆広 ，秋田藤夫 ，藤本和徳 ，高橋徹哉 ，柴田智郎 ，内野栄治，青柳直樹，佐藤郁夫

第58回日本温泉科学会大会，2005年９月，虻田

北海道立地質研究所， 札幌大学経営学部

○農薬200種類におけるPPARα/γアゴニスト活性のスクリーニング

武内伸治，小島弘幸，小林 智，高橋哲夫，松田 正

第８回日本内分泌撹乱化学物質学会，2005年９月，東京

北海道大学大学院薬学研究科
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○健康被害の生じた住宅における室内空気中化学物質の検索と低減化対策について

小林 智，武内伸治，小島弘幸，神 和夫，高橋哲夫，渡辺一彦

平成17年度室内環境学会研究発表会，2005年11月，北九州

渡辺一彦小児科医院

○Indoor Air Quality in Wooden Houses in Hokkaido,Japan
 

Nobuhiro ASAKURA ,Satoshi KOBAYASHI,Sayaka MURATA and Makoto ISHII

International Association of Wood Products Societies,November 2005,Yokohama

Hokkaido Forest Product Research Institute, Hokkaido Northern Regional Building Research Institute

○室内空気に含まれる半揮発性有機化合物の探索と核内受容体への作用の評価

武内伸治，小島弘幸，小林 智，高橋哲夫，松田 正

日本薬学会第126年会，2006年３月，仙台

北海道大学大学院薬学研究科

食品薬品部

○生薬中の残留有機リン系農薬の分析

佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広

日本生薬学会北海道支部第29回例会，2005年５月，札幌

国立医薬品食品衛生研究所

○エゾフユノハナワラビ由来フラボノイド配糖体の構造とα-アミラーゼ阻害活性

内田直人 ，藤居瑠彌 ，成田清香 ，北守美香 ，谷口 透 ，姉帯正樹，西村紳一郎 ，平田稔夫 ，門出健次

日本化学会北海道支部2005年夏季研究発表会，2005年７月，函館

北海道大学大学院理学研究科， 北海道札幌北高等学校

○Formation of 4-Hydroxy-2-nonenal from Phospholipid Hydroperoxide by Copper Ion Bound to Amyloid-beta-

peptide in the Presence of Reductant
 

Takaaki HAYASHI,Naomi SHISHIDO ,Kenji NAKAYAMA and Masao NAKAMURA

第 78回日本生化学会大会，2005年10月，神戸

Department of Chemistry,Asahikawa Medical College

○Effect of Amyloid Beta Peptides upon the Redox Activity of Copper
 

Naomi SHISHIDO ,Yokichi HAYASHI ,Takaaki HAYASHI,Kenji NAKAYAMA and Masao NAKAMURA

第 78回日本生化学会大会，2005年10月，神戸

Department of Chemistry,Asahikawa Medical College, Department of Life Science,Asahikawa Medical College

○北海道産生薬中の有機リン系農薬の分析

佐藤正幸，姉帯正樹

第42回全国衛生化学技術協議会年会，2005年11月，東京

○Anti-tumor Promoter Activity against Okadaic Acid on Edible and/or Medicinal Plants Used by the Ainu
 

Akihiro OHARA ,Keizo HOSOKAWA ,Masaki ANETAI,Toshiro SHIBATA and Tsugio MATSUHISA

The 2005 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies,December 2005,Honolulu,USA

Applied Biological Chemistry,Meijo University, Nutritional Management,Hyogo University, Research Center for Medicinal Plant Resources,

National Institute of Biomedical Innovation

○植物代謝物ライブラリーを活用した糖加水分解酵素阻害剤の探索

内田直人 ，谷口 透 ，姉帯正樹，西村紳一郎 ，三浦信明 ，門出健次
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第40回高分子学会北海道支部研究発表会，2006年１月，札幌

北海道大学大学院理学研究科

○ニコチンは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を改善する

上野健一，小川 廣，澤田幸治，富樫廣子

第79回日本薬理学会年会，2006年３月，横浜

北海道医療大学薬学部

微生物部

○腎臓における銅の蓄積とDNA損傷の生成に対するトリエンチン処理効果

林 正信 ，宮根和弘 ，妹尾みさと ，遠藤大二 ，中山憲司，奥井登代

第９回ウイルソン病研究会学術集会，2005年５月，東京

酪農学園大学獣医学部

○ラット細胞におけるDNAの２本鎖切断修復におけるmicrohomology-mediated end-joining

林 正信 ，赤木倫子 ，遠藤大二 ，奥井登代

第15回LECラット研究会大会，2005年５月，東京

酪農学園大学獣医学部

○LECラット腎臓における銅の蓄積とDNA損傷生成に対するトリエンチン処理効果

林 正信 ，宮根和弘 ，遠藤大二 ，永幡 肇 ，中山憲司，奥井登代

第52回日本実験動物学会総会，2005年５月，東京

酪農学園大学獣医学部

○Generalized Detoxification Associated with Engraftment of Gene-corrected Repopulating Cells Achieved in ADA

SCID Patients by Stem Cell Gene Therapy without Myelopreparative Pre-conditioning
 

Makoto OTSU ,Satoru NAKAJIMA ,Miyuki KIDA ,Yoshihiro MAEYAMA ,Nariaki TOITA ,Norikazu HATANO ,

Nobuaki KAWAMURA ,Motohiko OKANO,Ryouji KOBAYASHI ,Osamu TATSUZAWA ,Masafumi ONODERA ,Fabio
 

GANDOTTI ,Michael S.HERSHFIELD ,Yukio SAKIYAMA and Tadashi ARIGA

The American Society of Gene Therapy’s 8th Annual Meeting,June 2005,St.Louis,USA

北海道大学医学部， 国立成育病センター， 筑波大学医学部， 米国国立衛生研究所， デューク大学医学部

○Ku70タンパク質細胞内存在様式の動物種差

金江 豊 ，遠藤大二 ，福井大祐 ，小菅正夫 ，奥井登代，川瀬史郎，林 正信

第２回北海道実験動物研究会学術集会，2005年７月，札幌

酪農学園大学獣医学部， 旭山動物園

○老化促進マウス（SAM）の脳細胞におけるDNA損傷の解析

林 正信 ，永田 仰 ，遠藤大二 ，奥井登代

第20回老化促進モデルマウス（SAM）研究協議会，2005年７月，東京

酪農学園大学獣医学部

○LECラット細胞を用いたDNAの２本鎖切断修復におけるmicrohomology-mediated end-joining の解析

林 正信 ，赤木倫子 ，遠藤大二 ，奥井登代

第140回日本中医学会学術集会，2005年９月，鹿児島

酪農学園大学獣医学部

○小児シェーグレン症候群における抗α-fodrin抗体のエピトープ解析

小林一郎 ，SHIARI Reza ，戸板成昭 ，波多野典一 ，川村信明 ，岡野素彦，林 良夫 ，小林邦彦 ，有賀 正
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第15回日本小児リウマチ学会，2005年10月，東京

北海道大学医学部， 徳島大学医学部

○小児シェーグレン症候群における抗α-fodrin抗体のエピトープ解析

小林一郎 ，SHIARI Reza ，戸板成昭 ，波多野典一 ，川村信明 ，岡野素彦，林 良夫 ，小林邦彦 ，有賀 正

第55回日本アレルギー学会，2005年10月，盛岡

北海道大学医学部， 徳島大学医学部

○胃腸炎集団発生事例から検出されたノロウイルスの分子疫学的検討

吉澄志磨，石田勢津子，奥井登代

第53回日本ウイルス学会学術集会，2005年11月，横浜

○ノロウイルスのMexico株類似リコンビナント株の国内での検出状況

秋山美穂 ，愛木智香子 ，杉枝正明 ，入谷展弘 ，吉澄志磨，西田知子 ，田中俊光 ，中込 治 ，岡部信彦 ，西尾

治

第53回日本ウイルス学会学術集会，2005年11月，横浜

国立感染症研究所感染症情報センター， 静岡県環境衛生科学研究所， 大阪市環境科学研究所， 山口県環境保健研究センター， 千葉市環境保健研究

所， 長崎大学医学部

○欧米で流行しているG2/4変異型ノロウイルスの国内での検出状況

愛木智香子 ，杉枝正明 ，山下育孝 ，福田伸治 ，吉澄志磨，西田知子 ，田中俊光 ，岩切 章 ，田村 務 ，大矢

英紀 ，秋山美穂 ，岡部信彦 ，西尾 治

第53回日本ウイルス学会学術集会，2005年11月，横浜

国立感染症研究所感染症情報センター， 静岡県環境衛生科学研究所， 愛媛県衛生環境研究所， 広島県保健環境センター， 山口県環境保健研究セン

ター， 千葉市環境保健研究所， 宮崎県衛生環境研究所， 新潟県保健環境科学研究所， 石川県保健環境センター

○ラット細胞におけるDNAの２本鎖切断修復におけるmicrohomology-mediated end-joining とKuタンパク質の細胞

内移行の影響

林 正信 ，赤木倫子 ，遠藤大二 ，奥井登代

第42回日本獣医生化学会，2006年３月，つくば

酪農学園大学獣医学部

生物科学部

○The Japanese Cotton Rat Develops Spontaneously an ECL Cell Derived Gastric Carcinoma
 

Helge L.WALDUM ,Shiro KAWASE,Gunnar QVIGSTAD ,Tom Chr.MARTINSEN ,Karin E.BAKKELUND and Reidar
 

FOSSMARK

6th International Gastric Cancer Congress,May 2005,Yokohama

Department of Cancer Research and Molecular Medicine,Norwegian University of Science and Technology,Trondheim,Norway

○Impact of the Rapid HIV Test Introduction in Voluntary HIV Counseling and Testing (VCT)in Japan
 

Katsumi NAKASE ,Takako SHIMA ,Mitsunobu IMAI ,Shinichi KUDO,Mitsuo TSUKADA ,Yumiko OMOTO and
 

Tomoko TACHIBANA

Seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific,July 2005,Kobe

Okayama City Health Center, Kanagawa Prefectural Institute of Public Health, Tochigi Prefectural Kennan Public Health and Welfare Center,

Shiga Prefectural Ootsu Public Health Center, National Institute of Public Health

○A Web-based Survey on the Needs of HIV Counseling and Testing Program in Hokkaido (1)

－Difference in Needs by Age－

Seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific,July 2005,Kobe
 

Kaori USAMI ,Kenzo HIROOKA ,Yuzo MAJIMA ,Manabu IGARASHI ,Gino Cuarto MATIBAG ,Isao MAEKAWA ,
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Shinichi KUDO,Mitsunobu IMAI and Hidehiko TAMASHIRO

Graduate School of Medicine,Hokkaido University, Asahikawa Medical College, NGO WITH:living with PWA/H, Kanagawa Prefectural
 

Institute of Public Health

○A Web-based Survey on the Needs of HIV Counseling and Testing Program in Hokkaido (2)

－Effect of HIV Knowledge on Subjects’HIV Testing Pursuit－

Seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific,July 2005,Kobe
 

Kenzo HIROOKA ,Kaori USAMI ,Yuzo MAJIMA ,Manabu IGARASHI ,Gino Cuarto MATIBAG ,Isao MAEKAWA ,

Shinichi KUDO,Mitsunobu IMAI and Hidehiko TAMASHIRO

Asahikawa Medical College, Graduate School of Medicine,Hokkaido University, NGO WITH:living with PWA/H, Kanagawa Prefectural
 

Institute of Public Health

○LC/MSによる北海道産ホタテガイ Patinopecten yessoensisの下痢性貝毒組成の解明

橋本 諭，鈴木敏之 ，城田由里 ，本間基久 ，板橋 豊 ，神山孝史

日本化学会北海道支部2005年夏季研究発表会，2005年７月，函館

水産総合研究センター東北区水産研究所， 日本冷凍食品検査協会， 北海道大学大学院水産科学研究院

○Echinococcus multilocularis由来糖タンパク質の糖鎖部分に関する合成研究

鏑木挨水香 ，羽田紀康 ，竹田忠紘 ，山野公明

第25回日本糖質学会年会，2005年７月，大津

共立薬科大

○北海道で集団発生したクリプトスポリジウム症の原因となった Cryptosporidium parvumの遺伝子型について

八木欣平，古屋宏二 ，高野敬志，山野公明，伊東拓也，澤田幸治

衛生微生物技術協議会第26回研究会，2005年７月，福井

国立感染症研究所

○エキノコックス症における宿主・寄生体関係の解析：寄生体の分子生物学からのアプローチ

松本 淳 ，片倉 賢 ，野中成晃 ，八木欣平，孝口裕一，加藤芳伸，奥祐三郎

第13回分子寄生虫学ワークショップ，2005年８月，新得

北海道大学大学院獣医学研究科

○Cryptosporidium hominis alternative oxidase（AOX）遺伝子のクローニング

原田倫世 ，中村公亮 ，藤本陽子 ，城戸康年 ，八木欣平，北 潔

第13回分子寄生虫学ワークショップ，2005年８月，新得

東京大学大学院医学系研究科

○Population Estimation of Terrestorial Animals by Using Two Public Data
 

Kohji URAGUCHI,Kohji YAMAMURA and Takashi SAITOH

IX International Mammalogical Congress,August 2005,Sapporo

National Institute for Agro-Environmental Sciences, Field Science Center,Hokkaido University

○The Field Ecology of Tibetan Fox(Vulpes ferrilata)in Serxu County in Western Sichuan Province from2001to2004

Zhenghuan WANG ,Xiaoming WANG and Kenichi TAKAHASHI
 

IX International Mammalogical Congress,August 2005,Sapporo

East China Normal University

○Parasitism by Helminths in Clethrionomys rufocanus bedfordiae in Nemuro Peninsula,Hokkaido,Japan：Influence of
 

Age,Sex and Density of the Host
 

Yohei MATOBA ,Junpei UEMURA ,Rie SHINODA ,Kenichi TAKAHASHI and Mitsuru ASAKAWA
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IX International Mammalogical Congress,August 2005,Sapporo

Rakuno Gakuen University

○Y-Chromosome Haplotypes Revealed Using Microsatellite DNA Markers in the Grey-sided Vole, Clethrionomys
 

rufocanus
 

Yasuyuki ISHIBASHI and Kenichi TAKAHASHI
 

IX International Mammalogical Congress,August 2005,Sapporo

Forestry and Forest Institute

○コトンラットとそれ由来の株化細胞を組み合わせた実験系の開発

川瀬史郎，工藤伸一

第64回日本癌学会学術総会，2005年９月，札幌

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

伊川綾恵 ，好井健太朗 ，川上和江 ，後藤明子，小原真弓 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第140回日本獣医学会学術集会，2005年９月，鹿児島

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○非常に高い抗体価を呈し国内感染が示唆された急性Ｑ熱症例

岸澤有華 ，安藤秀二 ，渡辺直己 ，三好正浩，上野弘志 ，岸本寿男

第23回日本クラミジア研究会・第12回リケッチア研究会合同研究発表会，2005年10月，東京

市立砂川病院， 国立感染症研究所， 酪農学園大学獣医学部

○多包条虫虫卵感染実験による各種系統マウスの感受性の検討

八木欣平，松本 淳 ，山野公明，川瀬史郎，孝口裕一，鈴木智宏，加藤芳伸

第52回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2005年10月，江別

北海道大学大学院獣医学研究科

○プレパテント期におけるイヌの多包条虫感染の診断のための糞便内DNA検出

神廣創太 ，野中成晃 ，片倉 賢 ，八木欣平，奥祐三郎

第52回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2005年10月，江別

北海道大学大学院獣医学研究科

○北海道渡島支庁管内におけるスズメバチ類駆除対象種について

高橋健一

第52回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2005年10月，江別

○北海道で初めて認められた顕著な臨床症状を伴う犬のヤマトツツガムシ幼ダニ寄生例

福本真一郎 ，望月里衣子 ，新垣英美 ，上野弘志 ，杉浦 岳 ，井上朋美 ，高橋健一，高橋 守 ，鈴木 博

第52回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2005年10月，江別

酪農学園大学獣医学部， すぎうらペットクリニック， 川越総合高校， 前長崎大学熱帯医学研究所

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

伊川綾恵 ，好井健太朗 ，後藤明子，小原真弓 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第53回日本ウイルス学会学術集会，2005年11月，横浜

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prM蛋白のアミノ酸配列保存領域のウイルス粒子出芽への影響

好井健太朗 ，後藤明子，小原真弓 ，伊川綾恵 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第53回日本ウイルス学会学術集会，2005年11月，横浜
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北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○遺伝子組換え大豆のシリカゲル膜タイプキット法によるDNA抽出の検討

鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，渡邉敬浩 ，穐山 浩 ，米谷民雄

第42回全国衛生化学技術協議会年会，2005年11月，東京

国立医薬品食品衛生研究所

○Projeto Piloto Para Controle da Equinococose cistica
 

Mario Luiz DE LA RUE ,Messias RATSLAFF ,Joaquim BROCHADO and Kenichi TAKAHASHI
 

XIX Congresso Brasileiro de Parasitologia,November 2005,Porto Alegre,Brasil

Universidade Federal de Santa Maria, Secretaria da Agricultura e Abastecimento,Estado do Rio Grande do Sul

○保健所等におけるHIV検査相談事業への即日検査相談導入に要する研修に関する検討

橘とも子 ，中瀬克己 ，嶋 貴子 ，今井光信 ，工藤伸一

第19回日本エイズ学会，2005年12月，熊本

国立保健医療科学院， 岡山市保健所， 神奈川県衛生研究所

○MGMTのサイレンシングにおけるヒストンH3リジン9ジメチル化とMeCP2の重要性

趙 衛 ，副島英伸 ，東元 健 ，工藤伸一，城圭一郎 ，向井常博

第28回日本分子生物学会，2005年12月，福岡

佐賀大学医学部

○フラビウイルスprM蛋白のアミノ酸配列保存領域のウイルス粒子出芽への影響

好井健太朗 ，後藤明子，小原真弓 ，伊川綾恵 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第28回日本分子生物学会，2005年12月，福岡

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○蛍光検出による下痢性貝毒関連脂肪酸の高感度精密分析

橋本 諭，西村一彦，鈴木敏之 ，板橋 豊

日本分析化学会北海道支部2006年冬季研究発表会，2006年１月，札幌

水産総合研究センター東北区水産研究所， 北海道大学大学院水産科学研究院

○エキノコックス症流行の現状と動物対策

高橋健一

第40回ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会，2006年２月，札幌

○カルチノイド―胃癌モデルとしてのコトンラット

川瀬史郎，Helge L.WALDUM

第３回日本癌学会カンファレンス「動物モデルによる新時代の癌研究―発症機構から治療まで」，2006年３月，蓼科

ノルウェーNTNU

○Echinococcus multilocularis由来糖タンパク質の糖鎖部分に関する合成研究

鏑木挨水香 ，羽田紀康 ，小泉晶彦 ，竹田忠紘 ，山野公明

日本薬学会第126年会，2006年３月，仙台

共立薬科大

○ウイルス様粒子を用いたフラビウイルスの粒子形成機構の解析および診断法・予防法開発への応用

好井健太朗 ，後藤明子，小原真弓 ，川上和江 ，伊川綾恵 ，苅和宏明 ，高島郁夫

第141回日本獣医学会学術集会，2006年３月，つくば

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所
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○多包条虫 Echinococcus multilocularis実験室内継代用中間宿主動物としてのDBA/2マウスの有用性の検討

八木欣平，松本 淳 ，孝口裕一，山野公明，川瀬史郎，鈴木智宏，後藤明子，加藤芳伸

第141回日本獣医学会学術集会，2006年３月，つくば

北海道大学大学院獣医学研究科

○北日本産および西日本産ラン藻Aphanizomenonの rbcLX遺伝子解析による比較

高野敬志，日野修次 ，辻村茂男 ，山本芳正

第30回日本藻類学会，2006年３月，鹿児島

山形大学理学部， 滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター， 京都大学大学院農学研究科
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