
企画総務部

○豊平川におけるヒ素流出負荷量の季節変動特性

辰巳健一 ，神 和夫，橘 治国

第15回環境化学討論会，2006年６月，仙台

㈱ドーコン， 北海道大学大学院工学研究科

○化学工場の爆発事故で流出したニトロベンゼン等による松花江の汚染と環境修復に関する研究

神 和夫，平間祐志，小林 智，千葉真弘，伊藤八十男，林 永波 ，古月文志 ，田中俊逸

日本分析化学会第55年会，2006年９月，大阪

中国東北林業大学， 北海道大学大学院地球環境科学研究院

○新たに稼動した感染症発生動向調査システムにおいて今後の改良を検討すべき事項について

中野道晴，横山裕之

平成18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，2006年10月，札幌

○感染症発生動向調査に関する北海道の新システムについて

横山裕之，中野道晴

平成18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，2006年10月，札幌

○小児感染症：地域における流行現況把握・流行予測のアルゴリズムの検討

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第65回日本公衆衛生学会，2006年10月，富山

鳥取大学総合メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○感染症流行の早期検知と警報・注意報発令機能を組み込んだ感染症情報提供システムの開発

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

情報処理学会第85回情報学基礎研究会および第31回ディジタル図書館ワークショップ（共催），2006年11月，東京

鳥取大学総合メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○小児感染症：流行現況・流行予測のアルゴリズムの検討―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

人口知能学会第３回データマイニングと統計数理研究会，2007年２月，神戸

鳥取大学総合メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○小児感染症：地域流行の現況把握および流行予測のアルゴリズムの検討

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第20回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2007年２月，高松

鳥取大学総合メディア基盤センター， 放射線影響研究所

○感染症サーベイランスシステム（NESID）への提案

中野道晴

第20回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2007年２月，高松

○ニトロベンゼンの氷中への取り込みと溶出挙動

代 英 ，田中俊逸 ，神 和夫，平間祐志，林 永波

日本分析化学会北海道支部2007年冬季研究発表会，2007年２月，札幌

北海道大学大学院地球環境科学研究院， 中国東北林業大学
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健康科学部

○北海道の温泉及び豊富温泉における慢性皮膚疾患の療養について

内野栄治

第71回日本温泉気候物理医学会総会，2006年５月，札幌

○北海道における新築住宅等の室内空気質の調査と改善方法の検討（その１）室内空気質の調査結果

糸毛 治 ，村田さやか ，入江雄治 ，鈴木大隆 ，秋津裕志 ，石井 誠 ，小林 智

日本建築学会北海道支部第79回北海道支部研究発表会，2006年７月，旭川

北海道立北方建築総合研究所， 北海道立林産試験場

○北海道における新築住宅等の室内空気質の調査と改善方法の検討（その２）改善を目的とした原因探査方法の検討

朝倉靖弘 ，伊佐治信一 ，折橋 健 ，石井 誠 ，入江雄治 ，小林 智

日本建築学会北海道支部第79回北海道支部研究発表会，2006年７月，旭川

北海道立林産試験場， 北海道立北方建築総合研究所

○2006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，高橋哲夫，八坂通泰 ，舘山輝夫 ，三浦幸代 ，中嶋正彦 ，長瀬聡美 ，澤田和昌 ，

岡田 寛 ，島田晶子 ，中西龍哉 ，北崎信仁 ，村田博光 ，南 達 ，伊東和徳 ，横地正勝

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川

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

○旭川市における花粉飛散状況について（第１報）

島田晶子 ，中西龍哉 ，北崎信仁 ，福士隆則 ，三浦博明 ，吉井雅博 ，小林 智

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川

北海道上川保健所， 旭川市保健所， 北海道釧路保健所

○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，田村正秀，本間 寛，澤田幸治，

小林邦彦 ，有賀 正 ，藤枝憲二 ，青木継稔

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川

北海道大学医学部， 旭川医科大学医学部， 東邦大学

○Mass Screening for Wilson’s Disease at the Mandatory 3-year-old Medical Health Care Examination with the Use
 

of a Novel Automated Assay for Urinary Ceruloplasmin Determination
 

Kenji NAKAYAMA, Akiko SAITO, Kazuhiko NISHIMURA, Eiji KATSURA, Naoshi ICHIHARA, Tomohiro SUZUKI,

Hirokazu KOUGUCHI, Yoshinobu KATOH, Yukiharu SAWADA, Masahide TAMURA, Hiroshi HONMA, Setsuo
 

KANZAKI , Hitoshi ITAMI , Akihiko OHTAKE , Kunihiko KOBAYASHI , Tadashi ARIGA , Kenji FUJIEDA and
 

Tsugutoshi AOKI

The 6th Meeting of the International Society for Neonatal Screening,September 2006,Hyogo & Tokushima

Naska Co.,LTD.， Hokkaido University Graduate School of Medicine， Asahikawa Medical College， Toho University

○北海道の公共温泉の保健・福祉分野における利活用―196市町村に対するアンケート調査から―

内野栄治，青柳直樹，中山憲司

第59回日本温泉科学会大会，2006年９月，秋田

○北海道の公共温泉を利用した健康づくり―豊富町，壮瞥町等での取り組みから―

青柳直樹，内野栄治，中山憲司

第59回日本温泉科学会大会，2006年９月，秋田
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○地理情報システムを用いた温泉情報の多面的解析（その２）

鈴木隆広 ，秋田藤夫 ，藤本和徳 ，高橋徹哉 ，柴田智郎 ，小澤 聡 ，高見雅三 ，内野栄治，青柳直樹，

佐藤郁夫

第59回日本温泉科学会大会，2006年９月，秋田

北海道立地質研究所， 札幌大学経営学部

○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉⑴泉質の共通的特色

宮崎哲郎 ，柴田智郎 ，秋田藤夫 ，高橋徹哉 ，青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪 清 ，甘露寺泰雄

第59回日本温泉科学会大会，2006年９月，秋田

名古屋大学， 北海道立地質研究所， 三重県科学技術振興センター， 中央温泉研究所

○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉⑵泉質の全溶質濃度依

存性と Debye-Huckelモデル

宮崎哲郎 ，柴田智郎 ，秋田藤夫 ，高橋徹哉 ，青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪 清 ，甘露寺泰雄

第59回日本温泉科学会大会，2006年９月，秋田

名古屋大学， 北海道立地質研究所， 三重県科学技術振興センター， 中央温泉研究所

○北海道におけるシラカバ花粉等の飛散状況調査

小林 智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神 和夫

日本花粉学会第47回大会，2006年10月，和歌山

○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発症要因の推定

小林 智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神 和夫，渡辺一彦 ，角田和彦

平成18年度室内環境学会研究発表会，2006年11月，東京

渡辺一彦小児科医院， かくたこども＆アレルギークリニック

○哺乳動物細胞を用いた水酸化 PCB（91物質）の甲状腺ホルモン受容体・レチノイドＸ受容体を介する転写活性化試験

小島弘幸，武内伸治，飯田 満 ，白石不二雄

第９回日本内分泌攪乱化学物質学会，2006年11月，東京

大塚製薬㈱， (独)国立環境研究所

○高応答性レポーター細胞を用いた環境化学物質におけるAhRアゴニスト活性のスクリーニング

武内伸治，小島弘幸，白石不二雄 ，藪下尚智 ，飯田 満

第９回日本内分泌攪乱化学物質学会，2006年11月，東京

(独)国立環境研究所， 大塚製薬㈱

○植物エストロゲン及びそれら関連物質による核内受容体を介した作用

武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，松田 正

第127年会日本薬学会，2007年３月，富山

北海道大学大学院薬学研究科

食品薬品部

○ 香中の残留有機リン系農薬の分析

佐藤正幸，姉帯正樹

日本生薬学会北海道支部第30回例会，2006年５月，札幌

○残留農薬迅速分析法によるN-メチルカーバメイト系農薬の分析

青栁光敏，若森吉広，新山和人

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川
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○ヨロイグサの１年生栽培における生育，収量および成分に及ぼす施肥量の影響

熊谷健夫 ，柴田敏郎 ，姉帯正樹

日本生薬学会第53回年会，2006年９月，伊那

(独)医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部

○シャクヤクの試作栽培について

森本陽治 ，村上守一 他．北海道 ，茨城県，栃木県，東京都，長野県，富山県，愛知県，三重県，兵庫県，奈良県，

徳島県，高知県，宮崎県の試作栽培担当者

日本生薬学会第53回年会，2006年９月，伊那

姉帯正樹，南 収，佐藤正幸 全国薬務主管部課長協議会薬用植物調査部会

○中国吉林省における化学工場爆発事故によるニトロベンゼンの松花江への流出と水質汚染について

平間祐志，神 和夫，林 永波 ，代 英 ，古月文志 ，田中俊逸

日本分析化学会北海道支部2007年冬季研究発表会，2007年２月，札幌

中国東北林業大学， 北海道大学大学院地球環境科学研究院

○α4β2ニコチン性アセチルコリン受容体活性化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80回日本薬理学会年会，2007年３月，名古屋

北海道医療大学薬学部

○北方系植物中の膵リパーゼ阻害活性物質の検索

渡辺悟史 ，柴田敏郎 ，姉帯正樹，細川敬三 ，川端 潤

日本農芸化学会2007年度大会，2007年３月，東京

北海道大学大学院農学研究院， (独)医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部， 兵庫大学健康科学部， 北海道大学大学院農学研究院

微生物部

○Successful Gene Therapy for ADA Deficiency in Japan
 

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

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

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

“Gene therapy 20 years later:Does it still hold promise for pediatric diseases?Past,present and future of gene
 

therapy for childhood illnesses.”International Symposium for the 109 Meeting of the Japan Pediatric Society,

April 2006,Kanazawa

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

○慢性活動性 EBウイルス感染症2001～2004年二次アンケート調査結果報告

前田明彦 ，木村 宏 ，大賀正一 ，岡野素彦，河 敬世 ，土屋 滋 ，森尾友宏 ，谷内江昭宏 ，金兼弘和 ，

森 雅亮 ，森本 哲 ，今井章介 ，脇口 宏

第16回EBウイルス感染症研究会，2006年５月，東京

高知大学医学部， 名古屋大学医学部， 九州大学医学部， 大阪母子保健総合医療センター， 東北大学医学部， 東京医科歯科大学医学部， 金沢大学

医学部， 富山大学医学部， 横浜市立大学医学部， 京都府立医科大学

○LECラット脳における銅の蓄積と DNA損傷生成

林 正信 ，布施清夏 ，遠藤大二 ，中山憲司，奥井登代

第16回LECラット研究会大会，2006年５月，神戸

酪農学園大学獣医学部
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○ウイルソン病モデル動物，LECラット脳における銅濃度の推移と DNA損傷生成

林 正信 ，布施清夏 ，遠藤大二 ，堀口 昇 ，中山憲司，奥井登代

第10回ウイルソン病研究会学術集会，2006年５月，東京

酪農学園大学獣医学部

○Wilson病モデル，LECラット脳における銅の蓄積と DNA損傷生成

林 正信 ，布施清夏 ，遠藤大二 ，中山憲司，奥井登代

第53回日本実験動物学会総会，2006年５月，神戸

酪農学園大学獣医学部

○Legionella pneumophila血清群１に対する北海道内自生植物抽出物の静菌，殺菌作用

森本 洋，藤本 啓，姉帯正樹，兼俊明夫，池田徹也，山口敬治

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川

○2005年度の北海道におけるインフルエンザの疫学調査

伊木繁雄，地主 勝，佐藤千秋，長野秀樹

第58回北海道公衆衛生学会，2006年８月，旭川

○Ku70タンパク質細胞内存在様式の動物種差

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

日本放射線影響学会第49回大会，2006年９月，札幌

酪農学園大学獣医学部， 旭山動物園

○マウス移植腫瘍細胞における銅キレート剤トリエンチン処理による in vivo,in vitroでのアポトーシス誘発効果

林 正信 ，石原勇介 ，千葉俊明 ，遠藤大二 ，昆 泰寛 ，奥井登代

第142回日本獣医学会学術集会，2006年９月，山口

酪農学園大学獣医学部， 北海道大学大学院獣医学研究科

○食品からの腸管出血性大腸菌血清型O157及びO26の検出法に関するコラボレイティブ・スタディの実施概要につい

て

土屋 禎 ，小西典子 ，森本 洋，畠山 敬 ，磯部順子 ，横山英二 ，浅井良夫 ，川森文彦 ，塚本定三 ，

田中 忍 ，小沼博隆 ，工藤由起子 ，高鳥浩介

第27回日本食品微生物学会，2006年９月，大阪

日本食品分析センター， 東京都健康安全研究センター， 宮城県保健環境センター， 富山県衛生研究所， 千葉県衛生研究所， 神奈川県衛生研究

所， 静岡県環境衛生科学研究所， 大阪府立公衆衛生研究所， 神戸市環境保健研究所， 東海大学， 国立医薬品食品衛生研究所

○菌の分離培養と毒素検出が確認された破傷風の１例

合田 悟，伊東拓也，渡 智久 ，三浦佐知子 ，尾栢 隆 ，佐藤 仁 ，木村浩一，岡野素彦

第65回日本公衆衛生学会，2006年10月，富山

北見赤十字病院

○地方衛生研究所におけるバイオセーフティ研修の試み

伊木繁雄，高木弘隆 ，森本 洋，池田徹也，清水俊一，木村浩一，山口敬治，岡野素彦

第６回日本バイオセーフティ学会，2006年11月，東京

国立感染症研究所

○ヒト―ヒト感染によるノロウイルスの胃腸炎集団発生例における分子疫学的検討

吉澄志磨，石田勢津子，奥井登代，岡野素彦

第54回日本ウイルス学会学術集会，2006年11月，名古屋

― ―131



生物科学部

○非常に高力価の血清抗体価を呈し肝生検が診断の契機となった急性Ｑ熱症例

岸澤有華 ，渡部直己 ，小熊 豊 ，安藤秀二 ，岸本寿男 ，三好正浩

第80回日本感染症学会総会，2006年４月，東京

砂川市立病院， 国立感染症研究所

○寄生虫検査の現状と遺伝子を用いた同定技術の開発

八木欣平

第53回北海道薬学大会，2006年５月，札幌

○多包条虫 Echinococcus multilocularis実験室内継代維持中間宿主動物としての各種近交系マウスの有用性の検討

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

第75回日本寄生虫学会，2006年５月，弘前

北海道大学大学院獣医学研究科

○Cryptosporidiumシアン耐性酸化酵素（AOX）の解析

原田倫世 ，藤本洋子 ，中村公亮 ，城戸康年 ，坂元君年 ，八木欣平，所 正治 ，北 潔

第75回日本寄生虫学会，2006年５月，弘前

東京大学大学院医学系研究科， 金沢大学大学院医学系研究科

○国内の動物園で飼育されていたシマスカンクおよびキンカジューにおける Baylisascaris属線虫（Ascarididae）の寄生

事例報告

浅川満彦 ，遠藤智子 ，八木欣平，竹花一成 ，佐藤 梓 ，村田浩一 ，谷山弘行

第75回日本寄生虫学会，2006年５月，弘前

酪農大学獣医学部， サンシャイン国際水族館， 秋吉台サファリ， 日本大学生物資源科学部

○多包条虫原頭節ミトコンドリア呼吸鎖の特性解析

松本 淳 ，坂元君年 ，新庄記子 ，北 潔 ，八木欣平，野中成晃 ，片倉 賢 ，奥祐三郎

第75回日本寄生虫学会，2006年５月，弘前

北海道大学大学院獣医学研究科， 東京大学大学院医学系研究科

○ニクバエ類のヒト多包虫感染関与の可能性―室内試験による多包条虫虫卵の運搬及び摂取・排泄の傾向について

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

二瓶直子 ，小林睦夫

第75回日本寄生虫学会，2006年５月，弘前

産業医科大学医学部， ㈱サニックス， 北海道大学大学院獣医学研究科， 国立感染症研究所

○MeCP2 Directly Regulates Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 Expression in Mammalian Brains
 

Masayuki ITOH , Shuhei IDE , Sachio TAKASHIMA , Yoshiko NOMURA , Masaya SEGAWA , Takeo KUBOTA ,

Hideo MORI ,Shigeki TANAKA ,Hiroshi HORIE ,Yuzo TANABE ,Shinichi KUDO and Yu-ichi GOTO

The 10th International Child Neurology Congress,June 2006,Montreal,Canada

National Center of Neurology and Psychiatry， International University of Health and Welfare， Segawa Neurological Clinic for Children，

Faculty of Medicine,University of Yamanashi， School of Medicine,Juntendo University， Chiba Children’s Hospital

○国内感染が疑われた急性Ｑ熱の一症例とその疫学調査から得られた知見について

三好正浩，後藤明子，山野公明，本間 寛，菊池志帆 ，岸澤有華 ，上野弘志 ，安藤秀二 ，岸本寿男

衛生微生物技術協議会第27回研究会，2006年６月，札幌

北海道保健福祉部健康推進課， 砂川市立病院， 酪農学園大学獣医学部， 国立感染症研究所
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○狂犬病―野生動物学の見地から

浦口宏二

衛生微生物技術協議会第27回研究会，2006年６月，札幌

○北海道でヒトから検出されたマンソン孤虫２例について

八木欣平，三好正浩，松村和子 ，根本育恵 ，藤田靖幸 ，高橋秀史 ，岡安健至 ，藤田昌宏 ，奥祐三郎 ，

影井 昇

第17回臨床寄生虫学会，2006年６月，東京

札幌社会保険総合病院， 恵佑会札幌病院， 恵佑会臨床病理学研究所， 北海道大学大学院獣医学研究科， 国立感染症研究所

○MGMT発現抑制のエピジェネティックな分子メカニズム

副島英伸 ，矢ヶ部伸也 ，工藤伸一，中尾光善 ，向井常博

第65回日本癌学会，2006年９月，横浜

佐賀大学医学部， 熊本大学発生医学研究センター

○がんにおけるMGMT発現抑制のエピジェネティクス

副島英伸 ，趙 衛 ，矢ヶ部伸也 ，工藤伸一，中尾光善 ，向井常博

第51回日本人類遺伝学会，2006年９月，倉敷

佐賀大学医学部， 熊本大学発生医学研究センター

○糞数を用いたキタキツネ個体数指標の検討

浦口宏二，高橋健一

日本哺乳類学会2006年度大会，2006年９月，京都

○野生哺乳類におけるエキノコックス流行の現状と対策

高橋健一

日本哺乳類学会2006年度大会，2006年９月，京都

○北海道朱鞠内湖の富栄養水域におけるラン藻によるブルーム発生の特徴

高野敬志，石川 靖 ，三上英敏 ，五十嵐聖貴 ，日野修次 ，吉岡崇仁

日本陸水学会第71回大会，2006年９月，松山

北海道環境科学研究センター， 山形大学理学部， 総合地球環境学研究所

○多包条虫に対するミトコンドリア呼吸鎖阻害剤の効果

山本菜緒 ，松本 淳 ，坂元君年 ，北 潔 ，三芳秀人 ，八木欣平，野中成晃 ，片倉 賢 ，奥祐三郎

第53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，2006年10月，帯広

北海道大学大学院獣医学研究科， 東京大学大学院医学系研究科， 京都大学大学院農学研究科

○多包条虫原頭節のミトコンドリア呼吸鎖の特性

松本 淳 ，坂元君年 ，新庄記子 ，城戸康年 ，北 潔 ，三芳秀人 ，八木欣平，野中成晃 ，片倉 賢 ，

奥祐三郎

第53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，2006年10月，帯広

北海道大学大学院獣医学研究科， 東京大学大学院医学系研究科， 京都大学大学院農学研究科

○マンソン孤虫症の一例

根本育恵 ，松村和子 ，藤田靖幸 ，高橋秀史 ，八木欣平

第367回日本皮膚科学会北海道地方会，2006年10月，札幌

札幌社会保険総合病院
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○ダニ媒介性脳炎ウイルスのウイルス様粒子を用いた ELISA法による血清学的診断法の開発

好井健太朗 ，小原真弓 ，後藤明子，苅和宏明 ，高島郁夫

第54回日本ウイルス学会学術集会，2006年11月，名古屋

北海道大学大学院獣医学研究科， 富山県衛生研究所

○マンソン孤虫症の一例

根本育恵 ，松村和子 ，藤田靖幸 ，高橋秀史 ，八木欣平

第58回日本皮膚科学会西部支部学術大会，2006年11月，佐賀

札幌社会保険総合病院

○多包虫症対策に有用な新規タンパク質探索のための多包条虫成虫 cDNAライブラリー構築

加藤芳伸，孝口裕一，松本 淳 ，後藤明子，鈴木智宏，奥祐三郎 ，八木欣平

第76回日本寄生虫学会大会，2007年３月，吹田

北海道大学大学院獣医学研究科

○多包条虫のミトコンドリア呼吸鎖は新規駆虫薬開発の標的として有望である

松本 淳 ，坂元君年 ，新庄記子 ，城戸康年 ，山本菜緒 ，北 潔 ，三芳秀人 ，八木欣平，野中成晃 ，

片倉 賢 ，奥祐三郎

第76回日本寄生虫学会，2007年３月，吹田

北海道大学大学院獣医学研究科， 東京大学大学院医学系研究科， 京都大学大学院農学研究科
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