
企画総務部

〇北海道における麻しんの発生動向調査―2007年の定点及び非定点医療機関報告と全報告数の間の有意差検定―

横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹

平成20年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2008年10月，秋田

北海道保健福祉部健康推進課

〇2008年の北海道における麻しん発生動向―全数報告と旧定点医療機関報告の比較―

中野道晴，横山裕之，岡野素彦

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

〇北海道における麻しんの発生動向―2007年の定点及び非定点医療機関報告の比較―

横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

北海道保健福祉部健康推進課

〇感染症発生動向調査における定点報告の評価―2007～08年における北海道の麻しん報告と定点報告との比較―

中野道晴，横山裕之，岡野素彦

第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年１月，神戸

〇感染症発生動向調査（定点把握対象疾患）Web報告システム

神谷信行 ，中野道晴

第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年１月，神戸

東京都健康安全研究センター

〇2008北海道洞爺湖サミット対策として実施した症候群サーベイランス

山口 亮 ，中野道晴，大日康史

第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年１月，神戸

北海道保健福祉部健康推進課， 国立感染症研究所

健康科学部

〇高感度AhRレポーター細胞を用いた大気中ダイオキシン類の測定（第２報）

姉崎克典 ，山口勝透 ，芥川智子 ，武内伸治，小島弘幸

第17回環境化学討論会，2008年６月，神戸

北海道環境科学研究センター

〇臭素系及び有機リン系難燃剤による核内受容体 PXRの活性化

小島弘幸，武内伸治，小林 智，伊藤俊弘 ，吉田貴彦

第17回日本臨床環境医学会学術集会，2008年７月，旭川

旭川医科大学医学部

〇リアルタイム花粉モニターを用いたシラカバ空中花粉の自動計測

小林 智，藤田敏男 ，武内伸治，川島茂人 ，佐橋紀男

日本花粉学会第49回大会，2008年９月，東京

㈱大和製作所， 京都大学大学院農学研究科， 東邦大学理学部

〇遺伝子発現を指標とした温泉水の効能評価の試み―アトピー性皮膚炎モデル動物を用いて―

青柳直樹，中山憲司，内野栄治

第61回日本温泉科学会大会，2008年９月，茨城
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〇有機リン系難燃剤における核内受容体活性のプロファイル

小島弘幸，武内伸治，小林 智，伊藤俊弘 ，吉田貴彦

フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本

旭川医科大学医学部

〇臭素化難燃剤 PBDEおよび TBBPAの代謝と内分泌撹乱作用の検討

岩瀬恵理 ，小島弘幸，杉原数美 ，浦丸直人 ，黒木広明 ，北村繁幸 ，太田 茂

フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本

広島大学大学院医歯薬総合研究科， 日本薬科大学， 第一薬科大学

〇脂溶性食品添加物における核内受容体活性のプロファイル

武内伸治，小島弘幸，松田 正

フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本

北海道大学大学院薬学研究科

〇2008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，神 和夫，八坂通泰 ，三浦幸代 ，菊池英次 ，松本英康 ，中嶋正彦 ，

長瀬聡美 ，山川 覚 ，岡田 寛 ，柳瀬 淳 ，北崎信仁 ，村田博光 ，前田泰充 ，横地正勝 ，伊東和徳 ，

阿部 保

第60回北海道公衆衛生学会，2008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

〇シックハウス症候群が発生した小学校で検出された水性塗料成分（1-メチル-2-ピロリドン及びテキサノール）のス

モールチャンバー試験法による放散量測定

小林 智，秋津裕志 ，伊佐治信一 ，神 和夫

平成20年度室内環境学会研究発表会，2008年12月，東京

北海道立林産試験場

〇農薬200物質におけるヒト及びマウス PXRアゴニスト活性のスクリーニング

小島弘幸，武内伸治，佐田文宏 ，根岸正彦

第11回日本内分泌攪乱化学物質学会，2008年12月，東京

国立保健医療科学院， 米国立環境衛生研究所（NIEHS）

〇PCB水酸化体100物質におけるグルココルチコイド受容体活性のスクリーニング

武内伸治，小島弘幸，神 和夫，北村繁幸 ，黒木広明 ，白石不二雄

第11回日本内分泌攪乱化学物質学会，2008年12月，東京

日本薬科大学， 第一薬科大学， (独)国立環境研究所

〇VOCによる室内空気汚染の現状―健康影響が発生した最近の事例―

小林 智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神 和夫，秋津裕志 ，伊佐治信一

第24回全国環境研究所交流シンポジウム，2009年２月，つくば

北海道立林産試験場

〇HPLC/MSによる海藻中のプロスタグランジンと遊離脂肪酸の同時分析

西村一彦，板橋 豊 ，伏谷伸宏

化学系学協会北海道支部2009年冬季研究発表会，2009年２月，札幌

北海道大学大学院水産学研究科

〇北海道内における湧水の実態とその水質について

千葉真弘，泉 敏彦，伊藤八十男
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化学系学協会北海道支部2009年冬季研究発表会，2009年２月，札幌

〇臭素化難燃剤 PBDEの甲状腺ホルモン受容体結合活性の代謝による変動

岩瀬恵理 ，小島弘幸，杉原数美 ，浦丸直人 ，藤本成明 ，黒木広明 ，北村繁幸 ，太田 茂

日本薬学会第129年会，2009年３月，京都

広島大学大学院医歯薬総合研究科， 日本薬科大学， 第一薬科大学

〇植物由来化学物質における核内受容体 PXR及び PPARα/β/γアゴニスト作用

武内伸治，飯田 満 ，高橋哲夫，小島弘幸

日本薬学会第129年会，2009年３月，京都

大塚製薬㈱

食品薬品部

〇著明な洞性徐脈・血圧低下を来したシャクナゲ中毒の１例

倉本倫之介 ，會澤佳昭 ，後藤知紗 ，原 豊道 ，吉村治彦 ，鈴木章彦 ，牧野裕樹 ，姉帯正樹

第248回日本内科学会北海道地方会例会，2008年９月，札幌

岩見沢市立総合病院， 牧野内科医院

〇シャクヤクの育種に関する研究―収量および成分含量の系統間差異

熊谷健夫 ，柴田敏郎 ，畠山好雄 ，澤井清道 ，中西大樹 ，成瀬ひとみ ，青栁光敏，佐藤正幸，林 隆章，

姉帯正樹

日本生薬学会第55回年会，2008年９月，長崎

(独)医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部， (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， 元国立医薬品食品衛生研究

所北海道薬用植物栽培試験場

〇うなぎ加工品（蒲焼き）中に残留するハロゲン化合物の残留実態調査

井上真紀，藤本 啓，田沢悌二郎，長南隆夫，小川 廣

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

〇漢方処方煎液及び煎出残渣中の有機リン系農薬

佐藤正幸，姉帯正樹，鎌倉浩之 ，合田幸広

第45回全国衛生化学技術協議会年会，2008年11月，佐賀

国立医薬品食品衛生研究所

〇中国製リウマチ用生薬製剤（無承認無許可医薬品）から検出した医薬品成分について

平間祐志，兼俊明夫，小川 広

日本薬学会第129年会，2009年３月，京都

〇漢方処方煎液の乾燥工程における有機リン系農薬の消長

佐藤正幸，姉帯正樹，袴塚高志 ，鎌倉浩之 ，合田幸広

日本薬学会第129年会，2009年３月，京都

国立医薬品食品衛生研究所

微生物部

〇Surveillance of Legionella in Hot Springs with Physicochemical and Microbiological Water Quality Parameters
 

Fumiaki KURA , Junko AMEMURA-MAEKAWA ，Toshio YAMAZAKI , Takuro ENDO , Haruo WATANABE , Yo
 

MORIMOTO,Kaori IWABUCHI ,Yuko KUMADA ,Masahiro FUJITA ,Toshiro KUROKI ,Kanji SUGIYAMA ,Akiko
 

NIIKAWA ,Nobuyuki HARA ,Nobukazu SAISHU ,Kikuyo OGATA and Kunio AGATA
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European Working Group for Legionella Infections The 23rd Meeting,May 2008,Madrid,Spain

National Institute of Infectious Diseases, Research Institute for Environmental Sciences and Public Health of Iwate Prefecture, Fukushima
 

Institute for Public Health, Gunma Prefectural Institute of Public Health and Environmental Sciences, Kanagawa Prefectural Intitute of Public
 

Health, Shizuoka Institute of Environment and Hygiene, Ishikawa Prefectural Institute of Public Health and Environmental Sciences, Gifu
 

Prefectural Research Institute for Health and Environmental Sciences, Tottori Prefectural Institute of Public Health and Environmental Science,

Oita Prefectural Institute of Health and Environment, Aquas Corporation

〇MeCP2-dependent Repression of an Imprinted miR-184 Released by Depolarization
 

Tasuku NOMURA ,Mika KIMURA ,Takuro HORII , Sumiyo MORITA ,Hidenobu SOEJIMA , Shinichi KUDO and
 

Izuho HATADA

EMBO Meeting on Imprinting,September 2008,Singapore

Institute for Molecular and Cellular Regulation,Gunma University, Faculty of Medicine,Saga University

〇レジオネラ選択分離生培地の違いが検査結果に影響を与えるか？

森本 洋，清水俊一，池田徹也，山口敬治

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

〇HIV感染―北海道の現状と課題―

長野秀樹，地主 勝，岡野素彦，工藤伸一

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

〇2007年の北海道における麻疹発生状況について

地主 勝，伊木繁雄，長野秀樹，工藤伸一，岡野素彦

第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌

〇糞便直接ノロウイルス RNA検出キットと通知法との比較

吉澄志磨，三好正浩，中山博之 ，児嶋浩一 ，西村直行 ，石田勢津子

第29回日本食品微生物学会，2008年11月，広島

島津製作所㈱

〇２色蛍光標識 TaqMan RT-PCRによるノロウイルスの遺伝子群別同時検出法

石田勢津子，吉澄志磨，池田徹也，三好正浩，岡野素彦，奥井登代

第31回日本分子生物学会年会，2008年12月，神戸

生物科学部

〇麻しんの診療と疫学，３．麻しん，地域発生の現況把握と短長期流行予測アルゴリズムの検討

長谷川伸作

第82回日本感染症学会総会学術集会 ワークショップ２，2008年４月，松江

〇ニホンザルにおける多包条虫症の画像診断所見―ヒトとの類似性とその意義―

岸本海織 ，山田一孝 ，山野公明，清水純一郎 ，李 奇子 ，小林伸行 ，藤本 智 ，岩崎利郎 ，三宅陽一

第146回日本獣医学会，2008年９月，宮崎

帯広畜産大学， 帯広動物園， 東京農工大学

〇北海道朱鞠内湖の底泥表面および水層中のケイ藻密度

高野敬志，日野修次 ，五十嵐聖貴 ，吉岡崇人 ，関野 樹

第73回日本陸水学会，2008年９月，札幌

山形大学理学部， 北海道環境科学研究センター， 京都大学フィールド科学教育研究センター， 総合地球環境学研究所

1― ―14

★ 文行Ｓの為の ズレたら取る★字枠有★行



〇キツネの生態と多様性

浦口宏二

日本哺乳類学会2008年度大会，2008年９月，山口

〇EMY162 Protein as a Vaccine Candidate to Reduce Level of Alveolar Hydatide Disease
 

Yoshinobu KATOH,Hirokazu KOUGUCHI,Jun MATSUMOTO ,Tomohiro SUZUKI and Kinpei YAGI
 

EHRLICH II-2nd World Conference on Magic Bullets Celebrating the 100 Anniversary of the Nobel Prize Award
 

to Paul Ehrlich,October 2008,Nurnberg,Germany

College of Bioresource Sciences,Nihon University

〇Spontaneous Infection of Echinococcus multilocularis in 2 Japanese Monkeys (Macaca fuscata):Rare Findings in
 

Radiography,Contrast-enhanced US,and CT after 10 Years Treatment with Albendazole
 

Miori KISHIMOTO , Kimiaki YAMANO, Junichiro SHIMIZU , Ki-Ja LEE , Nobuyuki KOBAYASHI and Kazutaka
 

YAMADA

94th Meeting of Radiological Society of North America,November 2008,Chicago,USA

帯広畜産大学， 帯広動物園

〇感染症サーベイランスデータの有効活用を企画したデータベース構築の検討

井上 仁 ，長谷川伸作，陶山昭彦

第67回日本公衆衛生学会総会，2008年11月，福岡

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

〇小児感染症：流行の早期検知と警報・注意報発令アルゴリズムの検討

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第67回日本公衆衛生学会総会，2008年11月，福岡

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

〇小児感染症：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

第15回ファイザーリサーチフォーラム，2008年11月，東京

〇小児感染症：流行の早期検知と警報・注意報発令のアルゴリズム

長谷川伸作，井上 仁 ，陶山昭彦

第28回医療情報学連合大会（第９回日本医療情報学会学術大会），2008年11月，横浜

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

〇遺伝子工学的手法を用いた多包虫に対する組換えモノクローナル抗体の作製

後藤明子，八木欣平，山野公明

第78回日本寄生虫学会大会，2009年３月，東京

〇ドパミン再取り込み阻害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，橋本 諭，高橋健一

第82回日本薬理学会年会，2009年３月，横浜
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