
企画総務部

１ 夏期気温の年次差によるカバノキ属花粉総飛散量の予測

小林 智，武内伸治，川島茂人

日本花粉学会第53回大会，2012年８月，東京

京都大学大学院農学研究科

理化学部

２ 湧出形態別に見た道内温泉のフッ素濃度

内野栄治，青柳直樹，市橋大山

第65回日本温泉科学会大会，2012年９月，登別

３ 北海道におけるラドン濃度が比較的高い温泉

青柳直樹，内野栄治，市橋大山

第65回日本温泉科学会大会，2012年９月，登別

４ マウス EL4細胞の IL-17及び IL-22遺伝子発現に及ぼすAhRアゴニストの影響

小島弘幸，室本竜太 ，高橋美妃 ，武内伸治，松田 正

第19回日本免疫毒性学会，平成24年９月，東京

北海道大学大学院薬学研究院

５ DeterminationofPCDD/Fs intheFlueGas fromVariousWasteIncinerators inChinaUsing aRapidandSensitive

Cell-based Assay

Zhiguang ZHOU , Hiroyuki KOJIMA, Bin ZHAO , Yoko TAKAGI , Norio TATEISHI , Mitsuru IIDA , Shinji

TAKEUCHI,Pengjun XU ,Aimin LIU and Yeru HUANG

SETAC Asia Pacific2012,September 2012,Kumamoto,Japan

NatonalResearch Center for EnvironmentalAnalysis and Measurement, ChineseAcademyofSciences, Kyoto ElectronicsCompany,Ltd.,

Otsuka PharmaceuticalCompany,Ltd.

６ Metabolism of Benzophenone-3, a Sunscreen, by Rat Liver Microsomes and Modification of the Endocrine-

disrupting Activity

ShigeyukiKITAMURA ,YokoWATANABE ,Naoto URAMARU ,ShinjiTAKEUCHI and HiroyukiKOJIMA

SETAC Asia Pacific2012,September 2012,Kumamoto,Japan

Nihon PharmaceuticalUniversity

７ Metabolism ofParabens byRat LiverMicrosomes and Its Modification oftheEndocrine-disrupting Activity

Naoto URAMARU ,YokoWATANABE ,ShigeyukiKITAMURA ,ShinjiTAKEUCHI and HiroyukiKOJIMA

SETAC Asia Pacific2012,September 2012,Kumamoto,Japan

Nihon PharmaceuticalUniversity

８ 抗菌剤バラベン類の内分泌撹乱作用の特徴と構造活性相関

渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，浦丸直人 ，太田 茂 ，北村繁幸

フォーラム2012衛生薬学・環境トキシコロジー，平成24年10月，名古屋

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

９ 道内産乳製品中の有機塩素系化合物および動物用医薬品の残留に関する調査

藤本 啓，地主 勝 ，西村一彦，平間祐志，山口博美，田沢悌二郎，長南隆夫

第63回北海道公衆衛生学会，2011年11月，札幌

現・空知総合振興局保健環境部保健行政室試験検査課
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10 2011年の道内６都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査

武内伸治，小林 智，小島弘幸，八坂通泰 ，古田雅弘 ，今西美紀 ，前田充泰 ，長瀬聡美 ，山崎隆一 ，

内田佳子 ，掛端泰司 ，天野浩美 ，吉井雅博 ，菊池英次 ，長澤基博 ，柳瀬 淳 ，川口愉加 ，山崎信一 ，

村田博光 ，菅原尚子 ，木村徳治

第64回北海道公衆衛生学会，2012年11月，札幌

(独)北海道総合研究機構林業試験場， 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

11 微生物由来揮発性有機化合物（MVOC）の室内空気中濃度

武内伸治，小島弘幸，小林 智

平成24年度室内環境学会学術大会，2012年12月，東京

12 灯油漏れによる室内空気汚染事例におけるアルカン類濃度

武内伸治，小林 智，神 和夫，小島弘幸

平成24年度室内環境学会学術大会，2012年12月，東京

13 Aplant-derived Isoflavone,Biochanin AEnhances IL-17Production in TCells

高橋美妃 ，室本竜太 ，小島弘幸，松田 正

第41回日本免疫学会，平成24年12月，神戸

北海道大学大学院薬学研究院

14 ダイオキシン受容体を介した IL-17遺伝子発現に及ぼす環境化学物質の影響

小島弘幸，室本竜太 ，高橋美妃 ，武内伸治，松田 正

環境ホルモン学会第15回研究発表会，平成24年12月，東京

北海道大学大学院薬学研究院

15 ヒ素化合物の環境動態とリスク評価

神 和夫

平成24年北海道資源・素材フォーラム，2012年12月，札幌

16 水中微量マンガン分離濃縮方法の開発と摩周湖水への応用

宮谷 司 ，千葉文弥 ，舘山将也 ，坂上寛敏 ，深澤達矢 ，五十嵐聖貴 ，藤江 晋 ，小林 拓 ，濱田浩美 ，

田中 敦 ，神 和夫，髙橋信夫 ，南 尚嗣

化学系学協会北海道支部2013年冬季研究発表会，2013年１月，札幌

北見工業大学， 北海道大学大学院工学研究科， (独)北海道立総合研究機構環境・地質研究本部環境科学研究センター， てしかが自然史研究会，

山梨大学生命環境学部， 千葉大学教育学部， (独)国立環境研究所

17 北海道の住宅や公共建築物における可塑剤及び難燃剤の室内空気中濃度

武内伸治，小島弘幸，小林 智，神 和夫，斎藤育江 ，神野透人

日本薬学会第133年会，2013年３月，横浜

東京都健康安全研究センター， 国立医薬品食品衛生研究所

18 北海道における日常食中の放射性セシウム調査について（2011～2012）

市橋大山，青柳直樹，佐藤千鶴子，内野栄治，伊藤八十男，桂 英二

第83回日本衛生学会学術総会，2013年３月，金沢

19 核内受容体 RORα/γ依存的 IL-17産生に及ぼすイソフラボン類の影響

小島弘幸，高橋美妃 ，武田行正 ，室本竜太 ，武内伸治，Anton M.JETTEN ，松田 正

日本薬学会第133年会，平成25年３月，横浜

北海道大学大学院薬学研究院， 米国立環境衛生研究所（NIEHS）
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20 紫外線吸収剤ベンゾフェノン-3のラットおよびヒトによる代謝とエストロゲンおよび抗アンドロゲン活性の変動

渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，長本哲明 ，浦丸直人 ，太田 茂 ，北村繁幸

日本薬学会第133年会，平成25年３月，横浜

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

21 ラット肝ミクロソームによるベンゾフェノン系紫外線吸収剤の代謝とエストロゲン活性の変動

白鳥由衣 ，渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，江森千紘 ，浦丸直人 ，太田 茂 ，北村繁幸

日本薬学会第133年会，平成25年３月，横浜

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

食品科学部

22 HPLC/MS/MSを用いた豚筋肉中の９種ペニシリン系抗生物質一斉分析法の検討

―メタノール付加体の生成挙動と影響―

西村一彦，山口博美，橋本 諭，平間祐志

第18回日本食品化学会，2012年６月，函館

23 バイケイソウ調理品中のジェルビン及び11-デオキソジェルビン残留量

佐藤正幸，姉帯正樹

第49回全国衛生化学技術協議会年会，2012年11月，高松

24 下痢性貝毒および遊離多価不飽和脂肪酸の LC/MSによる一斉分析法の検討

橋本 諭，上野健一，西村一彦，平間祐志

化学系学協会北海道支部2013年冬季研究発表会，2013年１月，札幌

25 有毒植物スズラン調理品中のコンバラトキシン残留量

佐藤正幸，姉帯正樹

日本薬学会第133年会，2013年３月，横浜

感染症部

26 Synthesis,AntigenicityAgainst Human Sera and Structure-activityRelationships ofCarbohydrateMoietyfrom

Toxocara Larvaeand TheirAnalogues

Noriyasu HADA ,Akihiko KOIZUMI ,TakashiTSUCHIYA ,FumiyukiKIUCHI and KimiakiYAMANO

The26 InternationalCarbohydrateSymposium,June2012,Madrid,Spain

慶応大学薬学部

27 北海道のエキノコックス症コントロールの現状と課題―今，どのような研究が求められているのか？

八木欣平

第６回蠕虫研究会，2012年７月，宮崎

28 合成糖鎖抗原を寄生虫感染症血清診断に応用する試み

山野公明

第６回蠕虫研究会，2012年７月，宮崎

29 北海道のエキノコックスの歴史と疫学

八木欣平

平成24年度獣医学術学会北海道地区学会・北海道獣医師大会，2012年９月，江別
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30 北海道におけるウマエキノコックス症（多包虫症）の発生状況調査

作井睦子 ，結城恵美 ，大西綾衣 ，中野由佳子 ，豊岡大輔 ，清水俊彦 ，瀬沼洋二 ，迫 陽子 ，森千惠子 ，

八木欣平，孝口裕一

平成24年度獣医学術学会北海道地区学会・北海道獣医師大会，2012年９月，江別

東藻琴食肉衛生検査所， 八雲食肉衛生検査所， 早来食肉衛生検査所， 釧路食肉衛生検査所， 北見保健所， 函館市食肉衛生検査所， 旭川市食肉

衛生検査所， 帯広食肉衛生検査所

31 キタキツネの個体群動態―巣穴の再探索による推定値補正―

浦口宏二

日本哺乳類学会2012年度大会，2012年９月，相模原市

32 十勝地方の農地においてキツネに‘ベイト’を摂取させるための環境要因に関する研究

石田彩佳 ，高橋健一，浦口宏二，押田 夫

日本哺乳類学会2012年度大会，2012年９月，相模原市

帯広畜産大学

33 網羅的迅速遺伝子検査システム RFBS24を応用したmultiplexreal-timePCRによる stx1，stx2，eae遺伝子検査法

池田徹也，山口敬治，嶋 智子 ，綿引正則 ，川瀬 遵 ，亀山光博 ，江藤良樹 ，堀川和美 ，福島 博 ，

後藤良一，調 恒明

第33回日本食品微生物学会学術総会，2012年10月，福岡

富山県衛生研究所， 島根県保健環境科学研究所， 山口県環境保健センター， 福岡県保健環境研究所， 島根県畜産技術センター

34 網羅的迅速遺伝子検査システム Rapid FoodborneBacteria Screening 24の改良と検出限界の検討

江藤良樹 ，川瀬 遵 ，池田徹也，山口敬治，嶋 智子 ，亀山光博 ，綿引正則 ，堀川和美 ，福島 博 ，

後藤良一，調 恒明

第33回日本食品微生物学会学術総会，2012年10月，福岡

福岡県保健環境研究所， 島根県保健環境科学研究所， 富山県衛生研究所， 山口県環境保健センター， 島根県畜産技術センター

35 改良した網羅的迅速遺伝子検査システム Rapid FoodborneBacteria Screening 24による食中毒事例等の検討

川瀬 遵 ，江藤良樹 ，池田徹也，山口敬治，綿引正則 ，嶋 智子 ，亀山光博 ，飯田奈都子 ，堀川和美 ，

福島 博 ，後藤良一，調 恒明

第33回日本食品微生物学会学術総会，2012年10月，福岡

島根県保健環境科学研究所， 福岡県保健環境研究所， 富山県衛生研究所， 山口県環境保健センター， 静岡県環境衛生科学研究所， 島根県畜産技

術センター

36 市販鯨肉の細菌検査

山口敬治，池田徹也，久保亜希子，清水俊一，大星真弓 ，狩野利夫

第33回日本食品微生物学会学術総会，2012年10月，福岡

北海道釧路保健所， 北海道帯広保健所

37 Vaccinedevelopment against alveolarechinococcosis using tetraspanin

Zhisheng DANG ,KinpeiYAGI,WeiLI ,Chihiro SUGIMOTO ,Yuzaburo OKU

InternationalSymposium on CestodeZoonoses Control,October 2012,Shanghai

鳥取大学農学部獣医学科， QinghaiAcademyofAnimal and VeterinaryMedicene， 北海道大学人獣共通リサーチセンター

38 ダイアナモンキーのエキノコックス症の発生と対策

高江洲昇 ，伊藤真輝 ，石橋佑規 ，浦口宏二，八木欣平

第60回動物園技術者研究会，2012年10月，宮崎

札幌市円山動物園
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39 大陸極東部に接する北海道宗谷地方のマダニ，2012年６月調査におけるボレリアやアナプラズマの保有状況

高田伸弘 ，伊東拓也，高田 歩 ，益田 翔 ，福井貴史 ，岡本能弘 ，増澤俊幸

第58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，2012年10月，旭川

福井大学医学部， 岡山理科大学理学部， 千葉科学大薬学部

40 シュルツェマダニにおける病原体伝播関連因子の同定

今内 覚 ，川端寛樹 ，伊東拓也，高野 愛 ，安藤秀二 ，村田史郎 ，大橋和彦

第58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，2012年10月，旭川

北海道大学大学院獣医学研究科， 国立感染症研究所

41 回帰熱病原体 Borreliamiyamotoiの検出法の確立・検証，および Ixodes属ダニからの病原体検出への応用

高野 愛 ，佐藤 梢 ，中尾 稔 ，伊東拓也，KyleTAYLOR ，今内 覚 ，坪田敏男 ，高田伸弘 ，川端寛樹

第58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，2012年10月，旭川

国立感染症研究所， 旭川医科大学， 北海道大学大学院獣医学研究科， 福井大学医学部

42 イスカチマダニ採集を主目的とした北海道東部から北部にかけてのマダニ類調査

伊東拓也，高田伸弘 ，藤田博己 ，川端寛樹 ，中本 敦 ，赤松達矢 ，安藤秀二

第58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，2012年10月，旭川

福井大学医学部， 馬原アカリ医学研究所， 国立感染症研究所， 岡山環境保健センター

43 北海道におけるOchlerotatus punctor群の識別と分布について

伊東拓也

第58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，2012年10月，旭川

44 札幌市中央卸売市場に流通する鮮魚類の粘液胞子虫寄生状況

坂本裕美子 ，廣地 敬 ，大西麻美 ，伊藤はるみ ，高橋広夫 ，佐々木泰子 ，石澤明子 ，孝口裕一，八木欣平

第64回北海道公衆衛生学会，2012年11月，札幌

札幌市衛生研究所， 札幌市保健所

45 薬剤標的としてのエキノコックスミトコンドリアのフマル酸呼吸

北潔 ，遠海重裕 ，坂本君年 ，松本 淳 ，八木欣平，片倉 賢 ，奥祐三郎 ，藤田 修 ，野崎智義

平成24年度日中合同シンポジウム―中国・青海省に蔓延する人獣共通寄生虫・エキノコックス３種とウシバエ類の

疫学の解明と対策法の確立―，2013年１月，宮崎

東京大学大学院医学部， 日本大学生物資源科学部， 北海道大学大学院獣医学研究科， 鳥取大学農学部， 国立感染症研究所獣医科学部， 国立感染

症研究所寄生動物部

46 多包条虫感染マウス（感受性 DBA/2と抵抗性 C57BL/6）の肝臓病変部の宿主遺伝子発現

奥祐三郎 ，水上智秋 ，土井純子 ，松本 淳 ，孝口裕一，八木欣平

第82回日本寄生虫学会，2013年３月，宮崎

鳥取大学農学部， 日本大学生物資源科学部
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