
企画総務部

１ 福島原発事故後の北海道における日常食中の放射性セシウムについて

市橋大山，青柳直樹，佐藤千鶴子，伊藤八十男，内野栄治，桂 英二

第73回分析化学討論会，2013年５月，函館

２ 地方感染症情報センターが発信するWebコンテンツについて

中野道晴，神谷信行 ，吉住正和 ，岸本 剛 ，尾関由姫恵 ，堀元栄詞 ，吹屋貞子 ，川原明子 ，住友眞佐美 ，

小澤邦壽

第27回公衆衛生研究協議会研究会，2014年１月，和光

東京都健康安全研究センター， 群馬県衛生環境研究所， 埼玉県衛生研究所， 富山県衛生研究所， 山口県環境保健センター， 福岡県保健環境研究所

理化学部

３ キレート樹脂分離濃縮/黒鉛炉原子吸光分析法による摩周湖水中微量マンガンの定量

笹村芳正 ，宮谷龍司 ，千葉文弥 ，李 舜瑶 ，坂上寛敏 ，田中 敦 ，神 和夫，髙橋信夫 ，南 博嗣

化学系学協会北海道支部2013年夏季研究発表会，2013年７月，北見

北見工業大学， (独)国立環境研究所

４ Determination of34Plasticizers and 25Flame Retardants in Indoor Air from Houses in Sapporo,Japan
 

Shinji TAKEUCHI,Hiroyuki KOJIMA,Ikue SAITO ,Kazuo JIN,Satoshi KOBAYASHI,Toshiko TANAKA-KAGAWA ,

Hideto JINNO

33rd International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants and POPs (Dioxin 2013),August
 

2013,Daegu,Korea

Tokyo Metropolitan Institute of Public Health, National Institute of Health Sciences

５ 最近20年間の北海道屈斜路カルデラに産する温泉水の主要イオン濃度

高野敬志，内野栄治

日本陸水学会第78回大会，2013年９月，大津

６ 熱水環境と好熱性細菌

杉森賢治 ，中村真樹 ，井上源喜 ，内野栄治，長島秀行

第66回日本温泉科学大会，2013年９月，二本松

東邦大学医学部， 大妻女子大学社会情報学部， 東京理科大学理学部

７ 北海道登別温泉の熱水地帯における堆積物中の有機成分の環境地球化学的特徴とその起源

井上 智 ，井上源喜 ，内野栄治，杉森賢治 ，長島秀行 ，竹村哲雄

第66回日本温泉科学大会，2013年９月，二本松

東京理科大学理学部， 大妻女子大学社会情報学部， 東邦大学医学部

８ 毒キノコ中のイボテン酸及びムッシモールの分析

佐藤正幸，姉帯正樹

第50回全国衛生化学技術協議会年会，2013年11月，富山

９ 未規制化学物質による室内空気汚染と低減化対策について

小林 智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神 和夫

第65回北海道公衆衛生学会，2013年11月，札幌

10 北海道における福島第一原発事故由来の放射性物質による汚染の現状

横山裕之，青柳直樹，市橋大山
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第65回北海道公衆衛生学会，2013年11月，札幌

11 道内量販店等で流通する家庭用品中のホルムアルデヒド実態調査―家庭用品規制対象外繊維製品について―

藤本 啓，兼俊明夫，小林 智

第65回北海道公衆衛生学会，2013年11月，札幌

12 道内における毒草による食中毒防止の取り組み

藤本 啓，姉帯正樹，佐藤正幸，玉置真一 ，島田光平

第65回北海道公衆衛生学会，2013年11月，札幌

北海道保健福祉部健康安全局

13 2013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，佐藤正幸，小林 智，八坂通泰 ，柳瀬 淳 ，青塚翔汰 ，北崎信仁 ，川口愉加 ，村田博光 ，菅原尚

子 ，山崎信一 ，吉井雅博 ，高橋 諒 ，菊池英次 ，長澤基博 ，古田雅弘 ，渡辺淳一 ，木村徳治 ，村川やよ

い ，長瀬聡子 ，内田佳子

第65回北海道公衆衛生学会，2013年11月，札幌

(独)北海道立総合研究機構林業試験場， 北海道渡島保健所， 北海道岩見沢保健所， 北海道上川保健所， 北海道帯広保健所， 北海道北見保健所

14 網走湖のヤマトシジミ異臭時における放線菌の分布

高野敬志，隼野寛史 ，泉 敏彦，伊藤八十男

第16回日本陸水学会北海道支部大会，2013年12月，札幌

(独)北海道立総合研究機構さけ・ます内水面水産試験場

15 テングタケ調理品中の毒成分残留量

佐藤正幸，姉帯正樹

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

16 居住住宅における室内空気中の可塑剤及び有機リン系難燃剤の分別定量

武内伸治，神 和夫，小林 智，小島弘幸，斎藤育江 ，上村 仁 ，香川・田中聡子 ，神野透人

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

東京都健康安全研究センター， 神奈川県衛生研究所， 国立医薬品食品衛生研究所

17 化学イオン化GC/MS/MSによるハウスダスト中準揮発性有機化合物の解析

神野透人 ，岡元陽子 ，真弓加織 ，田原麻衣子 ，川原陽子 ，小島弘幸，武内伸治，齋藤育江 ，上村 仁 ，五十

嵐良明 ，香川（田中）聡子

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

国立医薬品食品衛生研究所， 東京都健康安全研究センター， 神奈川県衛生研究所

食品科学部

18 Effects of environmental chemicals on interleukin-17production via aryl hydrocarbon receptor
 

Hiroyuki KOJIMA,Ryuta MUROMOTO ,Miki TAKAHASHI ,Shinji TAKEUCHI,Tadashi MATSUDA

33th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants(Dioxin 2013),August 2013,Daegu,

Korea

Graduate School of Pharmaceutical Sciences,Hokkaido University

19 Simple and rapid determination of PCDD/Fs in flue gases from various waste incinerators in China using DR-

EcoScreen cells
 

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

IIDA ,Takuya SHIOZAKI ,Pengjun XU ,Li QI ,Yue REN ,Nan LI ,Sen ZHENG ,Hu ZHAO ,Shuang FAN ,Ting
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ZHANG ,Aimin LIU and Yeru HUANG

33th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants(Dioxin 2013),August 2013,Daegu,

Korea

Research Center for Eco-Environmental Sciences,Chinese Academy of Sciences, National Research Center for Environmental Analysis and
 

Measurement, Kyoto Electronics Company,Ltd., Otsuka Pharmaceutical Company,Ltd., Japan Environment Sanitation Center

20 イソフラボン類によるSTAT3とRORγを介した IL-17産生増強作用

小島弘幸，室本竜太 ，高橋美妃 ，武内伸治，松田 正

第20回日本免疫毒性学会，2013年９月，東京

北海道大学大学院薬学研究院

21 紫外線吸収剤ベンゾフェノン-3のヒト肝ミクロソームによる核内受容体に対する代謝的活性変動

渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，浦丸直人 ，佐能正剛 ，太田 茂 ，北村繁幸

フォーラム2013衛生薬学・環境トキシコロジー，2013年９月，福岡

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

22 ベンゾフェノン-6および-8の新規代謝物の解明とエストロゲン活性への影響

白鳥由衣 ，小島弘幸，武内伸治，渡部容子 ，浦丸直人 ，北村繁幸

フォーラム2013衛生薬学・環境トキシコロジー，2013年９月，福岡

日本薬科大学

23 Effects of perfluoroalkylcarboxylic acids and phthalate metabolite on transcriptional activity via PPARA and
 

PPARA-V227A variant
 

Hiroyuki KOJIMA,Shinji TAKEUCHI,Kenichi TAKAHASHI and Fumihiro SATA

The 8th World Conference on Developmental Origins of Health and Diseases (DOHaD 2013),November 2013,

Singapore

National Institute of Public Health

24 ツキヨタケおよび近縁種のPCR-RFLPを用いた迅速同定法の検討

菅野陽平，坂田こずえ ，野口秋雄 ，中村公亮 ，小林友子 ，福田のぞみ ，佐藤正幸，最上知子 ，手島玲子 ，長

澤栄史 ，近藤一成

第106回日本食品衛生学会学術講演会，2013年11月，宜野湾

国立医薬品食品衛生研究所， (財)きのこセンター菌蕈研究所

25 核内受容体を介した転写活性化試験による毒性評価・環境測定・創薬への展開

小島弘幸

日本薬科大学・平成25年度特別講演会，2013年12月，大宮

26 各種紫外線吸収剤の代謝によるエストロゲン活性変動

渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，浦丸直人 ，太田 茂 ，北村繁幸

環境ホルモン学会第16回研究発表会，2013年12月，東京

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

27 ピレスロイドおよびカルバメート系農薬の代謝的活性変動を加味した核内受容体活性の評価

藤野智恵里 ，渡部容子 ，浦丸直人 ，小島弘幸，吉成浩一 ，北村繁幸

環境ホルモン学会第16回研究発表会，2013年12月，東京

日本薬科大学， 東北大学大学院薬学研究科

28 フォトダイオードアレイ検出器付きHPLCによる畜肉及び内臓中の動物用医薬品の一斉分析法

藤井良昭，西村一彦，橋本 諭，平間祐志
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化学系学協会北海道支部2014年冬季研究発表会，2014年１月，札幌

29 肝肥大誘導性ペルフルオロオクタン酸とその類縁化合物によるヒト及びラット核内受容体活性の比較

小島弘幸，武内伸治，中島宏之 ，野表知世 ，藤野智恵里 ，浦丸直人 ，北村繁幸 ，吉成浩一

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

東北大学大学院薬学研究科， 日本薬科大学

30 環境化学物質の代謝的活性変動を基盤とした内分泌撹乱活性の評価

藤野智恵里 ，渡部容子 ，浦丸直人 ，小島弘幸，吉成浩一 ，北村繁幸

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

日本薬科大学， 東北大学大学院薬学研究科

31 種々の紫外線吸収剤の代謝を介した核内受容体活性の発現

渡部容子 ，小島弘幸，武内伸治，浦丸直人 ，太田 茂 ，北村繁幸

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

日本薬科大学， 広島大学大学院医歯薬総合研究科

32 ピレスロイド系農薬の核内受容体活性に対する代謝的活性変動

倉部奈津子 ，藤野智恵里 ，渡部容子 ，浦丸直人 ，小島弘幸，北村繁幸

日本薬学会第134年会，2014年３月，熊本

日本薬科大学

感染症部

33 北海道のマダニ相についての現状と課題

伊東拓也

第21回 SADI（ダニと疾患のインターフェースに関するセミナー）周氷河大会，2013年６月，稚内

34 ４類感染症届出からみた道内Ｅ型肝炎の現況，及び環境中のHEV検出について

石田勢津子

北海道Ｅ型肝炎研究会第７回学術集会，2013年８月，札幌

35 北海道内の野鳥の Salmonella Typhimurium保有状況

池田徹也，久保亜希子，清水俊一，玉田克巳 ，山田智子 ，山口敬治

第156回日本獣医学会学術集会，2013年９月，岐阜

(独)北海道立総合研究機構環境科学研究センター， ウトナイ湖野生鳥獣保護センター

36 糞のカウントによるキツネの密度推定のために（予備調査）

浦口宏二

日本哺乳類学会2013年度大会，2013年９月，岡山

37 エキノコックス由来表面タンパク質の性質とそのイヌにおける潜在的粘膜ワクチン効果

孝口裕一，松本 淳 ，中尾 亮 ，山野公明，入江隆夫，奥祐三郎 ，八木欣平

第86回生化学会大会，2013年９月，横浜

日本大学生物資源科学部， 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター， 鳥取大学農学部獣医学科

38 SYBR Green Iを用いたmultiplex qPCRによる黄色ブドウ球菌エンテロトキシン遺伝子検査法の検討

池田徹也，久保亜希子，小川恵子，長瀬敏之，森本 洋，清水俊一

第34回日本食品微生物学会学術総会，2013年10月，東京
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39 多包条虫感染イヌの血清および腸管粘液を利用した終宿主粘膜ワクチン抗原候補の探索

孝口裕一，松本 淳 ，中尾 亮 ，山野公明，入江隆夫，奥祐三郎 ，八木欣平

第59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，2013年10月，江別

日本大学生物資源科学部， 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター， 鳥取大学農学部獣医学科

40 北海道株多包条虫を実験感染させたネコに対する市販スポットオン駆虫薬の駆虫効果の検討

八木欣平，孝口裕一

第59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，2013年10月，江別

41 動物園で飼育されているサルに発生したエキノコックス症

山野公明，孝口裕一，向井 猛 ，柴田千賀子 ，山本秀明 ，髙江洲昇 ，伊藤真輝 ，牧野良則 ，滝口満喜 ，八木

欣平

第59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，2013年10月，江別

円山動物園， 浜松市動物園， 北海道大学獣医学部

42 北海道におけるコウモリのトコジラミによるヒト刺咬例

伊東拓也，岩崎暁生 ，佐藤雅彦

第59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，2013年10月，江別

(独)北海道立総合研究機構十勝農業試験場， 利尻町立博物館

43 好乾性カビによる食品苦情事例

清水俊一

第106回日本食品衛生学会学術講演会，2013年11月，宜野湾

44 オセルタミビル耐性H3N2インフルエンザウイルスの迅速検出系の構築

駒込理佳，三好正浩，長野秀樹，石田勢津子，岡野素彦

第61回ウイルス学会，2013年11月，神戸

45 食中毒原因菌24標的遺伝子の網羅的迅速検出法の評価

川瀬 遵 ，江藤良樹 ，池田徹也，綿引正則 ，堀川和美 ，調 恒明

第87回日本細菌学会総会，2014年３月，東京

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

46 Echinococcus multilocularis（larval stage）ミトコンドリアのフマル酸呼吸を薬剤標的とした新規薬剤開発

遠海重裕 ，大森惇子 ，二橋 望 ，稲岡健ダニエル ，坂本君年 ，松本 淳 ，孝口裕一，八木欣平，片倉 賢 ，

奥祐三郎 ，藤田 修 ，野崎智義 ，斎藤博之 ，北 潔

第83回日本寄生虫学会大会，2014年３月，松山

東京大学大学院医学部， 日本大学生物資源科学部， 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， 筑波大学大学院生命環境科学科， 鳥取大学大学院工学研究科

47 無脊椎動物由来糖脂質の合成研究 ブタ回虫Ascaris suum由来糖脂質非還元末端部分の合成⑻

梅田悠奈 ，羽田紀康 ，木内文之 ，山野公明

日本薬学会第134回年会，2014年３月，熊本

慶応大学薬学部

48 エキノコックス Echinococcus granulosus由来糖タンパク質の糖鎖部分に関する合成研究⑵

増田一樹 ，羽田紀康 ，木内文之 ，山野公明

日本薬学会第134回年会，2014年３月，熊本

慶応大学薬学部
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