
例会 年度 受賞者（氏名・所属） 題目

福地 守 （富山医薬大薬）
カルシウム、cAMP シグナルによる転写活性化およびmRNA 安定
化を介したPACAP 遺伝子発現制御機構の解析

陳 琮湜 （富山医薬大和漢研） Arctiin の脱メチル化反応に関与するヒト腸内細菌の単離と同定

岩木 貴子 （金沢大院薬） 3a 位置換pyrrolo[2,3-b]indole 誘導体群の新規合成法開拓研究

伊藤 美奈 （金沢大院薬）
ニコチン精神依存形成における組織プラスミノーゲン活性化因子
／プラスミン系シグナルの関与

谷口 剛史 （金沢大院薬）
エナミドへのEndo 選択的ラジカル環化反応の開発と天然物合成
への応用

松浦 顕教 （金沢大院薬）
ニワトリDT40 コンディショナルノックアウト細胞を用いたDDB1 の
機能解析

増田 誠治 （富山大院薬） 抗癌剤創製を目指したOSW-1 類似化合物の新規合成法の開発

高木 信伍 （金沢大院薬） ヒトCYP1B1 遺伝子の発現はmicroRNA により制御される

玉置 啓祐 （金沢大院薬） トラウマ体験マウスを用いた成熟脳内神経細胞新生の解析

中出 順也 (金沢大院薬)
てんかんモデル動物におけるMatrix Metalloproteinase-9 の動態
と機能解析

中西 類子 (富山大院薬) PI3K ノックアウトマウスのADHD 動物モデルとしての検討

岡本 全史 (富山大院薬)
条件的不死化網膜及び脳毛細血管内皮細胞株を用いたLserine
輸送機構の解析

岡安 瞬 (富山大院薬)
内側血液網膜関門におけるビタミンE 輸送とスカベンジャー受容
体の関与

秦 薇薇 （北陸大薬）
Triarylantimony Diacetates as Pseudo-Halides in Base-Free
Cross-Coupling Reaction with OrganicBoron Reagents

林 衡佑 (富山大院薬)
TMS‐プロピオレートとイミン類による連続的結合形成反応の開
発とその応用

木村 耕士 (富山大院薬)
変異型アンチトロンビンにより形成されるRussell body の細胞内
動態‐Live cell imaging による解析‐

添田 義行 (富山大院薬)
リピッドホスファターゼSHIP2 過剰発現マウスにおける血糖調節
機構の破綻

藤井 拓人 (富山大院薬) KCC4 とCLC-5 の関与する胃酸分泌機構の解明

小林 勇太 (富山大院薬) 天然物マクロスフェライド類のラクタムアナログの合成研究
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水野 克彦 (金沢大院薬) CYP3A4 によるベンゾジアゼピン系薬物の肝細胞障害性の検討

梅村 啓靖 (富山大院薬)
遺伝子発現を対照的に制御する2 種類のメディエーター複合体
キナーゼサブユニット

小野 和哉 （富山大和漢研）
隔離飼育ストレス負荷マウスにおける脳内EGR ファミリー遺伝子
発現の変化

竹内 孝輔 (金沢大院薬) プラテンシマイシンの形式全合成

藤田 恭輔 (富山大院薬)
KCC3a によるNa+,K+-ATPase 活性調節機構におけるコレステ
ロールの機能

山本 京司 (富山大院薬) ヒト網膜色素上皮細胞におけるL-leucine 輸送機構解析

米山 大輔 (富山大院薬) 内側血液網膜関門におけるL-proline 輸送機構

小林 星太 （北陸大薬）
マウス線条体ドパミン神経シナプトソームの免疫分離法とパーキ
ンソン病誘発毒素MPTP の選択的ドパミン神経毒性

高畑 佳史 （金沢大院薬） 骨芽細胞におけるGABAB レセプターの機能解析

大平 卓也 (富山大院薬) 新規ジアザベンゾトロポン類の合成、反応性、および生物活性

坪田 悠真 （富山大和漢研）
母体の食物抗原摂取による経母乳性因子が仔の食物アレル
ギー発症に与える影響

石川 充 （富山大院薬）
アクチン結合性転写活性化因子MKL はTGF ‐βファミリーが誘
導する神経細胞樹状突起形態制御に関与する

矢原 享 （富山大院薬）
タウリントランスポーターのアミノ酸変異による基質輸送能変化の
解析

宇野 恭介 （金沢大院薬）
骨芽細胞に発現するシスチン／グルタミン酸アンチポーターの機
能解析

増田 宗太 （富山大院薬）
二波長光反応性蛍光トランスファー技術の開発と細胞蛍光標識
への応用

春田 恒満 （金沢大院薬）
イプラトロピウムの気道吸収における有機カチオン/カルニチント
ランスポーターの関与

福森 良 （金沢大院薬） NMDA 受容体の構築と機能解析

家原 貴大 （富山大院薬）
胃酸分泌細胞アピカル膜におけるH+,K+-ATPaseとKCC4 の分布
と機能

山田 麻利名 （富山大和漢研）
嗅球摘出マウスの学習記憶障害に対する抑肝散の改善効果とそ
の機序

戸次 加奈江 （金沢大院薬）
中国・北京及び日本・金沢の大気が示すAhR 結合活性作用への
PAH 類及びダイオキシン類の寄与

水谷 仁弥 （金沢大院薬） (-)-Goniomitine の不斉全合成

120 2009

118 2008

119 2008

121 2009

122 2010



朝長 昌一郎 (金沢大院薬) [2.2]パラシクロファン骨格を有するチオウレア触媒の合成と評価

大園 綾香 （富山大院薬）
TEMPO および超原子価ヨウ素酸化を基盤とするハイブリッド型
酸化触媒の創製と反応

杉浦 祐基 （金沢大院薬）
酸化的ニトロ化反応と不活性メチル基のC-H 酸化を経るアルケ
ンの多官能基化反応

木谷 友紀 (富山大和漢研） モンゴル産Ephedra 属植物の核ITS １領域の配列解析

中村 由香里 (金沢大院薬) GABABR1 サブユニットによる脂肪細胞のleptin発現調節

池永 美穂 (金沢大院薬)
In vitro 蛍光イメージング（QTLI）法を用いたMRP2 機能変動評価
‐肝代謝を考慮した薬物間相互作用予測への応用‐

小川 哲郎 (金沢大院薬)
ヒトがん細胞における5-アミノレブリン酸(ALA)誘導性プロトポル
フィリンⅨ 蓄積機構の解明

坂 知樹 （富山大院薬）
フコシダーゼ阻害活性を有するポリヒドロキシピペリジン誘導体の
合成研究
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