
 

 

日本産業衛生学会 第 44 回産業中毒・生物学的モニタリング研究会 

プログラム 

 

2016 年 8 月 4 日(木) 

 

13：00～13：05 挨拶 

 

13：05～13：45 特別講演Ⅰ  

座長：市原 学 (東京理科大学) 

「健康長寿社会のキーワード、“免疫力”」 

安部 良 先生 (東京理科大学 理事・前生命医科学研究所 所長) 

 

13：45～15：00 パネルディスカッション「IARC のメカニズムアップグレード」について 

座長:市原 学 (東京理科大学)、野見山 哲生 (信州大学) 

1. 「TetrabromobisphenolA の Mechanism Upgrade に関する議論」 

市原 学  (東京理科大学) 

2. 「N,N-Dimethylformamide の Mechanism Upgrade に関する議論」 

  野見山 哲生 (信州大学) 

3. 「Benzo(a)pyrene のアップグレードについて」 

  山野 優子 (昭和大学) 

4. 「コメント及び許容濃度委員会・IARC におけるメカニズム評価の位置づけについて」 

  武林 亨 (慶應義塾大学) 

5. 総合討論 

 

15：00～15：30 休憩  

 

15：30～16：07 一般演題Ⅰ(発表 10分、質疑応答 2 分)  

座長：山野 優子 (昭和大学) 

 

1. (UPGRADED LECTURE-アップグレードされた演題)ライフスタイルは健康寿命を決定するか 

免疫防御力・脳情動系と健康年齢に注目して 

○森本 兼曩(産業医学研究財団) (15：30～15：55) 

 

2. 生物学的モニタリングに関する検査の現状と課題 

○関 顯、杉山 浩貴、森 浩司、市場 正良 (労働衛生検査精度向上研究会) 

 

16：07～17：07 一般演題Ⅱ(発表 10分、質疑応答 2 分)  

座長：市場 正良 (佐賀大学) 

 

3. リン酸化ヒストン H2AX を指標としたトリクロロエチレンの DNA損傷誘導メカニズムの解析 

○豊岡達士、柳場由絵、山口さち子、伊吹裕子、王 瑞生 (労働安全衛生総合研究所 他) 

 

 

 



 

 

4. アクリルアミド経口曝露による中枢神経系ノルアドレナリンレベル抑制作用のメカニズム

の解明 

○酒井麻実、原怜、一瀬宏、張霊逸、若山優里奈、森田喬、櫻井敏博、市原学 

(東京理科大学 他) 

 

5. 臭化メチル中毒事例の推移 

○山野優子、山内武紀、徳武智子、中館俊夫 (昭和大学 他) 

 

6. マウスにおけるシリカナノ粒子の表面修飾と炎症誘導作用との関係 

○渡邊英里、ブラニッチ サンドラ、市原佐保子、呉 文亭、鈴木利宙、長田百合果、張 霊

逸、櫻井敏博、ボーランド ソニア、トラン ラン、安部 良、市原 学 (東京理科大学 他) 

 

7. 酸化チタンナノ粒子の物理化学的特性による血管内皮細胞への影響の検討 

○市原佐保子、鈴木悠加、古谷知己、出岡淑、渡邊英里、林田有紗、長田百合香、市原学 

(三重大学大学院 他) 

 

17：07～17：47 特別講演Ⅱ 座長：市原 学 (東京理科大学) 

「中毒実例」 

金子 直之 先生 (深谷赤十字病院 救急部 部長) 

 

18：00～ 交流会 

 

 

2016 年 8 月 5 日(金) 

 

9：00～ 9：40  特別講演Ⅲ  

座長：市原 学 (東京理科大学) 

「Study on 1-bromopropane toxicity within China」 

周 志俊 先生 (復旦大学) 

 

9：40～10：16 一般演題Ⅲ(発表 10 分、質疑応答 2分) 

座長：諏訪園 靖 (千葉大学大学院) 

 

8. 揮発性化学物質の in vitro直接投与系の応用‐1‐ブロモプロパンによるシナプス可塑性の

減弱 

○笛田由紀子，金光雅成，粟生修司，保利 一 (産業医科大学産業保健学部 他) 

 

9. 環境中親電子性物質投与ラットの海馬におけるプロテオミクス解析 －第二報－ 

○長嶋 大地、若山 優里奈、北村 祐貴、及川 伸二、市原 佐保子、渡邊 英里、張 霊逸、櫻井 

敏博、市原 学 (東京理科大学 他) 

 

10. 1-ブロモプロパンの雄性生殖毒性における P450 の役割：マウスにおける研究 

Role of cytochrome P450s in male reproductive toxicity of 1-bromopropane 

○宗 才、Xiao Zhang、hinyen Huang、Jie Chang、櫻井 敏博、加藤 昌志、市原 佐保子、市原 学

(名古屋大学 他) 

 



 

 

10：16～10：45 休憩 

 

10：45～11：21 一般演題Ⅳ(発表 10分、質疑応答 2 分)  

座長：笛田 由紀子 (産業医科大学) 

 

11. 1,2－ジクロロプロパンの活性代謝物生成に関与する酵素の同定 

○柳場由絵、豊岡達士、須田 恵、王 瑞生 (労働安全衛生総合研究所) 

 

12. 1,2-ジクロロプロパン曝露時の血液・胆汁中の代謝物濃度の比較 

○須田 恵、柳場由絵、鈴木哲矢、豊岡達士、王 瑞生 (労働安全衛生総合研究所 他) 

 

13. Role Of P450 In Hepatotoxicity And Proliferation In Bile Duct Induced By Exposure To 

1,2-dichloropropane In Mice 

○Xiao Zhang, Cai Zong, Lingyi Zhang, Edwin Garner, Chinyen Huang, Wenting Wu, Jie 

Chang, Toshihiro Sakurai, Sahoko Ichihara, Gaku Ichihara(Tokyo Univesity of Science 他) 

 

11：21～11：57 一般演題Ⅴ(発表 10分、質疑応答 2 分)  

座長：田中 茂 (十文字学園女子大学大学院) 

 

14. ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS) と液体クロマトグラフタンデム型質量分析計 

(LC-MS/MS) を併用した血清中トリクロホスおよび代謝物の同時測定法の開発 

○佐藤博貴、伊藤由起、井上美帆、中平有紀、橋本悟、上島通浩 (名古屋大学大学院 他) 

 

15. 尿中代謝物分析に及ぼす尿遠心前処理の影響 

○上田裕子、上山純、塩山綾乃、杉浦友香、斎藤勲、涌沢伸哉、近藤高明 

(名古屋大学大学院 他) 

 

16．有機錫廃棄物から金属錫を抽出する工場で働く労働者の尿中スズ化合物の形態別分析 

○飯田 麻佑,渡邊 英里，藤江 智也，鍜冶 利幸，Eunmee Lee，Young Cheol Weon，Yangho 

Kim, 市原 学 (東京理科大学 他) 

 

11：57～12：05  世話人挨拶 閉会 

 


