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プログラム

特別講演1
第1日目　　1月31日（木）　15:15 - 16:15 講演会場（大ホール）

座長：鈴木　雅実（中外製薬（株））

SL-1 がんゲノム解析からひもとく変異プロセス
油谷 浩幸
東京大学　先端科学技術研究センター　ゲノムサイエンス分野

特別講演2
第2日目　　2月1日（金）　10:55 - 11:55 講演会場（大ホール）

座長：小川　久美子（国立医薬品食品衛生研究所）

SL-2 革新的バイオイメージング技術が拓く次世代毒性病理 
今村 健志
愛媛大学　大学院医学系研究科　分子病態医学講座
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シンポジウム1　病理解析技術の進展
第1日目　　1月31日（木）　13:10 - 15:10 講演会場（大ホール）

座長： 髙橋　智（名古屋市立大学）
 田中　雅治（（一財）バイオインダストリー協会）

S1-1 透明化技術を利用した組織構造解析法
○山崎 雅輝
中外製薬（株）

S1-2 毒性病理評価におけるMagnetic Resonance Imaging（MRI）活用の可能性
○武田 賢和
エーザイ株式会社　バイオファーマシューティカル・アセスメント機能ユニット　筑波安全性研究部

S1-3 毒性評価におけるイメージング質量分析法の活用
○樫村 茜 1)，佐藤 寛子 1)，田中 広治 2)，明石 知也 2)，大野 祐子 1)，吉川 佳佑 1)，馬場 伸之 1)， 
鍛冶 秀文 3)，田中 雅治 4)

1)田辺三菱製薬（株）　安全性研究所，2)田辺三菱製薬（株）　薬物動態研究所，3)（株）LSIメディエンス， 
4)（一財）バイオインダストリー協会

S1-4 人工知能を用いた病理検査の取り組み―現状と今後の展望―
○甲斐 清徳 1)，土屋 卓磨 2)，岩本 和樹 3)，袴田 和巳 4,5)

1)第一三共株式会社，2)大塚製薬株式会社，3)富士通株式会社，4)シスメックス株式会社， 
5)エルピクセル株式会社

S1-5 キメラ変異遺伝子の検出によるヒト軟部腫瘍の診断
○野島 孝之
金沢大学　整形外科　病理診断科

シンポジウム2　新規 in vivo, in vitroモデルの発展とその応用
第2日目　　2月1日（金）　9:00 - 10:50 講演会場（大ホール）

座長： 義澤　克彦（武庫川女子大学）
 渋谷　淳（東京農工大学大学院）

S2-1 マウス正常組織由来オルガノイドの化学発がん研究への応用
○今井 俊夫
国立がん研究センター　研究所　動物実験部門

S2-2 ヒト化NOGマウスを用いたヒト免疫反応の再現と応用
○高橋 武司
（公財）実験動物中央研究所

S2-3 オートファジー欠損マウスの解析から何がわかったか？
○小松 雅明
順天堂大学　医学部　生理学第二講座

S2-4 尿路結石モデルマウスの開発とその活用による遺伝学的研究の成果
○岡田 淳志，田中 勇太朗，杉野 輝明，海野 怜，田口 和己，濱本 周造，安藤 亮介，戸澤 啓一，
郡 健二郎，安井 孝周
名古屋市立大学大学院　医学研究科　腎・泌尿器科学
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ワークショップ　毒性評価時に問題となる基礎病変とその考え方
第2日目　　2月1日（金）　13:10 - 15:00 講演会場（大ホール）

座長： 古川　賢（日産化学（株））
星谷　達（（株）ボゾリサーチセンター）

W-1 がん原性試験における腫瘍病変
○山口 裕子，山川 誠己，永谷 真理子，池崎 信一郎，星谷 達
（株）ボゾリサーチセンター　病理部

W-2 毒性評価上注意すべき胃病変―それって被験物質の影響？―
○佐藤 順子
（株）LSIメディエンス

W-3 摂餌減少や日内変動に関連した心臓や肝臓の変化
○松尾 沙織里
中外製薬株式会社

W-4 毒性試験における動脈炎，自然発生か薬剤誘発性か
○藤原 利久
（株）新日本科学　安全性研究所　病理研究部

座長： 藤原　利久（（株）新日本科学）
 岩田　聖（ルナパス合同会社）

W-5 ストレスと副腎
○猪又 晃
富士フイルム株式会社　医薬品・ヘルスケア研究所

W-6 大動物の未成熟生殖器における毒性評価上の課題
○畠山 洋文 1)，井上 紗季 1)，渡辺 純 1)，武井 由弘 1)，小泉 治子 1)，梶村 哲世 1)，佐藤 伸一 1)， 
岩田 聖 2)

1)（株）イナリサーチ　試験研究センター，2)ルナパス毒性病理研究所

W-7 毒性評価時に問題となる基礎病変とその考え方―気管内投与法により誘発される肺病変―
○沼野 琢旬，杉山 大揮，森岡 舞，宇田 一成，土井 悠子，河部 真弓，米良 幸典，玉野 静光
株式会社DIMS医科学研究所

W-8 Pathological Indicators for Reflux-Related Changes in Oral (Gavage) Studies
○Klaus Weber

AnaPath GmbH, Switzerland, Eurofins/BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories Munich GmbH

IATP Seminar　Molecular Pathogy
第1日目　　1月31日（木）　16:20 - 17:10 講演会場（大ホール）

座長：甲斐　清徳（第一三共（株））

IATP The Toolbox for Molecular Pathology
Darlene Dixon, DVM, PhD, DACVP, FIATP

Molecular Pathogenesis Group, National Toxicology Program (NTP) Laboratory, National Institute of Environmental 
Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina, USA
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一般口演Ⅰ
第1日目　　1月31日（木）　10:00 - 10:50 講演会場（大ホール）

座長： 横平　政直（香川大学）
桑村　充（大阪府立大学）

O-01 ラット膀胱発がんに対するニコチンの影響
○鈴木 周五，加藤 寛之，不二 哲，内木 綾，高橋 智
名市大・院・医・実験病態病理

O-02* o-Acetoacetotoluidideによる膀胱に対する毒性、発がんプロモーション作用の検討
○行松 直，奥野 高裕，魏 民，藤岡 正喜，梯 アンナ，鰐渕 英機
大阪市立大学大学院医学研究科　分子病理学

O-03 新生仔期での甲状腺被曝で特異的に誘発される甲状腺病変
○藤本 成明 1)，松山 睦美 2)，中島 正洋 2)

1)広島大学　原爆放射線医科学研究所，2)長崎大学　原爆後障害医療研究所

O-04* 非遺伝毒性肝発がん物質特異的に過メチル化・発現下方制御を示した遺伝子の肝発がん物質に対する 
発現反応性
○伊藤 優子 1,2)，中島 康太 1,2)，増渕 康哲 1,2)，菊地 聡美 1)，齋藤 文代 3)，赤堀 有美 3)， 
吉田 敏則 1)，渋谷 淳 1)

1)東京農工大　獣医病理，2)岐阜大　院　連合獣医，3)化学物質評価研究機構

一般口演Ⅱ
第1日目　　1月31日（木）　10:50 - 11:50 講演会場（大ホール）

座長： 魏　民（大阪市立大学）
尾崎　清和（摂南大学）

O-05 マウス乳癌転移モデルにおけるリンパ節の転移前ニッチの形成
○柴田 雅朗，伊藤 裕子，田中 義久，濱岡 仁美，近藤 洋一
大阪医科大学医学部・生命科学講座解剖学教室

O-06* Luteolinの去勢抵抗性前立腺癌に対する抑制効果とandrogen receptor splice variantの役割
○内木 綾 1,2)，加藤 寛之 1)，鈴木 周五 1)，高橋 智 1)

1)名古屋市立大学大学院　医学研究科　実験病態病理学，2)名古屋市立東部医療センター　病理診断科

O-07 ジブチルスズのラット胎盤及び胎児毒性への影響
○古川 賢 1)，辻 菜穂 1)，小林 由幸 2)，林 清吾 1)，阿部 正義 1)，黒田 雄介 1)，早川 知里 1)，竹内 和也 1)，
杉山 晶彦 3)

1)日産化学株式会社　生物科学研究所，2)日産化学株式会社　物質科学研究所， 
3)岡山理科大学　獣医学部　獣医学科

O-08 腹腔内投与銀ナノ粒子によるBALB/cマウスの急性毒性における抗酸化剤の影響
○Young-Man Cho，水田 保子，赤木 純一，豊田 武士，井手 鉄哉，小川 久美子
国立医薬品食品衛生研究所　病理部

O-09 トキシコゲノミクスによるインフルエンザワクチンおよびアジュバントの次世代安全性評価法の開発
○水上 拓郎 1)，平舘 裕希 1)，佐々木 永太 1)，百瀬 暖佳 1)，古畑 啓子 1)，楠 英樹 1)，浅沼 秀樹 2)，
浜口 功 1)

1)国立感染症研究所　血液・安全性研究部，2)国立感染症研究所　インフルエンザウイルス研究センター
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ポスター発表Ⅰ　神経系1
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 平田　暁大（岐阜大学）
猪又　晃（富士フィルム（株））

P-01 マウスの reserpine投与における神経毒性検討
○佐藤 亮，寺山 由依，西村 悠花里，土屋 卓磨，諸木 孝泰，北浦 敬介，松本 智志，吉川 剛
（株）大塚製薬　徳島研究所　前臨床研究センター

P-02* ステリグマトシスチンのラット発達期曝露による海馬歯状回における神経新生に対する影響
○中島 康太 1,2)，伊藤 優子 1,2)，増渕 康哲 1,2)，菊地 聡美 1)，吉田 敏則 1)，小西 良子 3)，渋谷 淳 1)

1)東京農工大・獣医病理，2)岐阜大・院・連合獣医，3)麻布大・生命環境科学・食品安全科学

P-03* ラット発達期から成熟期までのalpha-glycosyl isoquercitrinの曝露が恐怖記憶の消去学習を促進する
○増渕 康哲 1,2)，中島 康太 1,2)，伊藤 優子 1,2)，菊地 聡美 1)，小柳 美穂子 3)，林 新茂 3)， 
吉田 敏則 1)，渋谷 淳 1)

1)東京農工大　獣医病理，2)岐阜大・院・連合獣医，3)三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

P-04* カニクイザルの神経黒色症の１例
○柚川 藍色，森山 亜紀子，永田 一郎，小林 欣滋，千早 豊
（株）新日本科学　安全性研究所

ポスター発表Ⅱ　神経系2
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 高須　伸二（国立医薬品食品衛生研究所）
 能登　貴久（参天製薬（株））

P-05* 亜硫化ニッケル（Ni3S2）を単回硝子体内投与したFischerラットの眼球外に発生した眼窩内腫瘍の 
病理組織学的解析
○山際 慶典 1,2)，政次 美紀 1)，田原 春菜 1)，根本 真吾 1)，倉田 昌明 1)，佐藤 洋 2)

1)千寿製薬（株）　総合研究所，2)岩手大学大学院　獣医学研究科　比較薬理毒性学研究室

P-06 外傷性孔脳症と視覚器異常がみられた雌ビーグル犬の1例
○橋口 収，池崎 信一郎，齋藤 翼，伊倉 佐織，中澤 朋美，笠原 健一郎， 
山口 裕子
（株）ボゾリサーチセンター　病理部

P-07* 網膜色素変性症動物モデルにおけるキトサンオリゴ糖の抑制効果
○小山 千尋 1)，竹之内 明子 1)，金瀬 茜 1)，行光 由莉 1)，榎本 祐子 2)，野口 貴子 3)，黒住 誠司 3)，
佐藤 公彦 3)，岡本 芳晴 4)，義澤 克彦 1)

1)武庫川女子大学大学院　生活環境学研究科　食物栄養学専攻，2)関西医科大学　倫理審査センター， 
3)甲陽ケミカル株式会社，4)鳥取大学　共同獣医学科　臨床獣医学

P-08* ラット下垂体中間葉および後葉にみられる自然発生性病変の病理組織学的特徴
○加藤 由隆，伊藤 強，小山 彩，高橋 尚史，志賀 敦史，岡崎 欣正，原田 孝則
（一財）残留農薬研究所
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ポスター発表Ⅲ　口腔・消化管1
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 梯　アンナ（大阪市立大学）
豊沢　かおる（（株）住化分析センター）

P-09 C57BL/6J野生型およびPolκ欠損マウスにおけるベンゾ [a]ピレンおよびα-ナフトフラボン併用投与の 
効果
○赤木 純一 1)，Young-Man Cho1)，豊田 武士 1)，横井 雅幸 2,3)，花岡 文雄 2,4)， 
大森 治夫 2)，小川 久美子 1)

1)国立衛研・病理，2)学習院大・理・生命，3)神戸大・バイオシグナル研セ， 
4)筑波大・生命領域学際研セ

P-10* 胃癌マウス移植モデルにおける同所移植と皮下移植腫瘍の形態学的特徴と遺伝子発現プロファイルの比較
○松尾 沙織里 1)，中野 清孝 2)，西沢 隆 2)，河村 大輔 3)，藤井 悦子 1,2)，加藤 淳彦 1)， 
舟橋 真一 2)，石川 俊平 3)，鈴木 雅実 1,2)

1)中外製薬（株），2)（株）未来創薬研究所，3)東京医科歯科大学

P-11 新規抗がん物質の特性と作用機序
○安藤 さえこ 1)，深町 勝巳 1)，松本 晴年 1)，吉見 直己 2)，酒々井 眞澄 1)

1)名古屋市立大学大学院　医学研究科　分子毒性学分野，2)琉球大学大学院　医学研究科　 
腫瘍病理学講座

ポスター発表Ⅳ　口腔・消化管2
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：土居　卓也（（株）LSIメディエンス）
 安藤　亮（北里大学）

P-12 Azoxymethane and dextrane sulfate sodium誘発大腸炎関連大腸癌は、糖尿病により増悪する
○尾崎 清和，出雲 友扶子，大嶋 成奈優，寺山 由依，松浦 哲郎
摂南大学　薬学部　病理学

P-13 デキストラン硫酸ナトリウム誘発マウス大腸炎モデルにおけるラカンカの効果に関する検討
○小川 秀治 1)，美谷島 克宏 1,2)，名倉 かれん 2)，野沢 美波 2)，原田 紗枝 2)，山口 理紗子 2)， 
小柳 美穂子 3)，林 新茂 3)，渡邊 厚 1,4)，煙山 紀子 2)，中江 大 1,2)

1)東京農大・院・食品栄養，2)東京農大・食品安全健康，3)三栄源エフ・エフ・アイ， 
4)旭化成メディカル

P-14 イヌの遺伝性消化管腫瘍の同定
○平田 暁大 1)，吉嵜 響子 2)，西飯 直仁 3)，川部 美史 4)，森 崇 4)，柳井 徳磨 2)，酒井 洋樹 2)

1)岐阜大学　科学研究基盤センター　動物実験分野，2)岐阜大学　応用生物科学部　共同獣医学科　 
獣医病理学研究室，3)岐阜大学　応用生物科学部　共同獣医学科　獣医内科学研究室， 
4)岐阜大学　応用生物科学部　共同獣医学科　分子病態学研究室

P-15* イヌの組織球性潰瘍性大腸炎の病理組織学的検討
○畝山 瑞穂 1)，チェンバーズ ジェームズ 1)，中島 亘 2)，内田 和幸 1)，中山 裕之 1)

1)東京大学　獣医病理学研究室，2)日本小動物医療センター
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ポスター発表Ⅴ　肝臓・膵臓1
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：飯田　麻里（University of Wisconsin-Madison）
 中野　今日子（エーザイ（株））

P-16* リポソーム製剤投与が引き起こすイヌ肝臓及び胆嚢における出血性変化
○牧田 慶子 1)，柿沼 千早 2)，阪田 佳紀 1)，山川 達也 1)，猪又 晃 1)，原 健史 1)

1)富士フイルム（株）　医薬品・ヘルスケア研究所，2)バイオサイエンス＆テクノロジー開発センター

P-17* Participation of heterogeneous macrophages related to M1/M2 types  
in D-galactosamine-induced acute rat liver injury
○Nahid Rahman, Munmun Pervin，倉持 瑞樹，Mohammad Karim，井澤 武史，桑村 充，山手 丈至
大阪府立大　獣医病理

P-18* チオアセトアミド（TAA）誘発ラット急性肝障害モデルでの好中球・マクロファージ誘導における 
炎症誘導因子（DAMPs）の役割の解明
○倉持 瑞樹，井澤 武史，ナヒド ラマン，桑村 充，山手 丈至
大阪府立大　獣医病理

ポスター発表Ⅵ　肝臓・膵臓2
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 鈴木　周五（名古屋市立大学）
金子　英志（帝人ファーマ（株））

P-19 NASHモデルTSODマウスにおける肝臓腫瘍および肝臓組織のメタボローム解析
○梯 アンナ，石井 真美，奥野 高裕，多胡 善幸，藤岡 正喜，魏 民，鰐渕 英機
大阪市立大学　大学院医学研究科　分子病理学

P-20 F344系ラットにおけるCDAA食誘発非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）様病態に対して 
ラカンカ抽出物が及ぼす影響
○宇野 絹子 1)，美谷島 克宏 1,2)，鈴木 佳奈恵 2)，菊池 耕平 2)，仲井 杏海 2)，永吉 司 2)，張 舜恵 1)，
煙山 紀子 2)，小柳 美穂子 3)，林 新茂 3)，小川 秀治 1)，渡邊 厚 1)，中江 大 1,2)

1)東京農大・院・食品栄養，2)東京農大・食品安全健康，3)三栄源エフ・エフ・アイ

P-21 雌性SDT fattyラットの非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）様病態の形成過程における 
血中パラメータの変動
○龍 完次朗 1)，美谷島 克宏 1,2,3)，張 舜恵 2)，篠原 雅巳 4)，太田 毅 5)，大畑 敬一 6)，宇野 絹子 2)，
煙山 紀子 3)，小川 秀治 1)，渡邊 厚 1,7)，中江 大 1,2,3)

1)東京農業大学大学院　農学研究科　食品安全健康学専攻，2)東京農業大学大学院　農学研究科　 
食品栄養学専攻，3)東京農業大学　応用生物科学部　食品安全健康学科，4)日本クレア（株）　東京AD部， 
5)日本たばこ産業（株）　医薬総合研究所，6)シミックホールディングス（株）　L-FABP事業部， 
7)旭化成メディカル（株）

P-22* 脂質代謝関連転写因子SREBP-1が小胞体ストレスと慢性炎症に及ぼす影響
○高 臨風 1)，煙山 紀子 2)，斎藤 奈津美 2)，渡邊 聖栄子 2)，竹井 亜矢子 2)，田添 晴椰 2)，龍 完次朗 1)，
宇野 絹子 3)，張 舜恵 3)，小川 秀治 3)，渡邊 厚 3,4)，美谷島 克宏 1,2,3)，中江 大 1,2,3)

1)東京農大・院・農学研・食品安全健康，2)東京農大・応生・食品安全健康， 
3)東京農大・院・農学研・食品栄養，4)旭化成メディカル・医療技術材料研
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ポスター発表Ⅶ　肝臓・膵臓3
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：河部　真弓（（株）DIMS医科学研究所）
 川口　博明（鹿児島大学）

P-23 F344ラットを用いたアセタミドの28日間反復投与による肝毒性評価
○石井 雄二 1)，菊池 玲美花 1,2)，木島 綾希 1)，高須 伸二 1)，小川 久美子 1)，梅村 隆志 1,2)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)ヤマザキ動物看護大　動物看護学部

P-24 早期ラット肝発がんに対するBear Bile Powderの抑制作用
○金 美蘭，張 梅，唐 倩，王 自力，王 剣
中国　西南大学　動物科術学院

P-25 ジフェニルアルシン酸のF344ラットにおける慢性毒性試験及び発がん性試験
○山口 貴嗣，魏 民，藤岡 正喜，梯 アンナ，鰐渕 英機
大阪市立大学大学院　医学研究科　分子病理学

P-26* ラット肝臓におけるGST-P陽性巣の種々発がん物質休薬後動態の検討
○高須 伸二 1)，中村 くるみ 1,2)，石黒 結唯 1,2)，石井 雄二 1)，木島 綾希 1)，小川 久美子 1)，梅村 隆志 1,2)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)ヤマザキ動物看護大学　動物看護学部

ポスター発表Ⅷ　肝臓・膵臓4
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：池崎　信一郎（（株）ボゾリサーチセンター）
 鈴木　智（大鵬薬品工業（株））

P-27 犬の肝腫瘍における筋上皮細胞分化の免疫組織化学的解析
○桑村 充 1)，辻 佑佳 1)，倉持 瑞樹 1)，井澤 武史 1)，秋吉 秀保 2)，山手 丈至 1)

1)大阪府立大学　獣医病理学教室，2)大阪府立大学　獣医外科学教室

P-28* マウスにおける自然発生性の膵腺房細胞の空胞化についての病理学的検討
○安野 恭平 1)，伊倉 佐織 2)，袴田 志野婦 1)，岡戸 恵子 3)，山口 裕子 2)，甲斐 清徳 1)，森 和彦 1)

1)第一三共（株）　安全性研究所，2)（株）ボゾリサーチセンター　病理部， 
3)第一三共RDノバーレ（株）　トランスレーショナル研究部

P-29 若齢のSDラットにみられた膵臓傍胆管部の嚢胞の1例
○山下 由真，佐々木 朋，土肥 孝彰
マルホ（株）　開発研究部　安全性研究グループ

P-30* 抗アレルギー薬の膵癌化学予防効果の検討
○加藤 寛之，内木 綾，鈴木 周五，高橋 智
名古屋市立大学大学院医学研究科　実験病態病理学
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ポスター発表Ⅸ　泌尿器1
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 高橋　尚史（（一財）残留農薬研究所）
 佐藤　則博（旭化成ファーマ（株））

P-31* 雄SDT fatty ラットにおけるSGLT2の発現及び病態解析
○張 舜恵 1)，美谷島 克宏 1,2)，中村 優佳 2)，太田 毅 3)，篠原 雅巳 4)，宇野 絹子 1)，煙山 紀子 2)， 
中江 大 1,2)

1)東京農大・院・食品栄養，2)東京農大・食品安全健康，3)日本たばこ産業，4)日本クレア

P-32* 若年（11週間）の ICRマウスに見られる自然腎尿細管肥大
○崔 賢智 1)，孔 ミンジョン 1)，金 惠貞 1)，鈴木 雅実 2)，岩田 聖 3)，朴 チャンヒ 1)

1)C&C新薬研究所，2)中外製薬，3)ルナパス合同会社 毒性病理研究所

P-33* アセトアミノフェン誘発ラット腎障害モデルにおけるミード酸の抑制効果
○竹之内 明子 1)，平塚 未夢 1)，三浦 麻里安 1)，新家 由実子 1)，平山 由佳理 1)，小山 千尋 1)， 
木下 勇一 2)，浜崎 景 3)，義澤 克彦 1)

1)武庫川女子大学　生活環境学部　食物栄養学科，2)和歌山県立医科大学附属病院　中央検査部　 
病理診断部門，3)富山大学　医学部　公衆衛生学講座

P-34* 高コレステロール・高ナトリウム給餌ミニブタにみられた組織学的所見
○村瀬 詩織，加藤 正巳，今泉 隆人，荒井 剛志，小沼 克安，松下 久美，遠藤 克己，小池 恒雄，
金原 智美，今井 順，伊藤 格，木村 均
（株）日本バイオリサーチセンター

ポスター発表Ⅹ　泌尿器2
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 美谷島　克宏（東京農業大学）
 髙橋　美和（アステラス製薬（株））

P-35* 若齢Crl:CD1（ICR）マウスに自然発生したヒアリン糸球体症の一例
○仁科 嘉修，樫村 茜，水川 真緒，藤木 勝也，村上 雄一，馬場 伸之，久米 英介
田辺三菱製薬（株）　創薬本部　安全性研究所

P-36* 膀胱発がん物質投与によるγ -H2AX形成の用量相関性及び経時的変化
○山田 貴宣 1,2)，豊田 武士 1)，松下 幸平 1)，森川 朋美 1)，小川 久美子 1)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)東京農工大学大学院　獣医病理学研究室

P-37 BBN誘発マウス膀胱がんモデルにおけるAcetazolamideの予防効果の検討
○魏 民，藤岡 正喜，行松 直，奥野 高裕，山口 貴嗣，梯 アンナ，鰐渕 英機
大阪市立大学大学院医学研究科　分子病理学

P-38 膀胱発がん物質投与初期における遺伝子発現解析および新規膀胱発がんマーカーの探索
○豊田 武士 1)，山田 貴宣 1,2)，松下 幸平 1)，森川 朋美 1)，小川 久美子 1)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)東京農工大学　獣医病理学研究室
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ポスター発表Ⅺ　呼吸器1
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 村上　雄一（田辺三菱製薬（株））
山口　裕子（（株）ボゾリサーチセンター）

P-39* Cisplatinのラットへの反復経口投与による肺障害の経時的解析
○寺山 由依，佐藤 亮，西村 悠花里，土屋 卓磨，諸木 孝泰，北浦 敬介，吉川 剛
大塚製薬株式会社　徳島研究所　前臨床研究センター

P-40* ブレオマイシン気管内投与によるラットの肺胞洗浄液検査及び病理組織学的所見に及ぼす投与容量の 
影響について
○杉山 大揮，森岡 舞，沼野 琢旬，樋口 仁美，河部 真弓，米良 幸典
株式会社DIMS医科学研究所

P-41 カニクイザルにおけるブレオマイシン誘発肺毒性の評価法検討
○熊谷 和善，櫻井 健，前田 優，片岡 広子，玉井 聡，本多 久美，大澤 徹也， 
千葉 克芳，甲斐 清徳，森 和彦
第一三共（株）安全性研究所

P-42* げっ歯類における慢性胸膜炎症及び肺増殖性病変に対するアンブロキソール塩酸塩の 
修飾作用についての検討
○吉田 翔太 1,2)，横平 政直 1)，山川 けいこ 1)，成澤 裕子 1)，蟹江 尚平 2)，橋本 希 1)，今井田 克己 1)

1)香川大学　医学部　病理病態学・生体防御医学講座　腫瘍病理学， 
2)大鵬薬品工業株式会社　研究本部　安全性研究所

ポスター発表Ⅻ　呼吸器2
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 土屋　紀子（塩野義製薬（株））
 佐藤　洋（岩手大学）

P-43* 有機ヒ素化合物Dimethylarsinic acidの経胎盤ばく露によるマウス肺発がん過程における 
ヒストン修飾異常
○藤岡 正喜，魏 民，奥野 高裕，行松 直，梯 アンナ，大石 裕司，鰐渕 英機
大阪市立大学　院　医　分子病理学　

P-44 肺発がん過程における片肺虚脱によるpromotion作用と Insulin-like growth factor-1（IGF-1）の関与
○横平 政直，橋本 希，山川 けいこ，成澤 裕子，今井田 克己
香川大学　医学部　腫瘍病理学

P-45* プロゲステロン阻害剤（mifepristone）の雌性A/JマウスNNK誘発肺腫瘍への影響
○成澤 裕子，横平 政直，山川 けいこ，橋本 希，吉田 翔太，今井田 克己
香川大学　医学部　腫瘍病理学

P-46 ラットにおいてDHPNで誘発されたメソテリン陽性肺増殖性病変の病理組織化学的性状
○坂本 義光 1)，多田 幸恵 1)，北條 幹 1)，前野 愛 1)，鈴木 俊也 1)，猪又 明子 1)，守安 貴子 1)，中江 大 2)

1)東京都健康安全研究センター，2)東京農業大
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ポスター発表ⅩⅢ　生殖器
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 下井　昭仁（（株）イナリサーチ）
日比　大介 （小野薬品工業（株））

P-47 胎生期Di（n-butyl）phthalate曝露ラットにおける雄ラット精管形成に関する検討
○杉山 光 1)，岡山 祐弥 1)，鷹橋 浩幸 2)，池上 雅博 2)，武藤 朋子 3)，和久井 信 1)

1)麻布大学　獣医学部　比較毒性学，2)東京慈恵会医科大学　病理学， 
3)一般財団法人　食品薬品安全センター

P-48* SDラットにみられた真性半陰陽の1例
○岡野 拡，高木 みづほ，鈴木 勇，藤原 史織，永谷 真理子，山口 裕子
（株）ボゾリサーチセンター　病理部

P-49* 非妊娠カニクイザルにおける子宮のepithelial plaqueの1例
○矢吹 悠乃，柚川 藍色，森山 亜紀子，小林 欣滋
株式会社新日本科学　安全性研究所

P-50 CD-1及びB6C3F1マウスの乳腺由来腺腫／腺癌の形態学的差異
○爰島 洋子，土居 卓也，土谷 稔
（株）LSIメディエンス

ポスター発表ⅩⅣ　循環器・血液・免疫1
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 小林　欣滋（（株）新日本科学）
佐藤　寛子（田辺三菱製薬（株））

P-51 NOS阻害剤投与による超短期マイクロミニピッグ動脈硬化モデルの開発
○川口 博明 1)，谷本 昭英 2)

1)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科研衛生学・健康増進医学， 
2)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理学

P-52 急性出血性胃炎で死亡したミニブタの血管病変についての病理組織学的検討
○奥田 須美子，赤根 弘敏，江田 景，市川 敦子，清水 茂一，秋江 靖樹
シミックファーマサイエンス（株）

P-53* ビーグル犬の胸部大動脈に移植した人工血管の治癒過程
○松田 崇斗 1)，寺尾 壽子 1)，前田 一葉 1)，田崎 雅子 1)，早場 純子 1)，磯部 厚志 1)，長野 嘉介 2)，
数野 公正 1)，萩原 仁美 1)

1)テルモ株式会社，2)長野毒性病理コンサルティング

P-54* カニクイザル（Macaca fascicularis）における自然発症性の肥大型心筋症の一例
○小西 静香，沼倉 佑樹，古賀 真昭，小寺 喬，上田 誠
日本新薬（株）　安全性・動態研究部
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ポスター発表ⅩⅤ　循環器・血液・免疫2
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：豊田　武士（国立医薬品食品衛生研究所）
 村井　厚子（中外製薬（株））

P-55 炎症性反応を伴うWistar Hannoverラットにおける自然発生性globule leukocyte tumorの1例
○佐藤 順子，友成 由紀，土居 卓也，土谷 稔
（株）LSIメディエンス

P-56 上皮型胸腺腫及び上皮型過形成のCytokeratin発現に関する免疫組織学的特徴
○友成 由紀，佐藤 順子，黒滝 哲郎，山田 直明，川迫 一史，土居 卓也，菅野 剛，土谷 稔
（株）LSIメディエンス　創薬支援事業本部　試験研究センター　病理研究部　病理1グループ

P-57* SDラットの胸腺にみられた異所性横紋筋組織
○小林 亮介 1)，友成 由紀 1)，赤川 唯 2)，関谷 明生 1)，爰島 洋子 1)，土居 卓也 1)， 
菅野 剛 1)，土谷 稔 1)

1)（株）LSIメディエンス　試験研究センター　病理研究部，2)（株）LSIメディエンス　試験研究センター　
鹿島安全性第1研究部

ポスター発表ⅩⅥ　その他1
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 穴山　久志（武田薬品工業（株））
菅野　剛（（株）ＬＳＩメディエンス）

P-58 カニクイザルの腰椎椎間板におけるコンドリアーゼの基質特異性と髄核融解作用
○南澤 由佳，村松 大，山口 宏明，二井 愛介
生化学工業（株）

P-59* 2,4-ジメチル -4-フェニルテトラヒドロフランの90日間反復投与毒性試験および異性体存在比の検討
○井手 鉄哉 1)，水田 保子 1)，Young-Man Cho1)，赤木 純一 1)，増本 直子 2)，杉本 直樹 2)，佐藤 恭子 2)，
小川 久美子 1)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)国立医薬品食品衛生研究所　食品添加物部

P-60* 1,3-Dichloro-2-propanolのF344ラットを用いた28日間反復強制経口投与による毒性プロファイルの検索
○松下 幸平，豊田 武士，森川 朋美，山田 貴宣，小川 久美子
国立医薬品食品衛生研究所　病理部

P-61* F344ラットを用いた5-methyl-2-phenyl-2-hexenalの90日間反復投与毒性試験
○中村 賢志 1)，木嶋 綾希 1)，石井 雄二 1)，高須 伸二 1)，小川 久美子 1)，梅村 隆志 1,2)

1)国立医薬品食品衛生研究所　病理部，2)ヤマザキ動物看護大学　動物看護学部
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ポスター発表ⅩⅦ　その他2
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 佐々木　朋（マルホ（株））
篠塚　淳子（中外製薬（株））

P-62 免疫不全マウス（NOG，NOD SCID及びヌードマウス）を用いたHeLa細胞の造腫瘍性試験における 
病理組織学的検索
○押方 孝文，涌生 ゆみ，満石 三喜男，浜村 政夫
（株）LSIメディエンス　創薬支援事業本部　試験研究センター　病理研究部　病理2G

P-63* NOGマウスの皮下に自然発生した上皮性腫瘍の2症例
○Angeline Ping Ping Teh1)，町田 雪乃 1,2)，打屋 尚章 1)，今井 俊夫 1)

1)国立がん研究センター 研究所 動物実験施設，2)日本獣医生命科学大学　獣医病理学研究室

P-64* 高齢F344ラットに自然発生した退形成ジンバル腺癌（Anaplastic Zymbal’s gland carcinoma）を 
疑う2例
○前野 愛 1)，坂本 義光 1)，北條 幹 1)，湯澤 勝廣 1)，長谷川 悠子 1)，鈴木 俊也 1)， 
猪又 明子 1)，守安 貴子 1)，煙山 紀子 2)，美谷島 克宏 2)，中江 大 2)

1)東京都健康安全研究センター　薬事環境科学部　生体影響研究科，2)東京農業大学　応用生物科学部　
食品安全健康学科

P-65* Spontaneous basal cell carcinoma with ductal differentiation in the rat salivary gland
○佐野 智弥 1)，神鳥 仁志 2)，原 陽子 3)

1)武田薬品工業（株）薬剤安全性研究所 , 2)Axcelead Drug Discovery Partners（株），3)島根県　農林水産課　 
家畜病性鑑定室

ポスター発表ⅩⅧ　SEND/INHAND
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 今岡　尚子（第一三共（株））
安井　雄三（日本たばこ産業（株））

P-66 INHAND: International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic Criteria for Lesions - An 
Update - 2019
○林 新茂 1)，A ブラッドレイ 2)，DG グッドマン 3)，原田 孝則 4)，R ハーバ 5)，岩田 聖 6)， 

M ヤコブセン 7)，CM キーナン 8)，R ケルナ 9)，マーラ ベス 5)，E メセック 10)，T ノルテ 11)， 
S リッテンハウゼン 9)，C ロウルフェルテ 12)，J バーレ 13)，義澤 克彦 14)

1)三栄源エフ・エフ・アイ（株）　安全性科学部，2)チャールスリバー，3)コンサルタント，4)残留農薬研究所， 
5)米国立環境健康科学研究所，6)ルナパス毒性病理研究所，7)アストラゼネカ，8)キーナン コンサルティング，
9)フラウンフォッファー，10)ノバルティス，11)ベーリンガーインゲルハイム，12)バイエル，13)イーライリリー，
14)武庫川女子大学　生活環境学部　食物栄養学科

P-67 製薬企業のSEND対応事例―SENDに対応した病理組織学的検査体制の構築―
○松本 泉美，栃谷 智秋，河内 眞美，藤井 雄太，吉野 有香，宮脇 出
大日本住友製薬株式会社　前臨床研究ユニット
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P-68 INHAND病理用語をSENDIG v3.1に対応したフォーマットに変更した病理組織所見用語集の作成
○柿本 恒知 1)，諏訪 浩一 2)，枝元 洋 1)，山川 誠己 1)，山口 裕子 1)，星谷 達 1)

1)株式会社ボゾリサーチセンター　御殿場研究所　病理部，2)株式会社ボゾリサーチセンター　 
御殿場研究所　情報システム部

P-69 CDISC SEND CT病理用語の2018年内変遷と INHAND用語との比較
○井上 紗季 1)，畠山 洋文 1)，小泉 治子 1)，堀川 真一 1)，佐藤 伸一 1)，安齋 享征 2)，岩田 聖 2)

1)（株）イナリサーチ，2)ルナパス毒性病理研究所

ポスター発表ⅩⅨ　AI・画像解析
第1日目　　1月31日（木）　17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：白井　紀充（ファイザー製薬（株））
 諸木　孝泰（大塚製薬（株））

P-70 製薬企業におけるデジタルパソロジー技術を用いた形態計測に関する調査
○吉川 剛 1,2)，洞井 康 1,3)，浅岡 由次 1,4)，櫻井 孝信 1,5)，菊地 聡美 1,6)，山岡 牧子 1,7)，田中 雅治 1,3,8)

1)日本製薬工業協会　研究開発委員会，2)大塚製薬株式会社　徳島研究所，3)田辺三菱製薬株式会社　 
創薬本部，4)塩野義製薬株式会社　開発研究所，5)大正製薬株式会社　安全性・動態研究所， 
6)持田製薬株式会社　総合研究所　薬物動態安全性，7)杏林製薬株式会社　わたらせ創薬センター， 
8)一般財団法人バイオインダストリー協会　先端技術・開発部

P-71* 画像解析ソフトHALOを用いた病理所見の定量化の検討
○水川 真緒，洞井 康，大野 祐子，西川 智美，仁科 嘉修，馬場 伸之，久米 英介
田辺三菱製薬（株）創薬本部安全性研究所

P-72 ヒト肺癌細胞像の自動分類におけるFine-tuningした Deep Convolutional Neural Networksの 
比較検討
○塚本 徹哉 1)，寺本 篤司 2)，桐山 諭和 1,3)，山田 あゆみ 2)

1)藤田医科大学　医学部　病理診断学，2)藤田医科大学　医療科学部　放射線学科， 
3)成田記念病院　病理診断科

ポスター発表ⅩⅩ　実験法・新規技術1
第2日目　　2月1日（金）　15:10 - 16:00 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長：井上　薫（国立医薬品食品衛生研究所）
 野口　ちひろ（大正製薬（株））

P-73* PAXgene固定パラフィンブロック包埋サンプルの特徴
○山崎 雅輝 1)，中野 清孝 2)，名取 修 2)，鈴木 雅実 1,2)，加藤 淳彦 1)

1)中外製薬（株），2)（株）未来創薬研究所

P-74 低発現分子検出のための蛍光免疫染色の増感法とその特徴
○篠塚 淳子 1)，山崎 雅輝 1)，中野 清孝 2)，舟橋 真一 2)，鈴木 雅実 1,2)，加藤 淳彦 1)

1)中外製薬（株）　富士御殿場研究所　安全性研究部，2)（株）未来創薬研究所

P-75 FIB-SEMを用いたラット腎糸球体上皮細胞の3次元構造解析
宮内 泰 1)，○上田 耕平 1)，井村 奈緒子 1)，稲元 伸 2)，大塚 祐二 2)，吉田 晃世 2)

1)（株）鎌倉テクノサイエンス　生物試験業務部，2)（株）東レリサーチセンター　形態科学研究部
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ポスター発表ⅩⅩⅠ　実験法・新規技術2
第1日目　　1月31日（木） 17:20 - 18:10 ポスター会場（2F　瑞雲・平安）

座長： 上田　誠（日本新薬（株））
松本　泉美（大日本住友製薬（株））

P-76 3D培養系の形態学的解析手法
○藤井 悦子 1,2)，川合 重人 1)，山崎 雅輝 2)，中野 清孝 1)，加藤 淳彦 2)，鈴木 雅実 1,2)

1)株式会社未来創薬研究所，2)中外製薬株式会社

P-77* トリフルオロエタノール及びトリフルロアセトアルデヒドを曝露させたメダカの精巣病変
○黒田 雄介 1)，木村 真之 1)，早川 知里 1)，林 清吾 1)，竹内 和也 1)，古川 賢 1)，杉山 晶彦 2)

1)日産化学（株）　生物科学研究所，2)岡山理科大学　獣医学部　獣医学科

P-78* 網膜毒性発現機序解明における laser capture microdissectionの有用性についての検討
○白井 真人，青木 貴志，新野 訓代，藤本 和則，今岡 尚子，甲斐 清徳，森 和彦
第一三共株式会社　安全性研究所


