
プログラム 

9:00 登録受付開始  

10:00 開会の挨拶  

～ 実行委員長 田中 克明（横浜市立大学附属市民総合医療センター）  

10:15   

10:15 【招待講演】 座長 津田 洋幸（名古屋市立大学大学院医学研究科）  

～ Structure-function of lactoferrin isoforms  

11:15 Annick Pierce (Université des Sciences et Technologies de Lille)  

11:15 【一般口演 1】 座長 大槻 克文（昭和大学医学部）  

～
 O-1～O-6    竹内 崇（鳥取大学農学部） 

 

12:15   

12:15 昼食・休憩（ポスター会場にて軽食をご用意しております。）  

～ 尚、実行委員・座長の先生方は貴賓室にて実行委員会を開催しますので  
13:00 ご参集下さい。  
13:00 【ポスターセッション】  

～ P-1～P-27  
14:00   
14:00 【一般口演２】 座長 小林 哲夫（新潟大学医歯学総合病院）  

～ O-7～O-9    宮内 睦美（広島大学大学院医歯薬学総合研究科）  

14:30   
14:30 【シンポジウム】：「ラクトフェリンの臨床応用」 

 座長 田中 克明（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 

    飯郷 正明（名古屋市立大学大学院医学研究科） 

S-1 ウシラクトフェリン経口投与による歯周病原細菌の抑制 

小林 哲夫（新潟大学医歯学総合病院） 

S-2 リポソーム化ラクトフェリンの歯周病に対するヒト予備摂取試験 

石角 篤（サンスター株式会社研究開発部） 

S-3 ラクトフェリンによる乳幼児胃腸炎の予防・軽症化効果の検討 

江頭 昌典（長崎大学医学部歯学部附属病院小児科） 

S-4 腸溶ラクトフェリンの摂取が肥満男女の内臓脂肪及びメタボリックシンド 

ロームリスクに及ぼす影響について 

村越 倫明（ライオン株式会社研究開発本部） 

S-5 ウシラクトフェリンによるがん予防の基礎と大腸腺腫進展抑制効果 

飯郷 正明（名古屋市立大学大学院医学研究科） 

 



 

15:30 【ポスターレビュー】  島崎 敬一（北海道大学大学院農学研究院）  

～ 

            高山 喜晴（農業・食品産業技術総合研究機構 

畜産草地研究所） 
 

16:00   

16:00 閉会の挨拶  

～ 三輪 正直（長浜バイオ大学バイオサイエンス学部）  
16:10   

16:10 フォーラム賞表彰式・懇親会  

～   
17:30   

 



一般口演・ポスターセッション 一覧 
 

【一般口演】 
 

O-1 組換え型ヒトインテレクチンはウシラクトフェリンとそのペプチドに結合する  

 新 光一郎（森永乳業株式会社食品基盤研究所）  
O-2 動物モデルにおける Lactoferrinの MMPs 活性抑制による早産抑制効果と子

宮内胎児感染予防効果に関する検討 

 

 杉山 将樹（昭和大学医学部）  
O-3 糖尿病誘発マウスにおける lactoferrin の創傷治癒促進効果  

 輪千 浩史（星薬科大学臨床化学教室）  
O-4 ラクトフェリンによる HTLV-1 感染抑制効果  

 田中 正和（関西医科大学）  
O-5 ラクトフェリンは B 型肝炎ウイルスのヒト培養肝細胞への感染を防御する  

 野崎 昭人（横浜市立大学附属市民総合医療センター）  
O-6 PEG 化ラクトフェリンの肝保護作用および肝細胞への取り込みに関する検討  

 杉山 晶彦（鳥取大学農学部）  
O-7 ラクトフェリンの歯周病菌バイオフィルムに対する効果  

 若林 裕之（森永乳業株式会社食品基盤研究所）  
O-8 大豆レシチンによるリポソーム化ラクトフェリン経口投与がリポポリ 

サッカライド誘導歯周組織破壊に及ぼす抑制効果 

 

 川添 亜希（広島大学大学院歯学総合研究科）  
O-9 リポポリサッカライド誘導歯周組織破壊に及ぼすリポソーム化ラクトフェリン 

経口投与の抑制効果：骨芽細胞による破骨細胞形成に及ぼすラクトフェリン

の抑制効果について 

 

 山野 栄三（広島大学大学院医歯薬学総合研究科）  
 

【ポスターセッション】 
 

 [1. 解析]  
P-1 Proteomic approach to the identification of novel delta-lactoferrin target genes: 

characterization of DcpS, an mRNA scavenger decapping enzyme 
 

 Jean-Paul Perraudin (Taradon Laboratory s.p.r.l.)  
P-2 水産生物由来ラクトフェリン様活性ペプチドの探索  

 Seema Kafley（北海道大学農学研究院）  
P-3 ファーウエスタンブロットおよびアフィニティークロマトグラフィーによるビフィズ

ス菌のラクトフェリン結合性タンパク質の探索 
 

 田島 恵梨香（北海道大学農学研究院）  
P-4 ウシ唾液中のラクトフェリンと相互作用するタンパク質の探索  

 北條 晶子（北海道大学農学研究院）  
P-5 ヒトラクトフェリン由来の回腸収縮ペプチド lactomedin 1 および 2  

 吉川 正明(大阪大学大学院工学研究)  
P-6 THP-1 細胞へのラクトフェリン添加による遺伝子発現変化の網羅的解析  

 黒田 智（東京工科大学応用生物学部）  
P-7 牛ラクトフェリンの示す酸性ホスファターゼ活性について  

 三浦 孝之（日本獣医生命科学大学応用生命科学部）  
   

   
   
   



   
 [2. 抗菌]  

P-8 Lactococcus lactis subsp. cremoris の生長に対するラクトフェリンファミリータンパ

ク質の効果 

 

 安 慶美（韓京大学校 農業生命科学大学動物生命環境科学部）  
P-9 Pseudomonas syringae に対する牛ラクトフェリン分解物の抗菌効果  

 柳 妍暻 （韓京大学校 農業生命科学大学動物生命環境科学部）  
P-10 固体ＮＭＲによる黄色ブドウ球菌の模倣膜に対するウシラクトフェリシンの相

互作用と抗菌活性の解明 
 

 梅山 万左子（横浜国立大学大学院工学研究院）  
P-11 固体 NMR による細菌模倣膜に対するウシラクトフェランピンの相互作用と抗

菌活性の解明 

 

 堤 敦史（横浜国立大学大学院工学研究院）  
P-12 臨床分離緑膿菌のバイオフィルム形成に及ぼすラクトフェリンの効果  

 神宮 浩之（日本赤十字社医療センター）  
 [3. 生理]  

P-13 ラクトフェリンによる Hartmannella 細胞の増殖抑制作用  
 冨田 信一（玉川大学農学部）  

P-14 PEG 化ラクトフェリンによる鎮痛活性増強効果  
 石川 まりこ（鳥取大学農学部）  

P-15 ウシラクトフェリンを含有するコラーゲンゲル薄膜による骨芽細胞分化の促進  
 高山 喜晴（農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所）  

P-16 Bovine lactoferrin が Dendritic Cell の分化と抗癌に及ぼす影響  
 南 明洙（忠南大學校農業生命科學大學 動物資源科學部酪農産業科學專攻）  

P-17 ラクトフェリンは細胞表面にプリオン蛋白質を集積させプリオン複製阻害効果

を示す 
 

 岩丸 祥史（動物衛生研究所 プリオン病研究センター）  
P-18 角膜アミロイドーシスの前駆蛋白としてのラクトフェリン  

 佐々木 香る（出田眼科病院）  
 [4. 免疫]  

P-19 ウシラクトフェリンの給与が哺乳子牛の急性相反応に及ぼす影響  
 櫛引 史郎（農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所）  

P-20 OVA (ovalbumin)誘発アレルギーにおけるラクトフェリンの抑制効果  
 劉 永春（建陽大学医学部微生物学教室）  

P-21 マウスにおける食餌抗原に対する免疫応答に及ぼすラクトフェリン投与の影響  
 水町 功子（農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所）  

P-22 ラクトフェリン経口摂取による肝障害抑制効果の誘導  
 久原 徹哉（森永乳業株式会社食品基盤研究所）  

P-23 C 型肝炎ウイルス持続感染者に対するウシラクトフェリン投与と IL-10 産生に

及ぼす影響 

 

 樋上 勝也（東邦大学医療センター大森病院）  
 [5. 応用]  

P-24 ラクトフェリンの服用が唾液酸化還元電位に与える影響  
 青山 訓康（臨床ラクトフェリン研究会、青山歯科クリニック）  

P-25 テキストデータ分析ツールを用いたラクトフェリンの多機能性に関する情報 
整理と知識抽出 

 

 櫛田 達矢（ナラプロ・テクノロジーズ株式会社）  
P-26 直鎖型 30kDa ポリエチレングリコール（PEG）を用いた PEG-ラクトフェリンの開発  

 齋藤 由貴（東京工科大学応用生物学部）  
P-27 直鎖型 5kDa ポリエチレングリコール（PEG）修飾ラクトフェリンの創製  

 玉城 尚美（東京工科大学応用生物学部）  

 


