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１ 北川範仁，小田万友子，森本正敏，十時忠秀：Minimal ropivacaine concentration causing irrevers-
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要旨集

２ 北川範仁，青柳孝彦，可徳三博，鶴田敏幸，小田万友子，十時忠秀：肩関節手術の術後痛管理：術
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４ 北嶋修司，金 英姫，小池智也，于 瑩，劉 恩岐，塩見雅志，森本正敏，渡辺照男，範 江林：

ヒト apo(a)トランスジェニックWHHLウサギにおける Lp(a)の冠動脈硬化促進．第38回 日本
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５ 北嶋修司，金 英姫，小池智也，于 瑩，劉 恩岐，塩見雅志，森本正敏，渡辺照男，範 江林：

ヒト apo(a)トランスジェニックWHHLウサギにおける Lp(a)の冠動脈硬化促進．第11回 Lp(a)

カンファレンス．2006，７，13-14．講演要旨集 p４．



６ 小池智也，北嶋修司，森本正敏，渡辺照男，浅田祐士郎，畠山金太，範 江林：動脈硬化病変の
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化研究におけるウサギモデルの有用性―新規危険因子Ｃ反応性蛋白の機能解析．第２回フォーラム

「医療に貢献する実験用ウサギの新しい展開」．2006，９，２．講演要旨集 p14．
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却速度の影響について．第24回九州実験動物研究会．2006，11，18．九州実験動物雑誌．22：72．

10 劉 恩岐，北嶋修司，森本正敏，小池智也，Yu Ying，長田道夫，渡辺照男，範 江林：Increased
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11 劉 恩岐，北嶋修司，Kurt Reifenberg，森本正敏，渡辺照男，範 江林：補体成分 C6欠損ウサギ

の海外からの凍結精子による導入．第2回フォーラム「医療に貢献する実験用ウサギの新しい展

開」．2006，９，２．講演要旨集 p16．

12 于 瑩，小池智也，北嶋修司，森本正敏，塩見雅志，範 江林：ウサギモデルを用いた動脈硬化

におけるMMP発現様式の検討．第53回 日本実験動物学会総会．2006，５，12-14．講演要旨集

p220．

13 Y.Yu,T.Koike,S.Kitajima,M.Morimoto,M.Shiomi,J.Fan: Upregulation of MMP-1,-3,

-12,and,-13 is associated with atherosclerotic lesions. The XIV International symposium on
 

atherosclerosis,2006,6,16-18.Atherosclerosis supplements 7(3);238,2006.

14 于 瑩，小池智也，北嶋修司，塩見雅志，森本正敏，範 江林：MMP-1,-3,-12,-13の発現が

動脈硬化病変において増加していた．第38回 日本動脈硬化学会総会．2006，７，13-14．講演要旨
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研究助成等

職名 氏 名 補助金(研究助成）等の名称 種 目 研 究 課 題 等 交付金額
(千円)

助教授 森本 正敏 平成18年度文部科学省研究

費補助金

基盤研究 Ｃ反応性蛋白トランスジェニックウサ

ギを用いた動脈硬化の発生機序の解明

1,200

客 員

研究員

(名誉教授)

渡辺 照男 平成18年度文部科学省研究

費補助金

基盤研究 肥満における PPARsの役割：遺伝子

改変ウサギを用いた研究

900

専門技

術職員

詫 茂信 平成18年度文部科学省研究

費補助金

奨励研究 遺伝子組換えウサギの凍結精子による

輸送方法に関する研究

720

専門技

術職員

友田 清光 平成18年度文部科学省研究

費補助金

奨励研究 遺伝子組換えウサギの繁殖：高圧蒸気

滅菌可能な繁殖用巣箱の材質に関する

検討

750



機器分析部門

学術論文
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metabolites and 7-methylguanine after smoking cessation. 79 545-549 Int Arch Occup Environ
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２ Higure Y,Shimazaki Y,Nohmi M: Can 4-chloro-m-cresol be substituted for caffeine as an
 

activator of calcium oscillation in bullfrog sympathetic ganglion cells? Cell Calcium 39:467-

70,2006
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徹，友国勝麿：佐賀環境フォーラムにおけるシックスクール問題への取り組み(2) 第76回日本衛生

学会2006年３月 日本衛生学雑誌 第61巻第２号 286頁
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2006年５月 産業衛生学雑誌 第48巻臨時増刊号635頁
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