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バイオ医薬品工学講座
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（1978生）
工学博士
（富山県立大学・平 25）

京都大学工学部工業化学科卒（平成 14.3）/ 京都大学大学院工学研究科高分子
化学専攻修士課程修了（平成 16.3）/ 福井県庁環境政策課　（平成 16.4 ～平成
17.11）/（財）地球環境産業技術研究機構（RITE）研究員（平成 17.12 ～平
成 20.9）/ 富山県立大学工学部生物工学科研究員（平成 20.10 ～平成 25.9, 平
成 26.5 ～平成 28.3）/ ㈱ TOPU バイオ研究所研究員（平成 25.10 ～平成 26.4）
/ 富山県立大学工学部助教（平成 28.4 ～平成 31.3）/ 同講師（平成 31.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 動物細胞工学 / 生化学演習
専 門 分 野 細胞工学 / 薬物代謝学 / 生化学 / タンパク質工学

論文・報告

「Prediction of the Metabolism of Drugs and Food Factors by Drug-Metabolizing Enzymes in Humans.」（学
位論文）
Sulfate conjugates are the major metabolites in rats administrated with sesamin.  Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics; 34 : 134-140 （2019）
Metabolism of 2α-[2-（tetrazol-2-yl）ethyl]-1α,25-dihydroxyvitamin D3 by CYP24A1 and biological activity 
of its 24R-hydroxylated metabolite. J Steroid Biochem Mol Biol. 178:333-339. （2018）
Production of an active form of vitamin D2 by genetically engineered CYP105A1.　Biochem Biophys Res 
Commun. 486:336-341. （2017）
Sequential hydroxylation of vitamin D2 by a genetically engineered CYP105A1. Biochem Biophys Res 
Commun, 473: 853-858 （2016）  他

特 許 25- ヒドロキシビタミン D2 の製造方法 .（特許第 5222410 号 , 特開 2013-165659） 他

所 属 学 会 日本生化学会（平成 21 ～）/ 日本ビタミン学会（平成 21 ～）/ 日本薬物動態学会（平成 26 ～）/ 日本薬学会（平
成 27 ～）/ 日本バイオマテリアル学会（平成 25 ～）/ 日本フードファクター学会（平成 24 ～）

受 賞 歴
Elsevier Poster Award of 22nd Workshop on Vitamin D（令 1.5）/ 日本薬物動態学会第 32 回年会ベストポ
スター賞（平 29.12）/ 1st prize of the Poster Award of Innovation Forums Basel Life 2017（平 29.9）/
Young Investigator Award of  6th International Conference on Food Factors（平 27.11）

現在の研究課題
１．細胞工学を利用した医薬品・食品成分の代謝予測
２．微生物を用いた医薬品および医薬品代謝物の生産
３．医薬品・食品成分の生理作用および作用メカニズムの解明
共同研究キーワード

細胞工学 / 薬物代謝 / 代謝予測 / 予防医療
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（1981生）
博士（農学）

（信州大学・平 22）

■経   歴
信州大学農学部食料生産科学科卒（平 17.3）/ 信州大学大学院農学研究科
食料生産科学専攻修士課程修了（平 19.3）/ 信州大学大学院総合工学系研
究科生物・食料科学専攻博士課程修了（平 22.3）/ 自治医科大学分子病態
治療研究センター博士研究員（平 22.4 ～ 25.3）/ 同大助教（平成 25.4 ～
28.3）/富山県立大学ERATO浅野酵素活性分子プロジェクト博士研究員（平
28.4 ～ 29.3）/ 富山県立大学工学部講師（平 29.4 ～）

担 当 科 目 生命科学史 / 細胞生物学 / 薬理学 1/ 薬理学 2 / 薬物概論（2 コマ担当）/ 医薬品工学実験 5
専 門 分 野 分子生物学 / 炎症・免疫学 / 発生生物学

論文・報告

「ニワトリ骨髄細胞における血管再生能及び幹細胞同定に関する研究」（学位論文）
Interleukin-17 deficiency reduced vascular inflammation and development of atherosclerosis in Western 
diet-induced apoE-deficient mice. Biochem Biophys Res Commun 420:72-77, 2012
Critical role of caspase-1 in vascular inflammation and development of atherosclerosis in Western diet-fed 
apolipoprotein E-deficient mice. Biochem Biophys Res Commun 425:162-168, 2012
Inflammasome activation by mitochondrial oxidative stress in macrophages leads to the development of 
angiotensin II-induced aortic aneurysm. Arterioscler Thromb Vasc Biol 35: 127-136, 2015
Role of NLRP3 inflammasomes for rhabdomyolysis-induced acute kidney injury. Sci Rep 5: 10901, 2015

著 書 疾患モデルの作製と利用 脂質代謝異常と関連疾患 << 下巻 >> 第三節 ASC、株式会社エル・アイ・シー、東京、
2015

所 属 学 会 日本家禽学会（平 16 ～）/ 日本畜産学会（平 17 ～）/ 日本炎症・再生医学会（平 23 ～）/ 日本生体防御学会（平
27 ～）

受 賞 歴 信州農林科学振興会賞（平成 21）
現在の研究課題

１．鶏卵を介したバイオ医薬品生産法の開発
２．自然免疫経路を制御する低分子化合物の探索
３．インフラマソームとは独立したアダプター分子 ASC の役割の解明 .
共同研究キーワード

バイオ医薬品 / 低分子医薬品 /NLRP3 インフラマソーム / 病態モデル（動脈硬化、大動脈瘤、脳梗塞、深部静脈血栓症）
/ キメラニワトリ /IgY 抗体


