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 職  名 特別教授 

取得学位 博士 (医学）    

学  歴 岐阜県立医科大学大学院博士課程 修了 

受賞歴等 

瑞宝中綬章（平成 26 年）、読売東海医学賞（平成 11 年）、センメルワイス大学（ハ

ンガリー）名誉博士号（平成２年）、ハットナー賞（国際原生動物学会賞）（昭和 56

年）、日本医真菌学会賞（昭和 56 年）、岐阜日々新聞学術賞（昭和 56 年） 

所属学会 

国際医真菌学会（名誉会員）、アセアン膜学会（顧問）、日本膜学会（特別顧問､名誉

会員）、日本生化学会（評議員）、日本医真菌学会（名誉会員）、日本脂質生化学会（名

誉会員）、国際原生動物学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2017年：医学概論、臨床医学総論、病理学 

2016年：医学概論、臨床医学総論、病理学 

2015年：医学概論、臨床医学総論、病理学 

2014年：健康管理学、臨床栄養学総論、病理の科学 

 

研 究 活 動 

（著書等） 

・ハーパー・生化学（分担訳）、第 8 章 細胞および細胞内情報伝達の生化学 生体膜：構造と機能、丸

善出版、553-575（2016/11） 

・学校給食革命―公共食と持続可能な開発への挑戦. 杉山道雄、大島俊三、堀田康雄、野澤義則 

 筑摩書房（2014/11） 

・健康・栄養学辞典（51 項目担当）、中央法規出版（2011/04） 

 

（論文等） 

・Modulation of the sphingolipid rheostat in paclitaxel resistacne of the human prostate cancer  

cell line PCR-PR. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2017/04) 

・Mechanism of paclitaxel resistance in a human prostate cancer cell line, PC-PR, and its   

sensitization by cabazitaxel. Biochem. Biophys. Res. Commun. 479, 808-813 (2016/11) 

・Resveratorol-induced transcriptional up-regulation of ASMase (SMPD) of human leukemia and 

cancer cells. Biochem. Biophys. Res. Communn., 470:351-356 (2016/02) 

・配合飼料への柿ワイン残渣混合がアユの脂肪酸組成および官に与える影響.日本食品科学工業会誌, 

62:431-437(2015/09) 

・Increased acid ceramidase expression on upregulation ofandrogen -dependent 

deubiquitinase ,USP2/10, in a human prostate cancer cell line LNCAP.J. Biochem., 158: 309-319 

(2015/04) 



  
 

・Incresed SPHK taranscription of human colon cancer cells in serum-depleted culture: the  

involvement of CREB transcription factor. J. Cell. Biochem. 116: 2227-2238 (2015/01) 

・Hesperetin upregulates ABCA1 expression and promtes cholesterol efflux from THP-1  

macrophages. J. Nat. Product., 75: 563-566 (2012/11) 

・Transcriptional regulation of neutral sphingomyelinase 2 in all-taransretinoic acid-treated human 

breast cancer cell line, MCF-7.  J. Biochem., 151: 599-610 (2012/05) 

・ETS1 promotes chemoresistance and invasion of paclitaxel-resistant, hormone-refractory PC3 

prostate cancer cells by upregulating MDR1 and MMP9 expression. Biochem. Biophys. Res. 

Commun., 417: 966-971 (2012/05) 

・Inhibiton of cortactin and SIRT1 expression attenuates migration and invasion of prostate cancer 

DU145 cells. Int. J. Urol., 19:71-79 (2012/12) 

・Ethanolic extracts of Brazirian red prppolis increase ABCA1 expression and promote cholesterol 

ifflus from THP-1 macrophages. Phytomedicine, 19: 383-388 (2012/08) 

 

（総説） 

・活性酵素と酸化ストレス応答 － 分子メカニズムの新たな展開． 東海学院大学紀要、10、1-12

（2016/12） 

・野菜・果物の健康有用性 － ファイトケミカルの多様な機能とその仕組み. 東海学院大学紀要、9、 

1-15 （2016/03）  

・ファイトケミカルと細胞応答 － 細胞内シグナリングを中心に．健康食品管理士認定協会会報、7、 

53-62（2012/03） 

 

 

社 会 活 動 

・ 2014 年 4 月 ― 現在 岐阜県研究開発財団評議員会座長 

・ 2014 年 4 月 ― 現在 岐阜県先端科学技術体験センター アドバイザリー委員会副委員長 

・ 2013 年 4 月 ― 2015 年 3 月 JST 科学技術コミュニケーション推進事業「清流の国 ぎふエネル 

ギー･環境科学ネットワーク」(岐阜大学) 外部評価委員委員会委員長 

・ 2012 年 4 月 ― 2017 年 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「生活習慣病予防の科学的食育プロ

グラム確立を目指す基礎的栄養科学研究拠点形成」(中部大学) 外部評価委員会委員長 

・ 2014 年 2 月 岐阜大学大学院連合創薬情報研究科 外部評価委員会委員長 

 

 


