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第22回日本循環薬理学会

開催にあたって

第22回日本循環薬理学会

　当番幹事　 服部 裕一
 富山大学大学院医学薬学研究部
分子医科薬理学講座

　第22回日本循環薬理学会の学術集会をお世話させていただくにあたりご挨拶申し上げ
ます。
　日本循環薬理学会は、循環薬理学者の有志が集う循環薬理研究会として1991年にスター
トしてから、1999年になって日本循環薬理学会を標榜する会に成長し、今回で第22回目
の学術集会を迎えることになりました。これまでの当番幹事の先生方のご努力に感謝いた
しますとともに、この伝統ある会をお世話させていただくことを大変嬉しく、また光栄に
思います。
　循環薬理学の研究も、分子生物学的研究のみならず、形態組織学、生化学、電気生理学、
そして基礎薬理学から臨床薬理学、創薬に至るまで非常に広範な分野に及んでおり、今年
は、「新たなカッティングエッジリサーチの探求」をテーマに、先駆的な、あるいは独創
的な、あるいは斬新的な情報を交換する絶好の機会にできればと願っております。
　今回の学会では特別講演として、富山大学附属病院院長、井上博先生をお招きし、「心
原性塞栓症の予防：ワルファリンから新規経口抗凝固薬へ」についてご講演頂きます。
井上博先生は、心房細動をはじめとする不整脈の薬物治療では日本をリードする臨床研究
者であり、ご講演では最新の心房細動の薬物治療に関する考え方の一端をご紹介していた
だけるものと思います。また「糖尿病病態における血管内皮細胞機能研究の新しい展開」
と題したシンポジウムを企画いたしており、今や国民病化しつつある糖尿病、その合併症
にとって重要な糖尿病性血管内皮機能障害に焦点をあてて、その病態機序の解明、新規治
療法開発につなげる話題を提供してくれるものと期待いたしております。
　本学会では、研究会を学会に改めた1999年以降、次世代を担う人材育成のために、40
歳以下を発表者の対象とした “Young Investigator’s Award” を設立し、若手研究者の口
頭発表を積極的に奨励いたしております。本学会の特徴は、全て口演発表からなり、循環
薬理学研究に関係するホットなトピックスを提供してくれる発表をじっくり聴き、十分な
討論が行えることであります。どうか時間の許す限り活発な討論をお願いするとともに、
学会後の懇親会でも交流を大いに深めて頂ければ幸いです。
　本学会の開催にあたり各方面から多くのご支援を頂戴いたしました。多数の先生方にご
参加いただき活発な討論が展開できるようにお願い申し上げます。特に、富山医科薬科大
学名誉教授の山本恵一先生には、多大なるご厚志を賜りました。この場を借りて厚く御礼
申し上げます。
　末尾になりましたが、ご参加下さる先生方にとりまして本学会が有意義なものでありま
すことを心よりお祈りいたします。
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お知らせとお願い

■参加者の皆様へ
1. 受付場所
 富山国際会議場 2F 総合受付

2. 受付時間
 11月30日（金） 9：00～17：00

 ※ 事前参加登録をされている方の受付の必要はありません。参加証は、会場内では常に見
えるようにご着用願います。参加証の無い方のご入場は固くお断りします。当日参加者
は当日参加費を納め、参加証と抄録集をお受け取りください。事前参加受付をされた方
には参加証と抄録集を事前に送付しております。別途、希望される方は当日1冊1,000円
にて販売いたします。

3. 当日参加費
 会　　員 5,000円 
非 会 員 6,000円 
大学院生 2,000円（学部学生無料）　※当日受付で学生証を提示してください。

4. 懇 親 会
 11月30日（金） 18：00～20：00

 ANAクラウンプラザホテル富山 3F 鳳（おおとり）

 ※ 当日、懇親会に参加される方は、総合受付にてお申し込みください。 
懇親会参加費（当日）は次の通りです。

 　会　　員 6,000円 
　非 会 員 6,000円 
　大学院生・学部生 3,000円

5. 休　　憩
 会議室201に休憩室を設けています。休憩室には飲み物を用意していますのでご利用くだ
さい。また、館内は指定場所以外は全館禁煙となっております。喫煙される方は、1F 喫煙
所をご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

6. お 食 事
 会場内及び周辺のレストランをご利用ください。

7. クローク
 11月30日（金） 9：00～18：00

 ※貴重品・壊れ物・傘はお預かりできませんので予めご了承ください。

8. 会場撮影
 会場内でのカメラ、ビデオカメラ、携帯電話、その他機器による撮影や録音は固くお断り
します。なお、開催記録のため、スタッフが会場内の様子を撮影する場合がございますの
で、ご了承ください。また、発表会場内では、携帯電話、PHS 等音の出る機器については
音が鳴らないようご配慮ください。また、発表中の会場での通話はご遠慮ください。
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■演者の皆様へ
1. 発表時間
 YIA 候補演題、一般演題ともに、発表時間9分、質疑応答時間3分でお願いいたします。
発表開始後、8分（1回）、9分（2回）、12分（3回）でベルが鳴ります。発表の10分前まで
には次演者席にお着きください。

2. 発表データ
 本大会の発表は、PCプレゼンテーションに限らせていただきます。データ持ち込み（USB
メモリ、CD-R）、PC持ち込みに対応いたします。

3. PC 受付
 発表予定時間の遅くとも30分前までには PC受付へお越しください。その際、PC受付の
プロジェクターにて出力確認を致します。意図した通り出力されているかよく確認してく
ださい。また、PC持ち込みの方は発表予定時間の30分前までに（発表中でもかまいませ
ん）会場内の左前方演題付近の PCデスクまでお越しのうえ、スタッフに PCが起動した状
態でACアダプタと一緒にパソコンをお渡しください。発表後は速やかに PCデスクにお
越しください。お預かりしたパソコンをご返却いたします。

4. 発表データ
 データ持ち込みの場合
 ・ 会場で用意する発表用 PCの OS はWindows 7となります。データはウィルスチェック

を済ませたものをご用意ください。

 ・ 発表はMicrosoft PowerPoint 2010または AdobeReader XI となります。AdobeReader 
XI は無料でダウンロードできますので PDFで発表される方は作成された PC以外でも
正常に表示されることを事前にご確認ください。

 ・ 発表スライドは横縦比4：3となるように作成してください。

 ・ PowerPoint ファイル（ppt ファイルもしくは pptxファイル）を持ち込む場合はWindows 7
標準フォント以外を使用されると代替フォントに置換されて表示がずれることがありま
すのでご注意ください。また、PowerPoint 2010以外で作成されたファイルの場合、意
図しない表示となることがありますので、事前に PC受付にて表示の確認をお願いいた
します。動画ファイルを使用している場合は必ず作成した PC以外での動作確認を事前
に行ってください。PowerPoint ファイルに動画ファイルが埋め込まれていないと正常に
再生できない可能性が高いですのでご注意ください。

 ・ PDFファイル持ち込みの方はファイルにフォントが埋め込まれていることをご確認くだ
さい。また、事前に PC受付にて表示の確認をお願いいたします。

 ・ USB メモリの破損や CD-R 読み取り不可にそなえて必ずバックアップデータを別にお持
ちください。

 PC 本体持ち込みの場合
 ・ 発表中は PCを発表会場内の PCデスクにてお預かり致します。発表予定時間の30分前

までに会場内の PCデスクまでお越しください。演台ではこちらが用意したマウス、キー
ボードを使用して操作してください。持ち込まれたワイヤレスプレゼンター等の使用に
関しては一切責任を持ちませんので、予めご了承ください。
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 ・ 発表中にスクリーンセーバーや省電力モードにならないように事前に設定してください。
設定がされていない場合こちらで変更することがありますのであらかじめご了承くださ
い。また、起動時にパスワード等設定している場合は解除してください。

 ・ プロジェクタとの接続はアナログ接続で端子はミニD-sub15pin と
なります。HDMIのみの PCでは変換コンバーターが、Macintosh
をご使用の方は使用機種に対応した変換プラグが必要となります。
事務局では用意できませんのでご自身でご確認ください。

 ・ACアダプタは必ずご持参ください。

 ・万一に備え、バックアップデータは必ずお持ちください。

■YIA候補者の皆様へ
 ・ YIA 受賞者の発表および授賞式は、17時20分よりA会場にて行います。YIA候補者の

方は全員ご参加ください。

■YIA審査員の皆様へ
 ・ セッション開始15分前には、総合受付へ到着の旨をお伝えください。審査用紙をお渡し

いたします。

 ・YIA候補者演題の発表が全て終了いたしましたら、総合受付へ審査用紙をご提出ください。

■座長の皆様へ
 ・ セッション開始15分前には、会場右前方の次座長席にお着きください。

 ・ 進行は全て座長の先生にお任せいたしますので、活発な討論がおこなわれるようにご配
慮ください。発表時間は口演発表9分・質疑応答3分です。

 ・ タイムキーパーが発表開始後の時間経過をベルでお知らせいたしますのでプログラムの
時間を厳守いただきますようお願いいたします。発表開始後、8分（1回）、9分（2回）、
12分（3回）でベルが鳴ります。

■日本循環薬理学会幹事の先生方へ
 ・総合受付にお立ち寄りいただき、幹事会に関するご案内をお受け取りください。

ミニD-sub15pin
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会場へのアクセス
●JR富山駅より路面電車セントラム（環状線）で10分／国際会議場前下車 
（※10分間隔で運行／一方向運行）
●ＪＲ富山駅よりバスで約5分／城址公園前下車　徒歩3分
●ＪＲ富山駅より徒歩で約15分
●富山空港よりタクシーで約20分
●富山空港より空港連絡バスで約25分／総曲輪下車　徒歩2分
●北陸自動車道、富山ICから約15分

■国際会議場地下に有料駐車場がございます。
1時間300円、以後30分ごとに100円が加算されます。

■会場は国際会議場2階です。国際会議場正面より入場し、エスカレータで２階にお進み下さい。
富山国際会議場：http://www.ticc.co.jp/

交通アクセス



― 6 ―

2F

富山国際会議場

ホワイエ

ＥＶホール応
接
室

エ
ス
カ
レ
ー
タ

南
階
段

パ
ン
ト
リ
ー

自
動

販
売
機

北
階
段

倉庫５

倉庫4

吹抜

吹抜

搬入出EV

EV

非常用
EV

倉庫1

避難階段

避
難
階
段

倉庫2 倉庫3控室3控室2控室1

A会場
会議室

202、 203、 204

B会場
特別会議室

休憩室
会議室201

幹事控室
会議室206

学会事務局
会議室205

総合受付

クローク

PC受付

会場案内図



― 7 ―

日　程　表

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

A会場　会議室202、203、204 B会場　特別会議室

9：30～9：35 当番幹事開会挨拶
9：35～10：55

シンポジウム
糖尿病病態における

血管内皮細胞機能研究の新しい展開
座長：岡村 富夫 （滋賀医科大学）
　　　玉置 俊晃 （徳島大学）

11：00～11：48
一般演題　A01－A04

座長：筒井 正人 （琉球大学）
　　　福永 浩司 （東北大学）

11：00～11：48
一般演題　B01－B04

座長：百瀬 弥寿徳 （東邦大学）　
　　　西尾 眞友 （金沢医科大学）

11：50～12：50
一般演題　A05－A09

座長：近藤 一直 （藤田保健衛生大学）
　　　川崎 博己 （岡山大学）

11：50～12：38
一般演題　B05－B08

座長：今泉 祐治 （名古屋市立大学）
　　　石橋 隆治 （金沢医科大学）　

14：10～14：58
YIA 演題　YIA01－YIA04
座長：三輪 聡一 （北海道大学）　　　
　　　吉栖 正典 （奈良県立医科大学）

15：00～15：48
YIA 演題　YIA05－YIA08
座長：石井 邦明 （山形大学）
　　　田中 利男 （三重大学）

16：05～17：20
特別講演

心原性塞栓症の予防：
ワルファリンから新規経口抗凝固薬へ

座長：中谷 晴昭 （千葉大学）
講師：井上 　博 （富山大学）

17：20～17：45 YIA 優秀賞発表授賞式・学会会長挨拶・
 次期当番幹事挨拶・当番幹事閉会挨拶

18：00～20：00
懇　親　会

会場：ANAクラウンプラザホテル富山　3F　鳳（おおとり）

9：00～ 受付開始

12：50～14：10

昼食・日本循環薬理学会幹事会
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プログラム
9：30～9：35 第22回日本循環薬理学会 開会挨拶　　　当番幹事：服部　裕一

9：35～10：55 シンポジウム A会場（会議室202、203、204）

座長：岡村　富夫（滋賀医科大学） 　　　　　　　　　　　　　　　
玉置　俊晃（徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部）

［ 糖尿病病態における血管内皮細胞機能研究の新しい展開 ］
S-01 糖尿病時における内皮NO 合成酵素リン酸化調節と新規ターゲット分子 

　小林 恒雄
星薬科大学 医薬品化学研究所 機能形態学研究室

S-02 糖尿病性大血管障害のメカニズム探索：糖代謝産物メチルグリオキサルの摘出
血管反応性に及ぼす影響
　山脇 英之
北里大学大学院 獣医学系研究科 獣医薬理学研究室

S-03 糖尿病と血管内皮 Death 受容体の発現
　横尾 宏毅
富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座

S-04 糖尿病性心血管病における血管内皮細胞の役割 
―細胞老化への寄与を中心に―
　林 登志雄
名古屋大学 医学部 老年内科

11：00～11：48 一般演題 A会場（会議室202、203、204）

座長：筒井　正人（琉球大学大学院 医学研究科）
福永　浩司（東北大学大学院 薬学研究科）

A-01 心臓肥満細胞内アルデヒド脱水素酵素の活性化による再灌流性不整脈の予防
○甲田 賢一郎、田上 惠
東邦大学 医学部 麻酔科学講座（佐倉）

A-02 ラット心筋梗塞急性期に対するバゾプレシン V2受容体拮抗薬の効果
○泉 康雄1）、中村 泰浩2）、山崎 貴紀2）、高橋 延吉1）、岡 真優子1）4）、 
塩田 正之1）、三浦 克之3）、岩尾 洋1）

1）大阪市立大学大学院 医学研究科 分子病態薬理学講座、2）同 循環器病態内科学講座、 
3）同 薬効安全性学講座、4）京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 食環境安全性学講座
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A-03 陳旧性心筋梗塞下におけるⅠ群抗不整脈薬の催不整脈作用の機序： 
心筋Naチャネルの虚血誘発性細胞内リモデリングとの関連において
○津元 国親1）、芦原 貴司2）、原口 亮3）、中沢 一雄3）、倉智 嘉久1）

1）大阪大学大学院 医学系研究科 分子細胞薬理学教室、 
2）滋賀医科大学 循環器内科 不整脈センター、 
3）国立循環器病研究センター研究所 研究情報基盤管理室

A-04 プロテオミクスによる心機能改善効果を持つNobiletinターゲット分子の探索
○五十井 愛美1）、砂川 陽一1）2）、富野 翠1）、和田 啓道2）、村上 明3）、 
浅川 倫宏4）、橋本 正5）、刀坂 泰史1）2）、鈴木 秀敏1）、島津 章2）、藤田 正俊6）、 
長谷川 浩二2）、管 敏幸4）、森本 達也1）

1）静岡県立大学 薬学部 分子病態学、2）京都医療センター 臨床研究センター、 
3）京都大学大学院 農学研究科 食品化学専攻食品生命科学、 
4）静岡県立大学 薬学部 医薬品製造化学、5）セラバリューズ㈱、6）宇治病院

11：00～11：48 一般演題 B会場（特別会議室）

座長：百瀬　弥寿徳（東邦大学） 　　　　
西尾　眞友（金沢医科大学 医学部）

B-01  Ⅰ群抗不整脈薬シベンゾリンは、心室筋細胞のNa+/Ca2+交換体（NCX1）を 
抑制する
○渡邊 泰秀1）、山川 知美1）2）、渡邉 裕司2）、木村 純子3）

1）浜松医科大学 医学部 健康科学領域医療薬理学部門、2）同 臨床薬理学講座、 
3）福島県立医科大学 医学部 薬理学講座

B-02 アンジオテンシン受容体1型およびα 1A受容体刺激による KCNQ1の 
インターナリゼーション機構
○石井 邦明1）、岡崎 雅1）2）、倉上 和也1）2）、野呂田 郁夫1）、山崎 良彦3）、 
大倉 正道4）

1）山形大学医学部 薬理学講座、2）同 耳鼻咽喉科学講座、3）同 生理学講座、 
4）埼玉大学 脳科学融合研究センター

B-03 腎動脈結紮高血圧モデルマウス（2K1Cモデルマウス）由来抵抗血管における 
内向き整流性 K+チャネル（Kir2.1チャネル）の機能変化
○鈴木 良明1）、丸山 史登1）、服部 美波1）、山村 寿男1）、大矢 進2）、Cole WC3）、
今泉 祐治1）

1）名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学、2）京都薬科大学 病態薬科学系 薬理学、 
3）カルガリー大学 医学部 薬理学

B-04 マウス血小板凝集にテトラヒドロビオプテリンが及ぼす影響
○菅沼 由唯、池本 和久、一瀬 千穂、野村 隆英、近藤 一直
藤田保健衛生大学 医学部 薬理学講座
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11：50～12：50 一般演題 A会場（会議室202、203、204）

座長：近藤　一直（藤田保健衛生大学 医学部）　　　　
川崎　博己（岡山大学大学院 医歯薬総合研究科）

A-05 脳血管におけるトランスポーターの基質認識性解析
○西村 有平1）2）3）4）、梅本 紀子1）、張 孜1）、張 貝貝1）、黒柳 淳哉1）、 
島田 康人1）2）3）4）、田中 利男1）2）3）4）

1）三重大学大学院 医学系研究科 薬理ゲノミクス、 
2）三重大学 メディカルゼブラフィッシュ研究センター、 
3）同 新産業創成研究拠点 オミックス医学研究室、 
4）同 生命科学研究支援センター バイオインフォマティクス

A-06 骨髄由来血管前駆細胞の一酸化窒素合成酵素はマウス血管病変形成に対して 
抑制的に作用する
○筒井 正人1）、古野 由美2）、豊平 由美子3）、上野 晋4）、坂梨 まゆ子1）、 
松崎 俊博1）、野口 克彦1）、下川 宏明5）、尾辻 豊2）、柳原 延章3）、田村 雅仁2）

1）琉球大学大学院 医学研究科 薬理学、 
2）産業医科大学 医学部 第二内科学、3）同 薬理学、4）同 職業性中毒学、 
5）東北大学大学院 医学系研究科 循環器内科学

A-07 1型糖尿病モデルマウス近位尿細管における鉄蓄積は尿細管細胞老化には 
関与しない
○中野 大介、森田 龍頼、北田 研人、人見 浩史、小堀 浩幸、西山 成
香川大学 医学部 薬理学講座

A-08 2型糖尿病モデル上腸間膜動脈における endothelium-derived contracting 
factor（EDCF）増大に対する Pravastatinの改善効果
○石田 恵子、松本 貴之、小林 恒雄
星薬科大学大学院 医薬品化学研究所 機能形態学研究室

A-09 スタチンによるラットの肝障害誘発とその抑制法の探索
○加納 誠一朗、廣瀬 皓己、大西 真奈美、渡辺 貴博
北海道薬科大学 薬理学分野

11：50～12：38 一般演題 B会場（特別会議室）

座長：今泉　祐治（名古屋市立大学大学院 薬学研究科）
石橋　隆治（金沢医科大学 看護学部）　　　　　

B-05 ET-1誘発血管収縮作用に及ぼす低酸素化の影響
○田和 正志、下里 貴、岩﨑 広高、今村 武史、岡村 富夫
滋賀医科大学 薬理学講座

B-06 ユビキチン化によるエンドセリン受容体の動態制御機構の解析
○寺田 晃士、堀之内 孝広、東 恒仁、旗手 千鶴、三輪 聡一
北海道大学大学院 医学研究科 細胞薬理学分野
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B-07 小胞体Ca2+センサー STIM1とその新規スプライスバリアントによる TRPC3
及び TRPC6チャネルを介したエンドセリン A型受容体作動性Ca2+流入の 
抑制性制御
○堀之内 孝広、比嘉 綱己、東 恒仁、寺田 晃士、眞井 洋輔、原田 拓弥、 
旗手 千鶴、三輪 聡一
北海道大学大学院 医学研究科 細胞薬理学分野

B-08 TRPC6チャネルを制御するⅠ型 cGMP依存性キナーゼの 
TRPC6相互作用部位の解明
○本田 啓、井上 隆司
福岡大学 医学部 生理学教室

12：50～14：10 昼食・日本循環薬理学会幹事会

14：10～14：58 YIA演題 A会場（会議室202、203、204）

座長：三輪　聡一（北海道大学大学院 医学研究科）
吉栖　正典（奈良県立医科大学）　 　　　　

YIA-01 SDF-1αはCXCR4/PI3K/Rac1経路を介して内皮細胞の透過性を抑制する
○小林 幸司、佐藤 可奈子、貴田 大樹、村田 幸久、堀 正敏、尾崎 博
東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医薬理学教室

YIA-02 脳血流制御のトリガーとしてのグルタミン酸スピルオーバー動態
○大久保 洋平、飯野 正光
東京大学大学院 医学系研究科 細胞分子薬理学

YIA-03 心筋 sigma-1受容体によるミトコンドリアカルシウム調節と心機能改善作用
○田頭 秀章1）、長谷川 英之2）3）、金井 浩2）3）、福永 浩司1）

1）東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野、2）同 医工学研究科 医工学専攻、 
3）同 工学研究科 電子工学専攻

YIA-04 2型糖尿病時におけるインスリン依存性弛緩反応に対する 
プロテインチロシンホスファターゼ1Bの関与とアンギオテンシンⅡの影響
○根本 真吾、松本 貴之、小林 恒雄
星薬科大学大学院 医薬品化学研究所 機能形態学研究室
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15：00～15：48 YIA演題 A会場（会議室202、203、204）

座長：石井　邦明（山形大学 医学部）　　　　　　
田中　利男（三重大学大学院 医学系研究科）

YIA-05 血管内皮障害誘導因子としてのGRK2：特に性差に着目して
○田口 久美子1）、松本 貴之2）、小林 恒雄2）、服部 裕一1）

1）富山大学大学院 医学薬学研究部 分子医科薬理学講座、 
2）星薬科大学 医薬品化学研究所 機能形態学研究室

YIA-06 Histone deacetylase（HDAC）4は血管平滑筋細胞において 
血小板由来増殖因子 PDGF-BBによる増殖及び遊走を制御する
○臼井 達哉、岡田 宗善、原 幸男、山脇 英之
北里大学大学院 獣医学系研究科 獣医薬理学研究室

YIA-07 血管平滑筋細胞の hypoxia-inducible factor-1αが angiotensinⅡ誘発血管 
リモデリング形成に寄与するメカニズムの解析
○今西 正樹1）、冨田 修平1）2）、石澤 啓介3）、木平 孝高1）、池田 康将1）、 
山野 範子1）、石澤 有紀1）、土屋 浩一郎3）、玉置 俊晃1）

1）徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 薬理学、2）鳥取大学 医学部 分子薬理学、 
3）徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 医薬品機能生化学

YIA-08 門脈平滑筋におけるCaCC活性に対する TMEM16Aの寄与
○大城 隼也1）、山村 寿男1）、大矢 進1）2）、今泉 祐治1）

1）名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学、2）京都薬科大学 薬理学

16：05～17：20 特別講演 A会場（会議室202、203、204）

座長：中谷　晴昭（千葉大学大学院 医学研究院）

［ 心原性塞栓症の予防：ワルファリンから新規経口抗凝固薬へ ］
 井上　博（富山大学大学院 医学薬学研究部 内科学第二講座 教授）

17：20～17：45 A会場（会議室202、203、204）

① YIA優秀賞発表授賞式

② 日本循環薬理学会 会長挨拶 会　　長：岡村　富夫（滋賀医科大学 薬理学講座）

③ 第23回日本循環薬理学会 当番幹事挨拶 幹事代理：本田　　啓（福岡大学 医学部 生理学教室）

④ 第22回日本循環薬理学会 閉会挨拶 当番幹事：服部　裕一

18：00～20：00 懇 親 会　　ANAクラウンプラザホテル富山 3F 鳳（おおとり）
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