
平成 29年度 安田女子大学薬学部薬学科 卒業研究発表会プログラム 

 

平成 29年 10月 9日（月・祝） 12:00 ～17:00 

口頭発表会場：9号館 9154教室  ポスター会場：9号館 1Fアトリウム 

 

Ａ．口頭発表  発表時間： 10分（講演 7分、質疑応答 3分） 予鈴：一鈴 5分、二鈴 7分、三鈴 10分 

 

 13:00 学部長挨拶 大塚 英昭 

 座 長：大山 義彦 

 13:10 アワブキ葉部の成分研究 

  谷 和佳奈（創薬学講座・天然物化学分野） 

 13:20 核磁気共鳴法による単糖類の絶対配置の決定 

  岩熊 里沙（創薬学講座・天然物化学分野） 

 座 長： 森本 金次郎 

 13:30 脂肪酸結合型 siRNAを用いた膵臓がん細胞に対する効果的な遺伝子ノックダウン法の開発 

  岩尾 采未（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 13:40  肺がん細胞（A549）に対する脂肪酸結合型 siRNAのRNAi効果 

  上藤 明日香（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 13:50  パルミチン酸修飾型DsiRNAの大腸がん細胞に対する遺伝子発現抑制効果 

  橋本 優里（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 座 長： 徳村 彰 

 14:10 ヒト単球性白血病由来細胞（THP-1）のストレス応答における分化との関連性 

  後藤 瑞稀（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 14:20 マウス赤白血病由来細胞を用いたストレス応答 

  田中 リナ（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 14:30 ヒト骨髄性赤芽球性白血病由来細胞（HEL）の細胞分化によるストレス応答の解析 

  廣田 小百合（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 講 評  学科長 赤木 玲子 

 

Ｂ．ポスター発表（展示時間：12:00 ～17:00） 

  15:00 ～ 15:30 示説（奇数番号の学生） 15:30 ～ 16:00 示説（偶数番号の学生） 

  16:00 ～ 16:30 示説（奇数番号の学生） 16:30 ～ 17:00 示説（偶数番号の学生） 

 P-1 関節リウマチの薬物治療に対する薬剤師の介入 

  漁 理沙（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-2 妊婦及び胎児への影響が報告されている医薬品による治療を受けている患者に対する薬剤師の適切なリス

クコミュニケーションのためのツール開発(2) 

   尾﨑 花香（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-3 妊婦及び胎児への影響が報告されている医薬品による治療を受けている患者に対する薬剤師の適切なリス

クコミュニケーションのためのツール開発＜男性向け＞ 

   兼森 千尋（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 



 P-4 がん化学療法におけるオランザピンの制吐剤としての有用性について 

   副島 空海（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-5 非弁膜性心房細動における抗凝固療法で使用する薬物の検討 

   田口 久恵（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-6 壊死性筋膜炎の治療方法、薬剤の有用性 

   湊 由衣（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-7 記憶障害を誘発する薬について～適正使用を推進するために～ 

   有近 仁美（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-8 免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブ（オプジーボ®）を取り巻く現状と将来展望について 

   岡原 愛（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-9 妊婦・胎児への影響が報告されている医薬品によりてんかん治療を受けている患者に対する薬剤師の適切

なリスクコミュニケーションのためツール開発 

   中田 麻菜美（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-10 パーキンソン病治療におけるレボドパ治療の問題点と今後の展望 

   今井 綾乃（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-11 糖尿病治療を受けている患者への低血糖に関する適切な情報提供についての研究 

   山下 光莉（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-12 血友病におけるＱＯＬ向上を担う薬剤師の介入について 

   山村 まゆ（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-13 唾液アミラーゼの解析 

   仁科 彩子（臨床薬学講座・情報薬学分野） 

 P-14 Caco-2細胞を用いたリン酸化プロテオーム解析 

   野北 泉（臨床薬学講座・情報薬学分野） 

 P-15 パーキンソン病のミトコンドリア障害と関係のある遺伝子 

   菅原 実穂（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-16 アミロイド仮説とアルツハイマー病：－Aβタンパク質とプレセニリン－ 

   寺田 夏帆奈（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-17 修飾型 siRNAの胃がん細胞（MKN28）に対する効果的なジーンサイレンシング 

   田中 一絵（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-18 神経変性疾患における小胞体ストレス応答の関与の調査研究 

   久行 亜弥（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-19 糖尿病発症における小胞体ストレス応答の関与の調査研究 

   村上 あおい（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-20 ヒト結腸癌由来腸上皮細胞（Caco-2細胞）におけるストレス応答に関する研究 

   岩本 怜（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-21 ヒト由来慢性骨髄性白血病細胞（K562）における赤血球分化に伴うストレス応答性の変化 

   懸川 萌（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-22 ヒト大腸癌由来上皮細胞株の分化におけるリゾホスファチジン酸（LPA）受容体アンタゴニストの効果 

   中増 亜里沙（生命薬学講座・衛生薬学分野） 



 P-23 ヒト大腸癌由来上皮細胞中のE-カドヘリン発現に及ぼすスフィンゴシン-1-リン酸の効果 

   岡 里穗（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-24 ヒト大腸癌由来上皮細胞におけるスフィンゴシン-1-リン酸受容体の発現変化 

   古閑 恵梨奈（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-25 ヒト大腸癌由来上皮細胞の分化に及ぼすリゾホスファチジン酸の生理的役割 

   友道 仁美（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-26 ヒト大腸癌由来上皮細胞からの IL-8分泌に及ぼすリン脂質メディエーターの効果 

  松本 悠未（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-27 白金黒を用いた酵素センサーの応答特性：パラジウム黒との比較とATPセンサーへの応用 

   山田 敦子（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-28 パラジウム黒を用いた糖センサーの作製と応用 

   藤田 悠希（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-29 Pirrolidine構造を有する機能性モノマーを用いた糖タンパク質認識材料の合成 

   西原 春香（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-30 Guanidine構造を有する機能性モノマーを用いた糖タンパク質認識材料の合成 

   角田 有希（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-31 コアシェル型逆相HPLCカラムによる生薬成分分析その④ －センナの品質評価法の開発－ 

   泉田 莉菜（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-32 コアシェル型逆相HPLCカラムによる生薬成分分析その⑤ －ダイオウ（大黄）の品質評価法の開発－ 

   荒木 菜子（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-33 バニリンデヒドロゲナーゼ遺伝子の大腸菌発現について 

   田邊 敦子（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-34 薬剤耐性菌に作用する抗菌物質の探索 

   永禮 さやか（創薬学講座・物理分析化学分野） 

 P-35 乳児に影響する医薬品に関する調査研究 

   尼田 侑可（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-36 フィンゴリモド誘導体の合成研究 ― アジリジンの 2段階合成 

   貝塚 有里（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-37 フィンゴリモド誘導体の合成研究 ― アジリジンの 1段階合成 

   熊谷 友里奈（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-38 薬物のプロドラッグ化の有用性に関する調査研究 

   畠中 悠里（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-39 レチノイド受容体に作用するジヒドロピリミジン誘導体の合成 

   藤岡 絵美（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-40 リュウキュウヨモギの成分研究 

   新原 めぐみ（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-41 テイキンザクラ（Jatropha integerrima）根部の成分探索 

   上田 祐美加（創薬学講座・天然物化学分野） 

 



 P-42 二段階発酵茶（玄徳茶）の成分研究 

   長船 由依（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-43 リュウキュウコクタン（Diospyros ferrea）葉部由来成分の探索 

   下山 紗也加（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-44 糖質コルチコイドによる治療と副作用について 

   豊島 由希恵（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-45 骨粗鬆症と治療薬に関する研究 

   井上 あおい（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-46 アルツハイマー病の病態生理と治療薬について 

   大濵 華子（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-47 糖尿病と治療薬 

   信國 加奈（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-48 気管支喘息の病態と治療薬について 

   荒岡 沙也加（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-49 パーキンソン病における薬物治療に関する研究 

   小羽田 典子（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-50 緑内障とその治療薬について 

   吉岡 由貴（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-51 若年発症成人型糖尿病（MODY）と治療法 

   金 里奈（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-52 レビー小体型認知症の病態と治療に求められる薬 

   永田 裕美（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-53 アトピー性皮膚炎におけるタクロリムスの新たな治療標的 

   田原 早紀（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-54 表面プラズモン共鳴（SPR）を利用した細菌レクチン PMLとインフルエンザウイルスHAタンパク質の結

合解析 

   木村 萌（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-55 インフルエンザ感染細胞におけるトリプシンの影響 

   松重 澄香（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-56 細菌レクチンの血管新生阻害活性の解析 

   岩田 莉奈（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-57 ウイルス感染におけるウイルス認識分子の遺伝子変動 

   福島 菜摘（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-58 表面プラズモン共鳴（SPR）を利用した細菌レクチンPFLと上皮細胞増殖因子受容体（EGFR）の結合解析 

   福留 一紗（医療薬学講座・医療免疫学分野） 


