
2019 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 
 

2019 年 10 月 5 日（土） 13:30～16:00 

 

オープニング・クロージング会場：安田女子大学 9 号館 9154 教室   

ポスター会場：安田女子大学 9 号館 1Fアトリウム 

 

【1. オープニング 13:30～13:40  (9154 教室) 】 

 

【2. ポスター発表（展示時間：13:30 ～16:00）(9 号館 1F アトリウム) 】 

  13:40 ～ 14:10 示説（奇数番号の学生） 14:10 ～ 14:40 示説（偶数番号の学生） 

  14:40 ～ 15:10 示説（奇数番号の学生） 15:10 ～ 15:40 示説（偶数番号の学生） 

 P-1 糖尿病治療薬の適正使用について 

  足立 直実（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-2 花粉症患者向け説明パンフレット作成に関する検討 

   嶋田 妃菜（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-3 学生研究を対象とした倫理審査可否判定ツールの開発 

   篠﨑 裕美（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-4 熱性けいれんに関する患者用パンフレット・ツールの作成 

   上小園 詩織（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-5 薬局来局患者の住居における薬剤管理指導等に関する調査 

   川崎 莉沙（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-6 錠剤のピルケース保管時における吸湿性・崩壊性について 

   倉本 佳奈（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-7 痛風予防として薬剤師ができること 

   黒田 千晴（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-8 調剤薬局における患者に対する情報提供ツールの現状 

   竹林地 光（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-9 ナトリウム吸収阻害成分の調査研究～減塩以外で血圧を下げるには～ 

   中島 梢（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-10 開放性隅角緑内障患者に対する薬剤師の適切な指導及びアドヒアランス向上のためツール開発 

   南里 侑美（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-11 健常者の運動機能と生活習慣及び 1 秒率からCOPD 予防を検討するための予備調査 

   野口 友佳子（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-12 直接的レニン阻害薬アリスキレンの体内動態学的特徴について 

   芳賀 美希（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-13 免疫チェックポイント阻害剤の適正使用に関する研究～副作用対策を中心に～ 

   廣實 玲花（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-14 広島市における検体測定事業の普及を妨げている要因に関する研究 

   広理 あすか（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

2019.10.2



 P-15 花粉症の根治療法におけるシダキュア®スギ花粉舌下錠の有用性について 

   藤川 万莉子（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-16 造血幹細胞移植前処置薬であるブスルファンの小児への適正使用について 

   大野木 睦（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-17 RB タンパク質の上流のホスファターゼ群が 25-HCによるアポトーシスに関与する 

   小西 恵里香（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-18 酸化ステロール結合タンパク質OSBPL10 の機能解析 

   平野 皆美（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-19 PKC は大腸がん細胞の酸化コレステロール誘導性アポトーシスに関与する 

   奥野 世理奈（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-20 乳酸菌解糖系関連代謝産物が大腸がんスフェロイドに与える影響 

   田﨑 美帆（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-21 酸化コレステロールによる大腸がん細胞の増殖メカニズムの検討 

   立本 青空（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-22 異常タンパク質の分解に関わるEDEM タンパク質複合体の解析 

   奥野 真綺（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-23 標的遺伝子の発現を強く抑制できる脂肪酸修飾型核酸医薬品の開発 

   妹尾 美幸（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-24 マウスの肺がん細胞（3LL）に発現するPD-L1 遺伝子を標的とした脂肪酸結合型 siRNA(Lipid-siRNA)のRNAi 効果 

   寺田 美沙樹（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-25 がん細胞へのサイトカイン添加によるPD-L1の発現の誘導 

   德山 美紅（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-26 LanCl1 の機能とMegalin 細胞質領域における相互作用部位の特定 

  益永 月乃（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-27 脂肪酸結合型 siRNA の肺がん細胞（A549）に対するRNAi 効果 

   世羅 愛梨（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-28 エンドサイトーシス受容体のアダプター分子SBP1 の生理機能解析 

   三隅 蓉子（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-29 脂肪酸結合型 siRNA の肺がん細胞（3LL-Int）に対するRNAi 効果 

   宮﨑 真有（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-30 正電荷付与型の電気泳動法の開発を志向した色素化合物の合成研究 

   矢野 凪紗（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-31 マウスの線維芽細胞(MEF)におけるHeme Oxygenase-1 のストレス応答へのKEAP1 の関与 

   田代 愛（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-32  ヒト結腸癌由来上皮細胞への遺伝子導入方法について 

   畦浦 真由子（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-33 THP-1(ヒト急性単球性白血病由来)細胞の分化に伴うストレス応答性の変化 

   鍵平 光希（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 



 P-34 マウス由来の線維芽細胞MEF Keap1 KO 細胞における hHSP70 発現細胞の樹立 

   瀨筒 迪雅（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-35 酸化還元センサーを用いたHep3B 細胞内グルタチオン酸化状態の検討 

   垰 朋実（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-36 酸化還元センサーを用いたCaco-2 細胞の細胞内酸化還元環境の検討 

   田中 佑旺（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-37 ラットの線維芽細胞におけるヘムオキシゲナーゼ 1 遺伝子のNrf2 を介した熱ショックと酸化ストレス応答 

   森近 睦美（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-38 スフィンゴシン 1-リン酸（S1P)受容体の活性化を介するスフィンゴ脂質によるヒト大腸癌由来上皮細胞の増殖、遊走

および分化調節 

   内藤 千里（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-39 ヒト大腸癌由来上皮細胞の杯細胞への分化におけるオートファジーの役割 

   三好 真希子（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-40 ヒト大腸癌由来上皮細胞の杯細胞への分化に及ぼすリゾホスファチジン酸と酪酸の協調的作用 

   森永 ひかり（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-41 ヒト大腸癌由来上皮細胞による炎症惹起性インターロイキン-8 分泌に及ぼすグリセロリン脂質の調節作用 ―サブク

ラスの比較― 

   矢野 里穂（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-42 リゾホスファチジン酸とヒストン脱アセチル化酵素阻害剤によるヒト大腸癌由来上皮細胞の協調的分化誘導機構 

   山本 美咲希（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-43  腸内環境がヒト大腸癌由来上皮細胞に及ぼす影響 

   橋本 佳奈（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-44 Pseudomonas taiwanensis由来の高マンノース糖鎖結合性レクチン (PTL) のX 線結晶構造解析 

   池田 雛子（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-45  Lactobacillus plantarum 由来シスタチオニン γ-リアーゼの構造生物学的研究 

   江角 由香（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-46  ボロン酸部位を有する人工高分子材料に関する調査研究 

   竹野 希（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-47 抗結核薬D-サイクロセリンの生合成における最終段階を触媒する酵素DcsG の反応機構に関する研究 

   田中 暁子（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-48 人工高分子を基盤としたタンパク質吸着材の開発- 

   平井 優実（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-49 シクロデキストリン結合型カラムを用いる親水性相互作用HPLC による水溶性ビタミン類の分離 

   上野 茉莉（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-50  核磁気共鳴法による糖の絶対配置の決定 ～フコース、ジキトキソースについて～ 

   江口 未希子（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-51  ナイキサン🄬錠の光安定性に関する検討 

   大嶋 沙也加（創薬学講座・分析化学分野） 

 



 P-52 常緑キリン草のアルブチン含量について 

   慶久 咲（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-53 コアシェル型逆相HPLC カラムでのショウキョウ及びカンキョウの品質評価法の開発 

   副島 七瀬（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-54 マダガスカル固有植物Asteropeia rhopaloidesの成分研究 ～高極性画分について～ 

   正岡 美早希 （創薬学講座・分析化学分野） 

 P-55 コアシェル型Biphenyl カラムを用いる生薬成分ベルベリン及び漢方製剤の品質評価法の開発 

   野村 彩乃（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-56 ジクロフェナク錠の光安定性に関する検討  

   髙藤 彩香（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-57 トリアゾール結合型カラムを用いる親水性相互作用HPLC による水溶性ビタミン類の分離分析 

   立石 朝香（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-58 カナグリフロジンの創製 

   河村 有香（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-59 フィンゴリモド誘導体の合成研究－2-ニトロエタノールの還元 

   関根 彩乃（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-60 フィンゴリモド誘導体の合成研究－2-アミノエタノールのスルホニル化 

   中野 里咲（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-61 レベチラセタムの創製 

   中村 文香（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-62 6-無置換ジヒドロピリミジンの触媒的合成法の開発 

   中村 優里（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-63 2-置換ジヒドロピリミジン誘導体の合成、構造と熱力学的安定性 

   牛本 静香（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-64 キラルアルミニウム触媒を用いる 6-無置換ジヒドロピリミジンの不斉合成 

   中北 いぶき（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-65 グミモドキ由来Crotofolane型ジテルペン類の生合成研究 ～Casbene synthase 遺伝子の大腸菌発現～ 

   遠藤 笑（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-66 放線菌分離株 Streptomyces sp.YC0111 が産生する抗生物質に関する研究 

   大崎 永莉（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-67 テイキンザクラ葉部 1-BuOH 可溶画分の成分探索 

   奥 遥香（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-68 グミモドキ由来Crotofolane 型ジテルペン類の生合成研究 ～Casbene synthase 遺伝子のクローニングと配列解析～ 

   髙垣 有未（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-69 マダガスカル固有植物Croton radiates の成分研究 

   大里 麻依（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-70 リュウキュウコクタン葉部の成分探索 

   龍田 珠江（創薬学講座・天然物化学分野） 

 



 P-71 LDH 阻害活性漢方処方エキスの探索 

   田中 芹奈（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-72 放線菌分離株 Streptomyces sp.YC0108 が産生する抗生物質に関する研究 

   半明 佐和子（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-73 マダガスカル固有植物Croton jennyanus の成分研究 

   田中 智紗子（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-74 アルツハイマー型認知症と嗅覚障害 

   朝枝 萌（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-75 抗ヒスタミン薬についての調査・研究 

   植田 瑞穂（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-76 不眠症の病態とその治療薬 

   沖元 桃香（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-77 重症筋無力症の病態とその治療薬について 

   酒井 玲奈（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-78 新規抗てんかん薬の有用性についての調査研究 

   西岡 奏美（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-79 高尿酸血症・痛風の病態と治療薬について 

   矢頭 麗佳（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-80 歯周病菌病原性因子のヒト由来脳血管内皮細胞ならびにミクログリアに対する作用の解析 

   天野 朝香（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-81 歯周病菌の産生するジンジパイン依存のヒト由来ミクログリアの遊走反応の解析 

   井関 彩菜（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-82 パーキンソン病の病態と治療薬 

   中川 愛望（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-83 ストレスの唾液因子ならびに口腔内健康状態に及ぼす影響の解析 

   中村 有希（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-84 Salivary Multiple Testによる唾液検査を用いた口腔内健康状態と生活習慣に関する実態調査 

   山近 紗代（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-85 難培養性微生物の覚醒シグナルに応答する遺伝子の探索 

   木村 聡美（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-86 ラット脈絡叢上皮細胞株（TR-CSFB）の播種温度と密着結合形成温度の検討 

   木村 弥実（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-87 新規性の上がる培養方法を用いたシデロフォア産生微生物の探索 

   小佛 さとみ（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-88 脳脊髄液中の薬物動態の制御における血液脳脊髄液関門と血液クモ膜関門の比較調査研究 

   實藤 美悠（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-89 シデロフォア産生微生物を探索する新規分離培養手法の開発 

   末盛 真衣（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 



 P-90 レビー小体型認知症とレム睡眠行動障害の薬物治療について 

   松岡 悠理子（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-91 妊娠と薬物治療～服薬継続か服薬中止・減量に伴うリスクの考察 

   山本 真帆（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-92 HIV 治療における長期作用型製剤について 

   吉岡 ゆい（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-93 IgA 腎症に対する扁摘ステロイドパルス併用療法の有効性 

   片岡 彩季（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-94 注意欠陥多動性障害(ADHD)の薬物療法：ADHD 患者が起こす犯罪率から見た、薬物療法の利点 

   金村 綾音（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-95 遺伝性乳癌におけるBRCA 1/2 変異の分子的、病理学的特徴及び治療戦略の現状 

   隅田 綾香（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-96 非小細胞肺癌治療に対する免疫チェックポイント阻害薬の有効性と安全性 

   古谷 芽久美（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-97 ステロイド性骨粗鬆症におけるテリパラチドの有効性とビスホスホネート製剤との比較 

   渡邊 優美（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-98 免疫チェックポイント関連分子B7-H4 の糖鎖解析 

   久保 歩佳（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-99 コレクチンCL-K1 タンパク質の哺乳類細胞での発現 

   小林 佑季子（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-100 細菌レクチンPFL のヒト臍帯静脈内皮細胞インテグリンに及ぼす影響 

   隅田 のぞみ（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-101 常緑キリンソウ抽出画分の抗インフルエンザウイルス活性 

   守谷 春香（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-102 コレクチンCL-K1 タンパク質の大腸菌での発現 

   八幡 華奈江（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-103 細菌レクチンPTL による胃がん由来MKN28 細胞インテグリンのダウンレギュレーション 

   米田 麗奈（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-104 肺がん由来A549 細胞の免疫チェックポイント関連分子に及ぼす細菌レクチンPFL の影響 

   大石 映美（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 

 

【3. クロージング 15:45～16:00  (9154 教室) 】 

 


