
2020 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 
 

2020 年 9 月 12 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 妊娠高血圧症候群におけるアムロジピン使用の検討 
  渥美 優月（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-2 児童青年期うつ病治療の実態と問題点～薬剤師として把握しておくべき事項～ 
   大橋 愛（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-3 免疫抑制剤のTDM 
   瀬分 梨佳（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-4 高血圧患者（40代男性）への治療介入とその効果 
   髙木 那歩（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-5 安田女子大学薬学部における月経前症候群の認知度等調査 
   玉井 千晶（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-6 経口GLP-1 受容体作動薬の今後の展望 
   日野 朱音（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-7 カルボプラチン投与量設定法について ～腎機能評価の妥当性～ 
   森本 百華（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-8 妊娠可能な年齢の女性がOTC 医薬品を選びセルフメディケーションを行う際のリスク回避ツールの開発検討 
   吉岡 千穂（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-9 睡眠薬の適正使用について ～ベンゾジアゼピン系薬の依存、耐性への対応～ 
   大下 仁菜子（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-10 虚血性心疾患患者に対する抗血小板薬の適正使用について 
   近森 満奈（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-11 尋常性痤瘡での来局者に対する薬局薬剤師の治療指導に関して 
   小川 日菜子（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-12 心不全治療の実際について 
   林 美砂（臨床薬学講座・臨床薬学分野） 

 P-13 大腸がんスフェロイドにアポトーシスを誘導する酸化コレステロール 25HC のメカニズム探索 
   川重 有緒維（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-14 婦人科領域の悪性腫瘍に関連する血栓塞栓症の治療 
   田中 綾花（生命薬学講座・機能形態学分野） 
 

2020.8.31 



 P-15 CDK1 阻害剤Alsterpaulloneが大腸がん細胞の 25HC誘導性アポトーシスへ及ぼす影響 
   松島 里美（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-16 酸化ステロール結合タンパク質OSBPL10の機能解析 
   一本木 萌（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-17 カカオポリフェノール摂取による血管系に対する効果 
   倉西 桃子（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-18 Actin filament は 25-HC による大腸がん細胞のアポトーシスに関与する 
   櫃田 彩穂（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-19 くも膜下出血急性期の脳保護治療の現状 
   平井 結愛（生命薬学講座・機能形態学分野） 

 P-20 脂肪酸結合型 siRNAの肺癌細胞（A549）に対するRNAi 効果 
   後藤 友里（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-21 脂肪酸結合型 siRNAのスキルス胃癌細胞(44As3)に対するRNAi 効果 
   中本 麻美（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-22 脂肪酸結合型 siRNAの胃がん細胞(MKN28)に対するRNAi 効果 
   藤井 芳帆（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-23 megalinリガンド探索システムの構築 
   荒田 春（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-24 脳脊髄液中のmegalinリガンドの探索 
   仁田峠 侑希（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-25 パルミチン酸コンジュゲート siRNAの効率的合成法の開発と肝がん細胞に対するRNAi 効果の応用 
   舟尾 七海（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-26 megalinリガンド吸収に与えるLanCl1 の影響 
  柳田 彩里（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-27 陽イオンを含むタンパク質複合体の解析に資する電気泳動法の開発 
   渡部 ちひろ（生命薬学講座・分子細胞生物学分野） 

 P-28 マウス肝癌細胞におけるヘムオキシゲナーゼ-1 遺伝子の熱ショック応答メカニズムの解明 
   佃 美穂（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-29 ヒト結腸癌由来腸上皮細胞(Caco-2)のバリア機能におけるヘム代謝の影響 
   松富 香名子（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-30 タイトジャンクションにおけるヘム結合タンパク質の同定 
   木村 希（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-31 極性分化したCaco-2 細胞へのグルタチオン酸化センサーの導入および解析 
   古川 祐衣（生命薬学講座・遺伝子化学分野） 

 P-32 血管作動性腸管ペプチド（VIP）は杯細胞分化誘導機能をもつ 
   井山 遥菜（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-33 杯細胞分化におけるヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害作用の解析 
   大下 紗永（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-34 リゾホスファチジン酸とメトトレキサレートによるHT-29の杯細胞への協調的分化誘導作用 
   伊藤 千尋（生命薬学講座・衛生薬学分野） 



 P-35 大腸癌由来上皮細胞HT-29の生存に及ぼすスフィンゴシン類とそれらのリン酸化体の作用 
   岡野 夏花（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-36 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― 
   中道 早紀（生命薬学講座・衛生薬学分野） 

 P-37 D-サイクロセリン合成酵素を利用した環状アミノ酸の合成 
   島田 雅（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-38 チロシナーゼの基質特異性における活性中心近傍に存在するシールドモチーフと水分子の役割 
   陳 依妤（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-39 細菌由来シスタチオニン-β-シンターゼに対する阻害剤の開発 
   平岡 芳織（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-40 緑膿菌由来シスタチオニン-β-シンターゼの酵素学的性質 
   矢上 みなみ（創薬学講座・物理化学分野） 

 P-41 NSAIDs 錠剤の光安定性に関する研究 
   石原 佳奈（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-42 ペンタヒドロキシ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 
   岡﨑 真優（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-43  ナプロキセン溶液の光分解に対するアミノ酸の保護効果 
   加納 百華（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-44 マダガスカル固有植物の成分研究 ～抗がん活性スクリーニングについて～ 
   幸城 恭子（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-45 常緑キリンソウのアルブチン含量の季節変動について 
   向井 瑠香（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-46  マダガスカル固有植物Asteropeia rhopaloides の成分研究 ～LCMS による検討～ 
   田中 麻美子（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-47 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 による有機酸分析と医薬品対イオンの定量 
   前田 里奈（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-48 ナイキサン®錠の光安定性評価と光分解物の構造同定 
   水田 淑恵（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-49 トリアゾール結合型カラムを用いる親水性相互作用HPLC による有機酸の分離分析 
   森 さとみ（創薬学講座・分析化学分野） 

 P-50 アミンの求核置換による 6-無置換 2-アミノジヒドロピリミジンの効率的合成法の開発 
   小國 真理（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-51  4,4-二置換ジヒドロピリミジンの合成と細胞増殖抑制効果 －4 位アルキル基の鎖長と 5 位カルボキシ基の効果－ 
   大田 美沙貴（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-52 分子内光延反応を利用するフルオロオキサフィンゴリモドの合成研究 
   高柴 桃花（創薬学講座・合成化学分野） 

 P-53 オキサフィンゴリモドの合成 
   蔵永 有紀（創薬学講座・合成化学分野） 
 



 P-54 マダガスカル固有植物 Sarcolaena oblongifoliaの成分研究 
   岸本 真奈（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-55 市場流通品オウバク中のベルベリン含有率の検討 
   岡谷 有季乃（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-56  放線菌 Streptomyces sp. NL15-2K 株由来L-Asparaginase 遺伝子の大腸菌発現 
   梅田 雅美（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-57 ハイゴケの成分研究 
   大呑 真緒（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-58 愛媛県産柑橘類の成分研究 
   岡 久美子（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-59 マダガスカル固有植物Leptolaena abrahamii の成分研究 
   栗山 万里子（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-60 マダガスカル固有植物Rhodolaena bakerianaの成分研究 
   後藤 由衣香（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-61 LDH 阻害活性漢方処方エキスの探索 ～局方収載エキスに関して～ 
   冨永 美里（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-62 薬剤耐性菌に作用する抗生物質産生きのこの探索と同定 
   西村 菜那（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-63  薬剤耐性菌に作用する抗生物質産生きのこの探索 
   弘中 舞（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-64 放線菌 Streptomyces sp. NL15-2K 株由来Trehalose synthase 遺伝子の大腸菌発現 
   俣賀 海里（創薬学講座・天然物化学分野） 

 P-65 Salivary Multiple Test による唾液検査を用いた歯ぐきの健康状態と生活習慣に及ぼす加齢の影響に関する実態調査 
   寺田 実代（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-66 花粉症の病態とその治療薬 
   沼田 咲菜（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-67 高血圧治療の臨床応用 
   宮本 佳奈（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-68 口腔健康状態に応じたハミガキ剤の選定による口腔健康状態の変化 
   有馬 祐希香（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-69 唾液因子と生活習慣に関する研究：年齢による変化の検討 ～歯の健康状態について～ 
   川嶌 春陽（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-70 歯周病菌の産生するジンジパインによるミクログリアの活性化経路の解明 
   柴田 桃佳（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-71 歯周病菌の産生するジンジパインによるミクログリアの遊走機構の解明 
   清水 玖美（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-72 ミクログリアを活性化する歯周病菌由来プロテアーゼ「ジンジパイン」の種類の特定 
   谷口 未来（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-73 中高年者の口腔健康状態に応じたハミガキ剤の選定 
   福来 菜緒（医療薬学講座・薬理学分野） 



 P-74 乳がんの治療法についての調査研究 
   若狹 由茉（医療薬学講座・薬理学分野） 

 P-75 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 
   荒川 沙織（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-76 希釈培地を用いた新規シデロフォア産生微生物の探索 
   玉岡 聖菜（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-77 非鉄制限下におけるシデロフォア産生微生物の培養・検出法の開発 
   三上 あい（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-78 条件不死化ラット脈絡叢上皮細胞株 TR-CSFB の密着結合形成に及ぼす分化誘導物質 n-酪酸 の効果 
   村上 佑衣（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-79 条件不死化ラット脈絡叢上皮細胞株 TR-CSFB の in vitro 密着結合形成に関する研究 
   坂之上 愛（医療薬学講座・医療製剤学分野） 

 P-80 骨粗鬆症の新薬ロモソズマブの効果 ～骨密度増加と骨折抑制効果～ 
   山本 彩加（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-81 心房細動における抗凝固薬と抗血栓薬の臨床評価 
   飴野 真歩（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-82 アトピー性皮膚炎の分子標的薬の有効性と安全性 
   川本 響美（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-83 アルツハイマー型認知症 〜新薬開発の現状〜 
   瀬口 りか（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-84 糖尿病と慢性腎疾患 
   森田 結音（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-85 クローン病治療における新規生物製剤の有効性と安全性 
   山﨑 留奈（医療薬学講座・薬物治療学分野） 

 P-86 細菌レクチンPTL部位特異的変異タンパク質の抗インフルエンザ活性 
   石堂 由里菜（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-87 細菌レクチン PTLの一アミノ酸置換変異(PTL-A54N)遺伝子の作製とクローニング 
   鳥井原 彩香（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-88 細菌レクチン PFLのヒト大腸がんHT29細胞インテグリンに及ぼす影響 
   船津 咲（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-89 外因性レクチンのがん細胞酸化還元動態に及ぼす影響 
   石田 みくる（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-90 レクチン PTLの一アミノ酸置換変異(PTL-L131Q)遺伝子の作製とクローニング 
   岩田 直穂（医療薬学講座・医療免疫学分野） 

 P-91 免疫チェックポイント関連分子B7-H4 により発現制御されるインテグリン分子種の同定 
   谷永 実加（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) 】 
 


