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ポスター
番号

所属分野 氏名 題目

1 機能形態学分野 鍵冨 香澄 新型コロナウイルス感染症と脳卒中

2 機能形態学分野 石川真衣 高カカオ含有チョコレート（カカオポリフェノール）摂取による血管機能改善効果

3 機能形態学分野 堀内 千央 新型コロナウイルスワクチンの開発・接種状況と感染予防効果： 2021年の動向

4 機能形態学分野 平岡靖菜 LIMKは25-HCによる大腸がん細胞の細胞死誘導に関与する

5 機能形態学分野 奥元彩乃 25-HCによるABCA1の細胞内局在変動メカニズムの探索

6 機能形態学分野 對馬由華 大腸がん細胞の25-HC誘導性細胞死におけるHSP90阻害剤の効果

7 分子細胞生物学分野  湛増 里奈 B7-H4の発現が高いがん細胞に対するLipid-siB7H4コンジュゲートの新規がん免疫チェックポイント阻害剤としての可能性

8 分子細胞生物学分野 戸田 三佳 脂肪酸結合型siRNAの 大腸がん細胞（HT29）に対するRNAi効果

9 分子細胞生物学分野 箱嶋 佑美 乳がん細胞（T47D）で発現するがん免疫チェックポイント（PD-L1）を標的としたLipid-siPDL1sによる強力なRNAi効果

10 分子細胞生物学分野  井野口 真美 β-カテニンを標的としたLipid-siRNAs (Lipid-siCATs) のRNAi効果と細胞内デリバリーについて

11 遺伝子化学分野 坂本 祐美 抗酸化酵素ヘムオキシゲナーゼ-1のストレス応答性におけるKEAP1の関与

12 遺伝子化学分野 石堂 志帆 大腸菌発現Megalin細胞質領域タンパク質の精製条件の検討

13 遺伝子化学分野 徳田 裕子 大腸菌発現Megalin細胞質領域の抽出効率に関する検討

14 衛生薬学分野 浅上 萌 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分泌作用に及ぼすグリセロリゾリン脂質の抑制作用

15 衛生薬学分野 糸洲 玲亜 HT-29細胞の生存に及ぼす外因性スフィンゴシン類の作用機構に関する研究

16 衛生薬学分野 田中 晴子 アデニル酸シクラーゼ阻害による杯細胞の分化制御

17 衛生薬学分野 横山 奏美 PACAPは杯細胞分化を促進する

18 衛生薬学分野 吉岡 瑶美 杯細胞分化におけるブクラデシンの役割

19 衛生薬学分野 島津 柚希 開放型PTENにC末端領域を加えても核移行は引き起こされる

20 衛生薬学分野 宍戸 楓 PTENは核内でゲノムを安定させる

21 衛生薬学分野 松丸 紗英 PTENの核移行を制御するリン酸化酵素の同定

22 物理化学分野 大嶋瑞歩 放線菌チロシナーゼの銅イオン取り込みに関する研究

23 物理化学分野 大谷実加 乳酸菌由来シスタチオニンγ-シンターゼの構造生物学的解析

24 物理化学分野 金森陽奈 乳酸菌由来O-アセチルホモセリンスルフヒドリラーゼの酵素反応速度論解析

25 分析化学分野 門脇宥紀菜 ジオール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

26 分析化学分野 住田奈々 コアシェル型逆相充填剤を用いたHPLC法によるアセチルサリチル酸類の分離と定量

27 分析化学分野 岩田美月 アムロジピンOD錠の長期保管時の安定性に関する検討

28 分析化学分野 川口愛絵 アムロジピンOD錠の剤形変更による光安定性の変動評価

29 分析化学分野 水野あやめ 抗生物質の感受性を増加させる化合物の代謝物に関する研究

30 分析化学分野 森川玲奈 HT-29細胞によるインターロイキン8分泌に及ぼすリゾホスファチジルセリンとリゾホスファチジルグリセロールの調節作用

31 分析化学分野 大塚芽以 ヨモギArtemisia princeps  の成分研究

32 分析化学分野 高下真帆 常緑キリンソウの成分研究　～茎のみに確認される化合物について～

33 分析化学分野 三宅沙貴 LC-ESIMS/MSによるスフィンゴ糖脂質の構造解析法の検討

34 合成化学分野 桶東 愛美 エドキサバンの薬化学研究（調査）

35 合成化学分野 土手 桃那 プラバスタチンの薬化学研究（調査）

36 合成化学分野 山本 みずき ミルタザピンの薬化学研究（調査）

37 合成化学分野 日下部 茉莉 プレドニゾロンの薬化学研究（調査）

38 天然物化学分野 石生 麻里亜 放線菌Trehalose synthase（TreS1）の活性測定と抽出法の検討

39 天然物化学分野 岡田 有加 放線菌Trehalose synthase（TreS1）遺伝子の大腸菌発現

40 天然物化学分野 津田 結希乃 放線菌Trehalose synthase（TreS1）遺伝子のクローニング

41 天然物化学分野 瀬下 愛梨 コショウ地上部の成分研究

42 天然物化学分野 中本 実里 キジュ葉部の成分探索

43 天然物化学分野 西本 奈津希 マダガスカル固有植物Cedrelopsis grevei  材部由来生薬の成分研究

44 天然物化学分野 根岸 菜摘 マダガスカル固有植物Omphalea oppositifolia 高極性可溶画分の成分研究

45 天然物化学分野 一垣 明穂 マダガスカル固有植物Meineckia orientalis 低極性可溶画分の成分研究

46 天然物化学分野 山中 栞 ハイゴケ1-BuOH可溶画分の成分研究

47 薬理学分野 吉田 絢音 腸内細菌が中枢神経系用薬の作用に及ぼす影響

48 薬理学分野 森脇 恵珠 過敏性腸症候群治療薬の変遷と問題点

49 薬理学分野 新川  奈々子 抗体医薬品の進化と問題点

50 薬留学分野 花桐  裕紀子 関節リウマチ治療薬の変遷と問題点

51 薬理学分野 大森  朱莉 歯周病菌LPSによりミクログリアで産生・分泌されるサイトカイン類の網羅的解析

52 薬理学分野 栩木 志穂 ジンジバリス菌による血液脳関門破壊メカニズムについて

53 医療製剤学分野 谷口 晴香 脂質ナノ粒子を利用したtight junction部位特異的ドラッグキャリアーの開発に関する研究

54 医療製剤学分野 脇坂 陽奈子 条件不死化ラット脈絡叢上皮細胞株TR-CSFBを用いたin vitroにおける血液脳脊髄液関門のtight junction形成方法の探索

55 医療製剤学分野 亀澤 ナオ子 パーキンソン病関連遺伝子ATP13A2の細胞内局在および機能の解析

56 薬物治療学分野 岡本 佳沙音 2型糖尿病患者の骨折リスク要因と骨粗鬆症治療薬

57 薬物治療学分野 古江 真由美 近視の病因と治療法についての文献的調査

58 薬物治療学分野 大田 花菜 腸内細菌叢と心機能　　治療薬としての小青竜湯の可能性

59 薬物治療学分野 渡部 綾菜 乳児白血病細胞の性状と遺伝子変異

60 薬物治療学分野 重山 美智 ＥＧＦＲ（上皮成長因子受容体）と大腸がんの分子標的治療

61 医療免疫学分野 秋村 瑞希 細菌レクチンPFLのluminal Aタイプ乳がん細胞T47Dに及ぼす影響

62 医療免疫学分野 奥田 悠理子 細菌レクチンPTLとSARS-CoV-2 スパイクタンパク質の結合解析

63 医療免疫学分野 宮本 紗佳 細菌レクチンPTLの三アミノ酸置換変異体とインフルエンザウイルスHAタンパク質の結合解析

64 医療免疫学分野 半田花鈴 希釈培地を用いたシデロフォア検出法の開発

65 医療免疫学分野 藤井優佳 希釈培地を用いたシデロフォア産生微生物の培養・検出法の開発

66 医療免疫学分野 近藤 冴美 細菌レクチンPTLの三アミノ酸置換変異体PTL-A54N,Q62R,Q74Eの作製とその抗ウイルス活性

67 医療免疫学分野 重光 茜里 細菌レクチンPTLのL131Q変異体とインフルエンザHAタンパク質の結合解析

68 医療免疫学分野 中本 晴妃 細菌レクチンPTLの二アミノ酸置換変異体PTL-Q62R,Q74Eの作製とその抗ウイルス活性

69 臨床薬学分野 楠葉 乃生 がん性疼痛治療のための薬剤選択フローチャートの作成

70 臨床薬学分野 進藤 真奈 自律神経失調症の発症メカニズムと治療方法

71 臨床薬学分野 坂本 京香 子宮頸がんにおけるHPVワクチンの有効性と安全性について

72 臨床薬学分野 大宮 綺乃 服薬指導における患者及び薬剤師の意識に関する研究

73 臨床薬学分野 高田 千穂 山梔子の長期投与と腸間膜静脈硬化症

74 臨床薬学分野 図師 茜 摂食障害治療への薬剤師の介入

75 臨床薬学分野 本多 矩子 小児への服薬支援 －薬剤師介入の有用性について－

76 臨床薬学分野 渡川 葉月 糖尿病治療薬であるGLP-1作動薬の適正使用について

77 臨床薬学分野 内藤 百音 抗凝固薬の使用上の注意についてー腎・肝障害の影響ー

78 臨床薬学分野 松島 夏海 分子標的薬（チロシンキナーゼ阻害薬）の適正使用に関する研究

79 臨床薬学分野 田邊 裕美 月経前症候群（PMS）の薬物治療の適正使用について

80 臨床薬学分野 野間 萌花 気管支喘息患者における生物製剤の適正使用について

81 臨床薬学分野 福谷 宥乃 医療安全の観点から見た医薬品デザインに関する調査研究

例年通り、公開で行いますが、ご来場の方は、事前に薬学科事務までご連絡ください。
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