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薬学部医療薬学科　七期生　卒業論文課題一覧

学籍番号 氏名 発表タイトル 所属講座

11A001 青木　千秋
イソプレン構造を有する化合物と R-αリポ酸のγ -シクロデキストリンによる
包接複合体化と構造解析

製剤学

11A002 青木　伯将 Helicobacter cinaediの病原性に関わる遺伝子改変株の構築に関する研究 微生物学

11A003 赤井奈保子 神経突起伸長に及ぼす presenilinの作用機構の検討 薬品分析学

11A004 浅川　実咲 Helicobacter cinaediの細胞侵入性の検討 微生物学

11A008 安藤　優奈 9,10 フェナントレンキノンによる TRPA1活性化作用 薬効解析学

11A009 池田　隆成 膵島α細胞の分泌顆粒動態の高時間分解能解析 薬品分析学

11A010 池田菜津子 全自動血液培養検査装置 BacT/Alertの Helicobacter cinaedi 検出に関する性能評価 微生物学

11A013 市島　祥子 正電荷リポソ -ムの脂質組成によるマスト細胞の活性化抑制機構の研究 薬品分析学

11A014 市村　啓樹
クオラムセンシング機構に対するα -シクロデキストリンとβ -シクロデキス
トリンの阻害効果の検討

臨床薬物動態学

11A016 伊藤　綾香 植物内生糸状菌が産生する二次代謝産物に関する研究 薬用資源学

11A018 伊藤　名菜 虚証に対する補剤の有効性を現代科学的に理解するための調査研究 薬用資源学

11A019 伊東　大貴 麻酔ラットにおけるモルヒネ誘発呼吸抑制に対するドキサプラムの効果 応用薬理学

11A020 伊藤　実優 睡眠障害とオレキシンに関する調査研究 薬学総合教育

11A022 今井　尊弘
マウス不死化シュワン（IMS32）細胞におけるω -3系多価不飽和脂肪酸による
抗酸化酵素の誘導

薬物治療学

11A023 入山　真夕 ラット延髄孤束核における興奮性シナプス伝達に対する L-DOPAの作用の検討 応用薬理学

11A024 岩間　美香 持効型インスリン製剤の有効性および安全性に関する比較検討 薬物治療学

11A025 臼井　明里
Periodontal Medicine：歯周病と糖尿病を含む全身疾患との関連性に関する調査
研究

薬学総合教育

11A027 梅村　佳樹 歯周病治療を目的とした抗炎症薬剤封入ナノ粒子の設計とその評価 製剤学

11A028 江口　愛実 カテプシンと骨代謝の関連性に関する調査研究 薬学総合教育

11A029 大石真里奈 三叉神経脊髄路核尾側亜核における TRPV1チャネルの作用解析 応用薬理学

11A030 宜見　真希
新規両親媒性高分子とシクロデキストリン類による抗腫瘍薬の溶解性改善と製
剤化

製剤学

11A032 大西　薫理 ヒト滑膜肉腫細胞株（SW982）における Englerin Aによる細胞増殖抑制作用 薬効解析学

11A034 大呂　教仁
Helicobacter cinaediのMATE型薬剤排出トランスポーターの遺伝子クローニン
グと解析

微生物学

11A036 岡本　遼香 ストレプトゾトシン誘発糖尿病に対して有効な天然薬物の探索研究 薬用資源学

11A037 荻原　拓巨 天然由来芳香族炭化水素受容体リガンドによる CYP1A1タンパク発現量の解析 薬用資源学

11A039 小栗　綾香
Pd触媒下でトリフェニルアンチモンジフルオリドとベンゾチオフェンを用いた
β位選択的 C-Hアリール化反応に関する研究 薬化学

11A040 尾崎　　有 HepG2細胞における胆汁鬱滞型薬剤性肝障害評価系の構築 臨床薬物動態学

11A041 折戸　優季 気分障害（うつと双極性障害）に対する新規治療戦略に関する調査研究 薬学総合教育
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11A042 片桐　佑介 辛夷由来リグナンによる PGC-1α発現促進作用のタンパクレベルでの解析 薬用資源学

11A044 金子　智慈 天然物によるヒト P-糖タンパク質の誘導機構 薬剤学

11A045 金子　　浩 5HT-7受容体に対する抗精神病薬に関する調査研究 薬学総合教育

11A046 神谷　祥世
Helicobacter cinaediの環境ストレスにおける発育能・代謝活性の変化に関する
研究

微生物学

11A048 川口　佳奈 ポリ乳酸・グリコール酸の基剤特性が微粒子製剤の物性に及ぼす影響 製剤学

11A051 北原　麻衣 膵臓がんに対する新規体液バイオマーカー探索 生体有機化学

11A052 北村　有希
トリアリールスチバンとニトロシルテトラフルオロボレートを利用したトリア
リールアンチモンジフルオリドの合成に関する研究

薬化学

11A057 倉田　侑果
銅触媒下で 5-スチバノトリアゾールとジ -p-トリルジセレニドを利用した
Sb-Se交換反応に関する研究 薬化学

11A059 河野　佳奈
マウス不死化シュワン（IMS32）細胞における反復グルコース濃度変動の細胞
死および酸化ストレスに対する影響

薬物治療学

11A063 小原絵梨香
pyocyaninと violaceinを指標としたグラム陰性細菌の quorum sensingに対する
cucurbit[7]urilの阻害効果 臨床薬物動態学

11A064 近藤奈央子
マウス神経芽細胞腫（Neuro-2a細胞）におけるω -3多価不飽和脂肪酸の神経突
起伸長効果

薬物治療学

11A065 斎藤　宏貴
銅触媒下で行うエチニルスチバンとアジド類との位置選択的［3+2］環化付加
反応に関する研究

薬化学

11A066 坂田　友美
銅触媒を利用したベンゾ [4', 5']セレノ [3',2':4,5]イミダゾ [1, 2-a]ピリジンの合
成に関する研究

薬化学

11A068 柴田麻由香 組織貼付型シート製剤の設計とその機能性評価 製剤学

11A069 柴山　　裕 疑義照会の内容分析に基づく介護保険施設における薬剤師の有用性の検討 臨床薬物動態学

11A072 地村　美鈴 微小管阻害抗がん薬によるヒト P-糖タンパク質誘導機構 薬剤学

11A073 杉野　惠梨
レストレッグス症候群におけるガバペンチンエナカルビルおよびロチゴチンの
効果に関する調査研究

薬学総合教育

11A075 鈴木　貴久 ヒト滑膜肉腫細胞株（SW982）における Piezo1チャネル機能発現            薬効解析学

11A076 鈴木　千尋
味覚センサーを用いたドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠の先発および後発品医薬
品の経時的苦味評価

臨床薬剤学

11A077 鈴木　将史 ベンゾジアゼピン系睡眠薬の合成法に関する調査研究 薬学総合教育

11A078 鈴木美紗稀
ヒト単芽球様細胞株（U937）の TRPチャネル遺伝子発現および各種刺激によ
る TRPチャネル遺伝子発現変動 薬効解析学

11A080 長野　恭子
薬局における慢性閉塞性肺疾患（COPD）集団スクリーニング質問表「COPD-PS」
および簡易スパイロメーター「ハイチェッカー」を用いた COPDスクリーニン
グ活動に関する研究

臨床薬剤学

11A081 鈴木瑠理子 IgGとハプテンによる活性化マスト細胞の抑制機構の研究 薬品分析学

11A082 角谷　浩綱
Psuedomonas aeruginosaのβｰラクタマーゼ遺伝子 ampCと関連遺伝子の分子遺
伝学的解析ツールの構築

微生物学

11A084 外山　　誉 活性化マスト細胞の Ca2+動態に及ぼすMCUとMICU1の役割 薬品分析学

11A085 高尾　友美 2型糖尿病患者における DPP-4阻害薬ビルダグリプチンの腎機能に対する影響 薬物治療学

11A086 高橋　弥生
色素である violaceinと pyocyaninを指標としたβ‐ CDにおける Quorum 
Sensing阻害効果の検討 臨床薬物動態学

11A089 竹市　善安
有機アニオントランスポータ OAT1/3の機能に及ぼすフェニルプロパノイド類
の影響

薬剤学
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11A092 田中　友規 がん性疼痛と麻薬性鎮痛薬 応用薬理学

11A095 種村　汐里 Adult T-cell Leukemia/Lymphomaのキヌレニン経路を標的とした免疫学的療法 生体有機化学

11A096 台場　千晴 Helicobacter cinaedi菌株のプラスミドプロファイリング 微生物学

11A098 寺本　卓弘 窒素およびリン原子を含むジナフトヘテロールの合成と物性解析に関する研究 薬化学

11A099 東原　佳吾 プロトンポンプ阻害薬の合成法と構造活性相関に関する調査研究 薬学総合教育

11A100 刀根理香子
マウス神経芽細胞腫（Neuro-2a細胞）における酸化ストレス誘導細胞死に対す
るω -3多価不飽和脂肪酸の保護効果 薬物治療学

11A101 冨田　聖子 自然滴下における種々の電解質輸液と脂肪乳剤の混合液が投与速度に及ぼす影響 実践薬学

11A102 冨田　将志 有機アニオントランスポータ OAT1に及ぼす天然物の影響 薬剤学

11A103 冨永　一摩 ラット腎 GSK３βに及ぼすリチウムの影響 薬剤学

11A105 中村　園子 マウス海馬における LTPに対するカルバコールの作用　～M2受容体の関与～ 応用薬理学

11A107 中村　友哉 モーズペーストの処方設計と添加剤がペーストの効用に及ぼす影響 製剤学

11A108 中村由紀子
高齢者はつらつ長寿推進事業における薬の適正使用に関する啓発活動～薬学生
が行う地域貢献～

臨床薬剤学

11A109 長井　美衛 樹状細胞への正電荷リポソームによる遺伝子導入経路の検討 薬品分析学

11A110 長野　　映
医療用麻薬の適正使用を目指して～教育指導箋の作成および保険薬局における
患者教育の現状調査～

臨床薬剤学

11A111 鈴木　梨沙
高齢者はつらつ長寿推進事業の参加者を対象とした認知症セミナー及び軽度認
知障害のスクリーニング実施後の受診実態調査

臨床薬剤学

11A113 新家　正恵 小児患者に投薬された医薬品の副作用を早期発見するための電話訪問の評価 臨床薬剤学

11A115 丹羽　善基
ポリ塩化ビニル製の輸液チューブが抗がん性アルカロイド類であるエトポシド
およびタキサン製剤に及ぼす影響

実践薬学

11A117 野村　貴彦 グルタミン酸仮説を基盤とした統合失調症の新規治療薬に関する調査研究 薬学総合教育

11A119 袴田　杏紗 糖尿病治療における低カロリー甘味料の功罪 薬物治療学

11A120 芳賀　祐一 医師・薬剤師協働による薬局健康フェア参加者の現況調査 臨床薬物動態学

11A121 橋本　達也 ブラジル産プロポリス由来 drupaninの生体機能調節作用に関する研究 薬用資源学

11A124 服部　彩香 TRPM3各種スプライスバリアントの細胞内局在解析 薬効解析学

11A127 羽根田亜紀 活性化マスト細胞の STIM－ Orai局在に及ぼす正電荷リポソームの影響 薬品分析学

11A128 春田　桃歩 介護保険施設の処方箋解析に基づく薬剤師の医師回診同行の検討 臨床薬物動態学

11A130 平塚　昌也 液体クロマトグラフィー質量分析法によるブスルファン血中濃度測定法の開発 薬剤学

11A132 廣田愛祐子 医師・薬剤師協働による検体検査を利用した薬局健康フェア開催の取り組み 臨床薬物動態学

11A133 藤井　祥矢 Cisplatin投与ラットの腎臓における glycogen synthase kinase 3βのリン酸化状態 薬剤学

11A134 藤井　哲也
ヒト神経膠芽細胞腫細胞株（U-87）の TRPチャネル遺伝子発現および各種刺激
による TRPチャネル遺伝子発現変動 薬効解析学

11A136 古澤　　舞 肥満患者に対する超低カロリー食療法及び低カロリー食療法の現状と課題 薬物治療学

11A137 細川　史織
薬学生によるビスホスホネート製剤の服薬継続率向上を目指した取り組み～服
薬指導箋を活用した服薬説明が骨粗鬆症の病態および薬物療法の理解度に及ぼ
す影響について～

臨床薬剤学
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11A140 正木　彩乃 神経機能に果たす接着分子 CADM1の役割に関する調査研究 薬品分析学

11A141 松原　庸博 バイオフィルム感染症治療を目的とした高分子ナノ粒子 DDS製剤の設計 製剤学

11A144 馬渕恵里花 後発医薬品の臨床評価に関する調査研究 薬物治療学

11A147 水野　恵理
ヒト単球性白血病細胞（THP-1）における TRPチャネル遺伝子　　
発現および各種刺激による TRPチャネル遺伝子発現変動 薬効解析学

11A149 水野　裕文 神経刺激に伴うアストロサイトのミトコンドリア内 Ca2+動態 薬品分析学

11A150 三宅由里絵 Ca2+再吸収チャネル TRPV5の細胞内局在 薬効解析学

11A152 森　さやか 強迫性障害の治療薬およびその作用機序に関する調査研究 薬学総合教育

11A155 森　　夕記 高齢患者が服用する経口投与製剤の剤径の比較検討 臨床薬物動態学

11A156 森田　　奨
ポリ塩化ビニル製チューブにおける NMRを利用した抗がん性アルキル化薬の
吸着と安定性に関する検討

実践薬学

11A157 安井　洋一 褐色脂肪細胞様 Beige細胞を誘導する生薬の探索研究 薬用資源学

11A158 安江　諒平 水溶性添加剤を用いた新規両親媒性高分子による固体分散体の設計 製剤学

11A159 山口　大輔 リスペリドンの体内動態に及ぼす遺伝子多型の影響に関するメタ解析 臨床薬物動態学

11A160 山下　泰然 高せん断処理装置を用いた球形晶析法によるナノ結晶の設計 製剤学

11A162 山中　俊輔
グループホーム入居者の骨折を防止するための取り組み　
～薬学生が行う地域貢献～

臨床薬剤学

11A163 山根　匡博
味覚センサーを用いたオロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠の先発および後発品医
薬品の経時的苦味評価

臨床薬剤学

11A164 吉川　侑汰 ヒト膵癌由来細胞株における TPX2抑制によるMCP1誘導に関する検討 臨床薬剤学

11A165 吉田　千紗 がん治療におけるドラッグデリバリーシステムの最前線 生体有機化学

11A166 吉田　将英 ジクロフェナクによる TRPM8チャネル抑制作用 薬効解析学

11A167 吉松　昂大
ポリ塩化ビニル製輸液チューブにおけるアントラサイクリン系抗がん剤および
イリノテカンの吸着に関する検討　―定量核磁気共鳴法を利用して―

実践薬学

11A168 若林　大輝
Thalidomide誘導体と 15族有機金属化合物のマトリックスメタロプロテアーゼ
産生阻害効果

生体有機化学

11A170 渡邉真悠子
腎虚血再灌流ラットにおける GSK3βのリン酸化状態とリチウムの腎保護効果
に関する検討

薬剤学

10A023 岩田　実紗 糖尿病患者におけるインスリン注入器の使用感の比較と手技の調査 薬物治療学

10A051 川瀬　　萌 麻酔ラットにおける呼吸血圧に対する L-DOPAの作用 応用薬理学

10A067 郷地　　凌 ケルセチンの摂取による身体に及ぼす影響についての調査研究 実践薬学

10A074 志食　友太 がん細胞の代謝異常と細胞老化 生体有機化学

10A076 柴田　理恵 ミャンマー産植物抽出エキスの抗腫瘍活性一次スクリーニング 生体有機化学

10A081 鈴木　伸拓
Helicobacter cinaedi-Escherichia coliシャトルベクターの開発に関する研究
:Campylobacter jejuni cmeGH遺伝子発現プラスミド pJB401の有用性検討 微生物学

10A084 須田　麻莉 ミャンマー産植物抽出エキスの末梢神経障害抑制作用 生体有機化学

10A085 高木　綾香 第３－５世代の抗うつ薬の作用機序と臨床適応 応用薬理学

10A095 田畑　匡規 Xylaria属植物内生糸状菌由来新規 pyranacetal誘導体の構造解析 薬用資源学
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学籍番号 氏名 発表タイトル 所属講座

10A114 服部　憲聖 ベンゾジアゼピンの構造活性相関について 応用薬理学

10A124 東山　拓史 花粉症治療を目的とした経鼻ナノ粒子製剤の設計 製剤学

10A125 彦坂　佳孝 薬物トランスポータ OATP2B1の輸送機能の解析 薬剤学

10A130 福原　三保 洗口液の適正使用に関する研究－ HPLCを用いての殺菌成分の濃度測定－ 実践薬学

10A141 三津原弘絵 ミャンマー産植物抽出エキスの悪性中皮腫に対する抗腫瘍活性 生体有機化学

10A153 吉川　綾乃 ミャンマー産植物エキスの liver X receptorアゴニスト活性の評価 薬用資源学

10A901 表　　良明 多剤耐性 Acinetobacter感染症について 微生物学

10A902 篠田　博信 関節リウマチの新規治療法（治療薬）に関する調査研究 薬学総合教育

10A903 山口　晴子 抗うつ薬の合成法と構造活性相関に関する調査研究 薬学総合教育

09A009 家田　学幸 マウス肝臓細胞における BIRCファミリー遺伝子発現に及ぼす無機ヒ素の影響 衛生薬学

09A010 石原　友美 イラクにおける水銀中毒事件に関する調査研究 衛生薬学

09A012 市川　まみ 在宅医療における薬剤師の役割と課題に関する検討　高齢者脱水症への関与 実践薬学

09A013 伊藤　　諒
医師・薬剤師協働による食品並びに疾患に関するポスターを用いた健康サポー
トの試み

実践薬学

09A040 木俣隆太郎
水銀化合物による脳内ケモカイン遺伝子発現におけるメタロチオネイン -IIIの
関与

衛生薬学

09A042 久志本奈央 モルヒネ投与下におけるジモルホラミンの呼吸促進作用 応用薬理学

09A050 小島　朱音 プロバイオティクスの腸内細菌叢への影響についての調査研究 実践薬学

09A060 澤田　一輝 ソロモン諸島産植物抽出エキスのオートファジー活性に対する影響 生体有機化学

09A069 新海　裕正 神経芽腫細胞における BIRCファミリー遺伝子発現に及ぼすメチル水銀の影響 衛生薬学

09A076 高杉　義道 各種水銀化合物曝露後のマウス組織中水銀濃度の変動 衛生薬学

09A100 野田　雄大
腎近位尿細管上皮細胞における BIRCファミリー遺伝子発現に及ぼす水銀化合
物の影響

衛生薬学

08A116 久田　成美 土呂久鉱山におけるヒ素中毒事件に関する調査研究 衛生薬学

08A136 宮脇　　希 タイのカドミウム汚染の現状に関する調査研究 衛生薬学

08A144 山口　雄三 安中公害事件に関する調査研究 衛生薬学


