
第72回　日本薬学会関西支部総会・大会　プログラム

1．支部総会　（A会場　11：00～11：30）
総会式次第
1）　組織委員会委員長挨拶
2）　支部長挨拶
3）　前年度・本年度事業報告ならびに次年度事業計画案審議
4）　前年度・本年度会計報告ならびに次年度予算案審議
5）　次年度支部役員選出
6）　次年度支部長挨拶
7）　その他

2．支部大会
1）特別講演（14：30～15：30）　※B・D・F・L会場でもサテライト配信を行います。

SL： 新しい免疫医療に向けて：自己と非自己の免疫学
（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）　坂口　志文

 A会場　座長：佐久間　信至（摂南大薬）
2）招待講演（17：00～17：50）

IL-1： COVID-19 現在の流行状況と最近の話題
（大阪大学大学院医学系研究科）　忽那　賢志

 A会場　座長：田中　雅幸（摂南大薬）

IL-2： 創薬デジタルトランスフォーメーションに向けて
（京都大学大学院医学研究科）　奥野　恭史

 B会場　座長：河合　健太郎（摂南大薬）

IL-3： 活性天然物を基盤とするケミカルバイオロジー
（大阪大学大学院薬学研究科）　荒井　雅吉

 D会場　座長：佐藤　和之（摂南大薬）

IL-4： 腸内細菌叢と薬の関係
（摂南大学農学部）　井上　亮

 H会場　座長：荒木　良太（摂南大薬）

IL-5： 抗体・機能性タンパク質の細胞内送達に向けて
（京都大学化学研究所）　二木　史朗

 J 会場　座長：片岡　誠（摂南大薬）

IL-6： 多能性幹細胞を用いた脳発生・神経疾患研究
（関西医科大学医学部）　六車　恵子

 K会場　座長：山口　太郎（摂南大薬）
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3）2021年度日本薬学会関西支部奨励賞受賞講演（18：00～18：20）

第1部門（化学系薬学）
　　カルコンの酸化的転位反応を利用した複素環化合物の新規合成法の開発

（近畿大薬）中村　光
 B会場　座長：上田　昌史（神戸薬大）

第2部門（物理系薬学）
　　免疫測定法の高感度化に資する高親和力変異抗体探索システムの開発と応用

（神戸薬大）木口　裕貴
 D会場　座長：斎藤　博幸（京都薬大）

　　 脂質炭素ラジカルの生体検出を指向した放射性プローブの開発  
：脳虚血再灌流障害をモデルとした評価

（神戸薬大）山﨑　俊栄
 F会場　座長：萩森　政頼（武庫川女大薬）

第3部門（生物系薬学）
　　強迫症状を呈する新規モデルマウスの作製と発症・治療メカニズムの解析

（京大院医）浅岡　希美
 H会場　座長：金子　周司（京大院薬）

　　TGFβ活性化をめぐるT細胞間競合が形作る皮膚免疫記憶
（阪大微研）平井　敏郎

 I 会場　座長：堤　康央（阪大院薬）

第4部門（医療系薬学）
　　標的組織への薬物移行性・滞留性の向上を目的とした磁性リポソームの開発

（神戸薬大）河野　裕允
 J 会場　座長：山下　富義（京大院薬）

　　非小細胞肺がんにおける可逆的薬剤耐性細胞の解析
（阪大院薬）芳賀　優弥

 K会場　座長：中川　公恵（神戸学院大薬）
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4）一般学術講演（口頭発表）

部会 会場 時間
有機化学部会I B 12：30～13：20 13：30～14：10 15：50～16：40
有機化学部会II C 12：30～13：20 13：30～14：10 15：50～16：40
有機化学部会III D 15：50～16：40
衛生化学部会 D 12：30～13：20
生薬学・天然物化学部会 D 13：30～14：10
分析化学部会 E 12：30～13：20 15：50～16：40
教育系薬学部会 F 12：30～13：10 13：30～14：10
物理化学部会 F 15：50～16：20
薬物治療学・薬理学部会I H 12：30～13：20 13：30～14：10 15：50～16：40
薬物治療学・薬理学部会II I 12：30～13：20
医療薬学・薬剤学部会I I 15：50～16：40
医療薬学・薬剤学部会II J 12：30～13：20 13：30～14：10 15：50～16：30
医療薬学・薬剤学部会III K 12：30～13：10 13：30～14：00 15：50～16：30
生物化学部会I M 12：30～13：10 13：20～14：10 15：50～16：30
生物化学部会II N 12：30～13：20 13：30～14：10 15：50～16：20

5）一般学術講演（ポスター発表）

P1-01～P1-67
（医療薬学・薬剤学、衛生化学）

ポスター会場1
（8号館1階　ラーニングコモンズ）

P2-01～P2-60
（生物化学、生薬学・天然物化学）

ポスター会場2
（3号館地下1階　談話室）

P3-01～P3-97
（薬物治療学・薬理学、教育系薬学、有機化学、
物理化学、分析化学）

ポスター会場3
（3号館1階　自習室3・ホワイエ）

掲示時間 12：30～16：40

示説時間 奇数番号：13：00～14：00 偶数番号：15：40～16：40

6）在宅医療推進教育プログラム （HOPE） 2022

口頭発表 G会場 15：50～16：40

ポスター発表 G会場
掲示時間　12：30～16：40

示説時間　13：30～14：10
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「在宅医療推進教育プログラム （HOPE） 2022」について

　日本薬学会関西支部では、2019年度より「在宅医療推進教育プログラム: HOPE（HOme care Promotion 
Education program）」を開始いたしました。本プログラムは、実務実習前に学生が在宅医療の現場で学ぶ
ことで、将来、地域医療の中核を担う薬剤師となるような学生を育成することを目的として、薬局と大学
が連携して実施するものです。 2022年度も、2021年度と同様、受け入れ協力薬局のご支援の下、実務実
習に準じた新型コロナウイルス感染対策を講じて実施いたしました。この結果につきましては、2022年10
月8日（土）開催の第72回日本薬学会関西支部総会・大会（摂南大学）にてポスター及び口頭で発表し、学会
参加者に活動内容を報告いたします。なお、参加者及び協力薬局は以下のとおりです。関係各位におか
れましては、多大なご支援・ご協力を賜り御礼申し上げます。

【参加者及び受け入れ薬局一覧】
薬局名 参加者名 所属 ポスター番号

ABC薬局　島本店

嶋田真徳 摂南大薬 G-P01
瀬ノ口智尋 摂南大薬 G-P02
石川秀奈美 大阪大谷大薬 G-P03
藤原佑奈 大阪医薬大薬 G-P04
村上至仁 大阪医薬大薬 G-P05
野濵梨音 大阪医薬大薬 G-P06
大黒帆香 兵庫医大薬 G-P07
新千華 武庫川女大薬 G-P08
池原かのん 武庫川女大薬 G-P09

マルゼン薬局　神崎川店
野村真里恵 大阪大谷大薬

G-P10
仲村愛可 大阪大谷大薬

マルゼン薬局　三国駅前店

前田麗奈 神戸薬大 G-P11
樫葉真奈 神戸薬大 G-P12
大西真央 摂南大薬 G-P13
橋本真衣 摂南大薬 G-P14

マルゼン薬局　西三国店 柳谷奈那 大阪大谷大薬 G-P15
カリン薬局 東由美香 摂南大薬 G-P16

まんてん薬局
望月涼太 兵庫医大薬 G-P17
上海道毅 近畿大薬 G-P18
小野田真奈 近畿大薬 G-P19

本プログラムにご協力いただいた薬局・店舗：9店舗（うち、上記6店舗において体験を実施）
参加学生数： 大阪医薬大薬　3名、大阪大谷大薬　4名、神戸薬大　2名、近畿大薬2名、  

摂南大薬　5名、兵庫医大薬　2名、武庫川女大薬　2名  
（以上20名、2021年度HOPE参加者4名を含む）
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座 長 一 覧

特別講演（14：30～15：30）
 SL A会場 佐久間信至　（摂南大薬）

招待講演（17：00～17：50）
 IL-１ A会場 田中　雅幸　（摂南大薬）
 IL-２ B会場 河合健太郎　（摂南大薬）
 IL-３ D会場 佐藤　和之　（摂南大薬）
 IL-４ H会場 荒木　良太　（摂南大薬）
 IL-５ J会場 片岡　　誠　（摂南大薬）
 IL-６ K会場 山口　太郎　（摂南大薬）

2021年度日本薬学会関西支部奨励賞受賞講演（18：00～18：20）
 第1部門（化学系薬学） B会場 上田　昌史　（神戸薬大）
 第2部門（物理系薬学） D会場 斎藤　博幸　（京都薬大）
  F会場 萩森　政頼　（武庫川女大薬）
 第3部門（生物系薬学） H会場 金子　周司　（京大院薬）
  I会場 堤　　康央　（阪大院薬）
 第4部門（医療系薬学） J会場 山下　富義　（京大院薬）
  K会場 中川　公恵　（神戸学院大薬）

一般学術講演（口頭発表）
 有機化学部会I B会場
 　　B-01 ～ B-05 12：30～13：20 武田　紀彦　（神戸薬大）
 　　B-06 ～ B-09 13：30～14：10 村井　健一　（阪大院薬）
 　　B-10 ～ B-14 15：50～16：40 石川　文洋　（近畿大薬）
 
 有機化学部会II C会場
 　　C-01 ～ C-05 12：30～13：20 前川　智弘　（近畿大薬）
 　　C-06 ～ C-09 13：30～14：10 澤間　善成　（阪大院薬）
 　　C-10 ～ C-14 15：50～16：40 井貫　晋輔　（京大院薬）

 有機化学部会III D会場
 　　D-10 ～ D-14 15：50～16：40 山本　康友　（同志社女大薬）

 衛生化学部会 D会場
 　　D-01 ～ D-05 12：30～13：20 川井　眞好　（姫路獨協大薬）

 生薬学・天然物化学部会 D会場
 　　D-06 ～ D-09 13：30～14：10 長岡　康夫　（関西大化学生命工）
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 分析化学部会 E会場
 　　E-01 ～ E-05 12：30～13：20  木村　寛之　（京都薬大）
 　　E-06 ～ E-10 15：50～16：40  黒田　幸弘　（武庫川女大薬）

 教育系薬学部会 F会場
 　　F-01 ～ F-04 12：30～13：10  串畑　太郎　（摂南大薬）
 　　F-05 ～ F-08 13：30～14：10  安原　智久　（和歌山県医大薬）

 物理化学部会 F会場
 　　F-09 ～ F-11 15：50～16：20  佐野　紘平　（神戸薬大）

 薬物治療学・薬理学部会I H会場
 　　H-01 ～ H-05 12：30～13：20  天ヶ瀬紀久子（立命館大薬）
 　　H-06 ～ H-09 13：30～14：10  東　　泰孝　（大阪公大獣医）
 　　H-10 ～ H-14 15：50～16：40  関口富美子　（近畿大薬）

 薬物治療学・薬理学部会II I会場
 　　I-01 ～ I-05 12：30～13：20  徳山　尚吾　（神戸学院大薬）

 医療薬学・薬剤学部会I I会場
 　　I-06 ～ I-10 15：50～16：40  中村　　任　（大阪医薬大薬）

 医療薬学・薬剤学部会II J会場
 　　J-01 ～ J-05 12：30～13：20  櫻井　文教　（阪大院薬）
 　　J-06 ～ J-09 13：30～14：10  村木　優一　（京都薬大）
 　　J-10 ～ J-13 15：50～16：30  髙橋　有己　（京大院薬）

 医療薬学・薬剤学部会III K会場
 　　K-01 ～ K-04 12：30～13：10  亀井　敬泰　（神戸学院大薬）
 　　K-05 ～ K-07 13：30～14：00  樋口ゆり子　（京大院薬）
 　　K-08 ～ K-11 15：50～16：30  川瀬　篤史　（近畿大薬）

 生物化学部会I M会場
 　　M-01 ～ M-04 12：30～13：10  杉浦　麗子　（近畿大薬）
 　　M-05 ～ M-09 13：20～14：10  秋葉　　聡　（京都薬大）
 　　M-10 ～ M-13 15：50～16：30  福永理己郎　（大阪医薬大薬）

 生物化学部会II N会場
 　　N-01 ～ N-05 12：30～13：20  川崎　清史　（同志社女大薬）
 　　N-06 ～ N-09 13：30～14：10  齊藤　達哉　（阪大院薬）
 　　N-10 ～ N-12 15：50～16：20  小池千恵子　（立命館大薬）
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協　賛　・　寄　附

　第72回日本薬学会関西支部総会・大会の開催にあたり、下記の企業等からご援助を頂きました。
ここに記し、御礼を申し上げます。

広　告

ABC薬局 I&H株式会社

一般社団法人予防薬理学研究所 大塚製薬株式会社

学校法人医学アカデミー薬学ゼミナール 株式会社アインホールディングス

株式会社石井理化 株式会社キリン堂

株式会社サエラ（サエラ薬局） 株式会社サンドラッグ

株式会社サンニシイチ 株式会社サンプラザ加地

株式会社 J. みらいメディカル 株式会社じほう

株式会社新星堂 株式会社せいき

株式会社南山堂 株式会社ニコン ソリューションズ

株式会社廣川書店 株式会社ファーマシィ

株式会社ファーマプロダクト 株式会社プラスエイチ

株式会社モルシス 株式会社ゆうホールディングス（ゆう薬局グループ）

株式会社ユタカファーマシー 株式会社ユヤマ

株式会社REC 京都薬品工業株式会社

ゼリア新薬工業株式会社 千寿製薬株式会社

第一三共RDノバーレ株式会社 日本調剤株式会社

日本電子株式会社 ビオフェルミン製薬株式会社

富士薬品グループ 法円坂メディカル株式会社

八洲薬品株式会社 和研薬株式会社

MDPI Japan 

五十音順　敬称略
2022年8月31日現在
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寄　附

株式会社ADEKA 株式会社トーショー

株式会社ビオスタ 京都薬品工業株式会社

小林製薬株式会社 沢井製薬株式会社

参天製薬株式会社 第一三共株式会社

ナカライテスク株式会社 ロート製薬株式会社

五十音順　敬称略
2022年8月31日現在
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一般学術講演 (口頭発表) 

【有機化学部会I】B会場

B-01～B-05 (12:30～13:20)  座長：武田 紀彦 (神戸薬大) 

B-01 マイクロフロー法でのリチウムイノラートと , -不飽和カルボニル化合物との (2+2) 環化付加反
応によるシクロブテン合成

 (1京大院薬、2北大院理) 山岡 庸介1、○浪岡 雅樹1、永木 愛一郎2、高須 清誠1

B-02 リンイリドを用いたスピロシクロプロパンの開裂-環化反応による炭素環構築法の開発
 (1京都薬大、2富山大薬) ○南部 寿則1,2、大貫 悠太2、増田 雄人2、矢倉 隆之2

B-03 Biocatalyst driven Metal-Free Dynamic Kinetic Resolution of Axially Chiral Biaryls
 (Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University) ○Neha Dhiman、
Gamal A. I. Moustafa、Kengo Kasama、Kyohei Kanomata、Shuji Akai

B-04 新規オルトナフトキノンメチド中間体を経由する多置換芳香族化合物合成
 (阪大院薬) ○相嶋 孝亮、清水 彪雅、赤井 周司、澤間 善成

B-05 金触媒を用いたアレンインの連続環化反応による多環式芳香族化合物の構築
 (京大院薬) ○津野 仁美、沈 靖豊、小松 紘樹、有地 法人、井貫 晋輔、大野 浩章

B-06～B-09 (13:30～14:10)  座長：村井 健一 (阪大院薬) 

B-06 フェナレン天然物群の全合成研究
 (京府大院生命環境) ○粥川 拓人、清瀧 康太朗、今吉 亜由美、椿 一典

B-07 抗腫瘍活性ジテルペンprovidencin右セグメントの合成研究
 (京大院薬) 山岡 庸介、○西名 亮、高須 清誠

B-08 (+) -Dichroanal A の不斉全合成研究
 (1武庫川女大薬、2京都薬大) 小関 稔1、○鈴木 梨佳子1、山北 美優1、福田 可南子1、松本 卓也1、
青木 朱衣1、仁木 亜弥1、岩﨑 宏樹2、小島 直人2、山下 正行2、川崎 郁勇1

B-09 植物性インドールアルカロイドS,O -配糖体Calanthoside の全合成
 (1近畿大薬、2近畿大薬総研) ○高島 克輝1、浅井 茜1、芦立 未奈1、石川 文洋1、森川 敏生2、田邉 元三1,2

B-10～B-14 (15:50～16:40)  座長：石川 文洋 (近畿大薬) 

B-10 栄養飢餓耐性を解除するuvaridacol Lを起点とした低栄養選択毒性化合物の創製
 (神戸薬大) ○臼口 和希、高木 晃、奥田 健介

B-11 栄養飢餓耐性を解除するアリーリデン・ヘテロ環関連化合物の創薬化学研究
 (1神戸薬大、2東北大多元研、3岐阜大工) ○北西 悟司1、高木 晃1、高嶋 一平2、大橋 憲太郎3、
奥田 健介1
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B-12 ペプチド性BACE1阻害剤への環状化戦略の応用と架橋構造の最適化
 (1京都薬大、2関西医大) ○小林 数也1、大谷 拓也2、服部 恭尚1、赤路 健一1

B-13 マクロラクトン構造を改変したCoibamide A誘導体の構造活性相関研究
 (1京大院薬、2京都薬大) ○鈴木 力斗1、喜多村 隆志1、井貫 晋輔1、大野 浩章1、大石 真也1,2

B-14 細菌多剤排出輸送体MATE阻害化合物の探索合成と活性評価
 (1摂南大薬、2摂南大農) ○新屋 進1、河合 健太郎1、小林 直木2、軽尾 友紀子1、樽井 敦1、佐藤 和之1、
大塚 正人1、表 雅章1

【有機化学部会II】C会場

C-01～C-05 (12:30～13:20)  座長：前川 智弘 (近畿大薬) 

C-01 キラルリチウムアミドによる -アリルオキシカルボン酸の不斉［2,3］-Wittig転位
 (1同志社女大薬、2同志社女大院薬) ○八塚 研治1、川﨑 みどり2、白井 隆一2

C-02 キラル相間移動触媒によるトロパ酸 -ラクトンの不斉加水分解
 (1同志社女大院薬、2同志社女大薬) ○川﨑 みどり1、八塚 研治2、白井 隆一1

C-03 P4塩基によるエノラートのアルケンへの分子内付加反応を利用したインダノン骨格構築
 (同志社女大薬) ○二階堂 瑳紀、鎌倉 彩子、宮脇 あかり、松岡 純平、山本 康友

C-04 ビナフチル骨格の二面角に着目した円偏光発光 (CPL) 活性分子に最適な分子構造の精査と積層化
に関する研究
 (1京府大院生命環境、2近大院総理工) ○長屋 勇輝1、藤尾 晋哉1、今吉 亜由美1、岡田 啓汰2、今井 喜胤2、
椿 一典1

C-05 ビナフチルを基本骨格とする多置換フェニルアセチレン化合物の合成と機能評価
 (1京府大院生命環境、2近大院理工) ○酒井 美里1、長屋 勇輝1、藤尾 晋也1、岡田 啓太2、今吉 亜由美1、
今井 喜胤2、椿 一典1

C-06～C-09 (13:30～14:10)  座長：澤間 善成 (阪大院薬) 

C-06 Krapcho 脱炭酸を鍵とした連続反応による含フッ素キノリン合成法の開発
 (摂南大薬) ○安野 遥平、樽井 敦、軽尾 友紀子、佐藤 和之、河合 健太郎、表 雅章

C-07 シクロヘキサジオン類のC-C結合切断型新規開環フッ素化反応
 (1長浜バイオ大バイオ、2立命館大薬) ○知名 秀泰1、要藤 友佑2、佐々 裕隆2、菊嶌 孝太郎2、
土肥 寿文2

C-08 脱炭酸的アリール化による , -ジフルオロカルボニル化合物のメタルフリー合成
 (1立命館大薬、2立命館大総研) ○菊嶌 孝太郎1、山田 航平1、北 泰行2、土肥 寿文1,2

C-09 KI/AgSCF3による新規フッ化アシル合成法の確立とその応用
 (1京大院薬、2広東工業大) ○長野 秀嗣1、丸岡 啓二1,2
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C-10～C-14 (15:50～16:40)  座長：井貫 晋輔 (京大院薬) 

C-10 Pickeringエマルションを反応場とするリパーゼ／硫酸共触媒の動的速度論的光学分割
 (阪大院薬) ○鹿又 喬平、文 志勲、金 澤昇、赤井 周司

C-11 インドールの効率的多重重水素化ならびに1H NMRスペクトル簡略化への利用
 (阪大院薬) ○前 光結、赤井 周司、澤間 善成

C-12 想定外の生成物が得られたカルボン酸をアルキル源として用いる還元的N -アルキル化法
 (1和歌山県医大薬、2岩手医大薬) ○田村 理1、佐藤 圭悟2、氏家 和紀1、田川 未沙稀2、板垣 更沙2、
河野 富一2

C-13 Grignard反応剤を用いるニトリルへの触媒的アルキル付加反応
 (1神戸薬大、2東邦大薬) ○波多野 学1、平田 翼1、坂田 健2、吉川 武司2

C-14 超原子価ヨウ素試薬を用いた5-アルコキシ-4-アリールテトラヒドロフラン-2-オン誘導体の簡便な
合成法の開発
 (1武庫川女大薬、2京都薬大) ○松本 卓也1、岡崎 紗耶1、青木 朱衣1、仁木 亜弥1、岩﨑 宏樹2、小関 稔1、
山下 正行2、小島 直人2、川崎 郁勇1

【衛生化学部会】D会場

D-01～D-05 (12:30～13:20)  座長：川井 眞好 (姫路獨協大薬) 

D-01 ヒト胎盤形成におけるカドミウム曝露の有害性評価
 (1摂南大理工、2岐阜薬大) ○小串 祥子1、中西 剛2、木村 朋紀1

D-02 バルプロ酸による胎盤ホルモンが撹乱するメカニズム解明
 (1阪大院薬、2阪大高等共創研、3阪大薬、4阪大博物館、5阪大MEIセ) ○北原 剛1、東阪 和馬1,2、
坂橋 優治1、泉谷 里奈3、小林 純大1、仲本 有里菜3、Seo Jiwon3、山本 怜奈3、辻野 博文1,4、芳賀 優弥1、
堤 康央1,5

D-03 新規 Wnt/ -catenin 経路阻害剤のメカニズム解明
 (京都薬大) ○北川 翔大、松本 崇宏、渡辺 徹志

D-04 ミオシン脱リン酸化酵素の自己脱リン酸化による細胞遊走制御機構の解析
 (1立命館大院薬、2立命館大薬) ○上村 宏一1、白木 文菜1、川村 耕平2、鈴木 健二1、河野 貴子1

D-05 ビタミンK変換酵素UBIAD1の骨形成における機能解析
 (1神戸学院大院薬、2神戸学院大薬) ○平島 俊亮1、清岡 恭乃2、嘉悦 慎一郎2、中川 公恵1,2
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【生薬学・天然物化学部会】D会場

D-06～D-09 (13:30～14:10)  座長：長岡 康夫 (関西大化学生命工) 

D-06 カミツレ由来XO阻害成分の高収率製造法　―栽培、抽出、およびUV改質法について
 (摂南大薬) 濱野 優花、森 諒平、北野 愛惠、山本 亜梨沙、河合 健太郎、井上 雅裕、大塚 正人、
○田中 龍一郎、

D-07 Mimusops elengi花部由来新規ビスデスモシドサポニン成分の化学構造
 (1近畿大薬総研、2ラジャマンガラ工科大) ○萬瀬 貴昭1、西村 晴1、下川 咲良1、香田 美香1、
チャイペック サワニー 2、ポンピリワダッチャ ユタナ2、森川 敏生1

D-08 芍薬甘草湯エキス顆粒懸濁時に生じる各分散体の評価と品質管理への応用
 (近畿大薬) ○吉富 丈治、出口 粧央里、東 尚希、稲葉 一訓、大竹 裕子、遠藤 雄一、小竹 武、
長井 紀章

D-09 ハッサク未熟果実粉末の併用投与によるラット血中L-ascorbic acid濃度に及ぼす影響
 (1近畿大薬、2ア・ファーマ近大、3ナチュレ・ホールディングス) ○石田 裕美1、出口 貴浩1,2、森澤 義人3、
遠藤 雄一1

【有機化学部会III】D会場

D-10～D-14 (15:50～16:40)  座長：山本 康友 (同志社女大薬) 

D-10 Niナノ粒子触媒SANiを用いたC(sp2)-C(sp3)クロスカップリング反応
 (1阪大院薬、2北大触媒研) ○太田 亮輔1、四尾 康徳1、秋山 敏毅1、下田 周平2、佐古 真1、村井 健一1、
長谷川 淳也2、有澤 光弘1

D-11 酸触媒を用いるビシクロブタン誘導体の分子内環化反応
 (阪大院薬) ○高月 雅春、青山 浩、村井 健一、有澤 光弘、佐古 真

D-12 連続環拡大転位反応の開発：縮環3-ベンズアゼピン骨格の構築
 (1阪大薬、2阪大院薬) ○齊藤 圭吾1、青山 浩2、佐古 真2、有澤 光弘2、村井 健一2

D-13 リン酸部の二面角 , , 及び を固定化した2′,3′-架橋型核酸の合成研究
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大先導) ○中西 亮太1、大澤 昂志1、小比賀 聡1,2,3

D-14 五員環ジスルフィドを含むホスホトリエステル修飾核酸の合成
 (大阪医薬大薬) ○杉本 紀人、林 淳祐、大谷 昌成、和田 俊一、浦田 秀仁

【分析化学部会】E会場

E-01～E-05 (12:30～13:20)  座長：木村 寛之 (京都薬大) 

E-01 クロマグロ由来コラーゲンの抗酸化能の検討
 (近畿大薬) ○中川 翠理、山本 哲志、三田村 邦子、多賀 淳
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E-02 ミラクルフルーツの成分分析
 (1近畿大薬、2アンチエイジングセ) ○森部 杏優1、佐藤 完太1、山本 哲志1、三田村 邦子1、多賀 淳1,2

E-03 誘導体化イムノアッセイによるメタンフェタミンおよびアンフェタミンの群特異的検出
 (1神戸薬大、2国立衛研、3東工大化生研、4昭和大薬、5薬剤師認定制度認証機構) ○森田 いずみ1、
木口 裕貴1、大山 浩之1、八巻 耕也1、花尻 (木倉)  瑠理2、上田 宏3、沼澤 聡4、吉田 武美4,5、
小林 典裕1

E-04 ボロン酸の細胞内局在評価を目的とした蛍光センサーの開発に関する研究
 (1大阪医薬大院薬、2武庫川女大薬) ○高田 慎也1、近藤 直哉1、萩森 政頼2、天滿 敬1

E-05 光重合性Phos-tagアクリルアミドゲル層を用いるリン酸化化合物のオンライン濃縮・標識・分離
システムの開発
 (近畿大薬) ○山本 佐知雄、矢野 祥子、鈴木 茂生、木下 充弘

E-06～E-10 (15:50～16:40)  座長：黒田 幸弘 (武庫川女大薬) 

E-06 血中TCA回路代謝物定量法の最適化
 (近畿大薬) ○上原 栞、佐藤 完太、山本 哲志、三田村 邦子、多賀 淳

E-07 ニューラルネットワーク融合LC-MS/MSワイドターゲットメタボロミクスの開発： 
アルツハイマー型認知症の特徴的な代謝パターン解析
 (1立命館大院薬、2日本学術振興会特別研究員 (DC1) ) ○六車 宜央1,2、井之上 浩一1

E-08 Chemical Tagging LC-MS/MS法による胆汁酸及び短鎖脂肪酸の同時定量の確立
 (立命館大院薬) ○金子 東暉、六車 宜央、井之上 浩一

E-09 LC-Q/TOF-MSノンターゲットペプチドミクスによるアルツハイマー型認知症血清の解析
 (立命館大院薬) ○森川 一範、六車 宜央、井之上 浩一

E-10 ショットガンプロテオミクスによるSARS-CoV-2感染細胞プロテオームおよびリン酸化プロテオー
ム変動解析
 (1京大院薬、2京大院生命医科、3京大iPS細胞研) ○渡邉 佑太1、村本 裕紀子2、小田 裕香子3、小形 公亮1、
杉山 直幸1、野田 岳志2、豊島 文子2、石濱 泰1

【教育系薬学部会】F会場

F-01～E-04 (12:30～13:10)  座長：串畑 太郎 (摂南大薬) 

F-01 システマティックレビューを用いたコロナ禍におけるオンライン教育実践の検証
 (1摂南大薬、2和歌山県医大薬) ○上田 昌宏1、串畑 太郎1、永田 実沙2、安原 智久2、曽根 知道1

F-02 薬学専門導入科目におけるチーム基盤型学習の有用性の評価
 (1兵庫医大薬、2摂南大薬) 衣川 美穂1、上田 昌宏2、○清水 忠1
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F-03 学部レベルでのInstitutional Researchとカリキュラム評価を志向した1年次学生における学習傾
向の解析
 (和歌山県医大薬) ○安原 智久、永田 実沙

F-04 J-SPEEDを導入した避難所運営ゲームの試作
 (摂南大薬) ○田中 喜与、串畑 太郎、上田 昌宏、奥野 智史、曽根 知道

F-05～F-08 (13:30～14:10)  座長：安原 智久 (和歌山県医大薬) 

F-05 実務実習における個々の経験がもたらした気付き
 (摂南大薬) ○武田 奈緒、小泉 咲子、上田 昌宏、串畑 太郎、奥野 智史、曽根 知道

F-06 初年次に実施した対面SGDとオンラインSGDの教育効果の比較
 (1摂南大薬、2和歌山県医大薬) ○串畑 太郎1、上田 昌宏1、安原 智久2、奥野 智史1、曽根 知道1

F-07 オンライングループディスカッションでの学生の振る舞いがグループに与える影響
 (摂南大薬) ○山本 亮介、串畑 太郎、上田 昌宏、奥野 智史、曽根 知道

F-08 オンライングループグループディスカッションのコミュニケーションに影響を与える因子と個々の活動性
 (摂南大薬) ○田中 佑樹、串畑 太郎、上田 昌宏、奥野 智史、曽根 知道

【物理化学部会】F会場

F-09～F-11 (15:50～16:20)  座長：佐野 紘平 (神戸薬大) 

F-09 HSA結合性HLHペプチドタグを用いたバイオ医薬品の体内動態改善
 (1阪府大院理、2阪公大院理、3熊本大院薬、4第一薬大) ○中谷 勇登1、叶 正茂1,2、東 大志3、今井 輝子3,4、
藤井 郁雄1,2、道上 雅孝1,2

F-10 アルギニンペプチド修飾型マイクロベジクルのマクロピノサイトーシス誘導と薬物送達応用
 (1阪公大院理、2武庫川女大薬、3京大化研、4Michigan State Univ.) ○森本 健太1、野口 公輔1、
中瀬 朋夏2、二木 史朗3、金田 雅充4、中瀬 生彦1

F-11 空気中に存在する天然核種を用いた放射線教育の提案
 (1兵庫医大院薬、2兵庫医大薬) ○吉年 勉1、船越 司2、涌水 章史2、藤野 秀樹1,2

【薬物治療学・薬理学部会Ⅰ】H会場

H-01～H-05 (12:30～13:20)  座長：天ヶ瀬 紀久子 (立命館大薬) 

H-01 定型抗精神病薬pimozideの構造展開研究により開発した新規疼痛治療薬の薬理学的性質
 (1近畿大薬、2富山大院理工、3富山大工、4近畿大理工、5福岡看護大) ○西村 竜貴1、笠波 嘉人1、
高島 康宏1、木野 貴博1、石川 千浩2、長南 百香3、岡田 卓哉2,3、関口 富美子1、吉田 繁4、
大久保 つや子4、豊岡 尚樹2,3、川畑 篤史1
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H-02 ケモカイン受容体CCR4がグリオーマに及ぼす影響
 (近畿大薬) ○佐野 立樹、原 雄大、松尾 一彦、中山 隆志

H-03 自閉スペクトラム症モデルマウスを用いた社会性行動障害に関わる機能的神経ネットワークの同定
 (1阪大院薬、2近畿大薬、3岐阜大院医、4岐阜大生命の鎖統合研セ、5広島大院医系科学、6阪大院連合小児、
7阪大院歯、8阪大データビリティフロンティア、9阪大先導、10阪大院医)  
○植野 寛貴1、笠井 淳司1、彌永 祐輔1、原 雄大1,2、大久保 仁1、中井 悠花1、勢力 薫1、山口 瞬3,4、
吾郷 由希夫5、田熊 一敞6,7、橋本 均1,6,8,9,10

H-04 腫瘍切除マウスの物体探索意欲の低下における海馬ミクログリアの関与
 (摂南大薬) ○山崎 拓夢、尾中 勇祐、山口 太郎、米山 雅紀

H-05 JCI-20679はテモゾロミドによる膠芽腫細胞の増殖抑制効果を増強する
 (1京都薬大、2近畿大医) ○安藤 翔太1、小島 直人1、茂山 千愛美1、藤田 貢2、飯居 宏美1、中田 晋1

H-06～H-09 (13:30～14:10)  座長：東 泰孝 (大阪公大獣医) 

H-06 セラミド製剤の抗喘息作用と粘液貯留抑制メカニズム
 (1摂南大薬、2バージニア大医) ○榮 春海1、Mark Kester2、松田 将也1、奈邉 健1、北谷 和之1

H-07 新規アスコルビン酸誘導体のアトピー性皮膚炎に対する炎症抑制効果
 (1近畿大薬、2コスメディ製薬) ○藤井 太希1、北畑 孝祐1、松尾 一彦1、須佐美 陽子1、西川 莉央1、
原 雄大1、権 英淑2、神山 文男2、中山 隆志1

H-08 アトピー性皮膚炎モデルマウスの掻痒行動に及ぼすニューロステロイド脳内投与の影響
 (京都薬大) ○田中 里奈、田中 智之、藤井 正徳

H-09 炎症性疾患とUCP3の発現調節についての検討
 (1武庫川女大薬、2国立病院機構京都医療セ臨床研究セ) ○野網 万那1、光谷 真奈1、松下 翠1、 
増田 奈菜子1、横山 明似1、寺脇 聖乃1、二若 久美1、田上 哲也2、森山 賢治1.2

H-10～H-14 (15:50～16:40)  座長：関口 富美子 (近畿大薬) 

H-10 非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) モデルマウスにおけるIL-19の新規調節機構
 (1大阪公大獣医、2立命館大薬) ○東 泰孝1、藤田 隆司2

H-11 腫瘍随伴マクロファージに着目したフェロトーシス誘導時の抗腫瘍効果の検討
 (1阪大院薬、2阪大薬、3阪大高等共創研、4阪大博物館、5阪大MEIセ) ○小西 弘登1、芳賀 優弥1、
奥村 萌2、東阪 和馬1,3、辻野 博文1,4、堤 康央1,5

H-12 セロトニン5-HT2 受容体拮抗薬サルポグレラートのがん転移に及ぼす影響
 (武庫川女大薬) ○小林 真由子、吉川 紀子、矢部 小百合、生嶌 千菜美、籠田 智美、篠塚 和正、
中村 一基
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H-13 PerifosineはPIK3CA変異大腸がんにおいて抗癌剤殺細胞作用を増強させる
 (近畿大薬) ○竹藤 帆花、椿 正寛、武田 朋也、増井 大智、池永 遥、鶴島 克将、星田 唯史、
西田 升三

H-14 HGFによるNF- B活性化での骨芽細胞及び骨髄間質細胞におけるRANKL発現促進効果
 (近畿大薬) ○岸本 佳奈、椿 正寛、武田 朋也、松村 美紅、米原 遼、尾花 輝樹、西田 升三

【薬物治療学・薬理学部会Ⅱ】I会場

I-01～I-05 (12:30～13:20)  座長：徳山 尚吾 (神戸学院大薬) 

I-01 低葉酸マウスが示すうつ様行動および海馬歯状回の新生ニューロン成熟異常に対するメチル基供与
体投与の影響
 (摂南大薬) ○荒木 良太、喜多 絢海、矢部 武士

I-02 5-フルオロウラシル誘起小腸障害に対するグルタミン酸の有用性
 (立命館大院薬) ○上南 静佳、天ヶ瀬 紀久子

I-03 Sorafenibによるc-Kit活性化悪性黒色腫における腫瘍増殖および転移抑制効果
 (近畿大薬) ○田中 澪美、椿 正寛、武田 朋也、大久保 優、藤澤 茉由、尾花 輝樹、西田 升三

I-04 SGK1/NF- B経路活性化が多発性骨髄腫でのプロテアソーム阻害薬耐性に寄与する
 (近畿大薬) ○木村 智裕、椿 正寛、武田 朋也、原田 祐希、岸本 真祐子、鶴島 克将、星田 唯史、
西田 升三

I-05 StatinsによるKRAS変異大腸がんでのオキサリプラチン抗腫瘍作用増強効果
 (近畿大薬) ○松田 拓弥、椿 正寛、武田 朋也、島田 咲、木口 結貴、鶴島 克将、星田 唯史、
西田 升三

【医療薬学・薬剤学部会Ⅰ】I会場

I-06～I-10 (15:50～16:40)  座長：中村 任 (大阪医薬大薬) 

I-06 眼圧及び網膜障害を同時標的とした緑内障治療薬の開発： 
チロキサポール配合ブリンゾラミドナノサスペンションの有用性
 (1近畿大薬、2おかもと眼科、3北里大獣医) ○後藤 涼花1、出口 粧央里1、櫻井 達真1、衣川 美宇1、
明和 亮伍1、矢野 詩歩1、増田 柊也1、岡本 紀夫2、金井 一亭3、長井 紀章1

I-07 血小板がマウスメラノーマ細胞の増殖能に及ぼす影響
 (武庫川女大薬) ○田中 菜々子、吉川 紀子、生嶌 千菜美、矢部 小百合、籠田 智美、篠塚 和正、
中村 一基

I-08 凍結保存可能なヒトiPS細胞由来腸管オルガノイドの薬物動態評価系への応用
 (1阪大薬、2阪大院薬、3医薬健栄研、4阪大MEIセ、5阪大先導) ○浦谷 悠生1、乾 達也2,3、横田 純平2,3、
植山 (鳥羽)  由希子1,2,3,5、水口 裕之1,2,3,4,5
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I-09 公知の材料由来ヒト腸管オルガノイドの樹立と機能評価
 (1阪大薬、2医薬健栄研、3阪大院薬、4日本ベーリンガーインゲルハイム、5札幌医科大、6阪大MEIセ、
7阪大先導) ○岡田 健太郎1,2、山下 智起3、横田 純平2,3、乾 達也2,3、岸本 航4、仲瀬 裕志5、水口 裕之1,2,3,6,7

I-10 膠芽腫幹細胞におけるStat5b阻害による細胞増殖抑制にはCyclin E2及びMybの発現抑制が関与する
 (1京都薬大、2近大医) ○茂山 千愛美1、藤田 貢2、安藤 翔太1、飯居 宏美1、中田 晋1

【医療薬学・薬剤学部会Ⅱ】J会場

J-01～J-05 (12:30～13:20)  座長：櫻井 文教 (阪大院薬) 

J-01 SGLT2阻害薬が及ぼす高尿酸血症の発症への影響
 (近畿大薬) ○角野 亮太朗、横山 聡、細見 光一

J-02 関節リウマチ治療での生物学的製剤の早期効果判定に有用な因子に関する研究
 (1摂南大薬、2関西医大香里病院薬、3関西医大病院薬、4関西医大病院リウマチ膠原病) ○中野 翔平1,2、
吉田 侑矢1、村中 達也3、尾崎 吉郎4、辻 琢己1

J-03 リツキシマブの初回・2回目投与におけるinfusion related reactionの発現および予防策の疾患別調査
 (1阪大薬、2阪大院薬、3阪大病院薬、4阪大医) ○犬飼 萌乃1、深田 耕司1、宮本 真由1、藤本 梨花1、
前田 真一郎1,2,3,4、前田 真貴子1,2,4、藤尾 慈1,2,4、廣部 祥子1,2,3,4

J-04 プレドニゾロン含有小児用ゼリー剤の開発～苦味マスキング効果及び調剤時のハンドリング性の
改善～
 (1摂南大薬、2大蔵製薬研究開発) ○谷口 東紀1、沖田 菜摘1、飯田 加奈1、野田 江里佳1、三田村 しのぶ1、
垣野 由佳理2、菱川 慶裕2、首藤 誠1、山下 伸二1

J-05 気管支喘息及びCOPD患者における潜在的に不適切な処方の関連因子に関する検討
 (1近畿大薬、2同志社女大薬) ○廣瀬 遼1、桒原 麻有1、馬渕 賢幸2、横山 聡1、細見 光一1

J-06～J-09 (13:30～14:10)  座長：村木 優一 (京都薬大) 

J-06 味覚センサによるジフェンヒドラミン塩酸塩・NSAIDs配合時の苦味強度予測
 (武庫川女大薬) ○大川 恭子、宇野 莉央、小島 穂菜美、吉田 都、内田 享弘

J-07 アデニル酸を用いたトリメトプリムの苦味抑制と機序の解明
 (武庫川女大薬) ○川原 淳、小島 穂菜美、宇野 莉央、吉田 都、内田 享弘

J-08 免疫グロブリン大量点滴静注療法の血圧上昇に関する危険因子の解析：ヴェノグロブリン®におけ
る検討
 (1摂南大薬、2関西医大病院薬) ○水本 麻都香1、西田 優子2、岡田 汰一1、渡邉 帆乃佳1、西田 健太朗1、
田中 雅幸1,2
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J-09 アンケート調査に基づく薬剤師の「望ましい死」に対する認識と、がん患者、がん専門医、がん専門
看護師との違い
 (1摂南大薬、2津島市民病院薬、3大和大保健医療) ○小西 麗子1、磯貝 潤一2、向井 啓1、小森 浩二1、
眞島 崇3、伊藤 慎二2、河田 興1

J-10～J-13 (15:50～16:30)  座長：髙橋 有己 (京大院薬) 

J-10 中和抗体回避能を有したヘキソン・ファイバー改変アデノウイルスベクターシステムの開発
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導) ○塩田 葵1、北嶋 祐里1、池本 星南1、大西 里佳1、
鎌田 春彦2、櫻井 文教1、水口 裕之1,2,3,4

J-11 アデノウイルスベクターワクチンの鼻腔内投与によるワクチン効果誘導における基礎的検討
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導、5阪大微研、6阪大微研財団) ○脇田 拓朗1、塩田 葵1、
大西 里佳1、平井 敏郎1,3,4,5、吉岡 靖雄1,3,4,5,6、櫻井 文教1、水口 裕之1,2,3,4

J-12 高いベクター産生量を示す改良型35型アデノウイルスベクターワクチンの開発
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導) ○大西 里佳1、池本 星南1、塩田 葵1、塚本 智仁1、
朝山 晃1、櫻井 文教1、水口 裕之1,2,3,4

J-13 分子標的型抗がん薬による間質性肺疾患発症の分子機構に基づく予測法の開発-mTOR阻害薬によ
る間質性肺疾患とSTAT3の関連-
 (神戸大病院薬) ○山本 和宏、吉田 彩夏、大村 友博、矢野 育子

【医療薬学・薬剤学部会Ⅲ】K会場

K-01～K-04 (12:30～13:10)  座長：亀井 敬泰 (神戸学院大薬) 

K-01 ヒト脂肪幹細胞における薬物トランスポーターのmRNA発現解析
 (大阪医薬大薬) ○竹林 裕美子、土佐 勇策、本橋 秀之、永井 純也

K-02 炎症モデルマウスにおけるGSH輸送トランスポーターSlc25a39/40の発現および機能変動
 (近畿大薬) ○畑中 もも子、川瀬 篤史、松田 尚也、首藤 礼華、島田 紘明、岩城 正宏

K-03 湿式破砕法による薬物ナノ結晶化はBCSクラス4であるフロセミドの経口吸収性を改善する
 (近畿大薬) ○出口 粧央里、大迫 華乃、池 彩里、下前 憂梨咲、大竹 裕子、長井 紀章

K-04 Span80あるいはSpan85ニオソームによるパクリタキセル内封PEGリポソームからの放出トリガ
リングとその機構解析
 (神戸薬大) ○野田 海渡、橋本 和樹、河野 裕允、細川 美香、大河原 賢一

K-05～K-07 (13:30～14:00)  座長：樋口 ゆり子 (京大院薬) 

K-05 脂溶性薬物の放出制御を目指したシクロデキストリン含有リポソームの設計：種々のシクロデキ
ストリンを用いた検討
 (神戸薬大) ○赤木 彩恵、細川 美香、祝迫 穂華、河野 裕允、大河原 賢一
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K-06 バイオ医薬の経肺吸収促進に対するオリゴアルギニン固定化ヒアルロン酸と同医薬の物理化学的相
互作用の影響
 (1摂南大薬、2ADEKAライフサイエンス材料研) ○榮永 祐也1、八木 晴也1、鵜川 真美1、宮田 康平2、
滋野 浩一2、佐久間 信至1

K-07 初代培養肺胞上皮細胞を用いたオリゴアルギニン固定化ヒアルロン酸による抗体医薬の経肺吸収促
進機構の解析
 (1摂南大薬、2ADEKAライフサイエンス材料研) ○泉谷 紗綾1、八木 晴也1、鵜川 真実1、宮田 康平2、
滋野 浩一2、佐久間 信至1

K-08～K-11 (15:50～16:30)  座長：川瀬 篤史 (近畿大薬) 

K-08 腫瘍溶解性35型アデノウイルスによるNK細胞の活性化を利用した新規がん治療法の開発
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導) ○小野 良輔1、櫻井 文教1、水口 裕之1,2,3,4

K-09 開閉可能なチューブデバイスを用いた薬物吸収および血管透過性評価系の構築
 (1立命館大薬、2立命館大理工、3R-GIRO) ○渡邉 敬太1、石橋 伸悟2、Abdalkader Rodi3、小西 聡2,3、
藤田 卓也1,3

K-10 アミノ酸代謝機構とクリックケミストリーを利用したビフィズス菌由来細胞外小胞への分子搭載法の確立
 (京都薬大) ○真壁 瑞歩、森下 将輝、篠原 知紗、勝見 英正、山本 昌

K-11 薬物の体内動態改善を指向したCYP阻害活性を有する新規化合物の開発
 (摂南大薬) ○藤井 翔太、竹中 彩恵、南 景子、高木 敏英、山下 伸二、河合 健太郎、表 雅章、
片岡 誠

【生物化学部会I】M会場

M-01～M-04 (12:30～13:10)  座長：杉浦 麗子 (近畿大薬) 

M-01 脳室上衣線毛細胞の分化と機能におけるTGF- 1の影響
 (立命館大薬) ○平尾 拓也、Kim Beak Gyu、羽渕 緋菜子、川口 高徳、浅野 真司

M-02 ヒト気道細胞におけるアンギオテンシン変換酵素 (ACE2) の発現変化について
 (立命館大薬) ○安岡 加紗音、神矢 莉那、川口 高徳、浅野 真司

M-03 Ezrinノックダウンマウスの肺多線毛上皮における線毛形成および線毛運動の解析
 (1立命館大薬、2立命館大総研) ○川口 高徳1、安岡 加紗音1、中張 隆司2、浅野 真司1

M-04 CRISPR-Cas9および-Cas12aを用いた遺伝子ノックイン効率の比較検討
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導) ○朝山 晃1,2、塚本 智仁1、酒井 英子1,2、櫻井 文教1,2、
水口 裕之1,2,3,4
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M-05～M-09 (13:20～14:10)  座長：秋葉 聡 (京都薬大) 

M-05 幹細胞を用いた新規肝細胞モデルの構築とその創薬応用
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大先導、4阪大MEIセ) ○植山 (鳥羽)  由希子1,2,3、仝 嫣然1、水口 裕之1,2,3,4

M-06 ヒトiPS細胞技術を用いた常染色体劣性高コレステロール血症の病態再現
 (1阪大薬、2阪大院薬、3医薬健栄研、4阪大先導、5国循研、6名大環研、7大阪医薬大循セ、8阪大MEIセ) 
○冨田 純矢1、田中 海里1、植山 (鳥羽)  由希子1,2,3,4、高山 和雄1,2、堀 美香5,6、斯波 真理子5,7、
水口 裕之1,2,3,4,8

M-07 Maip1ノックアウトマウスにおける絶食誘発性脂肪肝の亢進は肝臓特異的Maip1発現により抑制
される
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大MEIセ、4阪大先導) ○荒居 千遥1、酒井 英子1,2、Marcos Taracena1、
増田 有香1、櫻井 文教1,2、水口 裕之1,2,3,4

M-08 ヒト肝臓オルガノイド由来胆管上皮細胞様細胞の作製と機能解析
 (1阪大院薬、2医薬健栄研、3阪大先導、4阪大MEIセ) ○仝 嫣然1、植山 (鳥羽)  由希子1,2,3、水口 裕之1,2,3,4

M-09 Tolloid-like 1欠損ヒトiPS細胞株を用いた胆管上皮細胞への分化過程におけるTLL1の機能解析
 (1阪大薬、2阪大院薬、3医薬健栄研、4阪大先導、5熊本大医、6阪大MEIセ) ○越野 智葵1,3、
植山 (鳥羽)  由希子1,2,3,4、山口 朋子3、川端 健二3、田中 靖人5、水口 裕之1,2,3,4,6

M-10～M-13 (15:50～16:30)  座長：福永 理己郎 (大阪医薬大薬) 

M-10 ケモカイン受容体CCR4を介したTh17細胞増殖の乾癬における病理的役割の解明
 (1近畿大薬、2姫路獨協大薬、3Health and Kampo Institute) ○北畑 孝祐1、松尾 一彦1、海堀 祐一郎2、
長久保 大輔2、義江 修3、中山 隆志1

M-11 食物アレルギー発症におけるケモカイン受容体CCR4欠損の影響
 (近畿大薬) ○大塚 優里佳、本澤 龍茉、松尾 一彦、長尾 遥佳、定村 千尋、原 雄大、中山 隆志

M-12 乳がん細胞株4T1の肺転移モデルにおけるケモカイン受容体CCR4の寄与
 (近畿大薬) ○板井 悠里、松尾 一彦、小林 澪、西 優希奈、原 雄大、中山 隆志

M-13 高活性型XCL1によるメモリーCTLサブセット誘導効率およびそのメカニズムの解析
 (1近畿大薬、2近畿大医) ○吉田 裕亮1、亀井 萌百1、松尾 一彦1、高村 史記2、原 雄大1、中山 隆志1

【生物化学部会II】N会場

N-01～N-05 (12:30～13:20)  座長：川崎 清史 (同志社女大薬) 

N-01 ERK MAPK活性依存的抗がん剤シーズACA-28のCRM1依存的核外輸送阻害活性の評価
 (1近大院薬、2医薬健栄研) ○藤原 大輝1、高崎 輝恒1、冨本 尚史1、Golam Iftakhar Khandakar1、
佐藤 亮介1、岡 正啓2、杉浦 麗子1
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N-02 MAPKAPキナーゼファミリー遺伝子の網羅的および単独残存型ノックアウトHeLa細胞を用いたシ
グナル経路の解析
 (大阪医薬大薬) ○伊藤 千紘、浅木 誠、戸嶋 義樹、鷹屋 優希、吉川 葵、藤井 俊裕、藤井 忍、
福永 理己郎

N-03 HeLa細胞におけるMnk1およびMnk2に対する各種阻害剤の阻害特性の解析
 (大阪医薬大薬) ○和辻 佑美子、松田 澪、窪田 早希、藤井 俊裕、藤井 忍、伊藤 千紘、福永 理己郎

N-04 脱SUMO化タンパク質DESI1は細胞分裂進行制御に必要である
 (京都薬大) ○池田 有紀、幸 龍三郎、齊藤 洋平、中山 祐治

N-05 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス (KSHV) 遺伝子ORF7はKSHVターミナーゼ機能に重要である
 (1京都薬大、2琉球大医、3大医薬大医) ○祝迫 佑紀1、渡部 匡史2、関根 勇一1、鈴木 陽一3、中野 隆史3、
藤室 雅弘1

N-06～N-09 (13:30～14:10)  座長：齊藤 達哉 (阪大院薬) 

N-06 VEGFを標的とするHelix-Loop-Helixペプチドの分子認識機構
 (大阪公大院理) ○野津 薫平、道上 雅孝、中瀬 生彦、藤井 郁雄

N-07 マクロピノサイトーシスに関与する新規遺伝子の探索
 (1京大化研、2慶應大薬) ○吉江 俊介1、栗山 理志1、前川 大志2、広瀬 久昭1、二木 史朗1

N-08 パイロトーシスを標的とする新たな機序で働く抗炎症薬の開発
 (1阪大院薬、2阪大薬) ○武村 直紀1、生駒 健太1、松井 裕大2、齊藤 達哉1

N-09 好中球の黄色ブドウ球菌貪食能に与えるATPの影響解析
 (立命館大薬) ○野依 修、野田 侑希、田邉 英暉、山口 春衣、冨永 樹希

N-10～N-12 (15:50～16:20)  座長：小池 千恵子 (立命館大薬) 

N-10 血管内皮細胞老化によるアルツハイマー病モデルマウスにおける認知機能低下の抑制機序
 (1神戸薬大、2京都府立医大、3神戸大院) ○髙橋 彩加1、堀部 紗世1、清水 裕美子1、田中 友理1、
土肥 なな子1、田中 亨1、佐々木 直人1、池田 宏二1,2、江本 憲昭1、平田 健一3、力武 良行1

N-11 タウの凝集におけるコンドロイチン硫酸の重要性
 (神戸薬大) ○今元 悠登、灘中 里美、北川 裕之

N-12 社会敗北ストレス負荷マウス脳の各領域における生理活性脂質代謝酵素発現の解析
 (京都薬大) ○森戸 克弥、西村 由紀、原 悠介、羽尻 光佑、髙山 健太郎、長澤 一樹
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【在宅医療推進教育プログラム (HOPE) 2022】口頭発表　G会場

G-01～G-05 (15:50～16:40)  　座長：加藤 隆児 (大阪医薬大薬)  
 恩田 光子 (大阪医薬大薬) 

G-01　 趣旨説明　                     15:50～15:53
 (大阪医薬大薬) ○加藤 隆児

G-02　 在宅医療における薬剤師の活躍について 15:53～16:00
 (摂南大薬) ○嶋田 真徳

G-03　 独居高齢患者の在宅医療における薬剤師の活躍について 16:00～16:07
 (大阪大谷大薬) ○野村 真里惠

G-04　 在宅医療推進のために～私たちが考えたこと～            16:07～16:14
 (武庫川女大薬) ○新 千華、○池原 かのん

G-05　 学生向け在宅医療研修の成果と課題　　　　　　　　　　　 16:14～16:34
 (カリン薬局) ○上村 里菜

質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16:34～16:40
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一般学術講演 (ポスター発表) 

【ポスター示説 (奇数番号) 】ポスター会場1

 (13:00～14:00)  

■医療薬学 (医療薬学・薬剤学部会) 

P1-01 医薬品副作用被害救済制度における死亡と医薬品の関連性の検討
 (近畿大薬) ○田崎 花音、横山 聡、細見 光一

P1-03 経口抗凝固薬による出血とポリファーマシーの関連性の検討
 (近畿大薬) ○岩崎 翠月、中川 千拓、横山 聡、細見 光一

P1-05 In vitroにおけるポリスチレンスルホン酸ナトリウムの薬効に対する併用薬の影響
 (1近畿大薬、2近畿大病院薬) ○水野 友理1、植松 勇伍1,2、緒方 文彦1、中村 武浩1、川﨑 直人1

P1-07 大都市近郊薬局におけるベンゾジアゼピン系薬剤の高齢者への診療科別処方状況
 (1立命館大薬、2パスカル薬局) ○日野 裕太1、平井 華1、横井 正之1,2、横井 裕子2、坂口 裕子1、
一川 暢宏1

P1-09 炎症性疾患とUCP1の発現調節についての検討
 (1武庫川女大薬、2国立病院機構京都医療セ臨床研究セ) ○寺脇 聖乃1、光谷 真奈1、松下 翠1、 
増田 奈菜子1、横山 明似1、野網 万那1、杷野 宏美1、二若 久美1、田上 哲也2、森山 賢治1,2

P1-11 成長ホルモンの間接的な作用によるUCP遺伝子の発現調節
 (1武庫川女大薬、2国立病院機構京都医療セ臨床研究セ) ○横山 明似1、光谷 真奈1、松下 翠1、
増田 奈菜子1、寺脇 聖乃1、野網 万那1、杷野 宏美1、二若 久美1、田上 哲也2、森山 賢治1,2

P1-13 フィブラート系薬剤pemafibrateによる筋肉系障害に関する基礎的検討
 (1京都薬大、2近畿大薬) ○前川 頼子1、飯間 杏奈1、西田 美沙緒1、早川 萌風1、河渕 真治1、
伊藤 由佳子1、上田 ひかる2、横山 聡2、細見 光一2、髙田 充隆2、栄田 敏之1

P1-15 成長ホルモンによるGATAの発現調節機構についての検討
 (1武庫川女大薬、2国立病院機構京都医療セ臨床研セ) ○光谷 真奈1、松下 翠1、増田 奈菜子1、
横山 明似1、寺脇 聖乃1、野網 万那1、二若 久美1、田上 哲也2、森山 賢治1,2

P1-17 シクロデキストリンとカチオン性基からなる共重合体CDQAポリマーはチモロールマレイン酸の
角膜透過性を高める
 (1近畿大薬、2日油) ○門脇 玲太1、浅井 拓己1、松田 将2、小林 滉2、原田 英治2、長井 紀章1

P1-19 二本鎖RNAを基盤とした核酸医薬による線維化抑制効果の検討
 (1阪大薬、2阪大院薬、3医薬健栄研、4阪大MEIセ、5阪大先導) ○中川 可奈子1、石神 育歩2、
水口 裕之1,2,3,4,5、櫻井 文教1,2
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P1-21 v-Src発現細胞での擬似的な細胞質分裂の誘導とAurora Bの局在異常
 (京都薬大) ○太田 稜子、渡邉 卓美、和澤 佑樹、幸 龍三郎、齊藤 洋平、中山 祐治

P1-23 ヒト大腸がんHCT116細胞におけるGGCTノックダウンによる増殖抑制機構
 (京都薬大) ○木下 晴菜、近藤 真帆、飯居 宏美、中田 晋

P1-25 GGCTノックダウンはDhh発現低下を介してマウス膠芽腫幹細胞の増殖を抑制する
 (1京都薬大、2近畿大医) ○森 昌也1、吉田 百花1、野瀬 梢1、茂山 千愛美1、安藤 翔太1、藤田 貢2、
飯居 宏美1、中田 晋1

P1-27 新規PHB2阻害剤によるp21Waf1/Cip1誘導を介したMCF7乳がん細胞の増殖抑制効果
 (京都薬大) ○土持 歩夢、吉井 陸、金田 裕太、松本 流風、飯居 宏美、中田 晋

■薬剤学 (医療薬学・薬剤学部会) 

P1-29 アガロース膜/オクタノール system を用いた in vitro  薬物膜透過性評価
 (1摂南大薬、2立命館大薬) ○石川 和希1、高木 敏英1、南 景子1、片岡 誠1、菅野 清彦2、山下 伸二1

P1-31 インスリン含有キトサンゲルのオリゴペプチドコーティング製剤の調製と評価
 (同志社女大薬) 則直 唯、羽森 真美、西村 亜佐子、○芝田 信人

P1-33 B型肝炎ウイルスを模した肝臓を標的とする薬物・遺伝子送達キャリアの効率的な調製法の開発
 (1京都薬大、2阪大院医) ○布藤 愛望1、酒井 智帆1、関根 勇一1、上田 啓次2、藤室 雅弘1

P1-35 セリン修飾高分子を利用したメトトレキサートの腎臓ターゲティングならびにその腎細胞癌治療への応用
 (京都薬大) ○辰己 日向子、勝見 英正、木村 葉、安冨 彰一龍、北田 翔、安岡 慎太郎、森下 将輝、
山本 昌

P1-37 ヘリカルテンプレートを連結したオリゴアルギニンを用いたプラスミドDNAの細胞内デリバリー
 (1京都府医大、2国立衛研、3大阪医薬大薬、4長崎大院医歯薬) 横尾 英知1、三澤 隆史2、加藤 巧馬3、
田中 正一4、出水 庸介2、○大庭 誠1

P1-39 肝炎モデルマウスにおける薬物代謝酵素と薬物トランスポーターの発現誘導
 (立命館大薬) ○久保 幸音、藤野 智恵里、葛生 泰己、林 紅瑠実、上島 智、桂 敏也

P1-41 HepG2細胞とTHP-1細胞由来マクロファージとの共培養におけるNSAIDsによる細胞傷害の変動
 (近畿大薬) ○柏木 理佐、川瀬 篤史、田中 さつき、高島 桜花、島田 紘明、岩城 正宏

■衛生化学部会

P1-43 生活習慣病を誘発するトランス脂肪酸の摂取量調査： 
固相カートリッジを用いたトランス異性体の分離方法の検討
 (摂南大薬) ○大友 竣介、角谷 秀樹、杠 智博、中尾 晃幸

P1-45 カドミウムイオン吸着除去への茶粕利用に関する基礎的検討
 (近畿大薬) ○藤本 月音、中村 武浩、緒方 文彦、川﨑 直人
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P1-47 流通法による吸着処理を基盤とした金属複合水酸化物による6価クロムイオンの除去方法の確立　
 (1近畿大薬、2関西触媒化学) ○田淵 絢子1、緒方 文彦1、戸田 徳2、大谷 昌司2、中村 武浩1、
川﨑 直人1

P1-49 快適な室内環境保持のためのバガス由来調湿剤の開発
 (近畿大薬) ○椿本 勝利、山城 海渡、緒方 文彦、中村 武浩、川﨑 直人

P1-51 紫外線吸収剤の皮膚曝露によるアレルギー増悪化作用の評価
 (摂南大薬) ○松本 恵梨夏、角谷 秀樹、杠 智博、中尾 晃幸

P1-53 ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤とPPAR リガンドの複合曝露がCYP1A発現とROSに及ぼす影
響に関する検討
 (摂南大薬) ○長谷 幸奈、杠 智博、角谷 秀樹、中尾 晃幸

P1-55 ネオニコチノイド暴露が線虫C.elegansの遺伝子発現に及ぼす影響
 (1立命館大薬、2京都女大家政、3有明工業高専、4熊本大院薬) ○田中 瑞季1、生駒 奈緒子1、川添 禎浩2、
内田 雅也3、富永 伸明3、有園 幸司4、坂口 裕子1、一川 暢宏1

P1-57 実環境中の表面性状を模擬したマイクロプラスチックの細胞毒性発現機序の解明
 (1阪大院薬、2阪大博物館、3阪大高等共創研、4阪大MEIセ) ○真鍋 颯太1、芳賀 優弥1、辻野 博文1,2、
生野 雄大1、淺原 時泰1、東阪 和馬1,3、堤 康央1,4

P1-59 酒粕由来細菌によるStaphylococcus aureusのバイオフィルム形成阻害
 (姫路獨協大薬) ○浪平 豪、竹中 貴彦、安田 好美、川井 眞好

P1-61 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスのカプシド修飾因子ORF32の機能解析
 (京都薬大) ○鳥谷 優太、祝迫 佑紀、関根 勇一、藤室 雅弘

P1-63 マウスにおけるオキサリプラチン投与によるうつ様所見誘発について
 (京都薬大) ○秋永 彩華、築部 涼子、茂木 啓佑、森戸 克弥、髙山 健太郎、長澤 一樹

P1-65 オキサリプラチン投与マウスにおける慢性的予測不能軽度ストレスに対する感受性の変化に関する研究
 (1京都薬大、2赤穂化成) ○築部 涼子1、秋永 彩華1、茂木 啓佑1、安川 岳志2、松浦 留架2、森本 博俊2、
森戸 克弥1、髙山 健太郎1、魚住 嘉伸2、長澤 一樹1

P1-67 有機リン系難燃剤を指標とした母乳汚染実態の解明
 (摂南大薬) ○狭間 未羽、角谷 秀樹、杠 智博、中尾 晃幸

【ポスター示説 (偶数番号) 】ポスター会場1

 (15:40～16:40) 

■医療薬学 (医療薬学・薬剤学部会)  

P1-02 非弁膜症性心房細動患者における経口抗凝固薬と骨粗鬆症の関連性の検討
 (近畿大薬) ○角田 匡基、横山 聡、細見 光一
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P1-04 高カリウム血症治療薬であるポリスチレンスルホン酸ナトリウムの薬効に及ぼす併用薬剤の影響
 (1近畿大薬、2近畿大病院薬) ○植松 勇伍1,2、栁江 正嗣2、淺野 肇2、吉年 正宏2、竹上 学2、緒方 文彦1、
中村 武浩1、川﨑 直人1

P1-06 ソタロールによる薬剤性QT延長の危険因子の解析
 (1摂南大薬、2関西医大病院薬) ○隅田 葵1、牛島 恵美梨2、西田 健太朗1、田中 雅幸1,2

P1-08 グルコマンナン添加量の違いによる溶液中レボドパ濃度の評価
 (大阪医薬大薬) ○須藤 桃、中山 賢、岩永 一範、中村 任

P1-10 ドキシル投与ラットの後肢皮膚障害における制御された細胞死の関与について
 (摂南大薬) ○高橋 萌香、大菅 健太郎、津山 陽佳、戸田 暖乃、岩﨑 綾乃、田中 雅幸、西田 健太朗

P1-12 ヒト臍帯静脈内皮細胞株 EA.hy926 における LPS 誘発性炎症とリコンビナント・トロンボモジュ
リンの影響
 (大阪大谷大薬) ○浦嶋 庸子、中井 千尋、椋木 梢、川口 菖子、小堀 宅郎、小畑 友紀雄

P1-14 肝臓におけるPLA2G6の発現抑制が高脂肪食摂取マウスに与える影響に関する検討
 (1大阪大谷大薬、2阪大院薬、3医薬健栄研、4阪大国際医工セ、5阪大先導) ○西端 真那1、清水 かほり1、
金原 未幸1、岩崎 美穂1、櫻井 文教2、水口 裕之2,3,4,5、冨田 晃司1、西中 徹1

P1-16 抗てんかん薬バルプロ酸と食物繊維キトサンの相互作用
 (摂南大薬) ○原 裕子、井添 愛優、松田 留花、西田 健太朗、岩﨑 綾乃

P1-18 線虫 C.elegansをモデル生物とした化学療法誘発性末梢神経障害発症時の発現変動遺伝子の解析
 (立命館大薬) ○松本 晃太、佃 主税、湯川 大維、坂口 裕子、一川 暢宏

P1-20 ヒストンメチル化酵素阻害薬により低酸素下の抗がん剤耐性を改善する機構の検討
 (神戸薬大) ○銕本 静会、細川 美香、安井 みらの、河野 裕允、大河原 賢一

P1-22 ヒト膠芽腫U87MG細胞に対するGGCT阻害剤pro-GAとxCT阻害剤エラスチンの併用効果
 (京都薬大) ○隈元 春奈、櫻井 夏奈、野瀬 梢、茂山 千愛美、安藤 翔太、飯居 宏美、中田 晋

P1-24 膠芽腫幹細胞モデルにおけるGGCTおよびヘッジホッグ経路リガンドの発現制御機構
 (1京都薬大、2近畿大医) ○山向 千晶1、松下 眞子1、橋本 彩花1、野瀬 梢1、茂山 千愛美1、安藤 翔太1、
藤田 貢2、飯居 宏美1、中田 晋1

P1-26 GGCTノックダウンによる脳腫瘍幹細胞の増殖抑制機構とその抗腫瘍効果
 (1京都薬大、2近畿大医) ○椎 達哉1、野瀬 梢1、茂山 千愛美1、安藤 翔太1、藤田 貢2、飯居 宏美1、
中田 晋1

P1-28 Doxorubicin誘発性皮膚潰瘍形成におけるネクロプトーシスの関与
 (摂南大薬) ○荒尾 七海、岡田 玲奈、田中 樹奈、福廣 朱倫、田中 雅幸、北谷 和之、西田 健太朗

－38－



■薬剤学 (医療薬学・薬剤学部会) 

P1-30 pH-液液相分離濃度プロファイルはヘンダーソンハッセルバルヒ式に従うか？
 (立命館大院薬) ○植草 大河、菅野 清彦

P1-32 シクロデキストリン含有製剤の処方設計に関するIVIVC評価
 (1摂南大薬、2日本べーリンガーインゲルハイム) ○南 景子1、相原 梨沙2、Roman Messerschmid2、
和田 耕一2、高木 敏英1、片岡 誠1、山下 伸二1

P1-34 ポリオキシプロピレンメチルグルコシドによるアルブチンの皮膚浸透性増大効果のメカニズムに関
する検討　～皮膚脂質分配性への影響～
 (大阪医薬大薬) ○馬庭 朝香、木村 隆介、中村 任、岩永 一範

P1-36 リポソーム搭載マクロファージの作製に関する基礎的検討 
-リポソーム組成の最適化とマクロファージの表現型の影響の評価-
 (神戸薬大) ○大西 可恵、河野 裕允、上杉 直幹、細川 美香、大河原 賢一

P1-38 発表取り下げ

P1-40 NSAIDsアシルグルクロニドのUGT1A9 および UGT2B7活性に対する影響
 (近畿大薬) ○湯山 博司、川瀬 篤史、岡 祐里奈、吉川 真白、吉里 翼、島田 紘明、岩城 正宏

P1-42 ドキソルビシン誘発細胞障害に及ぼす脂肪幹細胞馴化培地の影響
 (大阪医薬大薬) ○小島 祐輝、満屋 領、土佐 勇策、池田 祐介、藤原 祥史、竹林 裕美子、本橋 秀之、
永井 純也

■衛生化学部会

P1-44 炎症性サイトカインの産生を指標としたトランス脂肪酸の影響評価
 (摂南大薬) ○長谷川 かな、角谷 秀樹、杠 智博、中尾 晃幸

P1-46 磁性を担持させた廃竹材由来吸着剤の創製とそのメチレンブルー吸着能に関する研究
 (1近畿大薬、2近畿大病院薬) ○氏田 和哉1、小川 泰輝1、植松 勇伍1,2、田淵 絢子1、緒方 文彦1、
中村 武浩1、川﨑 直人1

P1-48 NiおよびAlを基材とした金属複合水酸化物によるバナジウムイオン (V) の吸着能に関する基礎的検討
 (1近畿大薬、2関西触媒化学) ○寺西 勇弥1、緒方 文彦1、田淵 絢子1、戸田 徳2、大谷 昌司2、中村 武浩1、
川﨑 直人1

P1-50 ビタミンK変換酵素UBIAD1発現と活性を制御するMenadione類縁体の構造特性解析
 (1神戸学院大薬、2神戸学院大院薬) ○遠藤 暉大1、平島 俊亮2、橋村 佳純1、中川 公恵1,2

P1-52 ヒト肝星細胞株LX-2の活性化に対するベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の影響の解明
 (摂南大薬) ○大地山 誉、杠 智博、角谷 秀樹、中尾 晃幸
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P1-54 FOXM1阻害剤FDI-6によるアリル炭化水素受容体の活性化を介した乳がん腫瘍様塊の形成抑制作用
 (1同志社女大薬、2静岡県大薬) ○山下 直哉1、河合 花歩1、星乃 美世1、細川 真恵1、渡部 未奈1、
高橋 葵衣1、菅野 裕一朗2、眞田 法子1、木津 良一1

P1-56 上皮サイトカイン TSLP 遺伝子の発現誘導能評価系の作製及び大気粉塵抽出物による評価
 (1京都薬大、2摂南大薬、3福岡県保環研) ○林 真由1、山岸 伸行2、山村 由貴3、岡市 彩里1、西田 圭佑1、
廣川 大雅1、松本 崇宏1、渡辺 徹志1

P1-58 社会性低下マウスにおけるニューロメジンU及びその受容体のmRNA発現量解析
 (京都薬大) ○野本 明日香、鈴木 優衣、森戸 克弥、長澤 一樹、髙山 健太郎

P1-60 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスがコードする膜タンパク質ORF53/gNの機能解析
 (京都薬大) ○堀口 翔矢、祝迫 佑紀、関根 勇一、藤室 雅弘

P1-62 老化促進マウスモデルの組織中セレンタンパク質発現ー酸化ストレスとの関連性ー
 (1摂南大薬、2大安研) ○尾崎 美久1、香取 大輝1、村野 晃一2、荻野 泰史1、奥野 智史1、上野 仁1

P1-64 時期特異的遺伝子欠損マウスを用いた脂肪組織におけるビタミンK変換酵素UBIAD1の機能解析
 (1神戸学院大薬、2神戸学院大院薬) ○佐伯 萌佳1、平島 俊亮2、中川 公恵1,2

P1-66 軟骨細胞におけるビタミンKおよびビタミンK変換酵素UBIAD1の機能解析
 (1神戸学院大薬、2神戸学院大院薬) ○嘉悦 慎一郎1、平島 俊亮2、清岡 恭乃1、中川 公恵1,2

【ポスター示説 (奇数番号) 】ポスター会場2

 (13:00～14:00) 

■生物化学部会 

P2-01 VEGF受容体リポーターマウス脳における血管の組織学的解析
 (1神戸学院大院薬、2神戸学院大薬) ○松村 実果1,2、齋尾 真吾1、小西 栞奈1,2、田村 優希1、岡本 正志2、
市橋 正光2、水谷 健一1

P2-03 網膜層構造形成における細胞極性因子の果たす役割
 (1立命館大院薬、2立命館大R-GIRO、3立命館大薬、4東京理大薬、
5順天堂大院医老人性疾患病態治療研究セ、6立命館大総合科学技術研究機構CSVS) ○澤田 綾1、
上野 明希子2、井上 祐介1、西村 勇輝3、前嶋 千瀬都3、秋葉 唯3、秋本 和憲4、大野 茂男5、小池 千恵子1,2,3,6

P2-05 脊髄性筋萎縮症 (spinal muscular atrophy：SMA) のモデル細胞の作成　 
ヒト神経芽腫細胞 (SK-N-BE(2)c) を用いた検討
 (姫路獨協大薬) ○松井 啓斗、香山 賢一、田畑 裕幸、通山 由美

P2-07 神経細胞内K＋イオン濃度変化測定に関する研究
 (摂南大薬) ○二股 有貴子、岡田 暉己、岩本 昂也、金城 俊彦、宇野 恭介、倉本 展行

－40－



P2-09 ダウン症モデルマウス脳での銅蓄積による積情動記憶障害の可能性
 (京都薬大) ○千代 華歩、河下 映里、秋葉 聡、石原 慶一

P2-11 Sp1亜鉛フィンガータンパク質とH2O2との酸化反応メカニズムの解明
 (1同志社女大薬、2兵庫県立大理) ○川人 友里1、岸 果苗1、横関 麻佑1、中川 由佳2、羽森 真美1、
根木 滋1

P2-13 Poly (ADP-ribose)  polymerase 1 による Rab5 解離機構の解明 
 (同志社女大薬) ○神﨑 未智、海野 汐里、渡邊 萌、根木 滋、野村 篤生、藤井 健志、間下 雅士

P2-15 舌下粘膜に存在する免疫細胞クラスターの構成細胞の解析
 (大阪大谷大薬) ○田中 優斗、熊谷 僚斗、坂本 響哉、橋本 茉由子、楠本 豊、戸村 道夫

P2-17 肺線維症急性増悪における炎症誘導機構の解析
 (大阪医薬大薬) ○林 薫子、小池 敦資、藤森 功

P2-19 FoxO3aはミトコンドリア関連因子を介して創傷治癒を抑制している
 (近畿大薬総研) ○萬 未帆、森山 麻里子、三宅 佑有子、岩谷 優音、後藤 彩文、森山 博由

P2-21 毛包周囲における血管老化と、ミノキシジルの改善作用
 (1神戸学院大院薬、2神戸学院大薬、3大正製薬) ○河野 美夕1,2、曽 瑩1、安部 佳美1、高島 さつき1、
新井 良平3、阿部 晃也3、長濵 徹3、高岡 彰子3、岡本 正志2、市橋 正光2、水谷 健一1

P2-23 エイジツエキスは表皮角化細胞の分化を促進する
 (1神戸学院大院薬、2神戸学院大薬、3ロゼット) ○池田 英加1,2、朝山 紗衣1、岩崎 彩夏1、久保 瑞季1、
五十嵐 多美3、八木 政幸3、岡本 正志2、市橋 正光2、水谷 健一1

P2-25 転移能が異なる結腸がんHCT116由来細胞の遊走・浸潤性の比較
 (摂南大薬) ○河島 出、久家 貴寿、谷口 将済、山岸 伸行

P2-27 フルクトースが大腸癌細胞の増殖に与える影響の検討
 (近畿大薬) ○角谷 昌美、畠山 結、山本 哲志、三田村 邦子、多賀 淳

P2-29 EGFR-TKI耐性ヒト非小細胞肺がんのBcl-2 family分子阻害剤による耐性克服機序
 (摂南大薬) ○富村 一斗、清水 咲、山澤 龍治、伊藤 潔、竹内 健治

P2-31 ベトナム産植物由来成分Pristimerin, Tanshinone ⅡAによるヒト胃がん細胞株に対するアポトー
シス誘導機構
 (摂南大薬) ○西谷 大瑚、森 匠太、山澤 龍治、伊藤 潔、竹内 健治

P2-33 EphA2ノックダウンによる多核細胞形成
 (京都薬大) ○長谷川 七海、幸 龍三郎、齊藤 洋平、中山 祐治

P2-35 S期のGAPDH核内移行におけるプロリルオリゴペプチダーゼの役割
 (大阪医薬大薬) ○石黒 日向、山口 雄矢、今 海斗、澤田 茜、天野 祐美、田中 智、坂口 実
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P2-37 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスの DNA ポリメラーゼ ORF9 の機能解析 
 (京都薬大) ○鹿井 遥花、祝迫 佑紀、関根 勇一、藤室 雅弘

P2-39 インフルエンザウイルスのナノチューブを介する細胞間伝播
 (立命館大薬) ○冨永 樹希、山口 春衣、野依 修

P2-41 抗菌ペプチドKn2-7のDNA細胞内取り込み作用とCpG DNA応答増強作用の解析
 (同志社女大薬) ○三崎 由那、西原 冴佳、川崎 清史

P2-43 Clostridium sporogenes  NBRC 14293 spoIVA遺伝子の機能解析
 (摂南大薬) ○水落 達也、山澤 龍治、伊藤 潔、高松 宏治、桑名 利津子

P2-45 好熱菌の芽胞形成期特異的プロテアーゼYabGの酵素化学的諸性質の検討
 (1摂南大薬、2摂南大理工) ○吉川 幸佑1、山澤 龍治1、桑名 利津子1、竹内 健治1、高松 宏治1、
中嶋 義隆2、伊藤 潔1

P2-47 生菌剤の品質評価に関する研究
 (摂南大薬) ○岡田 悠暉、山澤 龍治、桑名 利津子、伊藤 潔、高松 宏治

P2-49 アミノ酸トランスポーターLAT1は細胞分裂を支持する
 (京都薬大) ○柳田 さくら、幸 龍三郎、齊藤 洋平、中山 祐治

P2-51 リジンとロイシンからなる両親媒性ぺプチドの脂質二重膜に対する影響の評価
 (大阪医薬大薬) ○河合 未夢、加藤 巧馬、浅野 晶子、土井 光暢

■生薬学・天然物化学部会

P2-53 ハスカップ果実の新規機能性の探究
 (1神戸女大院健康栄養、2シクロケムバイオ) ○乙坂 彩海1、橋本 優希1、田村 璃音1、中田 大介2、
寺尾 啓ニ2、吉川 豊1

P2-55 ビートによる生活習慣病予防/治療の探索研究
 (1神戸女大院健康栄養、2京都薬大) ○赤松 紗衣1、安井 裕之2、吉川 豊1

P2-57 フェルラ酸およびフェルラ酸代謝物の神経薬理学的プロファイルの解析－アゴニスト活性の評価－
 (摂南大薬) ○各務 優希子、片岡 楓、田中 千聖、喜多 絢海、荒木 良太、矢部 武士

P2-59 神経精神疾患領域で用いられる漢方薬の細胞外モノアミン取り込み作用に及ぼす影響の解析
 (摂南大薬) ○加藤 雅己、岡田 真依、石原 百華、喜多 絢海、荒木 良太、矢部 武士
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【ポスター示説 (偶数番号) 】ポスター会場2

 (15:40～16:40)  

■生物化学部会

P2-02 アグリカン型プロテオグリカンの脳血管新生促進作用
 (1神戸学院大院薬、2神戸学院大薬、3一丸ファルコス) ○小西 栞奈1,2、安部 佳美1、齋尾 真吾1、
田村 優希1、曽 瑩1、桝谷 晃明3、アルナシリ　イダマルゴダ3、市橋 正光2、水谷 健一1

P2-04 Trpm1欠損マウスにおける精神疾患様行動の原因探索
 (1立命館大薬、2立命館大院薬、3立命館大院生、4神経発生システム研、5藤田医科大総合医科学研、 
6富山大院医薬、7富山大研究機構推進機構研セ、8富山大アイドリング脳科学研セ、
9システム視科学研セ) ○岡部 俊太1,4、堀 哲崇2,4、生田 昌平3,4、岩尾 京春1,4、服部 聡子5、高雄 啓三6,7,8、
宮川 剛5、小池 千恵子1,2,3,4,9

P2-06 脳室上衣線毛細胞の分化に関わる調節因子の探索
 (立命館大薬) ○羽渕 緋菜子、平尾 拓也、Kim Beak Gyu、川口 高徳、浅野 真司

P2-08 ダウン症モデルマウスにおける銅蓄積責任遺伝子座の絞り込み
 (1京都薬大、2成育医療研究セ、3名市大医) ○神保 里菜1、高田 修治2、斉藤 美知子1、山川 和弘3、
河下 映里1、左合 治彦2、秋葉 聡1、石原 慶一1

P2-10 Poly (ADP-ribose) polymerase1活性化によるアミロイド の蓄積機構の解明
 (同志社女大薬) ○高山 みのり、山野 光、野村 篤生、藤井 健志、間下 雅士

P2-12 グルタチオン還元反応における微量金属イオンの関与の可能性
 (1同志社女大薬、2兵庫県立大理) ○村上 花楓1、小松 由佳1、中川 由佳2、羽森 真美1、根木 滋1

P2-14 オリゴアルギニンカチオンクラスター構造がウシ胸腺DNA凝集過程に及ぼす影響
 (1同志社女大薬、2兵庫県立大理、3同志社大生命医科) ○辻 唯央1、薮田 恵1、山根 李奈1、羽森 真美1、
中川 由佳2、吉川 研一3、吉川 裕子3、根木 滋1

P2-16 微粒子貪食によるマクロファージ活性化増強機構に関する研究
 (同志社女大薬) ○髙橋 玲奈、上野 貴之、川崎 清史

P2-18 急性膵炎におけるプロスタグランジンD2の機能解析
 (1大阪医薬大薬、2岩手大農) ○細見 健太1、前原 都有子2、藤森 功1

P2-20 表皮に発現するHes1は過剰な皮膚免疫応答を抑制する
 (近畿大薬総研) ○若竹 茉夏、森山 麻里子、岩谷 優音、三宅 佑有子、森山 博由

P2-22 熱処理による毛髪タンパク質のカルボニル化に対する -ドコサラクトンの抑制効果
 (1武庫川女大薬、2日本精化香粧研、3武庫川女大バイオサイエンス) ○佐藤 帆ノ香1、吉田 萌生1、
小寺 啓貴2、勝間田 祐貴2、仁木 洋子1,3
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P2-24 ケモカインCCL28 を介した好酸球の腫瘍組織浸潤メカニズムの解析
 (1近畿大薬、2近畿大医、3Kampo and health Institute) ○西田 晃尚1、山本 真也1、松尾 一彦1、義江 修2,3、
原 雄大1、中山 隆志1

P2-26 消化器癌細胞の転移における細胞外基質タンパク質lumicanの役割の検討
 (近畿大薬) ○大西 美仁、濱 かりん、山本 哲志、三田村 邦子、多賀 淳

P2-28 EGFR-TKI耐性ヒト非小細胞肺がん細胞株のMEK阻害剤併用による耐性克服機序
 (摂南大薬) ○清家 幸土、清水 咲、山澤 龍治、伊藤 潔、竹内 健治

P2-30 トマト含有アルカロイド配糖体であるトマチンによる膵臓癌細胞への抗腫瘍効果の検討
 (近畿大薬) ○辻本 伊織里、山本 哲志、三田村 邦子、多賀 淳

P2-32 分裂期におけるHsp105のリン酸化とCDK1の関与
 (京都薬大) ○桒島 弘喜、佐藤 沙紀、安武 隆司、幸 龍三郎、中山 祐治、齊藤 洋平

P2-34 TNK2阻害による多核細胞の形成
 (京都薬大) ○村田 真優、太田 稜子、幸 龍三郎、齊藤 洋平、中山 祐治

P2-36 カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス感染によるUSP5の脱Ub化の機能解析
 (1京都薬大、2東京薬大薬) ○北村 友梨奈1、池田 茉莉那1、祝迫 佑紀1、関根 勇一1、前本 佑樹2、
伊藤 昭博2、藤室 雅弘1

P2-38 KSHV ORF27の機能解析
 (京都薬大) ○岡部 理美子、祝迫 佑紀、関根 勇一、藤室 雅弘

P2-40 塩化ベンザルコニウムに曝露したAcinetobacter baumanniiの薬剤感受性の変化
 (1姫路獨協大薬、2阪大産研) ○長谷川 竣1、安田 好美1、山岸 純一2、川井 眞好1

P2-42 枯草菌芽胞に対する過酢酸の効果についての研究
 (摂南大薬) ○森田 翼、山澤 龍治、伊藤 潔、高松 宏治、桑名 利津子

P2-44 紫外線照射芽胞の殺菌評価方法の開発
 (摂南大薬) ○東藤 翔雲、伊藤 潔、山澤 龍治、高松 宏治、桑名 利津子

P2-46 芽胞形成期特異的プロテアーゼYabGの触媒作用に重要なグルタミン酸残基の役割
 (1摂南大薬、2摂南大理工) ○福宮 海斗1、山澤 龍治1、桑名 利津子1、竹内 健治1、高松 宏治1、
中嶋 義隆2、伊藤 潔1

P2-48  hMATE1タンパク質の大量発現・可溶化及び精製に関する研究
 (1摂南大薬、2摂南大農) ○永谷 悠1、大塚 正人1、小林 直木2

P2-50 L-theanine感受性細胞におけるグルタミントランスポーターの発現に関する研究
 (1摂南大薬、2予防薬理学研) ○中村 瑠花1、山浦 慎之介1、貞盛 耕生1、小森 浩二1、河田 興1、
金城 俊彦1、宇野 恭介1、米田 幸雄2、前田 定秋1、倉本 展行1,2
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P2-52 13C-安定同位体標識化線虫の培養を目的とした基礎検討
 (立命館大薬) ○上村 真子、加藤 優奈、布目 真梨、坂口 裕子、一川 暢宏

■生薬学・天然物化学部会

P2-54 拡張型基質結合部位をもつアデニル化酵素EntE変異体の構造機能解析を指向したリガンド化合物
の合成および機能評価
 (近畿大薬) ○倉本 怜季、石川 文洋、高島 克輝、田邉 元三

P2-56 フェニルグリコシド誘導体の氷再結晶化抑制活性
 (関西大化学生命工) ○譚 斌駿、藤井 ちひろ、冨士 剛弘、河原 秀久、住吉 孝明、長岡 康夫

P2-58 漢薬 女貞子 (Ligustrum lucidum , 果実) のアルドース還元酵素阻害活性成分
 (近畿大薬総研) ○黒田 里菜、長友 暁史、高田 隆矢、萬瀬 貴昭、森川 敏生

P2-60 防風通聖散構成生薬オウゴン (黄芩, Scutellaria baicalensis) 含有フラボノイド成分の -グルコ
シダーゼ阻害活性
 (近畿大薬総研) ○畠山 美咲、長友 暁史、乾 真優子、近藤 衷、山本 紗也、萬瀬 貴昭、森川 敏生

【ポスター示説 (奇数番号) 】ポスター会場3

 (13:00～14:00)  

■薬物治療学 (薬物治療学・薬理学部会) 

P3-01 化学的虚血による遅発性神経細胞死に対するノルアドレナリンによるアストロサイトを介した神経
保護作用
 (摂南大薬) ○若山 太一、高田 綾香、石丸 侑希、山室 晶子、吉岡 靖啓

P3-03 悪性腫瘍におけるPPAR 作動薬ロシグリタゾンの脂肪分化に対する影響
 (1同志社女大薬、2同志社女大院薬) ○辻花 愛那1、村井 美翔1、井上 沙奈1,2、高橋 玲1,2、吉川 清次1

P3-05 p53依存性アポトーシス抵抗性乳癌細胞の上皮間葉転換におけるCSCの役割
 (1同志社女大薬、2同志社女大院薬) ○奥村 天音1、河野 由楽1、松田 藍子1、田中 萌子1、井上 沙奈1,2、
吉川 清次1、髙橋 玲1,2

P3-07 コルチコステロン慢性投与によるうつ様行動および神経新生の減少に対するアルカリイオン水の影
響の解析
 (摂南大薬) ○淺沼 睦貴、西浦 小姫、新関 由佳、喜多 絢海、荒木 良太、矢部 武士

P3-09 幼若期クラリスロマイシン投与が腸内細菌叢と大脳皮質遺伝子発現に及ぼす影響の網羅的解析
 (1摂南大薬、2摂南大農) ○大石 結1、冨永 悠季1、竹本 羽那1、村田 彩綺1、平川 泰佑1、井上 亮2、
喜多 絢海1、荒木 良太1、矢部 武士1
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P3-11 コルチコステロンによる脳内pHおよびアストロサイトの細胞外pHへの影響の解析
 (摂南大薬) ○舘岡 勇人、工藤 拓紀、鳴澤 智行、梁 亜衣、上村 凌太、喜多 絢海、荒木 良太、
矢部 武士

P3-13 ERK MAPKシグナル調節化合物ACA-28によるVimentinのリン酸化誘導
 (1近畿大薬、2医薬健栄研) ○芝本 雄威1、田中 達也1、佐藤 亮介1、高崎 輝恒1、足立 淳2、朝長 毅2、
杉浦 麗子1

■薬理学 (薬物治療学・薬理学部会) 

P3-15 ヒトアストロサイトーマ U-251 MG 細胞におけるアルブミンによる細胞内グルタチオン量の増加
を介した細胞死抑制作用
 (摂南大薬) ○砂川 和也、田野井 一、石丸 侑希、山室 晶子、吉岡 靖啓

P3-17 培養神経細胞におけるKCC2阻害剤VU0463271によるミトコンドリア脱分極抑制作用
 (摂南大薬) ○平嶋 未佳、原 友凜亜、尾松 果奈、金城 俊彦、宇野 恭介、倉本 展行

P3-19 Lipopolysaccharide 誘発急性うつ症状に対する Kir4.1チャネル阻害薬の作用評価
 (大阪医薬大薬) ○廣瀬 由佳、中野 諒子、堀名 宏紀、清水 佐紀、大野 行弘

P3-21 ミクログリアの炎症性活性化に関与する細胞内シグナル伝達経路に対するNrf2活性化薬
TPNA10168の作用
 (1神戸薬大、2富山大) ○後藤 仁1、泉 安彦1、久米 利明2、八巻 耕也1、小山 豊1

P3-23 成体海馬由来神経幹・前駆細胞の増殖および分化におけるプロスタグランジンI2シグナルの役割に
関する薬理学的検討
 (摂南大薬) ○山川 三貴也、尾中 勇祐、山口 太郎、米山 雅紀

P3-25 培養アストロサイトへの変異 SOD1及び PRDX6遺伝子導入によるALS病態進行関連分子の発現へ
の影響
 (摂南大薬) ○松本 直子、山室 晶子、石丸 侑希、吉岡 靖啓

P3-27 マウス海馬CA3領域へのPP5過剰発現は抗不安様行動を惹起する
 (摂南大薬) ○宇野 恭介、河原井 康介、瀬川 博文、金城 俊彦、倉本 展行

P3-29 7 ニコチン性アセチルコリン受容体は、JAK2/STAT3活性化を介して制御性T細胞の分化を促進する
 (同志社女大薬) ○石原 芽依、須藤 千晶、岡田 優梨、間下 雅士、野村 篤生、藤井 健志

P3-31 マウス多発性硬化症モデルにおけるリゾホスファチジン酸受容体LPA1の関与
 (京大院薬) ○谷山 一修、松尾 凪紗、永安 一樹、白川 久志、植田 弘師、金子 周司

P3-33 タウリン抱合型胆汁酸投与が胆汁鬱滞性肝障害に与える影響
 (神戸薬大) ○江村 花、池田 義人、塩本 雅樹、木ノ本 達暉、横山 春香、岡田 芽依、山野 智美、
士反 伸和
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P3-35 アセトアミノフェン誘導性血管内皮細胞傷害に対するプロスタグランジンE2の抑制作用
 (近畿大薬) ○山本 望乃花、島田 紘明、横飛 暉斗、川瀬 篤史、岩城 正宏

P3-37 線維筋痛症モデルにおける自律神経および脾細胞の関与
 (1京大院薬、2長崎大院医歯薬) ○山下 志織1、堂園 直貴1、永安 一樹1、白川 久志1、植田 弘師2、
金子 周司1

■有機化学部会

P3-39 電解酸化によるイソオキサゾリニウム塩の形成を鍵とする新規アゾベンゼンおよびアリールオキシ
ム合成法
 (京大院薬) 瀧川 紘、○松浦 隆成、坂井 宥哉、高須 清誠

P3-41 膜透過性ペプチド型ユビキチンリガーゼリガンドの開発とタンパク質分解誘導剤への展開
 (京都府医大) ○横尾 英知、内田 智士、大庭 誠

P3-43 カルコゲン結合で立体制御した軸性不斉ウレアの合成と立体構造
 (1京都薬大、2筑波大数理物質科学) ○高橋 暖1、中村 梨那1、太田 萌絵1、井上 拓美1、村井 琢哉1、
笹森 貴裕2、浜田 翔平1、小林 佑輔1、古田 巧1

P3-45 ニトロキシルラジカルを触媒としたベンジル・アリル位のシリルエーテル選択的酸化
 (1京都薬大、2国際医福大福岡薬) ○阪本 圭織1、浜田 翔平1、宮崎 瑛梨1、小林 祐輔1、川端 猛夫2、
古田 巧1

P3-47 新規 -glucosidase阻害剤の創製: 双頭型salacinol誘導体の合成
 (1近畿大薬、2近畿大薬総研) ○小田 優汰1、石川 文洋1、高島 克輝1、森川 敏生2、田邉 元三1

P3-49 Protein Kinase CK2阻害活性を有するプリン誘導体の構造活性相関研究 
―環式飽和炭化水素置換基の導入―
 (1近畿大薬、2公大院理、3高エネ研) ○中谷 汐里1、西脇 敬二1、中村 真也1、露口 正人2,3、木下 誉富2、
仲西 功1

P3-51 メルカプトカルコンを利用したヘミチオインディゴの簡便合成法の開発
 (近畿大薬) 中村 光、○大平 慎一郎、饒 非、松永 莉子、前川 智弘

P3-53 水溶性塩基触媒の設計・合成
 (近畿大理工) ○江崎 嘉宣、細石 小百合、兵藤 憲吾

P3-55 酸化的転位反応を用いる2位置換ピペリジンの環縮小反応
 (1阪大薬、2阪大院薬) ○髙島 美怜1、三好 諒2、佐古 真2、有澤 光弘2、村井 健一2

P3-57 クライゼン転位環化連続反応を介したイソフラバンキノン類の合成研究
 (1神戸大院農、2東大院農生命) 姜 法雄1、○内田 裕一郎1、滝川 浩郷2

P3-59 アゾメチンイリドの分子内 [3+2] 付加環化反応による高三次元性イソオキサゾリジン合成法の開発
 (神戸薬大) ○池上 はる香、安井 基博、武田 紀彦、上田 昌史
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P3-61 プロテアーゼ阻害剤シード化合物となるフッ素化ジペプチドの酵素的速度論的分割とその活性
 (摂南大薬) ○宮里 悠矢、樽井 敦、軽尾 友紀子、佐藤 和之、河合 健太郎、山澤 龍治、伊藤 潔、
表 雅章

P3-63 多機能性ボロン酸触媒を用いた不斉アザマイケル反応における立体因子の評価
 (1大阪医薬大薬、2京大院薬) 葉山 登1、○新郷 涼太1、田中 彩夏1、三浦 夏帆1、米山 弘樹1、竹本 佳司2、
宇佐美 吉英1

P3-65 (-) -シキミ酸を出発物質とする非天然型 (-) -lincitol Aの合成研究
 (大阪医薬大薬) ○永井 陽帆、若森 美蕗、葉山 登、米山 弘樹、宇佐美 吉英

P3-67 細胞膜透過性ペプチドMAP (Aib) のArg置換体の合成とsiRNAの細胞内デリバリー効果
 (大阪医薬大薬) ○下田 拓海、和田 俊一、林 淳佑、浦田 秀仁

P3-69 遠隔ハロゲンダンス反応を鍵とする連続チアゾールユニットの合成研究
 (大阪大谷大薬) ○池川 由里子、丹波 亜希子、有光 健治、広川 美視、前﨑 直容

P3-71 分子内不斉Heck反応を基盤とした (+) -dichroanal Aの不斉全合成
 (1武庫川女大薬、2京都薬大) 小関 稔1、○福田 可南子1、鈴木 梨佳子1、山北 美憂1、松本 卓也1、
青木 朱衣1、仁木 亜弥1、岩崎 宏樹2、小島 直人2、山下 正行2、川崎 郁勇1

P3-73 金触媒によるベンゾオキサジノン骨格の迅速的合成法の開発
 (武庫川女大薬) 阿部 将大、○川元 仁歩、井上 万夕、來海 徹太郎、稲本 浄文

P3-75 銀触媒を用いた含フッ素カルボン酸塩とTMPーヨードニウム塩とのカップリング反応
 (1立命館大薬、2立命館大総研) ○梅川 なるみ1、菊嶌 孝太郎1、小宮山 慧南1、北 泰行2、土肥 寿文1,2

■物理化学部会

P3-77 圧力ジャンプ法を用いたタンパク質が作る液液相分離の速度論的解析：RNA結合タンパク質fused 
in sarcoma  (FUS) 
 (1立命館大院薬、2立命館大薬、3立命館大院生命、4立命館大生命) ○白砂 雄太郎1、山崎 亮太2、
井手 郁佳3、李 書潔1、笹原 直哉3、吉澤 拓也4、北原 亮2

P3-79 GPR120 に対する in silico  スクリーニングによるアゴニスト探索
 (京大院薬) ○西村 伸大、平澤 明

P3-81 2つのCys残基間のアミノ酸残基数が選択的なジスルフィド結合形成に関与する可能性
 (1同志社女大薬、2広島大院医歯薬保、3兵庫県大理) ○横関 麻佑1、岸 果苗2、中川 由佳3、川人 友里1、
羽森 真美1、根木 滋1

P3-83 Niemann-Pick C1-like 1のcDNAを導入したCaco-2細胞へのコレステロールの吸収におけるタ
ウルコール酸混合ミセルの立体的な形と大きさの影響
 (摂南大薬) 相澤 秀樹
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P3-85 ゲーミフィケーション教材による放射線教育の提案
 (1兵庫医大薬、2兵庫医大院薬) ○堀田 実月1、久保田 飛翔1、山本 直輝1、吉年 勉2、藤野 秀樹1,2

■分析化学部会

P3-87 疎水性イオン液体含有コルチゾールインプリントゲルのワンステップ作製法の検討
 (京都薬大) ○松本 侑季奈、小西 敦子、中條 恵介、田中 亜季、武上 茂彦

P3-89 線維芽細胞活性化タンパク質を標的としたSPECTイメージングのための [111In] In-FAPI-04の合成
に関する検討
 (大阪医薬大薬) ○水口 芹奈、近藤 直哉、天滿 敬

P3-91 ５残基ペプチド (GSGFK) と -シヌクレイン61-84とのドッキングシミュレーション
 (1摂南大薬、2高知大医、3O-force) ○青木 洸樹1、中村 里奈2,3、秋澤 俊史2,3、小西 元美1

P3-93 チオウレアおよび1,3-ジメチルチオウレアは1O2ならびに·OHに対して効率的な消去活性を有する
抗酸化物質である
 (京都薬大) ○岡本 未奈子、安井 裕之

P3-95 糖尿病治療を目指した亜鉛化合物の糖質吸収への影響評価
 (1神戸女大院健康栄養、2岡山大院医歯薬) ○松山 侑未1、加来田 博貴2、吉川 豊1

P3-97 コンドロイチン硫酸プロテオグリカンWindpipeの分析
 (1立命館大薬、2ミネソタ大) ○河野 和人1、町田 修1、佐藤 怜1、杉山 拓夢1、豊田 亜希子1、中藤 博志2、
泉川 友美1、豊田 英尚1

【ポスター示説 (偶数番号) 】ポスター会場3

 (15:40～16:40)  

■薬物治療学 (薬物治療学・薬理学部会) 

P3-02 骨リモデリングにおける溶存水素の作用について
 (1同志社女大薬、2同志社女大院薬) ○瀬ノ田 采子1、平野 里佳1、松本 祐佳1、井上 沙奈1,2、吉川 清次1、
髙橋 玲1,2

P3-04 再構成されたアポトーシス抵抗性乳癌細胞集団における浸潤能と上皮間葉転換
 (1同志社女大薬、2同志社女大院薬) ○坂元 文音1、末重 花梨1、松田 洋佳1、山口 紗弥1、薄木 萌々伽1、
井上 沙奈1,2、吉川 清次1、髙橋 玲1,2

P3-06 網膜虚血再灌流による網膜神経障害に対するアペリン-APJ システムの保護作用
 (摂南大薬) ○細川 拓海、石丸 侑希、山室 晶子、吉岡 靖啓

P3-08 大脳皮質前頭前野におけるセロトニントランスポーターの減少が不安様行動を誘発する
 (摂南大薬) ○馬場 瑛大、小島 基彰、東 桃姫、喜多 絢海、荒木 良太、矢部 武士
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P3-10 幼若期クラリスロマイシン投与と自閉症スペクトラム障害様行動に関する基礎的研究
 (摂南大薬) ○冨永 悠季、大石 結、竹本 羽那、村田 彩綺、平川 泰佑、喜多 絢海、荒木 良太、
矢部 武士

P3-12 2型糖尿病合併脂質異常症ラットを用いて脂質含有量の異なる２種類 (高脂肪食及び低脂肪食) の
食事療法が血中脂質濃度に与える影響の違い
 (大阪医薬大薬) ○米島 立稀、東野 萌、田中 早織

P3-14 人参栄養湯が2型糖尿病マウスの脂質異常症改善効果に与える影響
 (大阪医薬大薬) ○東野 萌、米島 立稀、田中 早織

■薬理学 (薬物治療学・薬理学部会) 

P3-16 2つの転写因子ASCL1とLMX1Aの誘導性発現によるヒト人工多能性幹細胞からドパミン神経細胞
への迅速な変換法の開発
 (1京都薬大、2同志社大) ○土居 佳祐1、西村 周泰1,2、仁田 達海1、高田 和幸1

P3-18 タイプ別 7ニコチン受容体作用薬によるミクログリア機能制御の解析
 (1京都薬大、2立命館大薬、3札幌医大) ○末吉 真梨1、原田 考輝1、大川 満咲1、荒木 里緒奈1、北村 佳久2、
下濱 俊3、高田 和幸1

P3-20 Lipopolysaccharideによる神経炎症性アルツハイマー病モデルの確立
 (大阪医薬大薬) ○毎田 愛莉、清水 佐紀、石崎 悠斗、森山 芽衣、宮越 樹里、佐納 匠、大野 行弘

P3-22 線条体でのうつ脆弱性因子の新規探索
 (1摂南大薬、2富山大理工) ○東浦 悠太郎1、宇野 恭介1、岩本 大樹1、林 祐輝1、高崎 一朗2、金城 俊彦1、
倉本 展行1

P3-24 活性化ミクログリアによる細胞障害性アストロサイト誘導機構
 (摂南大薬) ○高田 翔帆、山室 晶子、石丸 侑希、吉岡 靖啓

P3-26 正中縫線核セロトニン神経の快情動制御における役割の解明
 (1京大院薬、2金沢大院薬) ○森下 雛子1、河合 洋幸1、西谷 直也2、好田 匡志1、永安 一樹1、白川 久志1、
金子 周司1

P3-28 重症喘息の線維化に伴う間質マクロファージ (IMs) の病的変化について
 (摂南大薬) ○佐々木 翔太、霜良 勇人、長谷 雪乃、羽口 天太、高森 伊富、松田 将也、北谷 和之、
奈邉 健

P3-30 気管支喘息の気道リモデリングに対するcyclin dependent kinase (CDK) 8/19阻害薬の効果
 (1摂南大薬、2京大医生物学研、3阪大免疫学フロンティア研セ) ○米澤 郁也1、松田 将也1、三上 統久2,3、
川上 竜司2,3、坂口 志文2,3、北谷 和之1、奈邉 健1

P3-32 Butyrate誘起結腸過敏への補体C5aの関与
 (近畿大薬) ○西村 彩花、山縣 歩夢、坪田 真帆、川畑 篤史
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P3-34 新規セラミド誘導体の抗増殖活性：ネクロプトーシス誘導型の抗がん剤創出に向けて
 (摂南大薬) ○床尾 竜生、中山 和哉、松田 将也、河合 健太郎、表 雅章、奈邉 健、北谷 和之

P3-36 3Dプリンタを用いたアンギオテンシン変換酵素群の活性中心の比較
 (1近畿大薬、2近畿大理工) ○大窪 良輔1、大内 秀一1、和田 哲幸1、船上 仁範1、八軒 浩子1、大鳥 徹1、
前川 智弘1、大星 直樹2、松野 純男1

■教育系薬学部会

P3-38 母親と薬学生が考える小児医療で求められる薬剤師像のズレ
 (神戸薬大) ○栁生 摩美、奥平 利恵、田口 佳歩、中島 園美

■有機化学部会

P3-40 多種ヘテロ原子含有 Push-Pull 型蛍光色素の合成
 (1京府大生命環境、2京府大院生命環境) ○駒井 萌絵1、鳥居 彩芽2、清瀧 康太朗2、今吉 亜由美2、
椿 一典2

P3-42 2-ピリドンを骨格とした互変異性触媒の開発
 (1京府大生命環境、2京府大院生命環境) ○三原 佳奈子1、四辻 操2、今吉 亜由美2、椿 一典2

P3-44 N -アミジノピロリジン型BACE1阻害剤の立体異性体および複素環を有する誘導体の合成と活性評価
 (京都薬大) ○川上 夏輝、木村 蘭希、服部 恭尚、大石 真也、小林 数也

P3-46 スルホニウム塩構造を基盤とするガラクトシダーゼ阻害剤の合成研究
 (近畿大薬) ○古部 聖也、石川 文洋、高島 克輝、田邉 元三

P3-48 新規ペプチドエピメラーゼ MurL の構造機能解析を指向した酵素反応中間体アナログの合成研究
 (1近畿大薬、2北大院工) ○山岡 拓海1、石川 文洋1、小笠原 泰志2、大利 徹2、田邉 元三1

P3-50 カチオン- 相互作用を利用したより温和な条件で脱保護可能なPMB型保護基の設計及びその反応
性の検証
 (近畿大薬) ○東岡 晟也、小寺 優吾、中村 光、中村 真也、仲西 功、前川 智弘

P3-52 次亜ヨウ素酸塩を触媒としたヒドロキサム酸の加溶媒分解反応の開発
 (近畿大薬) 中村 光、○青山 知加、森本 盾矢、谷口 茉穂、前川 智弘

P3-54 -アミノ酪酸合成を指向したシクロブタノン類の開環反応の開発
 (近畿大理工) ○武 宇浩、富家 唯深、兵藤 憲吾

P3-56 アモルフルチンAおよびBの効率的最短工程合成
 (神戸大院農) 姜 法雄、○山田 朱莉、丈達 唯花

P3-58 カルバモイルクロリドのラジカル環化による短工程 -ラクタム合成法の開発
 (1神戸薬大、2阪公大院理) ○永井 皓也1、安井 基博1、寺尾 まりな1、武田 紀彦1、松原 浩2、
上田 昌史1
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P3-60 ケトエステルの還元的 O－H 挿入反応を利用したオキシムエーテル合成
 (神戸薬大) ○前田 凌弥、武田 紀彦、安井 基博、上田 昌史

P3-62 歯周病菌産生酵素活性測定用プローブ合成と活性評価
 (摂南大薬) 軽尾 友紀子、○東野 崇太、樽井 敦、佐藤 和之、山澤 龍治、伊藤 潔、河合 健太郎、
表 雅章

P3-64 Vanin-1阻害作用を有する新規パンテテイン誘導体の開発とその評価
 (1大阪医薬大薬、2大阪医薬大医) ○吉田 彩葉1、豊田 美唯1、北村 育子1、米山 弘樹1、細畑 圭子1、
金 徳男2、髙井 真司2、葉山 登1、宇佐美 吉英1

P3-66 クマリン骨格を有するpH応答型ケージド化合物の合成と光分解特性
 (1大阪医薬大薬、2医科歯科大生材研) ○安田 大輔1、中嶋 祐介1、笹井 美花1、東田 岳都1、峰晴 満帆1、
加藤 大輝2、影近 弘之2、平野 智也1

P3-68 細胞膜透過性ペプチド－5-アミノレブリン酸複合体の合成
 (大阪医薬大薬) ○寺西 洸稀、和田 俊一、林 淳祐、浦田 秀仁

P3-70 プロテインキナーゼ阻害薬の合成研究
 (大阪大谷大薬) ○浦辻 実佳、仲 慎一郎、臼杵 侑夏、有光 健治、前﨑 直容、広川 美視

P3-72 脂肪族フッ素化合物における位置選択的なヨウ素移動反応の開発
 (武庫川女大薬) 阿部 将大、○松岡 由芽乃、横井 祐佳、平田 葵、來海 徹太郎、稲本 浄文

P3-74 ホスファゼン塩基触媒による分子内ヒドロアルコキシ化反応
 (同志社女大薬) ○川本 実侑、山下 法子、山之上 美桜、宮脇 あかり、松岡 純平、山本 康友 

■物理化学部会

P3-76 リポソーム膜上の化学反応に基づく薬物放出制御法の開発：化学反応速度の影響評価
 (神戸薬大) ○山崎 瑞穂、宗兼 将之、甘中 健登、山﨑 俊栄、佐野 紘平、向 高弘

P3-78 アルコキシアミンの熱ホモリシスにより生じる炭素ラジカルの生体挙動解明に向けた放射性ヨウ素
標識誘導体の開発
 (神戸薬大) ○山田 千尋、山﨑 俊栄、東 里沙、佐野 紘平、宗兼 将之、向 高弘

P3-80 生体内過酸化水素を追跡するメタボリックトラッピング型放射性プローブの合成
 (神戸薬大) ○東 里沙、山﨑 俊栄、佐野 紘平、宗兼 将之、向 高弘

P3-82 シヌクレインの線維化及び細胞毒性に対する高凝集性領域の寄与
 (1京都薬大、2神戸薬大) ○河野 弘樹1、鎌田 真央1、南波 憲宏1、扇田 隆司1、森田 いずみ2、大山 浩之2、
長尾 耕治郎1、小林 典裕2、斎藤 博幸1

P3-84 放射線管理が不要な天然放射性核種を用いた放射線教育の提案
 (1兵庫医大薬、2兵庫医大院薬) ○久野 優花1、田川 優樹1、山本 拓夢1、吉年 勉2、藤野 秀樹1,2
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■分析化学部会

P3-86 コルチゾール-抗コルチゾールscFv複合体を認識するラクダ化単一ドメイン抗体の探索
 (神戸薬大) ○大山 浩之、森田 いずみ、小林 典裕

P3-88 ポジトロン断層撮像法による活性化p38 イメージングのための放射性フッ素標識R1487の合成に
関する検討
 (大阪医薬大薬) ○二木 未来哉、近藤 直哉、金井 泰和、天滿 敬

P3-90 Exendin-4の3位Asp置換体のGLP-1受容体標的プローブ母体としての有効性評価
 (大阪医薬大薬) ○米澤 摩衣子、近藤 直哉、天滿 敬

P3-92 アミロイド の凝集を抑制するペプチド (GSGNR、GSGHR) の構造解析
 (1摂南大薬、2高知大医、3O-force) ○茶谷 七菜1、中平 真央1、中村 里奈2,3、秋澤 俊史2,3、小西 元美1

P3-94 糖尿病予防を目的としたインスリン様作用を持つ亜鉛錯体のアルドース還元酵素阻害活性の評価
 (1京都薬大、2神戸女大) ○山﨑 千恵子1、内藤 行喜1、吉川 豊2、安井 裕之1

P3-96 ストレス負荷状態におけるアストロサイトおよびミクログリア内リン脂質の組成変化
 (1武庫川女大院薬、2武庫川女大薬) ○葛野谷 早也佳1、藤田 真衣2、巽 (田中)  都香沙2、濵口 良平1,2、
黒田 幸弘1,2

【在宅医療推進教育プログラム (HOPE) 2022】　G会場

 (13:30～14:10)  

G-P01　 在宅医療における薬剤師の活躍について
 (摂南大薬) 〇嶋田 真徳

G-P02　 地域に根ざす薬局～ABC薬局での体験を通して～
 (摂南大薬) 〇瀬ノ口 智尋

G-P03　 ABC薬局で展開される在宅医療における薬剤師の活躍について
 (大阪大谷大薬) 〇石川 秀奈美

G-P04　 ABC薬局島本店と地域のつながりについて
 (大阪医薬大薬) 〇藤原 佑奈

G-P05　 患者さんから求められている薬剤師の在宅業務について
 (大阪医薬大薬) 〇村上 至仁

G-P06　 在宅医療に求められる連携について
 (大阪医薬大薬) 〇野濵 梨音

G-P07　 ABC薬局で展開される在宅医療における薬剤師の役割とその必要性について
 (兵庫医大薬) 〇大黒 帆香
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G-P08　 地域連携と在宅のつながり
 (武庫川女大薬) 〇新 千華

G-P09　 在宅医療における薬剤師の活躍
 (武庫川女大薬) 〇池原 かのん

G-P10　 マルゼン薬局神崎川店で実施される在宅医療における薬剤師の活躍について
 (大阪大谷大薬) 〇仲村 愛可、野村 真里恵

G-P11　 マルゼン薬局三国駅前店で展開される在宅医療における薬剤師の活躍について
 (神戸薬大) 〇前田 麗奈

G-P12　 在宅医療の現場に伺って感じたこと
 (神戸薬大) 〇樫葉 真奈

G-P13　 在宅医療における薬剤師の患者に対する取り組みについて
 (摂南大薬) 〇大西 真央

G-P14　 在宅医療における患者さんへの関わりについて
 (摂南大薬) 〇橋本 真衣

G-P15　 マルゼン薬局西三国店で展開される在宅医療における薬剤師の活躍について
 (大阪大谷大薬) 〇柳谷 奈那

G-P16　 在宅医療における薬剤師の価値
 (摂南大薬) 〇東 由美香

G-P17　 まんてん薬局で展開される在宅医療における薬剤師の活躍について
 (兵庫医大薬) 〇望月 涼太

G-P18　 居宅で展開される在宅医療への実情と期待　～在宅見学を通して～
 (近畿大薬) 〇上海道 毅

G-P19　 在宅でのターミナルケアの中で信頼関係を構築する方法
 (近畿大薬) 〇小野田 真奈
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