
第 350回昭和大学学士会例会 

（薬学部会主催） 
 

第 1会場日時：平成 30年 12月 15日（土）9：30～14：00 

第 1会場場所：昭和大学 4号館 402号教室 

 

 

Ⅰ．9：30～9：45 座長 昭大・薬・臨床薬学講座医薬情報解析学部門 教授 加藤 裕久 

 

1．高齢者の薬剤に起因する転倒・骨折のリスクはポリファーマシーより個別薬剤の 

種類の方が影響を与える－医薬品副作用データベース（JADER）による解析より－（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻医薬品評価薬学  羽賀 智宏 

 

Ⅱ．9：45～10：15 座長 昭大・薬・社会健康薬学講座衛生薬学部門 教授 原 俊太郎 

 

2． イリノテカン塩酸塩によるコリン作動性症候群の発症要因に関する 

後方視的及び前向き研究（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻医薬品評価薬学  坪谷 綾子 

 

3．新規カテキン誘導体の接触皮膚炎に対する抗炎症効果（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻医薬品評価薬学  中野恵理子 

 

Ⅲ．10：15～10：45 座長 昭大・薬・基礎医療薬学講座毒物学部門 教授 沼澤  聡    

 

4．T790M遺伝子変異を有する肺腺癌細胞株における第 3世代 EGFR-TKIへの獲得耐性機序の検討

（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻医薬品評価薬学  中谷 香織 

 

5．カンナビジオールの吸収改善を目的とした新規ナノエマルション製剤開発（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻薬物動態学  中野裕佳子 

 

 

 

 

 



Ⅳ．10：45～11：15 座長 昭大・薬・社会健康薬学講座医薬品評価薬学部門 准教授 亀井 大輔 

 

6．ビルダグリプチンとメトホルミンの単剤併用から配合錠への切り替えによる HbA1c改善効果

（学位・甲） 

 昭大院・薬・研究科 薬学専攻薬物動態学  吉川 雅之 

 

7．血流感染症の疫学と 30 日死亡のリスク因子の検討:日本での単施設後ろ向き研究（学位・甲） 

昭大院・薬・薬学専攻 感染制御薬学  服部はるか 

 

Ⅴ．11：15～11：45 座長 昭大・薬・基礎薬学講座薬化学部門 教授 伊藤  喬  

 

8．内用固形製剤の滑り易さの定量的評価（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻薬剤学  嶋﨑 真耶 

 

9．キサンタンガムを主成分とする粘性溶液による錠剤の崩壊・溶出遅延に対する 

フィルムコーティングの効果（学位・甲） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻薬剤学  江畠  麗 

 

11：45～12：45 休憩（予定） 

 

Ⅵ．12：45～13：00 座長 昭大・薬・臨床薬学講座医薬情報解析学部門 教授 加藤 裕久 

 

10．シスプラチンを含む高度催吐性化学療法の悪心・嘔吐に対する 

標準 3剤併用制吐療法におけるパロノセトロンとグラニセトロンの医薬経済分析 

（臨床第Ⅲ相試験 TRIPLE の後方視的調査）（学位・乙） 

昭大院・薬・研究科 病院薬剤学  清水 久範 

 

Ⅶ．13：00～13：30 座長 昭大・薬・社会健康薬学講座衛生薬学部門 准教授 中谷 良人 

 

11．食道がんにおける 4-methylthio-3-butenyl isothiocyanate（MTBITC）の 

抗がん作用機序の検討（学位・乙） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻毒物学  平田  直 

 

12．翌朝空腹時の Fischer 比を改善する就寝前夜食の BCAAの検討（学位・乙） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻社会薬学  牧  宏樹 

 

 



Ⅷ．13：30～14：00 座長 昭大・薬・基礎薬学講座薬品製造化学部門 教授 福原  潔 

 

13．不斉四級炭素構築を目的とした相間移動触媒を用いた 

マロン酸ジエステルの Michael付加反応の開発（学位・乙） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻生体分析化学  小田中友紀 

 

14．組換えヒト長鎖アシル CoA合成酵素 ACSL4タンパク質の性状解析（学位・乙） 

昭大院・薬・研究科 薬学専攻生体分析化学  松林（新原）智子 

 

※ 学位演題発表：発表 12分‐質疑応答 3分 

 

 

  



第 2会場日時：平成 30年 12月 15日（土）10：00～14：30 

第 2会場場所：昭和大学 4号館 401号教室 

 

 

Ⅸ．10：00～10：30 座長 昭大・歯・口腔病態診断科学講座口腔病理学部門 講師 安原 理佳 

 

15．ES細胞由来機能的唾液腺の作出（学位・乙） 

昭大院・歯・研究科 歯学専攻口腔病理学  田中 準一 

 

16．無機ポリリン酸による炎症応答抑制作用とエンドトキシンショックモデルの致死率改善効果 

（学位・甲） 

昭大院・歯・研究科 歯学専攻美容歯科学  寺島実華子 

 

17．口蓋床への荷重が粘膜に及ぼす影響－リリーフ量の影響の三次元有限要素解析－（学位・甲） 

昭大院・歯・研究科 歯学専攻高齢者歯科学  大森 友花 

 

Ⅹ．10：30～12：00 座長 昭大・医・生化学講座 教授 宮崎  章  

 

18．高血圧症合併 2型糖尿病における糖代謝及び血圧変動と心拡張機能障害との関連（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（糖尿病・代謝・内分泌内科学分野）専攻  後藤  聡 

 

19．クロレラは気管支喘息モデルマウスにおいて気道過敏性と気道リモデリングを抑制する 

（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（呼吸器・アレルギー内科学分野）専攻  桑原 直太 

 

20．慢性腎臓病（CKD）患者における血清 Na-Cl値差と腎機能低下の関連（学位・乙） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻  丸田 雄一 

 

21．付属器捻転の MRI所見：定性的，定量的評価による症例対象研究（学位・乙） 

昭大院・医・研究科 内科系放射線医学専攻  鈴木美奈子 

 

22．血管迷走神経性失神と診断された定期旅客機運転操縦士の乗務許可の判断における 

ヘッドアップチルトテストの有用性（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（循環器内科学分野）専攻  中村 友哉 

 

23．当院における Mycobacterium abscessus complexの検出状況および erm（41）解析（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 病理系臨床病理診断学専攻  間瀬 綾香 



24．未治療 ALK陽性非小細胞肺癌に対するアレクチニブとクリゾチニブの有効性の比較検討 

－無作為化比較試験のメタ解析－（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（呼吸器・アレルギー内科学分野）専攻  眞鍋  亮 

 

25．ラモトリギンによる薬剤性過敏症症候群（drug-induced hypersensitivity syndrome: 

DIHS/drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms: DRESS）と他剤による

DIHS/DRESSの比較検討（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系皮膚科学専攻  田代 康哉 

 

26．孤立性胃静脈瘤に対するバルーン閉塞下逆行性静脈瘤塞栓術（B-RTO）が 

食道静脈瘤形態に及ぼす影響（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（消化器内科学分野）専攻  杉浦 育也 

 

12：00～13：00 休憩（予定） 

 

Ⅺ．13：00～14：30 座長 昭大・医・微生物学講座 教授 田中 和生  

 

27．Telescopic rodを用いた荷重とひずみの計測（学位・乙） 

昭大院・医・研究科 外科系整形外科学専攻  佐藤  馨 

 

28．家兎を用いた自家腱組織による膝半月板部分再建術における組織学的検討（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 外科系整形外科学専攻  齊藤 佑樹 

 

29．肩関節外旋筋と内旋筋の筋紡錘活動が肩関節の位置覚に与える影響（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻  岡本 圭司 

 

30．70歳代の女性での脊椎アライメントと下肢筋量との関係（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 外科系整形外科学専攻  伊藤  博 

 

31．中年期以降に二次修正を希望する唇顎口蓋裂患者の背景分析（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 外科系形成外科学専攻  宮部 真以 

 

32．化膿性汗腺炎患者の臨床的特徴（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 外科系形成外科学専攻  住永莉華子 

 

 

 



33．顔面骨骨折 13症例に使用した非焼成ハイドロキシアパタイト／ 

ポリ L乳酸配合骨接合材（u-HA / PLLA）の術後吸収過程に関する分析（学位・甲） 

昭大院・医・研究科 外科系形成外科学専攻  辰田 紗世 

 

34．唇裂鼻 3次元計測と上顎歯槽模形態との関連－片側例の検討－（学位・甲） 

昭大院・医・研究科  外科系形成外科学専攻  村上 尚来 

 

35．腹膜透析患者の鉄代謝に及ぼすエポエチンベータペゴルと 

ダルベポエチンアルファの比較検討（学位・乙） 

昭大院・医・研究科 内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻  兼島 伸青 

 

 

※ 学位演題発表：発表 7分‐質疑応答 3分 


