
10月21日（土）

一般演題� C会場　長井記念ホール　1F　大ホール

9:00 〜 9:40	 医薬品適正使用 1
	 座長　宮村　充彦（高知大学医学部附属病院）
	 　　　伏谷　秀治（徳島市民病院　薬剤部）

9:40 〜 10:20	 医薬品適正使用 2
	 座長　鹿間　良弥（労働者健康安全機構　香川労災病院　薬剤部）
	 　　　岡本　知子（医療法人	JR 広島病院薬剤部）

21C-09-00	 	管理ツール導入による臨床検査値を指標とした副作用モニタリングへの効果
徳島大学病院　薬剤部1）、徳島大学病院　臨床試験管理センター2）、�
徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床薬理学3）

○��石田　俊介1）、坂東　寛1）、武智　研志2）、今西　正樹1）、座間味　義人1,3）、桐野　靖1）、�
中村　敏己1）、寺岡　和彦1）、石澤　啓介1,3）

21C-09-10	 	障害者施設におけるポリファーマシーの現状と薬剤師の介入効果
徳島赤十字ひのみね総合療育センター1）、徳島文理大学薬学部医療薬学講座2）、�
徳島文理大学大学院薬学研究科3）

○�森本　真仁1）、前川　輝実1）、浜田　茂明1）、猪井　麻未2）、北岡　泰介3）、京谷　庄二郎2,3）

21C-09-20	 	JA尾道総合病院における非弁膜性心房細動患者を対象としたワーファリンとDOACに
関する出血リスクの検討
JA尾道総合病院
○�高橋　謙吾、堀川　俊二

21C-09-30	 	島根県立中央病院における過去5年間のプレアボイド報告に関する調査
島根県立中央病院　薬剤局
○�吉岡　美智子、景山　修介、山崎　弘湖、尾崎　俊幸、平野　榮作、横手　克樹

21C-09-40	 	老健施設における高齢者ポリファーマシー解消への取り組み
倉敷紀念病院　薬剤科1）、介護老人保健施設　福寿荘2）

○�中原　浩子1,2）、渡辺　美穂1）、吉井　桂子1）、高松　明日香1）、佐藤　千尋2）、野方　美智子2）、�
渡辺　馨2）、赤木　正彦2）

21C-09-50	 	JA尾道総合病院における慢性心不全患者を対象としたトルバプタンの長期投与に関す
る検討
JA尾道総合病院
○�栗原　大貴

21C-10-00	 	外来における多剤併用患者の実態と薬剤師の多剤併用回避に向けた取り組みの調査
KKR高松病院　薬剤科1）、KKR高松病院　臨床研究部2）、KKR高松病院　内科3）

○�右川　博明1）、玉木　真紀子2）、伊原木　沙智代1）、三枝　貢1）、眞鍋　伸次1,2）、前田　剛3）、�
森　由弘3）、厚井　文一3）

21C-10-10	 	入院せん妄発症患者におけるリスク薬の使用調査
松江市立病院　薬剤部
○�野白　有里子、今井　孝、酒井　牧子、河野　通盛

10:20 〜 11:00	 医薬品適正使用 3
	 座長　佐々木　緑（重井医学研究所附属病院　薬剤部）
	 　　　田村　静香（市立八幡浜総合病院　薬局）

21C-10-20	 	急性期病院におけるポリファーマシー是正への取り組み〜脳神経外科病棟における持参
薬適正使用への介入〜
高知医療センター　薬剤局1）、高知医療センター　医療局2）

○�山崎　真妃呂1）、川田　敬1）、河村　真歩1）、中井　梨郁1）、嶋村　人澄1）、岸之上　貴代1）、�
濱田　一成1）、津野　佐恵子1）、田中　聡1）、太田　剛史2）、宮本　典文1）



11:00 〜 11:40	 服薬指導
	 座長　秦　　英司（鳥取大学医学部附属病院）
	 　　　田中　　聡（高知医療センター）

14:00 〜 14:40	 処方管理
	 座長　菊石美也子（徳島大学病院　薬剤部）
	 　　　高橋　正志（マスカット薬局　本店）

21C-10-30	 	血清シスタチンCおよびクレアチニン値を用いた腎機能評価による処方解析
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○�荒木　ちなみ、北郷　真史、石原　慎之、玉木　宏樹、西村　信弘、直良　浩司

21C-10-40	 	高齢者糖尿病におけるスルホニルウレア薬の使用実態調査
香川県立白鳥病院　薬剤部
○�鎌田　高宣、坂本　梓、中島　弘毅、山地　佳代子、安部　浩美、丸山　峰代

21C-11-00	 	統合失調症患者に対するアセナピン舌下錠導入時の服薬指導における一考察
高知大学医学部附属病院　薬剤部1）、高知大学医学部　神経精神科学教室2）

○�細木　加寿子1）、坂本　紗友里1）、岡本　茉奈実1）、柳澤　成佳1）、上田　倫子1）、濱田　真夏1,2）、�
上田　真由美1）、依岡　千恵子1）、岡崎　萌水1）、野村　政孝1）、八木　祐助1）、門田　亜紀1）、�
森田　靖代1）、下寺　信次2）、宮村　充彦1）

21C-11-10	 	冠動脈ステント留置患者への薬剤管理指導に関する調査〜指導箋を用いた服薬指導およ
びお薬手帳への情報シール貼付の有用性〜
島根県立中央病院
○�仲谷　翼、山本　悠太、伊藤　太一、村上　彩子、雫　文子、石原　裕介、平野　榮作、横手　克樹

21C-11-20	 	自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品が処方された外来患者への服薬指導書作成
ツールの構築と有用性評価
岡山大学病院　薬剤部
○�川端　崇義、三浦　太郎、片山　静香、河崎　陽一、岡崎　昌利、北村　佳久、千堂　年昭

21C-11-30	 	入院患者へのリハスタッフと共同で行う吸入指導の成果
水島協同病院　薬剤部1）、水島協同病院　リハビリテーション科2）

○�平井　千晶1）、白髪　恵美1）、新田　可奈子1）、山本　陽子2）、河井　淳一2）、李　美淑1）

21C-14-00	 	精神科の薬物療法〜単剤化に向けて薬剤師からのアプローチ〜　第４報
高知県精神科病院協会薬剤師部会
○�田上　浩子、山本　夏代、川村　喜美、蛭田　幸葉、武田　真苗、黒川　景幸、辻　美紀、森山　由起子、�
岡本　吉清、椎葉　貴行、耕崎　紀子、川添　哲嗣、杉井　やよひ、岸本　克久、細川　荘

21C-14-10	 	臨床検査値と肝腎マークを表示した院外処方せんにおける疑義照会内容の検討
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○�永井　裕美、田坂　友紀、越智　理香、飛鷹　範明、井門　敬子、田中　守、田中　亮裕

21C-14-20	 	外来服薬指導システム導入による疑義照会への影響
吉備高原医療リハビリテーションセンター　薬剤部
○�黒崎　由希子、小坂　若那、淀川　進也、冨岡　謙二

21C-14-30	 	疑義照会の効率化を指向した院外処方箋における照会内容の解析
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○�長田　大河、泙　誠一、玉木　宏樹、西村　信弘、直良　浩司

21C-10-50	 	抗てんかん薬服用女性において母児薬物血中濃度を用いて完全母乳育児を成し得た1例
JA香川県厚生連　屋島総合病院　薬剤部1）、むらかわクリニック2）、�
JA香川県厚生連　屋島総合病院　産婦人科3）

○�香西　祥子1）、村川　和義2）、河西　邦浩3）



14:40 〜 15:20	 調剤、品質管理
	 座長　林原　正和（安来市立病院）
	 　　　松本　隼也（かもめ薬局）

15:20 〜 16:00	 薬品管理、輸液
	 座長　足岡　秀樹（松江生協病院）
	 　　　和田　朱実（ありす調剤薬局）

21C-14-40	 	当院における全病棟への簡易懸濁法導入後の現状報告
岡山済生会総合病院　薬剤科
○�坂本　ちひろ、頓宮　弘子、林　美里、渡邊　有紀、岡崎　翔子、岡本　夏実、末宗　亮子、�
津高　侑里子、則武　有美、川上　恭弘

21C-14-50	 	携帯情報端末（PDA）を用いた内服および外用薬調剤手順の変更が調剤業務に及ぼす
影響
香川大学医学部附属病院薬剤部
○�香西　真衣、本田　由紀、綾野　武司、山本　高成、水川　奈己、小川　真梨、久保　智美、�
元木　貴大、井上　達也、樋口　和子、加地　雅人、小坂　信二、芳地　一

21C-15-00	 	院内製剤五苓散坐剤の品質評価
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○�北郷　真史、陶山　登之、玉木　宏樹、西村　信弘、直良　浩司

21C-15-10	 	院内製剤の品質管理−切迫早産適応のUlinastatin坐剤の定量方法の検討−
高知大学医学部附属病院　薬剤部1）、高知大学医学部�　産科婦人科学講座2）

○�飯塚　美知郎1）、石田　智滉1）、藤田　博子1）、森沢　惇平1）、石田　七生1）、阿部　譲朗1）、�
常風　興平1）、白石　久1）、尾木　恭子1）、横田　淳子1）、森田　聡美2）、松島　幸生2）、池上　信夫2）、�
前田　長正2）、宮村　充彦1）

21C-15-20	 	注射薬セット自動化システムへの注射返品薬払出ユニット導入効果（第２報）—注射薬管
理の業務分析、返品業務効率化の要因解析—
高知大学医学部附属病院1）、株式会社　湯山製作所2）

○�船戸　裕樹1）、門田　亜紀1）、榎本　麻里子1）、小松　仁美1）、平田　歩1）、八木　祐助1）、森田　靖代1）、�
横田　淳子1）、倉重　裕行2）、魚住　一司2）、小林　弘幸2）、宮村　充彦1）

21C-15-30	 	手術室非常駐薬剤師による薬品のセット化とその効果について
公立学校共済組合　中国中央病院　薬剤部1）、公立学校共済組合　中国中央病院　看護部2）

○�高橋　尚倫1）、神原　康佑1）、藤高　浩輝1）、大石　知枝美1）、大塚　識稔1）、森本　愛2）、高橋　みどり2）、�
原　景子1）

21C-15-40	 	当院におけるデュラグルチドの使用実態調査
岡山赤十字病院　薬剤部1）、岡山赤十字病院　総合内科2）

○�藤江　郁1）、石橋　真実1）、大森　麻江1）、廣田　あゆ子1）、宮下　雄博2）、森　英樹1）

21C-15-50	 	積極的な介入に向けた当院NSTの取り組み
益田赤十字病院
○�大谷　崇仁



一般演題� D会場　薬学部棟　2F　第1講義室

9:00 〜 9:50	 有機化学 1-1
	 座長　松本　健司（徳島文理大学　薬学部薬科学教室）

9:50 〜 10:30	 有機化学 1-2
	 座長　柳田　玲子（広島国際大学薬学部　有機薬化学研究室）

21D-09-00	 	スルホニルアルキノールの転位環化反応のキラルカウンターカチオンを用いる触媒的不
斉化
徳島大学　薬学部1）、京都大学　薬学研究科2）

○�山内　映穂1）、宮川　泰典2）、王　胤力2）、猪熊　翼1）、高須　清誠2）、山田　健一1）

21D-09-10	 	遠隔位チューニングによるキラルNHC触媒の高性能化
徳島大学　薬学部1）、京都大学　薬学研究科2）

○�橋本　健太郎1）、王　胤力2）、鍬野　哲2）、高須　清誠2）、猪熊　翼1）、山田　健一1）

21D-09-20	 	Highly	active	and	stable	heterogeneous	Pd-Hydrotalcite	for	Suzuki	
coupling	reaction	of	aryl	halides
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院　医歯薬学研究部2）

○�柏原　雅也1）、Karanjit　Sangita2）、中山　淳2）、難波　康祐2）

21D-09-30	 	Nagelamide	K,	Q	の全合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）、北海道大学大学院　総合化学院3）

○�岡本　龍治1）、加藤　光貴1）、藤本　夏月2）、中山　淳1）、難波　康祐1）

21D-09-50	 	N-Sアシル基転移を基盤としたタンパク質ラベル化法を用いたD-アミノ酸酸化酵素阻害
剤の結合ポケットの解明
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学　先端酵素学研究所2）、�
徳島大学　総合研究支援センター先端医療研究部門3）

○�古曳　泰規1）、加藤　有介2）、西川　祐輔1）、頼田　和子2）、佐川　幾子3）、傳田　将也1）、猪熊　翼1）、
重永　章1）、福井　清2）、大高　章1）

21D-10-00	 	アレニルエステルのチア-マイケル/ディークマン縮合反応による多置換チオフェン誘導
体の合成
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学系2）

○�戸口　宗尚1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

21D-10-10	 	キラル第三級アミン触媒を用いるσ対称環状炭酸エステルの不斉開環反応
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学系2）

○�祥瑞　知美1）、井上　大輔1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

21D-10-20	 	On-resinチオエステル化反応を利用した環状ペプチド合成法の開発
徳島大学大学院　薬科学教育部　創薬科学専攻
○�大川内　健人、成瀬　公人、重永　章、大高　章

10:30 〜 11:30	 有機化学 1-3
	 座長　難波　康祐（徳島大学大学院医歯薬学研究部薬学科医薬資源学講座有機合成薬学）

21D-10-30	 	光スイッチング機能をもつ新規ローダミン系色素の合成と光物性の評価
岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科1）、理研�CLST2）
○�谷岡　卓1）、神野　伸一郎1,2）、澤田　大介1,2）

21D-09-40	 	トロパン骨格の効率的構築法の開発
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）

○�岡本　翼1）、柴田　弥希2）、中山　淳2）、Ｓａｎｇｉｔａ　Ｋａｒａｎｊｉｔ2）、難波　康祐2）

21D-10-40	 	グアニジノ基を配向基とした炭素ー水素結合の直接アミノ化反応を基盤とする連続環化
による含窒素多環式化合物の合成研究
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科1）、理研CLST2）
○�赤松　祐季1）、神野　伸一郎1,2）、澤田　大介1,2）



14:00 〜 14:40	 有機化学 2-1
	 座長　榊原　紀和（徳島文理大学　香川薬学部　薬物動態学講座）

21D-10-50	 	蛍光官能基を持つ牡蛎由来新規抗酸化物質E6	誘導体の合成研究
広島国際大学　薬学部　薬学科
○�池田　潔、中村　康宏、須藤　雅之、冨岡　雄介、寺岡　文照、大坪　忠宗

21D-11-00	 	N-アレニルフタルイミドの環の開裂と再構築による複素環合成
広島国際大学　薬学部　薬学科
○�末田　拓也、岡本　典子、柳田　玲子

21D-11-10	 	ortho -アルキニルベンズアルデヒドのタンデム反応によるトリアゾール縮環型イソイン
ドール誘導体の合成
広島国際大学　薬学部　薬学科
○�岡本　典子、藤岡　陽水、和田　卓也、末田　拓也、柳田　玲子

21D-11-20	 	Blennolide	類の全合成研究
広島大学　大学院　医歯薬保健学研究科1）、武蔵野大学�薬学部2）

○�西尾　卓哉1）、小竹　愛2）、山口　さやか2）、奥田　あすな2）、片川　和明2）、熊本　卓哉1）

21D-14-00	 	標的遺伝子の発現を効果的にノックダウンできる脂肪酸コンジュゲートsiRNAの開発
安田女子大学　薬学部�生命薬学講座1）、安田女子大学�薬学部�創薬学講座2）、�
国立がん研究センター　先端医療開発センター3）

○�岩尾　采未1）、久保　貴紀1）、橋本　優里1）、上藤　明日香1）、田中　一絵1）、西村　良夫2）、平野　真1）、
柳原　五吉3）、瀬山　敏雄1）

21D-14-10	 	シス型不飽和脂肪酸結合siRNAの高い細胞導入性と強い遺伝子発現抑制効果について
安田女子大学　薬学部�生命薬学講座1）、安田女子大学�薬学部�創薬学講座2）、�
国立がん研究センター　先端医療開発センター3）

○�上藤　明日香1）、久保　貴紀1）、田中　一絵1）、岩尾　采未1）、橋本　優里1）、西村　良夫2）、平野　真1）、
柳原　五吉3）、瀬山　敏雄1）

21D-14-20	 	RNA干渉効果が高いパルミチン酸結合型Dicer-substrate	siRNAの開発
安田女子大学　薬学部�生命薬学講座1）、安田女子大学�薬学部�創薬学講座2）、�
国立がん研究センター　先端医療開発センター3）

○�橋本　優里1）、久保　貴紀1）、岩尾　采未1）、西村　良夫2）、平野　真1）、柳原　五吉3）、瀬山　敏雄1）

21D-14-30	 	パルミチン酸結合型DsiRNAの肝転移マウスモデルに対する抗腫瘍効果
安田女子大学　薬学部�生命薬学講座1）、安田女子大学�薬学部�創薬学講座2）、
国立がん研究センター　先端医療開発センター3）

○�久保　貴紀1）、橋本　優里1）、西村　良夫2）、平野　真1）、柳原　五吉3）、瀬山　敏雄1）

14:40 〜 15:20	 有機化学 2-2
	 座長　久保　貴紀（安田女子大学　薬学部	生命薬学講座）

21D-14-40	 	血管新生促進剤を指向した三員環コアクロルの創製研究
徳島文理大学　香川薬学部1）、森ノ宮医療大学　保健医療学部2）、香川大学　医学部3）

○�榊原　紀和1）、五十嵐　淳介2）、高田　麻紀3）、小西　良士3）、加藤　善久1）、塚本　郁子3）

21D-14-50	 	光学活性グリシドール誘導体を用いたテトラヒドロピラン環の構築　—キノロン系抗が
ん剤開発への応用—
湧永製薬株式会社　創薬研究所　合成研究室
○�島原　留美子、伊藤　健治、山口　朋則、川久保　陽平、佐藤　雅之、山下　準平、矢崎　明、�
上嶋　太一

21D-15-00	 	DDD:AAA型水素結合様式を持つ人工塩基対の合成と性質解析
徳島大学大学院　医歯薬学研究部
○�松本　航輝、与那覇　乙梨恵、田良島　典子、南川　典昭



15:20 〜 16:10	 有機化学 2-3
	 座長　神野伸一郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　精密有機合成化学）

21D-15-10	 	4’-セレノRNAの合成並びに性質解析
徳島大学大学院　医歯薬学研究部
○�太田　雅士、石井　和貴、田良島　典子、南川　典昭

21D-15-20	 	LL-Z1640-2を含むResorcylic	Acid	Lactone類の網羅的合成研究
徳島大学　薬学部　薬学科
○�浜田　麻衣、中山　慎一朗、中山　淳、カランジット　サンギータ、難波　康祐

21D-15-30	 	1,3a,6a-トリアザペンタレンナノワイヤーの合成研究
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）

○�伊藤　雅美1）、米良　茜2）、Sangita�Karanjit2）、中山　淳2）、難波　康祐2）

21D-15-40	 	Calyciphylline	Fの全合成研究
徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、北海道大学大学院　理学研究院2）、�
北海道大学大学院　総合化学院3）

○�佐藤　亮太1）、古高　涼太1）、淵上　龍一3）、中山　淳1）、谷野　圭持2）、難波　康祐1）

21D-15-50	 	Palau'amineの第二世代合成研究
徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、北海道大学大学院　総合化学院2）、�
北海道大学大学院　理学研究院3）

○�大橋　栄作1）、竹内　公平1,2）、中山　淳1）、谷野　圭持3）、難波　康祐1）

21D-16-00	 	Chippiine	型	アルカロイド	Dippinine	B	の全合成研究
徳島大学大学院　医歯薬研究部
○�財間　俊宏、中山　淳、難波　康祐



9:40 〜 10:20	 薬理学 1-2
	 座長　森岡　徳光（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　応用生命科学部門・薬効解析科学）

9:00 〜 9:40	 薬理学 1-1
	 座長　細井　　徹（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　薬学講座）

一般演題� E会場　薬学部棟　3F　第2講義室

21E-09-00	 	水泳運動負荷時の糖脂質代謝状態の変化における中枢制御の解明
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野1）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野2）

○�友川　剛己1）、宮本　理人1）、松田　裕樹1）、山根　萌1）、服部　真奈1）、大西　伶奈1）、池田　康将2）、
玉置　俊晃2）、土屋　浩一郎1）

21E-09-10	 	交感神経系刺激による肝臓の糖脂質代謝制御におけるAMPKの意義
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野
○�細井　麻由、宮本　理人、川崎　彩、芳野　真奈、土屋　浩一郎

21E-09-20	 	亜硝酸塩による空腹時血糖値改善の機序の解明
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野
○�服部　真奈、宮本　理人、山根　萌、富田　洋輔、土屋　浩一郎

21E-09-30	 	骨格筋培養細胞でのレプチン作用におけるSIRT1の役割
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野1）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　機能分子合成薬学分野2）

○�芳野　真奈1）、宮本　理人1）、山岡　朋美1）、細井　麻由1）、森崎　巧也2）、安養寺　啓太央2）、�
重永　章2）、大高　章2）、土屋　浩一郎1）

21E-09-40	 	レプチンによる肝AMPK活性化を制御する中枢性シグナルの検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野
○�松田　裕樹、宮本　理人、友川　剛己、服部　真奈、土屋　浩一郎

21E-09-50	 	肥満・糖尿病におけるマクロファージ鉄の役割の検討
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野2）、徳島大学病院　薬剤部3）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野4）、徳島大学病院　臨床試験管理センター5）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野6）

○�渡邉　大晃1）、池田　康将2）、濱野　裕章2,3）、堀ノ内　裕也2）、石澤　有紀2）、今西　正樹3）、�
座間味　義人3,4）、武智　研志5）、宮本　理人6）、土屋　浩一郎6）、玉置　俊晃2）、石澤　啓介3,4）

21E-10-00	 	フェブキソスタットの尿酸合成抑制剤作用とは独立した血管線維化抑制作用の検討
徳島大学　薬学部1）、徳島大学病院薬剤部2）、徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学3）、�
徳島大学病院臨床試験管理センター4）、徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学5）、�
徳島大学大学院医歯薬学研究部分子情報薬理学6）、徳島大学大学院医歯薬学研究部医薬品機能生化学7）�
○�田中　恭平1）、今西　正樹2）、近藤　正輝2,3）、生藤　来希1）、村井　陽一1）、座間味　義人2,3）、�
武智　研志4）、堀ノ内　裕也5）、石澤　有紀5）、池田　康将5）、藤野　裕道6）、土屋　浩一郎7）、�
玉置　俊晃5）、石澤　啓介2,3）

21E-10-10	 	急性大動脈解離易発症マウスにおけるquercetinの効果
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野2）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野3）、徳島大学病院　薬剤部4）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野5）、徳島大学病院　臨床試験管理センター6）、�
徳島大学医学部　Student�Lab7）
○�鍵本　優有1）、石澤　有紀2）、細岡　真由子3）、斎藤　尚子2,7）、鈴木　琴子1）、今西　正樹4）、�
堀ノ内　裕也2）、座間味　義人4,5）、武智　研志6）、池田　康将2）、土屋　浩一郎3）、玉置　俊晃2）、�
石澤　啓介4,5）

10:20 〜 11:00	 薬理学 1-3
	 座長　宮本　理人（徳島大学薬学部　医薬品機能生化学）

21E-10-20	 	Mdga2遺伝子ヘテロ欠損マウスの学習障害に対するR-Baclofenの効果
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科　生命物理化学講座1）、香川大学　医学部　医学科2）

○�多田　篤史1）、福本　絵1）、天野　翔太1）、尾嶋　大喜2）、山本　融2）、岸本　泰司1）



11:00 〜 11:40	 薬理学 1-4
	 座長　田村　　豊（福山大学薬学部　薬学科）

14:00 〜 14:50	 薬理学 2-1
	 座長　奥山　　聡（松山大学薬学部　薬理学研究室）

21E-10-30	 	ラット大脳皮質由来初代培養グリア細胞においてcorticosteroneがhigh-mobility	
group	box	1の放出を増加させる
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学院　医歯薬保健学研究科　薬効解析科学2）

○�東　穂奈美1）、中島　一恵2）、横江　俊樹1）、高城　冴花1）、仲田　義啓2）、森岡　徳光2）

21E-10-40	 	脳線条体におけるdopamine-substance	P系を介した疼痛抑制メカニズムの解明
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院　医歯薬保健学研究科　薬効解析科学2）、�
NIDA�NIH3）
○�岸田　祐輝1）、中村　庸輝2,3）、中島　一恵2）、仲田　義啓2）、森岡　徳光2）

21E-10-50	 	1型アレルギーとIRE1-XBP1小胞体ストレス応答経路の関連性の解析
広島大学大学院　医歯薬保健学研究院1）、広島大学�薬学部�薬学科2）

○�垣本　真衣1）、細井　徹1）、三野　恵実2）、小澤　光一郎1）

21E-11-00	 	膵臓β細胞から分泌されるエクソソーム由来神経細胞死抑制因子の探索
広島大学大学院　医歯薬保健学研究院1）、広島大学　薬学部　薬学科2）

○�中島　美衣子1）、細井　徹1）、與田　優香理2）、小澤　光一郎1）

21E-11-10	 	小胞体ストレス応答シグナルIRE1-XBP1経路に対するプロテインキナーゼCの影響
広島大学大学院　医歯薬保健学研究院
○�森本　純加、細井　徹、末澤　隆浩、櫨木　薫、櫨木　修、小澤　孝一郎

21E-11-20	 	SimvastatinによるRBL-2H3細胞のヒスタミン遊離抑制とその作用機序について
広島大学大学院医歯薬保健学研究科治療薬効学1）、広島大学薬学部2）

○�吉井　美智子1）、北崎　愛2）、小澤　光一郎1）

21E-11-30	 	アトルバスタチンによる記憶能力改善効果の可能性
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科治療薬効学研究室2）

○�入口　萌々香1）、吉井　美智子2）、茶谷　望1）、小澤　光一郎2）

21E-14-00	 	PGE1とPGE3のバイアス性と癌抑制機構の解明
千葉大学大学院　薬学研究院　薬効薬理学研究室1）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子情報薬理学分野2）、�
千葉大学大学院　医学研究院　生命情報科学研究室3）、アリゾナ大学　薬学部4）

○�荒木　祐美1,2）、菅波　晃子3）、遠藤　すず2）、水口　博之2）、福島　圭穣2）、Regan　John�W4）、�
村山　俊彦1）、田村　裕3）、藤野　裕道2）

21E-14-10	 	κ受容体拮抗薬により誘発される掻破行動における末梢神経系の関与
安田女子大学　薬学部　薬学研究科1）、姫路獨協大学　薬学部　医療薬学科2）

○�仲宗根　佑1）、杉本　由美2）、亀井　千晃1）

21E-14-20	 	セルトラリンのPC12細胞におけるNGF誘発性神経突起伸展に対する抑制作用について
安田女子大学大学院　薬学研究科　薬理学分野1）、横浜薬科大学　薬物治療学研究室2）、�
福岡大学・薬学部・創剤学研究室3）、姫路獨協大学・薬学部・薬理学講座4）

○�松嶋　ゆかり1,2）、寺田　一樹3）、亀井　千晃1）、杉本　由美4）

21E-14-30	 	骨芽細胞分化におけるNOの役割
岡山大学　薬学部　薬効解析学
○�細川　美紅、坂口　加奈、上原　孝

21E-14-40	 	一酸化窒素によるエピゲノム制御酵素のS-ニトロシル化修飾
岡山大学　薬学部　薬効解析学1）、岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　薬効解析学2）

○�足立　和哉1）、奥田　洸作2）、高杉　展正2）、上原　孝1）



14:50 〜 15:30	 薬理学 2-2
	 座長　木平　孝高（福山大学薬学部　医療薬剤学研究室）

15:30 〜 16:10	 薬理学 2-3
	 座長　高杉　展正（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　応用薬学基幹研究分野薬効解析学）

21E-15-00	 	カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)脳室内投与がマウス恐怖記憶に与える影響
岡山理科大学大学院　理学研究科　臨床生命科学専攻
○�三島　脩太、長瀬　清太郎、森田　慶志、橋川　直也、橋川　成美

21E-14-50	 	一酸化窒素を介したエピゲノム制御酵素の活性抑制
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　薬効解析学1）、岡山大学　薬学部　薬効解析学2）

○�奥田　洸作1）、足立　和哉2）、高杉　展正1）、上原　孝1）

21E-15-10	 	CGRPが動脈硬化に与影響の検討；	apoE/CGRP	ダブルノックアウトマウスを用いて
岡山理科大学大学院　理学研究科　臨床生命科学専攻
○�松内　省太、佐原　里菜、曾田　沙彩、橋川　直也、橋川　成美

21E-15-20	 	２型糖尿病モデルマウスの脳障害に対する河内晩柑果皮の効果
松山大学　薬学部　薬理学研究室
○�新岡　若奈、奥山　聡、小谷　真穂、澤本　篤志、中島　光業、古川　美子

21E-15-30	 	ヘプタメトキシフラボンによるBDNF発現増加作用機序の解析
松山大学大学院　医療薬学研究科
○�澤本　篤志、奥山　聡、中島　光業、古川　美子

21E-15-40	 	FVBマウスを用いた運動疲労モデルの構築
摂南大学　理工学部　生命科学科
○�居場　嘉教、松下　昇平

21E-15-50	 	ヒト腎尿細管細胞におけるCHAC1制御機構の解明
福山大学　薬学部　医療薬剤学研究室
○�池田　政聡、木平　孝高、藤村　よしの、佐藤　英治

21E-16-00	 	硫化水素によるハムスターの体温制御機構　—冬眠時体温との関連—
福山大学　薬学部　薬理学研究室
○�湯澤　桃圭、門田　麻由子、吉岡　寛美、神川　澪香、宮本　玲菜、渡邊　正知、田村　豊



10:00 〜 10:50	 生物化学 1-2
	 座長　加地　弘明（就実大学薬学部　臨床薬学部門）

9:00 〜 10:00	 生物化学 1-1
	 座長　松岡　浩史（福山大学薬学部　病態生理・ゲノム機能学研究室）

一般演題� F会場　薬学部棟　3F　第3講義室

21F-09-00	 	BRINP1欠損マウスの大脳皮質前頭前野におけるGABA作動性ニューロン数の解析
松山大学　薬学部　生理化学研究室
○�藤本　祐子、小林　三和子、林　有一、松岡　一郎

21F-09-10	 	カテプシンA欠損モデルマウス小脳組織および初代培養神経系の病理学的解析
徳島大学　大学院　薬科学教育部　創薬生命工学1）、徳島大学　薬学部2）

○�堀井　雄登1）、池　啓伸1）、田中　優希2）、辻　大輔1）、伊藤　孝司1）

21F-09-20	 	トランスジェニックカイコ繭由来カテプシンAの有効性評価
徳島大学　薬学部　創薬生命工学分野1）、徳島大学　大学院医歯薬研究部　創薬生命工学分野2）、�
国立医薬品食品衛生研究所3）、農研機構4）、農水省蚕業革命PT5）
○�日高　朋1）、西岡　宗一郎2,5）、原園　景3）、月本　準1）、田中　優希1）、笠嶋　めぐみ4,5）、小林　功4,5）、
辻　大輔1,2）、石井　明子3）、瀬筒　秀樹4,5）、伊藤　孝司1,2,5）

21F-09-30	 	スプライシング異常誘導型カテプシンA欠損症マウスの性状解析と疾患モデルとしての
有用性
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学院　薬学部　医薬創製教育研究センター　創薬生命工学分野2）

○�田中　優希1）、堀井　雄登2）、池　啓伸2）、辻　大輔2）、伊藤　孝司2）

21F-09-40	 	ヒトカテプシンＡスプライス異常修復を目指したトランススプライシング法の確立
徳島大学　薬学部　薬物治療学分野
○�山村　桃子、高田　元太、冨永　和也、山崎　尚志、滝口　祥令

21F-09-50	 	ヒトカテプシンAエクソン7スキッピングにおける3’スプライスサイトの関与
徳島大学　薬学部　薬物治療学分野
○�齋藤　朱里、四宮　槙子、高橋　里奈、山崎　尚志、滝口　祥令

21F-10-00	 	熱ショック負荷に伴うヘムオキシゲナーゼ-1発現誘導の機序の検討
安田女子大学　薬学部　薬学科
○�羽鳥　勇太、井上　幸江、赤木　玲子

21F-10-10	 	急性前骨髄性白血病治療薬としてのエトポシドの可能性
広島国際大学　薬学部　薬学科
○�世良　行寛、川元　優太、礒部　依里、田川　奈々、重田　雄也、山口　雅史

21F-10-20	 	神経炎症にTNF-αが転写因子TFEB発現に与える影響の解析
徳島大学　薬科学教育部　創薬科学専攻1）、徳島大学　薬学部　薬学科2）、�
Telethon�Institute�of�Genetics�and�Medicine,�Pozzuoli,�Italy�(TIGEM)3）
○�宇野　マイケル新太郎1）、辻　大輔1,2,3）、渡邊　綾佑2）、田中　裕大1）、Spampanato　Carmine3）、�
Ballabio　Andrea3）、伊藤　孝司1,2）

21F-10-30	 	動脈硬化に関与する膜蛋白質CLDND1に及ぼすマイクロRNAの抑制効果
福山大学　薬学部1）、福山大学大学院　薬学研究科2）、広島大学大学院　医歯薬保健学研究科3）

○�田村　安希1）、松岡　浩史1）、志摩　亜季保2）、宇田　有沙1）、木根原　匡希3）、田原　栄俊3）、�
道原　明宏1,2）

21F-10-40	 	マクロファージ泡沫化抑制に働く酵素NCEH1の転写調節因子の同定
福山大学　薬学部
○�吉田　雄一朗、松岡　浩史、徳永　吏紀、道原　明宏



14:00 〜 15:00	 医療薬学 1-1
	 座長　川見　昌史（広島大学院医歯薬保健学研究院　医療薬剤学研究室）

10:50 〜 11:40	 生物化学 1-3
	 座長　小林　隆信（徳島文理大学香川薬学部　分子生物学講座）

21F-10-50	 	オリザペプチド-P60による細胞内グルタチオン上昇作用メカニズムの解析
就実大学　薬学部1）、足高メディカルセンター2）、オリザ油化（株）3）、岡山生物研4）

○�兼信　実佳1）、守谷　智恵1）、川上　賀代子1）、佐藤　泉1）、戸羽　光世2）、平本　和義2）、下田　博司3）、�
畑中　唯史4）、坪井　誠二1）

21F-11-00	 	ポリエチレンイミンがミトコンドリアからシトクロムcを漏出させるメカニズムに関する
研究
徳島大学　先端酵素学研究所1）、徳島大学　薬学部2）、新潟薬科大学3）

○�角田　萌1,2）、山本　武範1,2）、廣島　佑香1）、寺田　弘3）、篠原　康雄1,2）

21F-11-10	 	哺乳類ミトコンドリアに存在するMitochondrial	Calcium	Uniporter（MCU）の定量
解析
徳島大学　先端酵素学研究所1）、徳島大学院　医歯薬学研究部2）、新潟薬科大学3）

○�高　暢秀1,2）、山本　武範1,2）、渡辺　朗1,2）、廣島　佑香1）、山田　安希子2）、寺田　弘3）、篠原　康雄1,2）

21F-11-20	 	リソソーム病でのオートファジー低下に対するSNAREタンパク質局在の影響
徳島大学　大学院　薬科学教育部　創薬生命工学分野1）、徳島大学　薬学部　創薬生命工学分野2）、
AMED�ACT-MS3）
○�田中　裕大1）、辻　大輔1,2,3）、渡邊　綾佑2）、宇野　マイケル新太郎1）、伊藤　孝司1,2,3）

21F-11-30	 	ヒトCPT1a	mRNAの3’-UTRに存在する逆向きAlu配列とRNA編集
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学　薬学部2）、徳島大学　先端酵素学研究所3）

○�河口　由佳1）、徳橋　尚紀2）、山崎　尚志1,2）、篠原　康雄1,2,3）、滝口　祥令1,2）

21F-14-00	 	抗炎症薬が心的外傷後ストレス障害の症状改善に与える影響
松山大学�薬学部�医薬情報解析学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、愛媛大学医学部附属病院　薬剤部3）

○�城ヶ瀧　里奈1）、高橋　徹多1）、高橋　志門2）、相良　英憲1）、飛鷹　範明3）、田中　亮裕3）

21F-14-10	 	ロイシン代謝物、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸投与によるリポタンパク質代謝に対する影
響
福山大学　薬学部　薬学科　生化学研究室
○�藤岡　奈緒美、大久保　友貴、相澤　実穂、藤井　朋保、中村　徹也、上敷領　淳、森田　哲生

21F-14-20	 	ヒトCYP2D6によるドパミン生成活性に対するステロイドホルモン及び関連化合物によ
る阻害及びCYP2D6遺伝子多型の影響
就実大学　薬学部
○�雫　真里菜、山野　花織、丹羽　俊朗

21F-14-30	 	高濃度グルコース暴露による膵β細胞株INS-1Eに及ぼす生育及び機能への影響と活性
酸素種の産生
就実大学　薬学部　薬学科
○�山足　拡美、小野　浩重、加地　弘明、原　怜子、村上　竜司

21F-14-40	 	ハムスター由来膵β細胞株（HIT-T15）におけるオランザピンによるインスリン分泌抑制
機構の解析
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　病院薬剤学研究室1）、広島大学病院　薬剤部2）、�
広島大学　薬学部　薬学科3）

○�長田　麻央1）、中井　智恵3）、三浦　悠美香3）、冨田　隆志2）、垰越　崇範1,2）、横大路　智治1）、�
松尾　裕彰1,2）

21F-14-50	 	L-DOPA・Benserazide配合剤の中枢機能に与える影響
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学病院　薬剤部2）、安田女子大学　薬学部　臨床薬学講座3）

○�小林　遼平1）、兼重　陽香里1）、三浦　悠美香1）、垰越　崇範2）、横大路　智治2）、木村　康浩3）、�
松尾　裕彰2）



15:00 〜 15:50	 医療薬学 1-2
	 座長　佐藤　陽一（徳島大学大学院医歯薬学研究部　薬科学部門　生命薬学系　医薬品情報学）

21F-15-00	 	Lysophosphatidylcholineによる胆管上皮障害に対するphosphatidylcholineの脂
肪酸組成の違いによる細胞保護効果
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学病院　薬剤部2）、広島大学病院　総合内科・総合診療科3）

○�神出　佳旺1）、菅野　啓司3）、杉山　晶子3）、岸川　暢介3）、田妻　進3）、垰越　崇範2）、松尾　裕彰2）

21F-15-10	 	高浸透圧薬液血管外漏出の病理学的評価に基づく傷害リスクの解明
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学病院　薬剤部2）

○�相良　夢香1）、柴田　ゆうか2）、垰越　崇範2）、松尾　裕彰2）

21F-15-20	 	肺胞上皮細胞における薬物誘発性上皮間葉転換に及ぼすmiR-34aの影響解析
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院　医歯薬保健学研究科2）

○�山本　彩乃1）、猫本　千波2）、川見　昌史2）、湯元　良子2）、高野　幹久2）

21F-15-30	 	肺胞上皮II型モデル細胞RLE/Abca3におけるTGF-β1誘発性上皮間葉転換に及ぼす新
規アデノシン類似化合物COA-Clの影響解析
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科1）、徳島文理大学　香川薬学部2）、香川大学　医学部3）

○�川見　昌史1）、出口　純也1）、湯元　良子1）、榊原　紀和2）、塚本　郁子3）、小西　良二3）、高野　幹久1）

21F-15-40	 	肺胞上皮細胞におけるメトトレキサート誘発性上皮間葉転換と細胞外分泌因子の関連解
析
広島大学　薬学部　薬科学科　医療薬剤学研究室1）、広島大学　薬学部　薬学科　医療薬剤学研究室2）、
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医療薬剤学研究室3）

○�山上　洋平1）、原林　六華2）、原田　梨紗子3）、湯元　良子3）、川見　昌史3）、高野　幹久3）



9:00 〜 9:40	 環境 ･衛生薬学 1-1
	 座長　太田　　茂（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　生体機能分子動態学研究室）

9:40 〜 10:10	 環境 ･衛生薬学 1-2
	 座長　田中　　保（徳島大学大学院医歯薬学研究部　衛生薬学分野）

10:10 〜 10:50	 環境 ･衛生薬学 1-3
	 座長　横大路智治（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　薬学講座）

一般演題� G会場　薬学部棟　2F　第4講義室

21G-09-00	 	アスタキサンチンとカプサイシンの組合せによる相乗的な抗酸化活性の向上
徳島大学薬学部　衛生薬学分野1）、富士化学工業株式会社2）、徳島大学大学院医歯薬学研究部3）

○�平井　将太1）、石川　みすず1）、高橋　侑2）、小暮　健太朗3）

21G-09-10	 	トコフェロールコハク酸含有リポソームによる脂肪蓄積減少効果の検討
徳島大学薬学部　衛生薬学分野1）、徳島大学　大学院医歯薬学研究部(薬学系)　衛生薬学分野2）

○�三橋　亮介1）、福田　達也2）、田中　保2）、小暮　健太朗2）

21G-09-20	 	相乗的抗酸化効果を示すアスタキサンチンとα-トコトリエノールのリポソーム膜におけ
る至適比率の検討
徳島大学薬学部　衛生薬学分野1）、京都薬科大学2）、富士化学工業株式会社3）、�
徳島大学　大学院医歯薬学研究部(薬学系)　衛生薬学分野4）

○�石川　みすず1）、平井　将太1）、濱　進2）、細井　信造2）、吉田　達貞4）、高橋　侑3）、小暮　健太朗4）

21G-09-30	 	インスリン抵抗性とセレンタンパク質発現およびレドックス状態との関連性
摂南大学　薬学部
○�村野　晃一、荻野　泰史、荒川　友博、奥野　智史、上野　仁

21G-09-40	 	質量分析法による血漿中小麦グリアジン定量法の開発
広島大学　薬学部1）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科　病院薬剤学2）、島根大学　医学部皮膚科3）

○�大本　亜沙妃1）、荻野　龍平3）、横大路　智治1,2）、垰越　崇範1,2）、松尾　裕彰1,2）

21G-09-50	 	魚由来コラーゲンアレルギーの原因抗原の精製
広島大学　薬学部1）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科　病院薬剤学2）

○�山本　崇弘1）、横大路　智治1,2）、垰越　崇範1,2）、松尾　裕彰1,2）

21G-10-00	 	イネ科花粉に感作された小麦アレルギー患者の抗原の同定
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学大学院医歯薬保険学研究科　病院薬剤学2）、�
島根大学　医学部　皮膚科3）

○�滝沢　大吾1）、荻野　龍平3）、横大路　智治1,2）、垰越　崇範1,2）、千貫　裕子3）、森田　栄伸3）、�
松尾　裕彰1,2）

21G-10-10	 	カドミウムによるがん細胞浸潤の亢進：エピジェネティクス修飾を介したアポリポプロテ
インＥの発現低下機構
広島国際大学　薬学部　環境毒物代謝学研究室1）、徳島文理大学　香川薬学部　分子生物学講座2）

○�鈴木　雅代1）、竹田　修三1）、小林　隆信2）、喜納　克仁2）、宮澤　宏2）、瀧口　益史1）

21G-10-30	 	マウス肝アルデヒドオキシダーゼの性特異的発現機序の検討
広島国際大学　薬学部　薬学科1）、広島大学院　医歯薬保2）、日本薬大3）

○�内藤　祐子1）、田坂　真希1）、富吉　博也1）、濱崎　千尋1）、清水　良1）、佐能　正剛2）、太田　茂2）、�
北村　繁幸3）、杉原　数美1）

21G-10-40	 	薬物代謝酵素アルデヒドオキシダーゼのマウスにおける性差と系統差
広島国際大学　薬学部　薬学科
○�岸　沙也加、村川　晃大、平本　耕一、清水　良、佐能　正剛、太田　茂、北村　茂幸、杉原　数美

21G-10-20	 	小児用医薬品開発の意義　〜患者、製薬企業、現場の薬剤師の立場から〜
ＭＳＤ株式会社　グローバル研究開発本部　薬事領域　ＣＭＣ薬事部1）、就実大学大学院　医療薬学研究科2）

○�青木　孝文1,2）、西村（鈴木）　多美子2）、柴田　隆司2）



10:50 〜 11:10	 分析化学 1-1
	 座長　山本　博文（徳島文理大学薬学部　薬品製造学教室）

14:00 〜 14:40	 生薬 ･天然物化学 1-1
	 座長　天倉　吉章（松山大学薬学部）

14:40 〜 15:20	 生薬 ･天然物化学 1-2
	 座長　松浪　勝義（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　基礎生命科学部門　生薬学研究室）

21G-10-50	 	フィードバック／固定三角波制御フローレイショメトリーの開発と局方医薬品のハイス
ループット滴定への応用
徳島大学大学院　薬科学教育部　分析科学分野1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分析科学分野2）

○�柿内　直哉1）、竹内　政樹2）、田中　秀治2）

21G-11-00	 	結晶スポンジレーザー脱離イオン化質量分析によるCP*Hの構造解析
徳島文理大学　香川薬学部
○�小原　一朗、林　侑加子、佐伯　知美、山口　健太郎

21G-14-00	 	バンレイシ葉部より得られた配糖体xyloglucosideの構成糖の再検討
安田女子大学　薬学部　薬学科
○�川上　晋、新谷　彰教、西村　基弘、稲垣　昌宣、大塚　英昭

21G-14-10	 	ヤマビワソウ(Rhynchotechum	discolor )地上部の抗Leishmania活性を指標とした
成分探索
広島大学　薬学部　生薬学1）、安田女子大学　薬学部　天然物化学2）

○�松井　満生1）、杉本　幸子1）、山野　喜1）、大塚　英昭2）、松浪　勝義1）

21G-14-20	 	沖縄産植物アカハダノキのがん細胞増殖抑制成分の探索
広島大学�薬学部　薬学科1）、安田女子大学　薬学部2）

○�亀谷　綾子1）、杉本　幸子1）、山野　喜1）、大塚　英昭1,2）、松浪　勝義1）

21G-14-30	 	マカダミア（Macadamia	integrifolia ）葉部の成分研究
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　生薬学1）、ミニア大学　薬学部　生薬学2）、�
安田女子大学　薬学部　天然物化学3）

○�権藤　一哉1）、網本　久美子1）、三角　知子1）、相良　俊典1）、末田　正太1）、杉本　幸子1）、山野　喜1）、�
Hany�E.�Khalil2）、大塚　英昭3）、松浪　勝義1）

21G-14-40	 	New	diterpene	alkaloids	and	bromopyrrole	alkaloids	from	marine	
sponges	Agelas 	spp.
Graduate�School�of�Pharmaceutical�Sciences,�Tokushima�University1）、�
Graduate�School�of�Pharmaceutical�Sciences,�Hokkaido�University2）
○�Lee�Sanghoon1）、Tanaka�Naonobu1）、Kobayashi�Jun'ichi2）、Kashiwada�Yoshiki1）

21G-14-50	 	アルカリ性不良土壌での農耕を志向したムギネ酸類の実用化研究
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）、愛知製鋼株式会社3）

○�占部　敦美1）、津川　稜2）、西尾　賢1）、佐々木　彩花1）、鈴木　基史3）、Sangita�Karanjit2）、�
中山　淳2）、難波　康祐2）

21G-15-00	 	鉄イオン取り込みトランスポーターの標識プローブの開発
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）、サントリー生命科学財団3）

○�佐々木　彩花1）、向山　はるか2）、辻　大輔2）、村田　佳子3）、Sangita�Karanjit2）、中山　淳2）、�
難波　康祐2）

21G-15-10	 	モンゴル民族伝統薬物に関する研究(8)　-シソ科植物Lophanthus	chinensis地上部
の成分研究-
徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、昭和大学　薬学部2）、崇城大学　薬学部3）、�
モンゴル国立医科大学　薬学部4）

○�山田　健太1）、田中　直伸1）、川添　和義2）、村上　光太郎3）、Damdinjav�Davaadagva4）、�
Dorjval�Enkhjargal4）



15:20 〜 16:10	 生薬 ･天然物化学 1-3
	 座長　柏田　良樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部生薬学研究室）

21G-15-20	 	テンダイウヤクの成分研究（第二報）
岡山大学　薬学部1）、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科2）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科3）

○�山崎　真菜1）、下津　祐樹2）、波多野　力2）、黒田　照夫3）

21G-15-30	 	酸棗仁湯エキスの品質評価に関する研究
松山大学　薬学部
○�澤本　朱夏、杉脇　秀美、好村　守生、天倉　吉章

21G-15-40	 	簡便1H	NMR分析による漢方方剤湯液の水溶成分フィンガープリント法の検討
徳島文理大学　香川薬学部
○�吉田　尋耶、長町　諭、岡田　岳人、飯原　なおみ

21G-15-50	 	抗リーシュマニア活性を有する薬用植物の探索（その28）−ミャンマー産植物	Sayo	
Piper 	chaba 		Hunter	の成分について−
徳島文理大学　香川薬学部1）、�
国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　薬用植物資源研究センター2）、昭和薬科大学3）

○�安元（森）　加奈未1）、三島　彩加1）、渕野　裕之2）、佐竹　元吉3）、関田　節子1,3）、代田　修1）

21G-16-00	 	ミャンマー産薬用植物に関する研究（１）−	クマツヅラ科植物	Gmelina	arborea 	茎の
成分研究	−
徳島文理大学　薬学部1）、高知県立牧野植物園2）

○�入交　諒1）、川田　美都紀1）、松野　倫代2）、原田　研一1）、久保　美和1）、水上　元2）、福山　愛保1）



一般演題� K会場　藤井節郎記念医科学センター　1Ｆ　藤井節郎記念ホール

9:00 〜 9:50	 病棟薬剤業務 1
	 座長　飛鷹　範明（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部）
	 　　　三浦　雅典（高知県立幡多けんみん病院）

9:50 〜 10:30	 病棟薬剤業務 2
	 座長　村川　公央（岡山大学病院　薬剤部）
	 　　　黒川　幹夫（高松赤十字病院　薬剤部）

21K-09-10	 	アムホテリシンBリポソーム製剤（L-AMB）投与によるカリウム低下の影響について
徳島赤十字病院　薬剤部
○�湯藤　菜月、組橋　由記、鈴江　朋子

21K-09-20	 	持参薬鑑別時におけるせん妄発症予防への介入
徳島赤十字病院　薬剤部
○�宮守　佑次、組橋　由記、鈴江　朋子

21K-09-30	 	薬剤総合評価調整加算算定への取り組み〜算定状況と減薬調整に関する薬剤師の提案
状況〜
社会医療法人　仁生会　細木病院　薬剤室
○�田島　千愛、西内　祥子、木村　美保子、西村　奈保、市川　麻美、田所　美和、吉岡　りえ、�
市吉　真貴子、八木　亜紀子、田中　照夫、小松　めぐみ

21K-09-40	 	当院における薬剤総合評価調整加算の算定状況と今後の取り組み
公立学校共済組合　中国中央病院　薬剤部
○�神原　麻由美、持井　基輝、在間　優衣、上　泰大、中村　豪志、荻原　好章、石井　一也、�
大塚　識稔、原　景子

21K-09-50	 	プレアボイド報告についてのアンケート調査
香川大学医学部附属病院　薬剤部
○�大野　麻由、水岡　大策、中川　光、山下　紗矢佳、冨田　淳子、加地　雅人、小坂　信二、�
芳地　一

21K-10-00	 	特殊疾患病棟における薬剤管理指導と栄養管理の現状と問題点
総合病院　水島協同病院　薬剤部
○�三宅　美恵子、李　美淑

21K-10-10	 	プレアボイド報告を用いた新人教育の取り組み
香川大学医学部附属病院　薬剤部
○�安宅　可南美、水岡　大策、冨田　淳子、井上　達也、越野　優希、立道　貴清、住吉　健太、�
加地　雅人、朝倉　正登、小坂　信二、芳地　一

21K-10-20	 	消化器外科病棟におけるQuality	Indicatorを用いた薬剤師の病棟業務内容に関する
単施設後ろ向き調査
JA広島総合病院　薬剤部
○�岡野　愛子、吉廣　尚大、小野塚　和人、礒貝　明彦、橋本　佳浩

21K-09-00	 	アルカリ化剤はイリノテカン誘発性好中球減少症を予防する
徳島大学病院　薬剤部1）、徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床薬理学分野2）、�
徳島大学病院臨床試験管理センター3）

○�濱野　裕章1）、三井　茉綸2）、座間味　義人1,2）、新村　貴博2）、武智　研志3）、岡田　直人1）、�
今西　正樹1）、桐野　靖1）、中村　敏己1）、寺岡　和彦1）、石澤　啓介1,2）


