2014 年
英文論文（原著・総説）
・Involvement of moesin in the development of morphine analgesic tolerance through P-glycoprotein at the
blood-brain barrier.
Kobori T, Fujiwara S, Miyagi K, Harada S, Nakamoto K, Nakagawa T, Takahashi H, Narita M, Tokuyama S
Drug Metab Pharmacokinet. 29(6): 482-489, 2014
・Pharmacological characterization of standard analgesics on oxaliplatin-induced acute cold hypersensitivity in
mice.
Zhao M, Nakamura S, Miyake T, So K, Shirakawa H, Tokuyama S, Narita M, Nakagawa T, Kaneko S
J Pharmacol Sci. 124(4): 514-517, 2014
邦文論文（原著・総説）
・ミリプラチン・CDDP 併用リピオドリゼーションの基礎的検討
岸本修一、足立真吾、益井 綾、鈴木亮佑、別府 透、福島昭二

癌と化学療法 41(12): 2104-2106, 2014
・吸入ステロイド薬の副作用である嗄声発現の要因解析
岡田 章、松本結希、山越達也、西川 誠、福島恵造、杉岡信幸

医療薬学 40(12): 716-725, 2014
・糖尿病教育入院時の血糖値改善効果の持続性に及ぼす因子の検討
石田詩子、小野達也、森本泰子、徳山尚吾、西田英之

医療薬学 40(11): 677-683, 2014
・アセトアミノフェンを用いた疼痛治療の実態調査－病院薬剤師へのアンケート調査－
西本奈央、辻本貴江

医療薬学 40(2): 124-134, 2014
・錠剤と徐放錠の製剤学的特徴
池村 舞、橋田 亨
Brain Medical. 26(2): 95-102, 2014
国際学会
○19th North American International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX) meeting (San Francisco, USA),
October
・Population pharmacokinetic-toxicodynamic modeling of cisplatin.
Fukushima K, Okada A, Sasaki K, Kosaka T, Terauchi R, Sugioka N
○ASCO (American Society for Clinical Oncology) 50th Annual Meeting, (Chicago, USA), May
・A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of l-glutamine for the severity of oral mucositis induced by
chemoradiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer.
Tsujimoto T，Yamamoto Y, Wasa M, Takenaka Y, Nakahara S, Takagi T, Tsugane M, Hayashi N, Maeda K,
Inohara H, Uejima E, Ito T

○SIO (Society for Integrative Oncology) 11th International Conference, (Houston, USA), October
・L-glutamine decreases the severity of mucositis induced by chemoradiotherapy in patients with head and neck
cancer.
Ito T, Tsujimoto T, Yamamoto Y, Wasa M, Takenaka Y, Nakahara S, Takagi T, Tsugane M, Hayashi N, Maeda K,
Inohara H, Uejima E
国内学会
○第 35 回日本臨床薬理学会（愛媛県松山市）12 月
・切迫早産患者におけるリトドリンの全身クリアランスに及ぼす遺伝子多型の影響
柴谷直樹、佐藤志保、弓木栞里、鈴木亮佑、岸本修一、北田徳昭、西岡和子、青木卓哉、吉岡信也、
猪爪信夫、橋田 亨、福島昭二
○第 3 回日本くすりと糖尿病学会学術集会（福岡県福岡市）11 月
・1 型糖尿病患者におけるインスリンデグルテクの有効性、安全性に関する検討
杉山有吏子、池村 舞、奥貞 智、北田徳昭、岩倉敏夫、橋田 亨
○第 34 回日本川崎病学会・学術集会（東京都千代田区）10 月
・川崎病の冠動脈病変マーカーとしての PTX3, sLOX-1, MMP-9 の有用性について
鬼頭敏幸、北川好郎、山川紀世志、名古希実、早川朋人、馬場礼三、金子 淳、久米典昭、浜窪隆雄
○第 8 回日本腎臓病薬物療法学会学術大会（大阪府大阪市）10 月
・血清フェリチン高値の透析患者における亜鉛含有製剤投与の有効性
岡田孝之、法橋純子、世良有雅、加茂美智子、高木好夫、阿瀬井宏一、徳山尚吾
・保険薬局における CKD での薬剤リスク分類の試み
泊口 豊、徳山尚吾、小松正典、百原譲治、福森 淳、寺脇康文
○第 64 回日本薬学会近畿支部総会・大会（京都府京都市）10 月
・抗癌剤シスプラチンの腎障害予測を目的とした母集団薬物動態/薬力学モデルの構築
福島恵造、岡田 章、佐々木皐祥、小阪直史、寺内 竜、杉岡信幸
・切迫早産治療薬リトドリンの血中濃度と SULT1A1 および β₂アドレナリン受容体の遺伝子多型
佐藤志保、弓木栞里、柴谷直樹、岸本修一、鈴木亮佑、北田徳昭、西岡和子、青木卓哉、猪爪信夫、
橋田 亨、福島昭二
・ディレグラ服用後の血中プソイドエフェドリン濃度測定
仙場瑞希、岸本修一、鈴木亮佑、福島昭二、田中詳二、庄司浩気
○第 24 回日本医療薬学会年会（愛知県名古屋市）9 月
・抗 MRSA 薬ダプトマイシンの安全性と血中濃度モニタリングの有用性について
安藤基純、小曳恵里子、中浴伸二、柏木裕子、北田徳昭、亀井博紀、園 諭美、西岡弘晶、福田剛史、
橋田 亨

・吸入ステロイド薬の副作用である嗄声発現の要因解析
岡田 章、松本結希、山越達也、西川 誠、福島恵造、杉岡信幸
・進行再発大腸癌患者の中止理由の相違による生存期間への影響について
田路章博、山本裕美、小市海鈴、山元 弘、福島昭二、續木康夫、森田吉多佳、関本裕美、岡田 博
・NSAIDs 投与に起因する出血性潰瘍の発症患者についての調査
藤田仁美、濱 宏仁、巽 弥生、島本 藍、福島昭二、新眞理子、田中詳二
・オキシコドン注射剤の使用実態調査
花城理人、岡本禎晃、田中育子、明石延子、竹井清純、中嶋 真一郎、進藤喜予、中川左理
○第 5 回日本アプライド・セラピューティクス学会学術大会（兵庫県神戸市）8 月
・病院におけるファーマシスト・サイエンティスト育成の取り組みと課題
池村 舞、橋田 亨
・救命救急センターにおいて降圧薬中毒が疑われ被疑薬の血中濃度を測定した 2 症例
安藤基純、中浴伸二、有吉孝一、北田徳昭、森本茂文、橋田 亨
・高度肥満患者においてバンコマイシンの投与設計に難渋した一例
熊谷美香、池村 舞、中浴伸二、柏木裕子、北田徳昭、橋田 亨
○第 36 回日本中毒学会総会・学術集会（東京都千代田区）7 月
・アムロジピン過量内服患者の薬物血中濃度を経時的に測定した 1 症例
中浴伸二、安藤基純、園 真廉、浅香葉子、井上 彰、瀬尾龍太郎、渥美生弘、有吉孝一、北田徳昭、
森本茂文、橋田 亨
○第 46 回日本動脈硬化学会総会・学術集会（東京都新宿区）7 月
・動脈硬化性疾患予防ガイドライン脂質管理目標値達成率の現状ー慢性腎臓病(CKD)を中心とした後ろ向
き調査
丸山優季、清水るみ子、小林史乃、平岡義範、北田徳昭、橋田 亨、北 徹、久米典昭
○第 51 回日本外科代謝栄養学会（大阪府豊中市）7 月
・頭頸部癌の化学放射線療法下の口腔粘膜障害に対するグルタミンの有用性に関する臨床研究.
辻本貴江、山本佳史、 和佐勝史、 竹中幸則、 中原 晋、 高木達也、 津金麻美子、 林 紀行、 前田
和久、 猪原秀典、 上島悦子、 伊藤壽記
・当院入院患者における血清リン値の検討（大阪）
植田康樹、畑 伸顕、辻本貴江、大石雅子、村上剛平、和佐勝史
○第 36 回日本癌局所療法研究会（大阪府八尾市）6 月
・ミリプラチン・CDDP 併用リピオドリゼーションの基礎的検討
岸本修一、足立真吾、益井 綾、鈴木亮佑、福島昭二、別府 透
○日本薬学会第 134 年会（熊本県熊本市）3 月
・IHI 播磨病院における長期実務実習による学生の意識調査についての検討

石田詞子、小野達也、西田英之、徳山尚吾
・病棟での薬剤関連業務実態調査について
小野達也、石田詞子、西田英之、徳山尚吾
・切迫早産患者におけるリトドリンの全身クリアランスに及ぼす遺伝子多型の影響
柴谷直樹、仲宗根亜紀、佐藤志保、岸本修一、北田徳昭、西岡和子、青木卓哉、北 正人、猪爪信夫、
橋田 亨、福島昭二
○第 3 回薬剤師レジデント交流会（兵庫県西宮市）3 月
・ボルテゾミブ皮下投与による末梢神経障害の発現状況と薬剤師の視点から見えてきた問題点
笠井祐希、酒井麻衣、池村 舞、平畠正樹、北田徳昭、橋田 亨
・入院前検査センターにおける抗血栓薬内服患者への薬剤師の介入基準の導入とその評価
金城奈美、米澤武志、奥貞 智、池村 舞、北田徳昭、橋田 亨
・重症感染症患者におけるバンコマイシン散経口投与による腎機能への影響
熊谷美香、池村 舞、山本晴菜、中浴伸二、柏木裕子、北田徳昭、橋田 亨
○第 34 回日本中毒学会西日本地方大会（大阪府枚方市）2 月
・維持血中透析中の高齢者がアテノロールの血中濃度上昇により徐脈を来した 1 例
中浴伸二、安藤基純、林 卓郎、井上 彰、有吉孝一、北田徳昭、橋田 亨
○第 35 回日本病院薬剤師会近畿学術大会（京都府京都市）2 月
・業務に活かそうフィジカルアセスメント
白川晶一
・周術期における薬物療法への薬剤師の介入基準の明確化とその評価

～入院前検査センターにおける

抗血栓薬のマネジメント～
金城奈美、奥貞 智、池村 舞、北田徳昭、瓜生原健嗣、橋田 亨
・重症感染症患者におけるバンコマイシン散経口投与による腎機能への影響
熊谷美香、池村 舞、中浴伸二、柏木裕子、北田徳昭、橋田 亨
著書
・大井一弥、白川晶一編『薬剤師・薬学生のためのフィジカルアセスメントハンドブック』南江堂
辻本貴江；第 2 章 フィジカル・栄養アセスメントのコツ（p.3-30）、第 3 章 栄養アセスメントの実践
（p31-44）
、第 5 章 症状と検査値（p85-118）
その他
・池村 舞
薬剤師の“こころ”と“かお”

～今、医療人への変貌のとき～

“薬剤師の未来像”
ノバルティスファーマ Pharmacist Net
・白川晶一

薬剤師レジデントでの学びから考える

薬剤師に必要なバイタルサインやフィジカルアセスメント
１．脈拍・呼吸に関するアセスメント
大阪府薬雑誌 65(7):15-17, 2014
２．血圧・体温に関するアセスメント
大阪府薬雑誌 65(8):24∹26, 2014
３．その他在宅に必要なアセスメント
大阪府薬雑誌 65(9):37∹39, 2014

