2015 年
英文論文（原著・総説）
・ Reduction in gastrointestinal bleeding by development and implementation of a protocol for stress ulcer
prophylaxis: a before-after study.
Ikemura M, Nakasako S, Seo R, Atsumi T, Ariyoshi K, Hashida T
J Pharm Heal Care Sci. 1: 33, 2015
・Plasma soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 as a novel prognostic biomarker in patients
with ST-segment elevation acute myocardial infarction.
Higuma T, Abe N, Tateyama S, Endo T, Shibutani S, Yokoyama H, Hanada K, Yamada M, Tomita H, Hanada
H, Osanai T, Kume N, Okumura K
Circ. J. 79(3): 641-648, 2015
・Serum lipid goal attainment in chronic kidney disease (CKD) under the Japan Atherosclerosis Society (JAS) 2012
guideline: a single center study.
Shimizu R, Torii H, Yasuda D, Hiraoka Y, Kitada N, Hashida T, Yoshimoto A, Kita T, Kume N
J. Atheroscler. Thromb. 22(9): 949-957, 2015
・Enhanced oral bioavailability of vancomycin in rats treated with long-term parenteral nutrition.
Fukushima K, Okada A, Hayashi Y, Ichikawa H, Nishimura A, Shibata N, Sugioka N
Springerplus. 22;4:442, 2015
・Effect of Intestinal Atrophy and Hepatic Impairment Induced by Parenteral Nutrition on Drug Absorption and
Disposition in Rats.
Fukushima K, Miki T, Nakamoto K, Nishimura A, Koyama H, Ichikawa H, Shibata N, Tokuyama S, Sugioka
N
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 39(2): 218-27, 2015
・Preparation of Methacrylic Acid Copolymer S Nano-fibers Using a Solvent-Based Electrospinning Method and
Their Application in Pharmaceutical Formulations.
Hamori M, Shimizu Y, Yoshida K, Fukushima K, Sugioka N, Nishimura A, Naruhashi K, Shibata N
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 39(2): 218-27, 2015
Chem Pharm Bull. 63(2):81-87, 2015
・L-glutamine decreases the severity of mucositis induced by chemoradiotherapy in patients with locally advanced
head and neck cancer: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
Tsujimoto T, Yamamoto Y, Wasa M, Takenaka Y, Nakahara S, Takagi T, Tsugane M, Hayashi N, Maeda K,
Inohara H, Uejima E, Ito T
Oncology Reports. 33(1): 33-39, 2015
邦文論文（原著・総説）
・オキシコドン持続皮下投与開始時の有効性および安全性
中川 左理、花城 理人、岡本 禎晃、久米 典昭、田中 育子、明石 延子、中嶋 真一郎、西本 哲郎、
西浦 哲雄
日本緩和医療薬学雑誌 8(4): 111-116, 2015

国際学会
○14th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, (Rotterdam, the Netherlands),
October
・Safety and pharmacokinetics of daptomycin in Japanese patients
Ando M, Kobiki E, Nakasako S, Kashiwagi H, Kitada N, Morimoto S, Kamei H, Sono Y, Nishioka H, Fukuda
T, Hashida T
○11th International Kawasaki Disease Symposium, (Rotterdam, the Netherlands), February
・Pentraxin 3 in coronary artery lesions in Kawasaki disease
Kitoh T, Kitagawa Y, Baba R, Kaneko A, Shimizu M, Yachie A, Kume N, Hamakubo T
国内学会
○第 36 回日本臨床薬理学会総会（東京都新宿区）12 月
・フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠投与後に意識障害・せん妄を来した患者での血中濃
度
福島 昭二、仙場 瑞希、岸本 修一、田中 詳二、庄司 浩気
・腎移植患者における免疫抑制剤 cyclosporine A の血中動態変動に対する共変量探索
岡田 章、金森 美咲、森河内 彩、小阪 直史、国府 孝敏、牛込 秀隆、吉村 了勇、笠井 英史、福島
恵造、杉岡 信幸
○第 25 回日本医療薬学会年会（神奈川県横浜市）11 月
・プロトコルに基づいた薬物治療管理の実践によるストレス潰瘍予防効果の改善
池村 舞、中浴 伸二、藤原 秀敏、土肥 麻貴子、瀬尾 龍太郎、渥美 生弘、有吉 孝一、橋田 亨
・がん悪液質病気分類と GPS 評価の組み合せによる栄養不良の状況に関する調査
辻本 貴江、渡邊 亜紀穂、入江 慶、岡田 裕、片上 信之
・ペインクリニック薬剤師外来の役割
中川 左理、岡本 禎晃、柴田 政彦
・TDM 実施に際する施設オリジナル母集団パラメータの有用性
岡田 章、上野 幹生、金森 美咲、小坂 直史、国府 孝敏、牛込 秀隆、吉村 了勇、笠井 英史、福島
恵造、杉岡 信幸
・高血糖状態における NAFLD (nonalcholic fatty liver disease) モデルマウスの肝機能変化とインスリン処
理の影響
小畑 友紀雄、原田 慎一、中本 賀寿夫、森本 泰子、金 啓二、金 守良、徳山 尚吾
・リファンピシンによる代謝酵素誘導に対してワルファリン、ブコローム、アミオダロン併用下に PT-INR
を良好にコントロールできた 1 症例
高瀬 友貴、土肥 麻貴子、藤原 秀敏、登 佳寿子、森本 茂文、早坂 朋彦、植田 浩司、池村 舞、橋
田 亨
・C 型肝炎インターフェロンフリー治療中の患者を対象とした薬剤師外来の開設とその評価
山本 晴菜、山本 香織、左近 絢子、池村 舞、鄭 浩柄、杉之下 与志樹、猪熊 哲朗、橋田 亨

○日本薬物動態学会 第 30 年会（東京都江戸川区）11 月
・Kinetic approach to estimate the plasma triglyceride levels after administration of lipid emulsion with population
analysis
Okada A, Hirano M, Koyama H, Fukushima K, Sugioka N.
○第 53 回日本癌治療学会学術集会（京都府京都市）10 月
・化学放射線療法下の頭頸部癌患者に対するグルタミンの有用性（第 2 報）：QOL の評価
辻本 貴江、山本 佳史, 林 紀行, 前田 和久, 猪原 秀典, 伊藤 壽記
○第 65 回日本薬学会近畿支部大会（大阪府富田林市）10 月
・進行再発大腸がんの生存期間に影響する因子に関する調査研
小市 海鈴、山本 裕美、山元 弘、岸本 修一、福島 昭二、関本 裕美、田路 章博、續木 康夫、岡田
博、森田 吉多佳
○第 10 回大阪 NST 研究会（大阪府大阪市）9 月
・極度の脂肪制限により低栄養をきたした一症例
松本 佳也、百瀬 洸太、関口 七美、阿部 薫、渡邊 梓、森本 啓太、植田 康樹、辻本 貴江、坂本 陽
子、長井 直子、和佐 勝史
○第 64 回日本アレルギー学術大会（東京都港区）5 月
・フェキソフェナジン塩酸塩と塩酸プソイドエフェドリン配合錠による意識障害を来たした症例
庄司 浩気、菅生 教文、中元 幸治、小西 弘起、城洋 志彦、田中 詳二、仙場 瑞希、福島 昭二
○第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会（山口県下関市）5 月
・1 型糖尿病患者における既存持効型インスリン製剤 1 日 2 回投与からデグルデク 1 日 1 回投与への切り
替えに関する検討
杉山 有吏子、池村 舞、奥貞 智、岩倉 敏夫、橋田 亨
○日本薬学会第 135 年会（兵庫県神戸市）3 月
・抗 MRSA 薬ダプトマイシンの安全性評価と薬物動態への影響因子の解析
安藤 基純、小曳 恵里子、中浴 伸二、柏木 裕子、北田 徳昭、森本 茂文、亀井 博紀、園 諭美、西
岡 弘晶、福田 剛史、橋田 亨
・フェニトインの投薬中止基準の確立を目指した薬剤性肝障害モデルを用いた検討
池村 舞、橋田 亨
・高齢者に対する薬学的フィジカルアセスメント
白川 晶一、小川 千佳、佐々木 純、清木 麻里、久米 典昭、山元 弘
・脂肪乳剤投与時における血中 triglyceride 濃度推移の母集団 pharmacokinetic modeling and simulation
岡田 章、平野 美優、谷岡 真帆、福島 恵造、小山 光、杉岡 信幸
・療養型病院における薬剤師による消化性潰瘍治療薬の適正使用への貢献
岡田 孝之、法橋 純子、世良 有雅、加茂 美智子、髙木 好夫、阿瀬井 宏一、徳山 尚吾

・脂肪乳剤投与による局所麻酔薬 bupivacaine の組織移行変動
谷岡 真帆、平野 美優、岡田 章、福島 恵造、小山 光、杉岡 信幸
・抗がん剤 Cisplatin 誘発性急性腎障害の予測を目的とした母集団薬物動態/毒力学モデルの構築
田中 夏海、行時 眞人、岡田 章、佐々木 皐祥、福島 恵造、小坂 直史、寺内 竜、杉岡 信幸
・脂肪乳剤の適正使用を目的とした薬物動態学的解析の適用
平野 美優、岡田 章、谷岡 真帆、福島 恵造、小山 光、杉岡 信幸
・1 回量処方導入に対する意識調査
森本 健幹、永沼 智至、高木 明子、武田 寿恵、髙本 裕子、髙口 千里、芳本 尚、梅本 由紀子、近
藤 薫、長島 裕樹、徳山 尚吾
○第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会（兵庫県神戸市） 2 月
・脂肪乳剤投与後の血中トリグリセリド濃度推移への薬物動態学的挑戦.
岡田 章、福島 恵造、小山 光、杉岡 信幸
○第 4 回日本薬剤師レジデントフォーラム（東京都新宿区）2 月
・糖尿病患者におけるがん化学療法実施に関する実態調査

～有効かつ安全ながん化学療法の確立を目

指して～
油屋 恵、池村 舞、橋田 亨
・悪性リンパ腫に対する R-B 療法における血液毒性発現の性差に関する検討
風間 正、安藤 基純、森本 茂文、橋田 亨
・アルテプラーゼ投与による出血頻度と背景因子についての検討
辰巳 智美、池村 舞、橋田 亨
・高齢者におけるゾルピデム酒石酸塩の開始服用量と転倒発生の実態調査―神戸市立医療センター中央
市民病院の場合―
田中 裕人、安藤 基純、橋田 亨
・周術期における薬物療法への薬剤師の早期介入とその評価

～入院前検査センターにおける投薬マネ

ジメント～
野間 千尋、奥貞 智、池村 舞、安藤 基純、佐久間 美佐緒、森本 茂文、北田 徳昭、瓜生原 健嗣、
橋田 亨
・フェニトインによる肝障害発症時の肝逸脱酵素の評価
藤田 和美、池村 舞、橋田 亨
○第 36 回日本病院薬剤師会近畿学術大会（和歌山県和歌山市）1 月
・チーム医療において薬剤師の担うべき新たな役割

－薬剤師主導型の臨床試験と多職種連携－

辻本 貴江
・薬剤師・患者・経営面からみた病棟薬剤業務の評価
井原 知香、中西 昭人、今西 秀晃、徳山 尚吾
・周術期における薬物療法への薬剤師の早期介入とその評価

～入院前検査センターにおける投薬マネ

ジメント～
野間 千尋、池村 舞、佐久間 美佐緒、奥貞 智、森本 茂文、北田 徳昭、瓜生原 健嗣、橋田 亨

その他
・第 353 回大阪大学臨床栄養研究会講演（大阪府吹田市）１月
「グルタミンの臨床応用」－抗がん剤、放射線治療に合併する口腔粘膜障害におけるグル
タミンの投与効果
辻本 貴江
・第 1 回神戸脂肪酸フォーラム～n3 系脂肪酸 EPA の役割～（兵庫県神戸市）2 月
EPA を再考する －抗炎症作用と免疫調節－
辻本 貴江

