2016 年
英文論文（原著・総説）
・Population semi-physiological kinetic modeling and simulation of plasma triglyceride profile after administration
of lipid emulsions in rats.
Okada A, Hirano M, Tanioka M, Tsujimoto T, Koyama H, Nishimura A, Shibata N, Fukushima K, Sugioka N
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Jul 27. pii: 0148607116661030.
・The Pharmacokinetics of Vancomycin Calculated Using the Sawchuk–Zaske Method in Patients Undergoing
Continuous Hemodiafiltration.
Morimoto T, Nagashima H, Ozato Y, Morimoto Y, Tokuyama S
Jpn J Pharm Health Care Sci. 42(5): 328-335, 2016
・Population pharmacokinetic-toxicodynamic modeling and simulation of cisplatin-induced acute renal injury in rats.
Fukushima K, Okada A, Sasaki K, Kishimoto S, Fukushima S, Hamori M, Nishimura A, Shibata N, Sugioka
N
J Pharm Sci. 105(1): 324-332, 2016
邦文論文（原著・総説）
・ホスピス緩和ケア業務に従事する薬剤師に対するターミナルケア態度尺度を用いた意識調査
小畑 友紀雄、森本 泰子、齋藤 俊子、尹 美帆、徳山 尚吾
日本緩和医療薬学雑誌 9(4): 107-114, 2016
・ペインクリニック外来患者を対象とした薬剤師外来の現状
中川 左理、岡本 禎晃、柴田 政彦
医療薬学 42(8): 558-561, 2016
・1 型糖尿病患者における既存持効型インスリンからインスリンデグルデクへの変更による血糖コント
ロールの評価
杉山 有吏子*、池村 舞*、奥貞 智、岩倉 敏夫、橋田 亨

*; equal contribution

医療薬学 42(8): 562-568, 2016
・Pharmacist-Scientists の育成を目的とした修了課程に基づく研究経験の評価
池村 舞、橋田 亨
Yakugaku Zasshi. 136(1): 131-137, 2016
国際学会
〇4th Asian Association of Schools of Pharmacy Deans Forum (Haiphong, Vietnam) June
・The program to grow pharmacists that can work globally
Shirakawa S
国内学会
〇第 37 回日本臨床薬理学会学術総会（鳥取県米子市）12 月
・腎移植患者における免疫抑制剤 Tacrolimus の術後血中動態変動に対する共変量探索
小林 千華、岡田 章、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
・免疫抑制剤 cyclosporine A の腎移植術前血中濃度データを用いた術後血中濃度予測
岡田 章、森河内 彩、小林 千華、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
〇第 26 回日本医療薬学会年会（京都府京都市）9 月
・救急症例における早期経腸栄養の安全性と有効性に関する調査
辻本 貴江、甲斐 龍介、池村 舞、瀬尾 龍太郎、有吉 孝一、橋田 亨
・単施設データを用いた免疫抑制剤の血中濃度測定精度比較
𠮷田 早希、岡田 章、森河内 彩、小林 千華、小阪 直史、国府 孝敏、牛込 秀隆、吉村 了勇、福島
恵造、杉岡 信幸
・アンジオテンシン II 受容体拮抗薬の術中血圧への影響への検討
平野 美優、濱 宏仁、嶋本 藍、杉岡 信幸、田中 詳二
〇APSTJ Global Education Seminar 2016 – 1st (Kyoto, Japan) September
・Evaluation of efficacy and safety of cancer chemotherapy in diabetes based on basic and clinical research
Ikemura M
The APSTJ Global Education Seminar Presentation Award 2016
〇第 1 回日本薬学教育学会大会（京都府京都市）8 月
・薬学実務実習に関するガイドラインへのとりくみ

～改訂コアカリキュラム下の病院実務実習に先行

したプログラムの実施と課題～
奥貞 智、清水 里紗、柴谷 直樹、池村 舞、池末 裕明、森本 茂文、橋田 亨
〇第 38 回日本中毒学会総会・学術大会（新潟県新潟市）7 月
・GC-MS によるβ受容体遮断薬の多成分同時測定系確立に向けた検討
安藤 基純、中浴 伸二、仁木 真理恵、﨑園 賢治、有吉 孝一、簑輪 和士、福島 昭二、橋田 亨
〇第 53 回日本外科代謝栄養学会学術集会（東京都文京区）7 月
・母集団 semi-physiological kinetic modeling and simulation 手法を用いた脂肪乳剤投与時における血中
triglyceride 濃度推移の予測
岡田 章、辻本 貴江、平野 美優、福島 恵造、杉岡 信幸
〇医療薬学フォーラム 2016／第 24 回クリニカルファーマシーシンポジウム（滋賀県大津市）6 月
・基礎研究と臨床研究の連携による糖尿病におけるがん化学療法の有効性と安全性の評価
池村 舞、油屋 恵、平畠 正樹、橋田 亨
〇第 19 回日本医薬品情報学会総会・学術大会（東京都町田市）6 月
・レジパスビル／ソホスブビルの相互作用における添付文書以外の情報源の活用
山本 晴菜、尾山 将樹、柴谷 直樹、池村 舞、鄭 浩柄、杉之下 与志樹、猪熊 哲朗、橋田 亨

〇第 33 回日本 TDM 学会・学術大会（栃木県宇都宮市）5 月
・肥満患者のベイジアン法に基づく投与設計における体重補正がバンコマイシンの血中濃度予測精度に
及ぼす影響
土肥 麻貴子、安藤 基純、小曳 恵里子、柏木 裕子、中浴 伸二、橋田 亨
〇日本薬学会第 136 年会（神奈川県横浜市）3 月
・高血糖状態におけるオキサリプラチン・フルオロウラシルの抗腫瘍効果への影響
池村 舞、橋田 亨
・米国客員教授によるバイタルサインの英語教育効果
白川 晶一、瀧本 竜哉、中川 左理、辻本 貴江、北條 恵子、平岡 義範、久米 典昭、袁 德其、山元
弘
・Lipid rescue 療法における薬物-脂肪乳剤相互作用の population semi-physiological pharmacokinetic
modeling
岡田 章、上野 幹生、谷岡 真帆、辻本 貴江、福島 恵造、杉岡 信幸
〇第 5 回日本薬剤師レジデントフォーラム（愛知県名古屋市）3 月
・骨病変を有する多発性骨髄腫患者におけるボルテゾミブ投与後の末梢神経障害発現
下里 萌、山本 香織、池村 舞、森本 茂文、石川 隆之、橋田 亨
・熱傷患者におけるバンコマイシン投与設計における留意点
福井 里佳、小曳 恵里子、安藤 基純、池村 舞、森本 茂文、有吉 孝一、橋田 亨
・疑義照会内容から考える薬剤師レジデントの注射薬調剤実地研修のあり方
三沖 大介、松岡 勇作、柏木 裕子、池村 舞、橋田 亨
〇第 31 回日本静脈経腸栄養学会学術集会（福岡県福岡市）2 月
・肺がん患者における GPS とがん悪液質病期分類の組み合わせによる予後予測因子の検討
辻本 貴江、渡邊 亜紀穂、岡田 裕、岡田 章、福島 恵造、福島 昭二、杉岡 信幸、片上 信之、久米
典昭
・ペクチン含有濃厚流動食の下痢改善効果に対する胃酸分泌抑制薬の影響
楠田 かおり、西岡 和子、池村 舞、東別府 直紀、西岡 弘晶、橋田 亨
〇日本 TDM 学会第 46 回セミナー TDM 入門から将来展望～クリニカルケアとアカデミアの協調へ～
（大阪府大阪市）2 月
・基礎 TDM 最前線 大学-医療連携研究の紹介と分析・解析技術の革新
安藤 基純
〇第 37 回日本病院薬剤師会近畿学術大会（兵庫県神戸市）1 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
指して～
油屋 恵、池村 舞、平畠 正樹、橋田 亨

～有効かつ安全ながん化学療法の確立を目

・入院前からの常用薬への薬剤師早期介入に対する医師・看護師・薬剤師の評価
佐久間 美佐緒、吉野 有香子、奥貞 智、池村 舞、繁平 清美、水本 美也子、冨沢 淑子、森本 茂文、
瓜生原 健嗣、橋田 亨
・薬学教育新モデル・コアカリキュラムに先行した実習プログラムの実施と課題
清水 里紗、柴谷 直樹、池村 舞、奥貞 智、森本 茂文、橋田 亨
著書
〇橋田 亨、西岡弘晶 編『薬剤師レジデントの鉄則』医学書院
・池村 舞；第 2 章 注射 注意すべき配合変化（p12-18）
・安藤 基純；第 3 章 第 1 節 薬物動態・薬力学に影響する因子（p19-26）

