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医療機関との共同研究実績 
＊現職教員に下線を附しています 

【原著論文】 

2021 年 

・Levels of major and trace metals in the scalp hair of Crohn’s disease patients: correlations among 

transition metals. 

  Ogasawara H., Hayasaka M., Maemoto A., Furukawa S., Ito T., Kimura O., Endo T. 

  Biometals, 34(1), 197-210 (2021). 

・A novel nairovirus associated with acute febrile illness in Hokkaido, Japan. 

  Kodama F., Yamaguchi H., Park E., Tatemoto K., Sashika M., Nakao R., Terauchi Y., Mizuma K.,  

Orba Y., Kariwa H., Hagiwara K., Okazaki K., Goto A., Komagome R., Miyoshi M., Ito T., Yamano K., 

Yoshii K., Funaki C., Ishizuka M., Shigeno A., Itakura Y., Bell-Sakyi L., Edagawa S., Nagasaka A.,  

Sakoda Y., Sawa H., Maeda K., Saijo M., Matsuno K. 

  Nat. Commun., 12(1), 5539 (2021). 

・歯科医療における抗菌薬使用動向と薬剤耐性対策の現状と課題 

  山崎勇輝, 竹野敏彦, 岩尾一生, 佐藤浩二, 髙橋浩子, 小松﨑康文, 内沼達弘, 田中秀弥, 山根理恵子,  

木村英晃, 阿部誠治, 斎藤義夫, 花岡平司, 鵜飼孝子, 岡安伸二, 上中清隆, 外尾典子, 飯村恵理子 

歯科薬物療法, 40(1), 9-21 (2021). 

 

2020 年 

・Evaluation of Proteinuria Using Urine Protein : Creatine Ratio in Treatment with Molecular Targeted 

Agents for Advanced Renal Cell Carcinoma. 

  Nakamura K., Tanaka T., Masumori N., Miyamoto A., Hirano T. 

  Biol. Pharm. Bull., 43(10), 1506-1510 (2020). 

・An Adult Case of Generalized Convulsions Caused by the Ingestion of Ginkgo biloba Seeds with Alcohol. 

  Azuma F., Nokura K., Kako T., Kobayashi D., Yoshimura T., Wada K. 

  Intern. Med., 59(12), 1555-1558 (2020).  

・血清シスタチン C 値及び酵素法により測定した血清クレアチニン値を用いた各腎機能推算式の相関性

と差異を生じる要因の解析 

  髙橋 誠, 高山慎太郎, 須賀秀行, 門村将太, 小島雅和, 岩尾一生, 武田清孝, 佐藤秀紀, 小林道也, 

齊藤浩司 

  薬学雑誌, 140(1), 81-90 (2020). 

 

2019 年 
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・Assessment of diabetics by the quantification of essential elements and stable isotope ratios of carbon and 

nitrogen in scalp hair. 

  Hotta Y., Fujino R., Kimura O., Fujii Y., Haraguchi K., Endo T. 

  Obesity Med., 15, 100106 (2019). 

・Stable isotope ratios of carbon, nitrogen and selenium concentration in the scalp hair of Crohn’s disease 

patients who ingested the elemental diet Elental®. 

  Ogasawara H., Hayasaka M., Maemoto A., Furukawa S., Ito T., Kimura O., Endo T. 

  Rapid Commun. Mass Spectrom., 33, 41-48 (2019).  

・Concentrations of various forms of vitamin B6 in ginkgo seed poisoning. 

  Sado T., Nakata S., Tsuno T., Sato M., Misawa Y., Yamauchi S., Inaba Y., Kobayashi D.,  

Wada K. 

  Brain Dev., 41(3), 292-295 (2019).  

・リュープロレリン酢酸塩 11.25mg 製剤から 22.5mg 製剤への切り替えにおける前立腺癌治療患者の認

知度と意識調査 

  坂田幸雄, 阿部ゆかり, 及川真亮, 小島由太, 西村祥二, 小林道也 

  函館医学誌, 43(1), 35-40 (2019). 

・軽度催吐性リスクの抗悪性腫瘍薬併用療法時の制吐療法の実態に関する多施設共同調査 

  坂田幸雄, 有賀久晃, 杉浦 央, 斎藤由起子, 鎌田恵子, 瀬川 満, 辻 俊輔, 松岡佳吾, 石井裕人,  

辻 康秀, 小林道也 

  癌と化学療法, 46(10),1553-1559 (2019). 

 

2018 年 

・ Essential and non-essential elements in scalp hair of diabetes: Correlation with glycated 

hemoglobin(HbA1c). 

  Hotta Y., Fujino R., Kimura O., Endo T. 

  Biol. Pharm. Bull., 41(7), 1034-1039 (2018). 

・Pyridoxal 5'-phosphate and related metabolites in hypophosphatasia: Effects of enzyme replacement 

therapy. 

Akiyama T., Kubota T., Ozono K., Michigami T., Kobayashi D., Takeyari S., Sugiyama Y.,  

Noda M., Harada D., Namba N., Suzuki A., Utoyama M., Kitanaka S., Uematsu M., Mitani Y.,  

Matsunami K., Takishima S., Ogawa E., Kobayashi K. 

  Mol. Genet. Metab., 125(1-2), 174-180 (2018).  

・保険薬局における、高齢者嚥下機能低下の実態調査とリスク因子の解析 

  北村 哲, 中井雅智, 大谷秀樹, 大畑幸生, 加納洋人, 糸井寛之, 木次谷賢志, 木村礼志, 木村隆夫, 

唯野貢司, 下山哲哉, 伊藤邦彦, 小林道也 

  日本老年薬学会雑誌, 1(1), 8-13 (2018). 

・患者自宅における抗がん剤曝露防止に関するパンフレットの有用性と薬剤師の意識調査 
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  徳留 章, 谷口亮央, 前田健太, 齋藤靖弘, 石井貴大, 南 盛一, 和野雅治, 太田智之, 齊藤浩司,  

武田清孝 

  癌と化学療法, 45(5), 833-839 (2018). 

・徐放性カリウム錠のジェネリック医薬品切り替え後に生じたゴーストタブレットの要因分析 

岩尾一生, 市村祐一, 奈良岡広幸, 常見昌順, 齊藤浩司 

医療薬学, 44, 510-515 (2018). 

 

2017 年 

・Correlation between mercury concentration, and stable isotope ratios of carbon and nitrogen of amino 

acids in scalp hair from whale meat eaters and heavy fisheaters. 

  Endo T., Hayasaka M., Ogasawara H., Hotta Y., Kimura O., Petzke K. J. 

  Rapid Commun. Mass Spectrom., 31, 745-752 (2017). 

・Nutritional assessment using stable isotope ratios of carbon and nitrogen in the scalp hair of geriatric 

patients who received enteral and parenteral nutrition formulas. 

  Hayasaka M., Ogasawara H., Hotta Y., Tsukagoshi K., Kimura O., Kura T., Tarumi T.,  

Muramatsu H., Endo T. 

  Clin. Nutr., 36(6), 1661-1668 (2017). 

・カルボプラチン･イリノテカン併用療法施行患者における血液毒性の腎機能との関連性の検討 

  梅原健吾, 渡邉 愛, 武田香陽子, 高山慎太郎, 藤田昭久, 関根球一郎, 下山哲哉, 伊藤邦彦,  

小林道也, 佐藤秀紀 

  日本腎臓病薬物療法学会誌, 6(3), 163-170 (2017). 

・腎機能低下を伴う高血圧症患者に発現した血小板減少 —バルサルタンが被疑薬と推定される 1 例— 

  秋元次夫, 岩尾一生, 市村祐一, 齊藤浩司 

  Prog. Med., 37(3), 409-412 (2017). 

 

2016 年 

・Correlations between plasma levels of anionic uremic toxins and clinical parameters in hemodialysis 

patients. 

  Ichimura Y., Takamatsu H., Ideuchi H., Oda M., Takeda K., Saitoh H. 

  Yakugaku Zasshi, 136(8), 1117-1184 (2016). 

・Uptake of hydroxy derivatives of benzoic acid and cinnamic acid by Caco-2 cells via monocarboxylic acid 

transporters. 

  Tukagoshi K., Endo T., Kimura O. 

  J. Pharm. Drug Res., 1(1), 9-18 (2016). 

・経腸栄養剤投与患者の頭髪中窒素および炭素安定同位体比を用いた栄養状態の評価 

  早坂敬明, 木村 治, 倉 敏郎, 遠藤哲也 
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  医療薬学, 42,151-159 (2016). 

 

  



  5 / 10 2022/5/9 更新 

【学会･学術集会発表（全国規模）】 

2022 年 

・後発医薬品における PTP シートの押し出し強度の比較と開封性に関する検討  

久保 亘, 平尾文隆, 下山哲哉, 伊藤邦彦, 三宅邦彦, 大倉 康, 小林道也 

日本薬学会第 142 年会（2022 年 3 月, Web 開催） 

・JADER を用いたニボルマブによる重大な副作用と患者背景との関係の解析  

柴山菜摘, 山根大輔, 下山哲哉, 伊藤邦彦, 小林道也 

日本薬学会第 142 年会（2022 年 3 月, Web 開催） 

 

2021 年 

・エゼチミブ‐アトルバスタチン配合錠の吸湿後の安定性に関する検討 

  久保儀忠, 栗栖幹典, 大屋敷岳男, 寺井桃加, 中川 勉, 柴山良彦 

  日本薬学会第 141 年会（2021 年 3 月, 広島） 

・健常者と経腸栄養剤で栄養管理を受けた患者との頭髪中微量元素濃度および重金属濃度の検討 

  早坂敬明, 木村 治, 堀田洋平, 塚越建介, 遠藤哲也 

  第 36 回日本臨床栄養代謝学会学術集会（2021 年 7 月, 神戸） 

・北海道医療大学・薬学部における栄養教育の取り組み 

  早坂敬明, 笠師久美子, 小林大祐, 田中智美, 本平希実, 宗近勇紀, 冨岡沙代, 平野 剛 

  第 36 回日本臨床栄養代謝学会学術集会（2021 年 7 月, 神戸） 

・シタラビン+メトトレキサート+ステロイド髄注療法における薬液調製後の安定性 

畠中仁大, 下山哲哉, 岩崎弘晃, 佐藤梨奈, 遠藤貴之, 伊藤邦彦, 小林道也, 泉 克明 

第 31 回日本医療薬学会年会（2021 年 10 月, Web 開催） 

 

2020 年 

・保険薬局における適切な消毒薬使用および感染対策実施に向けた薬薬連携の構築 

齊藤雅明, 藤居 賢, 瀬戸宏典, 横内淳子, 岩尾一生, 佐藤秀紀 

第 35 回日本環境感染学会総会・学術集会（2020 年 2 月, 横浜） 

・中心静脈栄養輸液管理を受けた高齢者の頭髪中炭素および窒素安定同位体比と微量元素濃度 

  木村 治, 堀田洋平, 垂水隆志, 五十君篤哉, 早坂敬明, 浜上尚也, 遠藤哲也 

  日本薬学会第 140 年会（2020 年 3 月, 京都） 

・ヒト髄液中及び血清中イサチン濃度の相関性 

  浜上尚也, 緒方昭彦, 福村啓太, 近藤広睦, 土田史郎, 飯塚健治, 青木 隆 

  日本薬学会第 140 年会（2020 年 3 月, 京都） 

・在宅患者候補ノートを活用した在宅訪問導入への取り組み 
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  安田 輝, 平野 剛, 唯野貢司 

  第 53 回日本薬剤師会学術大会（2020 年 10 月, 札幌） 

・がん患者に対する電話によるフォローアップの取り組み 

  大沢光平, 齊藤瑛里, 下澤みづえ, 北村 哲, 木村隆夫, 中井雅智, 木村礼志, 唯野貢司, 平野 剛,  

伊佐治麻里子, 白井 博 

  第 53 回日本薬剤師会学術大会（2020 年 10 月, 札幌） 

・ブドウ糖液中におけるメトクロプラミドの安定性の検討 

  久保儀忠, 大森 仁, 宮脇梨夏, 中川 勉, 柴山良彦 

  第 30 回日本医療薬学会年会（2020 年 11 月, 名古屋） 

・CKD 患者の薬物治療における薬薬連携進展に必要な因子の検討 

野々山雅俊, 前田直人, 岩尾一生, 福土将秀, 佐藤秀紀 

第 14 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2020（2020 年 11 月, 徳島） 

 

2019 年 

・パーキンソン病治療薬（セレギリン）による血清中イサチン及びドパミン濃度の変化 

  浜上尚也, 緒方昭彦, 松下英代, 笹川佳穂, 土田史郎, 飯塚健治, 青木 隆 

  日本薬学会第 139 年会（2019 年 3 月, 千葉） 

・中心静脈栄養輸液製剤により長期間栄養管理を受けた高齢者の頭髪中炭素・窒素の安定同位体比の変

化 

  木村 治, 堀田洋平, 垂水隆志, 五十君篤哉, 浅沼真介, 早坂敬明, 村松博士, 浜上尚也, 遠藤哲也 

  第 3 回日本老年薬学会学術大会（2019 年 5 月, 名古屋） 

・The importance of pyridoxal‒5’‒phosphate to pyridoxal ratio found in ginkgo seed poisoning case  

  Sado, T., Nakata, S., Tsuno, T., Sato, M., Misawa, Y., Yamauchi, S., Inaba, Y., Kobayashi, D.,  

Wada, K. 

  第 61 回日本小児神経学会学術集会（2019 年 5 月, 名古屋）   

・多発性骨髄腫患者におけるダラツムマブ投与後の骨髄抑制に関する pilot 調査 

  藤田晋太朗, 三谷ひかる, 岡田耕平, 小林道也, 深井敏隆 

  第 22 回日本医薬品情報学会（2019 年 6 月, 札幌） 

・高カロリー輸液中におけるメトクロプラミド注射液の安定性 

  畝田知歩, 大森 仁, 久保儀忠, 中川 勉, 柴山良彦 

  第 22 回日本医薬品情報学会（2019 年 6 月, 札幌） 

・かかりつけ薬剤師の認知度と利用希望調査～リウマチ患者への対応～ 

  菅野亜実, 北田佳奈美, 温泉里美, 小林以久子, 高畑準弥, 唯野貢司, 北村 哲, 木村隆夫,  

中井雅智, 木村礼志, 早川日奈子, 中山 章, 吉田栄一, 平野 剛 

  第 13 回日本薬局学会学術総会（2019 年 10 月, 神戸） 

・術後嘔気・嘔吐（PONV）に影響を及ぼす薬剤の調査 

  菊地義明, 高橋 誠, 藤田果那, 庄崎沙耶, 朝倉幹己, 田中耕太, 木下 愛, 山本翔大, 山田将悟,  
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前川英輝, 藤林 遼, 鈴木直哉, 青田忠博, 小林道也 

  第 29 回日本医療薬学会年会（2019 年 11 月, 福岡） 

・高カロリー輸液中の隔壁開通後及び非開通時におけるメトクロプラミド注射液混合後の安定性の比較 

  久保儀忠, 大森 仁, 畝田知歩, 中川 勉, 柴山良彦 

  第 29 回日本医療薬学会年会（2019 年 11 月, 福岡） 

・全国私立歯科大学附属病院における薬剤部門の現状調査－第 39 回薬剤部長会議アンケート結果より－ 

岩尾一生, 森 薫, 中村郁子, 高橋浩子, 小松崎康文, 内沼達弘, 屋木妙子, 田中秀弥, 山根理恵子,  

木村英晃, 阿部誠治, 斎藤義夫, 山崎勇輝, 飯村恵理子, 花岡平司, 鵜飼孝子, 岡安伸二, 上中清隆,  

外尾典子, 竹野敏彦 

第 29 回日本医療薬学会年会（2019 年 11 月, 福岡） 

・Jaffe 法または酵素法で測定した結成クレアチニン値の差異を算出する試み 

  高橋 誠, 菊池義明, 朝倉幹己, 藤田果那, 庄崎沙耶, 山本翔太, 木下 愛, 田中耕太, 山田将悟,  

前川英輝, 藤林 遼, 鈴木直哉, 小林道也, 青田忠博 

  第 13 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2019（2019 年 11 月, 熊本） 

・パーキンソン病に伴う認知症と画像所見の解析 

  緒方昭彦, 大槻美佳, 中村雅一, 西村洋昭, 輿水修一, 新保和賢, 浜上尚也, 小柳 泉 

  第 38 回日本認知症学会学術集会（2019 年 11 月, 東京） 

 

2018 年 

・がん医療薬剤師育成における医療現場と大学の連携 －育成プログラムへの参画－ 

  鈴木直哉, 浜上尚也, 木村 治, 青田忠博, 唯野貢司, 齊藤浩司, 和田啓爾 

  日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018（第 7 回）（2018 年 3 月, 横浜） 

・パーキンソン病治療薬による血清中イサチン濃度の変動 

  浜上尚也, 緒方昭彦, 土田史郎, 飯塚健治, 平藤雅彦, 青木 隆 

  日本薬学会第 138 年会（2018 年 3 月, 金沢） 

・血清クレアチニン測定法の違いが薬物療法に与える影響～TS-1 単独療法～ 

  高橋 誠, 菊池義明, 庄崎沙耶, 朝倉幹己, 藤田果那, 山本翔太, 木下 愛, 田中耕太, 山田将悟, 

前川英輝, 藤林 遼, 鈴木直哉, 小林道也, 青田忠博 

  第 12 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2018（2018 年 10 月, 浜松） 

・非高度催吐性抗悪性腫瘍薬併用療法における悪心・嘔吐に関する他施設共同前向き観察研究 

  杉浦 央, 有賀久晃, 斎藤由起子, 鎌田恵子, 瀬川 満, 辻 俊輔, 松岡佳吾, 石井裕人, 辻 康秀,  

坂田幸雄, 小林道也 

  第 28 回日本医療薬学会年会（2018 年 11 月, 神戸）   

・高カロリー輸液中におけるデキサメタゾンの安定性 

  久保儀忠, 大森 仁, 戸口拓弥, 柴山良彦 

  第 28 回日本医療薬学会年会（2018 年 11 月, 神戸） 

・天使病院における長期実務実習「F 薬学臨床」への対応と今後の課題 
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  相馬まゆ子, 佐々木洋一, 今田愛也, 平野 剛 

  第 28 回日本医療薬学会年会（2018 年 11 月, 神戸） 

・低ホスファターゼ症におけるピリドキサールリン酸および関連物質の測定 

  秋山 倫之, 窪田拓生, 大薗恵一, 道上敏美, 小林大祐, 小林 勝弘 

  第 60 回日本先天代謝異常学会総会（2018 年 11 月, 岐阜） 

 

2017 年 

・陽イオン含有内服薬とハイネイーゲル®およびマーメッド®との配合における LST 値の変化 

  早坂敬明, 金崎修治, 松田純和, 齋藤靖弘, 内山絵里, 菅沼宏之, 岩岡敦子, 梅田あかね, 今井隆樹,  

  木村 治, 遠藤哲也, 武田清孝 

  第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会（2017 年 2 月, 岡山） 

・日本歯科薬物療法学会誌における医薬関連情報Ｑ＆Ａ 24 年の歩み 

斎藤義夫, 上中清隆, 竹野敏彦, 田中秀弥, 千葉智子, 岩尾一生 

第 37 回日本歯科薬物療法学会総会・学術大会（2017 年 6 月, 名古屋） 

・Jaffe 法または酵素法により測定した血清クレアチニンより算出したクレアチニンクリアランスの比較 

(2) 

  髙橋 誠, 菊地義明, 庄崎沙耶, 藤田果那, 山元翔太, 木下 愛, 田中耕太, 山田将悟, 前川英輝,  

藤林 遼, 鈴木直哉, 地主隆文, 小林道也, 青田忠博 

  第 11 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2017（2017 年 9 月, 福岡） 

・多職種連携に向けた業務改善の取り組み～POS ネット札幌による報告～ 

  山本勇樹, 坂上 幸, 佐藤芳恵, 志田雅彦, 飯田美桜, 佐藤実紀, 白井 博, 佐野知子, 石動郁子,  

齊藤浩司 

  第 1 回日本精神薬学会総会･学術集会（2017 年 9 月, 東京） 

・後発医薬品に対する薬剤師の意識調査 

  笠原真理, 五十君晶子, 木幡一豊, 林 千尋, 鵜野竜馬, 潮崎智子, 熊野智美, 森 亨, 高橋満里,  

齊藤浩司 

  第 1 回日本精神薬学会総会･学術集会（2017 年 9 月, 東京） 

・精神科病院における向精神薬の後発医薬品採用状況調査 

  鶴谷勝実, 柳 智之, 石川修平, 蓮川岳志, 藤野知美, 上野太佑, 成田和恵, 根岸健太, 石動郁子,  

齊藤浩司 

  第 1 回日本精神薬学会総会･学術集会（2017 年 9 月, 東京） 

・パーキンソン病におけるアルツハイマー病の合併症と SPECT 

  緒方昭彦, 中村雅一, 西村洋昭, 輿水修一, 新保和賢, 大槻美佳, 浜上尚也 

  第 61 回日本神経学会学術大会（2017 年 9 月, 岡山） 

・エスフルルビプロフェン・ハッカ油製剤の有用性に関する調査報告 

  北村 哲, 唯野貢司, 平野 剛, 吉田栄一, 中井雅智, 木村礼志, 木村隆夫 

  第 50 回日本薬剤師会学術大会 （2017 年 10 月, 東京） 
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・加温によるエタノール非含有ドセタキセル製剤の効率的な調製法の検討 

  杉浦 央, 斎藤由起子, 浅見祥崇, 下山哲哉, 佐々木慎司, 加藤ゆか, 横山雄一, 福田耕太郎,  

伊藤邦彦, 小林道也, 近藤覚也 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・エタノール非含有ドセタキセル製剤の加温時における粘性及び安定性の評価 

  浅見祥崇, 下山哲哉, 杉浦 央, 斎藤由起子, 近藤覚也, 伊藤邦彦, 小林道也 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・急性腎不全ラットにおけるフェキソフェナジンの体内動態に関する検討  

  武田芙蓉, 武田瑛司, 鎌田芽衣, 三好そよ香, 市村祐一, 小田雅子, 武田清孝, 齊藤浩司 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・患者自宅における抗がん剤曝露防止に関するパンフレットの有用性と薬剤師の意識調査  

  徳留 章, 前田健太, 石井貴大, 南 盛一, 和野雅治, 木明貴幸, 太田智之, 齊藤浩司, 武田清孝 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・長期静脈栄養管理によるセレン欠乏の１例報告 患者頭髪中の微量元素と炭素および窒素安定同位体

の分析ついて 

  藤野陵二, 村松博士, 木村 治, 佐藤英二, 遠藤哲也 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・成分栄養剤服用による頭髪中窒素・炭素の安定同位体比とセレンの変化について 

  小笠原英樹, 井上純孝, 木村 治, 遠藤哲也 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・高カロリー輸液中におけるファモチジンの安定性 

  久保儀忠, 大森 仁, 谷口はるか, 小林大祐, 柴山良彦 

  第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月, 千葉） 

・インスリン自己注射施行中の糖尿病患者における自己管理の現状と薬局薬剤師の役割 

  齊藤瑛里, 大沢光平, 唯野貢司, 木村隆夫, 中井雅智, 木村礼志, 澤井 翼, 栗田凌平, 吉田栄一,  

平野 剛 

  第 11 回日本薬局学会学術総会（2017 年 11 月, 東京） 

 

2016 年 

・糖尿病患者の頭髪成分分析について－安定同位体と微量元素分析による健常人との比較－（第二報） 

  堀田洋平, 藤野陵二, 早坂敬明, 小笠原英樹, 塚越建介, 木村 治, 垂水隆志, 遠藤哲也 

  第 59 回日本糖尿病学会（2016 年 5 月, 京都） 

・新規経口抗凝固薬（NOAC）におけるヘパリン置換手順の図式化の試み 

斎藤義夫, 上中清隆, 竹野敏彦, 田中秀弥, 千葉智子, 岩尾一生 

第 36 回日本歯科薬物療法学会総会・学術大会（2016 年 6 月, 新潟） 

・徐放性カリウム錠のジェネリック医薬品切り替え後に生じたゴーストタブレットの要因分析, 

  岩尾一生, 市村祐一, 小田雅子, 奈良岡広幸, 常見昌順, 遠藤 泰, 齊藤浩司 
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  第 26 回日本医療薬学会年会（2016 年 9 月, 京都） 

・精神科多職種連携における薬剤師の現状と課題 

  森 亨, 石動郁子, 高橋満里, 山本勇樹, 佐野知子, 柳 智之, 笠原真理, 佐藤実紀, 佐藤芳恵,  

石川修平, 坂上 幸, 木幡一豊, 蓮川岳志, 齊藤浩司 

  第 26 回日本医療薬学会年会（2016 年 9 月, 京都） 

・糖尿病患者頭髪中の微量元素と HbA1c との関係について 

  藤野陵二, 堀田洋平, 木村 治, 佐藤英二, 遠藤哲也 

  第 26 回日本医療薬学会年会（2016 年 9 月, 京都） 

・抗血小板薬クロピドグレル塩酸塩による血清カリウム値上昇と長期投与の盲点 

  秋元次夫, 齊藤浩司 

  第 49 回日本薬剤師会学術大会（2016 年 10 月, 名古屋） 

・腎機能低下患者の服薬アドヒアランス向上に必要な情報とは～調剤薬局へのアンケート調査を通して

～ 

  野々山雅俊, 高山慎太郎, 佐藤秀紀, 武田清孝, 小林道也, 齊藤浩司 

  第 10 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2016（2016 年 11 月, 横浜） 

・Jaffe 法または酵素法により測定した血清クレアチニンより算出したクレアチニンクリアランスの比較 

  髙橋 誠, 福井美規子, 山本翔太, 庄崎沙耶, 木下 愛, 山田将悟, 前川英輝,  菊地義明, 藤林 遼,  

鈴木直哉, 地主隆文, 矢島一正, 小林 瞳, 小林道也, 青田忠博 

  第 10 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2016（2016 年 11 月, 横浜） 

・血清 P 濃度管理に必要な P 吸着薬の薬剤費に関する後ろ向き調査（第 1 報） 

  高山慎太郎, 小沼絵美, 井上 聖, 川岸論佳, 風間正人, 佐藤秀紀, 齊藤浩司 

  第 10 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2016（2016 年 11 月, 横浜） 

 


