
薬剤部 学術研究業績 2020 

①口頭発表 

〈学会発表〉 

Klebsiella pneumoniaeおよびKlebsiella oxytocaによる菌血症症例の特徴と予後に関する

比較検討：単施設後方視的調査.  

中蔵 伊知郎, 森 幸代.  

第 68回日本化学療法学会総会. 2020年 9月 13日. 神戸 

 

COVID-19 軽症・中等症症例受け入れ施設における専従薬剤師の関わりおよび

CompassionateUse として用いた薬剤の安全性.  

中蔵 伊知郎, 森 幸代.  

第 68回日本化学療法学会総会. 2020年 9月 14日. 神戸 

 

非小細胞肺がんのがん免疫療法に及ぼす影響～免疫チェックポイント阻害薬の抗腫瘍効果

と抗菌薬～ 

貝野 裕也、北澤 文章、前野 有紀、大井 隆広、坂野 玲子、中藏 伊知郎、中村 孝

人、辻川 正彦 

第 30回 日本医療薬学会年会、名古屋（WEB開催）、2020.10.24～2020.11.1 

 

〈講演発表〉 

入院患者における薬剤性腎障害の予防～バンコマイシン投与患者における介入ポイント～ 

植田 徹 

関西腎と薬剤研究会 20周年&100回記念講演会（WEB開催）、2020.8 

 

 

②ポスター発表 

〈学会発表〉 

モニタリングシートを活用した免疫グロブリン静注療法における薬学的ケアの標準化とそ

の有用性 

伊東 里紗、福田 裕子、森 あやか、井岡 瑞樹子、中藏 伊知郎、北澤 文章、辻川 

正彦 

日本薬学会 第 140年会、京都（誌上開催）、2020.3 

 

カルフィルゾミブによるアレルギー性急性腎不全を発現した一症例 

小山 貴士、北澤 文章、滝井 冴香、森本 拓也、中藏 伊知郎、辻川 正彦、名徳 倫

明、佐原 敏之 



日本薬学会 第 140年会、京都（誌上開催）、2020.3 

 

簡易懸濁法によるロルラチニブの投与が著効したALK阻害薬抵抗性非小細胞肺がんの 2例 

大井 隆広、北澤 文章、貝野 裕也、柿花 美沙紀、前野 有紀、坂野 玲子、中藏 伊

知郎、竹田 倫世、中村 孝人、辻川 正彦 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2020、福岡（誌上開催）、2020.3 

 

ニボルマブの抗腫瘍効果に及ぼす内服・注射用抗菌薬の影響 

貝野 裕也、北澤 文章、前野 有紀、大井 隆広、坂野 玲子、中藏 伊知郎、中村 孝

人、辻川 正彦 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2020、福岡（誌上開催）、2020.3 

 

オシメルチニブの副作用発現に影響を与えるリスク因子の探索 

前野 有紀、大井 隆広、柿花 美沙紀、貝野 裕也、坂野 玲子、中藏 伊知郎、北澤 

文章、中村 孝人、辻川 正彦 

第 30回 日本医療薬学会年会、名古屋（WEB開催）、2020.10.24～2020.11.1 

 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）を対象とした皮下注用人免疫グロブリン製剤による

在宅自己注射導入における薬剤師の関わり 

森 あやか、福田 裕子、伊東 里紗、井岡 瑞樹子、稲場 純子、酒井 和江、中藏 伊

知郎、北澤 文章、辻川 正彦 

第 30回 日本医療薬学会年会、名古屋（WEB開催）、2020.10.24～2020.11.1 

 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）に対する静注製剤から皮下注製剤への切り替え事例

における有効性および安全性の比較検討 

伊東 里紗、福田 裕子、森 あやか、井岡 瑞樹子、島袋 尚紀、安田 由香、高田 和

城、中藏 伊知郎、北澤 文章、辻川 正彦 

第 30回 日本医療薬学会年会、名古屋（WEB開催）、2020.10.24～2020.11.1 

 

バンコマイシンが起因する皮膚症状の発現に影響を及ぼす要因の検討 

森 幸代、中蔵 伊知郎、福田 裕子、本多 美悠、吉本 咲貴、北澤 文章、辻川 正

彦 

第 30回 日本医療薬学会年会、名古屋（WEB開催）、2020.10.24～2020.11.1 

 

基質特異性拡張型β -ラクタマーゼ (ESBL)産生腸内細菌科細菌菌血症症例における

de-escalationまでの期間と治療予後の関連性. 



中蔵 伊知郎, 田中 裕貴子, 森 幸代, 森 あやか, 北澤 文章, 辻川 正彦.  

2020年 10月 24日～11月 1日 (Web開催). 

 

③論文発表 

非小細胞肺がん日本人患者における免疫チェックポイント阻害薬の抗腫瘍効果に及ぼす抗

菌薬の影響 

貝野 裕也、北澤 文章、前野 有紀、大井 隆広、坂野 玲子、中藏 伊知郎、中村 孝

人、辻川 正彦 

医療薬学 2020年 46巻 8号 p.436-445 

 

 

④著書 

透析ケア 2020年夏増刊 透析患者の薬 ちゃちゃっとガイド(抗菌薬) メディカ出版 

植田 徹 

 

感染・がん 薬トレ 薬剤師の臨床センスを磨くトレーニングブック, 南山堂, 2020年 7月発

刊.  (症例 93-症例 100 に関して著者で参加) 中蔵 伊知郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



薬剤部 学術研究業績 2019 

①口頭発表 

〈学会発表〉 

脳卒中急性期の血圧管理 

福田 裕子 

第 6回 Pharmaceutical Management Seminar in Hirakata、大阪、2019.2 

 

臨床研究成果を論文にするために「中小病院の薬剤師でも海外誌に論文発表できるの？」 

北澤文章 

第 3回医療薬学教育セミナー シンポジウム、東京、2019.4 

 

抗がん剤の適正使用・安全管理 

北澤文章 

第 5回 JCHO地域医療総合医学会 シンポジウム、横浜、2019.11 

 

タゾバクタム/ピペラシリン配合剤の先発品・後発品間における安全性の比較検討 

中蔵 伊知郎、森 幸代、田中 裕貴子、森田 貴子、北澤 文章、辻川 正彦 

第 29回 日本医療薬会年会、福岡、2019.11 

 

 

 

②ポスター発表 

〈学会発表〉 

脳卒中センターにおける手術・検査の安全な実施のための投薬確認チェックシートの開発

とその有用性 

福田 裕子、伊東 里紗、森 あやか、今井 裕美、井岡 瑞樹子、道下 佳子、稲場 純

子、池野 智子、冨家 幸子、長谷川 有美子、田中 雅美、酒井 和江、中藏 伊知郎、

北澤 文章、辻川 正彦 

第 29回 日本医療薬会年会、福岡、2019.11 

 

経皮的冠動脈インターベンション術前の薬剤師による初回面談テンプレートの活用とその

有効性について 

田中 裕貴子、鈴木 香織、井岡 瑞樹子、福田 祐子、森田 貴子、中藏 伊知郎、北

澤 文章、辻川 正彦 

第 29回 日本医療薬会年会、福岡、2019.11 

 


