
2021 年度 

ワークショップ 

1. 髙瀬 久光, 井手口 直子, 平井 みどり, 片山 志郎，緩和医療と医療安全 振り返るイシキ，第 14 回日本緩和医

療薬学会年会 (web 開催)  2021 

 

シンポジウム 

1. 近藤 匡慶，緩和医療領域における配合変化に関する実態調査に基づく医療用麻薬注射薬の配合変化試験の必要

性，第 40 回鎮痛薬・オピオイドペプチドシンポジウム (web 開催)  2021 

 

学会発表 

1. 淡路 健作, 深尾 彰平, 髙瀬 久光，イルソグラジンマレイン酸塩の追加投与により難治性口腔粘膜炎が改善し

た 1 例，第 14 回日本緩和医療薬学会年会 (web 開催)  2021 

2. 山本 泰大, 宮崎 雅之, 佐藤 淳也, 槙原 克也, 田口 真穂, 石原 千春, 江口 真理子, 髙瀬 久光, 上園 保仁，医

療用麻薬であるオピオイド鎮痛薬を導入した外来がん患者に対する病院薬剤師の指導状況の全国調査，第 14 回

日本緩和医療薬学会年会 (web 開催)  2021 

3. 槙原 克也, 山本 泰大, 宮崎 雅之, 髙瀬 久光, 田口 真穂, 佐藤 淳也, 上園 保仁，オキシコドンの忍容性に及

ぼすポリファーマシーの影響：多施設共同後方視的観察研究，第 14 回日本緩和医療薬学会年会 (web 開催)  

2021 

4. 山本 泰大, 宮崎 雅之, 佐藤 淳也, 石原 千春, 槙原 克也, 田口 真穂, 髙瀬 久光, 上園 保仁，保険薬局薬剤師

によるがん患者に対する医療用麻薬の指導実態の全国調査，第 14回日本緩和医療薬学会年会 (web開催)  2021 

5. 吉田 直樹, 近藤 匡慶, 吉田 茉莉子, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，レミマゾラムとオピオイド鎮痛薬、筋弛緩薬およ

び鎮静薬との院内配合変化試験，第 89 回日本医科大学医学会総会 (web 開催)  2021 

6. 近藤 匡慶, 吉田 茉莉子, 吉田 直樹, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，配合変化試験に基づく 3 剤配合変化早見表の作

成，第 89 回日本医科大学医学会総会 (Web 開催)  2021 

7. 吉田 真人, 近藤 匡慶, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，緩和薬物療法認定薬剤師への点滴ルートマネジメントに関わる

実態と情報ニーズの調査，第 89 回日本医科大学医学会総会 (Web 開催)  2021 

8. 渡辺 圭, 宮城 泰雄, 三浦 義彦, 中村 翔太郎, 礒江 雄人, 小川 泰弘, 石井 庸介, 伊勢 雄也，市中感染型

MRSA(CA-MRSA)によりペースメーカー感染と化膿性脊椎炎を併発した１例，第 31 回日本医療薬学会年会 

(Web 開催)  2021 

9. 淡路 健作, 深尾 彰平, 阿部 路, 竹下 絵梨香, 近藤 匡慶, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，がん患者に対する Audit 

System 導入による病状アセスメント強化と薬物治療向上（第 3 報），第 31 回日本医療薬学会年会 (web 開催)  

2021 

10. 田杭 直哉, 近藤 匡慶, 菅谷 量俊, 鈴木 美子, 丸山 弘, 髙瀬 久光，MRSA 感染症に対するダプトマイシンの

投与量毎の副作用発現に関する評価，第 31 回日本医療薬学会年会 (web 開催)  2021 

11. 竹下 絵梨香, 田杭 直哉, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，官能試験による各種高カリウム血症治療剤の味の評価，第 31

回日本医療薬学会年会 (web 開催)  2021 

12. 中田 千尋, 近藤 匡慶, 黒田 香織, 竹下 絵梨香, 吉田 真人, 山田 淳子, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，日本医科大学

多摩永山病院における新人薬剤師教育均一化を目指した業務評価シート作成の有用性，日本病院薬剤師会関東

ブロック第 51 回学術大会 (web 開催)  2021 

13. 大窪 しおり, 近藤 匡慶, 長野 槙彦, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，膿瘍性腹膜炎に対して使用したバクタ®配合錠に



よる中毒性表皮壊死症を発症した一例，日本病院薬剤師会関東ブロック第 51 回学術大会 (web 開催)  2021 

14. 小西 健太郎, 長野 槙彦, 近藤 匡慶, 竹下 絵里香, 佐藤 淳子, 枝國 亜由紗, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，COVID-

19 に関連した病棟薬剤師の医療安全に関する取り組み，日本病院薬剤師会関東ブロック第 51 回学術大会 (web

開催)  2021 

15. 大本 采佳, 守岩 友紀子, 近藤 匡慶, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光, 柳田 顕郎，HPLC 分析によるアミオダロン注射

製剤の安定性評価ならびに救命救急センターの使用状況に基づく他剤との配合評価，医療薬学フォーラム 2021

／第 29 回クリニカルファーマシーシンポジウム (web 開催)  2021 

16. 源平 麻衣, 近藤 匡慶, 吉田 真人, 深尾 彰平, 吉田 直樹, 吉田 茉莉子, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，緩和医療領域

における医療用麻薬注射薬配合変化試験の実態調査～臨床治療に有用なデータ構築に向けて～，医療薬学フォ

ーラム 2021／第 29 回クリニカルファーマシーシンポジウム (Web 開催)  2021 

17. 黒田 香織 , 田杭 直哉, 松本 多絵, 寺田 有佑, 竹内 千恵子, 丸山 弘, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，日本医科大学

多摩永山病院における新型コロナウイルスワクチン「コミナティ筋注」の安全性に関する検討，第 22 回南多摩

保健医療圏地域保健医療福祉フォーラム (Web 開催)  2021 

18. 加藤 浩子, 近藤 匡慶, 菅谷 量俊, 髙瀬 久光，日本医科大学多摩永山病院における出荷調整対象医薬品の供給

体制への取り組み，日本薬学会第 142 年会 (Web 開催)  2022 

19. 稲葉育広, 菅谷量俊, 髙瀨久光, COVID-19 状況下における今年度薬学実務実習への取り組み, 日本薬学会第 

141 年会 (広島) 2021  


