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疑義照会簡素化プロトコール導入後の調査結果 

日本薬学会第139年会 (千葉)  2019 

稲葉育広, 大窪しおり, 近藤匡慶, 田極淳一, 野村圭伊,   菅谷量俊, 髙瀬久光 

病院-薬局薬剤師による薬薬連携を目指した研究会の取り組み～ロジカルサポート研究会～ 

日本薬学会第139年会 (千葉)  2019 

竹下絵梨香, 吉田真人, 淡路健作, 村野萌実, 田極淳一, 畠山卓, 佐々木康弘, 鎌田健司, 高瀬久光 

糖尿病患者のがん化学療法施行時に発現した悪心・嘔吐に対しペロスピロン塩酸塩が奏功した症例 

第3回鹿児島県病院薬剤師会学術大会 (鹿児島)  2019 

櫻井雄一郎, 久保田麻美, 髙瀬久光, 久保田真吾, 濵﨑哲郎, 東元一晃, 福岡龍一 

注射薬配合変化試験データの臨床上の有用性評価～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2019 (広島)  2019 

長谷川茉莉子, 近藤匡慶, 深尾彰平, 吉田直樹, 菅谷量俊, 柳田顕郎, 髙瀬久光 

先天性高インスリン血症に対しジアゾキシドを投与した新生児症例の検討 

日本病院薬剤師会関東ブロック第49回学術大会 (甲府)  2019 

下道友莉恵, 菅谷量俊, 髙瀬久光 

HPLC分析法による持続性注射薬の配合変化の評価：カテコールアミン系薬剤とペプチドホルモン薬剤の配合に関

して 

医療薬学フォーラム2019 (広島)  2019 

三田村百恵, 守岩友紀子, 近藤匡慶, 菅谷量俊, 髙瀬久光, 柳田顕郎 

救命救急センターにおける注射薬の使用状況に基づく多剤配合適合性試験へのHPLC分析の適用 

第31回バイオメディカル分析科学シンポジウム  (東京)  2019 

三田村百恵, 玉木綾音, 守岩友紀子, 近藤匡慶, 菅谷量俊, 森岡和大, 東海林敦, 髙瀬久光, 柳田顕郎 

注射薬添加物による化学的配合変化の検討～バソプレシンはカテコールアミン系薬剤の添加物で含有量が低下す

る～ 

第87回日本医科大学医学会総会 (東京)  2019 

近藤匡慶,  吉田直樹 , 菅谷量俊, 柳田顕郎, 髙瀬久光 

濁度を指標としたヘパリン注射薬とフロセミド注射薬を基本配合とした3剤配合変化試験の実施 

第29回日本医療薬学会年会 (福岡)  2019 

近藤匡慶,  深尾彰平 , 長谷川茉莉子, 吉田直樹, 田杭直哉, 菅谷量俊, 柳田顕郎, 髙瀬久光 

緩和医療における医療安全のためのココロエ」－ロールプレイを交えて－ 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

高瀬久光, 井手口直子, 平井みどり, 片山志郎 

オピオイド用量の変化にともなうナルデメジントシル酸塩の有用性 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

高瀬久光, 淡路健作, 深尾彰平, 田中里美, 秦皓平, 国分秀也, 菅谷量俊 

緩和医療におけるポリファーマシーに対する薬剤師介入に関する全国実態調査 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

内田まやこ, 鈴木真也, 菅幸生, 菅原英輝, 国分秀也, 植沢芳広, 中川貴之, 髙瀬久光 

緩和領域におけるポリファーマシーの現状と病院/薬局薬剤師の介入実態に関する全国アンケート調査  

第49回日本神経精神薬理学会 (福岡)  2019 

中川貴之, 鈴木真也, 内田まやこ, 菅原英輝, 菅幸生, 国分秀也, 植沢芳広, 高瀬久光 

緩和医療におけるポリファーマシーに対する薬剤師に対する薬剤師の介入に関する多施設前向き観察研究  

第49回日本神経精神薬理学会 (福岡)  2019 

内田まやこ, 鈴木真也, 菅幸生, 菅原英輝, 国分秀也, 植沢芳広, 中川貴之, 高瀬久光 

我が国の大規模医薬品副作用データベースJADERに基づくオピオイド関連有害事象の解析  

第49回日本神経精神薬理学会 (福岡)  2019 

菅原英輝, 菅幸生, 内田まやこ, 鈴木真也, 植沢芳広, 中川貴之, 高瀬久光 



Cetuximab+FOLFIRI療法にて治療中に食欲不振から低Mg血症が判明し入院加療に至った1例 

第4回日本サポーティブケア学会 (青森)  2019 

吉田真人, 青木利恵, 髙瀬久光 

服薬アドヒアランス向上のための小児患者とのコミュニケーション 

第13回日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会 (岐阜)  2019 

大窪しおり, 下道友莉恵, 菅谷量俊, 髙瀬久光 

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン成果指標達成に向けた経口抗菌薬使用量削減への取り組みと成果 

第66回日本化学療法学会東日本支部総会 (仙台)  2019 

田杭直哉, 近藤匡慶, 黒田香織, 長谷川茉莉子, 菅谷量俊, 鈴木美子, 丸山弘, 髙瀬久光 

てんかん重積患者におけるレベチラセタム点滴静注の薬物動態および有用性の検討 

第22回臨床救急医学会 (和歌山)  2019 

長野槙彦, 近藤匡慶, 津田充穂, 菅谷量俊, 田上隆, 金子純也, 工藤小織, 久野将宗, 畝本恭子, 髙瀬久光 

糖尿病透析予防外来における薬剤師の役割と今後の課題 

第29回日本医療薬学会年会 (福岡)  2019 

佐藤淳子, 田杭直哉, 菅谷量俊, 髙瀬久光 

緩和医療におけるポリファーマシーに対する薬剤師の介入に関する前向き観察研究 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

鈴木真也, 内田まやこ, 菅幸生, 菅原英輝, 国分秀也, 植沢芳広, 中川貴之, 髙瀬久光 

JADERを用いた医療用麻薬による有害事象報告件数の時代的変遷 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

菅幸生, 内田まやこ, 鈴木真也, 菅原英輝, 鳥越一宏, 二村昭彦, 植沢芳広, 中川貴之, 髙瀬久光 

がん患者のオピオイド関連呼吸抑制に関する国内有害事象時発報告データベース（JADER）を用いた解析 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

菅原英輝, 内田まやこ, 鈴木真也, 菅幸生, 植沢芳広, 中川貴之, 髙瀬久光 

当院における非小細胞肺癌に対するpembrolizumab単剤治療で発症した間質性肺炎症例の検討 

第4回 日本がんサポーティブケア学会学術集会 (青森)  2019 

田中里美, 吉田真人, 菅谷量俊, 青木利恵, 髙瀬久光 

妊娠初期発症ネフローゼ症候群患者でアトバコンを導入した１症例について 

日本病院薬剤師会関東ブロック第49回学術大会 (甲府)  2019 

阿部路, 下道友莉恵, 黒田香織, 長野槙彦 , 菅谷量俊, 清田裕美, 高瀬久光 

糖尿病療養担当者のためのセミナー「はじめてコース」の成果と前年度の比較 

第62回日本糖尿病学会年次学術集会 (仙台)  2019 

西田敦美, 飯田聖良, 尾澤 明子, 加藤浩子, 佐藤成美, 菅原加奈美, 得田保雄, 波田博文, 和田茜, 山崎英樹, 長谷川

亮, 吉田敦行, 宮川高一, 植木彬夫, 他8名 

抗菌薬供給不足が院内抗菌薬使用量に及ぼす影響について 

第66回日本化学療法学会東日本支部総会 (仙台)  2019 

黒田香織, 田杭直哉, 近藤匡慶, 長谷川茉莉子, 菅谷量俊, 鈴木美子, 丸山弘, 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2報） 

第13回日本緩和医療薬学会年会 (千葉)  2019 

淡路健作, 深尾彰平, 田中里美, 菅谷量俊, 髙瀬久光 

外観類似医薬品のインシデント回避のための 院内取り組み ～アトロピン硫酸塩注およびブチルスコポラミン 臭

化物注の事例 

第14回医療の質・安全学会学術集会 (京都)  2019 

加藤浩子, 菅谷量俊, 佐々木亜希, 畝本恭子, 高瀬久光 

CKDシールを用いた医療連携について（第1報） 

第13回日本腎臓病薬物療法学会 (熊本)  2019 

佐藤淳子, 田杭直哉, 柴田まり子, 浅井梨沙, 菅谷量俊, 金子朋広, 高瀬久光 



 
数値で見る注射剤の配合変化～濁度計を用いた配合変化の測定・ヘパリンナトリウムとドブタミンの配合変化を例

として～ 

第40回日本臨床薬理学会学術総会 (東京)  2019 

深尾彰平, 近藤匡慶, 長谷川茉莉子, 吉田直樹, 菅谷量俊, 柳田顕郎, 髙瀬久光 

 


