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当院における経口抗菌薬の使用量推移～AMR対策アク
ションプランの評価～

佐藤瑶祐，瀬戸良教，二本柳伸，星山隆行，高山
陽子，厚田幸一郎

第95回日本感染症学会学術講演会／第69回日
本化学療法学会総会 合同学会

2021.5.7-5.9 横浜

MRSAに対する血中濃度シミュレーターを用いたST合剤リ
ファンピシン併用療法の検討

中村正樹，友田吉則，小林昌宏，花木秀明，北里
英郎

第95回日本感染症学会学術講演会／第69回日
本化学療法学会総会 合同学会

2021.5.7-5.9 横浜

プレガバリンからミロガバリンへの切り替え症例におけ
る中枢神経系関連有害事象に関する検
討

武道涼平，本間雅士，平塚公己，太田智博，平山
武司，林経人，金井昭文，厚田幸一郎

第14回日本緩和医療薬学会年会 2021.5.13-5.16 Web

大規模レセプトデータベースを用いたSGLT2阻害薬を新
規投与した高齢2型糖尿病患者における重症低血糖発症
リスクの検討 

堀井剛史，厚田幸一郎 第64回日本糖尿病学会年次学術集会 2021.5.20-5.21 Web

外科周術期感染予防に関するガイドライン 日本外科感
染症学会消化器外科SSI予防のための周術期管理ガイド
ライン作成過程

真弓俊彦，大毛宏喜，内野基，北川雄一，小林昌
宏，小林求，坂本史衣，清水潤三，鈴木克典，土
師誠二，水口徹，毛利靖彦，山下千鶴，吉田雅
博，草地信也

第46回日本外科系連合学会学術集会 2021.6.18 Web

Risk Factor for COVID-19 Infection-Related
Hospitalization in Patients with Type 2 Diabetes 

堀井剛史，及川洋一，島田朗，厚田幸一郎 ADA 81h Scientific Session 2021.6.25-6.29 Web

薬物動態解析ソフトウェアの特徴と活用に関するリテラ
シー

小林昌宏
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

2021.7.24 Web

北里大学病院入院患者におけるボノプラザンフマル酸塩
錠の使用実態調査

飯田真由，菅原充広，岩澤真紀子， 瀬戸良教，篠
原祐子，小原美江，米山大志，平山武司，厚田幸
一郎

第51回日本病院薬剤師会関東ブロック学術大
会

2021.8.28-9.5 Web

神経耳科メニエール病入院患者を対象とした薬剤師によ
る集団指導の効果に関する調査

泉谷早紀，川野千尋，平山武司，長沼英明，厚田
幸一郎

第51回日本病院薬剤師会関東ブロック学術大
会

2021.8.28-9.5 Web

大規模レセプトデータベースによるSGLT2阻害薬が投与
された糖尿病患者における 糖尿病ケトアシドーシス発
症リスクの検討 

堀井剛史，厚田幸一郎 第9回日本くすりと糖尿病学会学術集会 2021.9.11-9.12 Web

糖尿病患者におけるポリファーマシー解消の実践 －要
因解析を用いた介入手法を用いて－ 

堀井剛史 第9回日本くすりと糖尿病学会学術集会 2021.9.11-9.12 Web

Placebo-controlled, double-blinded phase Ⅲ study
comparing dexamethasone on day 1 with
dexamethasone on days 1 to 4, with combined
neurokinin-1 receptor antagonist, palonosetron,
and olanzapine in patients receiving cisplatin-
containing highly emetogenic chemotherapy: SPARED
Trial

K. Shimomura，H. Minatogawa，T. Mashiko， 
H.Arioka，H. Iihara，M.Sugawara，N.Hida，
K.Akiyama，S.Nawata，A. Tsuboya，K.Mishima，
N.Izawa，T.Miyaji，K.Honda，Y.Inada，Y.Ohno，
C.Katada，H.Morita，T.Yamaguchi)，T.Nakajima

ESMO congress 2021 2021.9.17 Web

Evaluation of bendamustine-induced CINV and
efficacy of aprepitant.

Ritsuko Miyajima，Hirotoshi Kamata，Takahiro
Suzuki，Koichiro Atsuda

第83回日本血液学会学術集会 2021.9.23-9.25 Web

下部消化管手術におけるセフメタゾールの血中濃度と腸
管脂肪濃度との関係性～部位特異的 PK-PD 解析を踏ま
え
て～

小松敏彰，森田妃南子，高山陽子，夏目祐衣，友
田吉則，中村隆俊，花木秀明，厚田幸一郎

第31回日本医療薬学会年会 2021.10.9-10.10 Web

病院薬剤師職員教育システムの構築（第2報）－薬剤師
版クリニカルラダー作成におけるハイパーフォーマー像
の検討－

小山郁美，稲野寛，婦川貴博，坂倉智子，近藤留
美子，谷口陽子，厚田幸一郎

第31回日本医療薬学会年会 2021.10.9-10.10 Web

2型糖尿病患者の冠動脈性心疾患発症率予測式の開発お
よび検証

山下康也，井上岳，野島浩幸，北島里奈，松原
聖，堀井剛史，毛利順一，厚田幸一郎，松原肇

第31回日本医療薬学会年会 2021.10.9-10.10 Web

大規模医療データを活用した糖尿病ガイドラインの検証
 

堀井剛史 第31回日本医療薬学会年会 2021.10.9-10.10 Web

臨床検査値に基づく糖尿病治療薬の適正使用  堀井剛史 第31回日本医療薬学会年会 2021.10.9-10.10 Web
薬毒物の物理化学的性質に基づく活性炭の適応予測 友田吉則，小林昌宏 第43回日本中毒学会総会・学術集会 2021.10.15 Web
切除不能な肝細胞癌のLenvatinib療法に対する一酸化窒
素合成酵素活性の影響

川村充史， 魚嶋晴紀， 中馬誠 第29回日本消化器関連学会週間（JDDW）2021 2021.11.4-11.6 神戸

北里大学病院における薬剤師レジデント教育への取り組
み

坂倉智子 第11回日本薬剤師レジデントフォーラム 2021.11.6 Web
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発表者・共同演者タイトル 学会等名称 発表日 開催場所

オンラインを活用した国際交流プログラムの試み
稲野寛，山本悠樹，小山郁美，婦川貴博，毛利順
一，岩澤真紀子，坂倉智子，近藤留美子，城戸和
彦，厚田幸一郎

第11回日本薬剤師レジデントフォーラム 2021.11.6 Web

北里大学病院における医療用麻薬の廃棄状況と再利用に
よる経済効果の検証

小原菜美，坂之上和実，宮坂優人，稲野寛，厚田
幸一郎

第11回日本薬剤師レジデントフォーラム 2021.11.6 Web

うつ病患者におけるベンゾジアゼピン系薬剤の減薬・減
量した症例について

舟見百代，澄田恭平，近藤留美子，厚田幸一郎 第11回日本薬剤師レジデントフォーラム 2021.11.6 Web

尿路上皮癌患者におけるGN療法のNedaplatin用量妥当性
の評価

山本悠樹，稲野寛，厚田幸一郎
第15回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総
会2021

2021.11.6-11.7 Web

オンラインでのKJ法を用いたワークショップの実施報告

須田哲史，婦川貴博，栗原順一，片山周也，石川
弓子，上田知弘，日下部吉男，石黒哲夫，橋本真
也，坂上逸孝，白井裕二，門田佳子，駒井元彦，
平綿洋子，渡邊徹

第19回かながわ薬剤師学術大会 2021.11.21 Web

術前休薬の安全な運用に向けた取り組み(第2報)　―
Patient Flow Management（PFM）への本運用の組み込み
―

神一夢，津村秀康，下浜孝郎，小泉麻美，冨澤
淳，荒井有美，内山勝文，阿古潤哉 第16回医療の質・安全学会学術集会 2021.11.27-28 Web

腎移植の現状 免疫抑制薬による管理 小林昌宏 第30回日本腎不全外科研究会学術集会 2021.12.4 Web
北里大学病院における臨床研究管理体制の構築： 他機
関の認定臨床研究審査委員会/倫理審査委員会で 承認を
受けた研究の実施許可体制の検討を通して

関根智美，前田実花，志村国広，石川俊広，厚田
幸一郎，石倉健司，高相晶士

第42回日本臨床薬理学会学術総会 2021.12.11 仙台

北里大学病院における経口抗菌薬の使用量推移および適
正化に向けた介入効果の検証

佐藤瑶祐，瀬戸良教，二本柳伸，星山隆行，高山
陽子，厚田幸一郎

第89回神奈川県感染症医学会 2022.1.22 横浜

薬用炭無効物質に対する超活性炭の有用性の検討 友田吉則 第35回日本中毒学会東日本地方会 2022.1.22 Web

Phase III study comparing DEX on day 1 to days 1-4
with combined NK-1-RA  PALO  and OLZ in CDDP-based
chemotherapy: SPARED Trial

柳原武史，横溝綾子，川口崇，下村一景，飯原大
稔，菅原充広，三井満里奈，石川寛，縄田修一，
坪谷綾子，三島圭介，森川慶，小山田隼佑，本多
和典，湯川裕子，大野康，堅田親利，檜田直也，
山口 拓洋，中島貴子

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 2022.2.17-2.19 京都

食道癌術前・導入DCF療法における副作用発現が抗癌剤
投与量に及ぼす影響

東山倫子，毛利順一，新角郁歩，菅原充広，堅田
親利，平山武司，厚田幸一郎

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022 2022.3.12-3.13 仙台

アブラキサン®点滴静注用におけるdrug vial
optimizationに関する取り組みと成果

小原悠，太田智博，井上莉香，田村和敬，佐々木
寿子，厚田幸一郎

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022 2022.3.12-3.13 仙台

タペンタドール経口投与時の薬物動態へ影響を及ぼす因
子に関する研究

本間雅士，国分秀也，平山武司，奥脇興介，堅田
親利，林経人，金井昭文，厚田幸一郎

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022 2022.3.12-3.13 仙台

Clostridioides dfficile 感染症 (CDI) の検査と治療
を支援する AI chatbot の開発

小林昌宏，横山奈々 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web

簡易懸濁法を用いた結核標準治療におけるリファンピシ
ンの安定性

横山奈々，小林昌宏，友田吉則 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web

急性アセトアミノフェン中毒におけるN-アセチルシステ
インの適応判断を支援するAI chatbotの開発

友田吉則，飯島汰雅，工藤大樹，小林昌宏 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web

バンコマイシンの初期投与設計のためのAI Chatbotの開
発　‐Tomson法の適用-

飯島汰雅，工藤大樹，小林昌宏，友田吉則 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web

バンコマイシン初期投与設計のためのAI Chatbotの開発
- Winter式の適用 -

工藤大樹，飯島汰雅，小林昌宏，友田吉則 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web

コロナ禍における医薬品情報学講義での試みから見えた
遠隔授業の有効性と課題

岩澤真紀子，厚田幸一郎 日本薬学会第142回年会 2022.3.25-3.28 Web


