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英文・原著

Randomized study of prevention of
gastrointestinal toxicities by
nutritional support using an amino acid-
rich elemental diet during chemotherapy
in patients with esophageal cancer (KDOG
1101).

Chikatoshi Katada, Saeko Fukazawa,
Mitsuhiro Sugawara, Yasutoshi Sakamoto,
Kaoru Takahashi, Akiko Takahashi,
Akinori Watanabe, Takuya Wada, Kenji 
Ishido, Yasuaki Furue, Hiroki Harada,
Kei Hosoda, Keishi Yamashita, Naoki 
Hiki, Teruko Sato, Takafumi Ichikawa,
Masayoshi Shichiri, Satoshi Tanabe,
Wasaburo Koizumi

Esophagus 2021/4 18 296-305

英文・原著

Development and validation of an
equation to predict the incidence of
coronary heart disease in patients with
type 2 diabetes in Japan 

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

BMC Research Notes  2021/7 14(1)  e426

英文・原著

Acute kidney injury in Japanese type 2
diabetes patients receiving sodium-
glucose co-transporter 2 inhibitors: A
nationwide cohort study 

堀井剛史、及川洋一、国貞なるみ、島田朗、
厚田幸一郎

J Diabetes Investig  2021/7 13(1) 42-46

英文・原著
Impact of overlapping risks of type 2
diabetes and obesity on coronavirus
disease severity in the United States

安藤航、堀井剛史、植松崇之、花木秀明、厚
田幸一郎、尾鳥勝也

Scientific reports 2021/9 11(1) e17968

英文・原著

Venous thromboembolism risk factors and
usefulness of a risk scoring system in
lower limb orthopedic surgery: A case-
control study in Japan

赤嶺聡彦、高平尚伸、黒岩政之、
冨澤淳、厚田幸一郎

Medicine (Baltimore) 2022/1 101(4) e28622

英文・原著
Initial trough concentration may be
beneficial in preventing linezolid-
induced thrombocytopenia

小松敏彰、中村美穂、内山勝文、井上玄、坂

之上和実、川村充史、平塚公己)、 高山陽
子、髙相晶士、厚田幸一郎

J Chemother
2022/2 24 1-6

英文・原著

Population Pharmacokinetic-
Pharmacodynamic Target Attainment
Analysis of Flomoxef in the Serum and
Liver Tissue of Patients Undergoing
Hepatic Resection

小松敏彰、圓谷智美、高山陽子、海津貴史、
岡本光希子、田島弘、西澤伸恭、久保任史、
隈元雄介、岡本浩嗣、花木秀明、厚田幸一郎

Antimicrob Agents Chemother
2022/3  66(4) e0230321

英文・原著
Evaluation of a carbapenem antimicrobial
stewardship program and clinical
outcomes in a Japanese hospital

小松敏彰、稲垣亮祐、東信太朗、持田俊也、
佐藤遥祐、瀬戸良教、二本柳伸、星山隆行、
和田達彦、高山陽子、厚田幸一郎

J Infect Chemother
. 2022 Mar 21;S1341-321X(22)00085-X.

2022/3 21
S1341-

321X(22)00085-X

和文・原著
大規模レセプトデータベースを用いた2型糖
尿病患者におけるSGLT2 阻害薬の成分別にみ
た有害事象発症リスクの検討 

堀井剛史、國貞なるみ、厚田幸一郎 くすりと糖尿病  2021/12 10(2)  197-208

和文・原著
人工知能(AI)の機械学習を使用した血中薬物
濃度の予測性 NONMEMサンプルデータを用い
たパイロットスタディ

小林昌宏、友田吉則 TDM研究 2021/12 38(4) 85-91

和文・その他(研
究報告)

「高度薬学管理機能を発揮するための薬局薬
剤師研修プログラム(がん領域)」研修日報に
対するテキストマイニング分析の試み

婦川貴博、毛利順一、坂倉智子、東山倫子、
稲野寛、冨澤淳、本間雅士、厚田幸一郎

日本薬剤師会雑誌 2021/4 73(4) 365-370

和文・その他(研
究報告)

病院薬剤師のトレーシングレポート活用に関
する意識調査 トレーシングレポートの活用
推進に向けて 

婦川貴博、冨澤淳、椎崇、佐々木善信、新井
万理子、吉田尚美、松原肇、横田訓男、尾鳥
勝也、厚田幸一郎

日本薬剤師会雑誌 2021/5 73(8) 837-841

和文・その他(研
究報告)

CRCの過去・現在・未来【Vol.2】「CRCあり
方会議」のこれまでを中心に

中野重行、鈴木千惠子、安藤幸子、大野昌
美、前田実花

Clinical Research Professionals 2021/8 85(14-27)
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和文・その他(研
究報告)

抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022

竹末芳生、木村利美、松元一明、茂見茜里、
添田博、高橋佳子、辻泰弘、中馬真幸、丹羽
隆、花井雄貴、藤居賢、真弓俊彦、庄司健
介、川村英樹、尾田一貴、増田智先、池田賢
二、山田智之、加藤隆児、山本武人、猪川和
朗、小林昌宏、浜田幸宏、寺田智祐

日本化学療法学会雑誌 2022/1 70(1) 1-72

和文・その他(研
究報告)

抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022

竹末芳生、木村利美、松元一明、茂見茜里、
添田博、高橋佳子、辻泰弘、中馬真幸、丹羽
隆、花井雄貴、藤居賢、真弓俊彦、庄司健
介、川村英樹、尾田一貴、増田智先、池田賢
二、山田智之、加藤隆児、山本武人、猪川和
朗、小林昌宏、浜田幸宏、寺田智祐

TDM研究 2022/3 39(1) 35-106

和文・その他(研
究報告)

イトラコナゾール服用下でシクロスポリンと
DPP-4阻害薬との相互作用を経験した1症例

宮島律子, 道下雄介, 翁祖誠, 鈴木隆浩, 厚
田幸一郎

日本病院薬剤師会雑誌 2022/3 58 313-317


