
第 68 回医薬品相互作用研究会シンポジウムプログラム 

 

会 期 平成 25 年 5 月 25 日（土）14：00～17：10 

              26 日（日）9：00～12：00 

会 場 大手門パルズ  

（〒990-0044 山形市木の実町 12-37  TEＬ023-624-8600） 

      参加費 一般 3,000 円、 学生 1,000 円 

主 催 医薬品相互作用研究会 共催 山形県病院薬剤師会、東北病院薬剤師会 

 

5 月 25 日（土）            司会 芦埜和幸（公立学校共済組合東北中央病院） 

開会挨拶                          （１３：５０〜１４：００） 

         会長挨拶      弘前大学医学部附属病院教授・薬剤部長 早狩 誠 

実行委員長挨拶 山形大学医学部附属病院主任教授・薬剤部長 白石 正 

シンポジウム（柊・橘）                   （１４：００〜１６：００） 

   「 これからの実務実習に向けて 」 

                座長     奥羽大学薬学部 教授 東海林徹 

(株)サノ・ファーマシー佐野薬局 高橋 寛 

「これからの実務実習に向けて」 

     青森大学薬学部 6 年  海和 悠城 殿 

「実務実習で得られたもの」 

岩手医科大学薬学部 6 年  青木 朋彦 殿 

     「当院における実務実習～診療科の特徴を生かした実務実習～」 

仙台社会保険病院薬剤部  茂野 健司 先生 

     「これからの実務実習に向けて」 

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院薬剤部  板垣 有紀 先生 

「次世代を育てる実務実習を目指して」 

（株）サノ・ファーマシー佐野薬局  高橋 寛 先生 

     「いわき明星大学の現状と今後の展開」 

いわき明星大学薬学部臨床薬学部門 教授  村田 亮 先生 

 

特別講演（柊・橘）                      (１６：１０〜１７：1０） 

              座長：山形大学医学部附属病院主任教授・薬剤部長 白石 正 

  「 蛋白尿と心血管イベント 」 

                 山形大学医学部医学部内科学第一講座教授 

山形大学医学部附属病院病院長   久保田 功 先生 

懇親会 （会場；葵）                   司会 伊藤秀悦（篠田総合病院）     

  （17：20〜19：20） 
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5 月 26 日（日）（柊・橘）      司会 大滝 和幸（山形大学医学部附属病院薬剤部） 

                

一般演題 1（9：00～9：50）     座長：豊口 禎子（山形大学医学部附属病院薬剤部） 

 １）輸液フィルターの異物除去機能とその限界  

   ○上山小百合 1）、菅原拓也 2）、戸上紘平 1）、倉本敬二 1）、東海林 徹 1） 

   1）奥羽大学薬学部 2）山形市立病院済生館薬局 

2）含糖酸化鉄注射液（フェジン®静注）の pH 変化と電解質溶液との配合変化について 

○八巻智也 1) 大原宏司 1) 倉本敬二 1) 髙橋美加 1) 伊藤 鍛 1) 高橋將喜 2)  

早坂正孝 1) 東海林 徹 1) 

1）奥羽大学薬学部医療薬学分野 2）日医工株式会社 

 3）カルシニューリンインヒビターの体内動態に及ぼすイトラコナゾール併用の影響 

○加賀谷英彰 1）、三浦昌朋 1)、新岡丈典 1)、高橋直人 2)、奈良美保 2)、藤島直仁 2),3)、

澤田賢一 2)  

 1) 秋田大学医学部附属病院薬剤部、2) 同 血液内科、3) 同 輸血部 

 4）１日１回投与のアムロジピンの１日２回投与が必要な根拠に関する理論的考察  

○大久保 正 1,2）、田中真理子 2）、大久保七枝 3）、大久保節子 4）、大久保美穂 5） 

１）七福薬局むつ ２）七福薬局研究所 ３）七福薬局 ４）タンポポ薬局 

５）小金井ファーマシー 

 一般演題 2（9：50～10：30）    座長：外山 聡（新潟大学医歯学総合病院薬剤部） 

5）RAS 抑制剤によるラット脂肪組織及び血清中アンジオテンシノーゲンの発現抑制 

○津山博匡、下山律子、板垣史郎、早狩 誠 

弘前大学医学部附属病院薬剤部    

6）PTX 前投薬におけるラニチジン注とファモチジン注によるアレルギー発現率の比較 

○片岡佑太 1）、菊地正史 1）、中川直人 1）、木皿重樹 1）、高橋哉子２）、小笠原喜美代２）、

我妻恭行 1）、久道周彦 1）、鈴木直人３）、村井ユリ子 1）、富岡佳久３）、石岡千加史２）、 

島田美樹 1）、眞野成康 1） 

1）東北大学病院薬剤部 2）東北大学病院化学療法センター、 

3）東北大学大学院薬学研究科がん化学療法薬学分野 

 7）ヒト白血病細胞 NALM-6 における Caffeic acid undecyl ester の殺細胞作用につい

て（１）  

○冨澤亜矢子、菅野秀一、蓬田 伸、石川正明  

東北薬科大学薬物治療学教室 
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一般演題 3（10：30～11：10）      座長：金子 俊幸（公立置賜総合病院薬剤部） 

8）グリセリン浣腸の有害事象調査と安全性評価  

◯今村優哉、加藤祐太、豊口禎子、白石 正 

山形大学医学部附属病院薬剤部 

 9）呼吸器疾患における患者アドヒアランス向上に向けた研究調査（その１） 

～薬剤師の吸入指導の実態調査～ 

○野舘敬直 1）、佐藤淳也 1,2）、佐藤沙希子 1）、菅澤佳奈 1）、松田ひとみ 1）、 

山内広平 3）、高橋勝雄 1,2）、工藤賢三 1,2） 

1）岩手医科大学附属病院薬剤部 2）岩手医科大学薬学部臨床薬剤学講座、 

3）岩手医科大学医学部呼吸器・アレルギー・膠原病内科学講座 

 10）呼吸器疾患における患者アドヒアランス向上に向けた研究調査（その２） 

～医師が薬剤師に期待する吸入指導の実態調査～ 

○菅澤佳奈 1）、佐藤淳也 1,2）、佐藤沙希子 1）、野舘敬直 1）、松田ひとみ 1）、 

山内広平 3）、高橋勝雄 1,2）、工藤賢三 1,2） 

1）岩手医科大学附属病院薬剤部 2）岩手医科大学薬学部臨床薬剤学講座、 

3）岩手医科大学医学部呼吸器・アレルギー・膠原病内科学講座 

一般演題 4（11：10～12：00）        座長：塩川 秀樹（竹田総合病院薬剤科） 

 11）後発医薬品の使用促進に向けた課題－数量シェアに関連して－ 

○笹原浩康、荒川圭子、丸山精一、外山 聡、佐藤 博 

新潟大学医歯学総合病院薬剤部 

 12）市中での薬物治療は腎機能に対して適切か？入院時持参薬チェックの結果から 

○波多江 崇 1）、池浦奈穂 1）、河原宏之 2）、河内正二 1）、長谷川 豊 1）、 

杉山正敏 1）、沼田千賀子 1）、國正淳一 2）、濵口常男 1） 

 1）神戸薬科大学薬学臨床教育センター 

2）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院薬剤部 

 13）病院実務実習における入院患者への腎機能評価の取り組み  

○下山律子、早狩 誠 

 弘前大学医学部附属病院 薬剤部 

 14）片手でのインスリン自己注射導入における薬剤師の関わり  

○松田隆史 1）、川井美紀 1）、安日 智 2）、伊藤正裕 2）  

1）公立置賜総合病院薬剤部 2）公立置賜総合病院糖尿病・内分泌内科 

閉会挨拶（12：00〜12：05）         

第 69 回医薬品相互作用研究会シンポジウム実行委員長 
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