
第 152 回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会 

主催 一般社団法人 宮城県病院薬剤師会 

第 152 回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会プログラム 

    開催日時：令和 4 年 3 月 5 日（土） 13：00～15：55 

    開催方法：同時配信型 WEB 開催（zoom） 

 

司会 学術委員 八島 一史 

開会の挨拶   13：00～13：05         宮城県病院薬剤師会学術委員長  富岡 佳久 

 

学 術 発 表 １   13：05～13：40 

座 長  和久津 稔（みやぎ県南中核病院） 

1. 腎機能正常者におけるバンコマイシントラフ濃度低下の危険因子の検討 
1東北医科薬科大学病院 薬剤部、2東北医科薬科大学病院 感染症内科、3東北医科薬科大学病院 病院

薬剤学教室 

〇1柏倉 正太、1上岡 泰弘、1小鹿 哲、2関 雅文、1, 3岡田 浩司 

2. 腎癌治療で使用されるスニチニブおよびパゾパニブの後方視的副作用調査 
1東北大学病院薬剤部、2東北大学病院泌尿器科 

○1安藤 咲弥香、1髙﨑 新也、1石田 優理香、2諸角 謙人、2川崎 芳英、1前川 正充、 
2伊藤 明宏、1眞野 成康 

3. 腎癌治療で使用する免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブの後方視的副作用調査 
1東北大学病院薬剤部、2東北大学病院泌尿器科 

○1石田 優理香、1髙﨑 新也、1安藤 咲弥香、2諸角 謙人、2川崎 芳英、1前川 正充、 
2伊藤 明宏、1眞野 成康 

 

 

学 術 発 表 ２   13：40～14：15 

座 長  千葉 里菜（石巻赤十字病院） 

4. 院外処方せんに検査値を記載した効果の検証について 

国立病院機構 仙台医療センター薬剤部 

○齋藤 綾莉、鈴木 訓史、鈴木 克之 

5. 低 Na 血症から甲状腺機能低下症の悪化を疑いレボチロキシンナトリウム水和物錠と 

ポリスチレンスルホン酸カルシウムの相互作用を解消した腎細胞癌の 1 例 

 1東北医科薬科大学病院 薬剤部 , 2東北医科薬科大学薬学部 病院薬剤学教室 

○1有馬 遥太朗、1, 2薄井 健介、1徳永 みさき、1平川 寛之、1, 2岡田 浩司 

6. 薬剤管理サマリーの内容分析と有用性に関する調査 

東北大学病院 薬剤部 

〇小林 大典、黒澤 桂子、田中 里奈、髙橋 茜、中村 磨奈、森下 啓、佐藤 稔之、髙﨑 新也、 

佐藤 祐司、前川 麻央、前嶋 隆弘、松浦 正樹、前川 正充、眞野 成康 
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学 術 発 表 3   14：25～15：00 
座 長  及川 緑（登米市民病院） 

7. 高齢乳がん患者の薬剤性心機能障害に対するレニン-アンジオテンシン系薬の予防効果 
1宮城県立がんセンター 薬剤部、2宮城県立がんセンター 腫瘍循環器科 

〇1三上 貴弘、1土屋 雅美、1猪岡 京子、2加藤 浩、1西條 嘉代子 

8. 化学療法開始時の HBV スクリーニング実施状況調査 

国立病院機構 仙台医療センター薬剤部 

○猪俣 結衣、村多 杏美、梅内 実穂、東 敬太、長嶋 香織、小林 美奈子、唐芳 浩太、鈴木 訓史、

鈴木 克之、内藤 義博 

9. 手術予定がん患者を対象とした入院前薬剤師外来の構築とその効果 
1宮城県立がんセンター 薬剤部、2同 婦人科、3同 看護部 

○1宮浦 誠治、2大友 圭子、3渡邉 由香里、1土屋 雅美、1猪岡 京子、1西條嘉代子 

 
 
学 術 発 表 4   15：00～15：50 
座 長  畠山 綾子（仙台市立病院） 

10. 薬物相互作用に着目した東北大学病院の疑義照会・副作用報告・プレアボイド事例集解析 

東北大学病院 薬剤部 

〇坂本光太郎、佐藤 紀宏、臼井 拓也、前川 麻央、佐藤 祐司、佐藤 裕、前川 正充、 

眞野 成康 

11. 相次ぐ出荷調整を視野に入れた院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコルの改定案 

国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 薬剤科 

○穂積 智香子、髙橋 佳奈、谷村 彩也香、千葉 博暁、髙橋 敏紀 

12. 薬剤使用量推移からみた転倒・転落（第二報） 
１西仙台病院 薬剤部、２医療安全対策室 

○１早川 圭、１佐藤 晴美、2横田 佑二、2藤村 真里恵 

13. ポリファーマシー評価および薬剤調整を行った高齢患者の一例 

東北大学病院 薬剤部 

○中村 磨奈、小林 大典、武藤 理恵、吉中 千佳、吉田 真貴子、髙﨑 新也、眞野 成康 

 
 

閉会の挨拶    15：50～15：55            宮城県病院薬剤師会副会長 尾形 勉 
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発表方法 発表 8分、質疑応答 2 分でおこないます。 

発表は録音（録画）したものを本部にて配信します。 

質疑応答はライブにて行いますが、発表スライドは本部にて操作します。 

 

参加資格 宮城県病院薬剤師会会員・薬学生 

 

参加方法 事前参加登録者に配信用 URL と ID、パスワードをお送りします。 

 使用するオンラインシステムは、zoom です。サインアップの必要はございません。 

2022 年 2 月 28 日 18 時まで登録をお願いします。（演者の方も登録願います） 

登録用 URL：https://bit.ly/3fyJjsU （下記 QR コードでも可） 

URL、ID、パスワード送信予定日：3/3（木） 

 

 

研修シール 日本病院薬剤師会病院薬学認定 Ⅱ-6 1.5単位（予定） 

  シールを受け取るためには、下記の手順が必要です。 

1. 事前参加登録（御所属、御氏名、メールアドレス） 

2. 研修会の途中で、何回かキーワードを発表します。 

3. シール希望の方は、google フォームへ、会終了後にキーワードを入力の上、送信し

ていただくようお願いします。google フォーム URL は、事前参加登録者にメールで

送信いたします。 

 

https://bit.ly/3fyJjsU

