
2019 年度 学会発表 

整形外科手術における SSI 予防抗菌薬の薬剤選択と投与量の適正化に向けた薬剤師の取り組み 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 49 回学術大会（2019 年 8 月 24～25 日 山梨） 

春原麻里 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

平田千裕 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

野口宣之 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

腎機能に基づくメロペネム投与量適正化に向けた薬剤師の取り組み 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 49 回学術大会（2019 年 8 月 24～25 日 山梨） 

石井沙知 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 IMS（イムス）グループ医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院薬剤部 

野口宣之 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

入院患者のポリファーマシー解消に向けた取り組み 

第 40 回 CMS 学会（2019 年 10 月 6 日 東京）  ※口頭発表 

大木稔也 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

分割調剤を導入した患者への「かかりつけ薬剤師」の専門性の検討とそのアウトカム 

日本医療薬学会年会 2019 （2019 年 11 月 2～4 日 福岡） 

清水紗弥香 イムス三芳総合病院 

佐藤秀昭 イムス明理会仙台総合病院 

神隆浩 イムス三芳総合病院 

野口宣之 イムス三芳総合病院 

小田慎 板橋中央総合病院 

今井博久 東京大学大学院医学研究科 

 

腎機能低下患者へのメロペネム投与量適正化に向けた啓発活動による薬剤師の投与設計と医師の処方行動の変化 

第 13 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会（2019 年 11 月 15～17 日 熊本） 

石井沙知 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

三上早紀 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

野口宣之 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

 

 

 

 

 



ナルフラフィンの服用を中止できる因子の検討と中止による医療費への影響 

第 13 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会（2019 年 11 月 15～17 日 熊本） 

三上早紀 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

石井沙知 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

野口宣之 IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

がん患者が求める薬剤師による服薬管理の在り方についての検討 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2020（ 2020 年 3 月 21～22 日 福岡） 

神隆浩 イムス三芳総合病院 薬剤部 

阿蘇拡樹 イムス三芳総合病院 薬剤部 

野口宣之 イムス三芳総合病院 薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

佐藤秀昭 イムス明理会仙台総合病院 薬剤部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 年度 学会発表 

薬剤師によるバンコマイシン投与設計の有用性 

日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2018（2018 年 10 月 浜松） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

三上早紀 イムス三芳総合病院薬剤部 

磯畑雄祐 イムス三芳総合病院薬剤部 

神隆浩 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

バンコマイシン血中濃度の予測値と実測値の乖離因子 

日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2018（2018 年 10 月 浜松） 

三上早紀 イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

磯畑雄祐 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

患者による薬局への検査結果報告書提出に影響を及ぼす因子 

第 28 回日本医療薬学会年会（2018 年 11 月 神戸） 

清水紗弥香 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

中村哲也 板橋中央総合病院 

小田慎 板橋中央総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

今井博久 東京大学大学院医学系研究科 

 

がん化学療法を受けている患者の長期処方の分割調剤に関する意識調査 

第 28 回日本医療薬学会年会（2018 年 11 月 神戸） 

鈴木洋子 イムス三芳総合病院薬剤部 

小田慎 板橋中央総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

神隆浩 イムス三芳総合病院薬剤部 

阿蘇拡樹 イムス三芳総合病院薬剤部 

今井博久 東京大学大学院医学系研究科 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

 

 

 

 



長期処方の分割調剤を実施したがん患者への薬剤師の専門的な支援の検討 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018（2019 年 3 月 北海道） 

阿蘇拡樹 イムス三芳総合病院薬剤部 

神隆浩 イムス三芳総合病院薬剤部 

小田慎 板橋中央総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

薬剤師による処方変更提案の採用の有無に関する実態調査 

日本薬学会第 138 年会 （2019 年 3 月 千葉） 

柏木紗加 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

小田慎 板橋中央総合病院薬剤部 

石井沙知 イムス三芳総合病院薬剤部 

古川航也 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

赤沢学 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 年度 論文 

患者による薬局への検査結果報告書提出に影響を及ぼす要因 

医療薬学 45(3)164-170(2019) 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

中村哲也 板橋中央総合病院 

小田慎 板橋中央総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

今井博久 東京大学大学院医学系研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年度 学会発表 

当院薬剤師による VCM の初期投与設計全例実施に向けた取り組み 

日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2017（2017 年 9 月 福岡国際会議場） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

磯畑雄祐 イムス三芳総合病院薬剤部 

奥脇拓也 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

透析患者の薬物療法に及ぼすアドヒアランスの影響 

日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 2017（2017 年 9 月 福岡国際会議場） 

磯畑雄祐 イムス三芳総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

奥脇拓也 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

病院から提供された臨床検査値に関する患者の意識調査  

第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月 幕張メッセ） 

清水紗弥香 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

今井博久 東京大学大学院医学系研究科 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

長期処方の分割調剤における患者の薬物療法への影響 

第 27 回日本医療薬学会年会（2017 年 11 月 幕張メッセ） 

小林庸裕 有限会社ウジエ調剤薬局 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

中尾裕之 宮崎県立看護大学 

今井博久 東京大学大学院医学系研究科 

 

 

 

 

 

 

 



がん化学療法施行患者の薬への意識とそれに対する薬剤師の今後の取り組み 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018（2018 年 3 月 パシフィコ横浜） 

神隆浩 イムス三芳総合病院薬剤部 

阿蘇拡樹 イムス三芳総合病院薬剤部 

三原良明 イムス三芳総合病院臨床腫瘍科 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

入院中に薬剤を調整した患者の退院後外来処方の調査 

日本薬学会第 137 年会 （2018 年 3 月 金沢） 

齊藤亜依 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部、明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

赤沢学 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 年度 学会発表 

入院患者の処方変更提案による減薬への取り組み 

（第 26 回日本医療薬学会年会 H28.9） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

今井博久 国立保健医療科学院 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

治療ガイドラインを用いた処方変更提案 

（第 26 回日本医療薬学会年会 H28.9） 

清水紗弥香 イムス三芳総合病院薬剤部 

磯畑雄祐 イムス三芳総合病院薬剤部 

春原麻里 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室 

今井博久 国立保健医療科学院 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

 

高齢者の安全な薬物療法ガイドラインに基づく不適 切処方の実態調査 

（日本薬学会第 137 年会 H29.3） 

風間彩 明治薬科大学 

庄野あい子 明治薬科大学 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

赤沢学 明治薬科大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 年度 学会発表 

患者参加型による地域のチーム医療の推進に向けて ～検査結果などの患者情報の共有化の構築と普及への取り組み～ 

（第 25 回日本医療薬学会年会 H27.11） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部 

平野道夫 株式会社舞薬局 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

今井博久 国立保健医療科学院 

佐藤秀昭 明芳会イムス三芳総合病院薬剤部 

 

入院患者の処方変更の実態調査による薬物療法適正化への取り組み 

（日本薬学会第 136 年会 H28.3） 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

 

入院時の患者情報に基づく適正な持参薬管理への取り組み 

（日本薬学会第 136 年会 H28.3） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 年度 他施設共同研究 

―医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業― 地域のチーム医療における薬剤師の本質的な機能を明らかにする実証研究 

薬剤師の介入による患者アウトカムへの効果に関する研究計画作成 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室助教 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

中尾裕之 宮崎県立看護大学教授 

 

入院時持参薬の有無と患者情報の解析評価による処方設計支援への検討 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部 

中尾裕之 宮崎県立看護大学 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院 

 

入院時持参薬の処方変更に影響を及ぼす患者情報の解析 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

中尾裕之 宮崎県立看護大学 

高塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院 

 

入院患者の処方変更に関する実態調査 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

中尾裕之 宮崎県立看護大学 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院 

 

 

 

 

 

 

 



2014 年度 学会発表 

薬剤師の本質的な機能による入院時持参薬管理への取り組み 

（第 24 回日本医療薬学会年会 H26.9） 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

武藤浩司 医療法人知命堂病院薬剤部 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

 

入院患者の処方変更の調査解析による薬剤師の本質的な機能について 

（第 24 回日本医療薬学会年会 H26.9） 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

土屋文人 国際医療福祉大学 

加勢泰子 医療法人久仁会鳴門山上病院薬剤部 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

鈴木洋子 イムス三芳総合病院薬剤部係長 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

 

アドヒアランスに影響を及ぼす 1 日投与回数の検討 

（日本薬学会第 135 年会 H27.3） 

風間彩 明治薬科大学 

天川みな子 株式会社舞薬局 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

赤沢学 明治薬科大学薬学部教授 

 

保険薬局における慢性疾患患者の処方変更について 

（日本薬学会第 135 年会 H27.3） 

小林庸祐 有限会社ウジエ調剤薬局 

金親正知 有限会社ウジエ調剤薬局 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

 

 



薬剤助手の業務範囲の検討 

（日本薬学会第 135 年会 H27.3） 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

竹田淳司 イムス三芳総合病院事務長 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 年度 他施設共同研究 

―医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業― ネット販売等における一般用医薬品の購入販売実績に係る調査研究 

ネット販売等における一般用医薬品の購入販売実績に係る調査研究 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

土屋文人 国際医療福祉大学特任教授 

 

―医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業― 

地域のチーム医療における薬剤師の本質的な機能を明らかにする実証研究 

「薬剤師が検査値記載の処方箋を薬物治療管理に活用すること」に関する患者の意識調査 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

中尾裕之 宮崎県立看護大学教授 

 

患者参加型による地域のチーム医療の推進に向けて 

～検査結果などの患者情報の共有化の構築と普及への取り組み～ 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

庄野あい子 明治薬科大学薬学部助教 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

平野道夫 株式会社舞薬局 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

「切れ目のない質の高い安心・安全な薬物療法」の提供に向けた薬剤助手導入の取り組み 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤部主任 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 年度 学会発表 

病棟薬剤業務シートの導入による薬物療法の質の確保 

（第 23 回日本医療薬学会年会 H25.9） 

大木稔也 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤科 

宮崎美子 医療法人財団明理会東戸塚記念病院薬剤科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院 

佐藤秀昭 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤科 

 

病棟薬剤業務の導入によるインシデント発生の防止効果 

（第 23 回日本医療薬学会年会 H25.9） 

鈴木洋子 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤科 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室 

大山恵子 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院看護部 

竹内 由美 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院看護部 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院 

佐藤秀昭 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院薬剤科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 年度 他施設共同研究 

―医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業― 地域医療における薬剤師の積極的な関与の方策に関する研究 

処方変更による臨床アウトカムの変化 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

中尾裕之 厚生労働省国立保健医療科学院上席主任研究官 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室助教 

 

入院時持参薬管理への薬剤師の本質的な機能を探る～パイロット研究から～ 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤部長 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室助教 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

武藤浩司 医療法人知命堂病院薬剤部薬剤科長 

金親正知 有限会社ウジエ薬局代表取締役社長 

髙塚亮 イムス三芳総合病院薬剤科主任 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

入院患者の薬物療法における薬剤師の本質的な機能を探る～パイロット研究から～ 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤科長 

庄野あい子 明治薬科大学公衆衛生・疫学教室助教 

土屋文人 国際医療福祉大学特任教授 

賀勢泰子 医療法人久仁会鳴門山上病院薬剤部診療協力部長 

山内泰一 板橋中央総合病院薬剤部長 

鈴木洋子 イムス三芳総合病院薬剤科薬局長 

大木稔也 イムス三芳総合病院薬剤科病棟副主任 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 

保険薬局における慢性疾患患者の処方変更の実態 

佐藤秀昭 イムス三芳総合病院薬剤科長 

富岡佳久 東北大学大学院薬学研究科教授 

庄野あい子 明治薬科大学助教 

源川奈穂 日本電気株式会社本社健康管理センター薬局薬剤科長 

大野武 株式会社オオノ代表取締役会長 

金親正知 有限会社ウジエ薬局代表取締役社長 

今井博久 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官 

 


