
2020年度 

◆学会・講演会等◆ 

1. 齋藤佳菜,鷲見実咲,藤井梨沙,竹中真衣,目﨑香苗： 

 

当院におけるNST薬剤師の介入状況の調査， 

第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会（京都市），2020年2月27日～28日. 

2. 竹中真衣,小笠原蓉子,三村友規,阿部美奈子,佐藤圭吾,追木正人,井上顕治,小林道生,

篠崎滋,佐賀利英： 

 

石巻赤十字病院重症病棟におけるAntimicrobial Time out導入の取り組みと成果 

第47回日本集中治療医学会学術集会（名古屋市），2020年3月6日～8日. 

3. 西和哉,川田彰彦,高橋舞,佐々木崇,佐賀利英： 

 

乳癌患者に対するデノスマブとPPI（プロトンポンプ阻害剤：Proton Pump Inhibitors）併用に

よる血清カルシウム値の調査， 

日本病院薬剤師会東北ブロック第10回学術大会（仙台市），2020年6月30日. 

4. 西和哉,川田彰彦, 高橋舞,佐々木崇,佐賀利英： 

 



切除不能進行・再発胃癌に対するRamucirumab 投与時の尿蛋白発現頻度と特徴, 

医療薬学フォーラム2020 第28回クリニカルファーマシーシンポジウム（札幌市），2020年7月

11日～12日. 

5. 西和哉,川田彰彦,高橋舞,佐々木崇,佐賀利英： 

 

進行・再発乳癌患者に対するエリブリン投与の効果と好中球・リンパ球比の調査， 

第30回日本医療薬学年会（web），2020年10月24日～11月1日. 

6. 亀山大樹,佐藤陽介,阿部壮矩,渡辺美月,西和哉,佐賀利英： 

 

肝動脈化学療法後の発熱に影響を及ぼす要因について， 

第151回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会（宮城県（web）），2021年3月6日. 

 



 2019年度 

◆論文◆ 

1. 和地徹，佐々木崇，齋藤はるか，菅野和，小笠原蓉子，鈴木雄太，小原拓， 

石田雅嗣，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

リファンピシンによるCYP3A4誘導作用がボリコナゾールの薬物動態に長期間影響を及ぼした1症例 

日本病院薬剤師会雑誌，55(4)，393-397，2019． 

◆学会・講演会等◆ 

1. 和地徹： 

 

周術期外来における薬剤師業務―術前管理を中心にー， 

日本病院薬剤会東北ブロック第9回学術大会（秋田市），2019年6月1日～2日. 

2. 和地徹，佐々木崇，齋藤はるか，菅野和，小笠原蓉子，鈴木雄太，小原拓， 

石田雅嗣，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

リファンピシンによるCYP3A4誘導作用がボリコナゾールの薬物動態に長期間影響を及ぼした1症例 

日本病院薬剤会東北ブロック第9回学術大会（秋田市），2019年6月1日～2日. 

3. 佐藤圭吾，佐藤陽介，伊藤貴亮，菅野和，西和哉，阿部浩幸，井上顕治， 



佐賀利英： 

 

石巻医療圏における内服用抗菌薬販売量の調査 

第22回日本医薬品情報学会総会・学術大会（札幌市），2019年6月29日～30日. 

4. 小澤美芙由，安部美里，佐藤あかり，齋藤佳菜，稲沢薫，小笠原蓉子，山崎直希，

西和哉，佐賀利英： 

 

静脈血栓梗塞症の発生予防におけるエドキサバントシル酸塩水和物投与量の有効性の検討 

第22回日本医薬品情報学会総会・学術大会（札幌市），2019年6月29日～30日. 

5. 西和哉，千葉里菜，川田彰彦，高橋舞，佐々木崇，佐賀利英： 

 

リツキシマブバイオ後続品におけるInfusion Reaction発現の調査 

医療薬学フォーラム2019（第27回クリニカルファーマシーシンポジウム）（広島市），2019年7

月13日～14日. 

6. 追木正人： 

 

東日本大震災の被害を受けた病院の薬剤師が対応した事 

日本災害医療薬剤師学会第8回学術大会（仙台市），2019年7月20日～21日. 



7. 竹中真衣，鷲見実咲，大坂安奈，武山喜恵，阿部晶子： 

 

薬剤師介入による褥瘡ケアへの影響 

第21回日本褥瘡学会学術集会（京都市），2019年8月23日～24日. 

8. 佐藤愛美，小笠原和信，山崎直希，佐藤倫子，奈良坂佳織，菊地由恵，西和哉， 

杉村和彦，佐賀利英： 

 

当院における糖尿病教室のアンケート結果と今後の課題について 

第8回日本くすりと糖尿病学会学術集会（札幌市），2019年9月7日～8日. 

9. 小笠原和信，佐藤愛美，山崎直希，西和哉，佐賀利英： 

 

当院入院患者における低血糖症状対策の理解度調査 

第8回日本くすりと糖尿病学会学術集会（札幌市），2019年9月7日～8日. 

10. 安部美里： 

 

当院における薬剤師外来指導の現状 

第22回東北ブロック日赤薬剤師研究会（福島市），2019年10月12日～13日. 

11. 佐藤あかり： 



 

当院における実務実習教育の紹介 

第22回東北ブロック日赤薬剤師研究会（福島市），2019年10月12日～13日. 

12. 千葉里菜，藤井梨沙，川田彰彦，佐々木崇，西和哉，加治つくし，佐藤馨， 

古田昭彦，佐賀利英： 

 

乳腺外科における薬剤師外来の取り組みに関する報告 

第56回日本赤十字社医学会総会（広島市），2019年10月17日～18日. 

13. 佐賀利英： 

 

災害時における薬剤師の役割－被災地での静脈血栓症治療薬等の重要性について－ 

釧路薬剤師会学術講演会－災害時の薬薬連携を考える－（釧路市），2019年10月25日. 

14. 佐藤陽介，伊藤貴亮，菅野和，佐藤圭吾，茄子川智子，永沼結花，川村直美， 

尾池泰典，松本亜紀，井上顕治，篠崎滋，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

Tazobactam/Piperacillinを6日以上使用している症例への抗菌薬適正使用支援チームによる

介入 

第29回日本医療薬学会年会（福岡市），2019年11月2日～4日. 



15. 鈴木雄太，三村友規，竹中真衣，追木正人，西和哉，佐賀利英： 

 

当院集中治療室におけるプロトンポンプ阻害薬の実態調査 

第29回日本医療薬学会年会（福岡市），2019年11月2日～4日. 

16. 菅野和，佐藤陽介，伊藤貴亮，佐藤圭吾，茄子川智子，川村直美，尾池泰典， 

松本亜紀，井上顕治，篠崎滋，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

経口第三世代セフェム系抗菌薬の採用中止に向けた活動報告 

第29回日本医療薬学会年会（福岡市），2019年11月2日～4日. 

17. 山崎直希，佐藤圭吾，西和哉，藤坂泰之，赤羽武弘，佐賀利英： 

 

動注用シスプラチンと5-フルオロウラシルを用いた肝動注化学療法施行中に重篤な低マグネシウム

血症を来たした一例 

第29回日本医療薬学会年会（福岡市），2019年11月2日～4日. 

18. 西和哉，川田彰彦，高橋舞，佐々木崇，安田勝洋，大堀久詔，佐賀利英： 

 

胃癌に対するパクリタキセル毎週投与＋ラムシルマブ療法とアルブミン懸濁型パクリタキセル＋ラムシ

ルマブ療法の比較調査 



第29回日本医療薬学会年会（福岡市），2019年11月2日～4日. 

19. 佐々木崇： 

 

薬剤師の立場からの抗がん剤暴露対策 

仙台オンコロジーセミナー（仙台市），2019年11月13日. 

20. 小笠原蓉子，西舘俊介，佐藤圭吾，鈴木雄太，追木正人，遊佐洋子，西和哉， 

阿部浩幸，佐賀利英： 

 

慢性腎臓病合併心不全患者におけるトルバプタンの腎機能別安全性の検討 

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

17日. 

21. 西館俊介，小笠原蓉子，鈴木雄太，追木正人，西和哉，佐賀利英： 

 

当院における透析患者への下剤の処方状況調査 

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

17日. 



2018年度 

◆著書◆ 

1. 佐賀利英： 

 

薬効別服薬指導マニュアル第9版，じほう，2018． 

◆学会・講演会等◆ 

1. 佐賀利英，川田彰彦，和地徹，佐々木崇，西和哉： 

 

Bortezomib療法施行患者に対するST合剤投与における高カリウム血症発現の調査 

第4回日本医薬品安全性学会学術大会（倉敷市），2018年8月18日－19日． 

2. 西和哉，川田彰彦，鈴木雄太，佐々木崇，中澤泰子，伊藤祝栄，安田勝洋， 

大堀久詔，佐賀利英： 

 

切除不能進行再発大腸癌に対するBevacizumabを含む薬物療法の血圧変動の調査 

第4回日本医薬品安全性学会学術大会（倉敷市），2018年8月18日－19日． 

3. 鷲見実咲，竹中真衣，阿部晶子，相澤貴之： 

 

当院の病棟看護師における軟骨塗布量の違いの検証 



第20回日本褥瘡学会学術集会（横浜市），2018年9月29日. 

4. 菅野和： 

 

当院におけるAST活動の取り組み 

みやぎICTフォーラム（仙台市），2018年10月19日 

5. 西舘俊介，佐藤陽介，小笠原蓉子，伊藤貴亮，佐藤圭吾，菅野和，鈴木雄太， 

追木正人，西和哉，佐賀利英： 

 

腎機能別推奨投与量一覧表作成によるメロぺネム投与量への影響 

第12回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2018（浜松市），2018年10月20日． 

6. 稲沢薫： 

 

ポリファーマシーへの取り組みについて 

第21回東北ブロック日赤薬剤師研修会（石巻市），2018年10月27日－28日. 

7. 佐藤陽介： 

 

抗菌薬適正使用支援への取組みについて 

第21回東北ブロック日赤薬剤師研修会（石巻市），2018年10月27日－28日. 



8. 佐賀利英： 

 

医薬品の適正使用に関わる医学薬学的知識の向上（仙台市），2018年11月1日. 

9. 追木正人，和地徹，千葉里菜，山崎直希，竹中真衣，佐々木崇，目﨑香苗，西和哉，

佐賀利英： 

 

当院における病棟定数薬剤の期限切れ廃棄削減のための取り組み 

第54回日本赤十字社医学会総会（名古屋市），2018年11月15日. 

10. 小笠原蓉子，竹中真衣，佐々木崇，鈴木雄太，佐藤圭吾，追木正人，遊佐洋子，

西和哉，阿部浩幸，佐賀利英： 

 

当院における薬学実務実習の取り組み 

第54回日本赤十字社医学会総会（名古屋市），2018年11月15日. 

11. 西和哉，川田彰彦，鈴木雄太，佐々木崇，佐藤ひかり，石田雅嗣，小野学， 

花釜正和，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

Pemetrexed投与患者に対する非ステロイド性抗炎症剤併用の影響調査 

第28回日本医療薬学会年会（神戸市），2018年11月23日～25日. 



12. 佐藤圭吾，佐藤陽介，伊藤貴亮，菅野和，茄子川智子，永沼結花，尾池泰典， 

松本亜紀，井上顕治，篠崎滋，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

当院における抗菌薬適正使用支援チームカンファレンスの取り組み 

第28回日本医療薬学会年会（神戸市），2018年11月23日～25日. 

13. 千葉里菜,佐藤陽介,小笠原蓉子,西舘俊介,佐藤圭吾,追木正人,西和哉,佐賀利英： 

 

当院入院中にワルファリン投与量に影響を与えた併用薬に関する検討 

第28回日本医療薬学会年会（神戸市），2018年11月23日～25日. 

14. 和地徹,佐々木崇,齋藤はるか,菅野和,小笠原蓉子,鈴木雄太,小原拓,石田正嗣, 

小林誠一,矢内勝,佐賀利英： 

 

リファンピシンによるCYP3A4誘導作用がボリコナゾールの体内動態に長期間影響を及ぼした一症

例 

第28回日本医療薬学会年会（神戸市），2018年11月23日～25日． 

15. 五井はるか,鷲見実咲,川田彰彦,藤井梨沙,佐々木崇,西和哉,及川崇紀,成川孝一, 

加藤量広,佐賀利英： 

 



難治性逆患者への柿のへた水使用における有効性の検討，第28回日本医療薬学会年会（神

戸市）2018年11月23日～25日 

16. 佐賀利英，佐々木崇： 

 

Oncology Seminar in 石巻（石巻市），2018年11月28日. 

17. 小澤美芙由，安部美里，佐藤あかり，齋藤佳菜，稲沢薫，小笠原蓉子，山崎直希，

西和哉，佐賀利英： 

 

静脈血栓塞栓症の発症予防におけるエドキサバントシル酸塩水和物の投与量について考察 

第149回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会，2019年3月2日. 

18. 追木正人： 

 

東日本大震災における石巻赤十字病院の活動 

石巻薬剤師会研修会共催セミナー（石巻市），2019年3月2日. 

19. 佐賀利英： 

 

第47回石巻がん医療セミナー（石巻市），2019年3月13日. 

20. 佐藤陽介，小笠原和信，齋藤佳菜，佐藤愛美，和地徹，西和哉，佐賀利英： 



 

入院時における自己管理不良患者の背景に関する現状調査 

第148 回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会（仙台市），2018年3月3日. 



2017年度 

◆論文◆ 

1. Mami Ishikuro，Sergio Ramón Gutiérrez Ubeda，Taku Obara，Toshihide 

Saga，Naofumi Tanaka，Chiyo Oikawa，Keisei Fujimori： 

 

Exploring Risk Factors of Patient Falls:A Retrospective Hospital Record Study 

in Japan 

Tohoku J Exp.Med，243(3)，195-203，2017． 

2. 和地徹，藤井梨沙，千葉里菜，川田彰彦，伊藤貴亮，佐藤圭吾，追木正人， 

遊佐洋子，西和哉，阿部浩幸，小原拓，佐賀利英： 

 

手術・検査前中止薬の休薬指導に関する実態調査と休薬失敗例に関する考察及びその対

策 

医薬品相互作用研究，41(2)，110-116，2017． 

◆学会・講演会等◆ 

1. 古木俊也，藤井梨沙，竹中真衣，目﨑香苗，石橋悟，佐賀利英： 

 

スボレキサントが摂食へ及ぼす影響の調査 



第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会（岡山市），2017年2月23日～24日． 

2. 川田彰彦，藤井梨沙，菊地慶，佐々木崇，高橋舞，西和哉，佐賀利英： 

 

当院における抗がん剤暴露対策の取り組み 

日本臨床腫瘍薬学会学術集会2017（新潟市），2017年3月18日～19日． 

3. 阿部浩幸，山崎直希，鈴木雄太，追木正人，目﨑香苗，西和哉，佐賀利英： 

 

退院時指導書を介しての薬薬連携の現状と今後の課題 

日本病院薬剤師会東北ブロック第7回学術大会（弘前市），2017年6月10日～11日． 

4. 追木正人： 

 

東日本大震災で被災した病院の経験とその後の取り組みについて， 

日本病院薬剤師会東北ブロック第7回学術大会（弘前市），2017年6月10日～11日． 

5. 追木正人，齋藤はるか，鷲見実咲，西館俊介，三村友規，千葉里奈，山崎直希，

西和哉，阿部浩幸，佐賀利英： 

 

東日本大震災と熊本地震救護活動の記録を元にした薬剤師による災害活動報告の考察，

医学薬学フォーラム2017 第25回クリニカルファーマシーシンポジウム（鹿児島市），2017



年7月1日～2日． 

6. 西和哉，竹中真衣，古木俊也，藤井梨沙，目﨑香苗，石橋悟，佐賀利英： 

 

ミルタザピン投与患者における食欲増進効果について 

医学薬学フォーラム2017 第25回クリニカルファーマシーシンポジウム（鹿児島市），2017

年7月1日～2日． 

7. 西和哉，川田彰彦，藤井梨沙，高橋舞，佐々木崇，佐賀利英： 

 

高用量メトトレキサート療法施行時のプロトンポンプ阻害薬併用におけるメトトレキサート排泄

遷延の調査 

第3回日本医薬品安全性学会学術大会（熊本市），2017年7月22日～23日． 

8. 追木正人： 

 

過去の災害から腎臓に関わる業務を考察する 

第11回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2017（福岡市），2017年9月30日

～10月1日． 

9. 鈴木雄太，小笠原蓉子，西館俊介，西和哉，佐賀利英： 

 



腎臓病薬物療法に関する研修会の開催とその評価 

第11回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2017（福岡市），2017年9月30日

～10月1日． 

10. 川田彰彦，高橋舞，佐々木崇，西和哉，佐賀利英： 

 

抗がん剤曝露予防対策とコスト計算 

第53回日本赤十字社医学会総会（仙台市），2017年10月23日～24日． 

11. 竹中真衣，和地徹，杉山文，佐藤久子，佐藤圭吾，武山喜恵，阿部和枝， 

遠藤律子，西和哉，津田佐都子，石橋悟，佐賀利英： 

 

外来持参薬鑑別業務に対する業務改善への取り組み 

第53回日本赤十字社医学会総会（仙台市），2017年10月23日～24日． 

12. 西和哉，川田彰彦，高橋舞，佐々木崇，中澤泰子，高橋秀和，安田勝洋， 

大堀久詔，佐賀利英： 

 

Panitumumabによる低マグネシウム血症の発症状況とリスク因子の調査 

第27回日本医療薬学会年会（千葉市），2017年11月3日～5日． 

13. 稲沢薫，小笠原蓉子，佐藤圭吾，西和哉，佐賀利英： 



 

病棟における疑義照会の調査報告 

第27回日本医療薬学会年会（千葉市），2017年11月3日～5日． 

14. 鷲見実咲，齋藤はるか，千葉里奈，山崎直希，竹中真衣，鈴木雄太，阿部浩幸，

西和哉，澁谷和彦，小林誠一，矢内勝，佐賀利英： 

 

ひたかみ吸入ネットワーク（宮城県石巻地域における吸入指導ネットワーク）の活動報告 

第27回日本医療薬学会年会（千葉市），2017年11月3日～5日． 

15. 小笠原蓉子，齋藤はるか，千葉里奈，竹中真衣，比毛有理子，佐藤圭吾， 

目﨑香苗，河上昭一，西和哉，佐賀利英： 

 

川崎病患者に対する免疫グロブリン不応予測スコアの検討と治療選択への活用について 

第27回日本医療薬学会年会（千葉市），2017年11月3日～5日． 

16. 伊藤貴亮，佐藤圭吾，菅野和，河上昭一，西和哉，佐賀利英： 

 

Linezolid投与患者の血小板減少と因子の調査 

第27回日本医療薬学会年会（千葉市），2017年11月3日～5日． 

17. 阿部浩幸： 



 

手術関連の薬剤業務について 

石巻地区薬剤師研究会（石巻市），2017年11月15日． 

18. 和地徹：  

 

薬剤師外来  

第20回東北ブロック赤十字病院薬剤師研修会（福島市），2017年11月25日～26

日．  

19. 齋藤はるか：  

 

当院の持参薬PC運用について  

第20回東北ブロック赤十字病院薬剤師研修会（福島市），2017年11月25日～26

日．  

20. 阿部浩幸，古木俊也，山崎直希，鈴木雄太，追木正人，目﨑香苗，西和哉，

澁谷和彦，佐賀利英： 

 

退院時指導書に対する保険薬局薬剤師へのアンケート調査 

宮城薬剤師学術フォーラム2017（仙台市），2017年11月26日． 



21. 佐々木崇： 

 

がん治療に対する病院薬剤師の関わり 

第42回石巻がん医療セミナー（石巻市），2017年12月7日． 



2016年度 

◆著書◆ 

1. 佐賀利英： 

 

マイスターから学ぶ皮膚科治療薬の服薬指導術 

メディカルレビュー社，pp190-191，2016． 

◆学会・講演会等◆ 

1. 竹中真衣，藤井梨沙，古木俊也，目﨑香苗，西和哉，石橋悟，佐賀利英： 

 

食欲不振患者におけるミルタザピンの効果 

第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会（福岡市），2016年2月25日～26日． 

2. 佐々木崇： 

 

B型肝炎再活性化対策について 

山形県病院薬剤師会感染対策講習会（山形市），2016年3月5日． 

3. 佐賀利英： 

 

医療安全と薬剤師－災害時における薬剤師の役割と輸液管理－ 



十勝病院薬剤師会学術講演会（帯広市），2016年4月15日． 

4. 佐賀利英： 

 

アメリカにおける薬剤師業務 

仙台市薬剤師会学術講演会（仙台市），2016年5月10日． 

5. 佐賀利英： 

 

KYTを使った安全対策 

フレッシュマンズセミナー（仙台市），2016年6月18日． 

6. 佐々木崇： 

 

B型肝炎再活性化対策における薬剤師の役割， 

第62回みやぎ薬剤師学術研究会（仙台市），2016年6月18日． 

7. 藤井梨沙，千葉里奈，追木正人，河上昭一，西和哉，佐賀利英： 

 

救急病棟における持参薬のコンプライアンス状況に関する状況調査－服薬コンプライアンスと既

往の増悪との関連について－ 

医療薬学フォーラム2016第24回クリニカルファーマシンポジウム（大津市），2016年6月25



日～26日． 

8. 菊地慶，佐々木大岳，菊地由恵，伊藤未来，杉村和彦： 

 

糖尿病サポートチーム糖尿病教室の取り組み 

第4回日本糖尿病協会療養指導学術集会（京都市），2016年7月23日～24日． 

9. 佐々木崇，川田彰彦，高橋舞，菊地慶，西和哉，小林誠一，大堀久詔， 

赤羽武弘，佐賀利英： 

 

固形癌治療におけるde novoB型肝炎を薬剤師の介入によって回避できた二症例 

第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

10. 阿部浩幸，古木俊也，山崎直希，鈴木雄太，追木正人，目﨑香苗，西和哉，

澁谷和彦，佐賀利英： 

 

退院時指導書を介しての薬薬連携の現状と課題 

第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

11. 佐々木美織，佐藤圭吾，西和哉，阿部浩幸，佐賀利英： 

 

小児服薬アドヒアランス向上のための薬剤師の取り組み 



第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

12. 西和哉，川田彰彦，高橋舞，菊地慶，佐々木崇，古田昭彦，佐賀利英： 

 

外来がん化学療法施行患者の発熱に対する経口抗菌剤の有効性， 

第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

13. 福田周，西館俊介，千葉里奈，藤井梨沙，古木俊也，鈴木雄太，目﨑香苗，

西和哉，佐賀利英： 

 

循環器領域におけるポリファーマシーの現状 

第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

14. 西館俊介，福田周，齋藤はるか，鷲見実咲，三村友規，和地徹，二瓶沙織， 

佐藤圭吾，遊佐洋子，西和哉，阿部浩幸，佐賀利英： 

 

当院における休薬指導業務改善への取り組みと現状 

第26回日本医療薬学会年会（京都市），2016年9月17日～19日． 

15. 佐藤圭吾，二瓶沙織，追木正人，目﨑香苗，遊佐洋子，佐賀利英： 

 

石巻赤十字病院における薬剤師教育の現状 



第49回日本薬剤師会学術大会（名古屋市），2016年10月9日～10日． 

16. 佐藤美里，齋藤はるか，福田周，鈴木雄太，西和哉，阿部浩幸，澁谷和彦， 

佐賀利英： 

 

ひたかみ吸入ネットワークにおける薬剤師の取り組み 

第52回日本赤十字社医学会総会（宇都宮市），2016年10月20日～21日． 



2015年度 

◆著書◆ 

1. 佐賀利英： 

 

薬効別服薬指導マニュアル第8版，じほう，2015． 

◆学会・講演会等◆ 

1. 佐々木崇： 

 

当院薬剤部におけるB型肝炎再活性化予防の取り組み 

第2回台原肝炎セミナー（仙台市），2015年5月27日． 

2. 和地徹，藤井梨沙，千葉里奈，川田彰彦，伊藤貴亮，追木正人，遊佐洋子， 

西和哉，阿部浩幸，小原拓，佐賀利英： 

 

石巻赤十字病院における術前中止薬の休薬指導に関する実態調査 

日本病院薬剤師会東北ブロック第5回学術大会（双葉町），2015年6月6日～7日． 

3. 早坂昭一： 

 

当院におけるダプトマイシンの使用経験 



石巻薬剤師感染症研究会（石巻市），2015年6月25日． 

4. 阿部浩幸，藤井梨沙，菅野和，西和哉，佐賀利英： 

 

ビグアナイド系薬剤の処方患者を対象とした医師への情報提供 

第18回日本医薬品情報学会総会・学術大会（岡山市），2015年6月27日～28日． 

5. 千葉里菜，藤井梨沙，和地徹，川田彰彦，伊藤貴亮，追木正人，遊佐洋子， 

西和哉，阿部浩幸，小原拓，佐賀利英： 

 

術前中止薬の休薬失敗例から見えた休薬指導の現状 

第51回日本赤十字社医学会総会（北見市），2015年10月15日～16日． 

6. 佐賀利英： 

 

薬剤師職能将来と期待－チーム医療と地域包括ケアへの貢献－ 

第59回医療薬学公開シンポジウム（仙台市），2015年10月18日． 

7. 追木正人，和地徹，佐藤美里，佐藤圭吾，菅野和，鈴木雄太，目﨑香苗， 

遊佐洋子，西和哉，竹内陽一，松田謙，長澤将，佐賀利英： 

 

処方監査時における腎機能低下患者の処方に対する疑義照会の実態調査 



第9回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2015（仙台市），2015年10月24日～

25日． 

8. 佐藤圭吾，和地徹，佐藤美里，菅野和，鈴木雄太，追木正人，西和哉， 

竹内陽一，松田謙，長澤将，佐賀利英： 

 

慢性腎不全患者への長期間バンコマイシン投与に薬物治療モニタリングが有用であった1例 

第9回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2015（仙台市），2015年10月24日～

25日． 

9. 佐藤美里，和地徹，佐藤圭吾，菅野和，鈴木雄太，追木正人，西和哉， 

竹内陽一，松田謙，長澤将，佐賀利英： 

 

当院の維持透析患者における補正カルシウム濃度の変動に対する使用薬剤の影響 

第9回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2015（仙台市），2015年10月24日～

25日． 

10. 阿部浩幸： 

 

地域医療における病院薬剤師の貢献 

第17回東北ブロック薬剤師研究会（秋田市），2015年11月14日～15日． 

11. 西館俊介： 

 



後発医薬品への対応と問題点 

第17回東北ブロック赤十字病院薬剤師研修会（秋田市），2015年11月14日～15

日． 

12. 和地徹，藤井梨沙，千葉里奈，川田彰彦，伊藤貴亮，佐藤圭吾，追木正人，

遊佐洋子，西和哉，阿部浩幸，小原拓，佐賀利英： 

 

休薬指導における失敗事例の現状 

第25回日本医療薬学年会（横浜市），2015年11月21日～23日． 

13. 川田彰彦，伊藤貴亮, 佐藤圭吾, 高橋直希, 菅野和, 早坂昭一, 佐賀利英： 

 

当院における特定抗菌薬の長期使用監視業務の有用性に関する検討 

第25回日本医療薬学年会（横浜市），2015年11月21日～23日． 

14. 鈴木雄太，和地徹，佐藤美里，佐藤圭吾，菅野和，追木正人，西和哉， 

竹内陽一，松田謙，長澤将，佐賀利英： 

 

腎機能低下患者の重症低血糖防止に対する薬剤師介入の必要性 

第25回日本医療薬学年会（横浜市），2015年11月21日～23日． 

15. 佐々木美織, 比毛有理子, 佐藤圭吾, 西和哉, 阿部浩幸, 佐賀利英： 



 

小児服薬アドヒアランス向上のための薬剤師の取り組み－保護者の視点から－ 

第25回日本医療薬学年会（横浜市），2015年11月21日～23日． 

16. 西和哉，川田彰彦，和地徹，佐藤美里，高橋舞，菊地慶，樫村まどか， 

佐藤圭吾，佐々木崇，鈴木雄太，追木正人，阿部浩幸，佐賀利英： 

 

CDDP併用化学療法におけるshort hydration法で用いるMg投与量の違いによる腎機能の

推移 

第25回日本医療薬学年会（横浜市），2015年11月21日～23日． 



2014年度 

◆学会・講演会等◆ 

1. 西和哉，阿部浩幸： 

 

腎機能からみたデノスマブ投与時の血清Ca値の変化 

日本病院薬剤師会東北ブロック第4回学術大会（仙台市），2014年5月31日～6月1

日． 

2. 樫村まどか，鈴木雄太，西和哉，阿部浩幸，小林誠一，矢内勝，佐藤桂子： 

 

石巻地域における吸入指導ネットワークの構築 

日本病院薬剤師会東北ブロック第4回学術大会（仙台市），2014年5月31日～6月1

日． 

3. 比毛有理子，阿部和恵，竹中真衣，阿部浩幸： 

 

病棟薬剤業務実施加算導入における取り組みの現状と今後の課題 

日本病院薬剤師会東北ブロック第4回学術大会（仙台市），2014年5月31日～6月1

日． 

4. 佐々木崇，西和哉，目﨑香苗，菊地慶，高橋舞，大堀久詔： 



 

当院におけるがん化学療法に伴うB型肝炎再活性化対策への取り組み， 

第52回日本癌治療学会学術集会（横浜市），2014年8月28日～30日． 

5. 西和哉，阿部浩幸： 

 

がん化学療法による吃逆発現とその対応について 

第24回日本医療薬学会年会（名古屋市），2014年9月27日～28日． 

6. 鈴木雄太，佐藤圭吾，追木正人，西和哉，阿部浩幸： 

 

腎機能低下患者への入院時持参薬適正化への介入実態調査， 

第24回日本医療薬学会年会（名古屋市），2014年9月27日～28日． 

7. 佐々木美織、佐藤圭吾、西和哉、阿部浩幸： 

 

小児服薬アドヒアランス向上のための薬剤師の取り組み－服薬状況調査－ 

第24回日本医療薬学会年会（名古屋市），2014年9月27日～28日． 

8. 追木正人，早坂昭一，西和哉，井上陽平，下石和樹，滝澤康志，原田真理， 

小林映子，矢野光，堀治： 

 



日赤薬剤師会災害救援委員会のアンケート結果報告－東日本大震災の対応から－ 

第50回日本赤十字社医学会総会（熊本市），2014年10月16日～17日． 

9. 阿部和恵： 

 

薬剤師による処方・検査オーダー代行， 

第17回東北ブロック赤十字病院薬剤師研修会（石巻市），2014年11月8日． 

10. 竹中真衣： 

 

病棟以外の部門への積極的な関わり 

第 17 回東北ブロック赤十字病院薬剤師研修会（石巻市），2014 年 11 月 8 日． 


