
一般演題（ポスター）

ポスター会場　3F　大会議室A4
11 月 16 日（土）　16:15 ～ 17:15（優秀演題賞候補、奇数番号）
11 月 17 日（日）　 9:30 ～ 10:30（偶数番号）   　　　　　　　

優秀演題賞候補演題
優秀演題賞候補演題 1
 シナカルセト投与量がエボカルセト切替え後に与える影響と換算量の検討 …… S154

吉澤　　拓（あかね会大町土谷クリニック薬剤部）

優秀演題賞候補演題 2
 血液透析患者におけるカルニチン血中濃度の変化についての検討 …………… S154

小牧　誉典（社会医療法人天陽会　中央病院　薬剤部）

優秀演題賞候補演題 3
 炭酸ランタンの長期服用による胃粘膜病変の発現状況調査 …………………… S154

藤本　一郎（崇城大学　薬学部　薬学科）

優秀演題賞候補演題 4
 食餌性高脂血症ラットを用いた高リン血症治療薬と脂質異常症治療薬の 

併用効果に関する検討 ………………………………………………………………………… S154
小田　雅子（北海道医療大学　薬学部）

優秀演題賞候補演題 5
 腹膜透析下でのバンコマイシン静脈内投与の初期投与設計に関する検討 …… S155

中川　裕介（新潟大学医歯学総合病院　薬剤部）

優秀演題賞候補演題 6
 5-FU に起因する高アンモニア血症を生じた高度腎機能低下患者の一例 …… S155

前田　直大（小樽市立病院　薬剤部）

優秀演題賞候補演題 7
 血清クレアチニンを用いた推算糸球体濾過量が過大評価となる要因： 

慢性心不全症例における検討 ……………………………………………………………… S155
石郷　友之（札幌医科大学附属病院　薬剤部）

優秀演題賞候補演題 8
 薬剤性 AKI 予防のためのシックデイルールカードを活用した患者指導 …… S155

塩坂　育子（松山赤十字病院　薬剤部）

優秀演題賞候補演題 9
 CKD 患者への医薬品適正使用を目的とした薬局間トレーシングレポートの 

活用 ………………………………………………………………………………………………… S156
長谷川浩三（有限会社ティーアール　のぞみ薬局）
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AKI・蛋白尿
P-001 内視鏡的粘膜下層剥離術後出血に対する腎機能低下の影響度調査 …………… S157

関口　展貴（佐久総合病院　佐久医療センター　薬剤部）

P-002 結腸・直腸癌における VEGF 阻害薬・抗 VEGFR 抗体薬の尿蛋白への影響 … S157
安田　祐也（JR 札幌病院　薬剤科）

P-003 ラムシルマブによる尿蛋白に関する検討 ……………………………………………… S157
大塚　涼平（大阪市立総合医療センター）

P-004 当院整形外科患者における周術期急性腎障害の発現状況と NSAIDs の影響 … S157
松本　直也（社会医療法人北九州病院　北九州総合病院　薬剤科）

P-005 当院におけるロキソプロフェンとアセトアミノフェンの処方状況の調査 … S158
玉岡　翔弥（あかね会　土谷総合病院　薬剤部）

P-006 PMDA 副作用データベース（JADER）を利用したアミノグリコシド系抗菌薬 
による腎機能障害の副作用解析 …………………………………………………………… S158

森田　有香（高知医療センター　薬剤局）

P-007 活性型ビタミン D3 製剤により高 Ca 血症をきたし急性腎不全を発症した 1 例 … S158
赤間田悠刀（東京女子医科大学病院　薬剤部）

P-008 ニボルマブによる重篤な腎機能障害を認めた一例 ………………………………… S158
本西　　哲（関西医科大学附属病院　薬剤部）

P-009 切除不能な肝細胞癌患者へのレンバチニブ投与による腎障害関連の 
副作用調査 ………………………………………………………………………………………… S159

福野　和治（JCHO 北海道病院）

腎機能
P-010 常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）に対しトルバプタン（TLV）の初回導入を

行った 1 例 ………………………………………………………………………………………… S160
井上　拓也（公立藤岡総合病院　薬剤部）

P-011 薬剤師による PBPM の実施状況　抗 VEGFR 抗体薬投与患者に対する 
尿蛋白定性検査 ………………………………………………………………………………… S160

伊藤　健剛（KKR 札幌医療センター　薬剤科）

P-012 Jaffe 法または酵素法で測定した血清クレアチニン値の差異を算出する試み … S160
高橋　　誠（医療法人彰和会　北海道消化器科病院　薬剤部）

P-013 処方箋における腎機能表記方法の確立に関する研究 ……………………………… S160
栗島　直希（公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター　薬剤部）

P-014 院外処方における腎機能評価を必要とする薬剤の適正使用について ……… S161
古田麻衣子（公立西知多総合病院　薬剤科）
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P-015 山梨県における病院薬剤師の腎機能評価に関する認識調査 …………………… S161
橘田　文彦（山梨大学　医学部　附属病院　薬剤部）

P-016 腎機能低下時に最も注意が必要な薬剤が処方されている患者の 
血清クレアチニン検査の実施率 …………………………………………………………… S161

矢羽羽雅行（函館五稜郭病院　薬剤科）

P-017 入院患者の腎機能と腎機能低下時に注意が必要な薬剤を一括抽出する 
方法の検討 ………………………………………………………………………………………… S161

佐藤　　渉（株式会社日立製作所　日立総合病院）

P-018 日本人向け推算糸球体濾過量の 3 項目式・5 項目式と Cockcroft-Gault 式 
における、性別・BUN・Alb の影響 ……………………………………………………… S162

小澤　康久（沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　薬剤部）

P-019 当院入院患者における腎機能を考慮した持参薬への薬学的介入の実態調査 …… S162
平松さやか（出水総合医療センター）

P-020 腎機能別薬剤投与量確認ツールの作成とその臨床的評価 ……………………… S162
井上　智博（あかね会　土谷総合病院　薬剤部）

P-021 持参薬鑑別時における腎機能確認の取り組みと介入状況調査 ………………… S162
藤脇　孝哉（鹿児島共済会　南風病院　薬剤科）

P-022 院外処方箋に印字された臨床検査値の利活用を目指したセミナーの開催と 
評価について……………………………………………………………………………………… S163

溝口　捺美（国立病院機構　姫路医療センター　薬剤部）

P-023 CKD シールを用いた医療連携について（第 1 報） …………………………………… S163
佐藤　淳子（日本医科大学多摩永山病院　薬剤部）

P-024 お薬手帳への CKD シール貼付の取組み―開始後の評価について― ………… S163
大島　沙紀（兵庫県立西宮病院　薬剤部）

P-025 注射処方監査時における腎機能チェックの取り組みと処方状況調査 ……… S163
近江　令司（釧路赤十字病院　薬剤部）

P-026 Microsoft Excel VBA を用いた腎機能別薬剤投与量計算ツールの作成と 
有用性の検討 ( 第 2 報 ) ………………………………………………………………………… S164

後藤　純一（山形市立病院済生館　薬局）

P-027 Cockcroft-Gault 式を用いてエドキサバン投与量の適正化を図る研究 ……… S164
徳永　　晃（地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館　薬剤部）

P-028 eGFR(mL/min/1.73m2) と eGFR(mL/min)　ロキソプロフェンナトリウム 
投与の際に確認するべきなのはどちらか ……………………………………………… S164

菊池　雄一（横浜市立大学附属市民総合医療センター　薬剤部）
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P-029 メトホルミンの処方にみる注意喚起と検査値表記の効果の検討 ……………… S164
木村　　敦（千葉西総合病院　薬剤科）

P-030 腎機能評価の違いによるカルボプラチン投与量と血液毒性の解析 …………… S165
根来早紀子（市立岸和田市民病院　薬剤部）

P-031 当センターの子宮頸癌・子宮体癌における CBDCA 投与量決定に用いる 
腎機能評価の調査 ……………………………………………………………………………… S165

的場　美香（地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター　薬局）

P-032 膀胱癌に対する Gemcitabine と Carboplatin 併用療法の腎機能による
Carboplatin 投与量と血液毒性の関係 …………………………………………………… S165

高嶋　祥匡（JA 愛知厚生連　海南病院　薬剤部）

P-033 酵素法で測定された血清クレアチニン値の補正に関する調査と検討　 
S-1 胃がん術後補助化学療法について …………………………………………………… S165

中澤　　紘（自治医科大学附属さいたま医療センター）

P-034 正常アルブミン尿である糖尿病患者における eGFR の低下について ………… S166
杉本　悠花（医療法人　光晴会病院　薬剤科）

P-035 ALS 患者に対するエダラボン投与後の腎機能評価についてシスタチン C を 
用いて考察した 1 例 …………………………………………………………………………… S166

村本　優樹（行徳総合病院　薬剤部）

P-036 腎臓病療養指導士テキストに沿った療養指導を実施した患者の二年間の 
eGFR 推移の回帰直線分析 …………………………………………………………………… S166

古賀　大章（アルナ薬局　鹿島店）

P-037 当センターにおける ALS 患者のラジカット導入期の 
腎機能評価方法について …………………………………………………………………… S166

吉田　紗理（大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター　薬局）

P-038 アルツハイマー型認知症治療薬の腎機能に対する適正使用について ……… S167
胡子真里奈（医療法人あかね会　阿品土谷病院　薬剤部）

P-039 釧路赤十字病院における常染色体優性多発性のう胞腎に対する 
トルバプタンの使用実態の検討 …………………………………………………………… S167

森田　航平（総合病院　釧路赤十字病院　薬剤部）

P-040 腎機能の低下した常染色体優性多発性嚢胞腎 (ADPKD) 患者に対する 
トルバプタン投与の有用性について …………………………………………………… S167

小林　慶子（一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　薬剤部）

CKD-MBD
P-041 活性型ビタミン D3 製剤投与中の血清カルシウム値の評価率と高カルシウム 

血症の発症率……………………………………………………………………………………… S168
白木　幸子（高砂市民病院）
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P-042 保存期慢性腎不全患者におけるビタミン D 製剤の有無が透析導入までの 
期間に与える影響 ……………………………………………………………………………… S168

橋辺亜利紗（藤田医科大学病院　薬剤部／藤田医科大学　医学部　臨床薬剤科）

P-043 エルデカルシトール投与による血清カルシウム値上昇の調査 ………………… S168
笠松　依子（福井県済生会病院　薬剤部）

P-044 透析患者のリン吸着剤の服薬状況と、P・Ca 値の相関性についての 
アンケート調査 ………………………………………………………………………………… S168

三谷　将大（有限会社　スバル薬局）

P-045 血液透析患者に対するデノスマブの効果についての検討 ……………………… S169
石塚ほから（新潟県厚生連長岡中央綜合病院　薬剤部）

P-046 シナカルセト高用量からエボカルセト低用量へ切り替えとなった 1 例 …… S169
田中　真優（社会福祉法人　新潟市社会事業協会　信楽園病院　薬剤部）

P-047 シナカルセトからエボカルセトへの等価換算による切り替えの影響 ……… S169
横山　智士（弘前中央病院）

P-048 当院におけるシナカルセトからエボカルセトの切替えと 
新規処方における効果と副作用の検討 ………………………………………………… S169

木村　華子（東京腎泌尿器センター大和病院　薬剤部）

P-049 シナカルセトからエボカルセトへの切替えにおける治療効果の検討 ……… S170
福満　俊一（藤元中央病院　薬剤部）

P-050 血液透析患者におけるシナカルセトからエボカルセトへの変更による 
検査値への影響と副作用の変化 …………………………………………………………… S170

越智　達郎（独立行政法人　地域医療機能推進機構　徳山中央病院）

P-051 腹膜透析患者におけるエボカルセトの使用経験 …………………………………… S170
富田　敏章（一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　薬剤部）

P-052 透析方法の違いがエボカルセトの効果に及ぼす影響の検討 …………………… S170
神崎　洋平（久留米大学病院　薬剤部）

P-053 当院におけるエボカルセトの使用経験 ………………………………………………… S171
小岩　まの（埼玉医科大学病院　薬剤部）

P-054 当院におけるエボカルセトの使用経験とその報告 ………………………………… S171
飯塚　由佳（聖隷佐倉市民病院　薬剤科）

P-055 経口カルシウム受容体作動薬による管理が困難な SHPT 患者における 
エテルカルセチドの有用性 ………………………………………………………………… S171

酒井　敏直（公益財団法人ときわ会　常磐病院　薬剤部）
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CKD 合併症
P-056 球形吸着炭の剤型変更による患者満足度と検査値の調査 ……………………… S172

芦田　理沙（市立福知山市民病院　薬剤部）

P-057 クレメジン服用患者における服薬調査と新規剤形への変更よる影響 ……… S172
石塚　　剛（松本市立病院　医療技術部　薬剤科）

P-058 入院透析患者における腎性貧血治療アルゴリズムの有用性と課題について … S172
多田　知弘（北海道循環器病院　薬剤科）

P-059 当院血液透析患者における絶対的鉄欠乏各種パラメーターと MCH の 
関連調査 …………………………………………………………………………………………… S172

平識　善彦（社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院　薬剤科）

P-060 ESA 製剤別にみた血液透析患者背景因子の検討 …………………………………… S173
岩渕　康信（恵仁会　三愛病院　薬剤科）

P-061 回復期リハビリテーション病床での貧血について ………………………………… S173
谷村　朋子（医療法人社団石鎚会　田辺記念病院）

P-062 かかりつけ薬剤師として関わることで K 値コントロールができた１症例 …… S173
松下　智侑（株式会社ゆうホールディングス　日吉ゆう薬局）

P-063 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 ………………………………………………………………………………… S173

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）

P-064 腎機能低下患者の亜鉛コントロールについて多職種での関わり ……………… S174
金城　史織（医療法人　友愛会　豊見城中央病院）

SGLT2 阻害薬
P-065 腎機能低下を伴う 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の使用実態調査 … S175

中澤　秀美（医療法人医誠会　医誠会病院　薬剤部）

P-066 中等度以上の腎障害患者における SGLT2 阻害薬の有用性に関する検討 …… S175
持田　知志（新潟医療生活協同組合木戸病院　薬剤部）

P-067 2 型糖尿病患者に関するイプラグリフロジンの腎保護作用への検討 ………… S175
柳　　拓也（千葉徳洲会病院　薬剤部）

P-068 ダパグリフロジンの腎保護作用に関する検討………………………………………… S175
池井　　健（神戸赤十字病院　薬剤部／兵庫県災害医療センター　薬剤課）

P-069 ダパグリフロジン併用がレニン - アンジオテンシン系阻害薬服用患者の 
腎機能に及ぼす影響について ……………………………………………………………… S176

近藤　真由（独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院　薬剤部）
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P-070 心不全患者の体重コントロールに SGLT2 阻害薬を提案した１例 ……………… S176
島田麻由美（邑楽館林医療事務組合　公立館林厚生病院　薬剤部）

P-071 血清尿酸値に着目した SGLT2 阻害薬の血糖改善効果の予測因子 ……………… S176
平井　利典（東京女子医科大学東医療センター　薬剤部）

循環器
P-072 直接作用型経口抗凝固薬の推奨外用量に関する調査 ……………………………… S177

秋田　桂汰（名古屋第一赤十字病院）

P-073 当院におけるダビガトランの使用状況と院外処方箋への検査値表示の影響 …… S177
中野　弘基（水戸済生会総合病院　薬剤部）
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