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佐野　茂樹 （徳島大学大学院医歯薬学研究部　教授）佐野　茂樹 （徳島大学大学院医歯薬学研究部　教授）

古川　　清 （愛媛県薬剤師会　会長）古川　　清 （愛媛県薬剤師会　会長）
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中国四国支部学術大会
2021年10月23日（土）・24日（日）
2021年11月8日（月）～21日（日）

LIVE 配信：

オンデマンド配信期間：

主催：日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四国ブロック・日本病院薬剤師会中国四国ブロック主催：日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四国ブロック・日本病院薬剤師会中国四国ブロック

講 演 要 旨 集講 演 要 旨 集

第
60
回 

日
本
薬
学
会
・
日
本
薬
剤
師
会
・
日
本
病
院
薬
剤
師
会
　
　
　
中
国
四
国
支
部
学
術
大
会
　［
講
演
要
旨
集
］　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
一
年
●
愛
媛



第60 回
日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会

中国四国支部学術大会

テーマ：薬学から臨床への躍動－地域に根差した愛ある医療を－
会　期：【ライブ配信】2021年10月23日（土）・24日（日）
　　　　【オンデマンド配信】2021年11月8日（月）～21日（日）
会　場：WEB開催
大会長：浅川 隆重（愛媛県病院薬剤師会　会長・済生会西条病院）
実行委員長：田中 　守（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部長）
　　　　佐野 茂樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部　教授）
　　　　古川 　清（愛媛県薬剤師会　会長）
主　催：日本薬学会中国四国支部
　　　　日本薬剤師会中国四国ブロック
　　　　日本病院薬剤師会中国四国ブロック

WEB開催



セッション名 テーマ 配信形式 配信日時
日本病院薬剤師会 

会長講演 病院薬剤師のこれから ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月23日（土）９:00～９:30

日本薬剤師会 
会長講演

 21世紀は薬剤師が輝く時代！
COVID-19 introduce New Normal and Strategic Plan JPA on 12 SDGｓ

ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月24日（日）９:00～９:30

特別講演1 薬局・薬剤師に出来ること、しなければならないこと ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月23日（土）13:40～14:40

特別講演2 子宮内環境と児の将来の疾患発症との関連 ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月24日（日）13:30～14:30

教育講演1 HIV診療チームにおける薬剤師の活動―患者高齢化を見据えた医療連携― ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月23日（土）８:00～９:30

教育講演2 ビギナー向け臨床研究と倫理指針のお話 ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月24日（日）13:40～15:10

教育講演3 大規模医療情報データベースを活用した医療薬学研究 オンデマンド配信 ―

日本薬学会 
奨励賞受賞講演

動脈硬化抑制に関与するレチノイド関連オーファン受容体の標的遺伝子群の探索 オンデマンド配信 ―

 環境化学物質によるがん増悪機構：無機物および有機物に注目した解析 オンデマンド配信 ―

プロトンポンプ型微生物ロドプシンのプロトン輸送機構に関する研究 オンデマンド配信 ―

加齢関連疾患に対する非侵襲的診断法の開発と天然資源を利用した予防法の開発 オンデマンド配信 ―

スポンサードセミナー 酸関連疾患の標準薬物治療を考える～開かれたフォーミュラリーの活用
と効果(PPI/P-CAB群) ライブ配信 10月23日（土）15:00～16:00

シンポジウム1 連携の架け橋－地域における患者中心の情報共有の必要性を考える－ ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月23日（土）10:00～12:00

シンポジウム2 基礎と臨床の視点から考えるがん薬物療法による有害事象のメカニズムと
マネジメント

ライブ配信 + 
一部オンデマンド配信 10月23日（土）15:10～17:10

シンポジウム3 『薬剤師としての肝炎医療コーディネーターの役割を考える』　　
～多職種・地域連携を考える～

ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月24日（日）９:50～11:50

シンポジウム4 中小病院における連携を考える～何が必要とされているか～ ライブ配信 + 
オンデマンド配信 10月24日（日）15:30～17:00

共催セミナー2
（ランチョン） 最新のAF合併PCI患者における抗血栓療法 ライブ配信 10月23日（土）12:20～13:20

共催セミナー３
（スイーツ）

薬剤師のポジショニングを調剤ロボットで高める　～薬剤師バリューの
最大化を目指すための社会的な視点～ ライブ配信 10月23日（土）16:20～17:20

共催セミナー４
（ランチョン）

腎不全末期（透析導入期）の薬物治療の留意点ーポリファーマシーを何
とかしたいー ライブ配信 10月23日（土）17:40～18:40

共催セミナー５
（ランチョン）

チームで取り組むirAEマネジメント　～Team M-ICI～
ライブ配信 10月23日（土）９:50～10:50

Team M-ICIを導入しての手ごたえ
共催セミナー６
（ランチョン） 婦人科癌領域における制吐療法について整理する ライブ配信 10月23日（土）11:10～12:10

共催セミナー7
（ランチョン）

患者さんのQOLの改善のために～がん悪液質の最新の話題とアナモレ
リン塩酸塩への期待～ ライブ配信 10月23日（土）12:30～13:30

共催セミナー８
（ランチョン） 肺がんの薬物治療～薬剤師に求めること～ ライブ配信 10月23日（土）13:50～14:50

共催セミナー9
（スイーツ）

肺がんの薬物治療における薬剤師の役割
ライブ配信 10月23日（土）17:40～18:40

肺がん治療における薬薬連携～多種多様な副作用を地域連携でフォローする～
共催セミナー10
（ランチョン） バイオシミラーの躍動　～患者のための愛のある医療を～ ライブ配信 10月24日（日）12:10～13:10

共催セミナー11
（ランチョン） 心不全の病態と治療の新展開 ライブ配信 10月24日（日）14:50～15:50

共催セミナー12
（ランチョン）

地域ぐるみで取り組む重症化予防　～期待される薬剤師の役割～
ライブ配信 10月24日（日）16:10～17:10在宅高齢者における栄養と食支援の取り組みと現状　～多職種連携をと

おして～
共催セミナー13
（ランチョン）

 薬剤師による外来がん化学療法での副作用マネジメント　～「これまで」
と「これから」～ ライブ配信 10月24日（日）９:40～10:40

共催セミナー14
（ランチョン） 認知症の診断と治療～愛媛県での取り組みをふまえて～ ライブ配信 10月24日（日）11:00～12:00

共催セミナー15
（ランチョン）

便秘に悩む地域の患者さんへ、薬剤師はどう関われるのか？ 
～基本の酸化マグネシウム製剤から学ぶ、便秘症治療のイロハ～ ライブ配信 10月24日（日）12:20～13:20

共催セミナー16
（ランチョン）

0402通知の先へ！分光分析により一包化散薬の同定監査を可能とする散
薬監査支援装置について オンデマンド配信 ―

共催セミナー17 薬剤部とMRの新たなコミュニケーション　プラットフォーム
「MONITARO」 オンデマンド配信 ―

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。

特別・企画セッション一覧

− 2−



セッション名 氏名（所属）
日本病院薬剤師会

会長講演 木平　健治（一般社団法人日本病院薬剤師会　会長）

日本薬剤師会
会長講演 山本　信夫（公益社団法人　日本薬剤師会　会長）

特別講演1 岩月　　進（一般社団法人愛知県薬剤師会　会長/ヨシケン岩月薬局）
特別講演2 杉山　　隆（愛媛大学医学部附属病院　病院長/愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授）
教育講演1 井門　敬子（愛媛大学医学部附属病院　副薬剤部長）
教育講演2 山下梨沙子（愛媛大学医学部附属病院　臨床研究支援センター　副センター長・副薬剤部長）
教育講演3 座間味義人（岡山大学病院　薬剤部　教授・薬剤部長）

日本薬学会
奨励賞受賞講演

松岡　浩史（福山大学薬学部）
平尾　雅代 （広島国際大学 薬学部 環境毒物代謝学研究室）
田母神　淳（松山大学薬学部）
常風　興平（高知大学医学部附属病院）

スポンサードセミナー 市橋　　孟（NTT東日本関東病院　薬剤部　医薬品情報室　室長）

シンポジウム1
富永　圭司（国府調剤薬局）
庄野　由桂（庄野薬局神拝店）
笠原　庸子（県立広島病院薬剤科）
金田　崇文（株式会社ケイ・クリエイト　こやま薬局）

シンポジウム2
北村　佳久（就実大学　薬学部　薬物治療学）
合田　光寛（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学/徳島大学病院 総合臨床研究センター）
阪田　安彦（広島市立広島市民病院　薬剤部）
田頭　尚士（国立病院機構呉医療センター　薬剤部）

シンポジウム3
越智　理香（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部）
石田　　翔（広島市立広島市民病院　薬剤部）
立木佐知子（徳島大学病院　看護部　肝疾患相談室）
日浅　陽一（愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学　教授）

シンポジウム4
塩出　憲仁（医療法人順天会　放射線第一病院）
荒川　隆之（医療法人長久堂野村病院　診療支援部　薬剤科　科長）
山内　隆史（有限会社アポトライ　ダテ薬局）

共催セミナー2
（ランチョン） 阿部　充伯（医療法人松山ハートセンターよつば循環器科クリニック　院長）

共催セミナー３
（スイーツ） 森　　和明（株式会社ユヤマ　学術部　部長）

共催セミナー４
（ランチョン） 石井　　博（社会福祉法人恩賜財団　済生会西条病院　副院長　外科部長）

共催セミナー５
（ランチョン）

村上　通康（松山赤十字病院　薬剤部長）
川口　英俊（松山赤十字病院　乳腺外科　部長）

共催セミナー６
（ランチョン） 松元　　隆（愛媛大学医学部　産婦人科　准教授）

共催セミナー7
（ランチョン） 野上　尚之（愛媛大学大学院医学系研究科　地域胸部疾患治療学　教授）

共催セミナー８
（ランチョン） 上月　稔幸（独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター呼吸器内科　臨床研究センター長）

共催セミナー9
（スイーツ）

濟川　聡美（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　主任）
小倉　千奈（四国がんセンター　薬剤部　調剤主任）

共催セミナー10
（ランチョン） 米澤　　淳（京都大学大学院薬学研究科　准教授/医学部附属病院 薬剤部　副部長）

共催セミナー11
（ランチョン） 大木元明義（市立宇和島病院　医監兼臨床研修管理部長兼循環器内科主任科長）

共催セミナー12
（ランチョン）

松本　　洋（日本慢性疾患重症化予防学会　専務理事）
黒石美由紀（渭南病院　在宅訪問管理栄養士）

共催セミナー13
（ランチョン） 鍛治園　誠（岡山大学病院　薬剤部　副薬剤部長）

共催セミナー14
（ランチョン） 森　　崇明（愛媛大学大学院医学系研究科　精神神経科学　講師）

共催セミナー15
（ランチョン） 大橋　勝久（大橋胃腸肛門科外科医院　院長・理事長）

共催セミナー16
（ランチョン）

亀井　健人（倉敷中央病院薬剤部　病棟薬剤室長）
森山　　圭（株式会社ウィズレイ　代表取締役）

共催セミナー17 村上　通康（松山赤十字病院　薬剤部長）
伊東　俊雅（東京女子医科大学東医療センター　薬剤部長）

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。

特別・企画セッション　演者一覧

− 3−



セッション名 氏名（所属）
日本病院薬剤師会 

会長講演 浅川　隆重（愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）

日本薬剤師会 
会長講演 古川　　清（愛媛県薬剤師会 会長）

特別講演1 田中　智美（愛媛県薬剤師会 副会長）

特別講演2 田中　　守（愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）

教育講演1 小坂　信二（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）

教育講演2 田中　亮裕（済生会西条病院薬局 薬局長）

スポンサードセミナー 田中　　守（愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）

シンポジウム1 飛鷹　範明（愛媛大学医学部附属病院薬剤部　助教・副薬剤部長）
笠原　庸子（県立広島病院薬剤科）

シンポジウム2 奥山　　聡（松山大学薬学部　薬理学研究室　教授）
渡邉　真一（松山大学薬学部　医療薬学研究室　准教授）

シンポジウム3 浅川　隆重（愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）
越智　理香（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　副部長）

シンポジウム4 福岡　竜逸（住友別子病院　薬剤部長）
塩出　憲仁（医療法人順天会　放射線第一病院　薬剤部）

共催セミナー２
（ランチョン） 田中　　守（愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）

共催セミナー３
（スイーツ） 飛鷹　範明（愛媛大学医学部附属病院薬剤部　助教・副薬剤部長）

共催セミナー４
（ランチョン） 森　　英樹（岡山赤十字病院　薬剤部　部長）

共催セミナー５
（ランチョン） 島田　美樹（鳥取大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）

共催セミナー６
（ランチョン） 石澤　啓介（徳島大学大学院 医歯薬学研究部　臨床薬理学分野　教授・薬剤部長）

共催セミナー7
（ランチョン） 小坂　信二（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）

共催セミナー８
（ランチョン） 町田　　仁（社会福祉法人　恩賜財団　済生会松山病院　薬剤部長）

共催セミナー9
（スイーツ） 福岡　竜逸（住友別子病院　薬剤部長）

共催セミナー10
（ランチョン） 宮村　充彦（高知大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）

共催セミナー11
（ランチョン） 浅川　隆重（愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）

共催セミナー12
（ランチョン） 竹内　信人（市立宇和島病院　薬局長）

共催セミナー13
（ランチョン） 松尾　裕彰（広島大学病院　教授・薬剤部長）

共催セミナー14
（ランチョン） 古川　　清（愛媛県薬剤師会　会長）

共催セミナー15
（ランチョン） 直良　浩司（島根大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）

共催セミナー16
（ランチョン） 村上　通康（松山赤十字病院　薬剤部長）

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。

座長一覧
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◆WEB公開期間
　ラ イ ブ 配 信：2021年10月23日（土）・24日（日）
　オンデマンド配信：2021年11月8日（月）～21日（日）

◆会場について
　完全WEB開催となりましたので、現地での開催はございません。

◆参加方法（WEB閲覧システム）について
　参加には事前参加登録が必要です。
　 二次参加登録（オンデマンド配信視聴のみ）については10/25（月）より開始いたします。
　 参加登録をされた方には、WEB閲覧システムにログインするためのIDとパスワードを、メールに

てお送りいたします。期間中に適宜ログインいただき、各発表を視聴・閲覧ください。
　※ 一次参加登録をされた方には10月中旬、二次参加登録をされた方には10月下旬（11月上旬）に参

加登録の際にご登録いただいたメールアドレス宛に運営事務局よりお送りさせていただきます。

　＜WEB開催閲覧ページ＞
　https://mdpj.jp/interlude/jshp60cs/index.cfm

　＜推奨環境＞
　Windows 10/8
　　Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（全て最新版）
　　Internet Explorer では閲覧出来ません。
　Macintosh macOS Mojave以上
　　Google Chrome for mac、Safari、Mozilla Firefox（該当OSで使用できる最新版）

　※ライブ配信セッションは、Zoomを用いて実施いたします。
　　各視聴には、別途視聴登録とログインが必要です。

◆参加証明書および領収書について
　○一次参加登録・二次参加登録
　　 11月中旬にネームカード（参加証）および領収書を郵送いたします。ネームカードの再発行はい

たしかねますのでご注意ください。

◆要旨集について
　大会ホームページより第60回大会の要旨集PDFデータがダウンロード可能です。

◆連絡協議会（懇親会）
　WEB開催に伴い中止となります。

◆令和３年度日本病院薬剤師会中国四国ブロック会長会議報告
　日時：11月8日（月）17時～18時（オンデマンド配信）
　※上記時間内であれば何度も視聴可能です。

参加者へのご案内
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◆テキストを利用した質疑応答
＜オンデマンド配信＞
　 指定演題・一般演題ともにWEB視聴ページにてコメントをテキスト入力が可能です。演者の先生

が確認次第随時回答となります。

＜ライブ配信＞
　 今回のWEB 開催（閲覧）システムでは、各演題に質問等のコメントをテキスト入力できる掲示板

を設けています。活発な学術交流にお役立てください。

◆単位認定について（申請中）
　該当セッションの聴講によって以下の研修単位を取得いただけるよう現在申請中です。
　詳細はホームページをご確認ください。
　セッションの時間や配信形式により単位や取得方法が異なりますのでご注意ください。
＜オンデマンド動画セッションについて＞
　●日病薬病院薬学認定薬剤師制度：研修単位シール
　オンデマンド配信のセッションでは、動画視聴後必ず申請フォームより回答を行ってください。
　 視聴およびキーワードの回答をもって単位取得となります。受講者の氏名、所属、受講状況等の名

簿を日本病院薬剤師会に報告いたします。研修シールは日本病院薬剤師会での報告内容の確認の後、
学会事務局での準備が整い次第、お送りいたします。

＜ライブ配信セッションについて＞
　●日病薬病院薬学認定薬剤師制度：研修単位シール
　●日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度：研修受講シール
　日本病院薬剤師会または日本薬剤師研修センターのいずれか一方を受け取れます。
　受講確認のため、必ず「キーワード」の回答・送信を行ってください。
　受講確認ができない場合には、シールを配布できませんのでご注意ください。
　日本薬剤師研修センターでは、2回のキーワードが合致する必要があります。
　 単位をご希望の方は必ず最初から最後まで視聴し、キーワードの回答を必ず行ってください。
　 受講者の氏名、所属、受講状況等の名簿を日本病院薬剤師会または日本薬剤師研修センターに報告い

たします。日本薬剤師研修センターには、薬剤師免許番号や配布する研修受講シール番号も報告します。
 研修シールは、日本病院薬剤師会や学会事務局にて報告内容確認の後、準備が整い次第、順次お送
りいたします。

【日病薬病院薬学認定薬剤師制度：研修単位シール】
※9月17日時点での予定研修項目はホームページをご確認ください。

セッション名 単位数 セッション形式
特別講演1、2 各0.5単位 ライブ配信+オンデマンド

シンポジウム1、3～4 各1単位 ライブ配信+オンデマンド
シンポジウム2 1単位 ライブ配信
教育講演1、2 各1単位 ライブ配信+オンデマンド

日本薬学会奨励賞受賞講演 1単位 オンデマンド
スポンサードセミナー 0.5単位 ライブ配信
共催セミナー2～15 0.5単位 ライブ配信

【日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度：研修受講シール】
セッション名 単位数 セッション形式
教育講演1､ 2 各１単位 ライブ配信

シンポジウム1～4 各１単位 ライブ配信

◆高校生オープン学会
　高校生オープン学会の開催は中止といたします。
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◆座長へのご案内
　WEB開催に伴い、一般演題・日本薬学会奨励賞受賞講演の座長はございません。

◆演者へのご案内
ライブ配信：�日本病院薬剤師会会長講演・日本薬剤師会会長講演・特別講演１、2・教育講演1、2・

シンポジウム1～4・共催セミナー（一部セッション）・スポンサードセミナー
　・当日は、Zoomミーティング会場にご入室いただき、質疑応答にご対応ください。
　・ Zoom登壇方法につきましては別途運営事務局からのご案内をご確認ください。

オンデマンド配信：ご承諾いただけた指定演題・一般演題・共催セミナー（一部セッション）
　・ご発表データを事前にご提出ください。ご提出いただいたデータを放映させていただきます。
　　 詳細につきましては、ホームページまたは、運営事務局よりご案内をしておりますメールをご確

認ください。
　・ ご発表データのご提出および参加費のお支払いをもって、第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日

本病院薬剤師会中国四国支部学術大会での発表業績とさせていただきます。
　※データ提出方法については学術大会ホームページをご確認ください。

◆質疑応答について
　　 今回のWEB開催（閲覧）システムでは、各演題に質問のコメントをテキスト入力できる掲示板

がございます。質問への回答や追加コメントによって、活発な学術交流にお役立てください。

　※ 指定演題（特別講演、教育講演、シンポジウム）の座長・演者の先生方には、別途運営事務局や
共催企業より、ご案内いたします。

◆WEB�（ライブ配信）でご登壇の皆さまへ
1) ライブ配信を行う先生方は、任意の場所より、ご自身のPCでZoom（WEB会議システム）を使用

してセッションにご参加いただきます。
　 ご参加いただくセッションのZoomのURLは、個別にメールでご案内いたしますので当日はセッショ

ン開始の1時間～40分前までにはご入室の上、待機してください。
2) WEB参加にあたっては、以下ご対応をお願いいたします。別途メールにてお送りいたします「Zoom

登壇マニュアル」を必ずご確認の上、セッションにご参加ください。
　・ インターネットにつながる通信環境がよい場所でご参加ください。（有線LANをご利用ください）
　・ 極力静かな場所で雑音が入らないようお願いいたします。
　・ お持ちのPCにカメラ・スピーカー・マイクが付属されているかご確認ください。可能な限り、マ

イク付きイヤホンやヘッドセットマイクなどをご使用ください。
　・ ご自身のPC上では、セッション中に不要なアプリケーションは全て閉じてください。

座長・演者へのご案内
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日 程 表

2021年10月23日（土）
A会場 B会場A会場 B会場
2021年10月24日（日）

8:00

9:30

9:50

10:50

11:10

12:10

12:30

13:30

13:50

14:50

15:10

17:10

17:40

18:40

共催セミナー5
座長：島田　美樹
演者：村上　通康
　　　川口　英俊

共催：中外製薬株式会社

共催セミナー6
「婦人科癌領域における

制吐療法について整理する」
座長：石澤　啓介
演者：松元　　隆

共催：大鵬薬品工業株式会社

共催セミナー7
「患者さんの QOL の改善のために

～がん悪液質の最新の話題と
アナモレリン塩酸塩への期待～」

座長：小坂　信二
演者：野上　尚之

共催：小野薬品工業株式会社

共催セミナー8
「肺がんの薬物治療

～薬剤師に求めること～」
座長：町田　　仁
演者：上月　稔幸

共催：沢井製薬株式会社

共催セミナー9
座長：福岡　竜逸
演者：濟川　聡美
　　　小倉　千奈

共催：株式会社ヤクルト本社

教育講演1
「HIV 診療チームにおける薬剤師の活動

―患者高齢化を見据えた医療連携―」
座長：小坂　信二
演者：井門　敬子

シンポジウム2
「基礎と臨床の視点から考えるがん薬物療法による

有害事象のメカニズムとマネジメント」
SY-2-1 ～ SY-2-4
座長：奥山　　聡
　　　渡邉　真一
演者：北村　佳久
　　　合田　光寛
　　　阪田　安彦
　　　田頭　尚士

9:00

9:30

9:50

11:50

12:10

13:10

13:30

14:30

14:50

15:50

16:10

17:10
17:15

日本薬剤師会会長講演
「21世紀は薬剤師が輝く時代！ COVID-19 introduce New 

Normal and Strategic Plan JPA on 12 SDGｓ」
座長：古川　　清　演者：山本　信夫

共催セミナー10
「バイオシミラーの躍動

～患者のための愛のある医療を～」
座長：宮村　充彦
演者：米澤　　淳

共催：ファイザー株式会社

共催セミナー11
「心不全の病態と治療の新展開」

座長：浅川　隆重
演者：大木元明義

共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー12
座長：竹内　信人
演者：松本　　洋
　　　黒石美由紀

共催：株式会社大塚製薬工場

特別講演2
「子宮内環境と児の将来の

疾患発症との関連」
座長：田中　　守
演者：杉山　　隆

シンポジウム3
「『薬剤師としての

肝炎医療コーディネーターの
役割を考える』

～多職種・地域連携を考える～」
SY-3-1 ～ SY-3-4
座長：浅川　隆重
　　　越智　理香
演者：越智　理香
　　　石田　　翔
　　　立木佐知子
　　　日浅　陽一

10:40

11:00

12:00

12:20

9:40

13:20

13:40

15:10

15:30

17:00

教育講演2
「ビギナー向け臨床研究と

倫理指針のお話」
座長：田中　亮裕　
演者：山下　梨沙子

シンポジウム4
「中小病院における連携を考える

～何が必要とされているか～」
SY-4-1 ～ SY-4-3
座長：福岡　竜逸
　　　塩出　憲仁
演者：塩出　憲仁
　　　荒川　隆之
　　　山内　隆史

共催セミナー13
「薬剤師による外来がん化学療法での

副作用マネジメント
～「これまで」と「これから」～」

座長：松尾　裕彰
演者：鍛治園　誠

共催：日本化薬株式会社

共催セミナー14
「認知症の診断と治療

～愛媛県での取り組みをふまえて～」
座長：古川　　清
演者：森　　崇明

共催：東和薬品株式会社

共催セミナー15
「便秘に悩む地域の患者さんへ、薬剤師はどう関われるのか？

～基本の酸化マグネシウム製剤から学ぶ、便秘症治療のイロハ～」
座長：直良　浩司
演者：大橋　勝久

共催：協和化学工業株式会社

8:55
9:00

9:30

10:00

12:00

12:20

13:20

13:40

14:40

15:00

16:00

16:20

17:20

17:40

18:40

開会式
日本病院薬剤師会会長講演

「病院薬剤師のこれから」
座長：浅川　隆重
演者：木平　健治

共催セミナー2
「最新の AF 合併 PCI 患者に

おける抗血栓療法」
座長：田中　　守
演者：阿部　充伯

共催：第一三共株式会社

スポンサードセミナー
「酸関連疾患の標準薬物治療を考える

～開かれたフォーミュラリーの
活用と効果 (PPI/P-CAB 群 )」

座長：田中　　守
演者：市橋　　孟

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー3
「薬剤師のポジショニングを調剤ロボットで高める

～薬剤師バリューの最大化を目指すための社会的な視点～」
座長：飛鷹　範明
演者：森　　和明
共催：株式会社ユヤマ

共催セミナー4
「腎不全末期（透析導入期）の薬物治療の留意点

ーポリファーマシーを何とかしたいー」
座長：森　　英樹
演者：石井　　博

共催：田辺三菱製薬株式会社

シンポジウム1
「連携の架け橋－地域における患者中心の

情報共有の必要性を考える－」
SY-1-1 ～ SY-1-4
座長：飛鷹　範明
　　　笠原　庸子
演者：富永　圭司
　　　庄野　由桂
　　　笠原　庸子
　　　金田　崇文

特別講演1
「薬局・薬剤師に出来ること、

しなければならないこと」
座長：田中　智美
演者：岩月　　進

病

病

病

病

病 病

病 研

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

研 ： 日本薬剤師研修センター研修認定　薬剤師制度：研修受講シール
病 ： 日病薬病院薬学認定薬剤師制度：研修単位シール

病 研
病 研

病 研

病 研

病 研

閉会式
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プログラム





日本病院薬剤師会会長講演

CL-1	 	病院薬剤師のこれから
	 座長：浅川　隆重	 （愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）
	 講師：木平　健治	 （一般社団法人日本病院薬剤師会　会長）

日本薬剤師会会長講演

CL-2	 	21世紀は薬剤師が輝く時代！	
COVID-19	introduce	New	Normal	and	Strategic	Plan	JPA	on	12	SDGｓ

	 座長：古川　　清	 （愛媛県薬剤師会　会長）
	 講師：山本　信夫	 （公益社団法人　日本薬剤師会　会長）

特別講演1

SL-1	 薬局・薬剤師に出来ること、しなければならないこと
	 座長：田中　智美	 （愛媛県薬剤師会　副会長）
	 講師：岩月　　進	 （一般社団法人愛知県薬剤師会　会長/ヨシケン岩月薬局）

特別講演2

SL-2	 	子宮内環境と児の将来の疾患発症との関連
	 座長：田中　　守	 （愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）
	 講師：杉山　　隆	 （愛媛大学医学部附属病院　病院長/愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授）

教育講演1

EL-1	 	HIV診療チームにおける薬剤師の活動―患者高齢化を見据えた医療連携―
	 座長：小坂　信二	 （香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
	 講師：井門　敬子	 （愛媛大学医学部附属病院　副薬剤部長）

教育講演2

EL-2	 	ビギナー向け臨床研究と倫理指針のお話
	 座長：田中　亮裕	 （済生会西条病院薬局　薬局長）
	 講師：山下　梨沙子	（愛媛大学医学部附属病院　臨床研究支援センター　副センター長・副薬剤部長）

教育講演3

EL-3	 大規模医療情報データベースを活用した医療薬学研究
	 講師：座間味　義人	（岡山大学病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
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シンポジウム1

連携の架け橋－地域における患者中心の情報共有の必要性を考える－
	 座長：飛鷹　範明	 （愛媛大学医学部附属病院薬剤部　助教・副薬剤部長）
	 　　　笠原　庸子	 （県立広島病院薬剤科）
SY-1-1	 	連携（多職種との連携）
	 演者：富永　圭司	 （国府調剤薬局）
SY-1-2	 	終末期の暮らしを支える多職種連携～「医療」と「介護」の架け橋として～
	 演者：庄野　由桂	 （庄野薬局神拝店）
SY-1-3	 	地域における小児在宅医療を支える架け橋となるために
	 演者：笠原　庸子	 （県立広島病院薬剤科）
SY-1-4	 	過去の災害から学ぶ災害時に必要な体制づくり～薬剤師にできる有用な連携～
	 演者：金田　崇文	 （株式会社ケイ・クリエイト　こやま薬局）

シンポジウム2

基礎と臨床の視点から考えるがん薬物療法による有害事象のメカニズムとマネジメント
	 座長：奥山　　聡	 （松山大学薬学部　薬理学研究室　教授）
	 　　　渡邉　真一	 （松山大学薬学部　医療薬学研究室　准教授）
SY-2-1	 	基礎研究から考察する抗がん剤投与による精神機能低下およびその対応
	 演者：北村　佳久	 （就実大学　薬学部　薬物治療学）
SY-2-2	 	大規模医療情報データベースを活用した抗がん剤副作用に対する予防法の確立
	 演者：合田　光寛	 （徳島大学大学院	医歯薬学研究部	臨床薬理学/徳島大学病院	総合臨床研究センター）
SY-2-3	 	がん化学療法における有害事象に対するアセスメントの必要性とそのマネジメント
	 演者：阪田　安彦	 （広島市立広島市民病院　薬剤部）
SY-2-4	 	メカニズムから考える味覚障害のマネジメント
	 演者：田頭　尚士	 （国立病院機構呉医療センター　薬剤部）

日本薬学会奨励賞受賞講演

AL-1	 	動脈硬化抑制に関与するレチノイド関連オーファン受容体の標的遺伝子群の探索
	 講師：松岡	浩史	 （福山大学薬学部）
AL-2	 	環境化学物質によるがん増悪機構：無機物および有機物に注目した解析
	 講師：平尾	雅代		 （広島国際大学	薬学部	環境毒物代謝学研究室）
AL-3	 	プロトンポンプ型微生物ロドプシンのプロトン輸送機構に関する研究
	 講師：田母神　淳	 （松山大学薬学部）
AL-4	 加齢関連疾患に対する非侵襲的診断法の開発と天然資源を利用した予防法の開発
	 講師：常風　興平	 （高知大学医学部附属病院）

スポンサードセミナー

SS	 酸関連疾患の標準薬物治療を考える～開かれたフォーミュラリーの活用と効果(PPI/P-CAB群)
	 座長：田中　　守	 （愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）
	 演者：市橋　　孟	 （NTT東日本関東病院　薬剤部　医薬品情報室　室長）
	 共催：武田薬品工業株式会社
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シンポジウム3

『薬剤師としての肝炎医療コーディネーターの役割を考える』～多職種・地域連携を考える～
	 座長：浅川　隆重	 （愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）
	 　　　越智　理香	 （愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　副部長）
SY-3-1	 	肝炎医療コーディネーターとしての薬剤師の取り組み
	 演者：越智　理香	 （愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　副部長）
SY-3-2	 	病院薬剤師の肝疾患患者への関わり～内科病棟での薬物療法マネジメントを中心に～
	 演者：石田　翔	 （広島市立広島市民病院　薬剤部）
SY-3-3	 	多職種で取り組む肝炎医療コーディネーター活動と今後の課題
	 演者：立木　佐知子	（徳島大学病院　看護部　肝疾患相談室）
SY-3-4	 	ウイルス性肝炎の現状と課題～肝炎医療コーディネーターへの期待～
	 演者：日浅　陽一	 （愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学　教授）

シンポジウム4

中小病院における連携を考える～何が必要とされているか～
	 座長：福岡　竜逸	 （住友別子病院　薬剤部長）
	 　　　塩出　憲仁	 （医療法人順天会　放射線第一病院　薬剤部）
SY-4-1	 	連携の「意味」と「意義」　～誰のため？何のため？～
	 演者：塩出　憲仁	 （医療法人順天会　放射線第一病院）
SY-4-2	 	地域につなげる薬物療法のため中小病院薬剤師にできること
	 演者：荒川　隆之	 （医療法人長久堂野村病院　診療支援部薬剤科）
SY-4-3	 	在宅緩和ケアモデル事業における薬剤師の活動
	 演者：山内　隆史	 （有限会社アポトライ　ダテ薬局）

共催セミナー２（ランチョンセミナー）

SS2	 	最新のAF合併PCI患者における抗血栓療法
	 座長：田中　　守	 （愛媛大学医学部附属病院　准教授・薬剤部長）
	 演者：阿部　充伯	 （医療法人松山ハートセンターよつば循環器科クリニック　院長）
	 共催：第一三共株式会社

共催セミナー３（スイーツセミナー）

SS3	 	薬剤師のポジショニングを調剤ロボットで高める～薬剤師バリューの最大化を目指すための社会的な視点～
	 座長：飛鷹　範明	 （愛媛大学医学部附属病院薬剤部　助教・副薬剤部長）
	 演者：森　　和明	 （株式会社ユヤマ　学術部　部長）
	 共催：株式会社ユヤマ

共催セミナー４（ランチョンセミナー）

SS4	 	腎不全末期（透析導入期）の薬物治療の留意点ーポリファーマシーを何とかしたいー
	 座長：森　　英樹	 （岡山赤十字病院　薬剤部　部長）
	 演者：石井　　博　	（社会福祉法人恩賜財団　済生会西条病院　副院長　外科部長）
	 共催：田辺三菱製薬株式会社

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。
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共催セミナー 10（ランチョンセミナー）

SS10	 	バイオシミラーの躍動　～患者のための愛のある医療を～
	 座長：宮村　充彦	 （高知大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）
	 演者：米澤　　淳	 （京都大学大学院薬学研究科　准教授　医学部附属病院	薬剤部　副部長）
	 共催：ファイザー株式会社

共催セミナー 9（スイーツセミナー）

	 座長：福岡　竜逸	 （住友別子病院　薬剤部長）
SS9-1	 	肺がん治療における薬薬連携～多種多様な副作用を地域連携でフォローする～
	 演者：濟川　聡美	 （愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　主任）
SS9-2	 	肺がんの薬物治療における薬剤師の役割
	 演者：小倉　千奈	 （四国がんセンター　薬剤部　調剤主任）
	 共催：株式会社ヤクルト本社

共催セミナー８（ランチョンセミナー）

SS8	 	肺がんの薬物治療～薬剤師に求めること～
	 座長：町田　　仁	 （社会福祉法人　恩賜財団　済生会松山病院　薬剤部長）
	 演者：上月　稔幸	 （独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター呼吸器内科　臨床研究センター長）
	 共催：沢井製薬株式会社

共催セミナー５（ランチョンセミナー）

	 座長：島田　美樹	 （鳥取大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）
SS5-1	 	チームで取り組むirAEマネジメント　～Team	M-ICI～
	 演者：村上　通康	 （松山赤十字病院　薬剤部長）
SS5-2	 Team	M-ICIを導入しての手ごたえ
	 演者：川口　英俊	 （松山赤十字病院　乳腺外科　部長）
	 共催：中外製薬株式会社

共催セミナー６（ランチョンセミナー）

SS6	 	婦人科癌領域における制吐療法について整理する
	 座長：石澤　啓介	 （徳島大学大学院	医歯薬学研究部　臨床薬理学分野　教授・薬剤部長）
	 演者：松元　　隆	 （愛媛大学医学部　産婦人科　准教授）
	 共催：大鵬薬品工業株式会社

共催セミナー 7（ランチョンセミナー）

SS7	 	患者さんのQOLの改善のために～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～
	 座長：小坂　信二	 （香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
	 演者：野上　尚之	 （愛媛大学大学院医学系研究科　地域胸部疾患治療学　教授）
	 共催：小野薬品工業株式会社

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。
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共催セミナー 11（ランチョンセミナー）

SS11	 心不全の病態と治療の新展開
	 座長：浅川　隆重	 （愛媛県病院薬剤師会　会長/済生会西条病院）
	 演者：大木元　明義	（市立宇和島病院　医監兼臨床研修管理部長兼循環器内科主任科長）
	 共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー 12（ランチョンセミナー）

	 座長：竹内　信人	 （市立宇和島病院　薬局長）
SS12-1	 	地域ぐるみで取り組む重症化予防　～期待される薬剤師の役割～
	 演者：松本　　洋	 （日本慢性疾患重症化予防学会　専務理事）
SS12-2	 在宅高齢者における栄養と食支援の取り組みと現状　～多職種連携をとおして～
	 演者：黒石　美由紀	（渭南病院　在宅訪問管理栄養士）
	 共催：株式会社大塚製薬工場

共催セミナー 13（ランチョンセミナー）

SS13	 薬剤師による外来がん化学療法での副作用マネジメント　～「これまで」と「これから」～
	 座長：松尾　裕彰	 （広島大学病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
	 演者：鍛治園　誠	 （岡山大学病院　薬剤部　副薬剤部長）
	 共催：日本化薬株式会社

共催セミナー 14（ランチョンセミナー）

SS14	 	認知症の診断と治療～愛媛県での取り組みをふまえて～
	 座長：古川　　清	 （愛媛県薬剤師会　会長）
	 演者：森　　崇明	 （愛媛大学大学院医学系研究科　精神神経科学　講師）
	 共催：東和薬品株式会社

共催セミナー 15（ランチョンセミナー）

SS15	 	便秘に悩む地域の患者さんへ、薬剤師はどう関われるのか？	
～基本の酸化マグネシウム製剤から学ぶ、便秘症治療のイロハ～

	 座長：直良　浩司	 （	島根大学医学部附属病院　教授・薬剤部長）
	 演者：大橋　勝久	 （大橋胃腸肛門科外科医院　院長・理事長）
	 共催：協和化学工業株式会社

共催セミナー 16（ランチョンセミナー）

SS16	 0402通知の先へ！分光分析により一包化散薬の同定監査を可能とする散薬監査支援装置について	
	 座長：村上　通康	 （	松山赤十字病院　薬剤部長）
	 演者：亀井　健人	 （倉敷中央病院薬剤部　病棟薬剤室長）
	 　　　森山　　圭	 （株式会社ウィズレイ　代表取締役）
	 共催：株式会社　トーショー

※（　）内のセミナー名は元々現地開催時のセミナー名です。
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O-009	 	ZTPの合成とRNAポリメラーゼに対する基質認識能の解析
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 村井　あきほ、田良島　典子、南川 　典昭

O-010	 	Z塩基を含むDNAオリゴマーの合成と物理化学的性質評価
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 野木　悠平、田良島　典子、南川　典昭

O-007	 	抗RNAウイルス剤開発を目的とした5-置換ウリジン誘導体の合成
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 柴山　歩果、田良島　典子、南川　典昭

O-008	 	抗ウイルス活性の獲得を目指した3-デアザプリンヌクレオシド類の合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 日野谷　直人、田良島　典子、南川　典昭

O-004	 	新規indolizine-5-one骨格構築法の開発と応用
福山大学　薬学部
○ 水野　翔太、遠藤　麻衣、西山　卓志、町支　臣成

O-005	 	エナンチオ選択的アルドール反応を活用したネオビブサニン類の合成研究
徳島文理大学　薬学部
○ 原田　研一、濱本　大、中田　絢音、板東　志乃、久保　美和、福山　愛保

O-006	 	Rhazinilam	の全合成研究
岡山大学　薬学部　創薬科学科1）、岡山大学大学院　医歯薬学総合研究域（薬学系）2）、 
大阪大学　大学院　薬学研究科3）

○ 浜田　拓也1）、松川　弘樹2）、植野上　博之3）、好光　健彦2）

O-001	 	新規不斉DMAP触媒の合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 初　もんゆえ1）、堤　大洋2）、Karanjit　Sangita3）、中山　淳3）、難波　康祐3）

O-002	 	Nagelamide	Q	の全合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育学部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 川田　航大1）、岡本　龍治2）、加藤　光貴2）、中山　淳3）、難波　康祐3）

O-003	 	Calyciphylline	G	の全合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）

○ 中村　天太1）、亀山　周平1）、坂本　光1）、中山　淳2）、難波　康祐2）

化学系薬学 (有機化学 )

一般演題（口演）　

共催セミナー 17

薬剤部とMRの新たなコミュニケーション　プラットフォーム「MONITARO」
SS17-1	 	コロナ禍における医薬品情報管理の対応～MONITAROの活用～
	 演者：村上　通康	 （	松山赤十字病院　薬剤部長）
SS17-2	 IOT技術を活用した新たな病院デジタルソリューション“MONITARO”
	 演者：伊東　俊雅	 （	東京女子医科大学東医療センター　薬剤部長）
	 共催：MONITARO
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O-011	 	膜透過型	STINGアゴニストの創製研究
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 柏原　優太、山内　駿弥、田良島　典子、南川　典昭

O-012	 演題取り下げ

O-013	 	植物体内の鉄輸送機構解明に向けたニコチアナミンプローブの開発研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 茅野　公佳1）、堤　大洋2）、Karanjit　Sangita3）、難波　康祐3）

O-014	 	イネ科植物の鉄取り込み機構解明を志向したトランスポーター標識プローブの開発
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）、サントリー生命科学財団3）

○ 船曵　早希1）、佐々木　彩花1）、向山　はるか2）、辻　大輔2）、村田　佳子3）、山本　武範2）、 
Karanjit　Sangita2）、中山　淳2）、伊藤　孝司2）、難波　康祐2）

O-015	 	Guaianolide型セスキテルペンラクトン類の全合成
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学　大学院　医歯薬研究部2）

○ 木村　有希1）、大橋　栄作2）、中山　淳2）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

O-016	 	(+)-Lapidilectine	Bの全合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）、 
北海道大学大学院　理学研究院3）

○ 大岡　巧太郎1）、石塚　匠2）、佐藤　亮太2）、牛山　和輝2）、石川　祐大2）、須藤　宏城3）、中山　淳2）、
谷野　圭持3）、難波　康祐2）

O-017	 	Calyciphylline	Fの全合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）

○ 井上　雅貴1）、佐藤　亮太1）、古高　涼太1）、中山　淳2）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

O-018	 	Cyclocarbonylation反応を利用した新規dicytodendrin類の全合成研究
福山大学　薬学部1）、 横浜薬科大学2）

○ 高橋　弘明1）、町支　七瀬1）、西山　卓志1）、横山　知佳1）、波多江　典之2）、町支　臣成1）

O-019	 	アザヘテロディールスアルダー反応を鍵工程とするデヒドロアントフィンの全合成およ
びその反応開発
徳島文理大学　薬学部1）、慶応大学　薬学部2）、北里大学　大村智記念研究所　熱帯病研究センター3）

○ 山崎　直人1）、岩崎　郁弥1）、東林　修平2）、穗苅　玲3）、岩月　正人3）、江角　朋之1）、兼目　裕充1）、
浅川　義範1）、山本　博文1）

O-020	 	イソシアナートに対するHWE試薬の付加反応を用いる3-イミノアクリル酸エステルの
合成
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 僧津　真之介1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

O-021	 	ビス(ベンジルチオ)ホスホリルプロピオン酸エチルとケテンのHWE型反応によるアレ
ニルエステルの合成
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 田原　昌和1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

O-022	 	ビス(ベンジルチオ)ホスホリル酢酸メチルとアルデヒドのE	選択的HWE型反応
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 山田　祥熙1）、佐野　茂樹2）、中尾　允泰2）

O-023	 	銀を用いたチオアミド基を有するペプチドN末端カルバメート保護基変換反応の開発
岡山大学学術研究院　医歯薬学域
○ 茨　実穂、阿部　匠、澤田　大介
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O-027	 	触媒的不斉分子内Stetter反応におけるキラルN-Heterocyclic	Carbene触媒の遠隔
位電子効果
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 入谷　航平、橋本　健太郎、橋本　圭司、孫　春朝、猪熊　翼、山田　健一

O-028	 	パラジウム触媒を用いた炭酸プロパルギルエステルとトシル置換2-アミノベンジルアミ
ンの連続的環化反応
徳島文理大学　薬学部
○ 大久保　沙耶、森　俊也、廣兼　司、松本　健司、吉田　昌裕

O-029	 	3-イミノアクリル酸メチルのホスファ-マイケル付加反応による3-ジアルコキシホスホリ
ルアクリル酸メチルの合成
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 岡崎　遼太郎1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

O-030	 	3-イミノアクリル酸メチルとシラノラートのオキサ-マイケル付加反応
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 山口　真生1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

O-031	 	ビス(ベンジルアミノ)ホスホリル酢酸メチルの合成とHWE型反応への応用
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部　薬学域2）

○ 藤井　千恵子1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

O-032	 	フルオロフェノキシ基含有新規HWE試薬を用いた効率的混合ホスホン酸エステルの合成
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域3）

○ 岡本　麻里衣1）、伊勢谷　怜史2）、中尾　允泰3）、佐野　茂樹3）

O-033	 	ビス8-フェニルメンチルアルキリデンマロネートへの共役付加反応における立体選択性
発現機構の解明
徳大院・薬1）、京大院・薬2）

○ 菅野　正幸1）、藤原　慎一1,2）、猪熊　翼1）、山岡　庸介2）、高須　清誠2）、山田　健一1）

O-034	 	二機能を有する不均一系シリカ担持イミダゾリウム塩/酸化銀触媒を用いた効率的な二
酸化炭素挿入環化反応
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院医歯薬学研究部2）

○ 田中　瑛実子1）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

O-024	 	キラルN-Npsイミノペプチドへのインドールのジアステレオ選択的付加
徳大院薬
○ 増井　香奈、榊原　拓哉、猪熊　翼、重永　章、大高　章、山田　健一

O-025	 	イミノアミドへの触媒的不斉アリール化反応の開発
徳島大学院　薬科学教育学部　
○ 福原　功起、染野　貴俊、猪熊　翼、山田　健一

O-026	 	キラルNHC触媒を用いる不斉アシル化反応によるアミノアルコールの速度論的光学分
割におけるカルボン酸の添加効果
徳島大学大学院　薬科学教育部　創薬科学専攻
○ 橋本　圭司、山内　映穂、入谷　航平、孫　春朝、猪熊　翼、山田　健一

化学系薬学 (生薬学・天然物化学 )

O-035	 	中国広西壮族自治区の薬用植物に関する研究(3)
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）、 Gaungxi Institute of 
Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences3）

○ 柴田　一光1）、永田　千明2）、田崎　友亮2）、田中　直伸2）、Yang　Xue-Rong 3）、Lu　Feng-Lai3）、
Yan　Xiao-Jie3）、Li　Dian-Peng3）、柏田　良樹2）
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O-036	 	神田茶「茶汁」に関する科学的研究	(4)
徳島大学大学院　医歯薬学研究部
○ 高橋　朔良、田中　直伸、辻　大輔、伊藤　孝司、柏田　良樹

O-037	 	オトギリソウ科植物に関する研究	(54)	-	Hypericum	sp.の花部由来のメロテルペンお
よびアシルフロログルシノール誘導体の構造	-
徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、徳島大学　技術支援部2）

○ 下元　悠聖1）、田中　直伸1）、今林　潔2）、柏田　良樹1）

O-038	 	セリ科植物Ferula	communis根の成分研究	(6)
徳島大学大学院 医歯薬学研究部
○ 吉野　悠希、田中　直伸、柏田　良樹

O-039	 	既存添加物ショウガ抽出物の成分解析
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、国立医薬品食品衛生研究所2）

○ 長井　理夏子1）、内倉　崇1）、好村　守生1）、増本　直子2）、西崎　雄三2）、杉本　直樹2）、佐藤　恭子2）、
天倉　吉章1）

O-040	 	漢方製剤の臨床応用に対する科学的検証-脳内炎症惹起マウスを用いた抑肝散の術後せ
ん妄に対する有効性-
高知大学　大学院1）、高知大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 西田　基紀1,2）、川田　敬1,2）、石田　智滉2）、常風　興平2）、森沢　淳平1,2）、川添　哲嗣1,2）、 
田村　尚久1,2）、西村　さとみ1,2）、藤田　博子1,2）、吉岡　三郎2）、宮村　充彦1,2）

化学系薬学 (医薬化学 )

O-041	 	高活性TGR5アゴニスト創製に向けた立体化学的アプローチ
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 貞友　麻希、三谷　誠、増田　豪、小西　史紗、田部　恭介、浦本　美樹、山下　ユキコ、井口　裕介、

宇根　瑞穂

O-042	 	腸管への分布傾向を有するfarnesoid	X	receptor	(FXR)	アンタゴニストの創出
広島国際大学　薬学研究科　医療薬学専攻1）、広島国際大学　薬学部　薬学科2）、 
大阪医科薬科大学　薬学部　薬学科3）、関西分子設計研究会4）

○ 増田　有沙1）、井口　裕介2）、小田　啓祐2）、山下　ユキコ2）、藤森　功3）、合田　圭吾4）、手納　直規1）

O-043	 	蛍光性RXRアゴニストを用いたRXRリガンドバインディングポケット内極性の測定
岡山大学　薬学部　薬学科1）、岡山大院・医歯薬2）、静岡県大・食栄3）

○ 三浦　築1）、藤原　美智子2）、川崎　真由3）、中野　祥吾3）、加来田　博貴2）

O-044	 	ホウ素中性子捕捉療法のための機能性ペプチドを用いたドデカボレートへの細胞核移行
性の付与
福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、京都大学　複合原子力科学研究所3）

○ 中野　智恵美1）、村田　慶吾1）、一丸　綜史1）、佐藤　雄己1）、Zaboronok Alexander2）、中井　啓2）、
熊田　博明2）、喜屋武　龍二1）、奥田　綾3）、榮　武二2）、松村　明2）、杉山　正明3）、重永　章1）、 
白川　真1,2）

O-045	 	ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)のための新規薬剤の合成と評価
福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、京都大学　複合原子力科学研究所3）、 
森田薬品工業株式会社4）

○ 白川　真1,2）、佐藤　雄己1）、重永　章1）、中井　啓2）、熊田　博明2）、榮　武二2）、松村　明2）、鈴木　実3）、
竹内　亮太4）、堀　均4）
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O-046	 	Phos-tag	SDS-PAGEを利用したcyclin-dependent	kinase-like	5の基質リン酸化
検出法の開発
徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）

○ 片山　将一1）、城　裕己2）、山崎　哲男1）

O-047	 	微弱電流処理時に生じるセラミド増加のメカニズム解析
徳島大学　薬学部　1）、和歌山医科大学　薬学部2）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部3）

○ 大塚　ちほ1）、虎尾　祐1）、福田　達也2）、大園　瑞音3）、小暮　健太朗3）

O-048	 	副腎摘出ラットでは血中リゾホスファチジン酸の分解は抑制されている
安田女子大学　薬学部　薬学科1）、九州保健福祉大学　薬学部　薬学科2）

○ 川畑　公平1）、堤　敏彦2）、西　博行1）、徳村　彰1）

O-049	 	慢性的高濃度グルコース暴露が及ぼす膵β細胞の生育と機能への影響
就実大学大学院　医療薬学研究科1）、（株）ファーマシィ2）、就実大学　薬学部　薬学科3）、 
山陽小野田市立山口東京理科大学　薬学部　薬学科4）

○ 山足　拡美1,2）、長谷川　苑香3）、河野　奨3）、小野　浩重4）、加地　弘明3）

O-050	 	Shwachman-Diamond症候群発症とタンパク質合成能の関係について
広島国際大学　薬学部　生理化学研究室
○ 黒川　由稀、奥本　千果、前田　成也、岡部　洋美、世良　行寛、山口　雅史

O-051	 	精子運動率関連遺伝子ERBB4をターゲットとした男性不妊症に対するゲノム創薬
徳島大学　薬学部　医薬品情報学分野
○ 小西　麻実、佐藤　陽一

O-052	 	ヒト大腸杯細胞は生理活性リン脂質リゾホスファチジン酸を産生する高い酵素活性を有
する
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 邑岡　美嘉、小池　遥香、山下　真弥、川畑　公平、西　博行、徳村　彰

O-053	 	複合ヘテロ接合型CLN6病における凝集抑止活性を消失させる新たなメカニズムの解明
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）

○ 渡邊　佳奈1）、城　裕己2）、山崎　哲男2）

O-054	 	ヒトCPT1a	mRNAの3’非翻訳領域におけるA-to-I	RNA編集部位
徳島大学　薬学部
○ 川合　真央、植田　百花、山崎　尚志、滝口　祥令

生物系薬学 (生物化学 )

O-055	 	摂餌によるFXR発現レベルの変動
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 井口　裕介、片山　雄一朗、常松　志帆、西村　直、山下　ユキコ、宇根　瑞穂

O-056	 	日本人男性を対象としたAZFc領域の遺伝子欠失と精子の質との関連解析
徳島大学　薬学部　医薬品情報学
○ 中川　雄介、多田　篤史、佐藤　陽一

O-057	 	神経成長因子前駆体proNGFとp75受容体の結合を阻害する低分子化合物の探索
松山大学　薬学部1）、愛媛大学　プロテオサイエンスセンター2）

○ 日野　真美1）、市原　加奈子1）、片岡　祥1）、竹田　浩之2）、中西　雅之1）、野元　裕1）

O-058	 	リソソーム膜上ポリペプチド能動輸送に着目した新規P型ATP-aseの機能解析
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 神田　友貴菜、羽鳥　勇太

O-059	 	7,8-dihydro-8-oxoguanineによる遠隔作用変異誘発の方向性
広島大学　大学院　医系科学研究科(薬)
○ 鈴木　哲矢、福島　瑠里子、紙谷　浩之
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O-060	 	血管内皮細胞のオートファジーに対するRASGRP2の影響
広島国際大学　薬学部　薬学科1）、広島国際大学　健康科学部　医療栄養学科2）

○ 瀧野　純一1）、宮崎　翔平1）、佐藤　拓真1）、長嶺　憲太郎2）、堀　隆光1）

O-061	 	脂肪蓄積抑制作用を有する安全性の高い新規トコフェロールエステル体の開発
徳島大学　大学院　薬科学教育部1）、和歌山県立医科大学　薬学部2）、 
徳島大学　大学院　医歯薬学研究部3）

○ 山崎　美沙季1）、福田　達也2）、中尾　允泰3）、佐野　茂樹3）、大園　瑞音3）、小暮　健太朗3）

O-062	 	LXRα核内受容体を介した24S-ヒドロキシコレステロールの代謝誘導系の解析
福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 重藤　真佑1）、松岡　浩史1,2）、大石　亜美1）、深坂　日向子1）、田原　佑馬1）、道原　明宏1,2）

O-063	 	ZIP13は骨格筋の代謝機能の制御に関与する-筋特異的Zip13遺伝子欠損マウスを用い
た解析-
徳島文理大学　薬学部　薬学科1）、群馬大学　生体調節研究所2）

○ 兼松　沙也香1）、大橋　拓人1）、福中　彩子2）、小川　実希1）、松井　剛史1）、岸路　清楓1）、 
高岸　照久1）、原　貴史1）、藤谷　与士夫2）、深田　俊幸1）

O-064	 	脂肪細胞に対するトコフェロールおよびトコフェロールコハク酸共含有リポソームの脂肪
蓄積抑制効果
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院薬科学教育部2）、 
和歌山県立医科大学 薬学部　薬剤学研究室3）、徳島大学大学院医歯薬学研究部4）

○ 瀬戸　唯加1）、山崎　美沙季2）、福田　達也3）、小暮　健太朗4）

O-065	 	ヒト血管内皮細胞における細胞接着分子CLDND１の発現調節機構の解析
福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 山岡　愛主1）、志摩　亜季保1）、松岡　浩史1,2）、濱島　崇寛1）、小迫　舞鈴1）、田原　佑馬1）、 
道原　明宏1,2）

生物系薬学 (薬理学 )

O-066	 	Connexin43発現低下アストロサイトにおける抗うつ薬アミトリプチリン誘導性脳由来
神経栄養因子発現亢進機序の解明
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学
○ 徳永　希、中村　庸輝、中島　一恵、森岡　徳光

O-067	 	シクロホスファミドはアスパラギナーゼアレルギーに対してTh2優位な免疫応答を誘導
する
就実大学　薬学部　薬効解析学分野1）、自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科2）

○ 森　映美加1）、原（野上）　愛1）、茶畑　沙央里1）、嶋田　明2）、見尾　光庸1）

O-068	 	シスプラチン誘発腎障害に対する杜仲葉エキスの効果
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、
徳島大学病院　総合臨床研究センター3）、徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学4）、
岡山大学病院 薬剤部5）

○ 吉岡　俊彦1,2）、合田　光寛1,3）、神田　将哉1,2）、吉田　愛美1）、糸林　小友理1）、杉本　祐悟1）、 
石澤　有紀4）、八木　健太3）、相澤　風花2）、濱野　裕章1）、岡田　直人2）、座間味　義人1,2,5）、 
石澤　啓介1,2）

O-069	 	老化促進モデルマウスSAMP8の脳機能障害に対する3,5,6,7,8,3',4'-heptamethoxy
flavoneの効果
松山大学　薬学部　医療薬学科　薬理学研究室
○ 徳本　睦樹、奥山　聡、大政　俊樹、澤本　篤志、中島　光業

O-070	 	末梢ヒストン脱アセチル化酵素阻害は炎症反応が誘発する認知機能障害を改善する
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、 
広島大学　大学院医系科学研究科　生体機能分子動態学2）、和歌山県立医科大学　薬学部　衛生薬学3）

○ 池田　圭佑1）、中村　 庸輝1）、中島　一恵1）、高岡　尚輝2,3）、佐能　正剛2,3）、古武　弥一郎2）、 
森岡　徳光1）
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O-073	 	シスプラチン誘発腎障害に対する新規予防薬の探索
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学1）、徳島大学病院 総合臨床研究センター2）、 
徳島大学 医学部 臨床薬理学3）、徳島大学病院 薬剤部4）、徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学5）、 
岡山大学病院 薬剤部6）

○ 吉田　愛美1）、合田　光寛1,2）、杉本　祐悟1）、八木田　ひかり3）、神田　将哉1,4）、吉岡　俊彦1,4）、 
櫻田　巧4）、石澤　有紀5）、相澤　風花4）、濱野　裕章1）、岡田　直人4）、八木　健太2）、座間味　義人1,4,6）、
石澤　啓介1,4）

O-074	 	シリアンハムスターを用いたアフタ様口腔粘膜炎モデルにおけるS-PRGフィラーの有用
性評価
松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 浜根　章光、渡邉　真一、山口　巧

O-075	 	ラット初代培養軟骨細胞におけるREV-ERB	agonistの炎症抑制効果の検討
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、広島大学　薬学部　薬科学科2）

○ 橋爪　宥樹1）、元成　初寧2）、中村　庸輝1）、中島　一恵1）、森岡　徳光1）

O-076	 	ビッグデータ解析を活用したバンコマイシン関連腎障害に対する予防薬の探索とその有
用性の検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野1）、旭川医科大学病院　薬剤部2）、 
徳島大学病院　総合臨床研究センター3）、徳島大学病院　薬剤部4）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野5）、岡山大学病院　薬剤部6）

○ 谷　友歩1）、中馬　真幸2）、合田　光寛1,3）、坂東　貴司1,4）、近藤　正輝4）、國木　悠理香1）、濱野　裕章1）、
新村　貴博4）、岡田　直人4）、相澤　風花4）、八木　健太3）、石澤　有紀5）、座間味　義人1,4,6）、 
石澤　啓介1,4）

O-077	 	鎮咳薬クロペラスチンの脂肪生成抑制効果　～ドラッグ・リポジショニングに向けた検討～
松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 澤本　篤志、久米　ひな子、奥山　聡、中島　光業

O-078	 	脊髄ミクログリアにおけるRORγを介した疼痛制御機構の検討
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学2）

○ 鶴田　真帆1）、中村　庸輝2）、中島　一恵2）、森岡　徳光2）

O-079	 	藍含有成分による肺動脈性肺高血圧症の発症メカニズムの解明
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野1）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患病理学分野2）

○ 常松　保乃加1）、森崎　実友1）、桂　明里1）、常山　幸一2）、宮本　理人1）、土屋　浩一郎1）

O-071	 	神経障害性疼痛モデルマウスにおける海馬での神経可塑性変化に関する検討
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、 
広島大学大学院　医系科学研究科　細胞分子薬理学研究室2）

○ 吉本　夏輝1）、中島　一恵1）、中村　庸輝1）、吾郷　由紀夫2）、森岡　徳光1）

O-072	 	L-アスパラギナーゼアレルギーはTh2優位な免疫応答によって生じる
就実大学　薬学部　薬効解析学分野1）、自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科2）

○ 茶畑　沙央里1）、原（野上）　愛1）、森　映美加1）、嶋田　明2）、見尾　光庸1）

O-080	 	細菌レクチンPTLの部位特異的変異体の抗インフルエンザウイルス活性‐その構造と抗
ウイル活性の解析
安田女子大学　薬学部1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 上野　真衣1）、室　千尋1）、佐藤　雄一郎1）、小田　康祐2）、的場　康幸1）、森本　金次郎1）

O-081	 	Aeromonasが形成するbiofilm由来外膜小胞(bOMVs)の細胞毒性の解析
広島国際大学　薬学部　薬学科1）、横浜薬科大学　薬学部　感染予防学研究室2）、 
岡山大学　インド感染症共同研究センター3）

○ 清家　総史1）、小林　秀丈1）、上田　充展1）、高橋　栄造2）、岡本　敬の介3）、山中　浩泰1）

生物系薬学 (微生物学 )
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O-082	 	細菌レクチンPTLの部位特異的変異体とインフルエンザウイルスHA蛋白質の相互作用
解析
安田女子大学　薬学部1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 森田　早絵1）、福永　成未1）、佐藤　雄一郎1）、小田　康祐2）、的場　康幸1）、森本　金次郎1）

環境・衛生系薬学 (衛生化学・公衆衛生学 )

O-083	 	UVAで活性化したN-ニトロソモルホリンの遺伝毒性
岡山大学　薬学部1）、岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科2）

○ 長澤　由香莉1）、望月　晴菜1）、有元　佐賀惠1,2）

O-084	 	脂肪酸2位水酸化酵素FA2Hを標的とした乳がん悪性化機構の解析
福山大学　薬学部1）、広島国際大学　薬学部2）

○ 境　絃樹1）、平尾　雅代2）、瀧口　益史2）、杉原　成美1）、竹田　修三1）

O-085	 	ヒト肝細胞キメラマウスを用いたアミオダロン、リファンピシンによる薬剤誘発性脂肪肝
のin	vitro・in	vivo評価
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院　医系科学研究科2）、 和歌山県立医科大学　薬学部3）、
株式会社　フェニックスバイオ4）

○ 掛田　雄基1）、佐能　正剛2,3）、森岡　晶2,4）、山尾　美香留4）、立野　知世4）、高岡　尚輝2,3）、太田　茂2,3）、
古武　弥一郎2）

O-086	 	シスプラチン曝露による近位尿細管S3領域の不可逆毒性発現機構の検討
徳島文理大学　薬学部　薬学研究科1）、昭和大学　薬学部2）

○ 田口　央基1）、藤代　瞳1）、姫野　誠一郎1,2）、角　大悟1）

O-087	 	N-ニトロソピロリジンのUVA光活性化による光変異原性と光遺伝毒性
岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　薬科学専攻1）、岡山大学　薬学部　薬学科2）

○ 花木　佑輔1）、妹尾　詠美2）、有元　佐賀惠1,2）

医療系薬学 (薬剤学 )

O-088	 	重曹経口投与による腫瘍内微小環境中性化にともなう遺伝子発現解析
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○ 上原　陸、安藤　英紀、清水　太郎、異島　優、石田　竜弘

O-089	 	粒子径制御FK506内封脂質ナノ粒子の構築と脳梗塞部位への送達効率の向上
徳島大学　薬科学教育部　創薬科学専攻1）、徳島大学大学院医歯薬学研究部（薬学域）2）、 
和歌山県立医科大学薬学部薬剤学研究室3）

○ 米田　晋太朗1）、福田　達也3）、大園　瑞音2）、小暮　健太朗2）

O-091	 	ヒトCYP	2D6及びCYP3Aサブファミリーによるプロゲステロン水酸化反応に対する各
種内在性ステロイドホルモンの影響
就実大学　薬学部　薬学科
○ 田中　麻友、豊田　愛実、佐々木　笙子、石井　里沙、川崎　日向子、丹羽　俊朗

O-092	 	Sulfane	sulfur付加型HSAを用いた還元ストレス誘導を介するがん治療戦略
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学
○ 松尾　菜々、異島　優、安藤　英紀、清水　太郎、石田　竜弘

O-090	 	薬物-タンパク質共有結合体を貪食するKupffer細胞を介したアセトアミノフェン急性肝
傷害
徳島文理大学　薬学部
○ 元木　仁大、上田　ゆかり、谷野　公俊、有木　中、石川　愛、當山　介斗、八田　華奈
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O-093	 	表面物性の異なるナノフィブリル化バクテリアセルロースを用いたパクリタキセル製剤
の開発と腹膜播種治療評価
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野1）、北海道大学　大学院工学研究院2）、 
草野作工株式会社3）

○ 高田　正希1）、安藤　英紀1）、赤木　俊介1）、田島　健次2）、松島　得雄3）、草野　貴友3）、清水　太郎1）、
異島　優1）、石田　竜弘1）

O-094	 	難溶性ホウ素化合物BPAに対する新規溶媒であるイオン液体の	in	vitro	および	in	
vivo	評価
福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、森田薬品工業株式会社3）、 
京都大学　複合原子力科学研究所4）

○ 坂居　知憲1）、寺田　莉子1）、鮫島　未森1）、佐藤　雄己1）、Zaboronok Alexander2）、河上　清香1）、
亀川　展幸3）、竹内　亮太3）、中井　啓2）、熊田　博明2）、榮　武二2）、松村　明2）、鈴木　実4）、堀　均3）、
白川　真1,2）

O-095	 	ICRマウスでアセトアミノフェン急性肝障害を起こす因子と発現経路
徳島文理大学　薬学部
○ 小松　史弥、谷野　公俊、上田　ゆかり、有木　中、石川　愛、當山　介斗、八田　華奈

O-096	 	抗原封入リポソームの脾臓免疫による抗体誘導に関するPEG末端構造の影響
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野1）、日本精化株式会社　リピッド事業部2）

○ 山本　舜人1）、安藤　英紀1）、前田　典之2）、清水　太郎1）、異島　優1）、石田　竜弘1）

O-097	 	核酸搭載PEG修飾カチオン性リポソームによる抗PEG抗体および抗核酸抗体誘導に及
ぼすガングリオシド修飾の影響
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○ 清水　太郎、Qelliny Milad、高田　春風、上田　大、安藤　英紀、異島　優、石田　竜弘

O-098	 	脂質分散製剤の消化が薬物のフリー濃度および消化管吸収性に及ぼす影響
広島国際大学　薬学部1）、Drug Delivery Disposition and Dynamics, Monash University2）

○ 田中　佑典1）、Tri-Hung Nguyen2）、Christopher J. H. Porter2）

O-099	 	真菌性角膜炎治療を指向した疎水化ヒアルロン酸―アムホテリシンBナノヒドロゲル製
剤の評価
福山大学　薬学部
○ 番匠谷　研吾、藤田　千晶、保木本　友香、中村　徹也、田中　哲郎、金尾　義治

医療系薬学 (製剤学 )

O-100	 	腎がん患者におけるCYP3A5の発現と患者予後との関連性
岡山大学学術研究院　医歯薬学域（薬）　疾患薬理制御科学分野1）、 
岡山大学　薬学部　疾患薬理制御科学分野2）、 
岡山大学学術研究院　医歯薬学域（医）　泌尿器病態学3）、 
岡山大学学術研究院　医歯薬学域（薬）　健康情報科学分野4）

○ 松本　准1,2）、小寺　佑実2）、和田里　章悟3）、竹内　虎一2）、植木　英雄3）、小山　敏広4）、 
和田　耕一郎3）、藤吉　正哉1,2）、那須　保友3）、有吉　範高1,2）

O-101	 	FAERS解析を活用したオキサリプラチン誘発末梢神経障害に対する予防薬の検討
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野1）、徳島大学病院 薬剤部2）、 
岡山大学病院 薬剤部3）、徳島大学病院 総合臨床研究センター4）、 
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学分野5）

○ 梶本　春奈1）、森山　大嗣1）、相澤　風花2）、新村　貴博2）、座間味　義人1,2,3）、合田　光寛1,4）、 
八木　健太4）、濱野　裕章1）、石澤　有紀5）、石澤　啓介1,2）

医療系薬学 (医療薬学・情報薬学 )
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O-102	 	ゲノムワイド関連解析によるビンクリスチン副作用発現関連遺伝子の同定と機械学習を
用いた副作用発現予測モデルの構築
徳島大学　薬学部　医薬品情報学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、徳島大学病院　血液内科3）、 
徳島大学病院　輸血細胞治療部4）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部臨床薬理学5）

○ 山田　博貴1）、大森　理央1）、岡田　直人2）、中村　信元3）、賀川　久美子3）、藤井　志朗3）、 
三木　浩和4）、石澤　啓介2,5）、安倍　正博3）、佐藤　陽一1）

O-103	 	左室駆出率が低下した心不全患者（HFrEF）における入院期間に影響を与える因子の探索
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、松山市民病院　薬剤部2）

○ 山林　快1）、小田　真司2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、大塚　尚2）

O-104	 	医療用サプリメントアバンドTMに含まれるHMBの乳癌細胞に対する効果
福山大学　薬学部　薬学科1）、海上自衛隊薬剤2）、愛媛県庁保健福祉環境部3）、徳山中央病院薬剤部4）

○ 岡田　彩香1）、田邊　静香1,2）、紺田　真希1,3）、菅　香理1,4）、藤井　朋保1）、志摩　亜季保1）、 
上敷領　淳1）、森田　哲生1）

O-105	 	精神科分野におけるリフィル処方箋導入の可能性
ベル薬局
○ 沖本　祥平、中平　真理子、上田　真弓、大久保　紗世子、淡路　一真、高橋　里奈

O-106	 	高血圧症、糖尿病、脂質異常症におけるリフィル処方箋の可能性の検討
有限会社　ベル企画
○ 浜田　将輝、大石　仁美、山本　喜代志、中平　真理子、大久保　紗世子

O-107	 	肺胞上皮細胞A549におけるアベマシクリブ誘発性上皮間葉転換機構の解明
広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 吉盛　智世1）、二木　空人2）、湯元　良子2）、川見　昌史2）、高野　幹久2）

O-108	 	ニコチンによるPC12細胞の神経突起伸縮メカニズムの解明
松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学1）、松山大学大学院　医療薬学研究科　臨床薬学2）

○ 赤松　竜典1）、百合田　夢1）、内田　真美2）、武智　研志2）、柴田　和彦1）、高取　真吾2）

医療系薬学 (社会薬学 )

医療系薬学 (医療薬科学 )

O-109	 	ヒト肺胞上皮A549/ABCA3細胞におけるmiR-34aによる上皮間葉転換機構の解明
広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 赤井　美月1）、竹中　慎之介2）、川見　昌史2）、湯元　良子2）、高野　幹久2）

O-110	 	ヒト肺胞上皮細胞の上皮間葉転換に対する終末糖化産物および高濃度グルコースの影響
広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 竹内　裕孝1）、泉　美穂2）、川見　昌史2）、湯元　良子2）、高野　幹久2）

O-111	 	心臓血管外科術後の抗血栓療法プロトコール作成に向けての処方調査
高知医療センター
○ 宮本　千晴、山崎　好恵、森田　有香、西川　祐貴、門口　直仁、田中　広大、公文　登代、段松　雅弘、

田中　聡

O-112	 	モルヒネ塩酸塩投与中の末期心不全患者において自宅退院を可能とした1例
心臓病センター榊原病院　薬剤部
○ 廣井　円香、上田　明穂、宇野　隆彦、浦上　悠、奥村　佳史、森田　孝子

薬物療法 (基礎と臨床 )
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O-121	 	オキサリプラチン誘発末梢神経障害に対するレニン・アンジオテンシン・アルドステロ
ン系阻害薬の発症抑制作用機構の解明
松山大学大学院　医療薬学研究科　臨床薬学1）、 
九州大学大学院　薬学研究院　臨床育薬学分野・臨床薬学教育センター2）、 
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部3）、松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学4）

○ 内田　真美1）、川尻　雄大2）、飛鷹　範明3）、島添　隆雄2）、田中　守3）、武智　研志1）、柴田　和彦4）、
高取　真吾1）

O-114	 	閉鎖式薬物輸送システム装着時に生じるコアリング発生頻度の調製補助器具使用有無に
よる影響	
広島大学病院　薬剤部
○ 二井屋田　美樹、寺谷　祐亮、本永　正矩、佐伯　康之、松尾　裕彰

O-115	 	肝細胞癌2次治療以降のアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法における有害事象の解析
広島大学病院　薬剤部
○ 吉岡　寛美、櫻下　弘志、板村　亮、本永　正矩、佐伯　康之、松尾　裕彰

O-116	 	免疫関連有害事象に対する保険適応外医薬品の使用体制の構築
鳥取大学　医学部　附属病院
○ 足立　美菜子、秦　英司、吉澤　季里子、金田　達也、島田　美樹

O-117	 	連携文書とトレーシングレポート解析による外来化学療法における薬薬連携の現状と課題
広島大学病院　薬剤部
○ 國澤　敦史、本永　正矩、三好　真希子、寺谷　祐亮、櫻下　弘志、大東　敏和、佐伯　康之、 

松尾　裕彰

O-118	 	当院における連携充実加算算定への取り組み
済生会松山病院　薬剤部
○ 眞田　真樹、大政　翔平、野間　崇志、町田　仁

O-119	 	がん化学療法における円滑な薬薬連携を目指して～県内保険調剤薬局薬剤師のアンケー
ト結果より～
四国がんセンター　薬剤部1）、住友別子病院　薬剤部2）、市立宇和島病院　薬局3）、 
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部4）、呉医療センター中国がんセンター　薬剤部5）、 
愛媛県病院薬剤師会6）、愛媛県薬剤師会7）、愛媛県がん診療連携拠点協議会 がんの集学的治療専門部会8）

○ 亀岡　春菜1,8）、矢野　琢也2,8）、竹内　信人3,8）、田中　守4）、松久　哲章5）、浅川　隆重6）、古川　清7）、
小池　恭正1）、青儀　健二郎8）

O-120	 	脳転移等を有するオピオイド鎮痛薬使用患者においてナルデメジンが鎮痛作用に及ぼす
影響
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、愛媛大学医学部附属病院薬剤部2）

○ 宇都宮　晴菜1）、飛鷹　範明2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、奈良　敏文1）、田中　守2）

がん薬物療法 (外来・入院化学療法、緩和ケアなど )

O-122	 	地域全体で取り組む高齢者のポリファーマシー対策
木原病院　薬局
○ 辻田　健造

医薬品適正使用（ポリファーマシーなど）

O-113	 	DPP4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP1受容体作動薬使用患者背景と経過についての実態
調査
松山大学　薬学部　生理化学研究室1）、済生会松山病院　薬剤部2）、済生会松山病院　内科3）、 
松山大学　薬学部　医薬情報解析学研究室4）

○ 三宅　由芳子1）、高垣　純子2）、小林　三和子1）、梅岡　二美3）、武智　研志4）、中村　真1）、町田　仁2）
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O-123	 	中小病院における院内フォーミュラリ導入とその効果の検討
岡山赤十字病院玉野分院　薬剤課1）、岡山赤十字病院　薬剤部2）

○ 浅野　志津1）、廣田　あゆ子1）、松本　和也1）、川上　隆弘2）、森　英樹2）

O-124	 	ポリファーマシー解消の推進～退院時薬剤情報連携の実施～
済生会松山病院　薬剤部
○ 高田　智子、米井　聖子、中川　香織、町田　仁

O-125	 	岡山大学病院におけるレンボレキサントの使用実態調査～併用薬による投与量調節や中
止率への影響の検討～
岡山大学病院　薬剤部
○ 上嶋　仁美、江角　悟、山野上　舞、丸尾　陽成、勝部　理早、鍛治園　誠、村川　公央

O-126	 	小児科門前薬局における小児患者に対する疑義照会事例の解析及び処方変更に伴うアウ
トカムの調査
きむら調剤薬局牟礼店1）、香川大学大学院医学系研究科2）、香川大学医学部附属病院薬剤部3）

○ 越野　優希1,2）、田中　裕章3）、立道　貴清1）、木村　英明1）、小坂　信二2,3）

薬剤疫学

O-127	 	関節リウマチ治療薬におけるリンパ増殖性疾患に関する医薬品副作用データベースを用
いた発症状況の検討
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○ 小川　浩生、村上　正樹、石原　慎之、玉木　宏樹、矢野　貴久、直良　浩司

医薬品情報・データベース

O-128	 	大規模医療情報データベースを用いたドラッグリポジショニングによるバラシクロビル
の抗てんかん作用の検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野1）、徳島大学病院　薬剤部2）、 
松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学3）、徳島大学病院　総合臨床研究センター4）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野5）、岡山大学病院 薬剤部6）

○ 高橋　志門1,2）、武智　研志3）、定作　奈津美1）、濱野　裕章1）、相澤　風花2）、八木　健太4）、 
合田　光寛1,4）、石澤　有紀5）、座間味　義人1,2,6）、石澤　啓介1,2）

O-129	 	Spontaneous	Reporting	Systemを用いた医薬品の安全性及び有効性の評価ーCDK
４／ 6阻害薬に関する有害事象の発現時期ー
高知大学　大学院1）、高知大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 川添　哲嗣1）、石田　智滉2）、常風　興平2）、川田　敬1,2）、西田　基紀1,2）、田村　尚久1,2）、 
西村　さとみ1,2）、森沢　惇平1,2）、岡本　茉奈実2）、森田　靖代2）、宮村　充彦1,2）

O-130	 	整形外科手術後のせん妄発症に関する調査
岡山赤十字病院　薬剤部
○ 石橋　友樹、甲元　大樹、田村　安希、森　英樹

O-131	 	在宅復帰とポリファーマシー対策の視点を盛り込んだ入院時初回面談シートの作成と使
用後の評価
社会医療法人　仁生会　細木病院　薬剤部
○ 山本　紗世、川竹　麻由、渡辺　朱里、西内　祥子、大石　美沙子、田中　実奈、田所　美和、 

市吉　真貴子、八木　亜紀子、小松　めぐみ、田中　照夫

病棟薬剤業務（持参薬）
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O-132	 	小児専門病棟における薬剤問診票の運用とその効果について
福山市民病院　医療技術部　薬剤科1）、福山市民病院　看護部2）、福山市民病院　診療部　小児科3）

○ 堀　貴博1）、杉原　義彦1）、吾郷　沙耶1）、平井　理恵1）、大野　晃和1）、大原　智恵子1）、森光　保武1）、
川合　恵1）、藤井　秀一1）、藤本　理美2）、安井　雅人3）

O-133	 	当院の小児科におけるステロイド使用の実態とソル・コーテフ®の自己注射指導を行なっ
た一例
岡山赤十字病院　薬剤部1）、岡山赤十字病院　小児科2）

○ 岡本　綾香1）、向井　めぐみ1）、岡邊　千聖1）、土屋　絵莉子1）、花房　伸幸1）、廻　京子2）、井上　勝2）、
森　英樹1）

O-134	 	1分間の「点眼方法」説明ビデオの開発とその視聴による点眼方法改善
徳島文理大学・香川薬学部1）、トワニー薬局2）、米子高専電子制御工学科3）

○ 池田　博昭1）、谷本　知美1）、池田　純子2）、中妻　章1）、芳地　一1）、森　久美子1）、飯原　なおみ1）、
二宮　昌樹1）、河野　清尊3）

O-135	 	服薬コンプライアンスおよびアドヒアランス評価に基づく薬学的介入方法の標準化に向
けた取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 峠　雄太、飛鷹　範明、木村　博史、中井　昌紀、矢野　賢明、橋本　麻央、川上　幸伸、田中　守

O-136	 	広島大学病院における薬剤師による入院前支援業務の現状
広島大学病院　薬剤部
○ 滝沢　大吾、真志田　絵美子、柴田　ゆうか、松尾　裕彰

O-137	 	寄り添う対話が生み出す薬物療法適正化　～ Shared　Decision	　Making ～
医療法人順天会　放射線第一病院　薬剤部1）、医療法人順天会　放射線第一病院　透析（臨床工学技士)2）、
医療法人順天会　放射線第一病院　泌尿器科3）

○ 八塚　彩1）、塩出　憲仁1）、渡部　優作2）、丹司　望3）、寺戸　隆3）、松本　充司3）

O-138	 	看護師の業務軽減～新規与薬カート運用開始に伴う看護部と薬剤部との検討事例報告～	
済生会松山病院　薬剤部
○ 野間　崇志、眞田　真樹、高田　智子

服薬指導 (薬剤情報提供など )

外来薬剤師業務

タスクシフティング・スキルミックス

有害事象・副作用 (基礎と臨床 )

O-139	 	ミロガバリン投与患者における急性腎障害発現の背景因子の調査
島根県立中央病院　薬剤局　薬剤管理科
○ 小笹　祐香、錦織　和真、伊藤　太一、陶山　裕平、安食　健一、園山　智宏、横手　克樹、 

高下　成明

O-140	 	尿中アルブミン上昇がバンコマイシンによる副作用発現に及ぼす影響の検討
愛媛大学　医学部附属病院　薬剤部1）、松山大学　薬学部2）、済生会西条病院　薬局3）

○ 木村　博史1）、渡邉　真一2）、田中　亮裕3）、飛鷹　範明1）、田中　守1）
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O-141	 	酸化マグネシウム錠服用患者における潜在的高マグネシウム血症の有無および高マグネ
シウム血症に対する患者の認識度について
独立行政法人 　国立病院機構　岩国医療センタ-　薬剤部1）、 
独立行政法人 　国立病院機構　岩国医療センタ-　消化器内科2）

○ 山本　将司1）、小谷　智美1）、升味　紀子1）、濱岡　照隆1）、相良　義弘1）、藤本　剛2）

O-142	 	造血幹細胞移植の寛解導入療法として投与されたボルテゾミブによる静脈注射と皮下注
射での末梢神経障害発現状況の比較
高知医療センター
○ 高岸　良典、濱田　一成、大野　文香、中井　梨郁、下元　茉莉、田中　広大、藤澤　康代、公文　登代、

段松　雅弘、田中　聡

O-143	 	心房細動患者に対するアピキサバン投与による腎機能への影響に関する検討
香川県立白鳥病院　薬剤部
○ 礒野　宏章、竹中　志織、坂本　梓、三ッ井　瑞菜、中島　弘毅、中筋　美保

O-144	 	心房細動患者におけるエドキサバン投与による腎機能への影響に関する検討
香川県立白鳥病院　薬剤部
○ 竹中　志織、礒野　宏章、坂本　梓、三ッ井　瑞菜、中島　弘毅、中筋　美保

O-145	 	医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ報告した副作用症状に関する調査
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 高田　裕介、都築　美穂、川上　里奈、天野　杏、飛鷹　範明、田中　守

薬物動態 (TDM・投与設計など )

O-146	 	PATを用いたバンコマイシン投与設計の検討
近森病院 薬剤部
○ 坂井　真、岡林　真由、高橋　佐和、筒井　由佳

O-147	 	バンコマイシン初期投与設計におけるノモグラムの有用性評価
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、愛媛大学医学部附属病院2）

○ 杉山　奈菜1）、木村　博史2）、飛鷹　範明2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、野元　裕1）、田中　守2）

O-148	 	統合失調症患者におけるクロザピンおよび主代謝物の血漿中濃度予測式に基づく目標維
持用量の個別化
広島大学　薬学部　臨床薬物治療学1）、コミュノテ　風と虹　のぞえ総合病院2）、 
コミュノテ　風と虹　のぞえの丘病院3）

○ 徳永　咲里1）、猪川　和朗1）、山下　翔大1）、青木　陽平1）、井上　愛梨1）、坂田　睦2,3）、堀川　直希3）、
森川　則文1）

O-149	 	簡易懸濁法の適否検証に基づく内服薬経管投与の安全性向上と業務改善に向けた取り
組み
島根大学　医学部附属病院　薬剤部
○ 山崎　健太、中村　健志、高鳥　紗帆、石原　慎之、玉木　宏樹、矢野　貴久、直良　浩司

O-150	 	調剤の自動化によりもたらされた成果と課題
鳥取大学　医学部　附属病院　薬剤部
○ 森木　邦明、椎木　芳和、島田　美樹

O-151	 	内袋の運用変更に伴う調剤業務の効率化および医療安全への影響
香川大学医学部附属病院
○ 岸下　敬汰、篠原　尚樹、山口　佳津騎、青木　加奈、久保　裕香里、定田　真由美、高石　美佑、 

元木　貴大、田中　裕章、小坂　信二

調剤・処方管理、オーダリング (注射剤を含む )
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O-152	 	末梢循環不全による手指潰瘍および虚血性手指症状に対する硝酸イソソルビドテープの
適応外使用に関する実態調査
岡山大学病院　薬剤部
○ 団迫　湊、河崎　陽一、牛尾　聡一郎、江角　悟、千堂　年昭

O-153	 	当院での関節リウマチ治療における抗リウマチ薬の使用動向からみた有用性の検討
宇多津病院　薬局
○ 三柳　直子、香川　仁美、井澤　裕子、三柳　政道

O-154	 	腎移植患者を対象とした薬薬連携体制の構築とその評価
高知医療センター
○ 中野　李菜、田島　千愛、濱田　恵輔、須藤　太誠、中井　梨郁、胎中　博行、田中　広大、橋田　真佐、

公文　登代、段松　雅弘、田中　聡

O-155	 	地域医療連携におけるトレーシングレポートの活用状況と病院薬剤師の関わり
香川県立中央病院　薬剤部1）、香川県立丸亀病院　薬剤部2）

○ 香川　実咲1）、河本　玲1）、丸山　阿加里1）、山本　夏菜1）、永尾　香菜子1）、川田　浩平1）、森井　幸子1）、
山田　佳奈1）、池田　美咲1）、永井　綾彦1）、中山　順子1）、出口　有佳理1）、沖上　朋美2）、 
寶田　繁基1）、安部　浩美1）

O-156	 	当院における患者サポートセンターでの薬剤師による入院前支援について
香川県立中央病院
○ 香川　歩美、山田　佳奈、出口　有佳里、宝田　繁基、安部　浩美

O-157	 	広島県下における退院・転院時の情報提供書（薬剤管理サマリー）の活用に関する実施
状況の調査
広島県病院薬剤師会・病院機能別業務検討委員会1）、広島県病院薬剤師会・調査広報委員会2）

○ 吉川　博1）、岡本　直樹2）、寺岡　豊1）、横江　穂奈美1）、荒川　隆之1）、西塚　亨1）、松本　俊治2）、 
日浦　和徳2）、今井　圭介2）、先森　満子1）、松尾　裕彰1,2）

O-158	 	当院における退院時薬剤管理サマリーの活用と今後の課題
愛媛医療生活協同組合　新居浜協立病院　薬剤科
○ 石井　亮、片岡　拓也、加藤　丈二

O-159	 	地域包括ケアシステム構築に向けた薬薬連携の推進ーWebシステムを活用した情報共
有ー
高知大学医学部附属病院　薬剤部1）、高知県中央東福祉保健所2）、高知県健康政策部医療政策課3）、 
高知県薬剤師会4）

○ 中村　優李1）、門田　亜季1）、森沢　惇平1）、川添　哲嗣1）、野村　政孝1）、常風　興平1）、森田　靖代1）、
金山　知代2）、下元　かおり2）、浅野　圭二3）、西森　郷子4）、西森　康夫4）、宮村　充彦1）

O-160	 	妊娠・産褥期における生化学検査のPOCT ～薬剤師による健康管理支援～
広島大学　薬学部　臨床薬物治療学
○ 重森　海希、猪川　和朗、大谷　英里香、岡田　瑞希、森川　則文

薬品管理、使用状況調査

在宅医療・地域連携・薬薬連携 (介護など )
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O-161	 	抗真菌薬チェックシートを用いた抗真菌薬適正使用支援の評価
JA尾道総合病院　薬剤部
○ 堀川　俊二、安原　昌子、栗原　晋太郎、藤本　雅宣、別所　千枝、岡崎　華歩、井上　雄平、 

松谷　郁美

O-162	 	ATPおよび一般生菌の迅速検査法を用いた調剤室における環境衛生の実態評価
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○ 高橋　由、山戸　和美、岡崎　美香、石原　慎之、池淵　明美伽、亀井　美穂、泙　誠一、玉木　宏樹、

矢野　貴久、直良　浩司

感染制御

O-163	 	アシクロビルによる脳症の重篤化を疑義照会により回避した一例報告
香川大学　医学部　附属病院　薬剤部1）、香川大学　医学部　附属病院　医療安全管理部2）、 
香川大学　医学部　医学研究科3）

○ 黒川　直弘1）、田井　達也1）、山口　佳津騎1）、新村　航1）、松原　亜季1）、越野　優希3）、山本　高成1）、
鈴木　聖1）、元木　貴大2）、田中　裕章1）、小坂　信二1）

O-164	 	当院におけるAST活動の取り組み
済生会今治病院　薬剤部1）、済生会今治病院　看護部2）

○ 宮下　美穂1）、越智　俊政1）、西村　小百合2）

新型コロナウイルス感染症

O-165	 	呉医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応(第一報) ～治療薬の準備
から臨床研究について～
国立病院機構　呉医療センター　薬剤部1）、国立病院機構　呉医療センター　呼吸器内科2）、 
国立病院機構　呉医療センター　救急科3）、国立病院機構　呉医療センター　臨床研究部4）

○ 松田　将史1）、石村　美祐1）、前田　龍人1）、高田　正弘1）、矢野　圭悟4）、三登　峰代2）、高田　祐衣3）、
岩崎　泰昌3）、田代　裕尊4）、田頭　尚士1）、國原　将洋1）、松久　哲章1）

O-166	 	呉医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応(第二報)	
～患者背景からの危険因子について～
国立病院機構　呉医療センター　薬剤部1）、国立病院機構　呉医療センター　呼吸器内科2）、 
国立病院機構　呉医療センター　救急科3）、国立病院機構　呉医療センター　臨床研究部4）

○ 石村　美祐1）、松田　将史1）、川成　昂1）、矢野　圭悟4）、高田　正弘1）、三登　峰代2）、高田　裕衣3）、
岩崎　泰昌3）、田代　裕尊4）、田頭　尚士1）、國原　将洋1）、松久　哲章1）

O-167	 	COVID-19患者受け入れにおける当院の取り組み　～薬剤師はこう動いた～
福山市民病院
○ 山田　裕子、落葉　尚子、岩本　祐子、前原　健司、寄高　美奈子、岡本　直樹、藤尾　夕起、 

森光　保武、藤井　秀一

O-168	 	新型コロナウイルスワクチン接種への薬剤師の関わりと、当院でのアンケート結果につ
いて
香川県立中央病院　薬剤部
○ 川田　浩平、大東　麻衣子、合田　麻里奈、田中　優、池田　美咲、中島　彰子、寶田　繁基、 

安部　浩美

O-169	 	基本型接種施設における多職種共同による新型コロナワクチン接種の現状と副反応調査
済生会松山病院　薬剤部
○ 武井　朋美、白潟　朋美、町田　仁
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O-170	 	松山市民病院における調剤過誤発生防止のための取り組み
一般財団法人永頼会　松山市民病院　薬剤部
○ 牧田　有司、川井　皓太、小田　真司、黒星　美奈、大塚　尚

O-171	 	医薬品のトレーサビリティに関する研究　～アンプル製剤における検討～	
徳島文理大学　香川薬学部　医療薬学講座1）、香川大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 猪股　紗羅1）、田中　裕章2）、山口　佳津騎2）、池田　博昭1）、中妻　章1）、飯原　なおみ1）、二宮　昌樹1）、
小坂　信二2）、芳地　一1）

O-172	 	正常血圧を超えた方に対するピペリン含有食品の血圧改善に関する臨床研究
岡山大学　薬学部　疾患薬理制御科学分野1）、岡山大学学術研究院 医歯薬学域2）

○ 薗田　晴香1）、有吉　範高1,2）、森　舞華1）、松本　准1,2）、藤吉　正哉1,2）

O-173	 	精神科薬物療法の向上とポリファーマシー対策のための薬剤性錐体外路症状の適正評価
と早期発見の取り組み
島根大学医学部附属病院　薬剤部1）、島根大学医学部附属病院　看護部2）

○ 橋本　麻由1）、曽田　重人1）、荘原　紀香1）、神田　翔磨1）、石原　慎之1）、曽我　美里子2）、 
森川　貴志子2）、玉木　宏樹1）、矢野　貴久1）、直良　浩司1）

O-174	 	岡山大学病院手術部への薬剤師常駐に対する評価と改善点の検討。
岡山大学病院　薬剤部
○ 高橋　徹多、江角　悟、市川　裕規、勝部　理早、西原　茂樹、村川　公央

O-175	 	無医村の離島（蓋井島）における新型コロナウイルスワクチン接種活動報告
医療法人社団　松涛会　安岡病院
○ 山崎　富士子、藤田　美晴、長舩　裕輔、斎藤　英樹、日野　篤、瀧　宏史、三好　千佳子、 

高芝　潔

O-176	 	リウマチセンターにおける薬剤師介入の意義に関する調査
医療法人和陽会まび記念病院　薬剤部1）、医療法人和陽会まび記念病院　リウマチセンター2）

○ 角南　敦史1）、本島　和典1）、三宅　正夫1）、竹田　亜花音1）、竹本　美由紀2）、金田　孝子2）、 
黒川　操2）、棗田　将光2）

医療安全（リスクマネジメント・プレアボイド・DEMなど）

OTC( 健康食品・サプリメント )

チーム医療
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一般演題（ポスター）　

化学系薬学 (有機化学 )

P-001	 	N-アシルトシルアミドのN-メトキシメチル化と続く置換反応によるカルボン酸の誘導体化
徳島文理大学　薬学部
○ 稲富　梨紗、山上　真央、高木　宝暉、葛西　祐介、今川　洋

化学系薬学 (医薬化学 )

P-002	 	スルファミン酸構造を有するLCA誘導体の合成及びTGR5活性評価
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 山下　ユキコ、小泉　拓斗、日野　大輔、稲田　耕平、井口　裕介、宇根　瑞穂

物理系薬学 (物理化学・生物物理 )

P-003	 	メカノケミカル固相重合法を利用した	NSAIDs	の新規高分子プロドラッグ開発に関する
研究
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、岐阜薬科大学　薬物送達学大講座　薬品物理化学研究室2）、 
岐阜医療科学大学　薬学部3）、中部学院大学4）

○ 高田　真衣1）、山内　行玄1）、土井　直樹2）、近藤　伸一2）、西條　亮介1）、笹井　泰志3）、葛谷　昌之4）

生物系薬学 (生物化学 )

P-004	 	新規炎症性ヘルパー T細胞Th9の分化に関与するレチノイン酸シグナルの解析とリガン
ド依存性コリプレッサーの探索
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科
○ 松本　大生、中妻　彩、大岡　嘉治

P-005	 	転写因子TAL2と相互作用する宿主因子の網羅的探索
徳島文理大学　香川薬学部1）、徳島文理大学　理工学部2）

○ 磯崎　伊織1）、小林　隆信1）、大島　隆幸2）、平岡　理那1）、喜納　克仁1）、宮澤　宏1）

P-006	 	フラビン誘導体をDNA末端に導入するリンカーの探索
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科
○ 山田　彩加、川田　大周、喜納　克仁、小林　隆信、宮澤　宏

P-008	 	大腸がんスフェロイドにおける25-ヒドロキシコレステロール誘導性アポトーシスのメカ
ニズム
安田女子大学　薬学部
○ 田中　亜路、櫃田　彩穂、團　玲央奈、浦川　綾佳、村上　千穂、山本　秀也、平岡　靖菜

P-009	 	BALB/cマウス亜系統間における腸管免疫機能
松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 長岡　憲次郎、武田　槙平、谷田　万里、田邊　知孝、舟橋　達也

P-007	 	動脈硬化抑制に関わるRORα核内受容体の標的遺伝子の探索
福山大学大学院　薬学研究科
○ 松岡　浩史、道原　明宏
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P-010	 	脳内α7型ニコチン受容体は脳内GABA神経系を介して排尿抑制に関与する
高知大学　医学部　薬理学講座1）、高知大学　医学部　先端医療学推進センター2）、 
日本学術振興会　特別研究員3）

○ 清水　孝洋1）、清水　陽平1,2）、尾野　秀彬1,2）、鄒　瑣1）、山本　雅樹1）、畑　優里佳1,2）、新武　享朗1,3）、
清水　翔吾1）、東　洋一郎1）、齊藤　源顕1）

P-011	 	ミクログリア分極に対するニコチン受容体長期刺激の効果
福山大学　薬学部　薬学科
○ 大西　正俊、井上　敦子

P-012	 	Actinoplanes	awajinensis 	subsp.	mycoplanecinus	NBRC14279のゲノム解析
広島大学　大学院医系科学研究科1）、広島大学　薬学部2）

○ 熊谷　孝則1）、近藤　永遠2）、森田　大地1）、黒田　照夫1）

P-013	 	希釈培地を用いたシデロフォア産生微生物の探索
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 清水　弘美、村上　千穂、田中　亜路、佐藤　雄一郎、赤木　玲子、森本　金次郎

P-014	 	希釈培地を用いたシデロフォア産生微生物の培養・検出法の開発
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 村上　千穂、田中　亜路、佐藤　雄一郎、森本　金次郎

P-015	 	加熱変敗食用油の細胞増殖阻害作用に対する抗酸化物質の効果の検定
徳島文理大学　香川薬学部　衛生薬学講座
○ 上田　琴巴、野地　裕美、竹内　一

P-016	 	エビ可食部中の有機フッ素化合物濃度
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科1）、第一薬科大学　薬学部　健康・環境衛生学講座2）

○ 宮武　雅将1）、明田　旬平1）、藤井　由希子2）、跡部　一孝1）、原口　浩一2）、加藤　善久1）

生物系薬学 (薬理学 )

生物系薬学 (微生物学 )

環境・衛生系薬学 (衛生化学・公衆衛生学 )

P-018	 	一般市民を対象にした肥満関連遺伝子検査による予防意識向上に対する有効性の評価
福山大学　薬学部　薬学科1）、株式会社みちや　みちや薬局2）

○ 岸本　大樹1）、松岡　浩史1）、吉岡　利紗1）、古賀　雄太郎1）、末延　道尚2）、道原　明宏1）

P-017	 	タンパク結合に着目したin	vitro体外模型人工肺（ECMO）回路におけるミダゾラムの
吸着性
福山大学　薬学部　薬学科　臨床薬効解析学研究室
○ 花田　実夢、道原　あやな、植松　浩之、半田（永塚）　由佳、片山　博和、佐藤　雄己

医療系薬学 (薬剤学 )

医療系薬学 (社会薬学 )
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その他 (薬学教育・実務実習 )

P-019	 	グループホームに関するテスト連動型動画講義受講1年後の継続的理解度の評価
福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 吉岡　利紗1）、渡部　美波1）、末田　有土1）、松岡　浩史1,2）、道原　明宏1,2）

P-020	 	COVID-19に対するレムデシビルの有効性および安全性に関する検討
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 矢野　賢明、木村　博史、飛鷹　範明、田中　守

P-021	 	外来化学療法の質向上を目指した連携充実加算推進に向けた取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 濟川　聡美、眞鍋　綾、伊賀　久美、矢野　安樹子、山下　登、阿部　まり絵、飛鷹　範明、 

田中　守

薬物療法 (基礎と臨床 )

がん薬物療法 (外来・入院化学療法、緩和ケアなど )

P-022	 	メサドン内服中の甲状腺機能低下症患者がQT延長を来したが、レボチロキシン内服で
再開・継続できた1症例
香川大学　医学部　附属病院　薬剤部1）、香川大学　医学部　附属病院　医療安全管理部2）

○ 水川　奈己1）、馬場　可南美1）、辻　繁子1）、一瀬　ひろみ1）、谷　久美子1）、鈴木　聖1）、樋口　和子1）、
元木　貴大2）、田中　裕章1）、小坂　信二1）

P-023	 	当院における免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の発現状況調査
岡山済生会総合病院　薬剤部
○ 渡邉　浩人、草谷　朋子、川上　恭弘、山本　英晶、藤森　浩美

P-024	 	ビノレルビンによる静脈炎の改善に向けた取り組みと効果に関する検討
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 山下　登、濟川　聡美、阿部　まり絵、矢野　安樹子、伊賀　久美、眞鍋　綾、飛鷹　範明、田中　守

P-025	 	Stage4局所進行乳癌に対する集学的治療が奏効し長期にQOLを維持した延命が得ら
れているHER2タイプ乳癌の一例
今治第一病院　薬剤部1）、今治第一病院　薬剤部　循環器内科2）、今治第一病院　薬剤部　乳腺外科3）

○ 田窪　莉絵1）、金子　和代1）、越智　隆訓1）、森田　ソノエ1）、寺内　靖順2）、戸田　茂3）

P-028	 	当院における連携充実加算算定への取り組みと今後の課題
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　薬剤部1）、 
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　看護部2）、 
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　緩和医療・化学療法委員会3）

○ 大成　政揮1,3）、豊永　風音1）、松原　栄治1）、松本　善江1）、松下　香織1）、小野　雅文1）、 
伊丹　元治1,3）、福田　博音1）、三浦　彩2,3）、大沢　由香2,3）、大山　淳子2,3）、長嶋　一泰1）、 
越智　達一3）、南條　和也3）

P-026	 	アロプリノール含嗽液の作成方法別所要時間の比較
済生会今治病院　薬剤部
○ 越智　俊政、宮下　美穂、野口　正、美藤　基希、矢野　直美

P-027	 	連携充実加算の算定状況と保険薬局向け情報の活用状況に関する調査
島根県立中央病院　薬剤局
○ 園山　智宏、山田　弓美、頼光　翔、村上　彩子、安食　健一、横手　克樹
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P-029	 	当院の生物学的製剤使用患者におけるB型肝炎スクリーニング検査実施の現状
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　薬剤部
○ 熊澤　志歩、竹下　和輝、山村　央、吉武　由華、小倉　功、堀内　ともえ、松山　哲史

P-030	 	当院におけるポリファーマシー対策の現状と課題
松江市立病院　薬剤部
○ 安達　奏恵、小西　翔子、今井　孝、酒井　牧子、河野　通盛

P-031	 	Drug	Safety	Updateを用いた医薬品添付文書改訂情報収集の網羅性調査
広島大学病院　薬剤部
○ 高松　花絵、松島　葵、柳田　徳栄、鴫田　江理嘉、吉川　博、冨田　隆志、松尾　裕彰

P-032	 	ヨード造影剤使用時のビグアナイド系経口血糖降下薬の休薬に関する取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 都築　美穂、高田　裕介、中村　美代子、川上　里奈、天野　杏、飛鷹　範明、田中　守

P-033	 	入院時持参薬確認で高カルシウム血症、高マグネシウム血症を早期発見できた１例
医療法人　専心会　西条市立周桑病院　薬局1）、 
医療法人　専心会　西条市立周桑病院　地域医療連携室2）、 
医療法人　専心会　西条市立周桑病院　整形外科3）

○ 伊藤　三恵1）、今久保　朱美1）、久保　仁美1）、久野　香奈1）、大澤　幸一2）、奥田　俊介3）

P-034	 	「薬機法改正」に基づく当薬局の服薬期間中のフォローアップの取り組みについて
G&Gワークスホールディングス　調剤事業本部1）、G&Gワークスホールディングス　なかがわ薬局　舟入店2）、
G&Gワークスホールディングス　第11ブロック3）

○ 児玉　眞由美1）、中村　昂介2）、茅野　貴秋3）

P-035	 	耳鼻科領域におけるキノロン系抗菌薬による光線過敏症と服薬指導の意義
しろくま薬局
○ 梶川　和哉、居石　靖子、内藤　利奈、久間　泰一朗

医薬品適正使用（ポリファーマシーなど）

医薬品情報・データベース

病棟薬剤業務（持参薬）

服薬指導 (薬剤情報提供など )

P-036	 	HIV薬剤師外来開設後の介入
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　薬剤部1）、 
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　エイズ治療センター2）

○ 河野　泰宏1,2）、野田　綾香1,2）、野村　直幸1,2）、倉本　成一郎1）、田村　浩二1）、山崎　由佳2）、 
藤原　千尋2）、木梨　貴博2）、飯塚　暁子2）、齊藤　誠司2）、坂田　達朗2）

外来薬剤師業務

P-037	 	リラグルチド皮下注を処方された患者への薬薬連携によるテレホンサポート
医療法人　医仁会　さくら総合病院　薬剤管理センター1）、藤田医科大学2）、マヤ調剤薬局3）

○ 西本　将吾1）、川上　伸子1）、西川　佐紀子1）、千田　修司3）、山村　恵子1,2）、小林　豊1）
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P-038	 	球形吸着炭服用患者におけるモニタリングシートを用いたフォローアップ体制の構築と
その評価
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 佐々木　優、越智　理香、井門　敬子、飛鷹　範明、田中　守

タスクシフティング・スキルミックス

P-039	 	院外処方箋における変更調剤プロトコルの導入と運用状況
島根県立中央病院　薬剤局
○ 頼光　翔、尾崎　俊幸、園山　智宏、安食　健一、横手　克樹

薬物相互作用 (基礎と臨床 )

P-040	 	PT-INRをモニタリングしたが、カペシタビンとワルファリンの併用により血尿に至った症例
山口県立総合医療センター　薬剤部1）、山口県立こころの医療センター　薬剤部2）、徳島文理大学　薬学部3）、
山口県立総合医療センター　外科4）

○ 山崎　智加1）、名和田　幸介1）、甲斐　崇文2）、渡邊　太朗1）、川中　明宏1）、白野　陽正3）、 
須藤　隆一郎4）、齊藤　智子1）

P-041	 	COVID-19治療におけるファビピラビル投与患者のALT及び尿酸値の変動調査
岡山労災病院　薬剤部
○ 高松　明日香、柴田　亜実子、千田　純子、藤里　駿、生駒　結夏、岡本　裕子、太田　雅俊、 

竹田　克明

有害事象・副作用 (基礎と臨床 )

薬物動態 (TDM・投与設計など )

P-042	 	バンコマイシンのTDMと腎障害発現症例についての検討
市立八幡浜総合病院　薬局
○ 田村　静香、二宮　一也、山下　真美、浜江　浩子、吉田　慎弘、宮本　和典、菊池　均

品質管理 (院内製剤・薬局製剤 )

P-043	 	汎用可能な院内製剤管理システムの構築～院内製剤におけるトレーサビリティ向上を目
指して～
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 守田　麻由、乗松　真大、武市　佳己、越智　理香、井門　敬子、飛鷹　範明、田中　守

P-044	 	院内処方における疑義照会の内容分析と薬品の適正使用にむけた取り組み
松江市立病院　薬剤部
○ 藤原　直也、小川　恭平、仲西　友里奈、宇野　慶子、酒井　牧子、河野　通盛

調剤・処方管理、オーダリング (注射剤を含む )
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P-046	 	薬剤SPD導入後の効果の検証
社会医療法人　同心会　西条中央病院　薬剤部
○ 近藤　慎悟

P-047	 	廃棄医薬品削減を目指した適正な在庫管理に関する取り組み
済生会西条病院　薬局
○ 宮崎　文子、浅川　隆重、織田　佳人、大森　孝子、松久　七奈、山地　直美、久岡　彩香、今井　崇景、

近藤　泰貴、佐伯　綾香、橋田　教弘、越智　由紀子、田中　亮裕

P-045	 	当院におけるフェンタニルクエン酸塩舌下錠の使用状況と適正な使用方法の検討
独立行政法人労働者健康安全機構　香川労災病院　薬剤部
○ 高橋　佳祐、松原　千明、森　譲二、濱野　晃至

薬品管理、使用状況調査

P-048	 	薬薬連携の推進～薬剤管理サマリーを通じて～
独立行政法人　国立病院機構　浜田医療センター
○ 宮本　京介、河相　景子、山中　洋、家岡　昌弘、八本　久仁子

P-049	 	介護ケアセンター職員向けに作成した抗HIV薬に関する冊子の評価
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部1）、愛媛大学医学部附属病院　地域医療支援センター2）

○ 中川　進平1）、井門　敬子1）、高田　清式2）、乗松　真大1）、木村　博史1）、川上　幸伸1）、飛鷹　範明1）、
田中　守1）

P-050	 	精神科における薬剤サマリーの活用について
社会医療法人近森会　近森病院　薬剤部　　
○ 田上　浩子、田中　惇一、宮崎　俊明、筒井　由佳

P-051	 	薬剤管理サマリーの利用実態調査と今後の改善点
松江市立病院　薬剤部
○ 熱田　侑大、松本　将輝、今井　孝、酒井　牧子、河野　通盛

P-052	 	入院時情報共有シートを活用した地域薬局との入退院時の情報共有について
日本赤十字社　高松赤十字病院　薬剤部1）、株式会社　西日本ファーマシー2）

○ 谷崎　明佳1）、桑原　政志1）、藤岡　はる奈1）、岡野　愛子1）、吉村　輝美2）、黒川　幹夫1）

P-053	 	ヒドロモルフォン徐放錠6	mg/日から12	mg/日まで3日間隔で2	mgずつ増量し、呼吸
困難や眠気・吐き気なく増量できた1症例
れんげ堂薬局　池田店1）、医療法人福寿会　福田医院2）、れんげ堂薬局　丹原店3）

○ 大島　幹弘1）、兼井　陽香1）、福田　正彦2）、曽我部　紀行3）

在宅医療・地域連携・薬薬連携 (介護など )

薬学教育・生涯教育 (認定専門薬剤師など )

P-054	 	緊急事態宣言に対応したオンライン型病院実務実習の導入と評価
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　薬剤部
○ 岡本　満、高田　正弘、氏原　弘洋、西田　朋洋、田頭　尚士、國原　将洋、松久　哲章

P-055	 	保険薬局での学会発表推進に向けた課題抽出
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　東大和店1）、 
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　武蔵村山店2）、 
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　西新宿店3）、株式会社アインファーマシーズ4）、 
株式会社アインホールディングス 5）

○ 工藤　善哉1）、小林　侑子2）、畔柳　裕一3）、黒川　由紀子4）、石黒　貴子4）、前田　守5）、 
長谷川　佳孝5）、月岡　良太5）、森澤　あずさ5）、大石　美也5）
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P-056	 	安心安全ながん治療を提供するために
ゆき薬局
○ 小野　貴光

感染制御

P-057	 	当院のASTラウンド導入による抗菌薬処方の推移
敬天会東和病院　薬剤科1）、敬天会東和病院　ICT2）、 
敬天会東和病院　看護部3）、敬天会東和病院　検査科4）、敬天会東和病院　循環器内科5）

○ 米永　知紘1,2）、山崎　弘子2,3）、坂本　弘実2,4）、河原　慎司2,5）

P-058	 	Clostridioides	difficile	感染症治療でのH2RA,	PPI,	Pcabの併用による影響
医療法人　住友別子病院　薬剤部1）、医療法人　住友別子病院　看護部2）

○ 篠原　正樹1）、武方　みなみ1）、山崎　昌志1）、秋月　亮介1）、矢野　琢也1）、谷崎　文彦1）、 
藤井　克匡2）、福岡　竜逸1）

P-059	 	Clostridioides	difficile	感染症におけるGDH	とCDトキシン検査併用による治療に与
える影響
医療法人　住友別子病院　薬剤部1）、医療法人　住友別子病院　看護部2）

○ 武方　みなみ1）、篠原　正樹1）、山崎　昌志1）、秋月　亮介1）、矢野　琢也1）、谷崎　文彦1）、 
藤井　克匡2）、福岡　竜逸1）

P-060	 	当院における抗菌薬適正使用への取り組み
出雲市民病院　薬局1）、出雲市民病院　検査室2）、出雲市民病院　看護部3）、出雲市民病院　家庭医療科4）

○ 井上　久美子1）、濱村　寛2）、原　容子3）、安喰　由美3）、高橋　賢史4）

P-061	 	中小病院における抗菌薬適正使用への取り組み
社会医療法人　真泉会　今治第一病院 薬剤部1）、社会医療法人真泉会　今治第一病院　検査部2）、 
三豊市立栄康病院　薬局3）

○ 金子　和代1）、越智　隆訓1）、田窪　莉絵1）、村上　貴子2）、大野　綾佳2）、藤本　まり子3）、 
森田　ソノエ1）

P-062	 	脾臓摘出の既往があり、肺炎球菌による菌血症・蜂窩織炎を発症した１例
愛媛労災病院　薬剤部
○ 小野　雅文

P-063	 	整形外科領域における周術期抗菌薬の見直しへの取り組み
JA香川厚生連屋島総合病院　薬剤部
○ 浜田　真由子、杢保　貴幸、宮本　彩、徳竹　裕貴

P-064	 	当院におけるファビピラビルの使用実態
井原市立井原市民病院
○ 太田　みゆき、柳本　亜由美、島田　百利三、高山　二郎

P-065	 	コミナティ筋注の副反応に関する後ろ向き観察研究
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　薬剤課1）、 
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　感染対策チーム（ICT)2）

○ 森本　真仁1）、藤川　勇実2）、森　節子2）、菊池　仁志2）、洲崎　一郎2）、浜田　茂明1）

P-066	 	新型コロナワクチン接種業務に関する薬剤部の取組み
独立行政法人　労働者健康安全機構　愛媛労災病院　薬剤部
○ 長嶋　一泰、豊永　風音、松原　栄治、松本　善江、大成　政揮、松下　香織、小野　雅文、 

伊丹　元治、福田　博音

新型コロナウイルス感染症
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P-067	 	ワクチン接種業務における薬剤師の役割～集団接種会場での病院・保険調剤薬局の薬
剤師の連携～
市立宇和島病院　薬局1）、愛媛県薬剤師会宇和島支部2）

○ 金谷　涼平1）、大西　由利子1）、山本　悠子1）、氏家　おりえ1）、清家　仁1）、福本　駒美1）、森　完二1）、
竹内　信人1）、井上　貴博2）

P-068	 	当院でのプレアボイド事例収集とその活用
済生会松山病院　薬剤部
○ 高垣　純子、町田　仁

P-069	 	麻薬事故の分析とPCAポンプ関連の事故防止に向けた取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部1）、愛媛大学医学部附属病院　医療安全管理部2）

○ 安永　大輝1）、乗松　真大2）、公平　恵崇1）、井門　敬子1）、飛鷹　範明1）、田中　守1）

P-070	 	医薬品の適正使用に関わる薬剤師の責務　～薬学部教員からの視点～
近畿大学薬学部1）、有限会社四国メディカルサポート2）、有限会社すずらんメディカル3）、柳井薬剤師会4）、 
実践薬学研究会5）、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科6）

○ 和田　哲幸1）、片岡　大士2）、伊内　秋夫3,5）、志熊　理史4,5）、伊内　智1,5）、秋本　義雄5,6）

P-071	 	情報連携を志向した薬剤関連問題に基づく薬局プレアボイドの分類に関する検討
就実大学　薬学部　薬学科　臨床薬学研究室1）、岡山県薬剤師会　安全管理特別委員会2）

○ 竹内　はる香1）、田坂　祐一1,2）、尾上　洋2）、廣戸　敬毅2）、監物　英男2）、立野　朋志2）

P-072	 	当院における調製済み注射薬の廃棄数の変化
松江市立病院　薬剤部
○ 佐々木　美里、野津　渉、坪内　敦志、酒井　牧子、河野　通盛

医療安全（リスクマネジメント・プレアボイド・DEMなど）

医療経済・薬局経営（診療報酬・調剤報酬）
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病院薬剤師のこれから
一般社団法人日本病院薬剤師会　会長　　木平　健治

　薬剤師の起源は、シチリア国王が医業と薬業を分離させた西暦 1240 年と言われています。以来、西欧で
は医薬分業が当たり前のこととして根付き、現在に至っています。しかし、当時の病院の薬局あるは病院薬剤
師の状況は不明です。アメリカでは 1750 年代に、Philadelphia の Pennsylvania　Hospital に院内薬局
が設置され、病院薬剤師は医薬品の調製を主要な業務としていたとの記録があります。以来、病院薬剤師の
業務は長らく “ もの ”としての医薬品を扱う対物業務を中心としたものだったようです。
　1960 年代なって、アメリカにおいて薬学教育および業務の改革が始まり、教育年限延長、医薬品情報管
理（DI）業務、服薬指導などが展開され、薬剤師の業務も“ もの ” から“ ひと ” へと転換されてきます。中で
も最大の転換期は、1966 年に、初めて薬剤師が病棟に常駐し、チーム医療に薬剤師が参画する契機となっ
た California 大学病院の “9th Floor Pharmacy Practice Project” です。そこで展開された “Clinical　
Pharmacy” が、“Pharmaceutical Care” の概念および薬剤業務のパラダイムシフトにつながっています。
　我が国の病院薬剤師業務は、アメリカに追随する形で変遷してきました。1970 年代に、調剤・製剤といっ
た基本業務に加え、DI 業務が導入されています。1988 年に診療報酬として認められた「入院調剤技術基本
料（薬剤管理指導料）」、平成 24 年に認められた病棟業務実施加算などもあり、今では病棟活動は標準業
務として、病棟に薬剤師が居ることは当たり前の風景となっています。これらを後押ししたのは、平成 22 年
の医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」であり、PBPM（Protocol 
Based Pharmacotherapy Management）などの基盤となっています。
　現在では、少子高齢化、医療制度改革、医療と介護を見据えた「地域包括ケアシステム」の構築、IT 化な
ど、取り組むべき課題が山積しています。
　薬剤師の使命は、環境の如何によらず患者の薬物療法の有効性と安全性を担保することです。その使命を
果たすため、常に「薬を取り巻くあらゆる変化に対応し、適正な薬物療法と患者支援に取り組む薬剤師」であ
りたいものです。
　

【略歴】
1973年3月：広島大学医学部薬学科卒業
1975年3月：広島大学大学院修士課程修了
1975年4月：広島大学医学部助手
1983年4月：広島大学医学部助教授
1993年5月：広島大学病院助教授
1995年4月：広島大学病院教授（薬剤部長併任）
2016年7月：日本病院薬剤師会会長

1998年，2006年，2014年：日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会　実行委員長
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21世紀は薬剤師が輝く時代！
COVID-19 introduce New Normal and Strategic Plan 

JPA on 12 SDGｓ
公益社団法人　日本薬剤師会　　山本　信夫

　令和元年 12 月に、薬機法等が改正され令和 2 年 4 月から順次施行されている。今回の改正法の趣旨や目
的を薬剤師として眺めると、欧州から我が国に薬剤師職業・薬局が導入されて以来、およそ130 年ぶりの大
きな改正と言っても過言ではないと考えている。
　あらためて、薬剤師・薬局の我が国における歴史的な経緯を振り返ってみると、そこに色濃く流れている思
想は「薬剤師とは医師の処方箋に従って調剤をする者」であり、また薬局は「薬剤師が調剤をする場所」とさ
れてきた。その後、何度かの法改正を経て 1960 年に現行の基となる薬剤師法並びに旧薬事法（現薬機法）
に改正された時にあっても、なお、この明治以来の思想が変わることはなかった。そのために、我が国の薬
剤師は「処方箋による調剤の獲得」を医薬分業と考え、長い間制度論としての「医薬分業」をあまり意識しな
いできたように思う。しかしながら、今回の改正法では、既成概念をコペルニクス的に転換し、薬剤師は「医
師の処方箋に従って調剤をすると同時に、その患者についての服薬状況等を一元的・継続的に管理し、安全・
安心な薬物治療確保のためのフォローアップをする者」とされ、併せて薬局とは「須らく医薬品を地域に適切
に提供する場所」と規定された。このことは、現在の薬剤師・薬局の在り様を一変させるほどのインパクトを
含んだものと理解している。
　その一方で、新たな制度がスタートする矢先に、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックが
世界規模で発生し、日々の生活が一変したことは記憶に新しい。こうした社会環境の変化に対して「改正薬機
法は十分に対応可能か？これからの薬剤師はどのような方向を目指して進むのか？」等 を々検討する時期に至っ
たように考えている。少々大仰な言い方をすれば「21 世紀は薬剤師が輝く時代！」であると考えているが・・・。
未曽有のパンデミックとその後にやってくる新たな日常生活に薬剤師は如何に対応するかについて、考えてみた
い。

＜生年月日＞ 昭和２５年生まれ
＜学 歴＞ 昭和４８年 ３月　東京薬科大学卒業
　　　　  平成２８年 ３月　薬学博士（昭和大学薬学部） 
＜職 歴＞ 昭和５６年 ４月～㈱保生堂薬局入局
＜主な公的・薬剤師会等役職歴＞
平成１７年 ９月～平成２１年１０月 厚生労働省 中央社会保険医療協議会委員 
平成１９年 ２月～平成２３年３月 厚生労働省社会保障審議会臨時委員 
平成１９年１０月～現在 ＦＩＰ西太平洋地域薬学フォーラム運営委員会委員
平成２５年 ４月～平成２７年６月 公益社団法人東京都薬剤師会 会長 
平成２６年 ６月～現在 公益社団法人日本薬剤師会 会長（第 25 代） 
平成２６年 ６月～現在 薬学教育協議会 理事 
平成２６年 ７月～令和２年１１月 厚生労働省 医道審議会委員 
平成２６年 ９月～平成３０年９月 国際薬剤師・薬学連合（ＦＩＰ）副会長 
平成２６年１０月～現在 医薬品医療機器総合機構 運営評議会委員 
平成２６年１１月～現在 日本薬剤師研修センター 理事 
平成２７年 ２月～現在 内閣府 次世代医療ＩＣＴ基盤協議会構成員 
平成２７年 ６月～現在 薬学教育評価機構 理事 
平成２７年 ９月～現在 内閣府 防災推進国民会議議員
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薬局・薬剤師に出来ること、しなければならないこと
一般社団法人愛知県薬剤師会　会長 / ヨシケン岩月薬局　　岩月　進

　改正薬機法では、薬局は全ての医薬品を安定的に供給し、薬剤師が医薬品の適正使用に必要な情報提供
及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所であることが改めて規定されました。特に、要指導医薬品、
第１類医薬品の取扱いについては、薬剤師でなければ取扱いができない医薬品であり、地域住民に対する適
切な医薬品の提供体制の構築には、薬剤師が必ずいる薬局での取扱いが必須です。
　さらに、適正な医薬品販売には、リスクに応じた情報提供などの法令遵守を大前提とした上で、使用者の
状態等の必要な情報収集や正確な医薬品情報の提供、販売後のフォローアップ等が重要であり、「医療用から
要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の中間とりまとめにおいても、薬剤師に求められる重要な
役割とされています。
　さて、「調剤薬局という名称だから」とか、「OTC 医薬品は売れない」とか、「卸が見つからない」とか、「薬
局が狭小で置く場所がない」とか、一般用医薬品等を取り扱わない理由は数多く聞こえてきます。薬機法を
持ち出すまでもなく、「医薬品供給は薬剤師に任せろ！」と発言しているにも関わらず、薬局に行った国民が一
般用医薬品等を入手できない現状が続けば、国民に対する背信行為と指摘されても反論できません。さらに、
取扱いの実績が認識されなければ、国が設置するセルフメディケーションに関する各種検討会等で薬剤師は
発言の機会を失うことになるかもしれません。この現状を改善するために、一部では、調剤報酬の評価に一般
用医薬品の取り扱いを要件とすべきではないか、という意見もささやかれ始めています。
　医療・介護資源の地産地消ともいえる地域包括ケアシステムにおいては、薬局・薬剤師の役割はすべての医
薬品供給に責任を持つことであり、関連するすべての職種との連携や協力が必要となる目的は、医薬品の適
正使用と安全確保を全うする薬剤師職能の発揮のためであることを再確認する必要があります。
　愛知県薬剤師会では、令和 2 年より、薬剤師の自己評価システムである「愛知県薬マイプラウドシステム（略称：
あいプラ）」を稼働させ、会員薬剤師自らが自己の研修履歴や社会活動等の記録を登録できる仕組みを作りま
した。将来的には、県民が「かかりつけ薬剤師」を選択する際の参考になる情報公開システムを目指しています。
　さて、あなたはどんな薬局・薬剤師を目指しますか。

学歴等  
昭和53年 3月 名城大学薬学部　製薬学科　卒業
 4月 薬剤師国家試験合格　171216号
平成11年 4月 介護支援専門員試験合格　1愛12330号
  日薬会員番号　8109487

職歴等  
昭和53年 4月 塩野義製薬株式会社　入社
昭和55年 8月 株式会社　佐藤薬局　入社
昭和56年 4月 ヨシケン岩月薬局を現在地に開設
平成11年 6月  有限会社ファーマケア設立　居宅介護支

援事業開始
平成19年 12月  めいぷる薬局を豊田市にて開局　平成29

年12月閉局
平成24年 10月  ぽぷり薬局とよた店を豊田市にて開局、

平成27年4月閉局

審議会等  
平成29年 6月 愛知県医療審議会　委員　現職
令和2年 7月  厚生労働省　薬事・食品審議会　一般用

医薬品部会　委員　現職

学会等
日本薬学会　会員
日本医療薬学会　会員
日本ジェネリック医薬品学会　理事
日本アップライド・セラピューティクス学会　理事・評議員

薬剤師会等  
平成11年 4月 刈谷市薬剤師会　会長　（2期4年在職）
平成11年 4月  社団法人　愛知県薬剤師会　理事　（3期

6年在職）
平成16年 4月  社団法人　日本薬剤師会　常務理事　(3

期6年在任)
平成22年 4月  社団法人日本薬剤師会　調剤技術委員会　

副委員長（1期2年在任）
平成22年 4月  社団法人　日本病院薬剤師会　広報委員

会　委員　（2期4年在任）
平成23年 4月  一般社団法人　愛知県薬剤師会　副会長　
平成29年 6月  一般社団法人　愛知県薬剤師会　会長　現職
令和2年 6月  公益社団法人　日本薬剤師会　常務理事　現職

書籍等 
第13改訂調剤指針（2011年）、 症候からの薬学判断（翻訳
2013年）、保険薬局Q&A（2010年）、世界の薬剤師と薬事制
度（2013年）
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子宮内環境と児の将来の疾患発症との関連
愛媛大学医学部附属病院　病院長 / 愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授　　杉山　　隆

　妊娠可能年齢女性のやせの増加は、低出生体重のリスク因子であり、次世代の健康に影響を与えることか
らも重要である。一方、晩産化に伴い 30 歳以上の女性では、肥満とやせの頻度は同程度であり、標準体格
の女性が減少している。2010 年以降に目を向けると、むしろ肥満女性の頻度が上昇傾向に転じている。子
宮内環境によるエピジェネティクスを考えた場合、従来、子宮内低栄養に焦点が当てられていたが、近年諸先
進国における肥満の激増により、母体の過栄養状態を介した子宮内の過栄養が次世代の生活習慣病発症に
関与する可能性も指摘されている。事実、妊娠中のやせ女性における低栄養、肥満女性における過栄養は、
それぞれ児発育に影響を与え、さらには両者ともに次世代の将来の肥満や 2 型糖尿病といった非感染性疾患

（non-communicable diseases; NCDs）の発症と関連することが報告されている。また子宮内の栄養環
境のみならず、母体の精神状態も次世代にエピジェネティクスに影響を及ぼすことも示唆されている。さらに
母親のみならず父親の体格も次世代の健康に影響を及ぼすことも最近の疫学研究により報告されている。
　本講演では、DOHaD に関する概要と母親や父親の次世代におよぼすエピジェネテイクスに関する内外の
疫学研究や基礎研究の一部を紹介したい。今後、動物実験等によるメカニズムのさらなる解明が、一旦異常
スィッチが入ったエピジェネティック制御に変化を与え、NCDs 発症予防の糸口の発見につながることが期待
される。次世代の健康を守る視点からは、妊娠前からの両親への介入、妊娠中の母体への介入、出生後の児
への介入等、precision medicine のみならず preemptive medicine を組み合わせて多面的にアプローチ
するストラタジーが有用となるのかもしれない。

略 歴
昭和 63年 3月 関西医科大学卒業
昭和 63年 4月  三重大学医学部附属病院産婦人科 研修医
平成 元年 4月  三重大学大学院医学研究科（博士課程）機能系生

化学専攻入学
平成 5年 3月 三重大学大学院医学研究科博士課程修了
平成 6年 7月 三重大学医学部産婦人科 助手
平成 7年 9月  米国テネシー州バンダービルト大学医学部分子

生理生物学教室研究員
平成 10年 9月 三重大学医学部産婦人科 助手
平成 12年 3月  大阪府立母子保健総合医療センター産科主任
平成 14年 8月  三重大学医学部附属病院周産母子センター 助教授
平成 19年 4月  同 准教授
平成 24年 5月  東北大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座 

准教授
平成 25年 1月 東北大学病院 産科長・特命教授
平成 27年 9月  愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座 

教授
平成 28年 4月  愛媛大学医学部附属病院周産母子センター長兼任
平成 30年 4月 愛媛大学医学部附属病院 副病院長
令和 3年 4月   愛媛大学医学部附属病院 病院長、愛媛大学副学長
　　　　　　  現在に至る

専門領域
周産期医学、内分泌・代謝学、女性医学

資　格
日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医・指導医
日本周産期・新生児医学会認定 周産期（母体・胎児）専門医・指
導医
日本内分泌学会認定 内分泌代謝科 専門医・指導医
日本肥満学会認定 専門医・指導医、日本臨床栄養学会認定 認定
臨床栄養指導医
日本女性医学学会認定 女性ヘルスケア暫定指導医
日本東洋医学会認定 専門医
母体保護指定医

所属学会（役員）
日本産科婦人科学会（代議員、学術委員会委員、広報委員会委員、
周産期委員会委員長、サステイナブル産婦人科医療体制確立委
員会委員）、日本周産期・新生児医学会（評議員）、日本内分泌学
会（評議員）、日本糖尿病・妊娠学会（理事長）、日本妊娠高血圧
学会（理事）、日本産科婦人科・新生児血液学会（理事）、日本産
婦人科手術学会（理事）、日本女性栄養・代謝学会（副理事長）、
日本周産期メンタルヘルス学会（功労理事）、日本糖尿病学会（評
議員）、日本肥満学会（評議員）、日本胎盤学会（評議員）、日本母
体胎児医学会（評議員）、日本生殖内分泌学会（理事）、日本がん・
生殖医療学会（理事）、日本DOHaD学会（幹事）、日本母性衛生
学会（理事）、日本病態栄養学会（評議員）、日本臨床栄養学会（評
議員）、日本糖尿病情報学会（理事）、等
米国糖尿病学会、欧州糖尿病学会Diabetic Pregnancy Study 
Group、International Association of Diabetes and 
Pregnancy Study Group (IADPSG)：Boarding member（日
本代表）

その他
全国医学部長病院長会議理事、愛媛県医師会代議員等

賞関係
第62回日本産科婦人科学会学術集会優秀演題賞受賞
平 成24年 度 Journal of Obstetrics and Gynecologic 
Researchベストレビューアー賞受賞
50th Annual Meeting of Diabetes and Pregnancy Study 
Group in the European Association for the Study of 
Diabetes：2018 John Stowers Award
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HIV診療チームにおける薬剤師の活動
―患者高齢化を見据えた医療連携―

愛媛大学医学部附属病院　副薬剤部長　　井門　敬子

　愛媛大学医学部附属病院（以下、当院）では、1998 年より薬剤師が HIV 患者に対し服薬支援を開始し、
現在は医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、心理士、検査技師でチーム医療を行っている。チームでの薬剤
師の役割は、患者と服用薬剤を決定、服薬指導、相互作用チェック、副作用モニタリング、保険薬局への情
報提供である。また、長期療養をふまえた薬剤師紹介状、介護研修での講義、介護施設向け冊子の作製も行っ
ている。
　エイズ動委員会によると令和 2 年の新規 HIV 感染者・AIDS 患者合計の報告数は 1095 件で、毎年
1000 ～1500 名の新規感染者が報告されている。また、治療薬の進歩により服薬が継続できれば長期生存
が可能であるため、以前から受診している患者は 1 年ごとに歳を取り、若い新規感染者が上乗せとなる状況で
ある。
　長期生存が可能になると患者には進学、就職など様々な出来事が起こる。最近は、転勤、親の介護、
COVID-19 の影響により転居する患者が多くなってきた。医師の紹介状には、薬剤師が必要とする服薬状況、
副作用の詳細な情報が不足しており、患者への聞き取りでも不明な場合が多い。当院からの紹介時は、医師
の紹介状にこれらの情報を追加できるよう、また、照会先の薬剤師に継続して患者に関わってもらえるよう薬
剤師紹介状を作成し、服薬状況、副作用の詳細、継続して支援してもらいたい内容を記載している。
　HIV 患者のエイジングによる心血管障害、がん、認知症などの合併疾患が問題となっている。これらが原
因で生活が困難になった場合にサービスを提供してくれる訪問看護や障害者施設スタッフの HIV 感染症につ
いての知識習得を目的に、当院では 2016 年より介護施設職員を対象とした研修を開催しており、薬剤師は「薬
剤全般の知識（用法と服用時間、飲み忘れた場合の対応、相互作用）」、「抗 HIV 薬の患者指導（薬剤の特徴、
薬剤の決定方法、体液曝露のリスク・予防投与）」の講義、「簡易懸濁」の講義と実技を担当している。また、

「在宅・介護に役立つくすりの情報　－抗 HIV 薬の基礎知識－」という冊子を作成し、愛媛県内の介護ケア
センターに配布した。
　現在、保険薬局に対して服薬開始時の情報提供を行っているが、患者の長期療養を見据え、継続した情報
共有が今後の課題と考える。

1984年  3月　　名城大学薬学部製薬学科卒業
1984年  4月　　愛媛大学医学部附属病院薬剤部研修生
1984年  8月　　同院薬剤部薬剤師採用
1999年  4月　　同院服薬指導室長
2004年  4月　　同院薬品情報管理室長
2005年  4月　　同院薬剤管理指導室長
2013年  4月　　同院副薬剤部長

2009年  4月　　日本病院薬剤師会HIV感染症専門薬剤師認定
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ビギナー向け 臨床研究と倫理指針のお話
愛媛大学医学部附属病院　臨床研究支援センター　副センター長・副薬剤部長　　山下　梨沙子

　臨床研究は、医学の進歩には欠かせません。薬剤師にはハードルが高いと思われているかもしれませんが、
日々行っている業務の中に臨床研究につながるテーマがたくさんあるのです。テーマを見つけて「臨床研究を
やりたい」と思った時に知っておきたいのが「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」です。
　倫理指針を理解するには「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針　ガイダンス」を読む
必要がありますが、167 ページに及ぶ文書をすべて読んで理解するのは容易ではありません。そこで重要な点
にしぼって、研究を始める薬剤師の皆さまに知っておいていただきたい内容をご紹介したいと思います。
　また、「臨床研究法」が施行されて「特定臨床研究」と呼ばれる研究が増えています。臨床研究の区分が少
し複雑になっていますので、その点を整理して理解しておく必要があります。なぜなら、臨床研究法の対象範
囲となる研究では未承認や適応外の医薬品を用いる場合があり、それらの医薬品を通常の診療で使用してい
る薬とは区別して管理するように求められることがあります。もし医師から「臨床試験の薬を薬剤師に管理し
て欲しい」と頼まれた場合に気をつける点についてもお伝えしたいと思います。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」とガイダンスは厚生労働省のホームページからダ
ウンロードが可能です。ご参照ください。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/000757566.pdf

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針　ガイダンス」
https://www.mhlw.go.jp/content/000769923.pdf

2001年3月　大阪大学　薬学部　薬学科卒
2001年6月　愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　薬剤師
2006年4月　愛媛大学医学部附属病院　創薬・育薬センター　CRC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現　臨床研究支援センター）
2009年1月　日本臨床薬理学会認定CRC
2012年4月　愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　治験薬管理室　室長
2016年4月　愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　副薬剤部長
2017年4月　愛媛大学医学部附属病院　臨床研究支援センター　副センター長
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大規模医療情報データベースを活用した医療薬学研究
岡山大学病院　薬剤部　教授・薬剤部長　　座間味　義人

　近年、がん薬物療法の進歩とともにがん患者の治療成績は向上しており、新規分子標的薬やがん免疫
療法の開発が進んでいる現状を鑑みると、今後もがん患者の生命予後は改善していくことが予想される。
このようにがん疾患自体の治療成績が向上することでがんサバイバーが増加した結果、抗がん剤誘発副
作用による生命予後の悪化に注目が集まっている。抗がん剤による副作用発現は、患者の QOL を著し
く低下させるだけでなく、抗がん剤の減量・変更・中止に繋がる場合も多いことから、がん患者の治療
成績を左右する重要な問題となっている。これまで、がん治療の副作用に対して様々な予防・治療法が
検討されているが、抗がん剤誘発副作用の発生は散発的であり統計解析に必要な症例数を確保すること
が困難であるため、科学的なエビデンスが確立した予防法は少ない。したがって、がん薬物療法の質向
上に大きく貢献する抗がん剤誘発副作用に対する予防法の開発が喫緊の課題となっている。
　近年、各国において医薬品の市販後安全性評価や適応拡大に、レセプトデータベースや電子カルテデー
タ、副作用報告データベースといったリアルワールドデータが活用されている。このような大規模医療
情報データベースは、高齢者や合併症のある患者など多様な患者層・広範囲の観察地域を網羅している。
それゆえ、実臨床における希少疾患や発現頻度が低い副作用を対象とした臨床研究の実施に適している。
しかし、各種の大規模医療情報データベースに含まれる診療情報の種類が少ない等の研究の限界も存在
し、薬剤の臨床効果を詳細に評価するためには、基礎研究による検証が必須になってくる。
　本シンポジウムでは、抗がん剤誘発副作用に対する予防法を開発することを目的として、我々が医療
情報データベースを基に創薬ツール、細胞・動物実験を活用して実施しているトランスレーショナルリ
サーチを紹介し、今後の展望についても紹介する。

学歴・職歴
2008年 3 月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科創薬生命科学専攻 修了
 （薬学博士取得）
2008年 4 月 岡山大学　博士研究員（臨床薬学講座）
2009年 4 月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教（医薬分子設計学講座）
2010年10月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教（救急薬学講座）
2016年 1 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部 講師（臨床薬剤学分野）
2018年 4 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部 准教授（臨床薬理学分野）
2018年 4 月 徳島大学病院 薬剤部 副薬剤部長
2021年 9 月 岡山大学病院 薬剤部　教授・薬剤部長
 現在に至る。
賞
2007年 2 月　日本心脈管作動物質学会研究奨励賞
2014年 9 月　日本医療薬学会優秀演題賞
2016年 6 月　医療薬学フォーラム2016優秀ポスター賞
2021年 3 月　徳島大学大学院医歯薬学研究部長表彰
2021年 6 月　臨床薬理研究振興財団 研究大賞

所属学会：日本薬学会（医療薬科学部会若手世話人）、日本薬理学会（評議員）、医療薬学会、
日本服薬支援研究会（幹事）

専門分野：臨床薬理学、臨床薬学、救急集中治療、

研究テーマ：
・心肺停止患者における生存率の向上を志向したドラッグリポジショニング研究
・医療情報データベースを活用した抗がん剤誘発副作用に対する予防薬の開発
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日本薬学会奨励賞受賞講演





【略歴】
2008年3月　福山大学大学院 工学研究科 生命工学専攻 博士課程 修了
2008年5月　名古屋工業大学 特任研究員
2009年4月　福山大学 薬学部 助教
2013年4月　福山大学 薬学部 講師
2021年4月　福山大学 薬学部 准教授
現在に至る

動脈硬化抑制に関与するレチノイド関連オーファン受容体の 
標的遺伝子群の探索

福山大学薬学部　　松岡 浩史

【目的】心疾患と脳血管疾患は本邦の死因上位を占めており、これらの根本原因である動脈硬化の治療・予
防法の開発は重要である。核内受容体の機能欠失マウスの解析によって、レチノイド関連オーファン受容体α

（Retinoid-related Orphan Receptorα；ROR α）遺伝子欠失が、高密度リポプロテインの減少や炎症
性サイトカインの増大を通じて動脈硬化を発症させると報告されている。すなわち、ROR αを含めた発現制
御ネットワークの働きに、抗動脈硬化作用があると推測される。そこで、ROR αの標的遺伝子群の同定を通
じて、動脈硬化の抑制機構の解明に取り組んだ。

【方法】ヒトゲノム上に存在する各種 ROR α応答
配列（RORE）の結合性および応答性の解析によっ
て、ROR αと強い親和性を示す RORE を特定し
た。その配列を各遺伝子プロモーター近傍で検索し、
RORE を有する標的遺伝子候補を抽出した。次に、
ROR αの過剰発現およびノックダウン培養細胞系に
より、ROR α発現に連動する標的遺伝子群を選出
した。また、それら標的遺伝子群の RORE に対す
る結合性および応答性を、ゲル移動度シフト解析お
よびルシフェラーゼレポーター解析により評価した。さらに、ROR α作動薬を用いて、標的遺伝子の誘導能
を評価した。

【結果・考察】ゲノムワイド検索および逆遺伝学的アプローチを足掛かりとして、ROR αの結合性と応答性を
合わせ持つ RORE を有する標的遺伝子の同定に成功した。これら標的遺伝子として、血中糖濃度の調節酵
素 PCK1、細胞接着分子 CLDND1、蓄積コレステロールの除去酵素 NCEH1、酸化ステロールの代謝酵素
CYP39A1を得た [1-6]。また、それら遺伝子発現は ROR α作動薬により誘導された。今後、ROR αの標
的遺伝子群の探索を進め、動脈硬化の抑制因子の新規同定により、動脈硬化治療を目指した創薬研究への
進展が期待される。
[1] Matsuoka et al., PLoS One 10 (2015)，[2] Matsuoka et al., J. Biochem. 161 (2017)，[3] 
Matsuoka et al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 498 (2018)，[4] Shima et al., BPB rep. 3 
(2020)，[5] Matsuoka et al., BMC Mol. Cell Biol.  21 (2020)，[6] Matsuoka et al., Int. J. Mol. Sci. 
21 (2020)
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環境化学物質によるがん増悪機構：無機物および有機物に注目した解析
広島国際大学 薬学部 環境毒物代謝学研究室　　平尾 雅代

　我々は化学物質と共存しており、日々多大な恩恵を受けている。しかし、同時にこれらによる有害影響の問
題があり、その最たる例として「がんに対する増悪影響」がある。演者らは、無機性および有機性の環境化
学物質に注目し、これらによるがん増悪機構に関する研究を展開してきた。本発表では、研究内容 1) ( 無機性 )
および 2) ( 有機性 ) について紹介する。
1) カドミウムによる悪性形質転換機構の解析
　本研究では、これまで不明であったカドミウム (Cd) による悪性形質転換機構の解明を目指した。前がん
モデル細胞への Cd 長期曝露により、アポリポプロテイン E (ApoE) の発現低下を伴った細胞浸潤の亢進と
いう現象を見出した。この時、Cd は ApoE の発現調節領域の DNA 高メチル化を介して発現を抑制してい
た。Cd を曝露した細胞に DNA 脱メチル化剤を処理すると、ApoE の発現がコントロールレベルまで回復
し、Cd 誘導性の細胞浸潤も抑制された。さらに、Cd は酸化ストレスの誘発を介して、DNA 脱メチル化酵
素 TET1の発現・機能を抑制していた。以上より、Cd は、TET1の発現抑制を介した DNA 高メチル化に
より、がん細胞浸潤の抑制因子 ApoE の発現を抑制し、浸潤を亢進させることが明らかとなった ( 発表論文：
Toxicology, 2017; J. Toxicol. Sci., 2018; Toxicology, 2021)。
2) ビスフェノール A の代謝物 MBP による乳がん細胞の増殖促進機構の解析
　本研究では、ビスフェノール A(BPA) による女性ホルモン様作用の機構解明を目指した。BPA は、様々な
プラスチック製品に汎用された代表的な環境化学物質である。BPA はin vivo ではin vitro よりも強いエ
ストロゲン ( 女性ホルモン ) 作用を示すことから、活性代謝物の存在が示唆されていた。我々は、BPA の活
性代謝物 MBP を同定し、これがエストロゲン受容体 (ER) を活性化し、乳がん細胞の増殖を促進すること
を見出した。この現象は、BPAでは確認されなかった。ERαと ER βの発現状況を解析すると、ERαが顕
著に低下していた。そこで、乳がん悪性化の観点から、MBPと ER βの相互作用について解析を進めたとこ
ろ、MBP は顕在化した ER βを介して乳がん細胞の増殖を促進することが明らかとなった ( 発表論文：Mol. 
Pharmacol., 2019; Biol. Pharm. Bull., in press)。

2010年3月　徳島文理大学 香川薬学部 薬科学科 卒業
2012年3月　徳島文理大学大学院 香川薬学研究科 薬科学専攻 修士課程 修了 
2013年4月　日本学術振興会　特別研究員 (DC1) ( ～ 2016年3月)
2016年3月　徳島文理大学大学院 薬学研究科(4年制) 薬学専攻 博士課程 修了
2016年4月　広島国際大学 薬学部 薬学科 特任助教
現在に至る
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プロトンポンプ型微生物ロドプシンのプロトン輸送機構に関する研究
松山大学薬学部　　田母神 淳

　微生物型ロドプシンは、高等生物の視覚に関係するロドプシンと類似のレチナールを発色団にもつ 7 回膜貫
通型の光受容膜タンパク質である。近年、このタンパク質を動物の神経細胞などに異種発現させ、光により
それらの細胞を操作する技術（光遺伝学）が盛んである。微生物型ロドプシンは、視物質ロドプシンと同様に
シグナル伝達に関与するものから、イオンチャネルやイオンポンプなどの膜輸送体として機能するものまでさま
ざまな機能をもったタイプが見つかっている。これら多種多様な機能をもつ微生物型ロドプシン・ファミリーの
中でも、光駆動プロトンポンプとして機能するロドプシンは自然界に最も豊富に存在し、光遺伝学においても
神経抑制を引き起こすための有効なツール分子の1つとして利用されている。さらに、光駆動プロトンポンプ
型ロドプシンの多くは、光を受けると発現させた細胞の内側から外側へとプロトンを外向きに輸送することで、
細胞内をアルカリ化させることができる。そのため、このタンパク質を例えば、細胞内が酸性化するなど異常
をきたした細胞や正常時とは異なる pH を呈する各種オルガネラなどに対して特異的に発現させ、光照射によ
るコントロールで正常値付近に pH を戻し、細胞やオルガネラを本来の状態へと回復させるといった操作へ応
用することで、新たな光治療法の確立も期待できるのではないかと考えた。こうした光操作を可能にするため
には、より効率のよい外向きプロトンポンプの探索あるいは分子メカニズムに基づいた改変によって、より強力
なプロトンポンプ分子を作製することが重要であり、そのためにはその分子機構の詳細な理解が不可欠である
と考える。本研究では、プロトンポンプ型微生物ロドプシンのプロトン移動を簡便に評価するための測定系と
して、外液中でのプロトン濃度変化を高感度・高時間分解能で検出できる酸化スズ（SnO2）透明電極を使っ
た測定手法の構築にはじまり、その系やアフリカツメガエル卵母細胞および絶縁体薄膜を用いた光誘起電流
測定実験から、近年、新たに見つかってきたさまざまな微生物由来のプロトンポンプ型ロドプシンのプロトン
輸送機構について検討を行った。また、それらのプロトンポンプ型ロドプシンに特徴的な光反応についても分
光学的手法を用いた実験により詳細に検討した。当日はこれらの実験結果をもとにプロトンポンプ型微生物ロ
ドプシンのプロトン輸送機構について議論する。

２００１年4月 北海道大学薬学部総合薬学科入学
２００５年3月 同学部卒業
２００５年4月 北海道大学大学院薬学研究科生体分子薬学専攻　博士前期課程入学
２００７年3月 同課程修了
２００７年4月 北海道大学生命科学院生命医薬科学コース　博士後期課程入学
２０１０年3月 同課程生命情報分子科学コース修了（※指導教授退職にともなうコース変更）
 学位　博士（生命科学） 取得（北海道大学）
２０１０年4月 松山大学薬学部　助教
２０１９年4月 松山大学薬学部　准教授
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加齢関連疾患に対する非侵襲的診断法の開発と 
天然資源を利用した予防法の開発

高知大学医学部附属病院　　常風 興平

近年、高齢化に加え、増大し続ける医療費の対策としてセルフメディケーションの推進や健康食品制度改革に
よる予防の推進が掲げられている。加齢関連疾患は、加齢に伴い発症頻度が増加するがんや嚥下障害等、様々
な疾患が存在する。医療費抑制のためには、これら加齢関連疾患に対し、早期あるいは未病段階での治療
が重要であり、各種疾患の早期発見、早期治療を目的とした研究を実施していきた。本公演では、以下の研
究内容について紹介する。
1）Metabolomics 解析による膀胱癌スクリーニング法の開発

【方法】対象者は膀胱内視鏡検査により膀胱がんと確定診断され、膀胱全摘術又は経尿道的膀胱腫瘍切除術
を受けた患者 9 名とし、手術前及び手術後に尿を採取した。別途、コントロール群として健常人７名から尿を
採取した。採取した尿から揮発性物質を濃縮採取し、GC/MS にて分析を行い、同定したピーク面積を用い
て主成分分析を行った。また、実臨床において非侵襲的な膀胱がんスクリーニングとして最も用いられる尿細
胞診と対比し、本解析法の有用性を評価した。

【結果・考察】GC/MS 分析の結果、12 個の Peak 化合物を尿由来揮発性成分として同定した。主成分
分析の結果、手術前のスコアプロットは、コントロール群のスコアプロットとの間に乖離が認められた。ま
Metabolomics 解析は尿細胞診に比べ感度が高いことが示唆された。さらに、患者群の手術後のスコアプロッ
トは、手術前に比べコントロール群に近似する傾向が認められ、患者の予後観察にも有用であることが示唆さ
れた。
2) 唾液中 Substance P 量を指標とした嚥下機能評価法とその応用

【方法】被験者は、20 歳以上の健常成人を対象とした。被験者 16 名に嚥下内視鏡検査を実施し、嚥下機
能を嚥下内視鏡スコアによりスコア化し、唾液中 Substance(SP) 量との相関性を検討した。被験者 70 名に
唾液中 SP 量の測定を行い、年齢との相関性を検討した。また、TRPV1 agonist を含有するショウガ 2㎎配
合 OD 錠を作製し、ショウガ配合 OD 錠服用 15 分後の唾液中 SP 量を測定し、服用前後の唾液中 SP 量を
年齢により層別化し、比較した。

【結果・考察】唾液中 SP 量と嚥下内視鏡スコアには負の相関性が認められた。さらに年齢と唾液中 SP 量に
は負の相関性が認められた 。ショウガ配合 OD 錠服用により、唾液中 SP 量が全ての年齢層で有意に上昇し、
嚥下機能の改善が示唆された。以上より、加齢に伴う唾液中 SP 量の低下と嚥下機能の低下には相関性があり、
唾液中 SP が非侵襲性の嚥下機能のバイオマーカーとなる可能性が示唆された。

【略歴】
2005年3月　金沢大学薬学部製薬化学科　卒業
2007年6月　高知大学医学部附属病院薬剤部　入職
2008年3月　高知大学大学院　修士課程　医学系研究科医科学専攻　修了
2012年3月  高知大学大学院　博士課程　総合人間自然科学研究科医学専攻　修了
2013年4月　高知大学医学部附属病院薬剤部　試験研究室室長
2015年1月　高知大学医学部　臨床講師
2019年4月　高知大学医学部附属病院　副薬剤部長
現在に至る

− 74 −



シンポジウム1





連携　（多職種との連携）
国府調剤薬局　　富永　圭司

　薬剤師が関わる連携にはいろいろなパターンがあり、病院薬剤師と薬局薬剤師との薬薬連携、病院と近隣
薬局との地域医療連携、在宅医療での他職種連携、行政などとの連携などが挙げられます。
　今回はそれぞれの連携について事例を紹介します。
　まず、薬薬連携についてですが、適切な薬物療法を行う上で重要な連携になるため薬剤師間で正確な情報
共有をおこなう必要があります。
　次に地域医療連携としては薬薬連携にもありますが、定期的に病院薬剤師と近隣薬局の薬剤師との合同で
の勉強会、研修会の開催で職能知識向上を図り、その上で処方せん調剤におけるどちらの施設でも円滑、簡
略化のためのプロトコールを制定し地域の薬局と締結している例もあります。
　多職種連携は在宅医療では他職種との情報交換や共有が大事で、現場では他職種からの相談も少なくあり
ません。そこで的確なアドバイス、意見などをスピード感を持って伝えられているのか、相手の意図を汲み取り、
期待した内容の回答になっているのかどうかその時だけで終わらせずにふり返りやその後どうなったかの確認
も必要になってくると思われます。
　最後に他の連携としては少し前まではなかったような建築士会との連携が医療分野だけではなく生活してい
く上で重要な住まいについて考えるきっかけとなり、今まで気にしたことがなかった点に気づかされる事もあり
ました。住宅改修などの手すりの取り付けやスロープの設置だけではなく医療従事者では考えつかないような
建築士目線からの住宅改修の提案などもありました。このように今後はまだ連携していない職種との連携もあ
り得るため私達薬剤師も医療者以外との連携も視野に入れておく必要があると思います

徳島文理大学　薬学部　薬学科　卒業
株式会社グローバル・アシスト　調剤部　現在に至る

徳島市薬剤師会　副会長（在宅担当）
全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）中国四国ブロック役員
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終末期の暮らしを支える多職種連携 
～「医療」と「介護」の架け橋として～

庄野薬局神拝店　　庄野　由桂

　近年、日本でも ACP（Advance Care Planning）が導入され、特に終末期医療において患者の意思決
定プロセスが重要視されるようになった。また地域包括ケアシステムの構築推進により「多職種連携」という
言葉も馴染みあるものになっているが、本来の目的である「高齢者の尊厳の保持」と「自立生活の支援」に
ついて薬剤師はどのように関わっているだろうか。
　薬剤師として患者と接するほどに、患者の価値観や希望は実に多様で、その心は揺れて幾度も変化するも
のであると知る。一方、家族は重要な協力者であり、患者の意思決定に大きな影響を与える存在であるが、
患者と家族の意向が異なっていることも少なくない。患者の思いを尊重しつつ家族の思いも受け止め、残され
た貴重な時間を少しでも後悔なく過ごして頂くための支援も医療ケアチームの役割である。
　支援計画の基本となる当事者の希望確認においては、聞き取った言葉の根底にある「心」へ寄り添う姿勢
が不可欠であり、支援の際には、情報共有を重ね、変化に即した対応を取る事が求められる。終末期の支援
は時間的に余裕がなく、厳しい条件下で行われる事も多いため、患者や支援者との関係性構築や連携の在り
方がより重要となる。
　今回は人生のさいごまでを自宅で生き切った終末期心不全の独居高齢者事例を紹介する（「生き切った」と
は患者家族の言葉である）。一度は自宅での暮らしを諦めながらも、その希望を捨てきれず自宅へ留まり、そ
れを医療介護従事者、近隣住民等の支援者が連携して支えた事例を通して、患者本位の多職種連携や地域
包括ケアシステムについて共に考えたい。

徳島文理大学　薬学部薬学科　卒業
株式会社オネスト　庄野薬局　入職　現在に至る

愛媛県薬剤師会福祉在宅委員会　副委員長
全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（ＪーＨＯＰ）中国四国ブロック役員
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地域における小児在宅医療を支える架け橋となるために
県立広島病院薬剤科　　笠原　庸子

　小児在宅医療の対象となる子どもの特徴は、まず、医療依存度が高いことで、複数の医療デバイスを使用
していることが多い。また、成長に従って、病態が変化していくことも多い。さらに、本人とのコミュニケーショ
ンが困難なことが多く、異常時の判断が難しいこともあるため、24 時間介助者が必要であり、数分間でも目
が離せないこともある。
　現在、日常的に医療機器と医療的ケアを必要とする子どもたちが、地域において増加しつつある。その要
因として、医療的ケアを必要とする子どもたちの NICU（新生児集中治療室）から地域への移行、小児科病
棟からの医療機器と医療ケアを必要とする子どもの地域への移行、そして、もともと医療的ケアを必要とせず、
地域で過ごしていた重症心身障害児が加齢に伴い、医療機器、医療的ケアが必要になっていくことが挙げら
れる。
　小児の地域支援の特徴は、医療、福祉、教育にまたがるさまざまな制度や法律が絡み合う複雑な構造になっ
ている。高齢者では、医療保険と介護保険、さらに人によっては、障害者総合支援法が入ってくるが、それら
をケアマネジャーが統括するが、小児では、高度医療機関と地域の医療サービスとの連携が必須であり、医療、
福祉、教育など多施設、多職種が関わる必要があるにも関わらず、現状では施設間、職種間を調整するコーディ
ネーターが不在ということも特徴的であり、私達薬剤師もこれらの背景を把握しておく必要がある。
　本シンポジウムでは、まだなじみの薄い小児在宅医療において、外来通院、入退院を繰り返す在宅療養の
中で、子どもとその家族が孤立することなく、少しでも安心して生活できるよう薬剤師もサポートメンバーの一
員として切れ目のない支援を行う上で必要な情報および得られた情報の活かし方、そして、薬剤師間及び他職
種との情報共有の重要性について皆様と考えていきたい。

神戸薬科大学　卒業
県立広島病院　入職

【所属学会など】
小児臨床薬理学会
全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）中国四国役員
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過去の災害から学ぶ災害時に必要な体制づくり 
～薬剤師にできる有用な連携

株式会社ケイ・クリエイト　こやま薬局　　金田　崇文

　近年毎年のように起こる自然災害。災害時の薬剤師の役割は広く知られるようになった。薬剤師には医薬
品の供給継続や衛生管理など幅広い役割がある。災害支援、支援薬剤師などという言葉は、被災地等に赴
いて行う支援活動をイメージさせるが、被災した際には、被災地域でとるべき行動がある。それを知ることは、
被災時だけではなく、平時の災害対策という視点でも重要である。今回は被災時に薬剤師が担う役割につい
て「４つの連携」に焦点をあてる。薬剤師が災害時の地域社会における患者支援を目的とした連携の架け橋
となるべく、これまでの経験で得られた課題と平時に整えるべき体制づくりというテーマで薬剤師の役割につ
いて考えていきたい。

　「薬剤師会／病院薬剤師会」と「行政」の連携
災害対応の実施主体である行政は、医療資源の情報を的確に把握し判断をする必要がある。つまり、病院薬
剤師会や薬剤師会と連携し、資源配分等を把握する必要がある。そこで、全国で整備されつつある「災害薬
事コーディネーター」は、その判断を行う際に、重要な役割を持つと考える。災害薬事コーディネーターの役
割は各県ごとに多少異なるが、似ていることも多いため、岡山を例にその必要性について伝えたい。

　「薬剤師会／病院薬剤師会」と「薬局／病院」の連携
医薬品の供給のために必要な我々薬剤師は災害時の貴重な資源である。発災直後に、施設の稼働状況や薬
剤師の安否確認を行うのは病院薬剤師会や薬剤師会の役割であると考えられるが、その迅速な行動が医療
支援の全体に与える影響について情報提供する。

　「病院薬剤師」と「薬局薬剤師」の連携
災害支援活動に病院薬剤師／薬局薬剤師の区別が必要ないケースが多くみられる。災害時は支援者としての
薬剤師の数が足りなくなるため、病院と薬局の連携がその解決の一つになるのではないかと考える。実際の
過去の支援内容を例に組織の枠を超えたオール薬剤師に支援の可能性について紹介する。

　「薬局薬剤師」と「地域（多職種や家族）」の連携
災害の犠牲になりやすい在宅患者や障害者。情報が届きにくいなど避難をするにも多くの課題がある。避難
行動要支援者リストも存在するが、個別計画は進んでいない。地域の薬局が在宅患者等の要支援者に対して
できる連携とは何かについて考察する。

岡山大学　薬学部　総合薬学科　卒業
株式会社ケイ・クリエイト　こやま薬局　入職　現在に至る

岡山県薬剤師会災害対策特別委員会　委員長
全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（ＪーＨＯＰ）中国四国ブロック役員
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シンポジウム2





基礎研究から考察する抗がん剤投与による精神機能低下およびその対応
1）就実大学　薬学部　薬物治療学、2）岡山大学病院　薬剤部
〇北村　佳久1)、牛尾　聡一郎2)

　近年、がんに対する画期的新薬の上市により、がん薬物療法は格段に進歩を遂げている。つまり、多くの
がん患者の中でも、これら抗がん剤により長期生存が可能となる症例が多くなってきた。しかしながら、我が
国においてがんは死因の第１位であることより、依然としてがんは国民の生命および健康にとって重要な問題
である。
　これまで、我が国ではこのがん対策について取り組んできた。現在では第 3 期の「がん対策推進基本計画」
が実施されている。この「がん対策推進基本計画」の重点的に取り組むべき課題として、がんと診断された時
からの緩和ケアの推進が挙げられている。この理由として、がんの検査から始まり、診断、治療の過程でがん
患者は大きな精神的負担を持つことより、早期の緩和ケアが必要となるからである。
　これまで演者は精神機能変化に対する脳内神経系の役割について基礎的研究を展開している。その中で、
演者を含めて多くの報告では化学療法により脳内神経新生の抑制により認知機能の低下について報告されて
いる。さらに、演者は動物を用いた研究により化学療法は脳内神経機能の変化によりストレス脆弱性を来し、
その結果不安症状を示すことを報告してきた。このストレス脆弱性とはセロトニン（5-HT）受容体のサブタ
イプの一つである 5-HT2A 受容体機能の亢進により一部説明される病態像であるが、化学療法によりこの
5-HT2A 受容体機能が亢進することを初めて明らかにした。つまり、がん告知により、がん患者は精神的なス
トレスにさらされている状況でありながら、さらに化学療法により脳内神経系の変化が加わることは、適切な
精神機能を維持することは難しくなる患者の存在が想像できる。
　そこで、本講演では化学療法における脳内神経機能の変化の中で、不安／うつに深く関与しているセロトニ
ン神経系に着目し、化学療法における不安症状の病態像を明らかにした。さらに、その病態像の理解の上で、
化学療法における精神機能変化に対する最適な治療薬の提案を行う予定である。

（北村佳久）
1989年 福岡大学大学院薬学研究科　博士課程前期　修了
1989年 東洋醸造　リサーチセンター
1992年 旭化成工業　ライフサイエンス総合研究所
1997年 岡山大学病院　薬剤部
2005年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　准教授
2012年 岡山大学病院　薬剤部　准教授／副薬剤部長
2020年 就実大学　薬学部　薬物治療学　教授
 現在に至る

（牛尾聡一郎）
2015年 九州大学大学院博士後期課程創薬科学専攻　修了
2015年 岡山大学病院　薬剤部
 現在に至る
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大規模医療情報データベースを活用した抗がん剤副作用に対する 
予防法の確立

1) 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学、2)徳島大学病院 総合臨床研究センター、 
3)徳島大学病院 薬剤部、4)徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学、5)岡山大学病院 薬剤部
〇合田　光寛1,2)、神田 将哉1,3)、吉岡　俊彦1,3)、吉田　愛美1)、新村　貴博3)、櫻田　巧3)、 
　小川　敦3)、岡田　直人3)、相澤　風花 3)、八木　健太2)、濱野　裕章1)、石澤 有紀4)、 
　座間味　義人1,3,5)、石澤　啓介1,3)、

　日本人のがん発症者数は増加しており、約 2 分の1 が生涯のうちで何らかのがんに罹患している。一方で、
がんの主な治療法である手術、放射線治療、がん薬物治療のうち、特にがん薬物治療における進歩がめざま
しく、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の臨床応用により、がん患者の予後は著明に改善している。
その結果、がんサバイバーの増加が報告されており、今後もがん薬物治療を受ける患者数が増加し続けること
が予想される。一方で、ががん薬物治療施行時には、悪心・嘔吐、腎障害、心機能障害、末梢神経障害な
どの多岐にわたる有害事象が高頻度に起こる。抗がん剤誘発有害事象は患者の QOL 低下、さらには治療継
続困難や予後不良につながる重大な影響を与えるため、臨床上解決すべき重要な課題となっている。
　最近、レセプトデータベースや副作用自発報告データベースなどの医療ビッグデータを用いた研究が数多く
展開されている。臨床における多様な患者層・様々な因子を内包する大規模医療情報データベースを用いた網
羅的な解析により、実臨床を反映した薬剤使用の臨床効果を評価することによって、発現頻度が低い副作用
に対しても実臨床で効果があると推測される予防薬を見出すことが可能になる。しかし、実臨床で収集され
た医療ビッグデータには欠損値や報告バイアスなどにより不正確なデータが含まれている場合もあり、医療ビッ
グデータ解析の結果だけでは因果関係を明確に示すことは難しい。また、薬剤の作用メカニズムは医療ビッ
グデータや病院診療録を用いた後方視的観察研究では明らかにすることは困難なため、培養細胞や病態モデ
ル動物などを使用した基礎研究の実施が必要になる。
　そこで我々は医療ビッグデータ解析や後方視的観察研究で見出した結果を基礎研究で検証することによっ
て、より確からしい結果を選別し、臨床応用可能性の高い予防法の開発に繋げることを目指した。本シンポジ
ウムでは、大規模医療情報データベースや遺伝子発現データベースを用いたビッグデータ解析、基礎研究、後
方視的観察研究を融合した新しい研究手法を用いた抗がん剤誘発副作用に対する新規予防法の開発研究に
よって得られた成果を紹介する。

学歴
平成22年 3月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
  創薬生命科学専攻博士後期課程 修了

職歴
平成22年 4月 新潟大学 医学部医学科 薬理学 助教
平成24年 4月 摂南大学 薬学部 生化学 助教
平成29年 9月 徳島大学病院 薬剤部 薬剤師
平成30年 11月 徳島大学病院 薬剤部 特任助教 
令和  2年10月 徳島大学病院　総合臨床研究センター　特任助教
  （現在に至る） 
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がん化学療法における有害事象に対するアセスメントの必要性と 
そのマネジメント

広島市立広島市民病院　薬剤部　　阪田　安彦

　がん化学療法は、殺細胞性抗がん剤だけではなく、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤（以下、
ICI）などの新たな作用機序の抗がん剤が開発され、各がん種においてファーストラインから単剤療法のみなら
ず併用療法も行われるようになった。分子標的薬は、特定の分子を標的として治療する薬剤であるため、殺
細胞性抗がん剤とは大きく異なる有害事象が現われることがある。ICI については免疫を賦活化し抗がん作用
を示すが、過剰となった場合、全身に免疫関連有害事象（以下、irAE）の出現の可能性がある。また、irAE
は治療を終えた後、長時間経過して出現することもあり、ICI の治療歴のある患者は irAE の出現を念頭に置
き、長期に渡って経過観察を行わなくてはならない。このように、がん化学療法を行う患者には、作用の異な
る様々な薬剤の有害事象をマネジメントする必要がある。また、がん患者に起こる症状変化は抗がん剤治療の
有害事象だけではなく、原疾患・併存疾患の悪化、支持療法を含めた持参薬の有害事象など様々な要因が
考えられる。がん患者に関わる薬剤師は、入院だけではなく外来においても抗がん剤治療による副作用モニタ
リングを中心に患者に起こりうる症状について適切なマネジメントを主治医に提言することが業務の一つにな
りつつある。そのために薬剤師は、患者の前治療を含む治療歴、併存疾患、肝・腎機能などの代謝排泄機能
や検査値の変化、併用薬などの患者背景を十分に把握し、症状変化の要因をアセスメントすることにより、適
切なマネジメントが可能となる。本シンポジウムでは、当院の薬剤師外来の運用方法を一例として紹介し、実
際に関わった症例を踏まえて、がん化学療法患者に薬剤師が関わるために何が必要であるかを考えていきたい。

職歴
平成15年3月　福山大学薬学部卒業
平成17年3月　福山大学大学院薬学研究科医療薬学専攻課程修了
平成17年4月　広島市立広島市民病院薬剤部入職
平成30年4月　広島市立広島市民病院薬剤部　副部長

所属学会
日本病院薬剤師会、臨床腫瘍学会、癌治療学会、医療薬学会、緩和医療薬学会、乳癌学会、臨床腫瘍薬学会

学会活動
臨床腫瘍薬学会：代議員、臨床研究委員会副委員長

資格
医療薬学会認定薬剤師、緩和医療認定薬剤師、外来がん治療認定薬剤師、医療薬学会指導薬剤師、
医療薬学会がん専門薬剤師
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メカニズムから考える味覚障害のマネジメント
国立病院機構呉医療センター　薬剤部　　田頭 尚士

　がん化学療法において使用される薬剤は年々多様化してきており、それに伴い様々な副作用が報告されてい
る。支持療法の進歩等により対策方法が確立されている症状が多数ある一方で、抗がん剤治療に伴う味覚障
害は十分な対処法が確立されていない。その背景には、出現時期が明らかではない点や、生命予後に直結し
ないため副作用であるため医療者から軽視されがちなどの点が挙げられる。
　味覚障害のメカニズムは依然不祥な点が多いものの、抗がん剤による味蕾細胞や味覚伝達物質への障害だ
けでなく、抗がん剤投与による食事摂取量の低下に伴う亜鉛不足、口腔乾燥や唾液分泌の低下など様々な要
因が考えられている。
　また、味覚障害を起こしやすい薬剤については数多くの薬剤で報告がある一方で、同じレジメンにおいても
出現時期や継続時期などは個人差が大きい。
　さらには、味覚障害の症状についても、味を感じにくくなる、味を強く感じる、本来の味とは異なって感じ
るなど様々である。患者自身が症状を認識していないケースもあるため、アセスメントの際には問診が重要と
なってくる。また、抗がん剤だけでなく、がん治療に関わる他の要因においても味覚障害は起こりえるため、
アセスメントの際には併用薬や併発している症状、既往歴等の患者背景にも考慮する必要がある。
　抗がん剤による味覚障害については確立した対処法がないため、患者個々の症状に合わせての対症療法が
中心となる。その際には多職種と連携を取りながらチームでの対応が重要となってくる。
　今回のシンポジウムでは、抗がん剤の味覚障害について、その発生メカニズム等も考慮しながら皆様方とよ
り良いマネジメントについて検討していきたいと考える。

平成13年（2001） 3月 福山大学薬学部卒業
平成15年（2003） 3月 福山大学大学院薬学研究科修士課程修了
平成18年（2006） 3月 福山大学大学院薬学研究科博士課程修了（薬学博士取得）
平成18年（2006） 4月 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　薬剤科勤務
平成24年（2012） 1月 医療薬学会がん専門薬剤師認定
平成27年（2015） 4月 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　薬剤部へ異動
平成29年（2017） 1月 医療薬学会がん指導薬剤師認定
令和 3年（2021） 4月 独立行政法人国立病院機構呉医療センター　薬剤部へ異動
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シンポジウム3





肝炎医療コーディネーターとしての薬剤師の取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部　　越智　理香

　愛媛県は肝がん死亡率が全国の中でも高く、特に 75 歳未満の年齢調整死亡率は全国ワースト5 以内が続
いており、県を上げて肝炎ウイルス検査受検等の啓発を推進する活動が行われている。その中で、肝炎医療コー
ディネーター（以下、肝 Co）の果たす役割は大きく、肝炎の「予防」、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアッ
プ」の促進に寄与することが期待されている。国が示す肝炎対策基本指針においても肝 Co の養成と活用が
求められている。また、愛媛県の肝 Co の役割として、「肝疾患に対する県民の関心を高め、肝疾患の啓発や
相談を地元で行う」という目的があり、肝 Co には保健師、看護師、薬剤師、栄養士等の多職種が登録され
ている。さらに、近年 C 型肝炎治療薬が目覚ましい進歩を遂げ、治療効果が高い飲み薬が主流となり外来
での治療が進む中で薬剤師が果たす役割は大きいと考える。しかし、愛媛県の肝 Co 薬剤師は、2017 年時
点で 18 名登録されていたが 17 名が病院薬剤師であり、保険薬局薬剤師（以下、薬局薬剤師）はいなかった。
そこで、薬局薬剤師の参画を促すため 2018 年より愛媛大学医学部附属病院 ( 以下、当院 ) 薬剤部では、当
院肝疾患診療相談センター、愛媛県病院薬剤師会、愛媛県薬剤師会と協同し、薬剤師に対して肝 Co 養成
講習会や肝炎の街頭キャンペーンの案内、そして肝臓疾患に関する勉強会の開催などの活動を開始した。活
動の成果もあり、2018 年に新規で 17 名、2019 年に 12 名、2020 年に 30 名の肝 Co 薬剤師が登録され、
2018 年から薬局薬剤師も登録された。現在では 77 名の薬剤師が登録されており、46 名が病院薬剤師、27
名が薬局薬剤師、その他が 3 名となっている。　
　薬局薬剤師の活動は、地域における役割として未検者に対する肝炎検査の受検勧奨や正しい知識の情報提
供、そして治療が開始されれば副作用モニタリングや医療機関への情報提供等がある。
　病院薬剤師は、薬局薬剤師の役割に加えて肝疾患薬治療薬の服薬指導や C 型肝炎治療薬（DAA）導入
前の服用薬との相互作用確認を行うことで適正な薬剤選択に繋げる等がある。そして、薬局に情報共有を行い、
連携を行うことで地域の多くの患者の拾い上げと継続的フォローにより治療効果の向上が期待出来ると考え
る。
　本シンポジウムでは、当院薬剤部 薬剤師外来の取り組みと県内の肝 Co 薬剤師の活動を紹介する。

2000年 3月 武庫川女子大学薬学部卒業
2000年 6月 愛媛大学医学部附属病院薬剤部　入職
2003年 3月 愛媛大学医学部附属病院薬剤部　退職
2003年 5月 有限会社　ひまわり薬局　入社
2010年 3月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科創薬生命科学専攻博士後期課程　修了
2013年 4月 愛媛大学医学部附属病院薬剤部　入職
2014年10月  愛媛大学医学部附属病院薬剤部　主任
2020年 8月 愛媛大学医学部附属病院薬剤部　副薬剤部長

（現在に至る）
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病院薬剤師の肝疾患患者への関わり 
～内科病棟での薬物療法マネジメントを中心に～

広島市立広島市民病院　薬剤部　　石田　翔

　病院薬剤師は肝疾患診療連携エコシステムにおける「受療」の部分を中心に関わっており、薬物療法での
貢献が求められている。広島市民病院での薬剤師の介入内容は「肝疾患加療目的で入院された患者に対する
薬学的介入」と「その他の薬物療法を介した関わり」に大きく分けられる。
　「肝疾患加療目的で入院された患者に対する薬学的介入」には、肝硬変の合併症である腹水・肝性脳症・
門脈血栓症に対する治療、肝臓がんに対する抗がん剤治療、自己免疫性肝炎に対する治療などがある。腹水
治療では、血圧、In-Out バランス、体重推移をモニタリングする。また、フロセミドの効果持続時間や肝硬
変患者での PK-PD を考慮した処方提案、各利尿薬の副作用モニタリングなどを行っている。肝性脳症治療
では、合成二糖類、腸管非吸収性抗菌薬、亜鉛製剤、カルニチン製剤が使用され、適宜服薬指導を行っている。
栄養療法で肝不全用経腸栄養剤を使用する患者へは服用法の助言によるアドヒアランス向上を心掛けている。
また、利尿薬使用や下痢に伴う低カリウム血症に注意する必要があり、早期に発現を捉え補正することを提案
している。門脈血栓症治療では、抗凝固薬を用いた治療が実施され、肝予備能が低下した症例が多いため出
血傾向に十分な注意が必要である。肝がんに対する抗がん剤治療では、各薬剤で副作用プロファイルが異な
るため看護師向けの勉強会を開催することで理解を図り、患者の副作用発現状況を多職種で情報共有するよ
う努めている。特に手足症候群のような自覚症状を伴い、また支持療法薬の適正使用が重症度に影響を及ぼ
す副作用に関しては多職種での綿密な管理が重要となる。自己免疫性肝炎治療では、主にステロイドが使用
されるが、中年女性で好発するため、ざ瘡など外見に関わる部分は重点的に指導し、長期服用や支持療法薬
の必要性も理解を得る必要がある。
　「その他の薬物療法を介した関わり」としては、肝性糖尿病での薬剤選択など血糖管理への介入、肝機能
障害の程度に応じた継続服用中および新規開始薬剤の用量調節、B 型肝炎対策ガイドラインに準じた検査
オーダーの追加提案などを行っている。
　肝疾患コーディネーターとして日常臨床で何ができるか私自身も自問自答の日々であるが、エコシステムでの
自身の立ち位置を理解し、本来の薬剤師業務の一環としてとらえ、できることから行っていく姿勢が肝要であ
ると考える。

2009年3月　北里大学薬学部薬学科卒業
2011年3月　北里大学大学院薬学研究科卒業
2011年4月　広島市立広島市民病院薬剤部
2015年4月　広島市保健所環境衛生課薬務係
2016年4月　広島市立広島市民病院薬剤部
現在に至る
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多職種で取り組む肝炎医療コーディネーター活動と今後の課題
1)徳島大学病院　看護部　肝疾患相談室、2)徳島大学病院　患者支援センター、
3)徳島大学病院　消化器内科、4)徳島大学病院　消化器・移植外科、 
○立木　佐知子1)、冨永　誠記2)、田中　貴大3)、山田　眞一郎4)、島田　光生4)

【はじめに】徳島県では平成 24 年度から肝炎医療コーディネーター（以下肝 Co）養成研修会を開始し、令
和 2 年度末までに 531 名を養成している。主な職種は看護師 192 名（36.2％）、保健師 69 名（13.0％）、
医師 49 名（9.2％）、薬剤師 47 名（8.9％）、臨床検査技師 35 名（6.6％）などで構成されている。今回、こ
れまでの活動の中で薬剤師と連携し取り組んだ内容と、今後より多くの肝 Co が活動へとつなげていくための
課題について報告する。

【活動内容】①薬剤師対象研修会：肝炎治療の重要な場面で関わる職種に注目したところ、平成 28 年度末
には肝 Co 薬剤師は 1 名であり、薬剤師対象の肝疾患研修会を開催し、肝 Co についてアピールした。平成
29 年度の肝 Co 養成研修会は 20 名受講、現在 47 名の肝 Co が認定されている。②肝臓病教室：院内で
は年 4 回、院内外の肝 Co の協力のもと開催し、薬物療法に関する講義を薬剤師に講師依頼している。昨年
度は当相談室ホームページでの動画配信、今年度は紙面開催としWEB 視聴が難しい方へも情報提供をした。
③啓発活動：肝臓週間や世界肝炎デーにはポスター展や来院者への肝炎啓発資材の配布や、肝疾患啓発活動、
無料肝炎検査を実施している。④肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：令和３年４月制度が改正され、院
内各部署での役割を明確にし、対象患者へ制度の案内を実施した。外来における分子標的薬などを用いた化
学療法が対象となったことで、保険薬局との連携をとる機会が増加している。⑤ウイルス肝炎治療：患者は、
受診の際医師には伝えにくいことを薬剤師に話すことも多く、アンケートでも「DAA 治療最終処方の際の会
話から、治療終了後の定期受診の必要性をお伝えできた」等の回答もあり、肝炎治療における薬剤師の役割
の重要性を実感している。

【まとめと今後の課題】
肝疾患に関する啓発、肝炎検査から肝炎・肝硬変・肝がん治療とその後のフォローアップまでスムーズに進め
るためには、様々な領域、多職種で構成される肝 Co が、共通の認識をもちながら互いに連携・協働すること
が肝要である。薬剤師は、患者に関わる機会も多く治療に関する重要な場面での患者サポートを担っており、
受療の場面以外にも様々な活動の機会があると感じている。また、適切な情報提供や肝炎医療の提供をする
ためには、意欲的な肝 Co 達が継続して活動できるように、自施設での活動への理解を得るためにサポート
体制を整えることも必要と考える。

略歴
平成3年3月 徳島大学医療技術短期大学部　看護学科卒業   
平成3年4月 徳島大学医学部付属病院　入職   
 　以下　所属部署 
 　　消化器・循環器内科病棟 
 　　消化器外科・小児外科病棟 
 　　集学治療病棟　ICU   
平成12年4月 大阪大学医学部付属病院　ICU　勤務   
平成13年4月 徳島大学病院　　勤務   
 　所属部署 
 　　集学治療病棟　ICU 
 　　血液・内分泌内科病棟 
 　　脳外科・神経内科病棟   
平成28年5月 徳島大学病院　肝疾患相談室勤務
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ウイルス性肝炎の現状と課題～肝炎医療コーディネーターへの期待～
愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学　教授　　日浅　陽一

　肝細胞がんは部位別がん死亡数で 5 位と多く、罹患数に比べて死亡数が多いことから、予後不良のがんで
ある。その多くは B 型肝炎、C 型肝炎による慢性肝炎から生じる肝硬変から発症する。中国四国は肝がんの
死亡率が相対的に高く、特に愛媛県は最新データの 2019 年で都道府県別肝がん粗死亡率が全国ワースト2
位、75 歳未満年齢調整死亡率はワースト1 位と不名誉な状況である。肝細胞がんの撲滅のためには、その原
因ウイルスである B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスの撲滅が必要である。原因治療である抗ウイルス治療
法は B 型肝炎、C 型肝炎ともに近年劇的に進歩した。B 型肝炎は核酸アナログ製剤でウイルス量を抑制する
ことが可能であり、C 型肝炎は直接作用型抗ウイルス剤 (direct anti-viral agent: DAA) によりほぼ 100%
のウイルス排除が可能になった。しかし、肝がん発生数は低下傾向にあるものの、その動きは鈍い。その理由
として、症状がなく感染経路も不明であることが多いことから、感染を自覚していない患者が潜伏しているこ
とが示唆される。肝炎ウイルス検査と陽性者の確実な受診、受療の必要性が指摘されており、肝炎医療コーディ
ネーターとの連携による院内外の啓発活動が重要である。
　肝炎ウイルスの治療成績は、内服アドヒアランスに依存する。治療を確実に成功させるためには薬剤師の肝
炎の正しい知識に基づいた的確、かつ丁寧な服薬指導が欠かせない。愛媛県では多くの薬剤師さんに肝炎医
療コーディネーターを取得していただき、上記の市民啓発、院内啓発、患者指導に積極的に関わっていただい
ている。
　また、ウイルス性肝炎はウイルス治療後も放置できない。治療後も慢性肝障害により傷んだ肝臓は遺残し、
肝細胞がんが発生するリスクがある。当科でも多くのウイルス治療後の肝発がん症例を経験している。これら
の患者を拾いあげるためには、治療中から治療後フォローの必要性を理解していただき、定期的な通院、血
液検査、画像検査を受けていただく必要がある。また、どの様なリスクのある患者から発生するか臨床データ
の検証が必要である。これら定期受診の啓発においても肝炎医療コーディネーターの役割は大きい。ウイルス
性肝炎とそれによる肝がんの撲滅が可能な時代になってきた現在こそ、肝炎医療コーディネーターとの連携に
よってそれが現実となるように取り組んでいきたい。

略歴
昭和 59年 3月 愛媛県立今治西高校卒業
平成 2年 3月 愛媛大学医学部医学科卒業
平成 2年 6月 愛媛大学医学部附属病院　研修医
平成 3年 4月 松山赤十字病院内科　研修医
平成 4年 6月 大洲中央病院　内科
平成 9年 8月 東京都臨床医学総合研究所に国内留学
平成 11年 3月  愛媛大学大学院医学研究科卒業　医学博士
平成 11年 6月 愛媛大学医学部附属病院　助手
平成 12年 10月  米国Massachusetts General Hospital、ハー

バード大学に留学( ～平成14年)
平成 19年 7月 愛媛大学医学部附属病院　講師
平成 21年 10月  愛媛大学附属病院　肝疾患診療相談センター　

センター長( ～令和元年)
平成 22年 9月  愛媛大学大学院　先端病態制御内科学　准教授
平成 25年 4月  愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学　教授
平成 27年 4月  愛媛大学医学部附属病院　副病院長(地域連携・

地域医療再生担当) (兼任)
平成 28年 1月  総合診療サポートセンター　センター長(兼任)　

現在に至る

専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・
指導医、日本肝臓学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専
門医・指導医、日本超音波医学会専門医・指導医、日本アレルギー
学会専門医・指導医、日本消化管学会専門医・指導医、日本病態
栄養学会専門医・指導医、日本移植学会移植認定医

学会評議員
日本内科学会理事・評議員、日本消化器病学会財団評議員、日
本消化器病学会四国支部長、日本肝臓学会評議員、日本消化器
内視鏡学会社団評議員、日本超音波医学会理事・代議員、日本
超音波医学会四国地方会運営委員長、日本門脈圧亢進症学会評
議員、日本肝癌研究会幹事、日本消化器免疫学会評議員、日本消
化管学会代議員、日本高齢消化器病学会理事、日本がん分子標
的治療学会評議員、日本病態栄養学会理事・代議員、American 
Gastroenterological Association Fellow (AGAF)、Fellow 
of American Association for the Study of Liver Diseases 
(FAASLD)、厚生労働省　肝炎対策推進協議会委員、AMED班
研究:「B型肝炎患者のドラッグフリーを目指した免疫治療法の開
発」研究代表者　令和3年度～

受賞歴
American Liver Foundation: Postdoctoral Research 
Fellowship Award, 日本肝臓学会　冠アワード 基礎分野奨励
賞、愛媛大学医学部Best teacher賞、Liver Forum in Kyoto 研
究奨励賞(2回)、愛媛大学大学院医学系研究科優秀論文賞、愛媛
医学会賞、他
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シンポジウム4





連携の「意味」と「意義」　～誰のため？何のため？～
医療法人順天会　放射線第一病院　　塩出　憲仁

わが国では 2010 年以降継続する人口減少の問題を抱え、2025 年には約 800 万人いる団塊の世代が後期
高齢者となり、実に４人に１人が 75 歳以上という「超高齢化社会」を迎えようとしている。その一方で労働
人口は減少するため、社会保障費や医療介護における人的資源の不足が懸念されている。加えて、高齢者の
人口動態には大きな地域差が存在するため、地域の実情に応じた医療・介護・生活支援を包括的に確保する
地域包括ケアシステムの構築が急務となる。さらには医療の飛躍的な進歩に伴い医療現場では高度な専門性
や多様性が求められ、薬薬連携や多職種連携は必須となっている。また、医師等の働き方改革においても、チー
ム医療におけるタスクシフティング・タスクシェアリングが大きな要となり、今後の薬剤関連業務において薬剤
師のさらなる貢献が必要不可欠となる。
このような背景のもと、今治市において保険薬局薬剤師を対象とした薬薬連携に関する意識調査を実施した
結果、「何をすれば連携となるのか？」、「他職種間で情報共有をすれば連携と呼べるのか？」と地域医療にお
ける“ 連携 ”という言葉の曖昧な表現に、懐疑的な意見が少なからず寄せられた。そのなかで現在、多職種
研修会や病院と薬局薬剤師合同の健康フェアなどの地域医療活動が展開されているが、連携という点におい
ては未だ手探りの状態であると推測される。そこで、本シンポジウムでは参加される先生方と連携について考
察し、今後の課題を克服していく第一歩として、より良い連携への一助となればと願っている。
医療において “ 連携 ” に求められるもの、必要なものとは？
“ 連携 ” が患者に対して何をもたらすことができるのか？
そのために、我々薬剤師に望まれることは何なのか？
これからの医療における“ 連携 ” について、その意味と意義を考える。

1996年　日本大学薬学部　卒業
同年～ 2007年まで薬局勤務、以降は現在まで病院勤務
1996年　株式会社柏龍堂　入社
1998年　株式会社アガスト　入社
2006年　有限会社ヒアサ薬局　入社
2007年　医療法人順天会放射線第一病院　薬剤部　入職
2012年　医療法人順天会放射線第一病院　薬剤部長
2016年　愛媛県病院薬剤師会　理事（病床機能別委員会 委員長）
現在に至る
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地域につなげる薬物療法のため中小病院薬剤師にできること
医療法人長久堂野村病院　診療支援部　薬剤科　科長　　荒川　隆之

　中小病院は、一般的に病床規模において分類されるが、大病院の単なるミニチュアという訳ではなくその役
割は様々である。多くの中小病院では職員数が少ないという共通の問題点を抱えており、マンパワー的には不
利と考えられがちだが、職員間において顔が見える関係を構築しやすく、小回りの利いた連携がとりやすいと
いったメリットも生じるものと考えている。
　演者が現在勤務している長久堂野村病院 ( 以下、当院）は、1981 年に開設した 79 床の中小病院であり、
現在は内科・外科・整形外科・麻酔科の多科診療を行える病院となり、医療のみでなく、介護、福祉にも力
を入れ、地域医療の一端を担っている。また、演者が今春まで 20 年間勤務してきた施設も180 床の中小病
院である。
　多くの中小病院は地域に根差した医療を提供しており、地域医療構想においても、地域での医療連携は欠
かせないものとなっている。地域医療連携は、薬剤師同士の薬薬連携にとどまらず、多職種を巻き込んだ連
携へと醸造していくべきであり、病院薬剤師は、院内において構築してきた多職種連携のノウハウを地域にお
いても活用していくべきであると考える。しかしながら、地域によって必要とされる医療やリソースもそれぞれ
異なり、連携といってもそれぞれの地域によって異なるものと考えている。
　現在演者が勤務している施設、そして前施設においても多職種による退院時カンファレンスは行われていな
いものの、お薬手帳や薬剤サマリー等を活用し、保険薬局や転院先の施設に情報提供する試みを行ってきた。
入院時においては、患者の同意をとり、かかりつけ薬局への情報共有を行うことも可能である。また、入院患
者に関して調査した DI 情報は、退院後、外来患者において必要となる事もあるため、保険薬局との DI 情報
共有を目的として、異なる多施設の薬剤師間において、DI 情報を共有するシステム（薬剤師ノート）を構築した。
演者は保険薬局との情報共有は、患者さんに付随した情報だけにとどまらず、医薬品に関する多くの情報に関
しても共有すべきであると考えている。大切なのは、地域医療を支える医療従事者が減っていく中、どのよう
に地域医療を支えていくかについて皆で考えることであり、その中で自身にできることから始めればよいと考
えている。
　今回は、自身がかかわってきた連携に関する取り組みについて紹介するとともに中小病院における連携につ
いて考える機会としたい。

平成 10年 3月  福山大学薬学部生物薬学科卒業    
平成 12年 3月  福山大学大学院薬学研究科医療薬学専攻博士前期課程卒業
平成 12年 4月  医療法人社団清風会　五日市記念病院入職　技術部臨床薬剤科勤務
平成 26年 1月  同　科長　着任
令和 3年 3月 ～ 医療法人 長久堂野村病院　診療支援部　薬剤科　科長　着任　現職

社会活動（主なもの）
平成 22年 4月 ～ 広島県病院薬剤師会理事  
平成 24年 7月 ～ 日本病院薬剤師会中小病院委員会委員 
平成 26年 9月 ～ 日本医薬品安全性学会評議員  
平成 28年 7月 ～ 日本病院薬剤師会学術第1小委員会委員 
令和 元年 7月 ～ 日本医療薬学会中小療養病床専門薬剤師制度検討WG委員 
令和 2年 6月 ～ 公益社団法人広島県薬剤師会常務理事   
令和 2年 7月 ～ 日本病院薬剤師会中小病院委員会副委員長 
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在宅緩和ケアモデル事業における薬剤師の活動
有限会社アポトライ　ダテ薬局　　山内　隆史

超高齢化社会に向けて、地域包括ケアシステムの構築が推進されている。地域包括ケアシステムは、可能な限
り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、支援・サービスを提供す
るシステムである。この実現には多職種が関わり、チームとして継続的な医療・介護の提供を行う必要がある。
一方、終末期がん患者に対する地域連携は、がん診療連携拠点病院と地域包括ケアシステムと連携が十分で
なく、緩和ケアの地域への浸透が進まなかった。
そのため愛媛県では、在宅緩和ケアモデル事業が開始され地域での緩和ケア連携が模索されており、私の住
む宇和島市は 2016 年より事業開始となった。
本シンポジウムでは、宇和島地区在宅緩和ケアモデル事業での薬剤師の活動についてご講演させて頂く。そ
の中で病院薬剤師・保険薬剤師が集まり垣根のない連携をモデル事業で実施した事が、地域での多職種連
携に大きく貢献できたのではないかと考える。しかし、今後の問題点や課題も出現しており、ご参加頂く先生
方と討論することで、様々な意見等を頂き、中小病院が抱える問題や連携について自身も考え学ぶ機会とした
い。

平成 13年 3月 徳島文理大学　衛生薬学科　卒業
平成 13年 4月 総合メディカル株式会社　入社
平成 17年 3月 総合メディカル株式会社　退職
平成 17年 4月 市立宇和島病院　入職
令和 元年 12月 市立宇和島病院　退職
令和 2年 1月 有限会社アポトライ　入社

資格
　緩和薬物療法認定薬剤師
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一般演題（口演）





O-001	 	新規不斉DMAP触媒の合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 初　もんゆえ1）、堤　大洋2）、Karanjit　Sangita3）、中山　淳3）、難波　康祐3）

【目的】当研究室では、1,1,7,7-テトラメチル-9-アザジュロリジン(TMAJ, 1)の合成とそのアシル化触媒活性を報告している 

[1] 。すなわち、エナール3に対してNs基の除去を行うことで二環性骨格が構築されたアルデヒド4を得た後、4工程の変換に
よりTMAJ(1)を合成するというものである。我々はこの二環性骨格構築法を応用することで、ピリジン環のベンジル位にテトラ
メチル基ではなく不斉点を有する新たな不斉DMAP触媒の合成が可能であると考えた。そこで、天然物から誘導可能な不斉
DMAP触媒(2)の合成に着手した。

【方法・結果】市販の(S)-カルボン(5)を出発物質とし10工程の変換によりジアルデヒド6を合成し、続く2工程の変換によりエナー
ル7へと導いた。7に対してTMAJ(1）と同様の環化反応の条件に付したところ、所望の二環性骨格を有するアルデヒド8は得ら
れたものの、低収率かつ長い反応時間が必要であった。この結果から8を経由した2の合成は困難であると考え、6に対してL-
プロリン存在下Ns基の除去を行ったところ [2] 、二環性骨格を有するアルデヒド9が高収率かつ短時間で得られた。現在、9から
のピリジン環構築を検討している。
[1] Namba, K. et al.  Tetrahedron Lett.  2020, 26 , 152047. 　[2] Namba, K. et al.  Org Lett.  2019, 21 , 2620.

O-002	 	Nagelamide	Q	の全合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育学部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 川田　航大1）、岡本　龍治2）、加藤　光貴2）、中山　淳3）、難波　康祐3）

【目的】Nagelamide Q (1)は、2009年に沖縄に生息するAgelas属の海綿より単離構造決定されたピロール・イミダゾール系
アルカロイドであり、1)グラム陽性菌に対する抗菌活性を示すことが知られている。構造的特徴としてはアミノイミダゾール環（A環）
や二つのブロモピロール環、タウリンユニット、3連続不正中心を含むピロリジン環（B環）などがあげられる。我々は1の特異な
構造に興味を抱き、全合成研究に着手した。【方法・結果】エノン2を出発原料とし、イミダゾール誘導体3とのStilleカップリン
グによって4とした後、水酸基のBoc化を行い5とした。その後、ニトロメタン中、触媒量のテトラメチルグアニジン（TMG）を作
用させることで、カーボネートの脱離を経由する二度のニトロメタンの1,4-付加を一挙に進行させ、ジニトロ体6を得た。次いで、
5工程の官能基変換を行うことでオキシム7を合成し、これにTsClを作用させるとベックマン分解と窒素原子からの環化が進行し、
1の母骨格を有するピロリジン8が得られた。現在、C環構築の足掛かりとなるニトリルα位の酸化及び、5から7までの収率改善
と工程数短縮を検討中である。1) Kobayashi, J. et al. Org. Lett.   2009, 11 , 1785-1788. 
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O-003	 	Calyciphylline	G	の全合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）

○ 中村　天太1）、亀山　周平1）、坂本　光1）、中山　淳2）、難波　康祐2）

【目的】Calyciphyline G (1)は、2007年に北海道大学の小林らによってユズリハ科植物Daphniphyllum calycinumより単
離・構造決定されたDaphniphyllumアルカロイドである1)。1は他に類を見ないピロールを含む5-6-7員環の縮環構造、および
三連続四置換炭素を有しており、合成化学的に興味深い化合物である。今回我々は1の初の全合成を検討し、主要5-6-7員環
骨格の構築を行ったので報告する。【方法】【結果】全合成研究に先立ち、モデル基質を用いた主骨格の構築検討を行った。ピ
ロール及びケトンα位に四級炭素を有するモデル環化前駆体2に対してBF3･OEt2を作用させたところ、ピロール二位からの分
子内Friedel-Crafts型環化反応が進行し、天然物と同様の5-6-7員環の縮環構造を有する四環性化合物5を81%で与えるこ
とを見出した。そこで、本法を全合成に適応するべく、次のカスケード反応を立案した。すなわち、分子内Friedel-Crafts型の
環化反応、水酸基の脱離(7→8)、生じた三級カチオンへのアリル基の転位 (8→9) の連続反応である。市販のジケトン6から
９工程の変換により環化前駆体7を合成し、鍵反応である本カスケード反応を現在検討中である。Ref.1) J, Kobayashi. et al. 
Tetrahedron Lett. 2007, 48 , 5693-5695.

O-004	 	新規indolizine-5-one骨格構築法の開発と応用
福山大学　薬学部
○ 水野　翔太、遠藤　麻衣、西山　卓志、町支　臣成

【目的】Indolizine-5-one骨格は、rosettacin (1)やcamptothecin (CPT)などのI型トポイソメラーゼ阻害活性を有する天然
物のコア構造を形成している。これらの抗腫瘍活性化合物は、構造的特徴として、いずれもindolizine-5-one構造を基本骨格
としており、トポイソメラーゼ1阻害活性の発現に重要な骨格であることから、新たな合成法の開発は依然として大きな関心を集
めている。今回著者は、indolizine-5-one構造の新規合成法の開発を目的とし、rosettacin (1)を標的化合物とした全合成を
検討した。

【方法・結果】合成計画としてrosettacin (1)が持つindolizine-5-one骨格中に含まれるイソキノロン環をo-アルケニルオキシ
ム 4に対する熱環化反応を応用することで構築できると考え、合成を行った。出発原料として2-ヨードキノリン2とアセチレン誘
導体3を設定し、２工程で鍵前駆体であるアルドオキシム4へと誘導した。これに対し、熱環化反応を行うことで、イソキノリン
-N-オキシド5を合成後、無水酢酸中で加熱することでイソキノロン6を一挙に得ることができた。最後にC環部を分子内環化反
応に付すことでrosettacin (1)の全合成を達成した。詳細について報告する。
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O-005	 	エナンチオ選択的アルドール反応を活用したネオビブサニン類の合成研究
徳島文理大学　薬学部
○ 原田　研一、濱本　大、中田　絢音、板東　志乃、久保　美和、福山　愛保

【目的】ビブサン型ジテルペンは、11員環型、7員環型、そして、転位型の3種のサブタイプに分類される。これらの特異な骨格
構造に加え、転位型であるネオビブサニンAおよびBに強力な神経栄養因子様活性が見出されたことで一躍有機化学者の注目
を集めることになった。今回、ビブサン型ジテルペンの構造と神経栄養因子様活性との関係を明らかにする目的で、ビブサニン
類に共通する四級炭素の構築法を開発するとともに、その手法を用いるネオビブサニン類の合成研究をおこなった。

【方法】四級炭素の構築には有機触媒を用いるエナンチオ選択的アルドール反応を検討した。本反応で得られる [3.3.1]-ビシク
ロ構造を利用すれば、ネオビブサニンに含まれる全ての立体化学の制御が可能と考えられる。

【結果】5段階で調製したケトアルデヒド体に対し、種々のプロリン系不斉触媒を使用し、アルドール反応をおこなった。その結果、
触媒としてHua-catを用いトリフルオロ酢酸を加えた場合に84%eeと高いエナンチオ選択性でアルドール体を与えることを見出
した。次に2段階で誘導したエノン体に対してCuI存在下でGrignard反応をおこなった結果、完璧なジアステレオ選択性で目的
とする1,4-付加体を与えた。さらにエノールエーテルを経由するケトンのα位置換反応によりアリル基側鎖の導入にも成功した。
現在、側鎖部の修飾をおこない、ネオビブサニン類への変換を検討中である。

O-006	 	Rhazinilam	の全合成研究
岡山大学　薬学部　創薬科学科1）、岡山大学大学院　医歯薬学総合研究域（薬学系）2）、 
大阪大学　大学院　薬学研究科3）

○ 浜田　拓也1）、松川　弘樹2）、植野上　博之3）、好光　健彦2）

【目的】　不斉第四級炭素を有した特異な九員環ラクタム構造を有する rhazinilam (1) は、キョウチクトウ科植物 Melodinus 
australisおよびRhazya stricta から単離された抗腫瘍活性アルカロイドである。本研究では，不斉四級炭素含有含窒素ビルディ
ングブロックの創製とその活用によって 1の合成経路を開拓する。【方法・結果】　これまで我々は、エノン2の遠隔不斉誘起型
アルキル化1によって化合物3を高ジアステレオ選択的に調製し、これより rhazinilam の生合成中間体 eburenine (5) に至る
合成経路の開拓を進めている (Scheme 1)。2　しかしながら、本経路では、Fischerインドール化3による5の位置異性体の副
生が課題となっていた。今回演者は、これを解決すべく、エノン4のヨウ素化とアリールカップリング、そして、脱スルホンアミド
化によって望みの位置に芳香環を有したケトン7を得た。本発表では、以上の経緯と rhazinilam (1) の全合成に向けた検討に
ついて報告する。【参考文献】1) (a) Org. Lett.  2011, 13 , 3698. (b) J. Org. Chem. 2012, 77 , 1202. 2)　日本薬学会第
141年会 （広島） 2021年. 3) Shemet, A.; Carreira, E. Org. Lett.  2017, 19 , 5529.
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O-007	 	抗RNAウイルス剤開発を目的とした5-置換ウリジン誘導体の合成
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 柴山　歩果、田良島　典子、南川　典昭

【目的】新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) やデングウイルス (DENV) を始めとする新興・再興感染症に対する治療薬の開発
は、持続的な社会の実現に向けて喫緊の課題である。ところで、ウラシル塩基は通常アデニン塩基の相補塩基としてRNAウイ
ルスの遺伝子増幅において複製されるRNA中に取り込まれるが、ウラシル塩基の5位に電子求引性基が導入されるとN 1位の
pKa値が低下するためケト-エノール型の互変異性化が生理的条件下でも容易に起こる。このような核酸塩基の互変異性化は
遺伝子変異の原因として良く知られている。そこで本研究では、5位に電子求引性基を導入したウリジン誘導体の合成を計画した。
このものがRNAウイルスの遺伝子増幅において互変異性化によりシトシン誘導体として認識されれば、ウイルスRNAに変異を
誘起し、抗ウイルス活性を示すと期待した。

【方法・結果】糖部をBz基で保護したウリジン (1) を出発物質とし、ニトロ化を行うことで化合物2へと変換した。続いて、脱保
護を行うことで化合物4を得た。また化合物2に対して5-fluorouracilを用いてトランスグリコシル化を行うことで化合物3へと
変換し、脱保護を行うことで化合物5を得た。さらに化合物1に対してヨウ素化を行い化合物6へと変換した後、一酸化炭素挿
入を行い、脱保護を行うことで化合物7を得た。さらに化合物7に対してAc化を行った後、POCl3を用いてCN化を行い、脱保
護を行うことで化合物8を得た。以上の方法により5位にNO2基、F基、CN基、CONH2基を導入したウリジン誘導体の合成を
達成した。本研究ではその詳細と抗DENV活性評価について報告する。

O-008	 	抗ウイルス活性の獲得を目指した3-デアザプリンヌクレオシド類の合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 日野谷　直人、田良島　典子、南川　典昭

【目的】新型コロナウイルス、デングウイルス、エボラ出血熱等の新興・再興感染症に対し、治療薬の開発が強く望まれている。
ヌクレオシド系代謝拮抗剤は、これらに対する有用な創薬テンプレートのひとつである。当研究室では、RNAウイルスに対する
ヌクレオシド誘導体の合成研究を進めており、これまでに7-デアザプリン誘導体に優れた抗ウイルス活性があることを見出した。
そこで我々はさらに、塩基部3位の窒素原子を炭素原子に置換した3-デアザプリンヌクレオシド類の抗ウイルス活性に興味を持ち、
それらの合成と抗ウイルス活性評価を行うこととした。

【方法・結果】イノシンを出発物質とし、4工程にて塩基部ピリミジン環を開環した化合物1を得た。続いて、得られた化合物1を
2工程にて、薗頭カップリングにより塩基部5位にトリメチルシリルエチニル基を導入した化合物2を得た。その後、化合物2を
封管中、含水エタノール中ジメチルアミンと80 ℃で加熱後、50%酢酸水溶液-エタノールの混合溶媒で処理することで塩基部
を閉環し、ワンポットで3-デアザイノシン誘導体3を得た。最後に、70% TFA水溶液で処理することで、糖部保護基を脱保護し、
目的とする3-デアザイノシン (3deI) を合成した。同様に、塩基部の閉環反応を鍵反応として3-デアザアデノシン (3deA)  と
3-デアザグアノシン (3deG) を合成した。本発表では、これらの化合物の詳細な合成と抗デングウイルス活性について報告する。 
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O-009	 	ZTPの合成とRNAポリメラーゼに対する基質認識能の解析
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 村井　あきほ、田良島　典子、南川 　典昭

【目的】5-Amino-1-β-D-4-ribofuranosylimidazole-4-carboxamide (Zヌクレオシド) の一リン酸体であるZMPはプリンヌ
クレオチド生合成中間体として知られている。この Z塩基 は、イミダゾール環4位のカルボキサミド基が自由回転することにより、
アデニン塩基またはグアニン塩基の様にふるまうことができると考えられている。このような考え方は、抗ウイルス活性を有する
ヌクレオシド代謝拮抗剤の分子デザインにも適用されており、リバビリンやアビガンなどがその代表例として知られている。しかし、
塩基部にカルボキサミド基を持つヌクレオシド三リン酸体がRNAポリメラーゼによってどのように認識されるかについての体系的
な解析は未だ報告されていない。そこで、Zヌクレオシドの三リン酸体であるZTPを合成し、RNAポリメラーゼに対する基質認
識能の解析に取り組むこととした。

【方法、結果】ZTPの合成は、まずZヌクレオシドを出発原料として、5'位水酸基をDMTr基で保護した。このものの2'位と3'位
の水酸基をAc基で保護し、DMTr基を除去することで化合物3を得た。得られた化合物3に対してLudwigとEcksteinらの方
法に従って、この三リン酸体への変換を行い、ZTPを得た (J. Ludwig et al.,J. Org. Chem. 1989, 54, 631)。現在、得られ
たZTPを用いてRNAポリメラーゼに対する基質認識能の評価を行っている。本発表ではこれらの詳細について報告する。

O-010	 	Z塩基を含むDNAオリゴマーの合成と物理化学的性質評価
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 野木　悠平、田良島　典子、南川　典昭

【目的】5-Amino-1-β-D-ribofuranosylimidazole-4-carboxamide (Z-riboside) のモノリン酸体であるZMPはプリンヌクレ
オチド生合成中間体として知られている。これらの塩基部であるZ塩基は、イミダゾール環4位のカルボキサミド基が自由回転す
ることにより、アデニン塩基あるいはグアニン塩基の様に振る舞うと考えられている (Figure1) 。しかし、これまでZ塩基の塩基
対形成能について、詳細な解析は行われて来なかった。その要因の1つとしては、Z塩基を含むDNAオリゴマーの合成が困難
であることが挙げられる。そこで本研究では、新たにZ塩基を含むDNAオリゴマーの簡便合成法を開発し、その物理化学的性
質評価を行うこととした。

【方法・結果】NapoliらはN1位を2,4-ジニトロフェニル (DNP) 基で置換したイノシン誘導体に対してエチレンジアミン中加熱処
理を行うことで、ワンポットにてZ-ヌクレオシドを合成可能であることを報告している (J. Chem. Soc., Perkin trans. 1 . 1997, 
14 , 2079) 。我々はこの方法を利用すれば、Z塩基を含むDNAオリゴマーを簡便に合成出来るのではないかと考えた。まず、
2’-デオキシイノシンから2工程でN1位DNP化体を合成し、このものをアミダイト体へと誘導後、DNAオリゴマーへ導入した。
DNAオリゴマー合成後、エチレンジアミン中加熱処理を行った所、DNAオリゴマー上でのZ塩基の形成と樹脂からの切り出し
および、脱保護が一挙に進行し、Z塩基を含むDNAオリゴマーを合成することが出来た。得られたDNAオリゴマーを用いて二
本鎖形成能などの物理化学的性質評価を行った。本発表ではこれらの詳細について報告する。
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O-011	 	膜透過型	STINGアゴニストの創製研究
徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 柏原　優太、山内　駿弥、田良島　典子、南川　典昭

【目的】　Stimulator of interferon genes (STING) とは、小胞体に存在する膜貫通型のタンパク質であり、TANK結合キ
ナーゼ1 (TBK1) やインターフェロン制御因子3 (IRF3) のアダプタータンパク質として働いており、I型インターフェロンを含む
サイトカインの産生を仲介している。このサイトカインは、細胞性免疫反応の制御に重要な役割を果たしているため、STINGア
ゴニストは、がん免疫アジュバンド、抗ウイルス剤や抗菌剤として大きな期待が寄せられている。STINGの天然のリガンドであ
る環状ジヌクレオチド類 (CDN; c-di-AMP, c-di-GMP, 2',3'-cGAMP) は、in vitroおよびin vivo の両方で強力な免疫調節
作用を有する (D.Burdette et al, Nature 2011, 478 , 515) 。しかし、CDNのリン酸ジエステル基は負電荷を帯びているため、
細胞膜透過性が著しく低い。そこで本研究では、リン酸ジエステル部へS-アシル-2-チオエチル (SATE) 基を導入したCDNプ
ロドラッグの合成研究に着手した。

【方法・結果】　まず、2’-F-アデノシン誘導体と別途調整したSATEアミダイト試薬を反応させることで、SATE型ホスホロアミ
ダイト誘導体2を得た。このものに3’-F-グアノシン誘導体3をカップリングさせることでダイマー化合物4とした後、糖部5’位の
DMTr基を除去することで環化前駆体5を得た。このものを環状ジヌクレオチド体6へと導いた後、塩基部保護基を除去するこ
とで、目的のCDNプロドラッグ (1) の合成を達成した。本発表では、これらの詳細について報告する。

O-012	 演題取り下げ
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O-013	 	植物体内の鉄輸送機構解明に向けたニコチアナミンプローブの開発研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院薬科学教育部2）、 
徳島大学　大学院医歯薬学研究部3）

○ 茅野　公佳1）、堤　大洋2）、Karanjit　Sangita3）、難波　康祐3）

【目的】ニコチアナミン(1)は高等植物において普遍的に存在する金属キレート分子であり、鉄イオンの体内輸送に関与している
ことが知られている[1]。しかしながら、その詳細な輸送機構に関しては未だ明らかになっていない。一方、当研究室では、オオム
ギの根から分泌される天然の鉄キレート分子ムギネ酸のプローブ化法を確立し、蛍光標識ムギネ酸(2)を報告している [2] 。ニコ
チアナミン(1)はムギネ酸の生合成中間体であることから、同様に2’位水酸基を介した1のプローブ化が可能と考えた。そこで2’-
ヒドロキシニコチアナミン(3)の効率的な合成法の確立に取り組んだ。

【方法・結果】従来のムギネ酸プローブの合成には大量供給に課題が残されていたことから、本研究では、エポキシド4を用いた
新たな合成戦略を考案した。市販のL-酒石酸(5)を出発物質とし、2工程の変換によりエポキシド4を合成した。また、保護グル
タミン酸6からクルチウス転位により、アミン7を合成した。得られた4および7を用いてLewis酸存在下、アミンによるエポキシド
の開環を試みたところ所望のジオール8ではなく、エポキシドの開環の後に環化および脱水が進行したフラノン誘導体9が得られ
た。今後は反応条件を精査し脱水を抑えることで所望のジオール8を得た後、アゼチジンユニットの導入を行うことで3へと導く
予定である。[1] Nishizawa, N. K. et al. Plant Cell . 2003, 15,  1263.；[2] Namba, K. et al. Angew. Chem. Int. Ed . 
2010, 49 , 9956.

O-014	 	イネ科植物の鉄取り込み機構解明を志向したトランスポーター標識プローブ
の開発

徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部2）、サントリー生命科学財団3）

○ 船曵　早希1）、佐々木　彩花1）、向山　はるか2）、辻　大輔2）、村田　佳子3）、山本　武範2）、 
　Karanjit　Sangita2）、中山　淳2）、伊藤　孝司2）、難波　康祐2）

【目的】アルカリ性不良土壌において、鉄は3価の不溶態として存在しており、植物は鉄を吸収することができず、正常に生育で
きない。この問題に対しイネ科植物のオオムギは、独自のアルカリ耐性メカニズムを備えている。すなわち、根からムギネ酸とい
うキレート剤を分泌し、不溶態鉄と錯体を形成することで鉄を可溶化させる。これを特異なトランスポーターを介して取り込むこ
とで効率的に鉄を得るというものである。我々は、この詳細な機構解明に向け、トランスポーターの蛍光標識化に取り組むことと
した。

【方法】蛍光標識化に先立ち、次のような標識プローブを設計した。すなわち、ムギネ酸鉄錯体にかさ高い置換基、光親和性標
識基、蛍光標識基を導入するというものである。これは、かさ高い置換基によりムギネ酸鉄錯体のトランスポーター通過が阻害
されている間に、光照射を行うことで光親和性標識基とトランスポーターの間で共有結合形成（クロスリンク）が行えると期待し
たためである。クロスリンク後、蛍光標識基によってトランスポーターの追跡が可能になると考えた。この設計に基づき、当研究
室で確立した方法を用いて新規標識プローブを合成した。これを用いてトランスポーター過剰発現細胞およびオオムギの標識実
験を行った。

【結果】オオムギの標識実験を行ったところ、細胞の形に沿った蛍光が観察され、細胞膜上に存在するトランスポーターの標識
が示唆された。また、細胞を破砕して電気泳動を行ったところ、標識オオムギでのみ蛍光バンドが観察され、蛍光バンドのプロテ
オーム解析によりトランスポーターのフラグメントが検出された。

【考察】上記の実験結果より、本標識プローブは当初の計画通りの挙動を示しており、さらに目的トランスポーターを特異的に標
識していることが証明された。本研究により、トランスポーター標識の一般的な手法が確立できたと考えている。
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O-015	 	Guaianolide型セスキテルペンラクトン類の全合成
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学　大学院　医歯薬研究部2）

○ 木村　有希1）、大橋　栄作2）、中山　淳2）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

【目的・方法】4α, 10α-dihydroxy-1β(H), 5β(H)-guai-11(13)-en-8α,12-olide (1)は、2002年にMoonらによってキク
科植物Carpesium macrocephalumより単離・構造決定されたGuaianolide型セスキテルペンラクトン類の一種である。1)　
本化合物の構造的特徴として、7員環と2つの5員環が縮環した3環性骨格と、2つの4置換炭素を含む6つの不斉中心が挙げら
れる。今回我々は、1の初の全合成を達成したので報告する。

【結果】まず市販の化合物2から12工程の変換によりエノン3へと導いた。3の分子内Diels-Alder反応を様々な条件で試みた
が望む環化体4は低収率でしか得られなかった。そこで基質を5に変更したところ，温和な条件で環化が進行し，84%の収率で
環化体6を得ることに成功した。次に，6から数工程で得られた転位前駆体7，10に対しそれぞれTiffeneau-Demjanov転位に
よる環拡大を行ったところ，7では5員環側の炭素が転位した8が，10では望みの転位が進行し11が得られた。続いて11から４
工程の変換で12とし，側鎖の立体反転に続くDIBAL還元を行ったところ所望の立体を有するアルコール13が得られた。13か
ら3工程の変換によりラクトン14としたのち，Bredereck試薬によるアミノメチレン化，DIBAL還元によりエキソメチレンとし，最
後にTMS基を除去することで，1の初の全合成を達成した。
1) Dong-Cheul Moon et al. J. Nat. Prod. 2002, 65 , 583.

O-016	 	(+)-Lapidilectine	Bの全合成研究
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）、 
北海道大学大学院　理学研究院3）

○ 大岡　巧太郎1）、石塚　匠2）、佐藤　亮太2）、牛山　和輝2）、石川　祐大2）、須藤　宏城3）、中山　淳2）、
谷野　圭持3）、難波　康祐2）

【目的】(+)-Lapidilectine B(1)は、1992年にKopsia Lapidilectia の樹皮および葉より単離構造決定されたモノテルペノイド
インドールアルカロイドである。[1]生物活性としてはビンクリスチン耐性KB細胞の薬剤耐性を無効化する作用が報告されてい
る。構造的特徴としては、1)高度に縮環した六員性インドリン骨格、2)2つのスピロ型含窒素四置換炭素、3)八員環アミンなど
が挙げられ、多くの有機合成化学者から高い関心を集めている。そこで我々は、1の複雑な縮環骨格の一挙環化構築を構想し、
1の全合成研究に着手した。【方法・結果】市販のケトン2から12工程の変換により環化前駆体3を合成した。3 をTf2NHで処
理したところ、予期した連続環化反応が進行し、インドリン環及びラクトン環を有する四環性化合物6が52％の収率で一段階で
得られた。これにより、1の四環性骨格の一挙構築に成功した。また、6から3工程の変換にて西田先生らにより報告されている
全合成中間体7[2]へと導き、形式全合成を達成した。現在、環化後の工程数短縮を行うべく、1の含窒素スピロ五員環部分を
合成初期に構築する検討を行っている。[1]Awang, K et al. Tetrahedron. Lett. 1992, 33 , 2493　[2]Nishida, A. et al. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 , 3473-3476.
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O-017	 	Calyciphylline	Fの全合成研究
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）

○ 井上　雅貴1）、佐藤　亮太1）、古高　涼太1）、中山　淳2）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

【目的】Calyciphylline F (1) は、2007 年に北海道大学の小林らによって、ユズリハ科植物の一種であるDaphniphyllum 
calycinumから単離構造決定されたユズリハアルカロイドであり、高度に縮環したかご型五環性骨格や、3つの第四級炭素を含
む7連続不斉中心といった特異な構造を有する1)。我々のグループは1の全合成に取り組み、これまでに1の生成を質量分析に
て確認した。すなわち、シリルエノールエーテル2とアルデヒド3から調製した化合物4を、当研究室で開発した分子内[4+3]環
化付加反応に付し、三環性トロピノン5とする。続く四工程を経て8-アザトリシクロ[4.2.1.04,8]ノナン6へ導いた後、かご型五環
性骨格を有する7へ変換し、最後に橋頭位ラジカル反応によって1へ導くというものである。しかしながら、本合成経路では4の
量的供給に課題を残し、最終生成物の詳細な解析が困難であった。そこで我々は、大量供給可能な環化前駆体の新規合成経
路を開拓すべく研究に着手した。

【方法・結果】我々は、新たに次の経路にて4の合成を試みた。すなわち、はじめに市販の8から五工程でカルボン酸9へ導き、シュ
ウ酸ジエチル10から六工程でエノン11へ導いた。次に9と11のイリジウム触媒を用いた脱炭酸的ラジカル1,4-付加2)を行うこ
とで付加体12とし、現在は12から4への変換を検討中である。
1) Kobayashi, J. et al . Tetrahedron Lett . 2007, 48 , 3809. 2) Macmillan, D. W. C. et al . J. Am. Chem. Soc. 2014, 
136, 10886.

O-018	 	Cyclocarbonylation反応を利用した新規dicytodendrin類の全合成研究
福山大学　薬学部1）、 横浜薬科大学2）

○ 高橋　弘明1）、町支　七瀬1）、西山　卓志1）、横山　知佳1）、波多江　典之2）、町支　臣成1）

【目的】Dicytodendrin類 (1)は、2003年Fusetaniらによって海綿のDictyodendrilla verongiformisから単離・構造決定さ
れた海洋産天然物であり、いずれもテロメラーゼ阻害活性を有することが報告されている。今回、著者はdicytodendrin類を
標的化合物に設定し、そのコア構造であるpyrrolo[2,3-c]carbazole骨格の効率的な合成法の開発を目的とした合成を検討した。

【方法】当研究室では、4-hydroxycarbazole合成法として、Pd触媒、 一酸化炭素（CO）、 有機スズ試薬存在下でのone-
pot cyclocarbonylation反応を見出し、報告している。今回、本反応を応用することで、コア構造であるpyrrolo[2,3-c ]
carbazole 骨格の構築を行った。2 級水酸基を MOM 基で保護した鍵前駆体 2 に対し、上述した反応を用いることで、
4-hydroxycarbazole 3を得た。次いで、3から誘導した4に対し、Hemetsbergerインドール合成によりピロール環部を
構築することでpyrrolo[2,3-c ]carbazole 5を合成することができた。現在は、5の1位への置換基導入を検討することで
dictyodendrin類の全合成に挑戦している。
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O-019	 	アザヘテロディールスアルダー反応を鍵工程とするデヒドロアントフィンの全
合成およびその反応開発

徳島文理大学　薬学部1）、慶応大学　薬学部2）、北里大学　大村智記念研究所　熱帯病研究センター3）

○ 山崎　直人1）、岩崎　郁弥1）、東林　修平2）、穗苅　玲3）、岩月　正人3）、江角　朋之1）、兼目　裕充1）、
浅川　義範1）、山本　博文1）

【背景・目的】マラリアは，SGDs(持続可能な開発目標)の達成項目として2030年までに世界からの完全撲滅を目指す感染症で
ある。しかし最近，ACT療法(アルテミシニンを含めた多剤併用療法)に耐性を有するマラリアが出現し，感染者数の減少に歯
止めがかかっている。このような背景のもと，筆者らは新規抗マラリア薬の開発を目指して，抗マラリア活性を示すデヒドロアント
フィン(1)に着目し，その全合成研究に取り組んできた。そして，位置選択的なアザヘテロディールスアルダー反応を鍵工程とし
た独自の合成法を確立し，1がクロロキン耐性マラリア(P. falciparum K1株およびFCR3株)に対して強い抗マラリア活性(K1
株: IC50 = 0.021 μg/mL, FCR3株: IC50 = 0.022 μg/mL)を示すことを確認した。今回，筆者らは，1の構造活性相関研究
への展開を見据えてアザヘテロディールスアルダー反応の一般性確認と誘導体合成に着手した。【結果】 オキサジノン2とフェ
ニルアセチレン誘導体3をアセトニトリルに溶解し，加熱還流することで反応性を確認した。オキサジノンの6位にフェニル基を有
する基質では，検討した全ての基質で位置選択的な環化付加反応が進行し，3, 4位に置換基を有するジクロロピリジン誘導体4
が優先的に生成した。また，本反応の分子軌道計算によるメカニズム解析を行うことで，実験結果を支持する興味深い知見を得
ることができた。今回の発表では，デヒドロアントフィンの詳細な合成ルートとこれらの成果を包括して報告する。

O-020	 	イソシアナートに対するHWE試薬の付加反応を用いる3-イミノアクリル酸エ
ステルの合成

徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 僧津　真之介1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

【目的】ホーナー・ワズワース・エモンズ（HWE）試薬である2-(ジエチルホスホノ)プロピオン酸エチル(1)とフェニルイソシアナー
ト(2)の反応を基盤とし、3-イミノアクリル酸エステル3の2段階合成を検討した。
【方法・結果】2-(ジエチルホスホノ)プロピオン酸エチル（1）のトルエン溶液に、1.2当量のカリウムヘキサメチルジシラジド
（KHMDS）を加え、0℃で5分間撹拌した後、2当量のフェニルイソシアナート（2）を加え室温で30分間撹拌した結果、3-イミ
ノアクリル酸エステル3が収率80-92％で得られた。一方、2-(ジエチルホスホノ)プロピオン酸エチル（1）のテトラヒドロフラン
溶液に、1.2当量のKHMDSを加え、0℃で5分間撹拌した後、2当量のフェニルイソシアナート（2）を加え－45℃で1時間撹拌
した結果、付加体4が収率80％で得られた。付加体4は、トルエン溶媒中1当量のKHMDS存在下に室温で1時間撹拌するこ
とで、3-イミノアクリル酸エステル3へと収率52％で変換された。
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O-021	 	ビス(ベンジルチオ)ホスホリルプロピオン酸エチルとケテンのHWE型反応に
よるアレニルエステルの合成

徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 田原　昌和1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

【目的】ビス(ベンジルチオ)ホスホリルプロピオン酸エチル（1）と各種ケテンのHWE型反応によるアレニルエステル3の合成を
検討した。

【方法・結果】ビス(ベンジルチオ)ホスホリルプロピオン酸エチル（1）のテトラヒドロフラン溶液に1.1当量の臭化n-オクチルマグ
ネシウムを加え、０℃で１時間撹拌した後、２当量の酸塩化物2a-cおよび４当量のトリエチルアミンを加え、同温で１~３時間撹拌
した。その結果、アレニルエステル3a-cが良好な収率（3a: 95％、3b: 82％、3c: 89％）で生成した。

O-022	 	ビス(ベンジルチオ)ホスホリル酢酸メチルとアルデヒドのE	選択的HWE型反応
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 山田　祥熙1）、佐野　茂樹2）、中尾　允泰2）

【目的】リン原子上に２個のベンジルチオ基を有するビス(ベンジルチオ)ホスホリル酢酸メチル（1）とアルデヒドのホーナー・ワズワー
ス・エモンズ（HWE）型反応は、ナトリウムヘキサメチルジシラジド（NHMDS）条件下にZ 体のα,β-不飽和エステルを高い立
体選択性で与えることを、昨年度の本学術大会にて報告した。そこで、今回は臭化イソプロピルマグネシウム条件下に進行する
ビス(ベンジルチオ)ホスホリル酢酸メチル（1）のE 選択的HWE型反応を検討した。

【方法・結果】ビス(ベンジルチオ)ホスホリル酢酸メチル（1）のテトラヒドロフラン溶液に、０℃で臭化イソプロピルマグネシウムを
加え30分間撹拌した後、ベンズアルデヒドを加え同温で５時間撹拌した。その結果、HWE型の反応が進行し、E 体のα,β-不
飽和エステル(E)-2（E / Z = 97 : 3）が主生成物として得られた。
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O-023	 	銀を用いたチオアミド基を有するペプチドN末端カルバメート保護基変換反応
の開発

岡山大学学術研究院　医歯薬学域
○ 茨　実穂、阿部　匠、澤田　大介

【目的】
ペプチド合成では極性官能基である末端カルボキシ基およびアミノ基を適切に保護する必要があり、ペプチドのラセミ化を防ぐと
いう観点から現在ではN末端保護基としてカルバメートが一般的に広く用いられている。しかし、保護基の除去の際に脱保護条
件による他の官能基への影響や、N末端保護基と他のアミノ基の保護基との差別化など柔軟な合成スキームを組むうえで保護
基の選択と着脱には課題が多い。N末端カルバメートの脱保護工程を経ることなく異なる保護基に変換する手法を開発できれ
ばペプチド合成の新たな合成戦略の一つになると期待される。
そこで我々は、N末端カルバメートを任意のカルバメートに変換する手法の開発に着手した。この手法により、上述の課題の解
決さらにはペプチドにフッ素原子や任意のアルキル基を導入することによる物性および生物活性の変化が期待できる。

【方法】【結果】
Martin らにより報告されたAg(OAc)を用いたチオアミドからアミドへの変換を参考にカルバメートの変換反応を検討した。まず、
Boc-Gly-Ala-OMeを基質としLawesson試薬によりアミドのカルボニル基が選択的にチオカルボニル基に変換されたジペプチ
ド (1) を合成した。次に、合成したジペプチド(1) をHFIP中、それぞれ１当量のAgTFAおよびCu(OAc)2を用いて80 ℃、大
気中で加熱した。その結果、収率77 %で目的の化合物 (2) が得られた。さらに検討の結果、チオアミド基を有するペプチドに
選択的な反応であることがわかった。
現在、基質およびアルコール適応範囲の拡大を目指して種々検討中であり、反応機構と併せて報告する予定である。

O-024	 	キラルN-Npsイミノペプチドへのインドールのジアステレオ選択的付加
徳大院薬
○ 増井　香奈、榊原　拓哉、猪熊　翼、重永　章、大高　章、山田　健一

【目的】異常アミノ酸含有ペプチドは、タンパク質を構成するアミノ酸のみからなるペプチドよりも優れた生物活性や生体内安定性
を示すことがあり、新規医薬品の開発において近年注目されている1)。我々は、異常アミノ酸の一種であるインドリルグリシン構
造構築法として、nitrophenylsulfenyl（Nps）イミンへの不斉Friedel－Crafts型付加反応を開発している2)。グリシンがつら
なったアキラルなイミノペプチドへも本反応は適用可能である。今回キラルNpsイミノペプチドを基質としたジアステレオ選択的
な直接的ペプチド合成への適用を検討した。【方法・結果】バリンが結合したイミノペプチド1を、触媒量のキラルリン酸触媒2a
とMS3Å存在下、トルエン中0℃でインドールと20分間反応させたところ、(S)-インドリルグリシンを含むジペプチド3aが95:5と
高いジアステレオ選択性で得られた。他方、同反応において触媒2bを用いると立体選択性は逆転し、(R)-インドリルグリシンを
含有するジペプチド3bが93:7と高ジアステレオ選択的に生成した。【参考文献】1)(a) Fougerau, K.; Hoffmann, T.; Drug 
Discovery Today 2015, 20 , 122; (b) Otvos, L.; Wadw, J.; Front. Chem. 2014, 2 , 62; (c) Kasper, A.; Reichert, 
J.; Drug Discovery Today 2013, 18 , 807; (d) Craik, D.; Fairlies, D.; Liras, S.; Price, D.; Chem. Biol. Drug Des. 
2013, 81 , 136.2)Inokuma, T.; Nishida, K.; Shigenaga, A.; Yamada, K.; Otaka, A. Heterocycles 2018, 97 , 1269.

− 112 −



O-025	 	イミノアミドへの触媒的不斉アリール化反応の開発
徳島大学院　薬科学教育学部
○ 福原　功起、染野　貴俊、猪熊　翼、山田　健一

イミノアミドへの触媒的不斉アリール化反応の開発徳大院・薬　○福原功起、染野 貴俊、猪熊 翼、山田 健一【目的】 アリール
グリシン含有ペプチドにはフェグリマイシン1)など有用な生物活性を示すものがある。しかし、アリールグリシンの縮合はしばし
ばラセミ化を伴うため、この問題を解決する新たなアリールグリシン含有ペプチドの合成方法の開発が求められている。我々は
すでにイミノペプチドの触媒的不斉インドリル化によるインドリルグリシン含有ペプチド合成法を開発している2)。今回、イミドペ
プチドの不斉アリール化反応3)を開発すればフェグリマイシンをはじめとするアリールグリシン含有ペプチドの合成が可能になる
と期待し検討した。[方法・結果]酸素雰囲気下0.20当量のトリフルオロ酢酸パラジウムおよび0.24当量のキラルリガンド3を酢
酸エチル中室温で10分撹拌した後、イミノアミド1および1.0当量のボロキシン2とNH4PF4を加え、60 °Cで16時間反応させ
ると付加体4が44%収率、70％eeで得られた。[参考文献]1)Al Tomo, R. S.; Brieke, C.; Cryle, M. J.; Sussmuth, R. D. 
Nat. Prod. Rep. 2015, 32 , 1207.2)Inokuma, T.; Nishida, K.; Shigenaga, A.; Yamada, K.; Otaka, A. Heterocycles. 
2018, 97 , 1269.3)Lautens, M.; Johnson, T.; Luo, B. J. Org. Chem. 2016, 81 , 4923. 

O-026	 	キラルNHC触媒を用いる不斉アシル化反応によるアミノアルコールの速度論
的光学分割におけるカルボン酸の添加効果

徳島大学大学院　薬科学教育部　創薬科学専攻
○ 橋本　圭司、山内　映穂、入谷　航平、孫　春朝、猪熊　翼、山田　健一

【背景】
アミノアルコールは有用なキラルビルディングブロックであり、様々な生物活性物質に含まれる重要な基本骨格である1)。我々は
すでにキラルNHC/カルボキシラート触媒系を用いる不斉アシル化反応によるtrans-シクロアルカンジオールの速度論的光学分
割を開発した2)。光学活性アミノアルコールの新たな供給法になると期待し、本不斉アシル化反応のアミノアルコールへの適応
拡大を現在検討している3)。今回反応溶液中に添加するカルボン酸の構造を検討した。

【方法・結果】
キラルNHC前駆体1（0.5 mol%）、プロトンスポンジ（1 equiv）、及びラセミ体のアミノアルコール2のクロロホルム溶液にα-
ブロモアルデヒド3（0.6 equiv）を加えて0 ℃で反応させたところアシル化が54時間で35％進行した。エナンチオマー間の反応
速度比は15倍であった（s = 15）。trans-シクロアルカンジオールの反応において最も良い結果を与えた添加剤である4-ジメチ
ルアミノ安息香酸を10 mol％を添加し反応させたところ反応速度が向上し、アシル化が18時間で31％進行した。一方、エナン
チオマー選択性はやや低下した（s = 13）。検討の結果、o-トルイル酸を添加すると反応速度は4-ジメチルアミノ安息香酸に比
べ低下したものの、エナンチオマー選択性が向上する事を見出した（s = 26）。
1) Ager, D, J.; Prakash, I.; Schaad, D, R. Chem. Rev. 1996, 96 , 835.
2) Kuwano, S.; Harada, S.; Kang, B.; Oriez, R.; Yamada, Y.; Takasu, K.; Yamada, K. J. Am. Chem. Soc. 2013, 
135, 11485.
3) 日本薬学会第141年会　27V02-pm13S 
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O-027	 	触媒的不斉分子内Stetter反応におけるキラルN-Heterocyclic	Carbene触
媒の遠隔位電子効果

徳島大学大学院　薬科学教育部
○ 入谷　航平、橋本　健太郎、橋本　圭司、孫　春朝、猪熊　翼、山田　健一

【目的】我々は活性中心であるカルベン炭素から遠隔位にあるインダン上に電子求引基を導入したキラルN-Heterocyclic 
Carbene（NHC）触媒2bを開発し、アシル化反応1)・ベンゾイン反応2)に適用した。今回この遠隔位電子チューニングが分子
内Stetter反応に及ぼす効果を検討した。

【方法・結果】前駆体2a・HBF4（20 mol%）とプロトンスポンジ（20 mol%）をジクロロエタン中、室温で1時間撹拌してキラル
NHC 2aを発生させた後、1を加え40 °Cで24時間反応させたところ反応は完結せず、3が74%収率、87% eeで得られた。
一方、インダン部位にニトロ基を導入した2bを2aの代わりに用いると反応速度及びエナンチオ選択性が向上し、24時間で1は
消失、3が97%収率、94% eeで得られた。1) Kuwano, S.; Harada, S.; Kang, B.; Oriez, R.; Yamaoka, Y.; Takasu, K.; 
Yamada, K. J. Am. Chem. Soc . 2013, 135 , 11485.2) 橋本 健太郎，王 胤力，鍬野 哲，高須 清誠，猪熊 翼，山田 健一．
日本薬学会第138年会要旨集，26G-pm20S.

O-028	 	パラジウム触媒を用いた炭酸プロパルギルエステルとトシル置換2-アミノベ
ンジルアミンの連続的環化反応

徳島文理大学　薬学部
○ 大久保　沙耶、森　俊也、廣兼　司、松本　健司、吉田　昌裕

【目的】当研究室では、これまでパラジウム触媒を用いたプロパルギルエステルと分子内に二つの求核部位を持つ二座求核剤の
反応による環状化合物の合成に関する研究を行ってきた。本反応では、プロパルギルエステルとパラジウムから生じるπ-プロパ
ルギルパラジウムに対し、二座求核剤が連続的に求核攻撃することで相当する環化体が生成する（式１）。今回本反応の展開と
して、トシル置換2-アミノベンジルアミンを二座求核剤に用いた検討を行った。

【結果・考察】トシル置換2-アミノベンジルアミン 1 と炭酸プロパルギルエステル 2 に対し、加熱条件下パラジウム触媒を作用さ
せたところ、1,4-ベンゾジアゼピン構造を有する環化体 3 が得られてきた。本反応は相当するπ-アリルパラジウム中間体 4 の
生成を経て環化が進行しているものと考えられる（式２）。本反応の選択性向上のための検討、並びに様々な基質を用いた一般
性についても検討を行ったので、これらの詳細について報告する。
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O-029	 	3-イミノアクリル酸メチルのホスファ-マイケル付加反応による3-ジアルコキ
シホスホリルアクリル酸メチルの合成

徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 岡崎　遼太郎1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

【目的】3-イミノアクリル酸メチル1のホスファ-マイケル付加反応を用い、3位にジアルコキシホスホリル基とフェニルアミノ基を
有するアクリル酸メチル3の合成を検討した。

【方法・結果】1当量の塩化tert-ブチルマグネシウム存在下に、3-イミノアクリル酸メチル1とホスホン酸ジメチル（2a）をテトラ
ヒドロフラン中－78℃で24時間撹拌した。その結果、ホスファ-マイケル付加反応が進行し、3-ジアルコキシホスホリルアクリル
酸メチル3aが収率95％でZ 選択的（E / Z = 2 : 98）に生成した。また、ホスホン酸ジエチル（2b）を用いた同様の反応におい
ても、Z 体の3-ジアルコキシホスホリルアクリル酸メチル3bが収率83％（E / Z = 3 : 97）で主生成物として得られた。

O-030	 	3-イミノアクリル酸メチルとシラノラートのオキサ-マイケル付加反応
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域2）

○ 山口　真生1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

【目的】3-イミノアクリル酸メチル1とリチウムシラノラートのオキサ-マイケル付加反応と、それに続く求電子剤との反応を検討した。
【方法・結果】3-イミノアクリル酸メチル1のテトラヒドロフラン溶液に室温にて１当量のリチウムトリフェニルシラノラート（2）を加
え４時間攪拌した後、10当量のヨウ化メチルを加え同温で18時間攪拌した。その結果、3-イミノアクリル酸メチル1の２位がメ
チル化された化合物3が収率51％で生成した。本反応は、化合物1と2のオキサ-マイケル付加反応により生成した中間体4を
経由して進行したものと考えられる。
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O-031	 	ビス(ベンジルアミノ)ホスホリル酢酸メチルの合成とHWE型反応への応用
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬研究部　薬学域2）

○ 藤井　千恵子1）、中尾　允泰2）、佐野　茂樹2）

【目的】リン原子上に２個のベンジルアミノ基を有するビス(ベンジルアミノ)ホスホリル酢酸メチル（1）の合成、ならびにアルデヒド
とのホーナー・ワズワース・エモンズ（HWE）型反応を検討した。

【方法・結果】ジメチルホスホノ酢酸メチルから調製したホスホリルジクロリドに対してベンジルアミンを反応させることで、ビス(ベ
ンジルアミノ)ホスホリル酢酸メチル（1）を合成した。化合物1のテトラヒドロフラン溶液に、０℃でナトリウムヘキサメチルジシラ
ジド（NHMDS）を加え30分間撹拌した後、アルデヒド2a,bを加え同温で２時間撹拌した。その結果、HWE型の反応が極めて
高いE 選択性で進行し、α,β-不飽和エステル(E)-3a（E / Z ＝ ＞99 : ＜1）および(E)-3b（E / Z ＝ 100 : 0）がそれぞれ主生
成物として得られた。一方、塩基として臭化メチルマグネシウムを用いると同様のHWE型反応は進行せず、アルコール4を単
一のジアステレオマーとして収率73％で与えた。そこで、アルコール4にトリフルオロメタンスルホン酸tert-ブチルジメチルシリ
ル（TBDMSOTf）と2,6-ルチジンを加え、ジクロロメタン中０℃で４時間撹拌すると、極めて高いZ 選択性でオレフィン化反応が
進行し、α,β-不飽和エステル(Z)-3b（E / Z ＝ 1 : 99）が収率75％で得られた。

O-032	 	フルオロフェノキシ基含有新規HWE試薬を用いた効率的混合ホスホン酸エス
テルの合成

徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬学域3）

○ 岡本　麻里衣1）、伊勢谷　怜史2）、中尾　允泰3）、佐野　茂樹3）

【目的】フルオロフェノキシ基含有新規HWE試薬1とアルコールの段階的な反応による混合ホスホン酸エステルの合成を検討した。
【方法・結果】ジメチルホスホノ酢酸メチルと各種フルオロフェノールからガレッグ・サミュエルソン反応条件により合成した新規
HWE試薬1a-dに対して、1.1当量のイソプロパノールおよび1当量の1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン（DBU）を加
え、モレキュラーシーブ3A（100 w/w%）存在下トルエン溶媒中0℃で3-24時間撹拌した。その結果、リン原子上の一方のフ
ルオロフェノキシ基がアルコールと置換した混合ホスホン酸エステル2a-dがいずれも良好な収率（85-96%）で得られた。さらに、
2a-dに対して同条件下に1.1当量のベンジルアルコールを加え室温にて24時間撹拌すると、リン原子上にイソプロピルオキシ基
とベンジルオキシ基を有する混合ホスホン酸エステル3が収率75-92%で生成した。
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O-033	 	ビス8-フェニルメンチルアルキリデンマロネートへの共役付加反応における
立体選択性発現機構の解明

徳大院・薬1）、京大院・薬2）

○ 菅野　正幸1）、藤原　慎一1,2）、猪熊　翼1）、山岡　庸介2）、高須　清誠2）、山田　健一1）

【目的】
不斉補助基による立体選択性発現機構を解明すれば新たな不斉補助基を設計するうえで有用な情報が得られる。我々は不斉補
助基として8-フェニルメンチル基(φMen)を有するアルキリデンマロネートに対するアセタールラジカルの不斉付加反応を報告し
ている1)。本反応の立体選択性発現機構を解明するために、嵩高さの異なる様々なアルキル基とφMen基とを導入した非対称
アルキリデンマロネートを合成して、不斉共役付加反応を行った2)。

【方法・結果】
非対称アルキリデンマロネート1a (R = Me)とアセタール2に対して三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体存在下、ジエチル亜
鉛を加えて室温で6時間反応させたところ付加体S-3aとR-3aが74:26のジアステレオマー混合物として得られた。1のエステ
ル置換基がi-Pr, t-Buと嵩高くなるにつれて付加反応のジアステレオマー選択性が向上し3b,3cがそれぞれ80:20, 86:14で得
られた。さらに嵩高いφMen基を有する1dを用いると、93:7のジアステレオ選択性で3dが得られた。
1)Yamada, K.; Maekawa, M.; Akindele, T.; Nakano, M.; Yamamoto, Y.; Tomioka, K. J. Org. Chem. 2008, 73 , 
9535.
2 )Yamada, K.; Fujiwara, S.; Inokuma, T.; Sugano, M.; Yamaoka, Y.; Takasu, K.; Tetrahedron , 2021 , 91 , 
132220.

O-034	 	二機能を有する不均一系シリカ担持イミダゾリウム塩/酸化銀触媒を用いた効
率的な二酸化炭素挿入環化反応

徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学　大学院医歯薬学研究部2）

○ 田中　瑛実子1）、Karanjit　Sangita2）、難波　康祐2）

【目的】不均一系触媒は、高活性かつ再利用可能であるという点において有用であるにも関わらず、均一系触媒と比較してその
報告例は非常に少ない。また、環境問題の観点から二酸化炭素を有効活用する反応の開発が望まれており、アルキンへの二酸
化炭素挿入環化反応が有効な反応の一つとして期待されている。一般的な均一系触媒では、プロパルギルアルコールのアルキ
ン部分を活性化するための銀触媒と、水酸基を活性化するための塩基または活性化基が必要である。一方、我々はシリカ担持
したイミダゾリウム塩が、酸化銀とプロパルギルアルコールの両方を活性化する二機能性不均一系触媒になると期待し、その合
成研究に着手した。

【方法・結果】N-メチルイミダゾール1とアルキルクロリド２とのSN2反応により、イオン性液体3を合成した。得られた3をシリカ
ゲルに担持し、固定化イミダゾリウム塩4を得た。次に、4と酸化銀をそれぞれ触媒として用いた二酸化炭素挿入環化反応の検
討を行った。酸化銀と4の当量を適切に制御することで、目的の環状カルボネート６が高収率で得られ、再現性も確認できた。さ
らに、我々が合成した触媒は6サイクル目まで再利用が可能であった。現在、基質のスクリーニングを行っている。
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O-035	 	中国広西壮族自治区の薬用植物に関する研究(3)
徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）、  
Gaungxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences3）

○ 柴田　一光1）、永田　千明2）、田崎　友亮2）、田中　直伸2）、Yang　Xue-Rong 3）、Lu　Feng-Lai3）、
Yan　Xiao-Jie3）、Li　Dian-Peng3）、柏田　良樹2）

【目的】
　広西壮族自治区は中国南西部に位置し、特徴的なライムストーン(石灰岩)土壌を有する地域である。亜熱帯から熱帯に属す
る気候のため、この地域には約8,000種の植物が自生している。広西壮族自治区には12の少数民族が居住しており、それぞれ
が特徴的な伝統医学を維持・継承するとともに、これらの多様な植物を薬用に用いている。
　当研究室では、中国、モンゴル、ウズベキスタン、およびバングラデシュ等で伝統的に用いられる薬用植物の成分と活性に関
する研究を行なっている。この研究の一環として、中国広西壮族自治区産の薬用植物Canscora lucidissima（リンドウ科）の
成分探索を行った。瑶族は同地域で、本植物の地上部を穿心草として清熱解毒、止咳、止痛を目的に用いている。これまでに、
本植物の含有成分としてキサントンやその配糖体が報告されている。
　今回、C. lucidissima の地上部から、新規イリドイド配糖体(1)を単離し、その構造を明らかにしたので報告する。

【方法・結果】
　広西壮族自治区端西市で入手したC. lucidissima の地上部をMeOHで抽出し、エキスを得た。これをEtOAcとH2Oで分配
した後、H2O可溶画分をDiaion HP-20、Sephadex LH-20、ODSカラムクロマトグラフィー等で繰り返し分離し、1を単離した。
化合物1の構造を、各種NMRスペクトル、MS、ECDスペクトル等のスペクトルデータの解析により明らかにした。化合物1は、
ロガニンの7位水酸基に2-ヒドロキシテレフタル酸がエステル結合した構造を有する、新規イリドイド配糖体である。

O-036	 	神田茶「茶汁」に関する科学的研究	(4)
徳島大学大学院　医歯薬学研究部
○ 高橋　朔良、田中　直伸、辻　大輔、伊藤　孝司、柏田　良樹

【目的】
　「神田茶」は、徳島県で伝統的に製造されている後発酵茶・阿波晩茶の一種である。徳島県勝浦郡上勝町神田地区はチャノ
キの栽培に適した気候、風土をもつとされ、この地区で製造される阿波晩茶は、「神田茶」としてブランド化されている。阿波晩
茶の製造では、茶葉を茹でた後、茶葉の茹で汁に数週間漬け込み、発酵させる。発酵後は漬け汁である「茶汁」を除き、茶葉
を乾燥させ製品とするが、製造工程で生じ廃棄される「茶汁」に関する研究はこれまでにほとんど行われていない。
　私共は、未利用天然資源である神田茶「茶汁」の有効利用法の開発を目的として含有成分の探索を行っており、これまでに新
規リグナンやカテキン代謝物 (5および6) 等を単離・報告している。今回、新たに4種のポリフェノール (1-4) を単離したので、
それらの構造について報告する。

【方法・結果】
　神田茶「茶汁」にEtOAcを加えて分配した後、EtOAc可溶画分をn-hexaneと90%水性MeOHで分配した。90%水性
MeOH可溶画分を各種クロマトグラフィーで繰り返し分離し、2種の新規ポリフェノール (1および2) と4種の既知ポリフェノール 
(3-6) を単離した。これらの構造を各種スペクトルデータの解析により明らかにした。このうち化合物1は、特異な6/5/6/6-四
環性骨格を有する化合物であり、その絶対立体配置はECD計算に基づき帰属した。
　化合物4-6は、嫌気的発酵により生成するカテキンの代謝産物として報告されている化合物で、「茶汁」にもそれらの存在を
確認した。化合物1-3も同様に、「神田茶」製造時の発酵過程により生成したカテキン代謝物と推定される。
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O-037	 	オトギリソウ科植物に関する研究	(54)	 -	Hypericum	sp.の花部由来のメロ
テルペンおよびアシルフロログルシノール誘導体の構造	-

徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、徳島大学　技術支援部2）

○ 下元　悠聖1）、田中　直伸1）、今林　潔2）、柏田　良樹1）

【目的】
　オトギリソウ科Hypericum 属植物は約500種の多年生草本あるいは木本で構成され、温帯に広く分布している。本科植物
に特徴的な二次代謝産物として、高度にプレニル化されたアシルフロログルシノール誘導体や、メロテルペンが報告されている。
これらはその特異な構造と生物活性から、注目される化合物群である。
　当研究室では、オトギリソウ科植物の成分に関する研究を行っており、これまでに特異な化学構造を有するメロテルペンや
アシルフロログルシノール誘導体等を単離・報告している。今回、本研究の一環として、苗を購入し学名が未同定の木本性
Hypericum sp. の花部について、詳細な成分探索を行い、4種の新規化合物 (1 - 4) を単離したので報告する。

【方法・結果】
　徳島大学薬学部附属薬用植物園にて栽培したHypericum sp. の花部のMeOH抽出物をn-ヘキサンと水で分配した。得ら
れたn-ヘキサン可溶画分を各種クロマトグラフィーを用いて繰り返し分離・精製し、4種の新規化合物 (1 - 4) を単離した。これ
らの構造を各種スペクトルデータの解析により明らかにした。化合物1および2は、エノール型βジケトン部分を特徴とするメロテ
ルペンである。化合物3および4は、6/6/6の三環性骨格を有するプレニル化アシルフロログルシノール誘導体である。

O-038	 	セリ科植物Ferula	communis根の成分研究	(6)
徳島大学大学院 医歯薬学研究部
○ 吉野　悠希、田中　直伸、柏田　良樹

【目的】
私共の研究グループは，これまでに各種Ferula 属植物の成分研究を行うとともに，単離した化合物の抗菌活性，細胞毒性，炎
症性サイトカイン抑制等の生物活性について報告している。Ferula 属植物はセスキテルペンを多く含有し，オイデスマン型，グ
アイアン型，ダウカン型セスキテルペンやセスキテルペン－クマリン，あるいはセスキテルペン－クロモン複合体などが単離・報
告されている。特にダウカン型セスキテルペンは，抗菌活性，細胞毒性の他，AChE阻害作用，ERα, ERβ拮抗作用や，CB1, 
CB2受容体刺激作用を示すことが報告されており，医薬リードとして注目される。当研究室のFerula 属植物に関する研究の一
環として，Ferula commnis 根の成分研究を行い，これまでに12種の新規ダウカン型セスキテルペンと5種の新規セスキテルペ
ン－クマリン複合体を単離・報告している。今回，さらに成分探索を行い，新たに3種の新規セスキテルペン (1－3) を単離し，
それらの構造を明らかにしたので報告する。

【方法･結果】
F. communis の根をMeOHで温浸抽出して得たエキスをCHCl3と50% MeOH aq.で分配した。CHCl3可溶画分を各種クロ
マトグラフィーにより繰り返し分離・精製し，3種の新規ダウカン型セスキテルペン (1－3) を単離した。化合物の構造は各種ス
ペクトルデータの解析により明らかにした。単離した化合物の生物活性は今後評価する予定である。
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O-039	 	既存添加物ショウガ抽出物の成分解析
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、国立医薬品食品衛生研究所2）

○ 長井　理夏子1）、内倉　崇1）、好村　守生1）、増本　直子2）、西崎　雄三2）、杉本　直樹2）、佐藤　恭子2）、
天倉　吉章1）

【目的】既存添加物は，天然添加物として使用実績があるものを経過措置として認めている添加物で，それゆえ成分規格が未
整備なものが多く，その規格整備が課題とされる．既存添加物名簿収載の製造用剤ショウガ抽出物は，「ショウガ科ショウガ

（Zingiber officinale ROSC.）の根茎より，室温時エタノール，アセトン又はヘキサンで抽出して得られたものである．主成分
はジンゲロール類及びショウガオール類である」とされているが，本製品の科学的データはほとんど見あたらない．そこで本研究
では，食品添加物ショウガ抽出物製品について含有成分を解析し，規格基準設定のための科学情報の集積を目的に検討を行った．

【方法】日本食品添加物協会より入手したショウガ抽出物12製品について，逆相HPLCにより成分分析を行った．主検出成分を
明らかにするため，ショウガ抽出物1製品を各種カラムクロマトグラフィーによる分離精製を繰り返し，単離した化合物について
NMR等の機器分析データに基づき構造解析した．また，原料であるショウガ，生薬ショウキョウ及びカンキョウのエタノール，ア
セトン，ヘキサン抽出物をそれぞれ調製し，添加物製品と含有成分の比較検討を行った．

【結果・考察】HPLC分析条件を設定し，ショウガ抽出物12製品について分析した．そのうち，1製品については主検出成分の
分離精製を試み，4成分を単離し，[6]-gingerol，[8]-gingerol，[10]-gingerol，[6]-shogaolと同定した．これらを標品とし，
各添加物のピークパターンから製品間の違いを検討した結果，4グループ〔A．[6]-gingerolが主検出，B．いずれも検出せず，
C．[6]-gingerol，[6]-shogaolが主検出，D. いずれも検出せず（ピークパターンがBとは異なる）〕に分けることができた．一方，
生薬ショウキョウは[6]-gingerol，カンキョウは[6]-shogaolが主検出され，日本薬局方の確認試験における指標成分が観察された．
今回の結果から，添加物製品には，[6]-gingerol，[6]-shogaolが検出されないものが認められるなど，含有成分にばらつきが
あることが示唆された．本添加物も天然物を原料にすることから，品質評価のための指標成分を設定する等，成分規格を示すこ
とで，品質管理のための一定の同等性を示す試験法の必要性が示唆された．

O-040	 	漢方製剤の臨床応用に対する科学的検証-脳内炎症惹起マウスを用いた抑肝
散の術後せん妄に対する有効性-

高知大学　大学院1）、高知大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 西田　基紀1,2）、川田　敬1,2）、石田　智滉2）、常風　興平2）、森沢　淳平1,2）、川添　哲嗣1,2）、 
田村　尚久1,2）、西村　さとみ1,2）、藤田　博子1,2）、吉岡　三郎2）、宮村　充彦1,2）

【目的】急増する高齢患者においてせん妄は高頻度に発症し、臨床転帰を悪化させる。せん妄は手術や感染等により脳内の炎
症性サイトカインが惹起され、海馬を中心とした神経炎が誘発され、麻酔薬や睡眠薬を併用することで、過鎮静となりその発症
が促進されることが知られている。東洋医学的観点から見れば、せん妄は気・血・水の流れの滞り、特に気の流れの悪化は気
逆や内風を起こし、興奮、抑うつ、過鎮静等といった精神症状を呈する。近年、せん妄に対して抑肝散の臨床応用がなされ、
一定の効果が認められているが、その科学的根拠は明らかではない。本研究は、せん妄病態モデルマウスを用い抑肝散のせ
ん妄に対する科学的検証を行った。【方法】実験動物はICRマウス（週齢9－11週、雄性）を用いた。抑肝散は株式会社ツムラ
より恵与された医療用漢方エキスを用いた。マウスを2群に分け、抑肝散又は精製水を予防的に経口投与した。各群マウスに
Lipopolysaccharide (LPS)を腹腔内投与することで脳内炎症を惹起させた。別途、コントロールは精製水を経口投与後に生
理食塩水を腹腔内投与した。LPS 投与24時間後に海馬を摘出し、炎症性サイトカイン（TNF-α、IL-6）を定量PCR法にて測
定し、さらにLPS 投与24時間後に神経炎により海馬歯状回のミクログリア細胞に特異的に発現するミクログリアマーカーである
Iba1を免疫組織染色し、その発現量を比較した。またLPS投与24時間後にDiazepamおよびPentobarbitalを腹腔内投与し、
過鎮静を誘発させるせん妄病態モデルマウスを作成し、抑肝散の過鎮静に対する効果を体向反射消失持続時間の測定により評
価した。【結果・考察】海馬における炎症性サイトカイン発現量は、コントロールと比較してLPS投与により有意に増加し、抑肝散
投与により有意に減少した。海馬歯状回におけるIba1陽性細胞数はコントロールと比較してLPS投与により有意に増加し、浸潤
したミクログリアの活性化が形態的に認められたが、抑肝散投与により有意に減少し、浸潤したミクログリアの活性化が減少した。
体向反射消失持続時間はコントロールと比較してLPS投与により有意に延長し、抑肝散投与により有意に短縮した。抑肝散は海
馬における抗神経炎作用を有し、脳内炎症により延長される体向反射消失持続時間を減少させることが示された。現在、せん
妄発症に関与しているGABAA受容体に関する検討を行い、詳細なメカニズムの解明を試みている。
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O-041	 	高活性TGR5アゴニスト創製に向けた立体化学的アプローチ
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 貞友　麻希、三谷　誠、増田　豪、小西　史紗、田部　恭介、浦本　美樹、山下　ユキコ、 

井口　裕介、宇根　瑞穂

【目的】
　Gタンパク質共役型受容体の一つであるTGR5は、主に褐色脂肪組織・筋肉・小腸に発現しており、胆汁酸を内因性リガント
として活性化される。TGR5の活性化は、エネルギー消費亢進による抗肥満効果やグルカゴン様ペプチド-1 (GLP-1)分泌促
進による抗糖尿病作用をもたらし、代謝性疾患治療薬の創薬ターゲットとして期待されている。
　これまで我々は、胆汁酸母核へのアルキル基の導入、側鎖への水酸基の導入などを施した胆汁酸誘導体を合成し、TGR5に
対する構造活性相関を詳細に検討してきた。本研究に関わる知見として、TGR5の内因性リガンドであるリトコール酸（LCA）
母核のB環7位へのアルキル基の導入がTGR5活性化能を強く高めることを報告している。事実、LCAの7位にメチル基を導
入した7-Me-LCAはLCAに比べ10倍近いTGR5アゴニスト活性を認めている。一方で、7-Me-LCAはその合成過程において
ジアステレオ混合物として得られており、メチル基の配座の違いによる活性化能の違いについては明らかにできていない。本研
究では、ジアステレオ混合物の分離精製を試みるとともに、配座による活性化能への影響について明らかにすることを目的とする。

【方法】
　7-Me-LCA分離精製用カラムとして高い立体認識能を有するCHIRAL ART コーティング型カラムを選択し、溶出溶媒と
してヘキサン/エタノール系を用いた。得られた単一ジアステレオマーをメタノール液相中で結晶化し、Ｘ線結晶構造解析によ
り立体配座を確定した。また、TGR5アゴニスト活性評価においては、cAMP-driven Firefly luciferase vector、Renilla 
luciferase control vector及びhuman TGR5 expression vectorを形質導入したヒト胎児腎由来HEK293T細胞を用い、
各ルシフェラーゼ活性を測定した。

【結果】
　本研究では、7-Me-LCAのジアステレオ混合物の分離・精製に成功するとともに、配座の確定に至った。また、TGR5アゴニ
スト活性評価を行ったところ、7α-Me-LCAと7β-Me-LCAとの間でEC50値に5倍程度の差が認められ、α体優位であることが
明らかとなった。

【考察】
　我々は、アルキル基の導入がTGR5活性化能を高めることに加え、その鎖長伸長がTGR5活性化能上昇に寄与することも見
出している。本研究において7-Me-LCAの立体配座を確定できたことはLCA母核修飾に関わる大変重要な知見であり、今後
の胆汁酸誘導体合成において大きな足掛かりとなる基礎的データとして期待される。

O-042	 	腸管への分布傾向を有するfarnesoid	X	receptor	(FXR)	アンタゴニストの
創出

広島国際大学　薬学研究科　医療薬学専攻1）、広島国際大学　薬学部　薬学科2）、 
大阪医科薬科大学　薬学部　薬学科3）、関西分子設計研究会4）

○ 増田　有沙1）、井口　裕介2）、小田　啓祐2）、山下　ユキコ2）、藤森　功3）、合田　圭吾4）、手納　直規1）

Farnesoid X receptor (FXR)は胆汁酸を内因性リガンドとする核内受容体で、脂質や糖質など代謝関連遺伝子の発現を調節
することが知られている。ステロイド性FXR アンタゴニストであるglycine-β-muricholic acid は経口投与において腸管分布
率が高く、肥満モデルマウスにおいて体重増加抑制や血糖降下作用などが報告されており1)、腸管特異的FXRアンタゴニストの
代謝性疾患への応用が期待されている。
当研究室では以前、hit-to-lead approachにより非ステロイド性FXRアンタゴニストのリード化合物を発見2)、最適化によりnM
レベルの強力なFXR アンタゴニストの創出に成功した。3)しかし、in vivo 試験を行うにあたり、薬物動態的な観点において脆
弱であり改善が必要とされた。そこで、化合物の構造活性相関研究を網羅的に行った結果、腸管への分布傾向を示す化合物１
の発見に至り、FXRアンタゴニスト活性へ大きな影響がなく、化合物の性質を変化させる際に利用可能な部位も特定した（下図
化合物１の赤丸）。4)

本研究では、肝ミクロソームでの代謝安定性を上昇させることによる薬物動態改善を目的とし、化合物１をさらに改良を加え（下
図化合物２の青丸）、アンタゴニスト活性を維持しつつ、代謝安定性上昇、薬物動態改善、腸管への分布上昇がみられる化合物
２の発見に至ったので報告する。
１）Jiang, C. et al. Nature Commun. 2015, 6, 10166
２）Teno, N. et al. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 1787ｰ1794
３）Teno, N. et al. ACS Med. Chem. Lett. 2018, 9, 78ｰ83
４）Teno, N. et al. Bioorg. Med. Chem. 2019, 27, 2220ｰ2227
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O-043	 	蛍光性RXRアゴニストを用いたRXRリガンドバインディングポケット内極性の
測定

岡山大学　薬学部　薬学科1）、岡山大院・医歯薬2）、静岡県大・食栄3）

○ 三浦　築1）、藤原　美智子2）、川崎　真由3）、中野　祥吾3）、加来田　博貴2）

【背景・目的】標的受容体に対する特異的リガンドを創出する上で、分子形状、柔軟性、静電相互作用、水和などを考慮したリ
ガンドデザインが施されている1。レチノイン酸受容体（RAR）とレチノイドX受容体（RXR）に関しては、これらに加え、それぞれ
の標的受容体のリガンドバインディングポケット(LBP)の極性の違いに基づく特異性が報告されている2。演者らは、RXR特異的
リガンド創出を展開していることから、RXR-LBP内の極性測定に興味を抱いた。蛍光性分子の蛍光波長が周囲の極性に応じて
変化する現象（ソルバトクロミズム）を利用して、ウシ血清アルブミンのバインディングポケット内の極性を測定した報告がされて
いる3。しかしながら、着目する受容体のLBPに対して特異的に結合し、ソルバトクロミズムを示すLBP特異的蛍光性分子を創出し、
LBP極性を評価した報告はない。本発表では、演者らが見出した蛍光性RXRアゴニストNEt-iFQ (1)4がソルバトクロミズムを
示すこと、またそれを利用してRXRのLBP極性の評価に成功したことを報告する。

【実験方法・結果・考察】 1由来の蛍光がRXR-LBPへの結合に伴い変化するかを確認すべく、RXRα-LBDの非存在下または
存在下にて蛍光スペクトルを測定した。1の極大蛍光波長は、RXRα-LBD非存在下では493 nmであったのに対し、RXRα
-LBD存在下では440 nmへと短波長側へ大きくシフトした。演者らは、これが1のソルバトクロミズム由来と考え、1を各種溶媒
に溶解させ励起ならびに蛍光スペクトルを測定した。その結果、溶媒の極性増大に伴う極大励起波長と極大蛍光波長の差であ
るストークスシフトの増加が確認された。一方で、当該ストークスシフトに対する粘性の影響も考え、1を各種比率のGlycerol/
EtOH混合溶液に溶解しストークスシフトを調べたが、極性に比べその影響は小さいことが分かった。1とRXRが結合した時の
ストークスシフトは58 nmであり、1のクロロホルム溶液のストークスシフトと一致した。このことから、RXRα-LBD内部の極性
はクロロホルムと同程度であることが明らかになった。本成果は、RXRα-LBDに限らず、注目する受容体のLBP内極性を見積
もる手法としての応用が期待される。

【参考文献】 [1] J. Med. Chem. , 2012 , 55 , 1424-1444. [ 2] J. Med. Chem., 2005 , 48 , 6212-6219. [ 3] Chem. 
Commun., 2011, 47 , 3867-3869. [4] Bioorg. Med. Chem. Lett., 2010, 20 , 5143-5146.

O-044	 	ホウ素中性子捕捉療法のための機能性ペプチドを用いたドデカボレートへの
細胞核移行性の付与

福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、京都大学　複合原子力科学研究所3）

○ 中野　智恵美1）、村田　慶吾1）、一丸　綜史1）、佐藤　雄己1）、Zaboronok Alexander2）、中井　啓2）、
熊田　博明2）、喜屋武　龍二1）、奥田　綾3）、榮　武二2）、松村　明2）、杉山　正明3）、重永　章1）、 
白川　真1,2）

【背景】
　ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）とは、予めがん細胞に選択的に取り込ませたホウ素と低エネルギーである熱中性子との核
反応によって生じるα線によって、隣接する正常細胞に影響を与えることなく、がん細胞のみを損傷させることができる放射線療
法である。BNCTでは、ホウ素含有アミノ酸であるボロノフェニルアラニン(BPA)とホウ素イオンクラスター構造のドデカボレー
ト(BSH)が臨床応用されている。このうちBSHは1分子中のホウ素含有率が高く、BNCTによる高い治療効果が期待されたが、
腫瘍特異性がないことから実用化は難しいとされている。
　これまで我々は、機能性ペプチドを用いたホウ素キャリアーの開発に取り組んできた。2009年に世界で初めてホウ素化合物と
細胞膜透過性ペプチド(CPP)を組みわせたホウ素キャリアーを報告し[1]、2018年にはCPPの一つであるポリヒスチジンとBSH
をCPE法[2]により結合させたホウ素キャリアーの合成を本学会で報告した。BNCTにおけるin vivoでのCPPの有用性はすで
に道上らによって報告されているが[3]、BNCTはその原理から、ホウ素が細胞の核近傍または核内に存在した場合に最大になる
と推定されている[4]。
　そこで我々は、さらなるBNCTによる治療効果向上のために、本研究を発展させ、CPP結合型BSHに核内移行能を追加した
新規ホウ素化合物の合成を行なった。

【方法】
　Fmoc固相合成法によりCPPを結合させたBSHを合成し、それに核移行能を持たせるためにNLSペプチドやpH応答性膜融
合ペプチドを組み合わせた。化合物の同定は1H-NMRおよびTOFMSを用いて行ない、HPLCにより純度検定を行なった。

【結果】
　機能性ペプチドを有する新規ホウ素キャリアーの合成に成功した。細胞内移行能と核内移行能を併せ持つペプチド 結合BSH
はBNCTにおいて有用な薬剤として期待される。

【参考文献】
[1] M. Shirakawa, et al., App. Rad. Iso., 67, 88-90, 2009.
[2] T. Kawakami, et al., Chem. Lett. 36, 76-77, 2007.
[3] H. Michiue, et al., Biomaterials 35(10) 3396 - 405, 2014.
[4] T. Sato, et al., Sci. Rep., 8, 988, 2018.
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O-045	 	ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)のための新規薬剤の合成と評価
福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、京都大学　複合原子力科学研究所3）、 
森田薬品工業株式会社4）

○ 白川　真1,2）、佐藤　雄己1）、重永　章1）、中井　啓2）、熊田　博明2）、榮　武二2）、松村　明2）、 
鈴木　実3）、竹内　亮太4）、堀　均4）

近年の医療技術の進歩にも関わらず、悪性腫瘍は日本人の死因第一位である。その治療法は外科的治療(手術)、化学療法(抗
癌剤)、放射線治療の3つに大別されるが、どの治療法にも一長一短があり、高いQOL(生活の質)を維持したまま治療を継続
することは難しい。
そこで我々は第4の治療法として、ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)に着目した。BNCTとは中性子の照射線量とホウ素の安定
同位体(10B)の細胞取り込み量に比例する腫瘍細胞選択的治療法である。そのメカニズムは10Bに中性子線を照射すると、α壊
変により産生されるα線と7Li粒子がDNA2本鎖を切断することでアポトーシスを引き起こし、腫瘍を縮退させる。α線の飛程は
約10μm(細胞1個径以下)であるため、10Bを含む細胞のみが強い攻撃を受け、隣接する細胞は損傷を受けない。加えて、中
性子線および10B単体では人体への影響が極めて低いことから副作用の極めて少ない治療法である。
現在までにホウ素含有アミノ酸(BPA)とホウ素イオンクラスター(BSH)の２剤が臨床応用されている。しかしながら、BPAは腫
瘍貯留性が低く、BSHは腫瘍集積性が極めて低い。また、腫瘍血液比や正常組織での低分布等の条件を鑑みると、どちらも
BNCTにとって真に理想的な薬剤とはいえない。我々はBNCTをより効果的な治療とするために、ドラッグデリバリーシステムを
主として、共同研究グループの様々な基盤技術を生かした薬剤開発を行っている。本発表ではこれまでに我々の開発した新規ホ
ウ素薬剤の合成とそのin vitroおよびin vivo 評価について報告する。

O-046	 	Phos-tag	SDS-PAGEを利用したcyclin-dependent	kinase-like	5の基質
リン酸化検出法の開発

徳島大学大学院　医歯薬学研究部1）、徳島大学大学院　薬科学教育部2）

○ 片山　将一1）、城　裕己2）、山崎　哲男1）

【目的】Cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5)はSer/Thrプロテインキナーゼであり、脳に豊富に発現する。CDKL5
遺伝子の変異はてんかんや精神発達遅延などを主な症状とするCDKL5欠損症 (CDD)を発症させる。CDDの患者さんに見
られる変異の形式として、主にミスセンス変異とナンセンス変異が存在する。ミスセンス変異部位の大部分はCDKL5の触媒ド
メインに位置しているため、CDKL5の変異に伴う酵素活性の欠失がCDD発症と密接に関与する。このため、CDKL5の活
性を検出することはCDKL5変異と疾患の関係を明らかにするうえで重要な意味を持つ。そこで我々は、独自に開発した人工基
質を使用して、CDKL5の活性をin vitroおよびin celluloで正確に検出可能な手法を確立することを目的と定めた。【方法】
CDKL5基質およびCDKL5酵素は大腸菌を用いて発現・精製した。CDKL5基質のリン酸化はin vitroキナーゼアッセイによっ
て行い、リン酸化基質の検出には、phos-tag SDS-PAGE法を利用した。CDKL5基質とCDKL5をneuro2a細胞に共発現さ
せin celluloにおけるCDKL5のリン酸化活性をphos-tag SDS-PAGEによって評価した。【結果】我々は過去に、CDKL5が
CLAPと呼ばれるドメインに結合すること、RPRSPと並んだアミノ酸配列を認識し、リン酸化することを明らかにしている。そこで、
RPRSP配列とCLAP配列を直列に結合させたRPRSP-CLAPを作製したが、予想に反してCDKL5の良い基質とはならなかった。
そこで、RPRSP配列の数を2つに増加させたRPRSP×2-CLAPを作製したところ、CDKL5によって非常に良くリン酸化された。
また、RPRSP×2-CLAPとCDKL5を培養細胞に共発現させることで、CDKL5活性をin celluloで評価できることを明らかに
した。【考察】現在、CDKL5の基質はほとんど見出されておらず、数少ない既知の基質についてもそのリン酸化特異的抗体は
市販されていない。従って、これまではCDKL5活性をin celluloで評価することが困難であった。本研究で開発したRPRSP×
2-CLAPは細胞内でCDKL5活性を評価するために有用であると考えられる。
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O-047	 	微弱電流処理時に生じるセラミド増加のメカニズム解析
徳島大学　薬学部1）、和歌山医科大学　薬学部2）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部3）

○ 大塚　ちほ1）、虎尾　祐1）、福田　達也2）、大園　瑞音3）、小暮　健太朗3）

【背景】イオントフォレシス（IP）は経皮薬物送達技術であり、0.3~0.5mA/cm2の微弱な電流により皮内に薬物を送達する物理
的促進法の一つである。皮膚は堅牢なバリアーであり低分子薬物しか透過できず、IPによっても分子量10,000以上の親水性
高分子は送達困難であると考えられてきた。しかし我々は、IPにより高分子であるsiRNA(分子量12,000)を皮内浸透させるこ
とに成功している（Kigasawa 他 Int J Pharm (2010)）。また、標的遺伝子のmRNAが有意に抑制されたことから、細胞質に
siRNAが送達されRNAi効果が誘導されたことが示唆されている。さらに、標的細胞内へのsiRNAの取り込みは、種々の阻害
剤を用いた検討およびデキストランの細胞内動態の結果から、エンドサイトーシスによること及び分子量70,000以下の物質がエ
ンドソームから漏出することを見出している（Hasan他J Control Release (2016), Hasan 他 Sci Technol Adv Mater (2016)）。
高分子のsiRNAがエンドソームから細胞質へ脱出するメカニズムは不明であったが、最近の検討により培養細胞の微弱電流処
理時にエンドソーム内でセラミドが増加することを見出した(Torao他 Int J Pharm (2020))。実際にin vivoでも、IPを行った
マウスの皮膚組織におけるセラミド増加を確認している。一方過去の報告で、セラミドがミトコンドリア膜に孔を作り得ることが示
されている。これらのことから我々は、微弱電流処理により増加したセラミドがエンドソーム膜に形成した孔を介して、高分子が
細胞質に漏出するという仮説を考えた。そこで本研究では、微弱電流処理時のセラミド増加メカニズムについて、培養細胞を用
いて検討した。

【方法】マウスメラノーマB16-F1細胞を用い、セラミド合成に関わる種々の阻害剤による前処理後、微弱電流処理（0.34mA/
cm2）を行い、免疫染色法によりセラミドの細胞内局在を観察した。

【結果および考察】セラミドの3つの合成経路（(1)スフィンゴミエリナーゼ(SMase)経路(2)サルベージ経路(3)De novo合成経路）
のうち、(1)(2)に関わる酵素を阻害した場合、セラミド増加は変化しなかった。また、(3)に関わる酵素の一つであるセリンパルミ
トイル転移酵素を阻害してもセラミド増加は変化しなかったが、セラミド合成酵素を阻害することにより、セラミド増加が有意に抑
制された。このことから、微弱電流処理の際に起こるセラミド増加はセラミド合成酵素によることが示唆された。

O-048	 	副腎摘出ラットでは血中リゾホスファチジン酸の分解は抑制されている
安田女子大学　薬学部　薬学科1）、九州保健福祉大学　薬学部　薬学科2）

○ 川畑　公平1）、堤　敏彦2）、西　博行1）、徳村　彰1）

【目的】リゾホスファチジン酸（LPA）はグリセロリゾリン脂質メディエーターの1種であり、その生理活性は多岐にわたることが知
られている。血中LPA量を制御するものとして、オートタキシンをはじめとする生成系の寄与と、脂質リン酸ホスファターゼ（LPP）
をはじめとする分解系の寄与があげられる。これまでに、副腎摘出ラットの血漿にてLPA生成系の1つであるリゾホスホリパー
ゼD（lysoPLD）活性が上昇することが明らかとなっている。本研究では、副腎摘出（ADL）ラットの血中LPAやその前駆体で
あるリゾホスファチジルコリン（LPC）の量を測定するとともに、それらの量を制御する酵素活性の変動を調べた。

【方法】雄性Wistarラット（8週齢、日本クレア）の副腎を摘出し、1週間後に実験に供した。採取した血液より血漿を調製し、
Bligh ＆ Dyer法にて脂質を抽出した。脂質抽出物を試料とし、ESI-LC/MS/MS（LCMS-8040、島津製作所）にてLPAと
LPCの定量を行った。また、血漿に高濃度のLPCを基質として加え37℃で保温後、生成したコリン量からlysoPLD活性を評価
した。さらに、高濃度のLPAを基質として添加し保温した。遊離脂肪酸の生成量よりリゾホスホリパーゼ（LPL）活性を、モノア
シルグリセロールの生成量よりLPP活性を、それぞれ評価した。

【結果・考察】ADLラット血漿中のLPC量は249 nmol/mLであり、対照ラットの値（328 nmol/mL）と比べて有意に低かった。
逆に、ADLラットでは対照群と比較して血漿LPA量が高値を示した。LPC由来のコリン生成量の測定結果より、ADLラット血
漿におけるlysoPLD活性は対照群の値と比べて高いことが明らかとなり、LPA量の増加への寄与が示唆された。LPAの分解
系を評価したところ、副腎摘出によりLPL活性が低下することが明らかとなった。LPP活性に関しては、ADLラットの血漿での
活性は対照群と比べて高値を示した。しかし、血液でのLPP活性はADLラットにて減少しており、副腎由来の生理活性物質が
LPA分解系を複雑に制御していると考えられる。興味深いことに、ADLラットでは白血球量が増加しているが、Triton X-100
処理した白血球のLPP活性を測定すると大きく低下していた。これらの結果より、ADLラットではLPA生成系が亢進するととも
に血漿LPLや白血球LPPなどのLPA分解系が抑制されるため、血中のLPA濃度が増加することが明らかとなった。
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O-049	 	慢性的高濃度グルコース暴露が及ぼす膵β細胞の生育と機能への影響
就実大学大学院　医療薬学研究科1）、（株）ファーマシィ2）、就実大学　薬学部　薬学科3）、 
山陽小野田市立山口東京理科大学　薬学部　薬学科4）

○ 山足　拡美1,2）、長谷川　苑香3）、河野　奨3）、小野　浩重4）、加地　弘明3）

【目的】膵β細胞が慢性的に高濃度のグルコース（Glc）に暴露されると、インスリン産生能・分泌能低下や生細胞数減少などが
惹起される。これらは糖毒性と呼ばれ、糖尿病発症・増悪要因の一つとされている。本研究室ではこれまでに、ラット膵β細胞
株であるINS-1Eに対する高濃度Glc暴露に対する細胞の生育及び機能への影響を検討してきたが、これまでの研究は、最長
で7日間といった短期間でのGlc暴露による影響を見たものであり、本来の病態に近い状態である長期間Glcに暴露された際の
影響は検討していなかった。そこで今回、INS-1Eを用い、通常の2倍濃度のGlcで長期間培養した細胞と通常濃度のGlcで培
養した細胞との間で、細胞生育及び機能について比較検討を行ったので報告する。

【方法】通常濃度のGlc(10mM)で培養した細胞をINS-1E-NGと、高血糖状態の濃度であるGlc(20mM)で培養した細胞を
INS-1E-HGとし、セルカウントによる生細胞数の測定、WSTによるミトコンドリア活性の測定、ELISAによるインスリン産生量
の測定、western blottingによる転写因子の発現量の測定を行った。

【結果・考察】6か月間の培養中、生育能についてはすべての期間においてINS-1E-HGの方がINS-1E-NGよりも一定に少ない
値を示した。これは、高濃度のGlc負荷により、細胞の生育に影響が生じているが、長期間の負荷であっても細胞の増殖能は一
定割合維持していると考えられる。細胞機能への影響について、インスリン分泌量を測定した結果、INS-1E-HGでは3か月目
までINS-1E-NGと比較して大幅に少ないことが確認された。しかし、3か月以上培養したINS-1E-HGではインスリン分泌量が
上昇傾向を示すことが確認された。これはINS-1Eは元来、がん細胞であり長期間暴露されたことで高濃度Glc環境下に順化し
たことが要因の一つではないかと考えられる。転写因子であるPDX-1はINS-1E-NGと比較してINS-1E-HGでは増加傾向であっ
た。インスリン分泌量は減少しているのに対しPDX-1は増加傾向であったことより、高濃度Glc暴露はPDX-1転写因子以降の
インスリン分泌機構に影響している可能性が考えられた。

O-050	 	Shwachman-Diamond症候群発症とタンパク質合成能の関係について
広島国際大学　薬学部　生理化学研究室
○ 黒川　由稀、奥本　千果、前田　成也、岡部　洋美、世良　行寛、山口　雅史

【目的】　Shwachman-Diamond症候群（SDS）は、好中球減少症、膵臓外分泌機能異常、骨格形成異常を主徴とする骨髄
不全症候群の一つである。原因遺伝子としてShwachman-Bodian-Diamond syndrome（SBDS）遺伝子が同定され、リボ
ソームの成熟に関すると考えられているが、病態との関係は明らかとなっていない。我々はSDSの発症機構を解析するために、
ヒトのSDS患者で頻出するg.258+2T＞C変異をマウス正常骨髄球由来の32Dcl3細胞にゲノム編集を用いて導入し、SDSモ
デル細胞（SDS3）を樹立した。SDS3細胞は、SDS患者由来細胞と同様に、恒常的にSBDSタンパク質の発現が低下している。
SBDSはリボソームの成熟に関与することから、リボソームの機能であるタンパク質合成に着目して、SDS発症機構について解
析した。【方法】　全RNAは定法に従って調製した。タンパク質合成能の変化については、SUnSETアッセイを用いて評価した。

【結果】　SBDS低発現によりリボソームの量に差が出る可能性がある。リボソームの量を比較するために、全RNAの電気泳
動を行い、28S rRNAの量を比較したところ、32Dcl3細胞とSDS3細胞で差がなかった。次に、タンパク質合成能の違いを検
討するために、ピューロマイシン添加後30分間で新規に合成されたタンパク質をウエスタンブロットで解析した。ImageJを用い
て定量を行うと、SDS3細胞のタンパク質合成能は32Dcl3細胞の55％程度にまで低下していた。このタンパク質合成能の低下
が病態発症に関連するかどうかを検討するために、タンパク質合成阻害剤であるcycloheximide(CHX)を用いて解析を行った。
32Dcl3細胞に50 nM CHX処理を行うと、SDS3細胞と同程度までタンパク質合成能を抑制した。SDS3細胞では細胞増殖抑
制や活性酸素種(ROS)の産生亢進、炎症マーカーの転写レベル亢進、オートファジーの誘導が認められる。CHX処理した細
胞において、細胞増殖は抑制されたが、SDSモデル細胞の表現型を再現することができなかった。SBDSの発現低下は、タン
パク質合成以外にも影響を及ぼしていることが推測される。現在、SDSの発症にタンパク質合成低下以外の何が起因するのか
解析を進めている。
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O-051	 	精子運動率関連遺伝子ERBB4をターゲットとした男性不妊症に対するゲノム
創薬

徳島大学　薬学部　医薬品情報学分野
○ 小西　麻実、佐藤　陽一

【背景・目的】カップルの６組に１組が不妊の問題を抱えており、その約半数は男性側に原因があると言われている。しかし、男
性不妊症に対する根本的な治療法は未だ確立されていない。これまでに当研究室において、一般集団の男性1,590名を対象と
したゲノムワイド関連解析（genome-wide association study：GWAS）から、精子運動率に関連する遺伝子ERBB4 （erb-b2 
receptor tyrosine kinase 4）を同定した。ERBB4は精巣で強く発現しており、セルトリ細胞特異的Erbb4ノックアウトマウス
は精子の運動性を低下させたと報告されている。従って、ERBB4の活性を高めることにより精子機能の向上が期待できるので
はないかと考えた。そこで本研究では、男性不妊症に対する治療戦略を構築することを目的とし、ERBB4活性を高める化合物
を探索するために、ハイスループットスクリーニング系の構築を検討し、化合物ライブラリーを用いたスクリーニング、つまりゲノ
ム創薬を目指した。

【方法】ERBB4のプロモーター領域をクローニングし、レポーターベクターpGL4に組み込んだプラスミドを構築後、NEC14（ヒ
ト精巣由来胚性腫瘍細胞）にトランスフェクションして安定株を作製した。作製した安定発現株を用いて、化合物ライブラリーか
ら1,592の化合物についてルシフェラーゼレポーターアッセイによりスクリーニングを行い、ERBB4の遺伝子発現を増強させる
化合物を探索した。

【結果・考察】ルシフェラーゼレポーターアッセイにより化合物ライブラリーを用いてスクリーニングを行った結果、1,592の化合
物のうち、10個の化合物がコントロールと比較してプロモーター活性が２倍以上高くなることを確認した。これにより、これら10
個の化合物はERBB4の転写活性を高め、発現量を増加させる可能性があることを示した。今後、NEC14細胞を用いて化合物
の添加によるERBB4の発現が真に増加するかどうかを確認した後、マウスに化合物を投与し精子運動性の変化を観察する。こ
れらの検討を進めることで、ERBB4をターゲットとしたゲノム創薬研究は男性不妊症の治療薬の開発につながると期待される。

O-052	 	ヒト大腸杯細胞は生理活性リン脂質リゾホスファチジン酸を産生する高い酵素
活性を有する

安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 邑岡　美嘉、小池　遥香、山下　真弥、川畑　公平、西　博行、徳村　彰

[目的]ヒト大腸の未分化細胞は栄養素を吸収する上皮細胞のみならず、ムチンや腸ホルモンを分泌する細胞に分化する。大
腸疾患を予防あるいは発症する因子は多種多様に存在するが、近年、リゾリン脂質の役割が注目されるようになってきた。し
かし、大腸細胞の分化機能調節作用の機構はまだ充分には明らかにされていない。ヒト大腸がん由来の上皮細胞HT-29を
RPMI(Roswell Park Memorial Institute)-1640で培養すると吸収性細胞へ、DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle 
Medium)で培養すると杯細胞へ分化することが知られている。本研究はこれら２つの培地で培養したHT-29細胞の培養液中の
６種類のリゾリン脂質の総量と分子種組成を比較し、それらの大腸機能への役割を推定しようと考えた。
[方法]HT-29細胞の培養には10％ウシ胎児血清(FBS)を含むRPMI-1640あるいはDMEMを用いた。培養して３週目の細胞
の培養液と細胞回収懸濁液を用いてBligh & Dyer法を行い総脂質を抽出し、リゾリン脂質と関連のモノアシルグリセロールと
遊離脂肪酸をESI-LC-MS/MSで測定した。
[結果・考察]６種類の受容体を有し現在までに最もよく研究されてきたリゾホスファチジン酸（LPA）についての結果をまず示す。
多価不飽和脂肪酸分子種（PUFA）のLPA濃度はDMEM培地中では増加していたが、RPMI培地中では逆に減少していた。
飽和脂肪酸分子種（SFA）と単不飽和脂肪酸分子種（MUFA）のLPA濃度はどちらの培地中でも増加していたが、DMEM培
地中の増加量の方が大きかった。LPA前駆体であるリゾホスファチジルコリン（LPC）のPUFA濃度が減少していたため、LPA
のPUFAは培地中のLPCのPUFAから直接的に生成すると考えられる。しかし、DMEM培地中のSFAとMUFAのLPC濃度
は減少しなかったので、細胞内のLPC量を測定してみた。その結果、LPC濃度は減少していた。これらの結果より、細胞内の
SFAとMUFAのLPCが培養液中に放出され、培地中のLPCのリゾホスホリパーゼDによるLPAへの転換によるLPC濃度の減
少を遮蔽しているものと推定される。以上のことから、DMEMで培養すると大部分を占めるようになる杯細胞ではLPCをLPA
に分解するリゾホスホリパーゼD活性が上皮細胞（RPMIで培養すると大部分を占める）の活性と比べて有意に高いことが明ら
かとなった。このリゾホスホリパーゼDの実体は分泌型オートタキシンもしくは膜結合型グリセロホスホジエステラーゼ（GDE）４
かGDE７であると推定される。
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O-053	 	複合ヘテロ接合型CLN6病における凝集抑止活性を消失させる新たなメカニ
ズムの解明

徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部2）

○ 渡邊　佳奈1）、城　裕己2）、山崎　哲男2）

【目的】CLN6は311アミノ酸からなる小胞体7回膜貫通型タンパク質であり、CLN6の変異は神経セロイドリポフスチン症のひ
とつであるCLN6病の発症に関与している。また、CLN6病はてんかん発作、運動障害、視覚障害を発症する常染色体劣性遺
伝性疾患であり、この患者はホモ接合または複合ヘテロ接合の変異CLN6対立遺伝子を持つ。先行研究にて、CLN6がタンパ
ク質の凝集体形成を抑制する活性を有することを明らかにし、さらにCLN6変異による凝集抑止活性の低下がこの病気の原因
である可能性を指摘した。本研究では複合ヘテロ接合型CLN6病の患者で報告された2種類のCLN6変異体を共発現させるこ
とで、CLN6病の病態メカニズムを検討する。

【方法】これまでに、細胞質に広く分布する熱ショックタンパク質αB-クリスタリン（αBC）を強制的に小胞体膜に繋ぐことでミ
オパチーの原因となるαBC R120G 変異体の凝集が抑制されることを発見し、続けて小胞体に繋がれたαBCの結合分子
としてCLN6を単離、CLN6がαBC R120G変異体の凝集を防ぐことを明らかにした。本研究では、CLN6で報告の多い
S132CfsX18(132fsX)変異体を含む組み合わせに注目し、HeLa細胞を用いて2種類のCLN6変異体とEGFPタグをつけて可
視化した高凝集性タンパク質αBC R120G変異体を共発現させることでCLN6病の病態メカニズムを検討した。

【結果】132fsX変異体は、P299L変異体の凝集抑止活性を打ち消したのに対し、野生型CLN6の凝集抑止活性には影響がなかっ
た。この野生型CLN6の132fsX変異体に対する耐性は、2つのプロリン残基を含む297-301のアミノ酸残基をアラニン残基に
置き換えることで消失した。また、CLN6の297-311アミノ酸残基を除去すると、132fsX変異体の影響を受けなかった。

【考察】CLN6のC末端297-311アミノ酸残基を除去すると132fsX変異体による活性阻害を受けないことから、CLN6のC末
端領域はPro297/299による構造拘束が重要であると考えられた。また、P299L変異体はPro299による構造拘束を受けない
ことから、CLN6のC末端領域が132fsX変異体によって不適切な位置に配置され、それにより凝集抑止活性の阻害が誘導され
るのではないかと考えられた。

O-054	 	ヒトCPT1a	mRNAの3’非翻訳領域におけるA-to-I	RNA編集部位
徳島大学　薬学部
○ 川合　真央、植田　百花、山崎　尚志、滝口　祥令

【目的】Alu配列は霊長類ゲノムに約100万コピー存在する300塩基ほどの配列である。遺伝子中に二つのAlu配列が逆向きに
挿入されていると (inverted repeat Alu elements：IR Alus)、生じたmRNAはAlu配列間で塩基対を形成して二本鎖RNA
構造となり、この構造中のアデノシンはRNA編集酵素ADAR（adenosine deaminase acting on RNA）によってイノシンに
編集されることがある。この現象はA-to-I RNA編集と呼ばれ、これによってタンパク質発現量が変化しうることがいくつかの
遺伝子において報告されている。Carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1) はミトコンドリアでの長鎖脂肪酸β酸化に必要
不可欠な酵素である。我々は多くの組織で発現しているアイソフォームであるCPT1aのヒト遺伝子において、3’-非翻訳領域 
(3’UTR) にIR Alusが存在し、上流側のAlu配列 (1st Alu) において近接した二つのアデノシンが高度にA-to-I RNA編集さ
れることを明らかにし、このRNA編集によってCPT1a量が変化する可能性を見いだした。そこで今回、下流側のAlu配列 (2nd 
Alu) においても編集が起きているのかを解析し、1st Aluでの編集と関係があるかを明らかにする目的で実験を行った。

【方法】ヒト由来培養細胞HeLa細胞からtotal RNAを抽出し、CPT1a特異的なプライマーを用いたRT-PCRにより2nd Aluを
含むcDNAを合成し、そのダイレクトシーケンスによってA-to-I RNA編集が起こっているかを解析した。また、1st Aluと2nd 
Aluの両方の領域を含んだcDNAをRT-PCRによって合成し、これをプラスミドに組み込んでから編集部位の塩基配列を確認した。

【結果】2nd Aluのシーケンス解析の結果、特に一つのアデノシンが高度に編集されていることを見いだした。RNAの推定高
次構造から、1st Aluと2nd Aluにおいて高度に編集される部位は二本鎖RNA構造上で近くに位置することが示された。しかし、
プラスミドに組み込んだcDNAのシーケンス解析の結果、同定された三つの部位での編集の関連性は認められなかった。また
siRNAを用いてADAR1の発現を抑制した場合、三つの部位のすべてで編集が抑制されることが明らかとなった。

【考察】HeLa細胞において、ヒトCPT1a mRNA 3’UTRは主にADAR1によってA-to-I RNA編集されることが確認された。
また高度に編集される三つの部位は二本鎖RNA構造中で近接しているが、それぞれが独立して編集されている可能性が示さ
れた。
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O-055	 	摂餌によるFXR発現レベルの変動
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 井口　裕介、片山　雄一朗、常松　志帆、西村　直、山下　ユキコ、宇根　瑞穂

【研究背景及び目的】核内受容体であるファルネソイドX受容体(FXR)は主に肝臓や小腸に発現し、胆汁酸の恒常性維持に重要
な役割を果たしている。また糖質及び脂質代謝を調節することも明らかとなっていることから、FXRは肥満及びそれらに起因す
る代謝性疾患の創薬ターゲットとなっている。　ヒトを対象とした実験において小腸のFXR発現レベルとBMIには正の相関があり、
BMI値が高いヒトほど小腸におけるFXRシグナルが活性化されていることが示された。このことから、小腸特異的に作用する
FXRアンタゴニストが肥満に起因する様々な疾患に対して有用であると考えられる。これまでに我々はFXRに対するリガンド開発
を行ってきており、in vitroにおける知見を得ている。本研究では小腸FXR活性化動物モデルの構築を目的として、小腸FXR
発現に対する摂餌の影響について検討を行った。【方法】　C57BL/6Nマウス（6週齢、オス）に、通常餌(N.D.)、60(cal)%
高脂肪餌(HFD)、1(w/w)%コレステロール+高脂肪餌(HFD+Ch)もしくは30(w/w)%フルクトース+1(w/w)%コレステロー
ル+高脂肪餌(HFD+Ch+Fru)を8週間与えた。体重変化、組織重量、各組織中脂質レベル及び肝・小腸のFXR発現レベル
を測定した。【結果】　HFDを含む餌を摂取した群全てにおいて、体重増加や組織重量及び組織中脂質レベルの増加が認めら
れた。また肝のFxr 発現レベルは変化しなかったが、小腸においてはHFD摂餌により有意に増加しており、FXR支配下遺伝子
の一つとして知られるFgf15 の発現レベルも協調的に増加していた。【考察】　本研究により、HFDが小腸のFxr 発現レベルに
影響を与えることが示された。今後はこのマウスモデルを用いて、FXRリガンドに関する研究を進めていく予定である。

O-056	 	日本人男性を対象としたAZFc領域の遺伝子欠失と精子の質との関連解析
徳島大学　薬学部　医薬品情報学
○ 中川　雄介、多田　篤史、佐藤　陽一

【背景】男性不妊症の原因の１つとしてY染色体の長腕に位置する無精子症因子(AZFa, AZFb, AZFc)の欠失が知られている。
AZFc領域内にはDAZ、BPY2、CDY1、TTTY4、 GOLGA2P2 (GOLY)などの遺伝子が複数コピー存在しており、これら
の遺伝子のコピー数の組み合わせによりY染色体の構造は多様化している。本研究ではこれらのアンプリコン遺伝子の欠失を
調べ、精子濃度、精子運動率、総運動性精子数との関連解析を行った。

【方法】一般日本人男性約1925例を対象に図に示した遺伝子の各コピー上に存在するsingle nucleotide variantについて
PCR-RFLP法により欠失を解析し、その組み合わせからAZFc欠失パターンを決定した。各遺伝子欠失及び欠失パターンと精
液パラメータとの関連性は多重線形回帰分析により解析した。

【結果・考察】遺伝子の欠失パターンにより全73のグループに分類された。DAZ/Iの欠失は精子濃度と負の関連を示した。
DAZ/I、DAZ/II、DAZ/III、DAZ/Vの欠失、およびGOLY、CDY1、TTY4、BPY2の欠失は精子運動率と負の関連を示した。
また、r1, r2領域のDAZ、g2, g3領域のBPY2、P1.2領域のCDY1、g3領域のTTTY4およびP1.1領域のGOLYが欠失し
たパターンは精子運動率と負の関連を示した。DAZ/I、DAZ/II、DAZ/Vの欠失、およびBPY2の欠失は総運動性精子数と
負の関連を示した。以上よりAZFc領域の部分欠失は精子の質に大きな影響を与えていることが示唆された。
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O-057	 	神経成長因子前駆体proNGFとp75受容体の結合を阻害する低分子化合物
の探索

松山大学　薬学部1）、愛媛大学　プロテオサイエンスセンター2）

○ 日野　真美1）、市原　加奈子1）、片岡　祥1）、竹田　浩之2）、中西　雅之1）、野元　裕1）

【目的】神経成長因子前駆体 proNGF はp75 受容体に高い親和性で結合し、神経細胞のアポトーシスを誘導する。また、
TrkA受容体とも低い親和性で結合し、神経細胞の分化や生存維持作用を示す。アルツハイマー病などの神経変性疾患では、
proNGFとp75の発現が増加すると共にTrkAの発現が低下しており、p75を介した神経細胞のアポトーシスが引き起こされ
ている。そこで、proNGFとp75の結合を阻害する化合物は、神経変性疾患の新規治療薬になると期待される。本研究では
proNGFとp75の結合をハイスループットに測定できる系を構築し、これを用いて化合物の探索を行った。【方法】大腸菌で発現
させたproNGFと昆虫細胞Sf9で発現させた受容体を精製し、これらタンパク質間の結合をAlphaScreen®法で検出した。ここ
に、東京大学創薬機構から提供を受けた9600種の化合物を添加し、その阻害効果を評価した。【結果・考察】proNGF、p75
およびTrkAは、電気泳動的にほぼ単一となるまで精製された。AlphaScreen®法でのproNGF とp75の結合シグナルのばら
つき（CV値）は3.9%、バックグラウンドシグナルのCV値は6.0%、感度（シグナル/バックグラウンド比）は4、頑健性の指標で
あるZ'-factorは0.79であった。高い信頼性を持つ測定系の指標はCV値が10%以下、感度が3以上、Z'-factorが0.5以上で
あり、本測定系はそれに合致するものであった。この系で9600種の化合物に対して結合阻害効果をスクリーニングしたところ、
阻害率15%以上を示す化合物を222種見出した。神経変性疾患の治療では、proNGFとTrkAの結合は阻害しないことが望ま
しいため、そのうちの上位144種についてproNGFとTrkAの結合阻害効果も測定した結果、proNGFとp75の結合を特異的
に阻害する化合物として14種を得た。これらはproNGFによる神経細胞のアポトーシスを抑制すると期待される。

O-058	 	リソソーム膜上ポリペプチド能動輸送に着目した新規P型ATP-aseの機能解析
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 神田　友貴菜、羽鳥　勇太

パーキンソン病（Parkinson’s disease, PD）は60歳以上で100人に一人の割合で発症する進行性の神経変性疾患であり、脳
の特定の領域に分布するドパミン作動性神経が徐々に死滅していくことが原因となっている。レボドパを中心とする現在の補充
療法は症状改善には極めて有効であるが、病態進行を阻止する効果は不十分であり、神経細胞死の分子機序を解明することが
喫緊の課題となっている。本研究では家族性PD遺伝子であるATP13A2およびその類似遺伝子ATP13A3の機能解明に向
け、細胞内局在の検討と、大量発現・精製の系の確立を進めた。Haloタグを付加した組み換えATP13A2とATP13A3は共に、
オートファゴソーム・リソソーム経路の生体膜上に局在し、超分解レベルでは相互に異なる微小領域を占めていることが判明した。
この結果は、ATP13A2とATP13A3の双方がオートファジーに関与する一方で、個別の機能を担当していることを示唆する。
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O-059	 	7,8-dihydro-8-oxoguanineによる遠隔作用変異誘発の方向性
広島大学　大学院　医系科学研究科(薬)
○ 鈴木　哲矢、福島　瑠里子、紙谷　浩之

【目的】 我々は、これまでに、ヒト培養細胞に酸化損傷塩基である 7,8-dihydro-8-oxoguanine (Go) を含むプラスミドを導入す
ると、Goを導入した位置とは離れた位置に変異が生じる遠隔作用変異が誘発されることを明らかにしている。この遠隔作用変異
の誘発機構を調べるため、Goの導入位置が異なるプラスミドを用いて、Goによる遠隔作用変異の誘発に方向性があるかを検討
した。

【方法】 Goによる遠隔作用変異誘発に損傷塩基に対する方向性があるかを調べるため、変異検出用のレポーター遺伝子である
supF 遺伝子の上流および下流にGoを導入したプラスミドを調製した。これらのプラスミドをヒトU2OS細胞に導入し、細胞内で
複製したプラスミドについてsupF 変異体頻度および変異スペクトルの解析を行った。

【結果】 supF遺伝子の下流にGoを導入したプラスミドでは、Gを導入したコントロールと比較してsupF変異体頻度が6倍増加した。
一方、上流にGOを導入した場合では、コントロールと比較してsupF 変異体頻度は2倍しか増加しなかった。また、配列解析の
結果、下流にGoを含むプラスミドでは、他のプラスミドに比べて、Goを導入した側のDNA鎖のGpA配列のGにおける変異が多
く検出された。

【考察】 これらの結果は、Go による遠隔作用変異は主に損傷塩基の上流側に誘発されることを示唆している。また、GpA
配列のGは、相補配列であるTpC配列のCにあたり、これはAPOBEC3の主要な標的であるため、遠隔作用変誘発には
APOBEC3が関与している可能性が高いと考えられる。また、APOBEC3は一本鎖DNAに作用する蛋白質であることから遠
隔作用変異誘発にはGoに依存してその上流側に一本鎖DNAを露出させる機構が関与していると考えられる。

O-060	 	血管内皮細胞のオートファジーに対するRASGRP2の影響
広島国際大学　薬学部　薬学科1）、広島国際大学　健康科学部　医療栄養学科2）

○ 瀧野　純一1）、宮崎　翔平1）、佐藤　拓真1）、長嶺　憲太郎2）、堀　隆光1）

【目的】細胞死は、形態的特徴によってアポトーシス、オートファジー細胞死およびネクローシスの大きく3つのタイプに分類され、
これらの中でオートファジー細胞死は過剰なレベルのオートファジーによって引き起こされることが知られている。最近では、アテ
ローム性動脈硬化症の危険因子である活性酸素種、タバコの煙および酸化LDLが、血管内皮細胞のオートファジー細胞死を引
き起こし、血管障害を誘発させることが示されている。また、虚血再灌流を模倣する酸素/グルコース枯渇条件下で誘発される
過剰なオートファジーが血管内皮細胞の細胞死を引き起こすことも明らかにされている。当研究室では、血管内皮細胞（HUVEC）
においてRas guanyl releasing protein2（RASGRP2）がRap1およびR-Ras経路を介してアポトーシスを抑制することを報
告している。しかしながら、血管内皮細胞のオートファジーとRASGRP2との関係性については未だ明らかにされていない。そ
こで本研究では、血管内皮細胞のオートファジーに対するRASGRP2の影響について検討した。【方法】不死化HUVECを使用
して樹立したRASGRP2安定的発現株（R株）とそのmock株（M株）を用いてアミノ酸フリー培地でオートファジーを誘導し、阻
害剤処理による細胞生存能をCell Counting Kit-8およびオートファジー検出をオートファジーマーカーであるMicrotubule-
associated protein light chain 3（LC3）タンパク質のLC3-II/I比率にて比較した。【結果と考察】アミノ酸フリー培地では、
R株およびM株の両株とも細胞生存能が有意に減少したが、R株はM株に比べて細胞生存能の減少が少なかった。また、両細
胞株においてLC3-II/I比率が著しく増加しオートファジーの促進を示したが、R株はM株に比べてLC3-II/I比率は少なかった。
これは、M株に比べR株において過剰なオートファジーを抑制し、RASGRP2が細胞生存能に影響を与えている可能性が示唆さ
れた。すなわち、血管内皮細胞におけるRASGRP2は、アポトーシスだけでなく過剰なオートファジーに対しても抑制的に働き、
血管障害の防御因子として機能する可能性が示された。
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O-061	 	脂肪蓄積抑制作用を有する安全性の高い新規トコフェロールエステル体の開発
徳島大学　大学院　薬科学教育部1）、和歌山県立医科大学　薬学部2）、 
徳島大学　大学院　医歯薬学研究部3）

○ 山崎　美沙季1）、福田　達也2）、中尾　允泰3）、佐野　茂樹3）、大園　瑞音3）、小暮　健太朗3）

【目的】トコフェロールコハク酸(TS)は、トコフェロールの抗酸化活性部位であるフェノール性OH基がコハク酸によりエステル化
され、抗酸化能を欠失した化合物である。このTSはin vitroにおいて、PKC活性化やNF-κB抑制作用など様々な生物活性を
示すことが報告されている。これまでに我々は、TSを含有させたリポソームの開発に取り組み、脂肪細胞における脂肪蓄積の
抑制に成功している（Majima D, et al., Biol. Pharm. Bull. (2021)）しかし、TSは細胞傷害性を有するためヒトへの適用には
問題がある。そこで我々は、脂肪抑制効果を保持しつつも、細胞傷害性を有さない新たなトコフェロールエステル体開発を目指
し検討を行ってきた。トコフェロールエステル体は難水溶性であるが、リポソーム化することで水系に分散させて使用できる。そ
のため本研究では、脂肪細胞として3T3-L1細胞を用い、in vitroにおける新規トコフェロールエステル体含有リポソームによる
細胞傷害性と脂肪蓄積抑制作用を評価した。【方法】TSおよびトコフェロールエステル体はリポソーム製剤化したものを用いた。
分化誘導時及び成熟時の3T3-L1細胞にトコフェロールエステル体含有リポソームを添加し、分化誘導開始8日後にOil Red O
染色により細胞内の脂肪滴を染色した。さらに染色された脂肪滴を2-プロパノールで抽出し、540nmにおける吸光度を測定す
ることで脂肪蓄積量を定量した。トリグリセリドとグリセロールの量、及びグリセロール-3-リン酸脱水素酵素(GPDH: glycerol-
3-phosphate dehydrogenase)活性はキットを用いて測定した。【結果および考察】細胞傷害性試験の結果、エステル部位の
炭素鎖がTSより長い新規トコフェロールエステル体が細胞傷害性を示さないことが明らかとなった。また新規トコフェロールエス
テル体によって脂肪蓄積量が有意に減少することが明らかになった。さらに、新規トコフェロールエステル体は、脂肪の合成抑
制と分解促進によって脂肪蓄積を抑制することが示唆された。これらの結果より、新規トコフェロールエステル体は、安全性を有
し脂肪蓄積を抑制する化合物であることが示唆された。

O-062	 	LXRα核内受容体を介した24S-ヒドロキシコレステロールの代謝誘導系の解析
福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 重藤　真佑1）、松岡　浩史1,2）、大石　亜美1）、深坂　日向子1）、田原　佑馬1）、道原　明宏1,2）

【目的】脳内コレステロールはP450酵素により24S-ヒドロキシコレステロール（24S-OHC)へ変換後、血液脳関門を通過して
循環系へ排出され、肝臓においてCYP39A1により選択的に代謝される。CYP39A1の発現異常は、神経細胞毒性を示す
24S-OHCの過剰な蓄積を通じて、アルツハイマー病などの神経変性疾患の進行に関与すると考えられている。24S-OHCを
内因性リガンドとする肝臓X受容体α（LXRα）は、レチノイドX受容体α（RXRα）とヘテロダイマーを形成する核内受容体であり、
CYP7A1やCYP3A4をはじめとした代謝酵素の発現を制御する。一方、CYP39A1代謝酵素の発現制御メカニズムについて
は不明である。そこで本研究ではCYP39A1の発現制御に対し、LXRα/RXRαおよび、それらのリガンドによる影響を評価した。

【方法】ヒト肝癌由来細胞HepG2を用いて、CYP39A1プロモーター領域（-1187～＋118）におけるLXRα/RXRαの応答性を
ルシフェラーゼレポーター解析により評価した。また、HepG2を用いてLXRα/RXRα一過性発現時のCYP39A1発現量をリア
ルタイムPCR法で評価した。同様にLXRα/RXRαを一過性発現させた後、それらのアゴニストであるT0901317/9-cisRAを
処理し、CYP39A1発現量をリアルタイムPCR法で評価した。

【結果と考察】CYP39A1プロモーター領域におけるLXRα/RXRαの応答性を評価した結果、LXRα/RXRαの一過性発現
により有意な応答性の減少が観察された。また、LXRα/RXRα一過性発現によるmRNA量を評価した結果、CYP39A1の
mRNA量の発現減少が観察された。一方、アゴニスト処理によりmRNA量を評価した結果、CYP39A1のmRNA量の発現増
加が観察された。これらの結果より、核内受容体LXRα/RXRαはCYP39A1プロモーター領域に結合し、リプレッサーとして働
くことが示唆された。また、アゴニスト存在下においてLXRα/RXRαを介した転写開始複合体の形成により、CYP39A1転写を
促進することが示された。現在、CYP39A1プロモーター領域の欠失レポーターを作成し、LXRα応答配列について詳細な解
析をすすめている。
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O-063	 	ZIP13は骨格筋の代謝機能の制御に関与する-筋特異的Zip13遺伝子欠損マ
ウスを用いた解析-

徳島文理大学　薬学部　薬学科1）、群馬大学　生体調節研究所2）

○ 兼松　沙也香1）、大橋　拓人1）、福中　彩子2）、小川　実希1）、松井　剛史1）、岸路　清楓1）、 
高岸　照久1）、原　貴史1）、藤谷　与士夫2）、深田　俊幸1）

＜目的＞我々は、これまでの先行研究において、亜鉛トランスポーターZIP13 の失調が 筋緊張低下を呈する脊椎手掌異形成
型エーラス・ダンロス症候群(Ehlers-Danlos syndrome spondylodysplastic type3,EDSSPD3)をもたらすことを報告した。
当研究 グループが開発 した全身性 Zip13-遺伝子欠損(KO)マウスは上記疾患と高い相関性を示し、当該マウスが筋力低下
を示すことを見出している。しかしながら、骨格筋に おける ZIP13 の本質的な役割はまだ明らかにされていない。そこで、骨
格筋における ZIP13 の生理的意義を解明するために、骨格筋特異的な 遺伝子欠損マウスを作成して以下の検討を行った。＜
方法＞骨格筋における ZIP13 の役割を解析するために、MyoD プロモーター依存的に Cre リコンビナーゼを発現するMyoD 
-Cre マウスとZip13-flox マウスを交配して、 骨格筋特異的 Zip13-KO(Zip13MyoD-cKO)マウスを作製した。本マウスの骨
格筋機能を 評価する ために、筋力の測定、行動量、および酸素消費量を測定した。さらに、 インスリン負荷試験を適用して骨
格筋の代謝能を評価した。骨格筋細胞における ZIP13 の役割を精査するために、Zip13 遺伝子を発現抑制(KD)し た マ ウ 
ス 筋 芽 細 胞 由 来 C2C12(Zip13-KD) 細 胞 株 を 樹 立 し た 。 本 細 胞 株 に ウマ血清による分化誘導刺激を行い、骨
格筋へ分化誘導した細胞を用いて、グルコース 取り込み能の評価と、骨格筋におけるグルコース取り込みに関与する GLUT4 
の発現を解析した。＜結果及び考察＞Zip13MyoD-cKO マウスは加齢依存的な筋力低下を認め、行動量の減少、酸素消費量
の低下、およびインスリン抵抗性の亢進を呈した。また、Zip13-KD 細胞はグルコース 取り込み能の低下を示し、GLUT4 の
顕著な発現低下が認められた。以上の結果から、ZIP13 は骨格筋における GLUT4 の正常な発現の制御に必要であり、骨格
筋の代謝機能の調節に必要である可能性が示唆された。今後は、Zip13MyoD-cKO マウス由来の 骨格筋における GLUT4の
発現を解析するとともに、Zip13-KD細胞を用いてGLUT4の局在を精査する。

O-064	 	脂肪細胞に対するトコフェロールおよびトコフェロールコハク酸共含有リポ
ソームの脂肪蓄積抑制効果

徳島大学　薬学部　創製薬科学科1）、徳島大学大学院薬科学教育部2）、 
和歌山県立医科大学 薬学部　薬剤学研究室3）、徳島大学大学院医歯薬学研究部4）

○ 瀬戸　唯加1）、山崎　美沙季2）、福田　達也3）、小暮　健太朗4）

【目的】トコフェロールコハク酸（TS）は、トコフェロール（α-T）のフェノール性OH基がコハク酸でエステル化され、抗酸化能を
欠失した化合物である。しかし、TSは抗酸化活性を欠失しているが、PKC活性化やNF-κB抑制作用など様々な生物活性を有
している。これまでに我々は、TSを含有させたリポソームを用いて、脂肪細胞における脂肪蓄積の抑制に成功している（Majima, 
他, Biol. Phαrm Bull. （2021））。しかし、TSは細胞毒性を有する点が問題である。過去の我々の検討から、TSは細胞内スー
パーオキシド産生を促進することで細胞毒性を示すこと及び、TSにα-Tを共存させることで、TSの毒性を軽減できることが示
唆されている。（Kogure, 他, Biochim Biophys Acta.（2001））。この知見から我々は、TSに抗酸化物質としてのα-Tを共存
させることで、細胞毒性を軽減しつつ脂肪蓄積を抑制できるのではないかと考えた。本研究では、マウス脂肪細胞3T3-L1を用
い、in vitroにおける異なる比率で調製したTS及びα-T共含有リポソーム（TS/α-T-Lipo）の影響を検討した。【方法】TS/α
-T Lipoは、卵黄由来ホスファチジルコリンとTS及びα-Tの混合溶液から、単純水和法により調製した。TS/α-T-Lipoを3T3 
Swiss Albino細胞に添加し細胞毒性を調べた。分化誘導時及び成熟時の3T3-L1細胞にTS/α-T-Lipoを添加し、分化誘導
開始８日後にOil Red O染色により細胞内の脂肪滴を染色した。さらに染色された脂肪滴を2-プロパノールで抽出した溶液の
540nmにおける吸光度を測定することで脂肪蓄積量を定量した。【結果及び考察】細胞毒性試験の結果からTSにα-Tを7:3の
割合で混合したところTSの毒性を軽減することができなかった。しかし、TSとα-Tを1:1の割合で混合することでTSの細胞毒
性を軽減できることが明らかとなった。また、Oil Red O染色による細胞内脂肪蓄積量測定の結果、TSとα-Tを1:1で混合した
もの及び、7:3で混合したものはTS単独よりも弱いが脂肪蓄積量を減少させることが明らかになった。これらの結果より、α-Tと
TSを1:1の割合で混合することではTSの脂肪蓄積抑制作用を残しつつ、細胞毒性を減らすことが明らかとなった。

− 132 −



O-065	 	ヒト血管内皮細胞における細胞接着分子CLDND１の発現調節機構の解析
福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 山岡　愛主1）、志摩　亜季保1）、松岡　浩史1,2）、濱島　崇寛1）、小迫　舞鈴1）、田原　佑馬1）、 
道原　明宏1,2）

【目的】脳卒中を引き起こす要因の一つに血管内皮細胞間の密着結合の脆弱化による物質透過性亢進が報告されている。ク
ローディンファミリーは、物質透過性を制御するタイトジャンクションの主要な構成分子であり、そのうちのClaudin domain 
containing 1(CLDND1) は小脳や肝臓において多く発現している。我々は、脳出血モデル動物実験により脳出血時に
CLDND1が減少すること、CLDND1ノックダウン培養細胞実験により物質透過性が亢進することを明らかにしてきた。これら
のことから、CLDND1の発現量の変化は脳卒中の発症要因である物質透過性亢進に影響を与えることが考えられる。そこで、
本研究では、CLDND1の発現量を支配するエンハンサー領域および、転写因子の同定を試みた。

【方法】ヒトCLDND1プロモーター領域の欠失レポーター解析によりエンハンサー領域を同定し、in silico解析により転写因子
を推測した。その転写因子の応答性および結合性をレポーター解析およびChIP解析により評価した。また、転写因子の一過性
発現によるCLDND1発現量をqRT-PCR法およびウエスタンブロット法により評価した。

【結果と考察】ヒトCLDND1エンハンサー領域に結合する転写因子をTFBINDで検索した結果、ETS-like protein-1(ELK1)
結合配列と高い相同性が示された。レポーター解析の結果、ELK1はエンハンサー領域にアクチベーターとして作用することが
観察された。一方、ChIP解析の結果、ELK1の結合性は観察されなかった。また、ELK1の一過性発現解析の結果、ELK1
の発現増加に伴ってCLDND1発現量の有意な増加が観察された。以上の結果、CLDND1のエンハンサー領域にELK1がア
クチベーターとして作用し、CLDND1の発現を活性化していることが示唆された。現在、ELK1の転写活性化能に関与する
MAPキナーゼ経路および、血清応答因子（SRF）との複合体形成について、詳細な解析を進めている。

O-066	 	Connexin43発現低下アストロサイトにおける抗うつ薬アミトリプチリン誘導
性脳由来神経栄養因子発現亢進機序の解明

広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学
○ 徳永　希、中村　庸輝、中島　一恵、森岡　徳光

【目的】脳内で最も多く存在するグリア細胞であるアストロサイトにはconnexin43 (Cx43) が高発現している。これまでの報告
において、うつ病患者の前頭前皮質ではCx43発現が低下していること、ラット前頭前皮質のCx43発現を低下させるとうつ様
行動が生じることが報告されていることから、Cx43とうつ病の関連性が示唆されている。それ故、うつ病態でのアストロサイト
ではCx43発現低下が細胞機能に何らかの影響を及ぼしている可能性が予想されるが、過去の抗うつ薬の作用メカニズムの検
討は正常アストロサイトを用いて行われている。また近年、アミトリプチリン (AMI) などの一部の抗うつ薬はリゾホスファチジン
酸 (LPA) 受容体を刺激することで、脳由来神経栄養因子 (brain-derived neurotrophic factor：BDNF) などの神経栄養因
子発現を増大させることにより治療効果を発揮する可能性が示唆されている。これまで当研究室では、Cx43を発現低下させた
初代培養脳アストロサイトに対してAMIを処置するとBDNFの発現がさらに亢進することを明らかにしているが、この作用メカニ
ズムに関して未だ不明な点がある。そこで本研究では、Cx43発現低下アストロサイトにおけるAMI誘導性BDNF発現亢進メカ
ニズムを解明することを目的とした。

【方法】Wistar系ラット新生仔の大脳皮質より、定法に従って初代培養脳アストロサイトを作製した。培養脳アストロサイトに
おけるCx43発現はRNA干渉法により低下させた。BDNF mRNA発現はreal-time PCR法にて、extracellular signal-
regulated kinase (ERK) のリン酸化はWestern blotting法にてそれぞれ測定した。

【結果】Cx43発現を低下させた培養脳アストロサイトにおいて、AMI (25 μM、3 h) 処置によるBDNF発現の亢進反応は
LPA1及びLPA3遮断薬により有意に抑制されたが、アドレナリン受容体遮断薬では影響は認められなかった。さらに、AMIに
よるBDNF発現亢進反応にはGi/o及びGqタンパク質、非受容体チロシンキナーゼであるSrc並びにERKが関与していること
を明らかにした。

【考察】本研究より、AMIによるBDNF発現亢進メカニズムにはGi/o及びGq共役型LPA受容体並びにSrc-ERK経路が重要
な役割を果たしていることが明らかとなった。また本研究結果は、うつ病態時に認められるアストロサイトのCx43発現低下が、
抗うつ薬の効果を高めることに寄与している可能性を示唆している。
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O-067	 	シクロホスファミドはアスパラギナーゼアレルギーに対してTh2優位な免疫
応答を誘導する

就実大学　薬学部　薬効解析学分野1）、自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科2）

○ 森　映美加1）、原（野上）　愛1）、茶畑　沙央里1）、嶋田　明2）、見尾　光庸1）

【目的】L-アスパラギナーゼ（ASNase）は，高頻度にアルギー反応や薬物耐性を生じることが臨床上重大な課題であるが，その
機序や治療方法は見出されていない．また，シクロホスファミド（CY）など免疫系への影響が報告されている薬物と併用されるが，
ASNaseアレルギーに対する併用薬の影響も明らかにされていない．本研究では，ASNaseアレルギーのモデルマウスを用いて，
ASNaseアレルギーに対するCY併用の影響を検討した．

【方法】7週齢のBALB/c雄性マウスを用いてASNaseアレルギーのモデルマウスを作製し，ASNaseによる耳介浮腫を評価した．
抗IgE抗体はチャレンジ前日に，CYは全身感作の2日前に投与した．マウス血清中の総IgE量をELISAで測定した．また，マウ
ス脾臓細胞を回収してConcanavalin A（Con A）添加後48時間培養し，培養上清中に含まれるTh1ならびにTh2サイトカイ
ンをBio-Plexアッセイキットで測定した．

【結果・考察】ASNaseを投与したマウスの耳介厚は増加し，血清中総IgE量は増加した．CY 150 mg/kgの併用はこれらの反
応をいずれも増加させたが，CY 300 mg/kgの併用では血清中総IgE量を増加させるが耳介厚は減弱した．Th1/Th2バランス
を評価するために，マウスの培養脾臓細胞の上清に含まれるサイトカイン量を測定した．ナイーブT細胞からTh1細胞への分化
を促進するIL-12に対して，Th2細胞の分化促進をするIL-4の相対比を検討した結果，ASNase感作群は無感作群よりもTh2
細胞優位であり，CYを併用するとさらに用量依存的にTh2優位であった．また，抗体のクラススイッチに重要な役割を持つIL-4は，
CY併用で用量依存的に増加した．これまでに，CY 300 mg/kgの併用でIgG産生の亢進が示唆される結果を得ており，高用量
のCY併用では，薬物耐性にも影響する中和抗体の産生も誘導し，ASNaseアレルギーを減弱させたと考えられる．

【結論】シクロホスファミドは，ASNaseアレルギーにおいてTh2優位な免疫応答を誘導し，IgEやIgGの産生を亢進することが示
唆された．

O-068	 	シスプラチン誘発腎障害に対する杜仲葉エキスの効果
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、 
徳島大学病院　総合臨床研究センター3）、徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学4）、 
岡山大学病院 薬剤部5）

○ 吉岡　俊彦1,2）、合田　光寛1,3）、神田　将哉1,2）、吉田　愛美1）、糸林　小友理1）、杉本　祐悟1）、 
石澤　有紀4）、八木　健太3）、相澤　風花2）、濱野　裕章1）、岡田　直人2）、座間味　義人1,2,5）、 
石澤　啓介1,2）

【目的】シスプラチンはキードラッグとして多くの悪性固形腫瘍の標準治療に用いられている。しかし、約1/3の患者において急
性腎障害をきたすことが知られている。腎障害の発症は治療継続を妨げる最大の要因であり、投与量の減量や治療中断を余儀
なくされるため、臨床上大きな問題となっている。一方で、シスプラチン誘発腎障害の予防に有用な薬剤はなく、投与時の水分
負荷や利尿剤により腎臓中のシスプラチンを早急に排泄する方法が取られているが、患者への負担も大きく、腎障害を完全には
防ぐことができないため、新しい予防法の確立が求められている。杜仲葉エキス(ELE)は、近年、特定保健用食品にも用いられ
ているゲニポシド酸を多く含み、抗炎症作用や利尿作用等が報告されており、既存の予防法とは異なるメカニズムで腎保護作用
を示す可能性がある。そこで、本研究ではシスプラチン誘発腎障害に対するELEの効果を検討した。

【方法】C57BL6雄性マウスを用いて、シスプラチン投与(15 mg/kg, i.p.)によりシスプラチン誘発腎障害モデルを作製し、血清、
尿および腎臓を採取した。ELE併用群はサンプル採取1週間前よりELE含有飼料で飼育した。また、フロセミド併用群にはシス
プラチン投与前日から4日間フロセミド投与(10 mg/kg, p.o.)した。各種腎機能パラメーター、各種腎障害マーカーおよび病理
学的評価により腎障害の程度を評価し、ELE併用による腎障害抑制効果を検証した。

【結果】フロセミド併用群において、シスプラチン誘発腎障害に対して有意な抑制効果は認められなかった。一方で、ELE併用群
では、シスプラチン投与によって有意に悪化する尿素窒素値、血清クレアチニン値およびクレアチニンクリアランスなど腎機能パ
ラメーターの有意な改善が認められた。腎障害マーカーにおいても、シスプラチン単独投与群と比較して、悪化を抑制している
傾向がみられた。

【考察】本研究の結果より、ELEはシスプラチン誘発腎障害の予防効果を有することが示唆される。
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O-069	 	老化促進モデルマウスSAMP8の脳機能障害に対する3,5,6,7,8,3',4'-hept
amethoxyflavoneの効果

松山大学　薬学部　医療薬学科　薬理学研究室
○ 徳本　睦樹、奥山　聡、大政　俊樹、澤本　篤志、中島　光業

【目的】近年の高齢化率の上昇に伴い、認知症は今後も罹患者が増加することが予想されている。従って、予防の面からも、脳
機能障害に効果を示す物質の探索は重要なテーマであると考えられる。当研究室ではこれまで、リポ多糖誘発炎症モデルや全
能虚血モデルを用いて3,5,6,7,8,3’,4’-heptamethoxyflavone（HMF）が脳内において抗炎症効果・神経細胞保護作用を示
すことを明らかにしてきた。そこで、本研究では老化促進モデルマウスSAMを用いて、老化に伴う種々の脳機能障害に対する
HMFの効果について検討した。

【方法】被験動物には正常老化を示すSAMR系統のSAMR1と、促進老化を示すSAMP系統のうち、学習・記憶障害を特徴的
にみとめるSAMP8を用いた。SAMR1は通常飼料を与えるR1群のみとし、SAMP8は通常飼料を与えるP8群とHMF-0.063％
を添加した飼料を与えるP8-HL群、HMF-0.125％を添加した飼料を与えるP8-HH群の3群とした。サンプルは20週齢以降か
ら自由摂食で与え、30週齢目にPassive avoidance test、36週齢目に摘出した脳組織を用いて免疫組織化学染色法、および
免疫蛍光染色法を行い評価した。

【結果】Passive avoidance testにおける記憶の獲得において、P8群ではR1群に対し獲得記憶が有意に低下していたが、
P8-HH群ではその低下が有意に改善されていた。海馬でのミクログリアの発現量において、P8群ではR1群に対し有意に増加
したのに対し、P8-HL群およびP8-HH群ではその増加が有意に抑制された。また、P8群ではアメボイド型のミクログリアが多
くみられたのに対し、P8-HL群およびP8-HH群ではラミファイド型のミクログリアが多く観察された。シナプス小胞膜タンパク質
の発現量では、P8群ではR1群に対し有意に減少したのに対し、P8-HH群ではその減少が有意に改善された。リン酸化タウタ
ンパク質（Ser396）では、P8群ではR1群に対し有意にリン酸化が亢進していたのに対し、P8-HH群ではその亢進を有意に抑
制していた。

【考察】本研究の結果より、HMFは老化促進モデルマウスの脳内において、ミクログリアの発現抑制（抗炎症作用）、シナプス
小胞膜タンパク質の減少改善、およびタウタンパク質のリン酸化抑制（神経細胞保護作用）を示した。以上より、HMFは老化に
伴う種々の脳機能障害を抑制し、記憶の獲得を向上させる可能性が示唆された。

O-070	 	末梢ヒストン脱アセチル化酵素阻害は炎症反応が誘発する認知機能障害を改
善する

広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、 
広島大学　大学院医系科学研究科　生体機能分子動態学2）、和歌山県立医科大学　薬学部　衛生薬学3）

○ 池田　圭佑1）、中村　 庸輝1）、中島　一恵1）、高岡　尚輝2,3）、佐能　正剛2,3）、古武　弥一郎2）、 
森岡　徳光1）

【目的】: 感染症、外科手術などに起因する末梢組織の炎症反応は、せん妄や術後認知機能障害を引き起こすことが報告され
ているが、これらに対する有効な治療法は確立されていない。一方で、遺伝子発現調節に関与するヒストン脱アセチル化酵素 
(HDAC) は末梢炎症により発現が増加するなど炎症反応との関与が知られており、HDAC 阻害薬投与は末梢炎症が誘発する
認知機能障害に対して改善効果を示すことも報告されている。しかし、その作用機構の詳細は不明である。そこで、中枢移行
性の低い炎症性物質である lipopolysaccharide (LPS) を用いて誘発した末梢炎症に起因する認知機能障害、及び中枢神経
系における炎症反応を制御するミクログリアの活性化に対する HDAC 阻害薬の効果を解析した。

【方法】: 雄性 ddY マウス (6 週齢 ) へ LPS を腹腔内投与 （2 回、48 時間間隔） した。非選択的 HDAC 阻害薬である 
vorinostat (SAHA) は LPS 投与 1 時間前に腹腔内投与した。 2 回目の LPS 投与 24 時間後に新奇物体認知試験を実施し、
認知機能の変化を解析した。マウス海馬におけるミクログリアの形態変化は免疫組織化学染色法、サイトカインの発現変化はリ
アルタイムPCR法でそれぞれ評価した。SAHA の腹腔内投与 1 及び 3 時間後において、SAHA の組織分布を液体クロマト
グラフ質量分析法により解析した。

【結果】: LPS 投与は認知機能を有意に低下させ、海馬におけるミクログリアの活性化と炎症性サイトカインである Interleukin
（IL）-1β mRNA 発現の増加を惹起した。さらに末梢炎症が誘発した認知機能の低下、海馬ミクログリアの活性化及び 
IL-1β mRNA発現の増加は SAHA の前処置により有意に抑制された。また、SAHA は抗炎症性サイトカインである IL-10 
mRNAの発現を大幅に増強させた。SAHA の組織分布を解析した結果、SAHAは中枢組織への移行性が低いことから、末梢
の HDAC の酵素活性を主に抑制している可能性が示唆された。

【考察】: 本研究結果より、末梢炎症に起因する認知機能障害は、海馬でのミクログリアの活性化、及び炎症性サイトカインの増
加を介して惹起される可能性が示唆された。さらに炎症反応に起因する認知機能障害に対して、末梢組織の HDAC が有効な
治療標的となる可能性が考えられる。
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O-071	 	神経障害性疼痛モデルマウスにおける海馬での神経可塑性変化に関する検討
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、 
広島大学大学院　医系科学研究科　細胞分子薬理学研究室2）

○ 吉本　夏輝1）、中島　一恵1）、中村　庸輝1）、吾郷　由紀夫2）、森岡　徳光1）

【目的】近年、神経障害性疼痛などの慢性疼痛が認知機能の低下を誘発することが報告されている。したがって、慢性的な痛み
により認知機能と関連する脳領域に変化が生じると考えられるが、その生物学的基盤は不明である。当研究室ではこれまでに、
認知機能低下が認められた神経障害性疼痛モデルマウスの海馬において、中枢神経系の炎症に重要な役割を果たすミクログリ
アが活性化していることを明らかにした。一方で、神経細胞の可塑的な変化の詳細は不明である。そこで本研究では、神経障
害性疼痛モデルマウスの海馬における神経細胞の形態やシナプス可塑性に関与する分子に着目して検討を行った。

【方法】ddY系雄性マウス (5週齢) の坐骨神経を部分結紮し、神経障害性疼痛モデルマウス (partial sciatic nerve ligation: 
PSNL群) を作製した。対照群として坐骨神経を露出したのみのマウス (Sham群) を用いた。海馬の神経細胞は、ゴルジ-コッ
クス染色法を用いて検出し、神経細胞の樹状突起の長さや分岐数、スパイン密度を解析した。さらに、real-time PCR法と 
western blotting法を用いて、海馬におけるα-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メソオキサゾール-4-プロピオン酸 (AMPA)受容体サブ
ユニット (GluR1,GluR2,GluR3)とN-メチル-D-アスパラギン酸 (NMDA)受容体サブユニット (GluN1,GluN2A,GluN2B)
の発現を定量解析した。

【結果】認知機能低下が認められる術後2週のPSNL群では、sham群と比較して、海馬における神経細胞の樹状突起の短縮と
分岐数の減少及びスパイン密度の低下が確認された。また、海馬におけるAMPA受容体のタンパク質の発現量は、sham群と
比較して、GluR1,GluR2,GluR3の全てのサブユニットが有意に低下していたが、mRNAの発現量ではGluR2のみ低下してい
た。一方、NMDA受容体の発現量は、GluN1,GluN2A,GluN2Bのタンパク質、mRNA共にPSNL群とsham群で差は認め
られなかった。

【考察】本研究結果より、PSNL術後2週の海馬において、神経細胞の形態的な変化とAMPA受容体サブユニットの発現低下
を確認した。これらの神経可塑的な変化による神経回路形成や神経伝達の異常が、神経障害性疼痛により誘発される認知機能
低下に関与している可能性が示唆された。

O-072	 	L-アスパラギナーゼアレルギーはTh2優位な免疫応答によって生じる
就実大学　薬学部　薬効解析学分野1）、自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科2）

○ 茶畑　沙央里1）、原（野上）　愛1）、森　映美加1）、嶋田　明2）、見尾　光庸1）

【目的】小児急性リンパ性白血病（ALL）の標準治療薬であるL-アスパラギナーゼ（ASNase）は，高頻度にアレルギーを生じる
ことが臨床上重要な課題であるが，ASNaseに対する免疫応答の特徴は明らかにされていない．我々はこれまでに，ASNaseを
マウスに感作すると，IgEを介したΙ型様アレルギー反応を生じることを明らかにした．本研究では，ASNaseアレルギーマウスの
サイトカイン産生を解析し，免疫応答の特徴を検討した． 

【方法】7週齢のBALB/c雄性マウスに対して，Alumを用いてASNaseを全身感作し，続いて右耳介に局所感作した．抗IgE抗
体は，耳介への最終投与前日に腹腔内投与した．ASNaseの最終投与日に耳介浮腫を評価し，血清中総IgE濃度を測定した．また，
脾臓細胞を回収してConcanavalin A（Con A）添加後48時間培養し，培養上清中に含まれるTh1ならびにTh2サイトカイン
をBio-Plexアッセイキットで測定した． 

【結果・考察】ASNaseを投与した右耳介では，発赤や浮腫が確認され，好酸球の浸潤や肥満細胞の脱顆粒が認められた．その
耳介厚増加値は投与1時間後に最大値を示し，24時間後にはほぼ消失した．また血清中総IgE濃度も増加したが，これらの反
応は抗IgE抗体により抑制されたため，ASNaseアレルギーはIgEを介した即時型の反応であることが示唆された．ASNaseを
感作したマウスの培養脾臓細胞の上清に含まれるサイトカイン量は，無感作マウスの培養上清と比較して，ナイーブT細胞から
Th1細胞への分化を促進するIL-12が減少しており，Th1細胞の活性化に関わるTNF-αも減少していた．一方，Th2細胞の分
化促進をするIL-4や，Th2細胞の活性化に関わるIL-5は無感作群と有意な差がなかったものの，Th1/Th2バランスを表すIL-
12/IL-4やIL-12/L-5，TNF-α/IL-4やTNF-α/IL-5はいずれもTh2細胞優位であった．

【結論】ASNaseアレルギーはTh2優位な免疫応答を示し，IgE抗体の産生亢進や好酸球の浸潤など&Iota;型様アレルギー反
応を誘導することが示唆された．
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O-073	 	シスプラチン誘発腎障害に対する新規予防薬の探索
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学1）、徳島大学病院 総合臨床研究センター2）、 
徳島大学 医学部 臨床薬理学3）、徳島大学病院 薬剤部4）、徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学5）、 
岡山大学病院 薬剤部6）

○ 吉田　愛美1）、合田　光寛1,2）、杉本　祐悟1）、八木田　ひかり3）、神田　将哉1,4）、吉岡　俊彦1,4）、 
櫻田　巧4）、石澤　有紀5）、相澤　風花4）、濱野　裕章1）、岡田　直人4）、八木　健太2）、 
座間味　義人1,4,6）、石澤　啓介1,4）

【目的】シスプラチンは多くの固形がんのキードラッグとして用いられているが、重要な副作用であるシスプラチン誘発腎障害は、
治療継続の妨げとなる場合があり、臨床上大きな問題となっている。一方で、現在、シスプラチン誘発腎障害の予防に推奨さ
れる薬剤はなく、水分負荷などが推奨されているが、患者への負担も大きいため、新しい予防法の確立が求められている。そこ
で、本研究では、シスプラチン誘発腎障害に対するバルプロ酸ナトリウムの有効性と機序を検証することを目的とし基礎的実験
を行った。【方法】C57BL6雄性マウスを用いて、シスプラチン単回腹腔内投与によりシスプラチン誘発腎障害モデルを作製し、
シスプラチン投与72時間後の血清、尿および腎臓を採取した。バルプロ酸ナトリウムはシスプラチン投与24時間前から4日間
連日経口投与した。各種腎機能パラメーター(血清BUN、血清クレアチニン等)および病理学的評価により腎障害の程度を評価
した。摘出した腎臓を用いて、遺伝子発現解析およびタンパク発現解析を行った。またヒト近位尿細管細胞（HK2細胞）を用いて、
シスプラチン誘発細胞障害に対するバルプロ酸ナトリウムの細胞保護作用を検討した。【結果】バルプロ酸ナトリウムは、シスプ
ラチン投与による各種腎機能パラメーターの悪化を有意に改善し、組織学的評価による尿細管障害度スコアを有意に減少させた。
また、腎障害マーカー、アポトーシス関連遺伝子のmRNA発現を減少させた。シスプラチン処置によるHK2細胞の細胞生存
率の減少は、バルプロ酸ナトリウムの前処置により有意に改善された。【考察】血清・尿検査および組織学的評価の結果より、バ
ルプロ酸ナトリウムの併用によりシスプラチン誘発腎障害が抑制されることが明らかとなった。バルプロ酸ナトリウムはアポトーシ
ス抑制に関連する機序を介してシスプラチン誘発腎障害の予防薬になり得る可能性がある。

O-074	 	シリアンハムスターを用いたアフタ様口腔粘膜炎モデルにおけるS-PRGフィ
ラーの有用性評価

松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 浜根　章光、渡邉　真一、山口　巧

【目的】口腔粘膜炎の１つであるアフタは直径数ミリ大の円形の浅い潰瘍であり、外傷、火傷など様々な要因によって発症する。
アフタ性口内炎に対しては臨床的にステロイド等の抗炎症成分を含んだ外用薬が使用されることが多いものの、アフタ性口内炎
の発症メカニズムには明らかになっていない点も存在する。発症要因毎の炎症の違いや特徴を理解することが重要であると同
時に、患者のQOL向上には新規薬剤の開発や応用が必要と考えられる。今回、3種類のアフタ様口腔粘膜炎モデルを作製し、
歯科領域でう蝕や歯周病に対して用いられているS-PRGフィラーの有用性を検討した。【方法】７週齢の雄性シリアンハムスター
の頬袋にスクラッチ、スクラッチ+50%酢酸接触または100℃熱傷の処置を行うことで口腔粘膜炎モデルを作製した。モデル各
群にそれぞれ0%(Control)、5%、30%のS-PRGフィラー含有ゲル（100 μL/site）を経口ゾンデで頬袋に局所投与した。評価
には電子ノギスを用いて、炎症部分の面積を連日測定した。【結果】スクラッチ群のDay3, 4および5においてControlに対して
5%もしくは、30% S-PRGフィラーゲルの投与により有意な潰瘍面積縮小効果を確認した。さらに、30%投与群においては累計
面積の減少を確認した。【考察】本検討においてスクラッチ処置を行った口腔粘膜炎モデルでS-PRGフィラーゲルの有用性が認
められた。スクラッチ群のみ有意差が出た理由としては、口腔粘膜炎の重症度や粘膜上皮の状態によることが考えられる。スク
ラッチ+酢酸接触群は、S-PRGの有無や濃度による差が見られなかったため重度な炎症に対してではなく、軽度もしくは、治癒
の過程での炎症の緩和効果があると考えられる。熱傷群において面積はスクラッチ群と大差はなかったが、熱による粘膜上皮の
変性が生じるため、その影響により結果が異なるものとなった可能性がある。今後の課題としては、S-PRGフィラーの投与回数
の変更や、滞留性の向上あるいは別処置のモデルでの検討が必要と考えられる。
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O-075	 	ラット初代培養軟骨細胞におけるREV-ERB	agonistの炎症抑制効果の検討
広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学1）、広島大学　薬学部　薬科学科2）

○ 橋爪　宥樹1）、元成　初寧2）、中村　庸輝1）、中島　一恵1）、森岡　徳光1）

【目的】変形性膝関節症は関節の炎症と軟骨基質の分解を示す慢性変性疾患であり、国内の患者数は自覚症状を有する患者で
約1,000万人と推定されている。さらに本疾患は加齢との関連性が示唆されており、超高齢社会を背景に今後も患者数の増加
が予想される。本疾患の治療法は疼痛や炎症を緩和する対症療法が中心であり、また重症患者に対しては人工膝関節置換術
が実施されるが、高齢者にとっては負担が非常に大きい。したがって、非侵襲的に病態の発症・悪化を抑制できる治療薬の開
発が必要不可欠である。
核内受容体であるREV-ERBは、活性化されると特定のプロモーター領域に結合し遺伝子発現の転写を抑制することが知られ
ている。当研究室では、アストロサイトやミクログリアにおいてREV-ERB agonistが炎症性サイトカインの産生抑制を介して炎
症反応を減弱させることを明らかにしている。一方、変形性膝関節症に対するREV-ERBの機能や役割について詳細は明らかに
されていない。そこで本研究では、変形性膝関節症に対してREV-ERB agonistが炎症反応を抑制することで治療効果を示す
可能性に着目し、初代培養軟骨細胞を用いてREV-ERB agonistの炎症抑制効果について検討を行った。

【方法】Wistar系ラット新生仔の膝関節軟骨から、collagenaseを用いた酵素処理分散法により初代培養軟骨細胞を作製した。
軟骨細胞にREV-ERB agonistであるSR9009（10 μM）を30分間処置後、LPS（100 ng/ml）を24時間処置しmRNAを回
収した。mRNA発現量はreal-time PCR法にて測定した。また、細胞毒性についてはMTT assayを用いて測定した。

【結果】初代培養軟骨細胞においてLPS処置により、炎症性サイトカインであるinterleukin-1β及びtumor necrosis factor-α、
軟骨細胞外基質であるcollagen type ２などを分解するmatrix metalloproteinase 3及びmatrix metalloproteinase 13の
mRNA発現量が有意に増加したが、これらの反応はSR9009の前処置により有意に抑制された。また、MTT assayにより軟骨
細胞に対するSR9009の毒性を測定したが、10 μM処置において細胞毒性は確認されなかった。

【考察】以上の結果より、軟骨細胞においてREV-ERBは炎症性サイトカインの発現抑制を介して炎症反応を減弱させる可能性
が示唆された。また、タンパク質分解酵素の発現抑制を介して軟骨細胞外基質の分解を低下させる可能性も示唆された。

O-076	 	ビッグデータ解析を活用したバンコマイシン関連腎障害に対する予防薬の探
索とその有用性の検討

徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野1）、旭川医科大学病院　薬剤部2）、 
徳島大学病院　総合臨床研究センター3）、徳島大学病院　薬剤部4）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野5）、岡山大学病院　薬剤部6）

○ 谷　友歩1）、中馬　真幸2）、合田　光寛1,3）、坂東　貴司1,4）、近藤　正輝4）、國木　悠理香1）、 
濱野　裕章1）、新村　貴博4）、岡田　直人4）、相澤　風花4）、八木　健太3）、石澤　有紀5）、 
座間味　義人1,4,6）、石澤　啓介1,4）

【目的】バンコマイシン(VCM)は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に対する標準治療薬であり、重篤な有害事象である
VCM関連腎障害(VIN)を高率に発症する。発症頻度は血中濃度に依存するため、薬物治療モニタリング(TDM)が有用であ
るが、TDMを用いても完全な抑制は困難であり、新規予防法の開発が求められている。本研究では、ビッグデータ解析による
VIN予防候補薬の探索とその有効性を検証する基礎研究と臨床研究を行った。【方法】(1)ビッグデータ解析：遺伝子発現デー
タベース(LINCS)により、VINによる遺伝子発現変化を打ち消す既存承認薬を探索した。また、LINCS解析で抽出された薬
剤のVIN発症に及ぼす影響をFDA有害事象自発報告データベース(FAERS)により解析した。(2)基礎研究：VINモデルマウ
スを用いて、候補薬のVINに対する効果を評価した。評価指標には、血清クレアチニン濃度(SCr）、血液尿素窒素(BUN）、
尿細管障害度スコア、アポトーシス関連タンパク質を用いた。(3)臨床研究：2006年1月～2019年3月に徳島大学病院におい
てVCMを使用した1115症例を対象に、VINに対する候補薬の有効性およびVCMの薬物動態に対する影響を評価した(倫理
委員会承認済み)。【結果】(1)ビッグデータ解析：LINCS解析により既存承認薬８種類が抽出された。そのうち同種同効薬であ
る薬剤AおよびBは、FAERS解析においてもVIN報告率を低下させた。2つの解析から共通して抽出された薬剤AとBを候補
薬とした。(2)基礎研究：薬剤AとBはいずれも、VINモデルマウスにおけるSCr、BUN、尿細管障害度スコア、アポトーシス
関連タンパク質の上昇を有意に抑制した。(3)臨床研究：薬剤AまたはBの併用群におけるVIN発症率は、非併用群よりも有意
に低く(7.7% vs 16.8%, P＜0.05)、この効果は傾向スコア解析による補正後も同様に確認された (併用群8.1% vs 非併用群
21.6%, P＜0.05)。また、併用群と非併用群の2群間で、VCMクリアランスおよび分布容積は差を認めなかった。【結論】ビッ
グデータ解析により抽出した既存承認薬AおよびBは、VINの抑制に有用であることが示された。得られた候補薬は、VIN予
防薬になり得る可能性がある。
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O-077	 	鎮咳薬クロペラスチンの脂肪生成抑制効果　～ドラッグ・リポジショニングに
向けた検討～

松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 澤本　篤志、久米　ひな子、奥山　聡、中島　光業

【目的】世界的な肥満人口の増加を背景に，肥満症治療に対する多面的アプローチの重要性が増している．薬物療法に関しては，
グローバルには7種類以上の抗肥満薬が用いられているが，わが国で肥満症に対して使用可能な薬剤は非選択的モノアミン取り
込み阻害薬のマジンドールのみである．本研究では，ドラッグ・リポジショニングの観点から，鎮咳薬であるクロペラスチン（CP）
が脂肪細胞分化および脂肪生成に及ぼす影響について検討した．

【方法】マウス胎児由来線維芽細胞株3T3-L1細胞を成熟脂肪細胞へと分化させた（Day 0－Day 8）．分化誘導開始と同時
にCP（2.5，5，10 μM）処理を行い，脂肪細胞分化および脂肪生成に関わる蛋白質・遺伝子発現への影響とそのメカニズムに
ついて，ウエスタンブロット法，リアルタイムPCR法および免疫細胞染色法を用いて解析した．

【結果】分化誘導開始後8日間（Day 0－Day 8），4日間（Day 0－Day 4）および2日間（Day 0－Day 2）のCP処理を行うと，
いずれの場合においても3T3-L1脂肪細胞の脂肪量が濃度依存的に減少した．脂肪細胞分化を制御するPPARγ，C/EBPαお
よび成熟脂肪細胞マーカーFABP4の発現量に対するCPの影響について解析したところ，Day 2およびDay 4では発現量に変
化がなかったが，Day 8では発現量が抑制されていた．一方，3T3-L1細胞の分化初期段階において必須の過程であるC/ebp
δおよびC/ebpβ遺伝子発現の上昇，およびこれに追随するMitotic clonal expansionには影響しなかった．これらの結果より，
CPは脂肪細胞分化には影響せず，脂肪生成を抑制する可能性が示唆された．そこで，脂肪酸代謝に関与するSREBP1cの発
現量に及ぼす影響について解析したところ，CP処理によって成熟体SREBP1c発現量が減少することが分かった．また，CPは
細胞質画分の前駆体SREBP1c発現量には影響せず，核画分における成熟体SREBP1c発現量を減少させた．SREBP1cの成
熟化にはインスリン刺激による哺乳類ラパマイシン標的複合体1（mTORC1）の活性化が重要であるが，CPはmTORシグナル
に影響しなった．

【考察】以上の結果より，CPはmTORシグナルとは異なる経路を介してSREBP1cの成熟化および核移行を抑制し，3T3-L1脂
肪細胞の脂肪量を減少させると考えられる．クロペラスチンを含め，ドラッグ・リポジショニングによる新規抗肥満薬の開発に向
けた，更なる検討が必要である．

O-078	 	脊髄ミクログリアにおけるRORγを介した疼痛制御機構の検討
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院医系科学研究科　薬効解析科学2）

○ 鶴田　真帆1）、中村　庸輝2）、中島　一恵2）、森岡　徳光2）

【背景】本邦での慢性疼痛保有率は約22.5％であり、その約70%では既存鎮痛薬が奏功しない。そのため、慢性疼痛発症の
メカニズムの解明と新規作用機序を有する鎮痛薬の開発が必要である。慢性疼痛の発症・維持には中枢神経系を構成するグ
リア細胞の一種であり、免疫担当細胞として機能するミクログリアが重要な役割を担っている。脊髄後角でのミクログリアは、炎
症性サイトカインなどの産生を介して慢性疼痛を惹起することが知られていることから、その活性制御メカニズムの解明は新たな
鎮痛標的分子の探索において重要である。Retinoic acid receptor-related orphan receptors (RORs)は、その活性化に
より炎症性サイトカインなどの発現増大を介して炎症反応の増悪に関与することが報告されている。一方で、ミクログリアにおけ
るRORsの役割や疼痛制御への関与は全く検討されていない。そこで本研究では、ミクログリアにおけるRORsが新たな鎮痛標
的分子となりうるか検討した。【方法】Wistar系ラット新生仔より初代培養ミクログリア細胞を作製した。mRNA発現量はreal-
time PCR法にて測定した。またddYマウス（雄 5週齢）の脊髄くも膜下腔内にlipopolysaccharide（LPS）を処置することで
炎症性疼痛モデル（LPSモデル）を、大腿上部の坐骨神経を結紮することで神経障害性疼痛モデル（partial sciatic nerve 
ligation（PSNL））を作製した。これらに対してRORγ逆作動薬SR2211を脊髄くも膜下腔内に投与した後、機械的刺激に対す
る逃避閾値を測定した。【結果】培養ミクログリアに対してLPS（100 ng/ml）1時間処置後、炎症性サイトカインであるtumor 
necrosis factor-α、interleukin-1β及びinterleukin-6のmRNA発現量が有意に増加したが、これらの反応はSR2211の
前処置により有意に抑制された。LPSモデルマウス及びPSNLモデルマウスにおける機械的刺激に対する逃避閾値の低下は
SR2211を前処置することで有意に抑制された。【結論】以上の結果より、RORγ逆作動薬はミクログリアにおいて炎症性サイト
カインの発現抑制を介して炎症反応を負に制御することが明らかとなった。さらに、慢性疼痛モデルマウスにおいてRORγ逆作
動薬が新たな鎮痛薬候補となる可能性が示唆された。
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O-079	 	藍含有成分による肺動脈性肺高血圧症の発症メカニズムの解明
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野1）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患病理学分野2）

○ 常松　保乃加1）、森崎　実友1）、桂　明里1）、常山　幸一2）、宮本　理人1）、土屋　浩一郎1）

【背景】藍は古くから染料としてだけでなく生薬・健康食品として用いられており、近年では藍葉を原料とする「青黛（セイタイ）」
が潰瘍性大腸炎の民間治療薬として利用されている。一方で「青黛」を長期服用した潰瘍性大腸炎患者において、肺動脈性肺
高血圧症を発症した症例が複数報告されたことから、使用に関して厚生労働省から注意喚起がなされたが、その発症機序は不
明である。そこで、原因成分として、藍含有成分であるインジカンとその代謝物であるインドキシル硫酸（IS）に着目した。肺動
脈性肺高血圧症の発症・進展には血管平滑筋細胞の増殖による肺血管の肥厚が関与することから、これらの化合物がラット血
管平滑筋細胞RASMCの増殖に及ぼす影響とその機序、およびC57BL/6Jマウスへの投与による影響を検討した。

【方法】RASMCを用い細胞増殖効果をMTTアッセイ、増殖シグナルに関わるタンパク質発現をウェスタンブロット法により評価
した。さらに、DCFH-DAを用い活性酸素測定を行った。また、インジカン、ISをC57BL/6Jマウスに3週間連日経口投与し、
摘出した肺臓器を用いて増殖シグナルに関わるタンパク質発現をウェスタンブロット法により評価した。さらに、肺臓器の切片を
作製し、組織染色法を用いて肺血管平滑筋細胞の増殖程度および線維化の程度を評価した。

【結果・考察】RASMCにおいて、インジカン、IS刺激による細胞増殖の促進、およびMAPK経路の活性化が確認された。さら
に、インジカン、IS刺激は活性酸素種を産生することを確認し、抗酸化剤の前処理による細胞増殖の抑制が認められた。また、
インジカン、IS投与マウスにおいても増殖に関与するMAPK経路の活性化が観察された。さらに肺臓器切片の組織染色により、
インジカン、IS投与マウス共に血管平滑筋細胞の増殖傾向を確認した。
以上の結果より、青黛摂取による肺動脈性肺高血圧症の発症にはインジカン及びその代謝物であるISが関与している可能性が
あり、これらの化合物はMAPK経路の活性化を介して、平滑筋細胞を増殖させることが示唆された。さらに、その機序に活性
酸素生成が関与していることが明らかとなった。

O-080	 	細菌レクチンPTLの部位特異的変異体の抗インフルエンザウイルス活性‐そ
の構造と抗ウイル活性の解析

安田女子大学　薬学部1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 上野　真衣1）、室　千尋1）、佐藤　雄一郎1）、小田　康祐2）、的場　康幸1）、森本　金次郎1）

【目的】細菌Pseudomonas taiwanensisレクチン（PTL）は、ウイルス表面タンパク質のマンノース糖鎖に結合し、ウイルスの
侵入を阻止することで、高い抗ウイルス活性をもつことが示されている。PTLのX線構造解析により、分子内に２ヵ所ある糖鎖
結合領域（モチーフ1と2）の詳細な結合様式が明らかとなり、モチーフ2の糖結合能がモチーフ1よりも弱い可能性が示された。
その結果をうけ、モチーフ2の糖結合能に関与するであろう３カ所のアミノ酸(54位、62位、74位)に着目し、それら３部位の組
み合わせで、計７種の点変異アミノ酸置換を導入した変異PTLを作製した。それら変異PTLの抗インフルエンザ活性を調べ、
その構造と抗ウイルス活性の関係を解析した。

【方法】P. taiwanensis由来レクチン（PTL）遺伝子のcDNA（コード領域402塩基）を基に、変異を導入したプライマーを用い
てPCRにより、変異遺伝子cDNAを作製した（A54N, 62R, Q74E）。それらcDNAを大腸菌発現ベクターにクローニングし、
大腸菌で目的タンパク質を産生させた。これら変異PTLタンパク質を精製し、インフルエンザウイルス感染実験に供し、抗ウイ
ルス活性を測定した。

【結果】計７種の点変異アミノ酸置換を導入した変異PTLの抗インフルエンザウイルス活性を調べた。得られた50％感染阻止
（IC50）の値は以下のようになった。
PTL, A54N, Q62R, Q74R,  A54N-Q62R, Q62R-Q74R, A54N-Q74R,  A54N-Q62R-Q74RのIC50の値は各々
10.4, ND, 12.6, 16.7, 7.5, ND, 7.6, 6.5となった。
アミノ酸変異により抗ウイルス活性の消失したもの(A54N, A62R-Q74E)、抗ウイルス活性の増強したもの(A54N-Q62R, 
A54R-Q74E, A54N-Q62R-Q74E)と抗ウイルス活性に変化が見られた。これら抗ウイルス活性と糖結合領域の構造との関
連性を考察した。
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O-081	 	Aeromonasが形成するbiofilm由来外膜小胞(bOMVs)の細胞毒性の解析
広島国際大学　薬学部　薬学科1）、横浜薬科大学　薬学部　感染予防学研究室2）、 
岡山大学　インド感染症共同研究センター3）

○ 清家　総史1）、小林　秀丈1）、上田　充展1）、高橋　栄造2）、岡本　敬の介3）、山中　浩泰1）

【目的】
　Aeromonasは河川や汽水域等に棲息するグラム陰性桿菌で，食中毒起因菌である．本菌は生体，非生体表面において強い
接着性を有し，多くの株がバイオフィルム形成能を有する．そのため，医療器具に付着した菌がbiofilmを形成後，人へ感染する
事例も報告されている．しかし，本菌がbiofilm形成後いかなるプロセスを経て感染を進展させるのかは不明である．そこで、本
研究では，biofilm中に豊富に存在している外膜小胞(bOMVs)に着目し，OMVsが初期免疫に与える影響について，マウスマ
クロファージ様細胞(Raw 264.7ｓ細胞)を用いて検討した．

【方法】 
　LB agarにAeromonasを播種後，30℃で24時間インキュベートしてbiofilmを形成させ，OMVsを単離した(bOMVs).単離
したbOMVsを密度勾配超遠心法によって精製し，研究に使用した．

【結果と考察】
　まず，Raw 264.7 細胞に種々の用量の bOMVsを添加し，WST assay により細胞毒性の有無を検討した．その結果，
bOMVsの用量依存的にRaw 264.7細胞の生存率が低下した．そこで，bOMVsが誘導する細胞死についてAnnexin-PI染
色により検討すると，bOMVsはRaw 264.7細胞に対してアポトーシスを誘導していることが明らかとなった．さらに，bOMVs
の細胞毒性メカニズムを明らかにするため，bOMVsの細胞内局在を解析した結果，bOMVsは主に細胞膜の脂質ラフト以外の
領域に結合し，クラスリンエンドサートーシスによりエンドソームに取り込まれることが明らかとなった．また，このbOMVsの細胞
内取り込みが，bOMVsの細胞毒性に関与していることが明らかとなった． 以上の結果より，Aeromonas が遊離するbOMVs
は，Raw 264.7細胞に対して，クラスリン依存性エンドサイトーシスにより取り込まれ，細胞毒性を発揮することが明らかとなった．
従って，bOMVsは宿主の初期免疫を抑制し，本菌が宿主に感染しやすい環境を提供するのではないかと考えている．今後は，
bOMVsの主たる細胞毒性因子を同定し，詳細な毒性発現メカニズムについて解析する．

O-082	 	細菌レクチンPTLの部位特異的変異体とインフルエンザウイルスHA蛋白質の
相互作用解析

安田女子大学　薬学部1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 森田　早絵1）、福永　成未1）、佐藤　雄一郎1）、小田　康祐2）、的場　康幸1）、森本　金次郎1）

【目的】高マンノース糖鎖結合性の細菌Pseudomonas taiwanensisレクチン（PTL）は、インフルエンザウイルス表面のHA糖
蛋白質に結合することにより、ウイルスの細胞への侵入を阻害し、顕著な抗ウイルス活性を示す。PTLのX線結晶構造解析によ
り、PTLのもつ二つの糖鎖結合部位は、互いに高度に保存されたアミノ酸を有するにも関わらず、糖鎖に対する親和性が異なる
ことが明らかとなった。この親和性の相違は、ごく一部のアミノ酸の違いに起因するものと推測されたため、糖鎖に対して弱い親
和性をもつ結合部位（ドメイン２）のアミノ酸を、強い親和性をもつ結合部位（ドメイン１）のアミノ酸に置換したところ、PTLの生
物活性を増強できることがわかった。本研究では、抗ウイルス活性を増強させたPTL部位特異的変異体(A54N-Q62R-Q74E
など）について、表面プラズモン共鳴（surface plasmon resonance, SPR)を利用した分子間相互作用解析により、インフルエ
ンザウイルスのHA蛋白質との相互作用を調べ、その結合親和性などを明らかにすることを目的とした。

【方法】精製したPTLの各種変異体(A54N, A54N-Q62R-Q74E, L131Q)を用いて、表面プラズモン共鳴分析により、HA蛋
白質との相互作用を調べた。アミンカップリング法によりHA蛋白質をセンサーチップ（CM5）に固定化後、PTL変異体とHA蛋
白質の相互作用をマルチサイクル法により調べ、結合速度定数ka (M-1s-1)、 解離速度定数kd (s-1)、ならびに解離定数KD (M)
を算出した。

【結果】糖鎖に対して弱い親和性をもつ結合部位のアミノ酸を、強い親和性をもつ結合部位のアミノ酸に置換したPTL変異体
のうち、一アミノ酸のみの変異体A54NのHAに対する親和性は著しく減少したが、三アミノ酸置換の変異体A54N-Q62R-
Q74Eは、PTLより優れたHA結合能を示した。また、PTLの二量体様構造の形成に関与すると推定されるC末端側のロイシン
残基(L131)をグルタミンに置換することにより、結合活性をPTLと同程度以上に増強できることが明らかとなった。
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O-083	 	UVAで活性化したN-ニトロソモルホリンの遺伝毒性
岡山大学　薬学部1）、岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科2）

○ 長澤　由香莉1）、望月　晴菜1）、有元　佐賀惠1,2）

【目的】N-ニトロソモルホリン（NMOR）は、N-ニトロソアミンの一種であり、地下水、食品、化粧品、タバコ煙などから検出され、
ゴム工場空気などの労働環境中でも検出される環境汚染物質として知られている。ヒトに対する発癌性が疑われる物質に分類
されており、げっ歯類の肝臓や呼吸器に対して強力な発がん性がある。NMORは代謝活性化されることにより、α位が水酸化さ
れたα-ヒドロキシ-N-ニトロソモルホリンとなり、開環してジアゾニウムイオンを生じ、DNAと反応すると報告されている。これま
でに我々は、N-ニトロソピロリジン（NPYR）などのN-ニトロソアミンが代謝活性化によらずにUVA照射により光活性化されるこ
とを見出している。今回、NMORも光活性化され変異原性を持つと考え、UVA照射後のNMORの遺伝毒性を研究した。

【方法】NMORのUVA照射で生じた光活性体による、培養ヒト表皮角化細胞HaCaTに対する、遺伝毒性を小核試験を用いて
調べた。また、UVA（50 kJ/m2）照射後のNMOR溶液をマウスに腹腔内投与し、骨髄の血液幹細胞にin vivo遺伝毒性を及
ぼして、末梢血小核を増やすかどうかを調べた。光活性化NMORを投与後、0h, 24h, 48h, 72h後に、マウスの尾動脈から
採血し、スライドを作成、網赤血球1000個を観察し小核を持つ割合を調べた。陽性対照にはエチルニトロソウレア（ENU）を使
用した。

【結果・考察】NMORの光活性化体は、代謝活性化なしで濃度依存的にHaCaT細胞に対して、小核誘発を示した。UVA照
射後のNMORをマウス腹腔内に投与したところ、末梢血小核誘発が見られた。UVA照射NMORの量を増加させると、小核
形成の形成率も上昇した。同量の非照射NMOR投与と比べて、UVA照射NMORの方が、小核形成が多い傾向があった。
以上より、NMORは代謝活性化がない条件でも光による活性化を受けて、遺伝毒性を示すことがわかった。また、NMORの
UVA活性化体が骨髄に達して、遺伝毒性を示している可能性がある。

O-084	 	脂肪酸2位水酸化酵素FA2Hを標的とした乳がん悪性化機構の解析
福山大学　薬学部1）、広島国際大学　薬学部2）

○ 境　絃樹1）、平尾　雅代2）、瀧口　益史2）、杉原　成美1）、竹田　修三1）

【目的】本研究では、エストロゲン受容体(ERα)に依存しない乳がんの悪性化機構解明に着目した。これまで、大麻主成分テトラ
ヒドロカンナビノールが、脂肪酸2位水酸化酵素FA2Hの発現誘導を来たし、これと呼応して乳がん細胞遊走migrationが亢進
することを見出していた(文献1-3)。この知見に加えて、研究を開始した契機として、i) 中性脂肪(=脂肪酸+グリセロール)値
が高い肥満がERα陰性乳がんの発症リスクを高める、ii) ERα陰性乳がんリスクと脂肪酸摂取量に正の相関はない、iii) FA2H
はERα陰性乳がんの予後不良因子である(以上、疫学論文)、が挙げられる。しかし、これらを結びつける生化学的データ、す
なわち「ERα陰性乳がんの増悪には、脂肪酸の量的変化ではなく、脂肪酸のFA2Hによる質的変化が関与する」という証拠は
得られていない。本研究では、FA2Hが酵素であることをヒントに、各種変異体を作製し、これらが乳がん細胞のmigrationに
与える影響を解析した。

【方法】ERα陰性乳がんMDA-MB-231細胞を用いて、real-time PCR、ウエスタンブロット、ルシフェラーゼアッセイ、および
創傷治癒アッセイを行った。ヒトFA2Hの一過性発現を目的として、野生型FA2Hおよび3種類のFA2H酵素活性欠損変異体
の発現プラスミド(Y311A、D312A、Y311A/D312A)を作製した(文献3)。

【結果および考察】FA2Hの各種発現プラスミドをMDA-MB-231細胞に導入し、FA2Hがmigrationに与える影響を解析した。
その結果、野生型FA2Hはプラスミドの導入量依存的にmigrationを促進させた。一方、FA2Hの酵素活性欠損変異体(Y311A、
D312A、Y311A/D312A)ではmigrationに変化は見られなかった。次に、我々が見出したFA2H制御性の転写因子PPARα
がmigrationに与える影響を調査した。ヒトPPARα発現プラスミドの導入により、FA2Hの発現増加と呼応したmigrationの亢
進が観察されたことから、ERα陰性乳がん細胞において、PPARα-FA2Hシグナルを介したmigrationの促進系が機能してい
ることが明らかとなった。

【文献】1) Takeda et al., Toxicology, 326: 18-24 (2014). 
2) Hirao-Suzuki, et al., Arch. Biochem. Biophys., 662: 219-225 (2019). 3) Hirao-Suzuki, Sakai et al., Biochem. 
Biophys. Res. Commun., 531: 215-222 (2020). 
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O-085	 	ヒト肝細胞キメラマウスを用いたアミオダロン、リファンピシンによる薬剤誘
発性脂肪肝のin	vitro・in	vivo評価

広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　大学院　医系科学研究科2）、 和歌山県立医科大学　薬学部3）、
株式会社　フェニックスバイオ4）

○ 掛田　雄基1）、佐能　正剛2,3）、森岡　晶2,4）、山尾　美香留4）、立野　知世4）、高岡　尚輝2,3）、 
太田　茂2,3）、古武　弥一郎2）

【目的】
薬剤性肝障害の中で脂肪肝が発症するケースは多く知られているが、実験動物とヒトの種差が原因で、予測性の高い評価系の
構築はいまだ不十分である。そこで本研究では薬剤誘発性脂肪肝の種差を明らかにし、種差を考慮した予測評価系の構築を目
的とした。その評価モデルとして、マウス肝臓がヒト化されたヒト肝細胞キメラマウスに着目した。脂肪肝を惹起するアミオダロン

（AMD）、リファンピシン（RFP）を検証化合物とし、通常マウスとの種差を考慮しながら、in vivoにおける脂肪肝プロファイル
を評価した。さらには、単離した肝細胞を用いて、in vitroとin vivoプロファイルとの関連性を精査した。

【方法】
C57BL/6Jマウス（日本クレア株式会社）およびヒト肝細胞キメラマウス（PXB-mice®;，株式会社フェニックスバイオ）にAMD（60 
mg/kg）と RFP（200 mg/kg）をそれぞれ4日間反復経口投与した。回収した肝臓から肝切片を作製し、HE染色を行い、肝臓
中トリグリセリド（TG）濃度を定量した。また、脂肪酸関連遺伝子のmRNA発現量変化をqRT-PCR法を用いて解析した。 
PXB-miceから単離した肝細胞（PXB-cells®）に、AMD、RFPを3日間曝露後、Oil red O染色を行い、肝細胞中TGを定量した。
また、脂肪酸関連遺伝子のmRNA発現量変化を評価した。

【結果・考察】
染色画像や肝臓中TG濃度から、C57BL/6JではRFPが重篤な脂肪肝を引き起こすことが分かった。一方、PXB-miceではヒ
ト成長ホルモンを併用することでAMD、RFPで同程度の脂肪肝を検出することができた。これらは、マウスとヒトにおける脂肪
肝発症に種差があることを示唆する知見と考えられた。また、PXB-cellsにおいては、単離後一時的に高酸素濃度で培養し、in 
vivoからの持ち込みの脂肪滴を減少させた条件下でRFP濃度依存的なTGの蓄積を検出でき、脂肪酸関連遺伝子のmRNA
発現量変化は、in vivoを概ね反映していた。
今後、さらに評価化合物を増やした検証が必要となるものの、ヒト肝細胞キメラマウスを用いたin vitro・in vivo 評価は、薬剤
誘発性脂肪肝を回避した安全性の高い医薬品創製に貢献できることが期待される。

O-086	 	シスプラチン曝露による近位尿細管S3領域の不可逆毒性発現機構の検討
徳島文理大学　薬学部　薬学研究科1）、昭和大学　薬学部2）

○ 田口　央基1）、藤代　瞳1）、姫野　誠一郎1,2）、角　大悟1）

【目的】シスプラチン（CDDP）は、副作用として腎障害を起こす抗がん剤で、近位尿細管のS3領域を特異的に障害するが、そ
の動態や機構はよくわかっていない。我々は、マウス近位尿細管S1, S2, S3領域由来不死化細胞（S1, S2, S3細胞）を用いて、
15分間のCDDP曝露後、新しい培地に交換し48時間後、S3細胞でCDDPによる細胞毒性が強く現れることを見出した。また、
CDDPは曝露後15分をピークに細胞から排出される可能性が示唆されたことから、CDDPは取り込まれた初期に、不可逆な毒
性に繋がる変化を起こすことが予想された。そこで、本研究では、S3領域におけるCDDPの不可逆毒性発現機構を明らかにす
るため、（1）酸化ストレスに対する細胞間の比較、（2）S3細胞で発現が変動しているタンパク質群、について検討した。【方法】
細胞毒性：alamarBlue法、タンパク質量：western blot法、細胞内遊離Fe2+量：FerroOrange染色後にFlow cytometryに
て定量、タンパク質群の変動：二次元電気泳動、CBBを用いて染色した。【結果および考察】（1）CDDPの腎障害に活性酸素
の関与が報告されている。そこで、S1, S2, S3細胞に過酸化水素を曝露した結果、S3細胞において過酸化水素の毒性はS1, 
S2細胞よりも高いことが分かった。過酸化水素は遊離Fe2+の存在により、酸化力の強いヒドロペルオキシドを産生するため、細
胞内遊離Fe2+を測定した結果、S1, S2細胞と比較してS3細胞に、遊離Fe2+が多く存在していた。また、抗酸化システムを担う
チオレドキシン（Trx）やチオレドキシン還元酵素（TrxR）の発現量が、S3細胞においてのみCDDP曝露により減少した。以上
のことから、CDDP曝露によるS3細胞特異的な毒性発現には、細胞内遊離Fe2+量が多いこと、さらにCDDP曝露によるTrx, 
TrxR量の減少が関与している可能性が示唆された。（2）S3細胞特異的なタンパク質群を検討するため、S1, S2, S3細胞のタ
ンパク質を二次元電気泳動で分離したところ、S3細胞においてS1, S2細胞と発現量が異なるいくつかのスポットを検出した。今
後、S3特異的な発現量を示すスポットを二次元電気泳動解析ソフトウェアで定量し、当該タンパク質群をLC-MSにて同定する
予定である。
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O-087	 	N-ニトロソピロリジンのUVA光活性化による光変異原性と光遺伝毒性
岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　薬科学専攻1）、岡山大学　薬学部　薬学科2）

○ 花木　佑輔1）、妹尾　詠美2）、有元　佐賀惠1,2）

【目的】N-ニトロソピロリジン（NPYR）はN-ニトロソプロリンの脱炭酸で生じる変異原性発癌物質で、生体内で生じることが知ら
れている。NPYRはCYPで代謝活性化してからDNAと反応することが知られている。しかし、当研究室では、NPYRは代謝酵
素がなくても光活性化して変異原性を示すこと、中間活性体としてα位にリン酸エステルが付加したホスホノオキシ体を生成する
ことを見出した。今回、ヒト表皮角化細胞（HaCaT）に対する光遺伝毒性および、NPYRの活性化体の安定性を研究した。【方
法】ヒト表皮角化細胞（HaCaT）にNPYRを添加し、UVA（50 kJ/m2）照射し、小核形成を測定する同時照射実験を行った。また、
UVA照射後のNPYRをHaCaT細胞に添加し、小核形成を測定する照射後サンプルの活性化測定実験を行った。活性化体の
安定性は、UVA照射したNPYRを一定時間後、Ames試験（TA1535株・代謝活性化なし）して変異原性の変化を調べた。【結
果・考察】NPYR存在下、UVA照射なしではHaCaT細胞に小核誘発されなかった。HaCaT細胞をNPYR存在下でUVA照
射する同時照射実験では、NPYR濃度依存的に小核が誘発された。また、UVA照射後のNPYRサンプルでも、照射NPYR
の濃度依存的に小核が誘発された。またNPYRはAmes試験において濃度依存的、UVA照射量依存的に変異原性を示した。
UVA照射後のNPYRサンプルは、24時間放置も50％近い変異原性を保っていた。従ってNPYRはUVAによって活性化し光
遺伝毒性を示すこと、その活性化生成物は短時間では活性消失せず、変異原性を保持すると考えられることがわかった。

O-088	 	重曹経口投与による腫瘍内微小環境中性化にともなう遺伝子発現解析
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○ 上原　陸、安藤　英紀、清水　太郎、異島　優、石田　竜弘

【目的】腫瘍では、がん細胞膜上のトランスポーターが過刺激され、H+が細胞内から細胞外へと排出されることでpHが低下（酸
性化）している。この腫瘍酸性化は腫瘍の悪性化に大きく寄与しており、腫瘍の成長や薬剤耐性などを亢進させる。この腫瘍特
異的な酸性環境を改善するために、アルカリ化剤として「重曹（炭酸水素ナトリウム）」に着目した。炭酸水素ナトリウムはアシドー
シス改善などを目的として臨床で使用されている安全性の高い薬物である。本研究では、重曹を経口投与することで腫瘍内微
小環境の中性化を目指し、これによる腫瘍内遺伝子発現変化をマイクロアレイを用いて網羅的に解析した。

【方法】マウスに重曹水溶液を経口投与（500 mg/kg）した後、血清中・尿中の重炭酸イオン（HCO3
-）濃度および尿pHを経時

的に測定した。腫瘍内pHについて、マウスに重曹投与した後、針状電極を腫瘍に直接挿入することで測定した。腫瘍内遺伝
子発現の変動について、重曹投与後の腫瘍内RNAを抽出し、マイクロアレイで解析を行った。

【結果】重曹投与後、血清中及び尿中のHCO3
-濃度は速やかに上昇し、24時間後までに定常値に戻った。これと並行して、尿

pHも一過性に上昇した。担がんマウスの腫瘍内pHを測定したところ、無処置群ではpH 6.7程度であったのに対し、重曹投与
群ではpH 7.0程度まで上昇した。腫瘍内遺伝子発現に関して、重曹投与群では解析した遺伝子全体のおよそ5.8%の遺伝子
が2倍以上変化しており、その中でも特に薬剤排出トランスポーターとして重要な役割を担うP糖タンパク質（Pgp）の遺伝子発
現が大きく減少していた。

【考察】重曹の経口投与は腫瘍内pHを中性化することを明らかにした。また腫瘍内pHの中性化によって、弱塩基性薬物の分
子型割合が増加することで、腫瘍内移行性が高められると考えられる。さらに、重曹投与で薬剤排出ポンプとして機能するPgp
の腫瘍内発現が減少することで、Pgpの基質となる薬物を腫瘍細胞内に蓄積しやすくなることも考えられる。以上より、重曹は
腫瘍内環境を改善することで弱塩基性かつPgpの基質となる抗がん剤、例えばドキソルビシン、の治療効果を増強する可能性
が示唆された。
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O-089	 	粒子径制御FK506内封脂質ナノ粒子の構築と脳梗塞部位への送達効率の向上
徳島大学　薬科学教育部　創薬科学専攻1）、徳島大学大学院医歯薬学研究部（薬学域）2）、 
和歌山県立医科大学薬学部薬剤学研究室3）

○ 米田　晋太朗1）、福田　達也3）、大園　瑞音2）、小暮　健太朗2）

【目的】これまでに我々は、脳虚血/再灌流後の血液脳関門(BBB)の破綻を利用することで、静脈内投与した粒子径約100 nm
程度のリポソームが患部へ集積すること、そしてリポソームによる脳保護薬送達が脳梗塞治療に有用であることを報告してき
た。一方、BBB間隙を介したリポソーム集積に関して、粒子径が200 nmよりも大きい場合に集積が顕著に減少することを以
前に見出しており、100 nm未満の粒子径に制御したより小さいナノ粒子の適用は、BBB間隙を効率的に突破することで従来と
比較し薬物送達効率を向上できることが期待される。そこで本研究では、マイクロフルイディクスを用いて粒子径を100 nm未
満に制御した脂質ナノ粒子(LNP)を作製し、脳虚血/再灌流部位へのLNP集積性における粒子径の影響を検討するとともに、
脳保護薬FK506（タクロリムス）を封入した粒子径制御LNPを構築しその脳保護効果を評価した。【方法】各種LNPの調製は
Nanoassemblr Benchtopを用いて行った。脳梗塞モデルラットとして栓子法による一過性中大脳動脈閉塞（t-MCAO）ラット
を用いた。t-MCAOラットにおいて、1時間の虚血、再灌流直後に粒子径60 nmもしくは100 nmに調製した蛍光標識ポリエチ
レングリコール（PEG）修飾LNPを尾静脈内投与し、その3時間後の脳におけるLNPの脳内分布を蛍光イメージングIVISによっ
て確認した。治療効果実験は同じくt-MCAOラットにおいて1時間の虚血、再灌流直後に粒子径60 nm及び100 nmに調製し
たFK506内封LNPを尾静脈内投与し、その24時間後の脳における死細胞を染色し障害体積を定量することで評価した。【結果・
考察】様々な脂質組成で検討を行い、平均粒子径60及び 100 nmのPEG修飾LNPを構築した。蛍光標識LNPを、脳虚血/
再灌流モデルラットに対して尾静脈内投与し、一定時間後の脳内分布を解析したところ、100 nm LNPで認められた脳実質へ
の集積が、60 nm LNP投与群でより広範囲に広がっている傾向が観察された。次に脳保護薬FK506を封入した粒子径制御
LNPをマイクロフルイディクスにより構築したところ、従来の薄膜法(~2%)と比較して高い封入効率(70~80%)をもつFK506
内封LNPの開発に成功した。治療効果実験では、PBS群と比較して60 nmのFK506内封LNP投与群で有意に障害体積が減
少した。以上より、LNPを用いた脳梗塞治療において、LNPの粒子径を小さくすることで治療効果を向上させることに成功した。

O-090	 	薬物-タンパク質共有結合体を貪食するKupffer細胞を介したアセトアミノ
フェン急性肝傷害

徳島文理大学　薬学部
○ 元木　仁大、上田　ゆかり、谷野　公俊、有木　中、石川　愛、當山　介斗、八田　華奈

【目的】アセトアミノフェン（APAP）肝毒性発現メカニズムの解明ではミトコンドリア傷害が起点になると考えられているが、いまだ
にその発現メカニズムに多くの議論（膜透過性遷移孔、脂質酸化、グルタチオン枯渇や反応性代謝物等）がある。またヒトと異
なり、APAP肝毒性発症動物は種差、性差が見られマウスに限定されている。本研究では、肝毒性研究で広く利用されるマウ
スのAPAP急性肝毒性でミトコンドリア攻撃へのKupffer細胞介入経路を検討した。

【方法】摂食または1夜絶食させた7週令C57BL/6J雄性マウスにAPAPを腹腔内投与した。投与後一定時間に、採血および
肝を採取し、同時に肝ミトコンドリアを速やかに単離した。また肝臓は、コラゲナーゼ/プロナーゼE処理や新鮮凍結切片を作製
したのち、F4/80抗体とAPAP抗体の免疫蛍光染色やHE染色で観察した。傷害マーカー（ALTとAST）、ATP、サイトカイン

（TNF-αとIL-4）、免疫グロブリン（IgG）、還元型グルタチオン（GSH）、チトクロムcと呼吸鎖3活性は市販キットで測定した。
【結果・考察】APAP投与した絶食マウスの肝組織をHE染色すると、中心静脈周辺が明確に傷害された。GSH量は肝組織内
と同様、単離ミトコンドリア内でも劇的に低下（約80%）した。血清中や肝組織中のサイトカイン量を測定すると、TNF-α濃度が
顕著に上昇した。次に、単離した肝非実質細胞を免疫蛍光染色すると、F4/80陽性細胞がAPAPを貪食していることが判明し
たことから、活性化Kupffer細胞がそれらのTNF-α量上昇に関与したと考えられる。肝組織内ATP量が有意に低下（40%）し
た原因を調べると、ミトコンドリア呼吸鎖3活性が低下していた。これに反し、摂食マウスでは肝組織傷害が観察されず、さらに
肝組織内や血清中のTNF-α濃度、ATP量およびGSH量は僅かに変動した。この結果は食事からGSH生成原料が補充できる
ため、顕著な肝組織内GSH減少が起こらなかったと考える。しかし肝ATP量が有意に低下したので、ミトコンドリア呼吸鎖機能
に影響が及んでいると推察される。以上の結果、絶食C57BL/6JマウスのAPAP急性肝毒性は、１）薬物由来ハプテンを貪食
したKupffer細胞が放出するTNF-αが直接ミトコンドリアを攻撃するルート（自然免疫系）および２）シトクロムP450 2E1が介在
する代謝物がミトコンドリア呼吸鎖3機能を直接、低下させるルートが関与していると考えられる。
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O-091	 	ヒトCYP	2D6及びCYP3Aサブファミリーによるプロゲステロン水酸化反応
に対する各種内在性ステロイドホルモンの影響

就実大学　薬学部　薬学科
○ 田中　麻友、豊田　愛実、佐々木　笙子、石井　里沙、川崎　日向子、丹羽　俊朗

【目的】CYP2D6はヒトの肝臓及び脳に発現し、種々の精神疾患治療薬の代謝反応及び内在性ステロイドホルモンの水酸化反
応に関与し、薬物代謝酵素活性が遺伝子多型の影響を受ける。CYP3Aサブファミリーには、肝臓で最も多く存在するCYP3A4
に加え、発現に遺伝子多型があるCYP3A5及び胎児肝臓に発現するCYP3A7が存在する。プロゲステロンはCYP2D6及び
CYP3A4によりそれぞれ21-及び6β位が水酸化される。そこで、CYP2D6変異体及びCYP3Aサブファミリーによるプロゲス
テロン水酸化反応に対する各種内在性ステロイドホルモンの影響を検討した。

【方法】CYP2D6.1、CYP2D6.2 (R296C; S486T) 、CYP3A4、CYP3A5及びCYP3A7はBactosomes (Cypex社)を用
い、NADPH存在下プロゲステロンから生成した6β-及び21-水酸化体濃度を既報のHPLC法で測定した。内在性ステロイド
ホルモン（テストステロン、コルチゾール、プレグネノロン及びデヒドロエピアンドロステロン（DHEA））の影響を検討する際には、
各CYPのプロゲステロン水酸化活性のMichaelis定数（Km）以下の濃度で検討した。

【結果】CYP2D6.1及びCYP2D6.2はプロゲステロン6β-及び21-水酸化活性を示したが、CYP3Aサブファミリーによる21-
水酸化反応は検出されなかった。コルチゾールはCYP2D6.2に対してCYP2D6.1より強い阻害活性を示した。テストステロン
添加により、CYP3A5及びCYP3A7ではKm値が減少し、CYP3A5では最大反応速度（Vmax）も増加し、活性化反応が認め
られた。DHEA添加時は、CYP3A5のKm値が減少し、コルチゾール及びプレグネノロンは3種のCYP3Aサブファミリーに対
して活性化反応を示さなかった。

【考察】プロゲステロン21-水酸化反応に対する内在性物質による阻害作用にはCYP2D6.1及びCYP2D6.2間で相違があり、
CYP3Aサブファミリー間でプロゲステロン6β-水酸化反応に対する活性化反応が異なっている可能性が示唆された。

O-092	 	Sulfane	sulfur付加型HSAを用いた還元ストレス誘導を介するがん治療戦略
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学
○ 松尾　菜々、異島　優、安藤　英紀、清水　太郎、石田　竜弘

【目的】還元ストレスとは、還元型グルタチオンやNADPHといった極めて反応性の高い還元物質が細胞内に過剰に蓄積するこ
とで誘起されるストレスである。この還元ストレスは、がん細胞に対して細胞死を誘導することが報告されており、がん細胞選択
的な還元ストレスの誘導は、抗がん剤治療の新しいアプローチとして期待できる。そこで我々は、還元ストレスを誘起する分子と
して活性イオウ分子種(RSS)に着目した。RSSは、SH基などにS原子が更に付加した分子の総称であり、S原子に挟まれたSは
Sulfane sulfurと呼ばれ、高い還元力と求核性を持つため、還元ストレス誘導剤として機能することが考えられる。しかしながら、
一般にRSSは低分子であり、血中滞留性やがん細胞指向性が乏しい。そこで我々は、高い血中滞留性を有するヒト血清アルブ
ミン(HSA)をRSS担体として用い、7分子のSulfane sulfurを付加させたHSA(S-HSA)を作製した。本研究では、このS-HSA
による還元ストレス誘導を介した細胞毒性及びその抗腫瘍効果を評価した。【方法】マウス結腸がん細胞Colon26細胞を用い、 
In vitro でS-HSAを処置した際のSulfane sulfurの細胞内移行性を評価した。また、細胞内還元型グルタチオンの割合を測
定することで還元ストレスを評価した。S-HSAによる細胞毒性は細胞数の変化を直接測定することで評価した。抗腫瘍効果は
Colon26担がんマウスにS-HSAを静脈内投与して評価した。【結果・考察】Colon26細胞に対するSulfane sulfurの細胞内
移行性を評価したところ、PBS群と比較し、S-HSA処置群において濃度依存的に細胞内Sulfane sulfur量が増加した。また、
HSA及びS-HSA を処置した際の細胞内還元ストレスを評価したところ、S-HSA処置群において還元型グルタチオンの割合が
増加した。次に、Colon26細胞に対するS-HSAの細胞毒性を評価したところ、S-HSA処置群では細胞生存率が大幅に低下した。
以上の結果より、S-HSAは細胞内にSulfane sulfurを送達することで、還元ストレスを惹起し、細胞毒性を示すことが示唆され
た。In vivoでの抗腫瘍効果は、S-HSA投与群において顕著に認められた。以上のことから、多分子のSulfane sulfurを付加
したS-HSAは、還元ストレス誘導を介した細胞死を引き起こす大変ユニークかつ有用な抗がん剤になり得ることが示唆された。
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O-093	 	表面物性の異なるナノフィブリル化バクテリアセルロースを用いたパクリタキ
セル製剤の開発と腹膜播種治療評価

徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野1）、北海道大学　大学院工学研究院2）、 
草野作工株式会社3）

○ 高田　正希1）、安藤　英紀1）、赤木　俊介1）、田島　健次2）、松島　得雄3）、草野　貴友3）、清水　太郎1）、
異島　優1）、石田　竜弘1）

【目的】腹膜播種は胃がんや大腸がん等の末期に見られる病態で、予後が非常に悪い。近年、腹腔内の薬物濃度上昇を目的と
してパクリタキセル（PTX）を直接腹腔内に投与する腹腔内化学療法が試みられているが、腹膜下の毛細血管などから速やか
に全身循環へ移行するため期待する効果は得られていない。我々は以前、酢酸菌によって調製されるナノフィブリル化バクテリ
アセルロース（NFBC）を用いたPTX製剤の開発を行い、腹膜播種モデルマウスに腹腔内投与することで延命効果を示すこと
を報告した。これまで分散剤としてヒドロキシプロピルセルロース（HPC）を加えて調製したHP-NFBCを用いてきたが、今回カ
ルボキシメチルキチン（CMCh）を分散剤として用いることでCMCh-NFBCを新たに調製した。ヒドロキシプロピル基を有する
HP-NFBCと比べ、アセトアミド基およびアミノ基を有するCMCh-NFBCは生体内で正電荷を帯びやすい。本研究ではこれら
NFBCの性質の違いが腹膜播種モデルマウスに対するPTX製剤の治療効果に異なる影響を与える可能性を考え検討を行った。

【方法】PTXをEtOHに溶解し、HP-NFBCあるいはCMCh-NFBCを加えて懸濁させ、凍結乾燥後に、生理食塩水で再懸濁す
ることで両PTX/NFBCを調製した。両PTX/NFBCを遠心し、上清のPTX濃度をHPLCで測定することで、PTX包埋率を算
出した。腹膜播種モデルマウスに、両PTX/NFBCを腹腔内投与（5 mg PTX/kg/day、weekly、合計3回）した後のマウス
生存期間および体重変化を評価した。

【結果・考察】両PTX/NFBCのPTX包埋率を算出したところ、どちらも99.9%以上の高い包埋率が得られた。腹膜播種モデ
ルマウスに対して腹腔内投与したところ、無処置群と比較してPTX/HP-NFBC投与群で約20%、PTX/CMCh-NFBC投与群
では約50%もの生存期間の延長が認められ、高い延命効果が示された。また、いずれの投与群においても無処置群と比較して
体重減少は見られなかった。CMCh-NFBCはアセトアミド基とアミノ基を有し、特にアミノ基は生体内環境で正に帯電するため、
静電的相互作用によってNFBCが腫瘍に近接しやすくなり、そこでPTXを放出することで治療効果が高まった可能性を考えてい
る。以上より、新規に調製したPTX/CMCh-NFBCは、PTX/HP-NFBCと比較して播種腫瘍への効果に優れたPTX製剤で
ある事が示された。

O-094	 	難溶性ホウ素化合物BPAに対する新規溶媒であるイオン液体の	in	vitro	お
よび	in	vivo	評価

福山大学　薬学部1）、筑波大学　医学医療系2）、森田薬品工業株式会社3）、 
京都大学　複合原子力科学研究所4）

○ 坂居　知憲1）、寺田　莉子1）、鮫島　未森1）、佐藤　雄己1）、Zaboronok Alexander2）、 
河上　清香1）、亀川　展幸3）、竹内　亮太3）、中井　啓2）、熊田　博明2）、榮　武二2）、松村　明2）、 
鈴木　実4）、堀　均3）、白川　真1,2）

【背景】
 　ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は非侵襲性の新規がん治療法として注目を浴びている。2020年にBNCT用薬剤としてステ
ボロニン®(BPA)が製造販売承認を取得し、新たながん治療法として確立され始めている。しかし、BPAの溶解度は極めて低く、
腫瘍貯留性も低いことからステボロニンは点滴用製剤として投与容量が多大となる。これは、長時間の投与につながり、投与中
にBPAが腫瘍外へ排出されていく問題を起こす。我々は、臨床において優れた抗腫瘍効果を持つことが実証されたBPAの溶解
度を向上させることで、これらのデメリットを改善し、患者の身体的負担を軽減することを目的とした。
　現在、BPAはフルクトースなどの糖類を用いた錯形成により溶解させているが、その溶解度は3.1w/v%である。我々は、溶
解補助剤としてイオン液体を利用することで、さらなる溶解度の向上を試みている。これまでに我々はBPAに対してコリンとセリ
ンから成るイオン液体を用いることで、約10倍の溶解度向上とフルクトース錯体と変わらない in vitro での安全性を報告した[特
願2020-067196]。現在は生体適合性の高い物質を網羅的に用いてイオン液体を合成し、BPAの溶解を試みている。その中
でも、極めて高い溶解度の向上が得られたメグルミンとプロリンおよびセリンから成るイオン液体の in vitroおよび in vivo での
評価を報告する。

【方法】
 　カチオンとしてコリン、メグルミンを、アニオンとしてセリン、プロリンを組み合わせたイオン液体を用いて in vitro 実験を行っ
た。V79細胞に対して、BPAを溶解させたイオン液体を各濃度で添加し、細胞毒性を評価した。 in vivo ではCT26細胞を皮
下移植したマウスに、BPAを溶解させたイオン液体を低容量で投与し、時間毎に各組織を採取し、ICP-AESによりそのホウ素
濃度を測定することで薬物動態を確認した。さらに、担癌マウスにBPAを溶解させたイオン液体を投与した後、中性子線照射を
行うことでBNCTによる抗腫瘍効果を確認した。

【結果】
 　メグルミンを用いたイオン液体は、BPAを溶解させたフルクトース錯体と同等か、それより低い細胞毒性を示した。また、その
イオン液体を低容量で投与しても、BPAを溶解させたフルクトースと同様の薬物動態となり、中性子線照射することで同等の抗
腫瘍効果を示した。よって、イオン液体は糖錯体形成よりも、BPAに対する有用な製剤化手法であると結論づける。
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O-095	 	ICRマウスでアセトアミノフェン急性肝障害を起こす因子と発現経路
徳島文理大学　薬学部
○ 小松　史弥、谷野　公俊、上田　ゆかり、有木　中、石川　愛、當山　介斗、八田　華奈

【目的】アセトアミノフェン（APAP）肝毒性発現メカニズムの解明ではミトコンドリア傷害が起点になると考えられているが、いまだ
にその発現メカニズムに多くの議論（膜透過性遷移孔、脂質酸化、グルタチオン枯渇や反応性代謝物等）がある。動物実験で
はヒトと異なり、APAP肝毒性発症動物は種差、性差が見られマウスに限定されている。免疫系介入の報告は、ヘルパーT（Th）
1細胞の重要性が指摘されているが、その根拠は系統間比較のみである。本研究は、Th2優位なICRマウスでAPAP肝毒性
を誘発できる体内環境とその誘発経路を探索した。

【方法】2夜絶食させた6週令ICR雄性マウスにAPAPを腹腔内投与した。投与後一定時間に、採血および肝を採取し、同時に
肝ミトコンドリアを速やかに単離した。また肝臓は、コラゲナーゼ/プロナーゼE処理や新鮮凍結切片を作製したのち、F4/80抗
体、APAP抗体の二重免疫蛍光染色やHE染色で貪食性および傷害性を顕微鏡で観察した。血清中の傷害マーカー（ALTと
AST）、ATP、サイトカイン（TNF-αとIL-4）、免疫グロブリン（IgG）、還元型グルタチオン（GSH）、チトクロムcと呼吸鎖3活
性は市販キットで測定した。

【結果・考察】1夜絶食とは異なり2夜絶食はAPAP急性肝毒性を誘発させた。その肝毒性をHE染色や血清中傷害マーカーで
確認すると、絶食C57BL/6Jマウスの結果とほぼ類似した。しかし血清および肝組織内TNF-αやIL-4量の上昇はなかった。
肝組織内GSH量の変動はコントロール群で、2夜絶食により約1/2低下することが分かり、APAP投与はGSH量をさらに減少（コ
ントロール群の約1/4）させた。ミトコンドリア内GSH量は絶食C57BL/6Jの場合（80%低下）と異なり、約50%低下に留まっ
た。この結果は、ICRマウスのミトコンドリア局在量の違い（3倍多い）に関係すると考えられる。肝組織内ATP量が低下する原
因を追究するため、呼吸鎖機能への影響を調べた。その結果、呼吸鎖1や4とキノン化合物は相互作用しなかったが、呼吸鎖3
活性が低下した。F4/80陽性細胞（マクロファージやKupffer細胞など）の挙動を調べると、活性化しないことが分かった。以
上の結果から、APAP急性肝毒性は、体内環境を変化させるとヒトと同様、系統とは無関係に誘発されることが判明した。また、
TNF-αやIL-4経路は関与しないと考えられる。

O-096	 	抗原封入リポソームの脾臓免疫による抗体誘導に関するPEG末端構造の影響
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野1）、日本精化株式会社　リピッド事業部2）

○ 山本　舜人1）、安藤　英紀1）、前田　典之2）、清水　太郎1）、異島　優1）、石田　竜弘1）

【目的】これまでに我々は、ポリエチレングリコール（PEG）修飾リポソーム(PEG-Lip)を用いた抗原の脾臓免疫技術（PEG-Lip-SI）
を開発しており、皮下免疫と比較して短期間に高い抗体価の抗原特異的抗体を誘導できることを報告してきた。ところで、PEG-
Lipに修飾するPEG脂質の末端構造は、PEG-Lipの体内動態を制御し、PEG-Lip-SIによる抗体誘導にも影響を与えることが
予想される。例えば、PEG末端構造がヒドロキシ基（OH）のPEGを修飾したPEG-Lipは、補体系の活性化を介して脾臓に集
積する。また、負電荷のリポソームは貪食細胞に集積することが報告されている。そこで本研究では、従来のメトキシ基（OMe）
末端のPEG-Lip（OMe-PEG-Lip）に加え、抗原を封入したOH末端PEG-Lip（OH-PEG-Lip）およびカルボキシル基（COOH）
末端PEG-Lip（COOH-PEG-Lip）をそれぞれ新たに作製し、PEG-Lip-SIで免疫した際の抗体誘導について比較検討を行った。

【方法】モデル抗原としてオボアルブミン（OVA）を用い、末端構造の異なるOVA封入PEG-Lipを作製した。BALB/cマウス
に空のOMe-PEG-Lipを静脈内投与し、その3日後にOVA封入OMe-PEG-Lipを静脈内投与することで免疫し、その14日後
に同様に静脈内投与で追加免疫を行った。OH-PEG-LipおよびCOOH-PEG-Lipについても同様に免疫した。また、空PEG-
Lipの前投与の有無が抗体誘導に与える影響の評価も行った。免疫した後に経日的に血清を回収し、OVA特異的IgGの抗体
価をELISAで測定した。【結果】調製したPEG-Lipの粒子径はいずれも100～200 nm程度であり、ゼータ電位はOMe-PEG-
Lipが-9.44 mV、OH-PEG-Lipが-7.33 mV、COOH-PEG-Lipが-23.2 mVであった。空PEG-Lipを前投与した後の免疫
において、いずれのOVA封入PEG-Lipでも同程度の抗原特異的IgGを誘導した。一方、空PEG-Lipの前投与無しで免疫し
たところ、前投与有りよりもOH-PEG-LipおよびCOOH-PEG-Lipで高い抗体価を示し、前投与有りと比較してOH-PEG-Lip
でおよそ1.68倍、COOH-PEG-Lipでおよそ2.49倍の高い抗体力価を示した。【考察】OH-PEG-LipあるいはCOOH-PEG-
Lipは、空PEG-Lipの前投与（B細胞の刺激）を必要とせず高い抗体価を示したことから、B細胞以外の免疫細胞に抗原を送達
することで、効率的に抗体を誘導したことが考えられる。以上から、PEG-LipのPEG末端構造を変化させることで、PEG-Lip-
SIによる抗原特異的抗体の誘導を効率化できる可能性を示した。
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O-097	 	核酸搭載PEG修飾カチオン性リポソームによる抗PEG抗体および抗核酸抗体
誘導に及ぼすガングリオシド修飾の影響

徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○ 清水　太郎、Qelliny Milad、高田　春風、上田　大、安藤　英紀、異島　優、石田　竜弘

【目的】近年、siRNAやmRNAを用いた核酸医薬品開発が盛んに行われており、標的細胞内へと核酸を送達するために、PEG
修飾カチオン性リポソームなどのナノ粒子が汎用されている。しかし以前の我々の検討から、核酸搭載PEG修飾カチオン性リポ
ソームを投与すると、抗PEG抗体や抗核酸抗体が誘導されることが明らかとなっている。このような抗体誘導は続いて投与され
た核酸搭載ナノ粒子の血中滞留性の低下やアナフィラキシー反応を引き起こす恐れがあるため、抑制する必要がある。本研究
では、B細胞上の抑制性受容体であるCD22のリガンドとして知られるガングリオシドを用いてリポソームを修飾することにより抗
体誘導を抑制できるか検討した。【方法】PEG修飾カチオン性リポソームもしくはPEG/ガングリオシド修飾カチオン性リポソーム
を作製した後、モデル核酸であるDNAと混合して複合体を形成させた。本複合体をマウス静脈内に投与した5日後に血清を回
収し、血清中の抗体量をELISAにより測定した。また抗体分泌を担う脾臓中のPEG特異的B細胞、DNA特異的B細胞数、お
よび各細胞におけるCD22の発現量をフローサイトメトリー解析した。【結果・考察】DNA搭載PEG修飾カチオン性リポソーム
の静脈内投与によって抗PEG抗体は誘導されたが、ガングリオシドの修飾によって誘導が抑制された。しかしDNAに対する抗
体誘導はガングリオシドの修飾によって抑制できなかった。またDNA搭載PEG修飾カチオン性リポソームの投与によって脾臓
中のPEG特異的B細胞が増加し、ガングリオシドの修飾によって増殖が抑制されたが、DNA特異的B細胞の増殖は抑制されな
かった。これらの結果より、ガングリオシドはPEG特異的B細胞に作用できるが、DNA特異的B細胞に作用できないことが示唆
された。そこでガングリオシドが作用すると考えられるCD22の発現量を測定したところ、興味深いことに、通常のB細胞やPEG
特異的B細胞と比較して、DNA特異的B細胞のCD22の発現量が低かった。以上の結果より、リポソームのガングリオシド修
飾は抗PEG抗体誘導を抑制できるが、抗DNA抗体誘導を抑制できず、抗DNA抗体誘導抑制のためにはCD22以外の抑制
受容体を標的としたリガンド修飾が必要であることが示唆された。

O-098	 	脂質分散製剤の消化が薬物のフリー濃度および消化管吸収性に及ぼす影響
広島国際大学　薬学部1）、Drug Delivery Disposition and Dynamics, Monash University2）

○ 田中　佑典1）、Tri-Hung Nguyen2）、Christopher J. H. Porter2）

【目的】脂質分散製剤(LBF)は油脂や界面活性剤から成る製剤で、難水溶性薬物を予めLBF中に溶解させておくことで薬物の
吸収性を改善する。経口投与されたLBFは消化管内でリパーゼによる消化を受け、油脂は脂肪酸やモノグリセリドに分解される。
この過程において薬物の溶解状態は大きく変化する。一方、LBFの消化が薬物の小腸膜透過にどのような影響を及ぼすのか
については明らかになっていない。本研究ではLBFの消化がサキナビル(SQV, BCS class IV) の小腸膜透過に及ぼす影響に
ついて評価した。また、in vitro透過試験により求めたみかけの透過速度定数(kapp)および in vivo経口AUCの相関につい
ても解析を行った。【方法】LBFの調製：短鎖、中鎖または長鎖脂肪酸油脂を含むSMCF、MCFおよびLCFを作製し、各LBF
にSQVを溶解(26.7mg/g)させた。In vivo経口吸収試験：各LBFを3 % w/wの濃度で水に分散させたPre-dispersed製剤
およびSQV懸濁液を調製した。次に、各製剤をラットにそれぞれ1 mL経口投与し(SQV投与量：0.8 mg/rat)、血漿中薬物濃
度を測定した。In vitro透過試験：各LBFを人工腸液中で豚パンクレアチンにより消化させ、得られたサンプルを透析膜(MW 
cut off：1000 Da)を装着させた拡散セルのドナー側に添加した。続いて、アクセプター側への薬物透過速度およびドナー側の
薬物初濃度からkappを算出した。また、単にLBFを人工腸液中に分散させた溶液（豚パンクレアチン非添加）および懸濁液に
おけるkappも算出した。【結果・考察】SMCFの経口AUCは懸濁液投与群とほぼ同程度であった。一方、MCFおよびLCF投
与群では吸収性が低下しており、特にLCF投与群で低下が顕著であった。次に懸濁液および消化サンプルを用いて透過試験を
行った結果、kappはSMCF~懸濁液＞MCF＞LCFの順となった。透析膜を透過できるのは基本的にフリーの薬物のみである
ため、kappの大きさはドナー溶液中のフリー薬物濃度を反映していると考えられた。また、これらのkapp値はAUCと高い相関
が見られた(R2=0.987)。一方、分散サンプルにおけるkappはAUCとの相関が見られなかった(R2=0.192)。以上より、消化
管内のフリー薬物濃度はLBFの組成に依存して変化し、薬物吸収に大きく影響するものと考えられた。また、LBFからの薬物吸
収性を評価するためには油脂の消化過程を考慮する必要があることが明らかとなった。
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O-099	 	真菌性角膜炎治療を指向した疎水化ヒアルロン酸―アムホテリシンBナノヒド
ロゲル製剤の評価

福山大学　薬学部
○ 番匠谷　研吾、藤田　千晶、保木本　友香、中村　徹也、田中　哲郎、金尾　義治

【目的】真菌性角膜炎は，低・中所得国において失明の主要な原因の1つである．コロナ禍においては肺の炎症を抑える際にス
テロイドを使用するが，ステロイドの免疫抑制作用のため真菌性角膜炎を生じうる．現在利用可能な真菌性角膜炎治療のファー
ストラインとして，amphotericin B （AmB） 製剤のデオキシコール酸ミセル製剤やリポソーム製剤が用いられている．これらは，
副作用やコストの面において更なる改善が必要とされている．本研究では，疎水化ヒアルロン酸を用いたAmBナノヒドロゲルの
開発を企図した．【方法】疎水化ヒアルロン酸としてC12-13 alkyl glyceryl hyaluronic acid （AHA）を用い，透析法により
AmBナノヒドロゲル（AHA/AmB）を調製した．AmB含量はHPLCで測定し，粒子の直径及び形態は動的光散乱法及び電界
放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）により評価した．AmB形態評価は吸光光度測定，X線回折測定，示差走査熱量測定により
実施した．結膜嚢滞留性は，in vitroでのムチンとの相互作用の評価から推測した．また，S.cerevisiaeを用いたin vitro抗真
菌活性，ddYマウス赤血球及びヒト角膜上皮細胞株であるHCE-T細胞を用いたin vitro毒性について検討した．【結果・考察】
HPLC測定の結果，AHA/AmBのAmB含量は調製時のAHAに対する重量比に対応することが示された．調製した範囲では
AmB含量にプラトーは認められなかった．動的光散乱法及びFE-SEM の結果から，AHA/AmBは粒子径約28-50 nmの粒子
であることが示された．吸光光度測定，X線回折測定，示差走査熱量測定の結果から，AHA/AmB中のAmBは，AHAの疎水
性内部に自己凝集したアモルファス状態で存在していることが示された．また示差走査熱量測定の結果から，AmBはAHAと相
互作用して存在することが示唆された．AHA/AmBはムチンと混和すると濁度が上昇し，ムチンと相互作用することが示唆された．
AHA/AmBのin vitro抗真菌活性は，デオキシコール酸ミセル製剤と同等であり，in vitro毒性はデオキシコール酸ミセル製剤
と比較して顕著に低下していた．以上より，AHA/AmBナノヒドロゲル製剤は，真菌性角膜炎に対する有用な治療薬になり得る
ことが期待される．

O-100	 	腎がん患者におけるCYP3A5の発現と患者予後との関連性
岡山大学学術研究院　医歯薬学域（薬）　疾患薬理制御科学分野1）、 
岡山大学　薬学部　疾患薬理制御科学分野2）、岡山大学学術研究院　医歯薬学域（医）　泌尿器病態学3）、
岡山大学学術研究院　医歯薬学域（薬）　健康情報科学分野4）

○ 松本　准1,2）、小寺　佑実2）、和田里　章悟3）、竹内　虎一2）、植木　英雄3）、小山　敏広4）、 
和田　耕一郎3）、藤吉　正哉1,2）、那須　保友3）、有吉　範高1,2）

【目的】腎がん（腎細胞がん）の罹患数・死亡数は年々上昇しており、その対策は重要である。Cytochrome P450（CYP）3A5
は、CYP3A4と同様にヒト成人における主要なCYP3A分子種である。近年、肝がんにおけるCYP3A5の発現量の低下が患
者の予後不良に関連することが報告された。一方で、膵がんにおいてはCYP3A5の発現が薬剤耐性に関わることも報告されて
おり、CYP3A5の発現意義はがん種によって一貫していない。CYP3A5は腎にも発現することが知られているが、CYP3A5の
発現と腎がんとの関わりは解明されていない。そこで本研究では、腎がん組織におけるCYP3A5の発現と患者予後との関連性
を明らかにすることを目的とした。

【方法】2003 年2 月から2015 年12 月に岡山大学病院において手術を受けた腎がん患者124 名を本研究の対象とした。
CYP3A5*3 遺伝子多型診断にはPCR-RFLP法を用い、CYP3A5 mRNA発現量はreal-time PCR法、CYP3A5タンパク質
発現量はWestern blot分析によりそれぞれ解析した。CYP3A5発現情報と腎がん患者の臨床病理学的パラメータおよび予後
との関連は、カイ二乗検定、Fisherの正確確率検定、log-rank検定、およびCox回帰分析により解析した。なお、本研究は
本学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：研1802-033）。

【結果】腎がんおよび腎正常組織におけるCYP3A5の発現は基本的にCYP3A5*3 遺伝子型に従い、また腎がん組織および腎
正常組織の双方でCYP3A5 mRNAとタンパク質発現量に有意な正の相関が認められた。一方で、腎がん組織においては腎
正常組織と比較しCYP3A5 mRNAおよびタンパク質発現量が有意に低下した。腎がん組織におけるCYP3A5 mRNA発現量
は、リンパ節転移および組織型と有意な相関が認められた。さらに、腎がん組織におけるCYP3A5 mRNA発現量が低い患者は、
がん特異的生存率および全生存率が有意に短縮した（それぞれP = 0.004およびP = 0.002）。

【考察】本研究により、腎がん組織におけるCYP3A5の発現様式の詳細、またCYP3A5発現量が患者予後に関わることが初め
て明らかとなった。従来がん領域におけるCYP3A5の発現は薬物代謝に焦点が当てられてきたが、腎がんにおけるCYP3A5の
発現は生体内基質の代謝等を通じて患者予後に関わる可能性が考えられた。本研究の成果はCYP3A5の発現が腎がん患者に
対する予後予測因子となる可能性を示唆しており、腎がん患者における治療の個別適正化に繋がる可能性が考えられた。
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O-101	 	FAERS解析を活用したオキサリプラチン誘発末梢神経障害に対する予防薬の
検討

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野1）、徳島大学病院 薬剤部2）、岡山大学病院 薬剤部3）、
徳島大学病院 総合臨床研究センター4）、徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬理学分野5）

○ 梶本　春奈1）、森山　大嗣1）、相澤　風花2）、新村　貴博2）、座間味　義人1,2,3）、合田　光寛1,4）、 
八木　健太4）、濱野　裕章1）、石澤　有紀5）、石澤　啓介1,2）

【目的】オキサリプラチン誘発末梢神経障害(OIPN)は、患者の生活の質を低下させ、がん治療の継続を困難にする。しかし、
OIPNに対する有効な薬剤はなく、治療薬の開発は喫緊の課題となっている。先行研究において、遺伝子発現データベース
(LINCS)を用いた解析により、OIPN関連遺伝子の発現変化を打ち消す23種類の既存承認薬を抽出した。本研究では、有害
事象自発報告データベース(FAERS)を活用し、LINCSで抽出した薬剤からヒトにおける有効性が見込める薬剤を絞り込み、基
礎的手法にて予防効果を検証した。【方法】FAERS(2007年第1四半期～2017年第1四半期)を用いて、オキサリプラチン使
用患者における末梢神経障害報告率を解析した。In vitroの検証には、C57BL/6J系統マウスの両脊髄後根神経節(DRG)よ
り作製した初代培養DRG神経細胞を用いた。オキサリプラチンと予防候補薬を24時間処置し、神経細胞保護効果をWST8法
により検討した。In vivoにおける有効性は、C57BL/6J系統雄性マウス(8週齢)にオキサリプラチン(6 mg/kg, i.p)を投与し
たOIPNモデルマウスで検討した。予防候補薬を1日1回、21日間反復経口投与し、acetone testならびにvon Frey testによ
り冷痛覚過敏および機械的痛覚過敏に対する影響を評価した。【結果】FAERS解析の結果、オキサリプラチン使用患者のうち
シンバスタチンを併用していた患者において報告オッズ比 = 0.33, 95%信頼区間＝0.16-0.67となり、非併用群と比較して有意
に末梢神経障害報告率が低下した。マウス初代培養DRG神経細胞を用いた実験において、シンバスタチンおよびその同種同
効薬であるアトルバスタチンは、オキサリプラチンによる神経細胞死を抑制した。Acetone testにおいて、スタチン系薬剤(シン
バスタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチン)はオキサリプラチンによる冷痛覚過敏を予防しなかった。一方、von Frey test
おいて、スタチン系薬剤は、vehicle群と比較して、オキサリプラチンによる機械的痛覚過敏を有意に抑制した。【考察】シンバ
スタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチンの併用は、オキサリプラチンによる慢性末梢神経障害の発症を抑制することが示唆
された。

O-102	 	ゲノムワイド関連解析によるビンクリスチン副作用発現関連遺伝子の同定と
機械学習を用いた副作用発現予測モデルの構築

徳島大学　薬学部　医薬品情報学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、徳島大学病院　血液内科3）、 
徳島大学病院　輸血細胞治療部4）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部臨床薬理学5）

○ 山田　博貴1）、大森　理央1）、岡田　直人2）、中村　信元3）、賀川　久美子3）、藤井　志朗3）、 
三木　浩和4）、石澤　啓介2,5）、安倍　正博3）、佐藤　陽一1）

【背景】ビンクリスチンは微小管阻害作用を持つ抗悪性腫瘍薬であり、白血病や悪性リンパ腫の治療に用いられているが、末梢
神経障害や消化器症状などの副作用が発現することがある。これらの副作用は化学療法の減量、中止の原因となるため、副作
用発現を予測するマーカーを明らかにし副作用回避につなげることが重要である。本研究では、ゲノムワイド関連解析（GWAS）
によりビンクリスチン投与による副作用発現に関連する遺伝子を同定し、また、この遺伝情報を用いた機械学習によって、ビン
クリスチン投与による副作用発現予測モデルを構築することを目的とした。【方法】2015年1月以降、徳島大学病院血液内科
に入院した患者のうち、ビンクリスチンが投与された72名を対象とした。そのうち56名についてIllumina Asian Screening 
Array-24 Kitにより遺伝子型を決定し、ビンクリスチンによる各副作用発現（末梢神経障害、便秘、脱毛、発熱性好中球減少
症（FN）、口腔粘膜障害、味覚障害、食欲低下、骨髄抑制、嘔気）とのGWASを行った。また、GWASで副作用発現と関連
を示したSNPsについて残りの16名の遺伝子型を決定し、GWAS対象の56名をstudy群、別個対象の16名をtest群として、
SNPsの遺伝情報を用いて機械学習を行い、最も正解率が高くなるSNPsおよびアルゴリズムを検討した。【結果・考察】ビンク
リスチン投与による各副作用発現に対するGWASの結果、末梢神経障害とは3遺伝子座、便秘とは6遺伝子座、脱毛とは3遺
伝子座、FNとは1遺伝子座、食欲低下とは2遺伝子座が有意確率P＜10-4を満たした。次に、ビンクリスチンによる代表的な
副作用である末梢神経障害を対象として予測モデルの構築を目指した。関連を示した3遺伝子座上のtop SNPs（rs7683303、
rs7126100、rs2076549）を用いて機械学習を行った結果、rs7683303、rs2076549を用いたNaive Bayes、Neural 
Networkが最も高い正解率(93.8%)を示した。以上より遺伝情報を用いた機械学習は、ビンクリスチン投与による副作用発現
の予測が可能であることが示された。
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O-103	 	左室駆出率が低下した心不全患者（HFrEF ）における入院期間に影響を与え
る因子の探索

松山大学　薬学部　医療薬学科1）、松山市民病院　薬剤部2）

○ 山林　快1）、小田　真司2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、大塚　尚2）

【目的】生活習慣病の増加に伴い、我が国の心不全罹患者数は年々増加傾向にある。また、罹患者数の増加と共に、高齢化社
会を背景とした入院費を含む医療費の増大も大きな社会問題となっている。本研究は、左室駆出率（LVEF）が４０％未満に低
下した心不全患者であるHFrEF患者において、入院期間に影響を与える因子を探索することで、入院期間短縮に寄与し、より
適切な薬物治療を行うことを目的とする。加えてHFrEF患者に第一選択薬であるRAS系の薬剤導入の有無を調べ、その結果
から薬剤師として介入できる事柄を探索する。【方法】　松山市民病院において左室駆出率が４０％以下に低下した心不全患者

（HFrEF）を対象に、患者基本情報および血液検査結果などをレトロスペクティブに調査した。調査結果から単変量解析を実施
し、抽出した因子を用いて多重共線性が認められない事を確認した上で、多変量ロジスティク回帰分析を実施した。また、有意
水準はP＜0.05とした。　さらに、患者カルテ電子端末の服薬指導記録より、ACEiおよびARBが導入されていない患者にて、
非導入である理由について情報収集を実施した。本研究は松山市民病院医学・臨床研究倫理審査委員会の承認を得て実施さ
れた。【結果および考察】　HFrEF患者において、「ACEi/ARB導入無し」　「白血球数高値」　「抗菌薬使用あり」の因子が
入院期間を長期化させる予測因子・危険因子であることが示唆された。心不全ガイドラインにおいてACEi/ARBが第一選択薬
として定められているなか、ACEi/ARBが導入できていない患者については、患者の検査値・併用薬などを考慮しながら、禁忌
等がない場合は少量からでも医師に処方提案を行うことが薬剤師として介入できる点であると考えられる。また、抗菌薬使用は
入院期間長期化の因子であることから、感染症の予防および治療に留意することが重要である。

O-104	 	医療用サプリメントアバンドTMに含まれるHMBの乳癌細胞に対する効果
福山大学　薬学部　薬学科1）、海上自衛隊薬剤2）、愛媛県庁保健福祉環境部3）、徳山中央病院薬剤部4）

○ 岡田　彩香1）、田邊　静香1,2）、紺田　真希1,3）、菅　香理1,4）、藤井　朋保1）、志摩　亜季保1）、 
上敷領　淳1）、森田　哲生1）

【目的】
医療用サプリメントのアバンドは、褥瘡等の創傷改善に極めて有用である。その主成分はロイシン(Leu)の代謝産物である
HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)とアルギニン(Arg)及びグルタミン(Gln)である。中でもHMBの体タンパク質の合成促進
や分解抑制等の生理作用が注目されている。
本研究室においても、HMBの肝タンパク質合成作用が見出されている。しかし、HMBの癌細胞に対する作用の詳細は不明な
点が多い。
そこで今回、マウス乳癌FM3A細胞を用い、その増殖に対するHMBの効果について検討した。

【方法】
マウス乳癌FM3A細胞をRPMI1640培地中、各種薬剤存在下37℃、5％CO2下で3日間培養後、細胞数を測定した。

【結果・考察】
本乳癌細胞はHMB存在下、その濃度の増加に伴って、細胞増殖の促進が認められた。しかしHMB生成の出発原料である
Leuの添加では、細胞増殖はむしろ抑制された。また、HMBとLeuを共存させると、HMBの細胞増殖促進作用は減退した。
一方、他の分岐鎖アミノ酸のイソロイシン(Ile)やバリン(Val)では、各々細胞増殖の促進作用を有し、HMBとの共存によってほ
ぼ相加的に作用の増強が認められた。
また、アバンドに含まれるArgやGlnも各々癌細胞の増殖を促進したが、HMBとGlnとの共存によってその作用は亢進されたが、
Argとの共存ではむしろ抑制された。
さらに、HMBによる細胞増殖促進作用は、5-フルオロウラシル（5-FU）によって抑制され、5-FUの作用は減弱しなかった。
すなわち、アバンド等のアミノ酸含有栄養剤の適用は十分慎重に投与する必要性が示唆された。

【謝辞】
本研究の施行に当たり、多大な御協力頂いた教育医学研究所(広島市)並びに安浦病院(呉市)理事長 西本 慶次 先生に深謝
致します。
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O-105	 	精神科分野におけるリフィル処方箋導入の可能性
ベル薬局
○ 沖本　祥平、中平　真理子、上田　真弓、大久保　紗世子、淡路　一真、高橋　里奈

【目的】現在、政府は『骨太の方針２０２１』に示されたように、社会保障分野の歳出効率化のために一定期間内の処方箋を繰り
返し利用できるいわゆるリフィル処方箋の導入の検討をしている。実際に導入されるのは糖尿病、高血圧、脂質異常症などの
症状が安定した慢性疾患患者の処方箋が対象になることが考えられるが、精神科分野においても長期処方で容体が安定してい
る患者も多い。そこで調剤薬局で受け付けた精神科の処方箋の変更割合の調査を通して、精神科分野におけるリフィル処方箋
導入の可能性について検討した。【方法】当グループ薬局において調査期間中に受け付けた処方箋のうち、精神科で28日分以
上の内服薬が処方されている患者を解析対象とした。3カ月以上「処方変更がない」患者を抽出し、その処方内容の変更がな
い期間を１２カ月間遡って調査した。同時に定期薬の変更はないが、頓服薬、外用薬の有無の変更があった場合も調査した。【結
果】６５５人中、３カ月以上処方変更がなかったのは３０４人（４６．４％）。３０４人を母数として、１２カ月間遡って追跡を行い、１回の
投与期間と処方変更がない期間に分類し、Table.1にまとめた。処方変更なしとして扱ったが、実際には頓服薬の有無の処方
変更があったケースが９０人（２９．６％）、外用薬の有無の処方変更があったケースは２９人（９．５％）であった。【考察】全体で１２カ
月以上処方変更のないケースは５７．２％にも上っていた。副作用の発現状況や患者状態に十分に注意をすれば、リフィル処方箋
で対応できるケースも多くあることが推察される。

O-106	 	高血圧症、糖尿病、脂質異常症におけるリフィル処方箋の可能性の検討
有限会社　ベル企画
○ 浜田　将輝、大石　仁美、山本　喜代志、中平　真理子、大久保　紗世子

【目的】骨太の方針2021に、一定期間内に処方箋を反復利用できる方策の検討が示された。反復利用できる処方箋、いわゆる
リフィル処方箋が導入された場合、薬剤師が担う責任は更に大きいものになると考えられる。導入に備え現状を把握するために、
リフィル処方箋になり得る処方箋がどの位存在するのか調査を行った。

【方法】2020/4/1～2021/3/31の間に当グループ薬局3店舗に来局した患者からランダムに300人選択した。その中からリフィ
ル処方箋になり得る症状が安定した慢性疾患である高血圧症、糖尿病、脂質異常症いずれかの処方が含まれ、最新の処方から
遡った過去6か月の期間内でDo処方の患者を対象とした。Do処方の抽出は、定期内服薬のみに限り、頓服薬、臨時薬は除い
た。また日数のみの変更はDo処方とみなした。

【結果】表1に各店舗と全体の結果を示す。Do処方の割合は各店舗でばらついた。3店舗の中ではB店が41.03%と突出して
割合が高く、C店が3.15%と一番低い結果となった。またA店は、ランダムに抽出した134人中30人が内科であった。内科の
みでは、Do処方の割合は70%であった。

【考察】ガン等の高度機能を有する総合病院近隣のA店ではリフィル処方になり得る処方が非常に少ないため、3店舗合わせる
とリフィル処方箋になり得ると考えられる処方箋の割合は13.67%という結果であったが、地域密着型のA店とB店では高血圧症、
糖尿病、脂質異常症の処方が多く、内科のみで見た場合、リフィル処方箋になり得ると思われる処方の割合が高いことが分かっ
た。我々薬剤師もこれらに対応すべく薬学的判断能力を養っていく必要があると考えられる。
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O-107	 	肺胞上皮細胞A549におけるアベマシクリブ誘発性上皮間葉転換機構の解明
広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 吉盛　智世1）、二木　空人2）、湯元　良子2）、川見　昌史2）、高野　幹久2）

【目的】アベマシクリブ(ABM)は、抗がん剤として臨床で汎用されているが、副作用として肺線維症などの重篤な肺疾患を誘発
するためFDAや本邦の規制当局からも注意喚起されている。一方、肺線維症の発症には、肺胞上皮細胞から筋線維芽細胞へ
の形質転換（EMT）が関与することが明らかになっており、当研究室では既に、ブレオマイシンやメトトレキサートなどの肺障害
性抗がん剤が培養肺胞上皮細胞A549においてEMTを誘発することを報告してきた。しかしながら、ABMによるEMT誘発に
関する情報は乏しいのが現状である。そこで本検討では、ヒト培養肺胞上皮細胞であるA549を用いて、ABMがEMTを誘発す
るか否かについて検討を行った。さらに、ABMの薬理効果との関連性、すなわちABMが薬効を示す濃度においてEMTを誘発
する可能性についても考察を行った。【方法】A549細胞は、種々の濃度のABMによって基本的に24時間処置した。細胞の形
態およびEMTの指標であるα-smooth muscle actin (SMA)のmRNA発現は、位相差顕微鏡とreal-time PCR法によって
それぞれ解析した。タンパク質の発現はwestern blot法によって解析した。【結果・考察】0.1-0.6 μMのABMで処置したとこ
ろ、濃度依存的な細胞の形態変化、および上皮系マーカー遺伝子E-cadherinの発現減少と間葉系マーカー遺伝子α-SMAの
mRNAおよびタンパク質発現の上昇が認められた。従って、ABMはA549細胞においてEMTを誘発することが示された。また、
0.6 μMのABMによって、ABMの標的であるRbタンパク質のリン酸化が抑制されたことから、ABMは薬効を示す濃度におい
てEMTを誘発する可能性が示された。さらに、ABMによるEMT誘発に関与するシグナル伝達経路を特定するため、種々のシ
グナル経路に対する阻害剤を用いて、ABMによる細胞形態変化への影響を検討した。その結果、Akt阻害剤がABMによる細
胞形態変化を抑制したことから、Aktに着目した。興味深いことに、ABMは1時間という極めて早い時間でAktのリン酸化を亢
進し、その後Aktのリン酸化はコントロールレベルにまで低下した。さらに、Akt阻害剤によって、ABMによるα-SMAのmRNA
およびタンパク質発現が減少したことから、ABMによるEMTの誘発にはAkt経路が関与する可能性が示唆された。これらの結
果は、ABMによる肺障害誘発機構解明のための有用な基礎的知見と考える。

O-108	 	ニコチンによるPC12細胞の神経突起伸縮メカニズムの解明
松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学1）、松山大学大学院　医療薬学研究科　臨床薬学2）

○ 赤松　竜典1）、百合田　夢1）、内田　真美2）、武智　研志2）、柴田　和彦1）、高取　真吾2）

【目的】これまでに我々は、3 μM及び30 mMニコチンがそれぞれPC12細胞のα7 及びα3β4 nAChR を介して神経突起伸
縮を調節することを明かにしてきた。本研究では、PC12細胞の神経突起伸縮に及ぼすニコチンの詳細なメカニズム解明及び
細胞毒性に及ぼす影響を明らかとすることを目的とし、以下の検討を行った。【方法】96穴プレートにPC12細胞（1×103 cells/
well）を播種し、5 ％ FBSおよび10 ％ HSを含むRPMI1640培地で24時間培養後、0.3、3 μM及び30 mMニコチンまた
は各濃度ニコチン溶液と同等のpHに調整した培地で2日間培養した。細胞毒性や生存細胞数は、 Cytotoxicity LDH Assay 
Kit-WST及びCountess II®自動セルカウンターを用いて評価した。また、3 μMニコチンとExtracellular signal-Regulated 
Kinase, ERK1/2阻害薬SCH772984（10 μM）もしくは adenylyl cyclase, AC阻害薬SQ22536（500 μM）を含む同培地
で培養後、神経突起伸縮を測定した。【結果】0.3 μM、3 μM及び30 mMニコチン処置は、濃度依存的かつ有意に生存細胞
数を減少した。しかし、3 μMニコチン単独処置及び100 nM α-bungarotoxin（Bgtx）併用処置による細胞毒性は、いずれの
場合も認められなかった。30 mMニコチン溶液及び同様のpHに調整した培地を用いて検討した結果、コントロール群と比べて
いずれの生存細胞数も有意に減少しており、ニコチン処置ではより強力に低下した。さらに、3 μMニコチンによる著明な神経
突起伸長作用は、100 nM α- Bgtx及び10 μM SCH772984によりコントロールレベルまで有意に抑制された。しかし、500 
μM SQ22536では、変化が認められなかった。【考察】3 μM ニコチンは細胞毒性に影響を与えることなく、α7 nAChR及び 
ERK1/2を介して神経突起伸長作用を示すこと、また、30 mM ニコチンによる細胞数低下は、ニコチンによる直接的作用及び
pH低下が関与していることが明らかとなった。
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O-109	 	ヒト肺胞上皮A549/ABCA3細胞におけるmiR-34aによる上皮間葉転換機構
の解明

広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 赤井　美月1）、竹中　慎之介2）、川見　昌史2）、湯元　良子2）、高野　幹久2）

【目的】近年、抗がん剤など多岐にわたる薬物が副作用として薬剤性肺障害を起こすことが知られている。我々はこれまで、主
に抗がん剤による薬剤性肺障害の重症化の原因として、肺胞上皮細胞の上皮間葉転換（EMT; epithelial-mesenchymal 
transition）が重要であることやその機構の一部にmicroRNAであるmiR-34aが関与することを報告してきた。しかしながら、
様々な組織でmiR-34aがEMTに対する正あるいは負の制御を行うとの報告が混在しているのが現状であり、肺胞上皮におけ
るEMTに対するmiR-34aの直接的な影響を評価する必要がある。そこで本研究では、ヒト由来肺胞上皮2型細胞モデルとし
て樹立したA549/ABCA3細胞にmiR-34aのmimicを導入することによって変動する細胞形質について検討を行い、さらにそ
れら変動に関与する細胞内シグナル伝達経路についても解析した。【方法】A549/ABCA3細胞は、ヒト由来肺胞上皮細胞株で
あるA549にヒトABCA3遺伝子を導入することによって樹立した。また、mRNA発現はreal-time PCR法、タンパク質発現は
western blot法を用いて解析した。【結果・考察】まず典型的なEMT誘発因子であるtransforming growth factor (TGF)-
β1のシグナル伝達経路との関係について検討を行ったところ、miR-34a mimicの導入によって、TGFレセプター下流の
SMAD2のリン酸化の亢進が認められた。さらに、SMAD経路阻害剤であるSB431542によってmiR-34aによるEMTマーカー
α-smooth muscle actin (SMA)のmRNAおよびタンパク質発現の増加が抑制された。また、種々のシグナル伝達経路阻害
剤によるスクリーニングを行ったところ、Akt阻害剤がmiR-34a mimicによる細胞の形態変化を抑制した。そこで、Akt経路に
着目して検討を進めたところ、miR-34aによってAktのリン酸化の亢進が認められた。さらに、Akt阻害剤によってmiR-34aに
よるα-SMAのmRNAおよびタンパク質発現の増加が抑制された。以上の結果から、肺胞上皮においてmiR-34aが誘発する
EMTにはSMAD経路およびAkt経路が関与する可能性が示唆された。

O-110	 	ヒト肺胞上皮細胞の上皮間葉転換に対する終末糖化産物および高濃度グル
コースの影響

広島大学　薬学部　薬科学科1）、広島大学大学院　医系科学研究科2）

○ 竹内　裕孝1）、泉　美穂2）、川見　昌史2）、湯元　良子2）、高野　幹久2）

【目的】糖尿病患者では肺線維症を含め、様々な合併症の発症リスクが高まることが報告されているが、糖尿病患者における
肺線維症の発症機構の詳細は不明である。糖尿病患者では血中グルコース濃度およびタンパク質の糖化によって生じる終末
糖化産物（AGEs）濃度が高いことが報告されているが、肺の線維化との関連性についての情報は少ない。そこで、本研究で
は、線維化に関与している上皮間葉転換（EMT)の評価に有用なヒト培養肺胞上皮細胞A549/ABCA3細胞を用いて、AGEs
および高濃度グルコースによるEMTの誘発について検討した。【方法】A549/ABCA3細胞を生体内でグルコースの自動酸化
により生成されるグリオキサール（1～5 mM）で72 hr処置した。また、細胞を通常培地（5.6 mMグルコース含有）あるいは
高濃度グルコース培地（50mMグルコース含有）で96 hr培養した。細胞内における各種mRNAやタンパク質の発現は、それ
ぞれreal-time PCR法およびwestern blot法を用いて評価した。【結果・考察】A549/ABCA3細胞をグリオキサールで処置
したところ、上皮系マーカーのmRNA発現が有意に減少し、間葉系マーカーのmRNA発現が有意に増加した。また細胞内の
carboxymethyl lysine (CML)タンパク質（AGEsの一種)の量も増加した。また、グリオキサール処置した牛胎児血清で細胞
を処置したところ、間葉系マーカーのmRNA発現が有意に増加した。次にA549/ABCA3細胞を高濃度グルコース含有培地
で培養したところ、通常培地に比べ、上皮系マーカーのmRNA発現は有意に減少し、間葉系マーカーのmRNA発現は増加し
た。さらに細胞内のCMLタンパク質も高濃度グルコースによって増加した。従って、A549/ABCA3細胞において、AGEsおよ
び高濃度グルコースによってEMTが誘発されることが明らかとなった。一方、高濃度グルコースによって上昇したconnective 
tissue growth factor (CTGF、間葉系マーカー) のmRNA発現はSB431542（TGF-βtype I受容体阻害剤）によって有
意に抑制され、さらに高濃度グルコースによって亢進したSmad2のリン酸化（TGF-βシグナル経路の主要な転写因子）も
SB431542によって抑制された。従って、ヒト肺胞上皮細胞において、高濃度グルコースによる線維化の誘発にTGF-β/Smad
経路が関与している可能性が示唆された。
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O-111	 	心臓血管外科術後の抗血栓療法プロトコール作成に向けての処方調査
高知医療センター
○ 宮本　千晴、山崎　好恵、森田　有香、西川　祐貴、門口　直仁、田中　広大、公文　登代、 

段松　雅弘、田中　聡

【目的】人工弁置換術や冠動脈バイパス術等の心臓血管外科手術において、術後血栓塞栓症のリスクを減少させるために、抗
血栓療法が推奨されている。しかし、全てがガイドライン通りではなく、抗血栓療法の種類や期間等は患者背景や術式によって
異なることが多い。そのため今回、心臓血管外科手術後の抗血栓療法のプロトコールを作成することを目的に周術期の抗血栓
薬の処方内容を調査したので報告する。

【方法】2016年4月1日~2021年3月31日の5年間に、高知医療センター（以下、当院）において心臓血管外科手術を施行し
た予定入院患者を対象とした。対象術式は、大動脈弁置換術（以下、AVR）、冠動脈バイパス術（以下、CABG）、人工血管
置換術、ステントグラフト内挿術（以下、TEVAR・EVAR）で、手術前後14日間の抗血栓薬の処方内容について電子カルテを
用いて後方視的に調査を行った。

【結果】AVR 64名（術前抗血栓薬:なし43名、あり21名）では、術後は全例でワルファリンが使用されており、52名にアスピリ
ンが併用されていた。CABG 47名（術前抗血栓薬：なし16名、あり31名）では、術後は全例で抗血小板薬が使用されており、
39名にワルファリンが追加されていた。人工血管置換術158名（術前抗血栓薬:なし109名、あり49名）では、術後の抗血栓薬
の追加なしが92名、1剤以上の抗血栓薬の追加ありが66名であった。TEVAR・EVAR 102名（術前抗血栓薬:なし47名、あ
り55名）では、術後の抗血栓薬の追加なしが78名、1剤以上の抗血栓薬の追加ありが24名であった。

【考察】AVRは、当院ではガイドラインに準じたワルファリンの投与に加え、脳梗塞予防や予後改善のためにアスピリンを追加し
ている症例が多くみられた。CABGは、ガイドラインに準じて全例で抗血小板薬が使用されていた。しかし、手術後早期のみワ
ルファリンを追加する症例も多くみられた。人工血管置換術、TEVAR・EVARは、ガイドライン上で抗血栓薬は不要であり、当
院でも術後に抗血栓薬を使用しない症例もみられたが、患者背景や既往歴等によって抗血栓薬が追加となる症例も多いことが分
かった。今後、薬剤師が心臓血管外科術後の抗血栓療法に積極的に関わり医師と協働でプロトコールを作成する上で有益な情
報となった。

O-112	 	モルヒネ塩酸塩投与中の末期心不全患者において自宅退院を可能とした1例
心臓病センター榊原病院　薬剤部
○ 廣井　円香、上田　明穂、宇野　隆彦、浦上　悠、奥村　佳史、森田　孝子

【背景】
心不全末期では、呼吸苦など自覚症状改善のためにモルヒネ製剤を使用するが、在宅での使用報告は少ない。今回、末期
心不全患者においてモルヒネ製剤の投与経路を持続静注から内服への変更により自宅退院を可能とし、患者のQuality of 
Life(QOL)を改善した1例を経験したため報告する。

【症例・経過】
69歳男性、末期心不全(NYHA分類IV、StageD)。急性腎不全を契機とした心不全増悪にて入院(Day1)となり、持続的血
液濾過透析や薬物療法を中心に治療を実施したが改善されなかった。呼吸苦の訴えもあったため、Day65にモルヒネ塩酸塩の
持続静注を2.5mg/dayで開始した。開始後21日間かけて増量し、24～28mg/dayで自覚症状の軽減効果が見られ、全身状
態も改善した。患者や家族の希望は自宅退院だったが、在宅でのモルヒネ塩酸塩持続静注の継続は取り扱いの観点から困難と
考えた。患者は内服が可能な状態であったため持続静注から内服薬への変更を多職種で検討した。Day108より腎機能障害を
考慮し、モルヒネ塩酸塩持続静注からモルヒネ塩酸塩錠40mg/dayの内服へ投与経路を変更した。変更後、自覚症状の悪化
はなかったが、副作用である消化器症状や便秘が出現し、対症療法を行った。便秘はオピオイド開始前よりコントロールに難渋
しており、ナルデメジン、センノシド等の複数の下剤を併用したが効果は乏しかった。呼吸苦の緩和コントロールは良好だったた
め便秘の改善を期待し、Day123にモルヒネ塩酸塩錠を30mg/dayへ減量した。その後、便秘は改善し、状態の悪化も見られ
なかったのでDay147に自宅退院となった。約1年間に2度の入退院はあったが、治療を継続することができた。

【考察】
末期心不全の主要な症状として呼吸苦があり、心不全治療の継続と苦痛緩和に対する治療を並行して行うことが重要となる。
一方、在宅でモルヒネ塩酸塩持続静注を継続するには、注射剤や機器の取扱いによる家族の負担が大きいことや患者の日常生
活動作が制約を受け、QOLの低下につながることが懸念される。本症例ではモルヒネ塩酸塩持続静注により症状が改善し、内
服可能な状態が確認できたためモルヒネ塩酸塩錠へ変更し、自宅退院が可能となった。末期心不全患者の苦痛緩和にモルヒネ
製剤を使用する場合、制限の多い持続静注ではなく、内服薬への剤形変更などの薬学的介入を行うことで心不全患者のQOL
を高めることができる症例であった。
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O-113	 	DPP4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP1受容体作動薬使用患者背景と経過につ
いての実態調査

松山大学　薬学部　生理化学研究室1）、済生会松山病院　薬剤部2）、済生会松山病院　内科3）、 
松山大学　薬学部　医薬情報解析学研究室4）

○ 三宅　由芳子1）、高垣　純子2）、小林　三和子1）、梅岡　二美3）、武智　研志4）、中村　真1）、町田　仁2）

【目的】
糖尿病治療の目的は、糖尿病に伴う合併症の発症と進展を阻止し、健康者と変わらないQOLを維持するとともに寿命を確保す
ることである。DPP4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP1受容体作動薬といった糖尿病治療薬には、血糖降下作用に加え、体重
減少、腎保護、心保護作用といったエビデンスもあり、合併症予防への貢献が期待されている。本研究では、これら３剤の実臨
床下の使用実態調査により大規模臨床試験と同様の結果が得られるかを検証することで、適切な治療薬の選択に貢献すること
を目的とした。

【方法】
済生会松山病院の入院・外来患者のうち、2018年4月1日から2020年3月31日の２年間にDPP4阻害薬、SGLT2阻害薬、
GLP1受容体作動薬を新規導入し、各種検査値の推移を6か月間追跡可能な155名の2型糖尿病患者を調査対象とした。患者
背景は、性別、年齢、身長、体重、BMI、HbA1c、eGFR、HDL、LDL、TG、AST、ALT、収縮期および拡張期血圧、腎
症および心不全の有無、併用薬（降圧薬、インスリン製剤を除く糖尿病治療薬）を調査項目とし、後方視的にカルテ調査した。
対象糖尿病薬使用開始後6か月間の、体重、HbA1c、eGFR、また参考値として診察時の収縮期および拡張期血圧について
平均変化量を求めた。

【結果及び考察】
対象薬導入時はいずれの患者も肥満、高血圧の傾向にあり、慢性疾患に繋がる測定値が高かった。対象薬導入時の測定値を
ベースラインとし、3か月後、6か月後の変化量を解析した結果、SGLT2阻害薬使用6か月後には体重は初回導入時から2.25kg
減少（p＜0.001）し、血圧は4.87mmHgの低下（p＜0.01）が見られた。さらに、DPP４使用患者のeGFRは初回導入時から6
か月後には7.34 mL/min/1.73m2（p＜0.001）低下したのに対し、SGLT2阻害薬またはGLP1受容体作動薬使用患者はその
値を維持していたことから、肥満・血圧高値・腎機能低下症例に適していると考えられる。一方、経口血糖降下薬およびGLP１
受容体作動薬の併用がない単剤使用者で６か月間の成績についても解析を行った結果、SGLT2阻害薬使用群では有意な血圧
低下が見られなかった。この結果より、併用薬使用による血糖管理が血圧上昇抑制に貢献したとも考えられる。SGLT2阻害薬、
GLP1受容体作動薬を使用した成績より、肥満・腎機能低下症例に適していると示唆されるが、対象薬を継続使用した患者が良
好な検査値の維持・改善をし得るかについては、今後長期的に追跡していく必要がある。

O-114	 	閉鎖式薬物輸送システム装着時に生じるコアリング発生頻度の調製補助器具
使用有無による影響	

広島大学病院　薬剤部
○ 二井屋田　美樹、寺谷　祐亮、本永　正矩、佐伯　康之、松尾　裕彰

【目的】広島大学病院において、我々は閉鎖式薬物輸送システム装着時にバイアル内へのゴム片の混入（コアリング）を経験し、
製品間での発生頻度が異なる印象を持った。本研究では、エンドキサン500mg;塩野義製薬（CPA）とハーセプチン60/150;
中外製薬（HER60/HER150）へのプロテクタ装着時に補助器具の使用がコアリングの発生に与える影響を明らかにする。

【方法】CPA、HER60、HER150に対するプロテクタ装着時のコアリング発生割合を目視にて、実施者は調製歴0、2、4年目
各1名の合計3名、期間は2020年8月4日から2021年5月31日に実臨床において調査した。コアリングの発生を目的変数、薬
剤、実施者を説明変数として装着補助器具使用の有無で層別化の上、ロジスティック回帰分析を実施した。統計学的な有意水
準は5％とし、コアリング発生頻度（割合[95％信頼区間]）を併記した。 

【結果】実施者間でコアリングの発生頻度に有意な差は認められなかった。コアリング発生頻度はCPAで46/325(14.2%[10.4-
17.9])、HER150で12/91(13.2%[ 6.2-20.1])、HER60で4/66(6.1%[0.3-11.8])であった。
　装着補助器具の使用有無によるコアリング発生頻度はCPAで使用有：33/211(15.6%[ 10.7-20.5])に対して、使用無：
13/114例(11.4%[5.6-17.2])、HER150で使用有：9/72(12.5%[4.5-20.1])に対して、使用無：3/19(15.8%[-0.6-32.2 ])、
HER60で使用有：1/43(2.3%[ -2.2-6.8])に対して、使用無：3/23(13.0%[-0.7-26.8])であった。ロジスティク回帰分析の結
果、装着補助器具使用時、CPAに対してHER60が、コアリングが発生しにくかった（調整オッズ比[95％CI]：0.13 [0.05-0.98]）。
HER60において装着補助器具の使用によってコアリング発生頻度が低くなる可能性が示された(カイ2乗検定, p=0.08) 。 

【考察】プロテクタ装着補助器具の使用によるコアリング発生頻度への影響は認められなかった。HER60において、解析対象
数が不十分であるために有意な差は認められなかったものの、器具の使用によりコアリング発生頻度が低くなる可能性がある。
この製品は今回検討した他の2製品と比べてバイアルサイズが小さいという特徴がある。バイアルサイズの小さい製品は装着補
助器具の使用によってコアリング発生頻度が低下する可能性がある。今回の調査は抗がん薬バイアルにプロテクタを装着する
際のコアリング発生頻度であり、調製から投与に至る前までの検討を行う必要がある。
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O-115	 	肝細胞癌2次治療以降のアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法における有
害事象の解析

広島大学病院　薬剤部
○ 吉岡　寛美、櫻下　弘志、板村　亮、本永　正矩、佐伯　康之、松尾　裕彰

【目的】切除不能な肝細胞癌（以下、HCC）の1次治療を対象とした第III相臨床試験IMbrave150試験の結果により、アテゾ
リズマブ・ベバシズマブ併用療法（以下、AB療法）が2020年9月にHCCに対して承認された。IMbrave150試験の有害事象
として、高血圧・蛋白尿・疲労等が報告されているが、日本人のデータは61人と限られている。さらにHCCに対する免疫チェッ
クポイント阻害剤は初承認であり、実臨床における有害事象の報告はない。本研究では、当院のHCC患者の2次治療以降の
AB療法における有害事象の発現状況を明らかにする。【方法】2020年10月～2021年6月に当院でHCCの2次治療以降に
AB療法を実施した27例を対象とした。AB療法の患者背景および有害事象（Common Terminology Criteria for Adverse 
Events ｖ5.0）の発現状況について、診療録を使用して後方視的に調査を行い、評価した。【結果】年齢中央値（最小値-最大
値）は72歳（47-87歳）、性別は男性23例、女性4例、ECOG PSは０が70％、1が26％、2が4％であった。AB療法の各治療
ラインの占める割合は、各々63%（2次治療）、11%（3次治療）および26%（4次治療以降）であった。前治療はレンバチニブ
100％、ソラフェニブ33％、レゴラフェニブ22％、ラムシルマブ15％であった。AB療法施行中に認められたGrade2以上の有
害事象の発現率は、高血圧48％、倦怠感44％、食欲不振41％、疲労37％、掻痒感37％、貧血37％、浮腫30％、AST上昇
26％等であった。その他、免疫関連有害事象による肝機能障害が5例発現していた。発現時期の中央値（最小値-最大値）は
2.4コース（1-5コース）であった。【考察】今回の調査では、1次治療を対象としたIMbrave150試験と比較して、2次治療以降
では高血圧や倦怠感、食欲不振、AST上昇等の有害事象の発生頻度に増加傾向がみられた。この要因の1つとしては、前治
療の血管新生阻害薬やマルチキナーゼ阻害薬による有害事象の遷延があると考えられる。また原疾患の進行により全身状態が
悪化している可能性、肝機能が低下している可能性が考えられた。2次治療以降にAB療法を実施する場合は、有害事象の発
生頻度が上昇する可能性があるため、検査値や患者の訴えを慎重にモニタリングする必要がある。

O-116	 	免疫関連有害事象に対する保険適応外医薬品の使用体制の構築
鳥取大学　医学部　附属病院
○ 足立　美菜子、秦　英司、吉澤　季里子、金田　達也、島田　美樹

【目的】免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象（以下irAE）において、ステロイド治療の反応性が不十分である場
合に保険適応外の医薬品を使用することがある。鳥取大学医学部附属病院（以下当院）において、適応外医薬品を使用する際
には未承認新規医薬品・医療機器評価委員会（以下、評価委員会）の承認を得る必要があるが、irAEは急な経過をたどること
もあるため、審査に時間を要すると治療開始の遅れから致命的になるケースや、使用を急ぐあまり安全性や適格性に関する議論
が不十分なまま実施される可能性があった。そこで、irAEに対する適応外医薬品の迅速な治療の実施および適格性・使用状況
の把握を目的にその使用体制を構築したので報告する。

【方法】当院irAE対策チーム（以下、対策チーム）より各診療科へ、irAE対応で使用する可能性のある保険適応外医薬品とそ
の標準的な用法用量のアンケート調査を行った。調査結果をもとに対策チームの薬剤師が各医薬品に対する文献・ガイドライン
等の確認および当院の書式に沿って適応外使用申請書・患者同意書を作成した。また、irAEの治療における院内手順を整備した。

【結果】irAE 11症状に対して延べ12種の医薬品を評価委員会に申請し、承認を得た。タクロリムスのように内服と注射で投与
量の異なるものもあり、リスクマネジメントの観点から用法用量の一覧表を別途作成した。医薬品ごとに作成した患者同意書は、
電子カルテから出力できるようにした。主治医は使用前に対策チームへの報告を行う運用とした。報告された症例は対策チーム
のカンファレンスで共有され、使用の妥当性や有効性、有害事象について経過を追い、必要であれば主治医に助言を行う体制と
した。保険適応外の医薬品使用状況の報告は、定期的に対策チームから評価委員会へ行うこととした。2020年10月より本運
用が開始となり、2021年5月現在3症例において保険適応外医薬品が使用された。

【考察】irAE発生時に使用する保険適応外医薬品の評価委員会での一括承認により、ステロイド不応時の適切な医薬品の選択
と迅速な治療開始が可能となった。免疫チェックポイント阻害薬の癌腫適応が拡大されるなか、irAE治療のための保険適応外
医薬品の院内の使用体制整備に薬剤師が介入することは、エビデンスや用法用量の確認など安全性の確保において有用である
と考える。
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O-117	 	連携文書とトレーシングレポート解析による外来化学療法における薬薬連携
の現状と課題

広島大学病院　薬剤部
○ 國澤　敦史、本永　正矩、三好　真希子、寺谷　祐亮、櫻下　弘志、大東　敏和、佐伯　康之、 

松尾　裕彰

【背景と目的】2020年4月より広島大学病院（当院）薬剤部は、外来にてがん薬物療法を受ける患者の治療内容、副作用発現
に関する事象等を記載した連携文書を保険薬局薬剤師へ提供している。本研究では、連携文書に対するトレーシングレポート(TR)
の返信率ならびに内容を解析し、連携文書を介した薬薬連携の現状、問題点を明らかにすることを目的とする。【方法】2020年
4月～2021年5月までに交付した連携文書、それに対するTRの件数、およびTRの内容について有害事象をCTCAEv5.0によ
る副作用評価（Grade）した件数、保険薬局での副作用に関する指導内容、フォローアップ方法、処方提案等を調査した。処
方提案の受諾状況は処方の有無をカルテにて確認した。【結果】全期間において連携文書は852件、TRは263件、返信率は
30.9％であった。研修会開始前の2020年度4-5月の返信率は0件、2021年度は122件(51.6%)であった。TRの内容につい
て、Grade評価している件数は134件であった。保険薬局薬剤師による注射抗がん薬の副作用に関する生活指導は62件であっ
た。具体的には、オキサリプラチンによる冷感刺激回避に関する指導、ベバシズマブ投与中の定期的な血圧測定に関する指導
であった。保険薬局薬剤師が積極的に実施したテレフォンフォロー件数は101件であった。処方提案は9件あり、そのうち7件の
支持療法に関する処方提案が承諾されていた。内訳は末梢神経障害に対する鎮痛補助薬1件、手足症候群に対する外用剤1件、
消化器症状に対する制吐剤・止瀉薬2件、味覚障害に対する亜鉛製剤１件、口内炎に対する外用剤１件、発熱に対する解熱鎮
痛剤1件であった。【考察】研修会等を通して連携文書を用いた連携が広く認知されてきていることにより、返信率が前年度と比
較して高くなったと考える。また、保険薬局薬剤師による副作用予防に関する指導が62件あったことから、薬薬連携による安全
な医療提供が実施できつつあると考える。一方、提示された連携文書に対して約半分しかTRの返信がないことから、TRに関
する研修会の中でTR活用事例を紹介することや研修会の開催頻度を増やすことで連携をさらに促進していく必要がある。

O-118	 	当院における連携充実加算算定への取り組み
済生会松山病院　薬剤部
○ 眞田　真樹、大政　翔平、野間　崇志、町田　仁

【目的】2020年診療報酬改定にて算定可能となった外来化学療法加算（連携充実加算）について、当院でも算定をすべく準備
を進め、2020年6月より算定を開始することとなった。算定開始後1年を経過した時点での、活動状況と今後の課題について
報告する。

【方法】事前準備として、当院ホームページへ実施しているレジメン一覧を掲載、また薬薬連携の場において当院で実施している
レジメンに関する研修会を調剤薬局向けに実施した。算定当日は、外来ケモ室にて患者が投与中に調整を担当した薬剤師が副
作用について聴取、CTCAE　Ver５の基準にのっとってGradeを記録している。投与が終了するまでに、投与量、投与歴、副
作用状況、その他の薬学的情報を記載した文書を患者へお渡しするようにしている。また、お渡しした文章および調剤薬局から
の返信内容はスキャンしカルテへ保存し、主治医へフィードバックを行っている。

【結果】２０２０年６月～２０２１年５月までで実施された外来化学療法は74件、連携充実加算の算定件数38件であった。介入した
レジメンとしては、カペシタビン＋オキサリプラチン　19件、S-1＋オキサリプラチン＋トラスツズマブ６件、S-1＋オキサリプラチ
ン　４件、アバスチン＋パクリタキセル　４件、ゲムシタビン単剤　２件、ドセタキセル＋ステロイド、ベクティビックス単剤、イリノ
テカン単剤　が各１件である。調剤薬局からの返信は23件で、主に自宅での副作用発現状況、内服抗がん剤のコンプライアン
スについての報告となっている。実際の介入例として、カペシタビン＋オキサリプラチンで発生した嘔気に対する介入例と、副作
用聴取時に確認した、オピオイドによる便秘への対策に介入した2例について紹介する。

【考察】当院では外来化学療法の曜日が指定されており、予約状況を確認し準備を行うことで介入はスムーズに行うことが可能と
なった。一方抗がん剤を調整した薬剤師が調整後投与中に介入するため、件数が集中した日やゲムシタビンなど投与時間が短
いレジメンについては介入が困難になる場合が多い。事前の準備を含め、今後改善していく必要があると考える。
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O-119	 	がん化学療法における円滑な薬薬連携を目指して～県内保険調剤薬局薬剤師
のアンケート結果より～

四国がんセンター　薬剤部1）、住友別子病院　薬剤部2）、市立宇和島病院　薬局3）、 
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部4）、呉医療センター中国がんセンター　薬剤部5）、愛媛県病院薬剤師会6）、 
愛媛県薬剤師会7）、愛媛県がん診療連携拠点協議会 がんの集学的治療専門部会8）

○ 亀岡　春菜1,8）、矢野　琢也2,8）、竹内　信人3,8）、田中　守4）、松久　哲章5）、浅川　隆重6）、古川　清7）、
小池　恭正1）、青儀　健二郎8）

【目的】がん化学療法における薬薬連携を円滑に行うため、愛媛県がん診療連携拠点協議会に設置されている「がんの集学的治
療専門部会」において、愛媛県下の保険薬局を対象にアンケート調査を実施したので報告する。本部会が実施した2009年の同
様の調査(以下、前調査)と比較し、2009年から約10年間における変化を検証する。また、2020年度より、がん化学療法にお
いて「薬剤服用歴管理指導料　特定薬剤管理指導加算2」が新設されたため、愛媛県における現状と今後の課題も探索する。

【方法】愛媛県薬剤師会の会員保険薬局で勤務する薬剤師全員を対象に、Web形式のアンケート調査を実施した。調査期間は、
2020年9月26日～11月30日とした。質問事項は、回答者の性別・勤務年数、がん化学療法に対する積極性、がんに関する勉
強会の参加・興味等、前調査と同様の内容とした。また、管理薬剤師を対象に、特定薬剤管理指導加算2に関する項目を設けた。

【結果】本調査では534名の薬剤師より回答が得られた（回答率；31.0%）。保険薬局における服薬指導では、患者情報につい
て8割の薬剤師が不足を指摘していた。告知の有無、病名、治療方針等、いずれの項目においても詳細な情報提供が必要との
回答が、過半数（5割～7割）を占めていた。前調査では各項目3割～5割であり、その割合は増加していた。また、がんに関す
る勉強会への興味については前調査と同様、「とてもある」と「ややある」が8割を占めており、勉強会にて「がんの治療法」や「副
作用対処法」に関する情報を知りたいと回答する薬剤師は、全体の8割を占めていた。「がん患者の来局がある」と回答した管
理薬剤師のうち、特定薬剤管理指導加算2の取得は4分の1に留まっていた。同算定を取得できない理由として「医療機関との
連携不足」「レジメンの確認が困難」「情報、知識不足」等の意見が挙げられた。

【考察】診療報酬や調剤報酬の改定に伴い、薬剤師の業務は「対物業務から対人業務」への構造転換が求められており、保険
薬局においても患者の治療内容を把握した上での薬学的管理が必要とされている。本調査の結果、がん化学療法に関してより
一層の情報提供を求められていることが示唆された。前調査と同様、勉強会参加を希望する意見は多く、今後、円滑な薬薬連
携を行うためには、がん化学療法に関する医療機関からの情報提供の充実に加え、研修会を通じた知識の拡充が必要と考える。

O-120	 	脳転移等を有するオピオイド鎮痛薬使用患者においてナルデメジンが鎮痛作
用に及ぼす影響

松山大学　薬学部　医療薬学科1）、愛媛大学医学部附属病院薬剤部2）

○ 宇都宮　晴菜1）、飛鷹　範明2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、奈良　敏文1）、田中　守2）

【目的】近年、オピオイド誘発性便秘症に対して汎用されているナルデメジントシル酸塩（NALD）の医薬品リスク管理計画書
（RMP）において、安全性検討事項の重要な潜在的リスクに「オピオイドの鎮痛作用の減弱」に関する記載がある。また、添付
文書では特定の背景を有する患者に関する注意に「血液脳関門が機能していない又は機能不全が疑われる患者」においてオピ
オイドの鎮痛作用の減弱を起こすおそれがあると記載されている。そこで今回、脳腫瘍（転移性を含む）などを有するオピオイド
鎮痛薬使用患者においてNALDが鎮痛作用に及ぼす影響について調査した。

【方法】2017年2月1日～2020年2月29日までに愛媛大学医学部附属病院でNALDが処方され、かつ、血液脳関門が機能し
ていない又は機能不全が疑われるがん患者17名を対象に、性別、年齢、がん種、オピオイド鎮痛薬（薬品名、用量、レスキュー
薬の使用回数）、痛みの強さ（NRS）、下痢の有無等を電子カルテ（IBM）から後方視的に調査した。なお、NRSは中央値（最
小値&ndash;最大値）で記載した。統計解析は、エクセル統計（Stat Mate Ver.5、株式会社アトムス）を用いてWilcoxonの
符号付き順位検定を行い、p ＜ 0.05 を統計学的に有意とした。

【結果】対象患者17名中10名が脳腫瘍（転移性を含む）、7名が虚血性脳血管障害であった。がん種は肺がんが最も多く9名、
次いで胃がん2名、その他各1名の順であった。NALD服用前後のNRSを比較した結果、NALD服用前2.7（0–7.6）に比較し
て服用後2.5（0–6.4）と有意に低下した（p ＜ 0.05）。一方、NALD服用後にNRSが上昇した患者も17名中5名認められた。

【考察】本研究より、脳腫瘍（転移性を含む）などを有するオピオイド鎮痛薬使用患者においてNALDは鎮痛作用に影響する可
能性が低いことが推察された。なお、NALD服用後にNRSが低下した理由として鎮痛補助薬の開始、がん自体の治療の開始、
NALD開始に伴う排便状況の改善などが影響した可能性が考えられた。一方、既報告と同様、NALD服用後にNRSが上昇し
た症例も認められたことから、現状では十分に注意しながら使用することが必要と考えられた。今回、症例数が少なく、単施設
の後ろ向き研究であったことから、今後は多施設共同研究などを検討する予定である。
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O-121	 	オキサリプラチン誘発末梢神経障害に対するレニン・アンジオテンシン・アル
ドステロン系阻害薬の発症抑制作用機構の解明

松山大学大学院　医療薬学研究科　臨床薬学1）、 
九州大学大学院　薬学研究院　臨床育薬学分野・臨床薬学教育センター2）、 
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部3）、松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学4）

○ 内田　真美1）、川尻　雄大2）、飛鷹　範明3）、島添　隆雄2）、田中　守3）、武智　研志1）、柴田　和彦4）、
高取　真吾1）

【目的】これまでに我々は、多施設共同後方視的研究においてレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系阻害薬（RAASIs）が
急性および蓄積性L-OHP誘発末梢神経障害（OIPN）の発症をいずれも有意に抑制することを明らかにした。本研究では、in 
vitroおよびin vivo 評価系を用いて、OIPNに対するRAASIsの抑制作用とその作用機序について検討した。【方法】In vitro
評価系：96ウェルプレートにPC12細胞（1.0×103 cells/well）を播種して24時間培養後、100 ng/mL pro-NGF処置により
神経突起を伸長させた。Pro-NGF処置48時間後、10 μM L-OHPおよび各種RAASIs（1 and 10 μM）もしくは10 μMデュ
ロキセチンを含有する培地にて48時間培養後、神経突起伸長の変化を観察した。また、各種RAASIsの神経突起伸長作用に
対するERK1/2阻害薬SCH772984（1 μM）およびアデニル酸シクラーゼ（AC）阻害薬SQ22536（500 μM）の影響も検討した。
In vivo 評価系：6-7週齢のBALB/c雄性マウスに L-OHP （4 mg/kg, i.p. twice a week）を 3週間連続投与して、OIPNモ
デル動物を作製した。デュロキセチン（30 mg/kg）、各種 RAASIs（0.5-20 mg/kg）は、L-OHP 投与 1 週間前より経口投与
した。低温感覚異常および機械的アロディニアの発現は、それぞれアセトン噴霧試験およびvon Frey 試験により評価した。【結
果】In vitro 評価系：10 μM L-OHPは神経突起伸長を有意に抑制したが、各種RAASIs処置によりいずれも著明に改善した。
また、カンデサルタンおよびエナラプリル（いずれも10 μM）による神経突起伸長は、SCH772984およびSQ22536により有意
に抑制された。In vivo 評価系：L-OHP 投与は、著明な低温感覚異常および機械的アロディニアを誘発したが、デュロキセチ
ンおよび各種RAASIsは、いずれも上記の両反応を有意に抑制した。【考察】カンデサルタンおよびエナラプリルによるOIPN発
症抑制機構の一部にERK1/2およびACの活性化が関与している事が示唆された。

O-122	 	地域全体で取り組む高齢者のポリファーマシー対策
木原病院　薬局
○ 辻田　健造

【目的】現在、我が国では、超高齢化と人口減少が確実に進んでおり、2055年には75歳以上の高齢者の占める割合が26.1%
になり、人口は9100万人と1億人を下回ることが予想されている。要介護認定者数も右肩上がりに増加し、介護の負担も並行
して増加していく。
高齢者におけるポリファーマシーが問題になっており、患者にとって有益でない薬を減らす事で、適切な薬物療法を実現する事
が重要である。
当院における高齢者ポリファーマシーの現状を把握し、薬剤師の介入でポリファーマシー対策の問題点について考察する。

【方法】当院入院中の高齢患者と併設の介護保健施設の入所者において、服薬している薬剤の種類を調べ検証する。
　薬剤の種類を減らし、週1回製剤の活用で服用回数を抑える。更に適切な薬剤の選択により、退院後のフォローアップについ
て検討する。

【結果】2021年4月現在、入院患者、老人保健施設共に高齢者の6種類以上の投薬は33%と同じ傾向であった。
2年前の老人保健施設入所者は14%であったため、現在はポリファーマシーが進んでいると考えられる。
週1回のDPP-4阻害剤の切り替えについては、服用錠数と回数が減り、患者、介護者、調剤者も負担が減るメリットがあった。
また、全体的に服用種類数も減少する相乗効果が表れた。

【考察】ポリファーマシー対策についての問題点はポリファーマシー対策後、他施設で治療する場合のフォローアップであり、処
方減薬等の対策が伝わらず、元の処方に戻ることもあり、他施設と連携する必要がある。
急性期から回復期リハビリや地域包括ケアを経て、在宅や療養病床、その他の施設等に退院していく過程で、ポリファーマシー
対策を継続するために、診療情報提供書や看護サマリーにも明確に記載する。更に、お薬手帳を活用してゆき、ポリファーマシー
対策シールを各医療機関に配布し、地域全体で取り組んでいきたいと考える。
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O-123	 	中小病院における院内フォーミュラリ導入とその効果の検討
岡山赤十字病院玉野分院　薬剤課1）、岡山赤十字病院　薬剤部2）

○ 浅野　志津1）、廣田　あゆ子1）、松本　和也1）、川上　隆弘2）、森　英樹2）

【目的】岡山赤十字病院玉野分院(病床数：８３床）では、医学的妥当性や経済性等を踏まえて2021年2月より経口プロトンポン
プ阻害薬(以下、PPI)、HMG-CoA還元酵素阻害薬(以下、スタチン)、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬の４領域において院内
フォーミュラリを導入した。今回フォーミュラリ導入前後の効果を検討したので報告する。

【方法】フォーミュラリ導入前として2020年３～５月の３か月間、導入後として2021年３～５月の３か月間の処方割合、薬剤費（１日
当たりの薬剤費：薬剤費/処方量）を比較した。

【結果】PPIにおいては、第１推奨薬(ランソプラゾール、ラベプラゾール)の合計の処方割合は75.9％から84.4％、第2推奨薬
(エソメプラゾール)は18.0%から8.4％となった。PPI全体の薬剤費は54.5円から47.9円に減少した。スタチンにおいては、ス
タンダードスタチンの第１推奨薬（プラバスタチン）の処方割合は55.6％から78.3%、推奨外としたシンバスタチンは44.4%から
21.7％となった。また、ストロングスタチンの第１推奨薬(ロスバスタチン)の処方割合は62.0％から74.6％、第2推奨薬(ピタバ
スタチン)は9.3％から10.9％、推奨外としたアトルバスタチンは28.7％から14.5％となった。スタチン全体の薬剤費は19.9円か
ら18.8円に減少した。DPP-4阻害薬については、第１推奨薬(シタグリプチン、ビルダグリプチン)の合計の処方割合は75.8％
から83.2％、第2推奨薬（リナグリプチン）は20.1%から16.1％、推奨外としたアログリプチンは4.1％から0.7%となり、院内削
除とした。DPP-4阻害薬全体の薬剤費は112.1円から110.9円に減少した。SGLT2阻害薬においては、第１推奨薬（ダパグリ
フロジン） の処方割合は84.2％から94.8％、推奨外としたイプラグリフロジンの処方割合は15.8％から5.2％となり、院内削除と
した。SGLT2阻害薬全体の薬剤費は185.7円から185.4円となった。ダパグリフロジンは適応追加により処方量は導入前より
74.3%増加している。

【考察】フォーミュラリ導入により薬剤費の削減、採用薬品の見直しが行えたことは有益であった。中小病院におけるフォーミュラ
リ導入は、薬物治療の標準化により専門領域外の医師でも専門領域の医師と同等な医薬品選択が可能となり、医療安全、薬
物療法の質の向上の見地からも望ましいと考える。

O-124	 	ポリファーマシー解消の推進～退院時薬剤情報連携の実施～
済生会松山病院　薬剤部
○ 高田　智子、米井　聖子、中川　香織、町田　仁

【目的】
済生会松山病院（以下、当院）では2016年4月より薬剤総合評価調整加算の算定を開始しポリファーマシー対策に取り組んで
きた。2020年度診療報酬改定において、処方の総合的な評価や調整の取組に対しても算定が認められるようになると同時に、
多職種カンファレンスの実施が必須条件となった。また、退院時薬剤情報連携加算が新設され地域での継続的な薬学的介入が
評価されるようになり、当院においても2020年4月から算定を開始している。今回、その取り組みの評価を行い今後の課題につ
いて検討したので報告する。

【方法】
ポリファーマシーに関連する問題点を記載する「薬剤総合評価・提案書/カンファレンス記録」テンプレート（以下、テンプレート）
を作成した。2020年4月から2021年3月の間にテンプレートを作成した件数、薬剤総合評価調整加算算定件数とその患者背景、
入院時服用薬剤数、中止薬薬効分類、中止理由、内容について調査した。退院時薬剤情報連携加算については、上記期間に
おける薬剤管理サマリー作成件数、退院後の保険薬局からの院外疑義照会の有無について調査した。

【結果】
対象期間におけるテンプレート件数は29件であった。薬剤総合評価調整加算算定患者は14名（男性:6名、女性:8名）で、平
均年齢は81.1歳（68-88歳）、入院時服用薬剤数の平均は12.7剤であった。中止薬の薬効分類は消化性潰瘍治療薬が最も多
く、次いで解熱鎮痛剤であった。中止理由として、効果や副作用、同効薬・重複投与の観点からによるものが多かった。算定の
内訳としては、2剤以上の減薬5件、1剤の減薬5件、同一効能効果薬剤へ変更、用量変更によるものはそれぞれ2件であった。
薬剤管理サマリー作成件数は60件でその内3件については処方内容について院外疑義照会があり、不適切な処方を未然に防
止できていた。

【考察】
薬剤管理サマリーを用いて病院と保険薬局が情報共有を行うことは、退院後の安全な薬物療法継続のため有用であると思われ
る。薬剤総合評価調整加算は診療報酬改定により、普段行っている病棟業務や薬剤管理指導による薬学的管理からも算定に
繋げていけると考える。一方で、当院には減薬対策チーム等がなく、評価を行っていても多職種カンファレンスの実施がないた
めに算定に繋がっていない事例がある。今後は多職種カンファレンスの実施を含め、継続して介入していけるような体制を考案
していく必要があると思われる。

− 162 −



O-125	 	岡山大学病院におけるレンボレキサントの使用実態調査～併用薬による投与
量調節や中止率への影響の検討～

岡山大学病院　薬剤部
○ 上嶋　仁美、江角　悟、山野上　舞、丸尾　陽成、勝部　理早、鍛治園　誠、村川　公央

【背景】オレキシン受容体拮抗薬であるレンボレキサントは、薬物相互作用に基づく併用禁忌薬が少ないことや、併用薬や不眠症
状に応じて投与量の調節が必要であることが特徴として挙げられる。レンボレキサント添付文書には投与量の調節を検討すべき
併用薬すべてが記載されているわけではなく、医師や薬剤師が気づかずに併用されている事例が散見される。一方、不眠への
効果を期待して通常量で併用されている事例もあることが推察される。

【目的】本研究では、レンボレキサントが添付文書記載の用法・用量および使用上の注意に基づいて適正に使用されているか評
価するとともに、レンボレキサントの睡眠作用や副作用の発現状況を明らかにすることを目的に後方視的検討を行った。

【方法】2020年10月1日～2021年5月31日の期間において岡山大学病院入院時に新規にレンボレキサントが処方された患者
を対象とした。20歳以下の患者、カルテから詳細が調査できない患者およびCOVID-19感染症患者は除外した。CYP3Aを
中程度または強力に阻害する薬剤についてはLexicomp® Drug Interactionsを参照し、レンボレキサント投与量は同一の用量
が7日間連続し、安定したと判断された時点の投与量とした。

【結果】レンボレキサント処方患者168名のうち、調査対象は130名であった。何らかの理由でレンボレキサントを中止した患者
は34名であり、睡眠作用を有する他剤の併用による中止率への影響は認められなかった。レンボレキサント以外の睡眠作用を
有する他剤を併用していた患者は73名であった。レンボレキサントの投与量調節を検討すべき薬剤を併用していた患者は16名
であり、うち7名が添付文書で規定された投与量を逸脱する5 mg以上を処方されていたが、投与量の逸脱とレンボレキサントの
中止率に統計学的な関連性は認められなかった。

【考察】レンボレキサント処方患者のうち約1割は投与量調節を検討すべき薬剤を併用しており、その半数は添付文書の規定を
超える量のレンボレキサントを処方されていることが明らかとなった。薬剤師は併用薬剤によるレンボレキサント投与量調節につ
いて医師に情報提供し、投与量増量の必要性を医師と十分に相談するとともに副作用発現状況をモニタリングし安全なレンボレ
キサントの使用に貢献していくことが必要と考えられる。

O-126	 	小児科門前薬局における小児患者に対する疑義照会事例の解析及び処方変更
に伴うアウトカムの調査

きむら調剤薬局牟礼店1）、香川大学大学院医学系研究科2）、香川大学医学部附属病院薬剤部3）

○ 越野　優希1,2）、田中　裕章3）、立道　貴清1）、木村　英明1）、小坂　信二2,3）

【目的】薬剤師法第24条に定められている疑義照会は，医薬品適正使用を推進していく上で重要な薬剤師業務のひとつであり，
これまでに行われた薬局薬剤師による疑義照会事例に関する研究によって，疑義照会は医薬品適正使用だけでなくリスクマネジ
メントや薬物治療の質の向上にも寄与すると報告されている。しかし，これらの報告は保険薬局で対応した全ての患者を対象と
しており，小児患者を主な対象としている報告はほとんど存在しない。そこで本研究は，小児科門前薬局における小児患者に対
する疑義照会事例の解析及び疑義照会後に行われた処方変更によって得られたアウトカム(以下、アウトカム)の内容を明らかに
することを目的とした。

【方法】2018年4月1日～2019年3月31日の期間に15歳以下の患者に行った疑義照会312件を対象とし，後方視的に調査を行っ
た。調査項目は年齢(区分：6歳未満，6-12歳，13-15歳)，疑義照会内容，処方変更の有無，処方変更内容，アウトカムとした。
なお本研究は，香川県薬剤師会研究倫理審査委員会の承認を得て行った。

【結果】疑義照会312件のうち処方変更は295件(94.6%)で行われ，各年齢区分における処方変更割合に大きな差はなかった。
疑義照会は服薬アドヒアランス・患者QOLの改善に関する疑義が135件(43.3%)と最も多く，処方変更は用量変更が94件
(31.9%)と最も多かった。また，用法変更は患児や保護者の生活習慣に応じて行われた事例が多かった。アウトカムは服薬アド
ヒアランス低下の回避が90件(30.5%)と最も多く，必要な薬剤の未投与による健康被害の回避56件(19.0%)，薬効減弱回避
56件(19.0%)，副作用回避49件(16.6%)の順に多かった。

【考察】処方変更は94.6%で行われ，疑義照会は小児患者における医薬品適正使用に大きく寄与することが明らかになった。また，
小児の服薬アドヒアランスを維持するためには，患児だけでなく保護者の生活環境を把握したうえで調剤監査や服薬指導を行う
ことが重要であることが示唆された。そして，疑義照会に伴う処方変更は，小児の服薬アドヒアランスの向上に最も寄与すること
が示唆され，さらに，必要な薬剤の未投与による健康被害の回避や薬効減弱回避，副作用回避など，小児薬物治療の安全性及
び治療効果の向上にも寄与する可能性が示唆された。
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O-127	 	関節リウマチ治療薬におけるリンパ増殖性疾患に関する医薬品副作用データ
ベースを用いた発症状況の検討

島根大学医学部附属病院　薬剤部
○ 小川　浩生、村上　正樹、石原　慎之、玉木　宏樹、矢野　貴久、直良　浩司

【目的】リンパ増殖性疾患（LPD）はリンパ球が過剰に増殖した状態であり、良性のものから悪性のリンパ腫までを含んだ疾患で
ある。関節リウマチ患者においてメトトレキサート（MTX）中止により自然退縮するリンパ腫の症例が報告されて以降、免疫抑制
薬との関連性も示唆されている。一方で、LPDは稀な疾患で単施設での検討が難しいことから、薬剤との関連性や好発時期等
の詳細は十分に解明されておらず、ハイリスク患者群や発症を防ぐための適切なモニタリング方法も不明である。本検討では、
医薬品副作用データベース（JADER）を用いて、関節リウマチの治療薬であるMTXおよび生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬

（bDMARDs）投与患者におけるLPDの発症を評価し、その特徴や発症時期等を明らかにすることを目的とした。
【方法】JADERのデータは2021年3月に更新されたものを用いた。対象薬剤は、MTX、インフリキシマブ（IFX）、エタネルセ
プト（ETN）、アダリムマブ（ADA）、ゴリムマブ（GLM）、セルトリズマブ（CZP）、アバタセプト（ABT）、トシリズマブ（TCZ）、
サリルマブ（SAR）とし、「リンパ増殖」または「リンパ腫」の用語を含む有害事象情報を抽出した。シグナル検出にはRORを用い、
95%信頼区間の下限値が1を超えるときシグナルありと判断した。また性別、年齢、副作用発現までの期間等の評価を行った。

【結果・考察】全LPD報告症例の71.5%でMTXが使用されており、MTXがLPDの発症と関連することが示されたが、MTXは
リウマチ治療のアンカードラッグであり偏りもあることが考えられた。そこで薬剤別に評価したところ、IFX, ETN, ADA, GLM, 
ABTでは、MTXの併用有無に関わらずシグナルが検出され、LPDの発症と関連する可能性が示唆された。一方、TCZは
MTX併用なし群にてSARはMTX併用の有無によらずシグナルの検出がなかったことから、IL-6阻害薬はLPD発症との関連性
が低い可能性が考えられた。LPDの発症年齢の評価では、いずれの薬剤も60歳代または70歳代が最も多かった。関節リウマ
チの発症ピークが40～50歳代であることから、関節リウマチの発症から10～20年後にLPDの発症に至る可能性が高いことも
考えられた。一方、治療開始からLPD発症までの期間を評価したところ、MTXの中央値が治療開始後約3年であったのに対し
て、bDMARDsの中央値は1年程度と短く、bDMARDsの開始後は早期からLPD発症に備えたリンパ球数モニタリング等を実
施する必要性が示された。

O-128	 	大規模医療情報データベースを用いたドラッグリポジショニングによるバラシ
クロビルの抗てんかん作用の検討

徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野1）、徳島大学病院　薬剤部2）、 
松山大学　薬学部　医療薬学科　医薬情報解析学3）、徳島大学病院　総合臨床研究センター4）、 
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野5）、岡山大学病院 薬剤部6）

○ 高橋　志門1,2）、武智　研志3）、定作　奈津美1）、濱野　裕章1）、相澤　風花2）、八木　健太4）、 
合田　光寛1,4）、石澤　有紀5）、座間味　義人1,2,6）、石澤　啓介1,2）

【目的】昨今のてんかん治療において、複数の薬剤に抵抗性を示す難治性てんかんが未だに約30％存在する。様々な作用機序
の異なる抗てんかん薬が開発され組み合わせによって使用されているが、それだけでは治療の達成が困難であり、既存の抗て
んかん薬の作用を増強させる薬剤の開発が望まれている。そこで、抗てんかん薬の作用を増強させる新規てんかん治療薬の
開発を目的に、大規模医療情報データベースを用いたドラッグリポジショニング手法による治療薬候補の探索並びに動物実験
による基礎的検証を行った。【方法】大規模医療情報データベースであるFAERSを用いて既存の薬剤から抗てんかん作用を有
する可能性のある薬剤を網羅的に探索した。データベース解析の結果得られた候補薬剤については、その有効性を側頭葉て
んかんモデルとして広く用いられるペンチレンテトラゾール(PTZ)キンドリングモデルを用いて検討した。【結果】FAERS解析の
結果からヘルペス治療薬であるacyclovirの服用患者においてけいれんの報告オッズ比が有意に少ないことが明らかとなった。
基礎研究では体内動態を考慮してacyclovirのプロドラッグであるvalacyclovirを用いてPTZキンドリングモデルに対する抗け
いれん作用を評価した。病態モデルマウスに対して、valacyclovir単回投与では抗けいれん作用を示さなかったが、病態形成
過程における慢性投与では有意にキンドリングの形成を遅延させた。くわえて、各種抗てんかん薬との併用実験を行ったところ
levetiracetamの併用において有意にけいれんスコアを低下させた。さらに、valacyclovirとlevetiracetamの併用では、海馬
歯状回におけるc-fos 陽性細胞の発現を有意に低下させることが明らかとなった。【結論】Valacyclovirは新規の抗てんかん治
療薬として、levetiracetamの抗てんかん作用を増強することが示唆された。

− 164 −



O-129	 	Spontaneous	Reporting	Systemを用いた医薬品の安全性及び有効性の
評価ー CDK４／ 6阻害薬に関する有害事象の発現時期ー

高知大学　大学院1）、高知大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 川添　哲嗣1）、石田　智滉2）、常風　興平2）、川田　敬1,2）、西田　基紀1,2）、田村　尚久1,2）、 
西村　さとみ1,2）、森沢　惇平1,2）、岡本　茉奈実2）、森田　靖代2）、宮村　充彦1,2）

【目的】サイクリン依存性キナーゼ (cyclin-dependent kinase :CDK)4/6阻害薬であるパルボシクリブとアベマシクリブは、
乳癌治療に用いられる。両薬剤では死亡例を含む有害事象が報告されており、その薬学的管理は重要である。本研究では、
上市後の有害事象発現リスクおよび発現時期を明らかにするために、日本の有害事象報告を収集した自発報告データベース 
(Spontaneous Reporting System ; SRS)である Japanese Adverse Drug Event Report  (JADER)および米国のFood 
and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS)を用いて、両薬剤の有害事象について評価した。

【方法】JADER (2004 年4月～2020 年9月: 全体症例646,779)およびFAERS (2004 年1月～2020 年6月: 全体症例
13,104,501)を用い、各データベースの全症例に対するパルボシクリブおよびアベマシクリブにおける各有害事象の報告オッズ
比とその95％信頼区間を算出した。95％CIの下限値が１を超えた場合、有害事象検出とした。両薬剤における有害事象の発
現時期についてはJADERデータベースを用い、ワイブル解析におけるαおよびβワイブルパラメータと各有害事象の中央値をも
とに分析した。

【結果・考察】有害事象として骨髄抑制が両薬剤において検出された。間質性肺疾患、肝障害、下痢はアベマシクリブのみに検
出された。これらは添付文書の記載と同様の傾向がみられた。有害事象発現時期についてはワイブル解析の結果、骨髄抑制の
発現は投与初期段階から発現率が高いことが示唆された。また、間質性肺疾患の発現分布時期は広く長期に渡り、かつ偶発的
に発現していることが示唆され、肝障害については報告症例の92％は投与28日以内に発現しており、14日以降に多くなる傾向
がみられた。下痢の発現時期は、偶発的発現の傾向を示しながらも全症例が28日以内に発現していた。以上のことから、添付
文書等では十分な情報がない有害事象発現時期に関する解析に対して、SRSを用いたワイブル解析が有用であることが示唆さ
れた。

O-130	 	整形外科手術後のせん妄発症に関する調査
岡山赤十字病院　薬剤部
○ 石橋　友樹、甲元　大樹、田村　安希、森　英樹

【目的】
術後せん妄とは、術後一過性に起こる認知機能障害によって特徴づけられる意識障害である。術後せん妄の発症は入院期間の
延長、心的外傷後ストレス障害の発症、死亡率と関連する。そのため術後せん妄対策は重要である。岡山赤十字病院（以下、
当院）では、薬剤師はベンゾジアゼピン受容体作動薬からスボレキサントへの変更を提案するなど、せん妄対策に貢献している。
しかし、せん妄対策は十分とは言えず、せん妄発症の予測因子に関する更なる検討が必要である。本研究では、効率的なせん
妄の予防的介入方法を構築するため、術後せん妄発症患者に関する調査を行った。

【方法】
2020年10月から2021年3月に当院整形外科病棟に下肢整形外科手術を目的として入院した患者を対象とした。調査項目は、
術後せん妄の有無、及び、手術直近の年齢、体重、Hb、Alb、eGFRとし、電子カルテを用いて後方視的に調査した。術後せ
ん妄の有無については、術後1週間以内に電子カルテにせん妄発症と記載がある場合を、せん妄発症と判断した。連続変数の
比較にはStudent’s t -test、又はMann-Whitney U-testを用いた。名義変数の比較にはChi-squared test、又はFisher’s 
exact testを用いた。いずれもp＜0.05を有意差ありとした。

【結果】
対象患者は82名であり、せん妄発症群は19名であった。年齢の中央値（四分位範囲）は発症群で87（77-90.5）歳、非発症
群で76（68.5-82）歳であり、発症群で有意に高齢であった。体重の中央値は発症群で45（41.7-52.9）kg、非発症群で53.5

（45.8-62.5）kgであり、発症群で有意に低かった。Hb（平均値±標準偏差）は発症群で11.6±1.56 g/dL、非発症群で13.1
±2.25 g/dLであり、発症群で有意に低値であった。Albの中央値は発症群で3.5（3.35-3.85）g/dL、非発症群で4（3.7-4.35）
g/dLであり、発症群で有意に低値であった。eGFRの中央値は発症群で53.3（39-71.5）mL/min/1.73m2、非発症群で64.7

（55.4-75.8）mL/min/1.73m2であり、発症群で有意に低値であった。
【考察】
本研究より、術後せん妄発症の関連因子として、高齢、低体重が抽出された。今後、高齢者外科手術の増加に伴い、術後せ
ん妄対策はより一層重要となることが示唆された。また、Hb値、Alb値、eGFRが低値であることが関連因子として抽出されたが、
予防的介入においては、薬剤変更等の薬学的介入のみならずこれらの因子の改善も効果的である可能性が示唆された。
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O-131	 	在宅復帰とポリファーマシー対策の視点を盛り込んだ入院時初回面談シート
の作成と使用後の評価

社会医療法人　仁生会　細木病院　薬剤部
○ 山本　紗世、川竹　麻由、渡辺　朱里、西内　祥子、大石　美沙子、田中　実奈、田所　美和、 

市吉　真貴子、八木　亜紀子、小松　めぐみ、田中　照夫

【目的】当院（456床）は、急性期病棟、回復期病棟（回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟）、療養病棟、精神科病棟を有する
ケアミックス型の地域基幹病院である。回復期病棟は患者の在宅復帰支援等の機能を担っており、薬剤管理指導においてもそ
の視点は重要となる。また、回復期病棟は急性期病棟に比べて入院期間が長いことから、ポリファーマシー対策の推進も課題
である。今回、回復期病棟で行う薬剤管理指導の標準化と質向上を目的に、在宅復帰とポリファーマシー対策の視点を盛り込
んだ入院時初回面談シートを作成し、使用後の評価を行ったので報告する。

【方法】入院時初回面談シートには、患者基本情報（氏名、性別、年齢等）、アレルギー歴、副作用歴等とともに、持参薬評価、
ポリファーマシー対策等に関する項目を設けた。持参薬評価の項目は、薬剤管理者、服薬状況、残薬及び自己服薬調整の有無、
服薬補助用品（服薬カレンダー等）使用の有無、薬効・用法の理解度等とした。また、ポリファーマシー対策の項目は、内服薬
剤数、高齢者で特に慎重な投与を有する薬剤（PIMs）の服用、服薬管理能力、同効薬の重複投与、効果・副作用、肝・腎機能、
処方見直しに対する患者・家族の意向等とした。使用後の評価は、病棟薬剤師と病棟看護師に対して聞き取り調査を行うととも
に入院時初回面談シートに記載された各項目の面談結果を集計した。

【結果・考察】入院時初回面談シートについて、病棟薬剤師からは面談内容が標準化される、在宅復帰に向けての服薬指導計
画が立てやすい、処方見直しについて医師・看護師等と協議する機会が増えたなどの評価が得られた。病棟看護師からは自己
管理の判断に役立つ、薬の整理を是非、進めて欲しいなどの意見が寄せられた。また、各項目の面談結果を集計した結果、患
者は高齢者が多くPIMsの服用も多く認められたが、処方見直しを希望する患者・家族は少なく、啓発の必要性が示唆された。
これらのことから、在宅復帰とポリファーマシー対策の視点を盛り込んだ入院時初回面談シートは、回復期病棟での薬剤管理指
導の標準化と質向上に有用であるとともにポリファーマシー対策の対象患者を多職種で共有できるツールになると考察した。今後、

「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」（厚労省、令和3年3月31日）等を参考にして、ポリファーマ
シー対策の推進に取り組んでいきたいと考える。

O-132	 	小児専門病棟における薬剤問診票の運用とその効果について
福山市民病院　医療技術部　薬剤科1）、福山市民病院　看護部2）、福山市民病院　診療部　小児科3）

○ 堀　貴博1）、杉原　義彦1）、吾郷　沙耶1）、平井　理恵1）、大野　晃和1）、大原　智恵子1）、森光　保武1）、
川合　恵1）、藤井　秀一1）、藤本　理美2）、安井　雅人3）

当院は29診療科、病床数506床を擁す公立病院であり、広島県福山市を中心に広島県東部から岡山県西部の広域な医療圏
における中心的な急性期病院である。2021年4月には小児救急医療拠点病院の指定を受け24時間365日体制で小児患者を
受け入れている。小児専門病棟には26病床あり小児科・小児外科の計16名の医師が診療にあたっている。また15歳以下の
耳鼻咽喉科・整形外科・歯科口腔外科などの手術の患者も受け入れており2019年度の入院患者数は合計5,975人（1日平均
16.3人）、平均在院日数は4.6日であった。薬剤科は2014年3月から薬剤師を各病棟に配置し病棟薬剤業務実施加算を算定し
ているが、小児入院医療管理料を算定しているため病棟薬剤業務実施加算が算定できない小児専門病棟については、病院経
営上、薬剤師を病棟配置することが出来ず、薬剤管理指導料業務すら行えていなかった。そのような中、2021年4月より、小
児専門病棟に薬剤師(40代男性)を1名配置し、薬剤管理指導料加算業務を開始した。専任ではなく他業務（調剤業務・手術
室麻薬混注業務・院内製剤業務）との兼任のため時間的制約がある。そのため、病棟滞在時間がなかなか取れず、また、小児
患者特有の理由（授乳中・親子での添い寝中・保護者が仕事で不在・同居でない祖父母が室内にいるetc）で面談が難しい場合
が多々あり、初月は指導件数をほとんど算定する事が出来なかった。そこで、2021年5月から「薬剤問診票」を試験的に作成し
運用を開始した。これは、患者家族が入院時に記入する一般的な問診票とは別に、薬剤に特化した内容となっている。薬剤師
が初回面談時に聞き取っていた内容を紙にしたものであり、薬剤師は面談前にその内容を確認して話を行う。これまで口頭質問
のみだと聞き取れていなかったであろう内容が、「薬剤問診票」に記入してもらうことで初めて聞き取れた内容もあり、口頭確認
以上に有効であると考えられた。また、新型コロナ感染症による緊急事態宣言下であったため、薬剤師は訪室時間をなるべく短
くしたいとの思いがあったが、この取り組みは、訪室時間短くし、かつ十分な聞き取りを行える方法であるとも思われた。今回の
取り組みは、小児専門病棟業務のノウハウが無い中で始めたものではあるが、この「薬剤問診票」の運用が小児専門病棟にお
いては有効と考えられたため、症例を併せて報告する。
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O-133	 	当院の小児科におけるステロイド使用の実態とソル・コーテフ®の自己注射指
導を行なった一例

岡山赤十字病院　薬剤部1）、岡山赤十字病院　小児科2）

○ 岡本　綾香1）、向井　めぐみ1）、岡邊　千聖1）、土屋　絵莉子1）、花房　伸幸1）、廻　京子2）、井上　勝2）、
森　英樹1）

【目的】副腎皮質ホルモン剤（以下、ステロイド）は抗炎症作用や免疫抑制作用等により、様々な疾患の治療に用いられている。
当院小児科でもステロイドを使用した治療を多くの患者に行なっている。そこで、当院の小児患者におけるステロイド使用件数を
調査した。また、令和2年度の診療報酬一部改定に伴い、4月1日よりヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤（以下、
ソル・コーテフ®）の在宅自己注射が保険適応となった。今回、21-水酸化酵素欠損症の小児患者で、当院において継続してフォ
ローができた患者の保護者に対してソル・コーテフ®の自己注射指導を行なったので報告する。

【方法】2020年4月～2021年5月（2021年2月、3月を除く）の期間で当院を受診した小児患者のうち、ステロイドを使用した患
者を集計した。

【結果】調査期間に受診した小児患者は1591名であった。このうち、期間内の対象患者は305名(19.2%)であり、注射薬は
154名、内服薬は195名であった。気管支喘息発作やクループ性気管支炎、アナフィラキシー等には短期間でステロイドを使用
されており、1か月以上の長期間ステロイドはネフローゼ症候群等であった。

【症例】1歳男児。出生10日後に先天性副腎皮質過形成の疑いで当院紹介され、21-水酸化酵素欠損症の塩喪失型と診断さ
れた。自宅で緊急時に対応できるようにソル・コーテフ®の自己注射が処方され、薬剤師へ指導依頼があった。保護者への指導時、
ソル・コーテフ®に添付されている溶解用注射用水のアンプルカットが難しいとのことだったので、医師へ注射用水ポリアンプル
を処方依頼し、投薬した。自宅でも練習ができるように、針やシリンジを練習用に渡し、疑問点や手技に不安があれば当院薬剤
部での練習が可能であることを伝えた。再入院時に患者の保護者からの希望で自己注射の再指導を行った際、手技に不安があ
ると拝聴した。

【考察】ステロイドは副作用が多く、患者や保護者の不安軽減のためにも薬剤師の介入が必要である。小児に特有な副作用であ
る発育抑制もあり、小児用のステロイドについての指導箋の作成が望まれる。また、症例についてはソル・コーテフ®の自己注射
は手技が慣れていないと緊急時の迅速な対応は難しいと感じた。保護者から今後も手技練習の希望があったため、必要時に抵
抗なくすぐに対応できるよう、継続したフォローを行なう必要がある。

O-134	 	1分間の「点眼方法」説明ビデオの開発とその視聴による点眼方法改善
徳島文理大学・香川薬学部1）、トワニー薬局2）、米子高専電子制御工学科3）

○ 池田　博昭1）、谷本　知美1）、池田　純子2）、中妻　章1）、芳地　一1）、森　久美子1）、飯原　なおみ1）、
二宮　昌樹1）、河野　清尊3）

【目的】コロナ感染予防対策にリモート点眼指導の1分間ビデオ(ビデオ)を作成、ビデオ視聴前後の点眼行動で有用性を検証する。
併せてアンケート調査し点眼習慣を明らかにする。

【方法】研究対象は徳島文理大学香川キャンパスでポスター公募した。研究対象者に文書で同意説明、同意後に普段の点眼を
動画撮影した。ビデオ視聴後に点眼を依頼し動画撮影した。2回の撮影動画の比較から点眼成功の有無・滴下部位などを確認
した。研究は徳島文理大学倫理委員会の承認（R2-40）を得た。

【結果】研究対象は109名、ビデオ視聴前の121回の点眼成功は72回(59.5%)、視聴後の119回は86回(72.3%, p=0.0371)
で有意に増加した。ビデオ視聴前の点眼で下瞼を引いたのは42回(点眼成功率64.3%)、視聴後は111回(同73.9%)で有意
に増加した(p＜0.001)。ビデオ視聴前の点眼で鼻涙管を押さえたのは109人中3人(2.5%)、視聴後は84人(70.6%)で有意に
増加した(p＜0.001)。ビデオ視聴前の点眼で目をパチパチしたのは104回(96.4%)、視聴後は49回(45.0%)へ有意に減少し
た(p＜0.001)。

【考察】これらの結果から、ビデオ視聴後に点眼成功率の有意な増加、下瞼を引く有意な増加、鼻涙管を押さえる有意な増加、
目のパチパチの有意な減少、ビデオの有用性を確認した。ビデオ視聴はリモート点眼指導に活用でき、点眼後の拭き取り方法を
含むため緑内障患者の副作用対策にも有用と考える。
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O-135	 	服薬コンプライアンスおよびアドヒアランス評価に基づく薬学的介入方法の
標準化に向けた取り組み

愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 峠　雄太、飛鷹　範明、木村　博史、中井　昌紀、矢野　賢明、橋本　麻央、川上　幸伸、田中　守

【目的】
　服薬アドヒアランスを評価し、それに基づき薬学的介入を実践することは重要であるが、本邦において明確な評価方法はない。
愛媛大学医学部附属病院薬剤部では、既報告を参考に服薬コンプライアンスおよびアドヒアランスへの影響要因を評価し、薬
学的介入に繋げることを目的としたプログラムを作成し、運用を開始した。今回、運用開始後の本プログラムに関する有用性を
検討したので報告する。

【方法】
　2019年12月1日～2020年11月30日までに本プログラムを実践し、初回の指導以降3ヶ月以上空けて再度指導された入院
患者を対象に、年齢、性別、診療科、プログラムを用いた評価や介入内容等を電子カルテ（IBM）から後方視的に調査した。
　本プログラムは服薬コンプライアンスについて自己調節、自己中断、飲み忘れの3項目を頻度によって4段階（0点～3点）で
評価する。次に、3項目中1項目でも2点（2週に1回以上）または3点（週2回以上）の場合を服薬コンプライアンス不良患者とし、
服薬アドヒアランスへ影響する要因を抽出するため（1）服薬に対する納得感、（2）薬の使用方法の理解度、（3）薬の副作用へ
の懸念や不安感、（4）服薬の負担感について確認、評価して問題点の解決に向けて介入する。
　今回、服薬コンプライアンス不良患者を介入群および非介入群に分類し、服薬コンプライアンスの評価点数をアウトカムにそ
の推移を比較した。

【結果】　
　対象患者458名中服薬コンプライアンス不良患者は33名（7.2％）、そのうち介入群5名、非介入群28名であった。初回時、
服薬コンプライアンス評価の合計点数（平均値±標準偏差）は介入群3.20±0.40点、非介入群3.29±1.58点であった。その後、
初回からの変化量は介入群-2.60±1.36点、非介入群-2.82±1.36点であった。

【考察】　
　今回、介入群と非介入群で服薬コンプライアンス評価の合計点数や変化量に差はみられなかった。要因として非介入群にお
いても入院中の治療を介し、服薬アドヒアランスが少なからず向上したと考えられた。一方、本調査の限界として対象数が少な
く統計解析まで実施できていない点、服薬コンプライアンスの評価に関して頻度によって評価しているものの薬物治療効果に対
する妥当性まで評価できていない点が挙げられる。今後は、妥当性を評価するとともに対象数を増加してプログラムの有用性を
再評価する必要がある。

O-136	 	広島大学病院における薬剤師による入院前支援業務の現状
広島大学病院　薬剤部
○ 滝沢　大吾、真志田　絵美子、柴田　ゆうか、松尾　裕彰

【目的】
入院後円滑な治療を実施するため多職種が連携し入院前支援を行うことが求められている。広島大学病院（以下，当院）では，
2021年4月より入院前支援への薬剤師の積極的介入を開始した。今回，入院前支援業務開始後の成果と課題を報告する。

【入院前支援における薬剤師の介入方法】
薬剤師は外来に設置された入院前支援部門において，看護師の面談後に入院予定患者と面談し，服用歴・アレルギー歴・副作
用歴の入手（患者・家族との面談，患者の持参薬，お薬手帳，かかりつけ医療機関からの情報），使用薬リスト作成，入院に伴う
中止薬と開始薬の指示の確認，中止薬等の説明，面談内容のカルテ記載を行っている。入院前支援業務担当者のシフトは組まず，
病棟薬剤師のうち12人が病棟業務を各自調整しながら，モバイルメッセンジャーアプリケーションLINEを用いて相互に連絡を取
り合い，入院前支援業務を兼務している。入院前支援業務開始による病棟薬剤業務への影響について，病棟薬剤師に聞き取り
調査を行った。

【結果】
2021年4-5月の当院の総入院患者数3,199人のうち，看護師による入院前支援実施人数はそれぞれ428人で，その全例に薬
剤師が介入した。介入患者数は1日平均11人で，患者1人当たりに要する時間は平均13.3分であった。2か月間で薬剤師が介
入した患者において，抗血栓薬やサプリメントなどの休薬漏れを防いだプレアボイド件数は38件であった。一方で，入院前支援
で中止を指示した抗血栓薬を入院時に服用していた事例，抗血栓薬中止のため薬局で一包化から抜いてもらったが，患者が誤っ
て服用していた事例，介護施設職員が入所患者の薬の休薬期間を誤って認識したため入院前に中止薬が再開されていた事例な
どがあった。聞き取り調査の結果，病棟薬剤師の初回面談等の業務負担が軽減されていることが分かった。

【考察】
入院前の薬剤師の介入は，休薬指示漏れ，休薬指示の不遵守による検査や手術の中止等のインシデント回避，および病棟薬剤
師の業務負担軽減につながっていると考えられた。一方で，入院前支援において，抗血栓薬の休薬指導を行ったにもかかわらず，
遵守がなされていない事例が散見されたことから，介護施設やかかりつけ薬局との情報共有が不足していると示唆された。特に，
入院までに期間が空く場合は，中止薬の遵守状況を電話等で確認することが必要であると考えられた。
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O-137	 	寄り添う対話が生み出す薬物療法適正化　	
～ Shared　Decision	　Making ～

医療法人順天会　放射線第一病院　薬剤部1）、 
医療法人順天会　放射線第一病院　透析（臨床工学技士)2）、 
医療法人順天会　放射線第一病院　泌尿器科3）

○ 八塚　彩1）、塩出　憲仁1）、渡部　優作2）、丹司　望3）、寺戸　隆3）、松本　充司3）

【目的】日々の血液透析患者の服薬指導を行う中で多剤服用、水分制限での服薬アドヒアランスの低下や残薬問題があることは
事実である。近年、多種多様な薬剤が開発され医療の飛躍的な進歩により患者の病態により合わせた薬剤の選択が可能となっ
たにもかかわらず服薬が日常のストレスとなっていることも伺えた。高カリウム血症治療薬も大きな要因の一つと考えられる。そ
こで今回、慢性維持透析患者に対し共同意思決定（Shared　Decision　Making）にてアプローチを行い薬物療法の適正化
を目指したので報告する。【方法】外来通院される慢性維持透析患者82名のうち本研究への参加同意が得られた高カリウム血
症治療薬を内服する17名を対象とし、アンケート調査及び高カリウム血症治療薬の特徴を要約した一覧表を用いSDMにてアプ
ローチを行った。【結果】対話により患者の嗜好・価値観を理解し、それを医師や透析スタッフと情報共有することで薬剤の種類・
用法・容量を変更し服薬アドヒアランスの向上や残薬数の減少につながった。また、調査前後の血清カリウム値は目標範囲内で
あった。【結語】治療は選択をする際にエビデンスの確実性をもとに医学的に最適な着地点を目指した指導・対話をすることが求
められる。一方で患者の価値観や苦悩を理解しSDMにて患者と共に考え納得することが治療に反映し、より最良な結果を導く
ことも可能となる。そのためには患者に寄り添った対話や多職種との連携が必要不可欠である。

O-138	 	看護師の業務軽減～新規与薬カート運用開始に伴う看護部と薬剤部との検討
事例報告～	

済生会松山病院　薬剤部
○ 野間　崇志、眞田　真樹、高田　智子

【目的】 近年、医師、看護師の業務軽減について議論されており、2019年に行われた厚生労働省の調査では「今後、看護職員
の業務負担軽減のために必要な取組み」の1つに「薬剤師による薬剤の準備、処方依頼、残薬確認」が77.5%と上位に上げら
れている。済生会松山病院では2012年4月より病棟薬剤業務を開始し、今までに持参薬鑑別･分包、処方依頼、定期処方セット、
定数薬管理等の業務を行ってきた。今回、看護部より新規与薬カート運用に関して薬剤部へ協力依頼があったため当院での取
り組みを報告する。 

【方法】看護師3名と薬剤師3名でワーキンググループ(以下WG)を作り、新規与薬カート運用に関する業務内容について検討
した。

【結果】2020年6月にWGでの話合いを開始し、2020年10月から全病棟で運用開始となった。新規与薬カート運用に合わせて、
定期処方以外に持参薬も薬剤師がセットするようにした。旧与薬カートでは患者個人ケース内に臨時処方と持参薬が薬袋で入っ
ており、定期処方はチャック袋に1回分ずつまとめてセットしていたため、看護師が行う与薬準備では複数の薬袋やチャック袋か
ら1回分ずつ準備していたためかなり煩雑な業務となっていた。新規与薬カートでは朝・昼・夕・眠前×7日分(4×7)の服用1回
分ずつセットされてあるため、看護師が行う与薬準備にかかる手間と時間が減少した。ただし、1ケースずつセットする手間が増
えたのと持参薬もセットするようになったため、薬剤師の業務負担が増えた。そのため定期処方のセットは薬剤部クラークにして
もらい（最終チェックは薬剤師が実施する）、薬剤部内でもタスクシフティングを行った。

【考察】看護師からは「薬を準備する時間が減った」「助かっている」などの意見を頂け、薬剤師が定期処方と持参薬を与薬カー
トに1回分ずつセットすることで、看護師の業務負担軽減につながったと考えられる。しかし一方で「臨時処方のセットもして欲しい」
「退院時の薬の処理をして欲しい」などの意見も聞かれる。現在、月に1回看護師3名と薬剤師2名でタスクシフティングについ
てのWGを行っている。そこで他の業務も含めて看護師の業務負担軽減を今後も検討して行きたい。 
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O-139	 	ミロガバリン投与患者における急性腎障害発現の背景因子の調査
島根県立中央病院　薬剤局　薬剤管理科
○ 小笹　祐香、錦織　和真、伊藤　太一、陶山　裕平、安食　健一、園山　智宏、横手　克樹、 

高下　成明

【目的】
島根県立中央病院（以下、当院）入院患者において、ミロガバリン（以下、本剤）による急性腎障害が疑われる症例を経験した。
本剤の添付文書やRMPには、副作用として腎機能障害についての記載はないが、PMDAの副作用データベースを調査したと
ころ、本剤の発売から約2年間で10件以上の腎機能障害の報告がなされていた。本剤の適正使用に寄与するため、当院で本
剤を投与された患者において腎機能障害発現の有無、および腎機能障害発現の背景因子について調査を行った。

【方法】
対象患者は、2020年3月5日～2021年3月31日までに当院で本剤が投与開始となり、投与開始3か月前から投与開始日までと
投与開始後1か月経過するまでに腎機能を評価できる検査値を測定している患者とした。急性腎障害のKDIGO診断基準を基
にステージ評価1以上を腎機能障害発現ありと判断し、腎機能障害が発現した群（以下、発現群）と発現しなかった群（以下、
非発現群）の2群で背景因子（年齢、性別、既往歴、投与前の血液検査値等）について単変量解析を行った。

【結果】
対象患者は80名（男性：35名、女性：45名）で、そのうち発現群は7名（8%）であった。単変量解析にて比較した結果、発現
群では投与前の血中尿素窒素量（以下、BUN）が有意に高かった。また、心疾患の既往（心不全、狭心症等）、糖尿病の既往
において発現群で有意に多かった。

【考察】
今回の結果から本剤による腎機能障害発現の可能性が示唆された。単変量解析においては、「糖尿病の既往」、「心疾患の既
往」、「投与前のBUNが20mg/dL以上」が腎機能障害発症のリスク因子となる可能性が考えられた。糖尿病患者では細小血
管障害へ影響を来すため、腎臓に障害が生じやすい状態であった可能性、心不全等で腎血流量が減少していることから本剤に
よる腎機能障害の影響を受けやすい可能性が推察された。今回は後方視的な研究のため、調査できる背景因子に限りがあった
ことや対象患者数が充分でないことから他のリスク因子が関与している可能性があり、今後さらなる検討が必要と考える。本研
究の結果より、本剤使用時は腎機能障害発現のリスクを念頭に入れて副作用モニタリングを行う必要があると考える。

O-140	 	尿中アルブミン上昇がバンコマイシンによる副作用発現に及ぼす影響の検討
愛媛大学　医学部附属病院　薬剤部1）、松山大学　薬学部2）、済生会西条病院　薬局3）

○ 木村　博史1）、渡邉　真一2）、田中　亮裕3）、飛鷹　範明1）、田中　守1）

【目的】
患者の腎機能を正確に評価することは、バンコマイシン（VCM）の投与設計を行う上で重要である。既に、我々は尿中アル
ブミン（UAlb）の上昇が、VCM初期投与設計における血中濃度を実測値よりも低く推定することを報告している。そのため、
UAlbが上昇している患者においては予想以上に血中濃度が上昇し、腎機能障害が発現する可能性が懸念された。そこで今回、
VCMの副作用である腎機能障害の要因に関してUAlbに着目し、検討したので報告する。

【方法】
愛媛大学医学部附属病院において2010 年4 月～2015 年3 月までにVCM が投与され、血中濃度測定およびUAlb測定が実
施された患者52名を対象とした。腎機能障害の評価は、有害事象共通用語規準v 5.0日本語訳JCOG版のクレアチニン（Cre）
増加の項目からGrade分類した。VCM投与直前のCreと比較し、VCM投与中のCreがGrade 1以上増加した群を腎機能障
害ありと定義した。腎機能障害に影響する因子として年齢、性別、UAlb、併用薬、ICU入室有無、VCM投与開始時のCre
を電子カルテ（IBM）を用いて後方視的に調査した。また、各因子の影響について単変量解析および多変量解析（EXCEL統計
2012(Ver1.16)）を実施した。

【結果】
対象患者52名中13名が腎機能障害ありと判定された。単変量解析の結果、UAlb（OR：19.2、95 %CI：2.26-163.12）のみ
が有意な因子として抽出され、多変量解析においても同様にUAlb （OR：18.03、95 %CI：1.97-164.89）のみが有意な因子
であった。

【考察】
VCMの副作用である腎機能障害の要因に関してUAlbに着目して多変量解析した結果、UAlbが腎機能障害のリスク因子であ
る可能性が明らかとなった。なお、VCMの血中濃度が高い場合に腎機能障害のリスクが上昇することが知られているが、本検
討においては両群でVCM血中濃度に差はみられず、多くの患者で有効血中濃度範囲内であった。今回、明らかとなった因子
以外にも腎機能障害に影響を及ぼす因子が存在している可能性は考えられるが、少なくともUAlbが上昇している患者において
は腎機能障害が発現しやすいことを考慮し、VCM初期投与設計や薬物血中濃度モニタリングを実施していく必要がある。
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O-141	 	酸化マグネシウム錠服用患者における潜在的高マグネシウム血症の有無およ
び高マグネシウム血症に対する患者の認識度について

独立行政法人 　国立病院機構　岩国医療センタ-　薬剤部1）、 
独立行政法人 　国立病院機構　岩国医療センタ-　消化器内科2）

○ 山本　将司1）、小谷　智美1）、升味　紀子1）、濱岡　照隆1）、相良　義弘1）、藤本　剛2）

【はじめに】酸化マグネシウム(以下MgO)製剤の高マグネシウム(以下Mg)血症発症については、2008年9月に重大な副作用
に追記された。その後2015年、2020年に適正使用に関する注意喚起があり、漠然とした処方を避け、定期的な血清Mg測定
が推奨されている。当院で2020年1月1日～6月30日にMgO錠330mg×6錠/日が処方された65歳以上の血清Mg未測定患
者は81%(153名/187名)であった。この中に潜在的高Mg血症が存在するかを調査した。また、MgO錠服用患者に対して高
Mg血症とその症状の認識度を中心にアンケート調査を行った。

【方法】2020年1月1日～6月30日にMgO錠330mg×6錠/日が処方された65歳以上の血清Mg未測定患者のうち、6月30
日時点で継続処方されている患者をカルテにて抽出した。このうち、薬剤師による血清Mg測定の代行オーダが許可された患者
について潜在的高Mg血症が存在するかを調査した。なお、有害事象共通用語規準v5.0に基づき血清Mg濃度2.5mg/dL以
上を高Mg血症と定義した。また、代行オーダが許可された患者に対し、MgO錠服用による高Mg血症とその症状の認識度の
ほか、服用状況、排便状況などのアンケート調査を行った。さらに、MgO製剤の高Mg血症の留意すべき事項には、高齢のほか、
腎機能障害、長期間服用、便秘が挙げられており、潜在的高Mg血症患者がこれらの項目にどの程度該当するかを検証した。

【結果・考察】6月30日の時点で継続処方のある患者は43名であり、このうち代行オーダにより血清Mg値が得られたのは16名、
アンケートが回収できたのは13名であった。血清Mg値が得られた16名中7名に高Mg血症が認められ、このうち3名に腎機能
障害(≦eGFR60mL/min/1.72ｍ2)が認められた。 また7名中アンケートが回収できた6名全員に便秘は認められず、服用期
間の最短は11カ月であった。今回の結果より、潜在的高Mg血症が存在する可能性があることを医師へ情報提供し、定期的に
血清Mg測定を提案する必要があると考えられる。また、アンケート調査で回答の得られた全員が高Mg血症に対する認識度が
低く、「薬と思ってなかったので副作用があると思ってなかった」との回答もあった。患者の認識度が低い要因として薬剤師の十
分な服薬説明の不足、市販薬として容易に入手が可能なことなどが考えられる。製造販売会社からMgO製剤の高Mg血症に
関する指導箋も提供されており、それらを利用しながら薬剤師として十分な情報提供を行うべきであると考える。

O-142	 	造血幹細胞移植の寛解導入療法として投与されたボルテゾミブによる静脈注
射と皮下注射での末梢神経障害発現状況の比較

高知医療センター
○ 高岸　良典、濱田　一成、大野　文香、中井　梨郁、下元　茉莉、田中　広大、藤澤　康代、 

公文　登代、段松　雅弘、田中　聡

【目的】多発性骨髄腫における造血幹細胞移植(以下,移植）の寛解導入療法として、ボルテゾミブ(以下,BOR) を中心としたレ
ジメンが推奨されている。当院は、移植認定病因に指定されており、移植目的で入院する患者は多く、BOR の使用頻度も高い。
BOR の投与方法は、静脈注射(以下,静注) と皮下注射(以下,皮下注) があり、皮下注の方が末梢神経障害(以下,PN) の発
現率は低いとされている1) 。高知医療センターでも、副作用発現抑制のために2018年度より皮下注に移行してきた。本研究
では、移行後の副作用発現率の確認と当院における両投与方法のPN の発現状況を調査したので報告する。

【方法】2015年から2020年におけるBOR 投与症例より投与方法を調査した。また、同期間での移植実施患者を対象に、PN 
発症率、Grade2 以上のPN を発症した患者数、PN 発症までの日数、PN 末梢までの累積投与量について静注群、皮下注群
に分類し後方視的に診療録より調査した。

【結果】BOR 投与方法の推移は2015年静注11例、皮下注1例。2016年静注12例、皮下注0例。2017年静注8例、皮下
注7例。2018年静注18例、皮下注7例。2019年静注1例、皮下注19例。2020年静注0例、皮下注16例であった。PN 
の発症率としては静注群で14例（77.8%）、皮下注群で13例（76.4%）であった。そのうち、Grade2以上のPN 発症率は静
注群で6例（33.3％）、皮下注群で4例（23.5％）であった。PN 発症までの日数の中央値はそれぞれ静注群が57日、皮下注群
が27日であった。PN 発症までの累積投与量（mg/m2）の中央値はそれぞれ静注群で9.7 mg/m2 、皮下注群で7.1 mg/m2 
であった。

【考察】両群ともPN 全体の発現率には差が無いという結果であった。しかし、有意差はなかったが、Grade2以上の発現率では、
皮下注に比べ静注の方が高い傾向を示した。また、PN 発現までの累積投与量は、静注群よりも皮下注群で少ない傾向であった。
今回の研究では、移植前の寛解導入療法としてのBOR の投与において、PN の副作用発現率は、両群で差は無く海外第3相
試験1)と同様の結果は得られなかった。この理由として、本研究では移植患者を対象としたことによる患者背景の違い、レナリド
ミドなどのPN の副作用がある併用薬の影響など要因の1つとして推察した。今後はこれらの点を考慮しさらなる調査・検討を行っ
ていきたい。 1)Moreau P,et al.:Lancet Oncol 12:431,2011
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O-143	 	心房細動患者に対するアピキサバン投与による腎機能への影響に関する検討
香川県立白鳥病院　薬剤部
○ 礒野　宏章、竹中　志織、坂本　梓、三ッ井　瑞菜、中島　弘毅、中筋　美保

【目的】心房細動患者に対しては、長期にわたる抗凝固療法が必要となる。近年、ワルファリンに代わる直接経口抗凝固薬
(DOAC)が使用可能となり、その使用頻度は年々増加している。本研究ではアピキサバンの腎機能に与える影響をワルファリン
と比較検討した。【方法と対象】2013年1月1日から2020年6月30日までに当院の不整脈科、循環器科に通院している心房細
動患者でアピキサバンが1年以上継続して処方された114例(男性59例、女性55例、平均年齢80.6歳)及び、ワルファリンが
1年以上継続して処方された270例 (男性173例、女性97例、平均年齢81.0歳)を対象とした。主要評価項目は推算糸球体
濾過量(eGFR)とし、腎機能への影響についてはeGFRの1年変化量を検討した。腎機能低下のパターンについては、腎機能
が緩徐に低下したものをタイプ1、急激な低下を認め、その後に改善したものをタイプ2、回復しなかったものをタイプ3とした。
電子カルテを用いて後ろ向きに調査を行った。【結果】eGFRの1年変化量は1.20±5.96mL/min/1.73m2であり、ワルファリ
ン群3.1±3.5mL/min/1.73m2に対し、有意に低かった(p＜0.001)。腎機能低下パターンとして、アピキサバン投与群ではタ
イプ1は101例(88.6％)であった。急激な低下を認めた症例は13例(11.4％)、そのうちタイプ2は2例(1.8％)、タイプ3は11
例(9.6％)であった。ワルファリン投与群では、タイプ1は223例(82.6％)、急激な低下を認めた症例は47例(17.4％)、そのう
ちタイプ2は24例(8.9％)、タイプ3は23例(8.5％)であった。利尿薬併用群は31例(27.2％)で、eGFRの１年変化量は1.54
±5.65mL/min、非併用群は83例(72.8％)で1.08±6.10mL/minで、併用群において腎機能低下の程度が強かった。ワル
ファリン投与群も同様の傾向が認められた。CHADS2スコア別の検討でもハイリスク例ほど、腎機能の低下を認めた。又、投
与量別の検討では通常用量群の場合、eGFRの１年変化量は1.80±6.72mL/min/1.73m2、減量群では0.54±4.95mL/
min/1.73m2の低下であり、減量群では腎機能低下の程度が低かった。【考察】アピキサバン投与群はワルファリン投与群より
腎機能低下の程度が軽度であった。この機序として第Xa因子阻害薬による抗動脈硬化作用が関係している可能性が考えられた。
アピキサバン投与群では、急激な腎機能低下例を起こすと、過量投与となる危険性があるため、定期的に腎機能を評価し、適
正使用に務めることが重要と考えられる。

O-144	 	心房細動患者におけるエドキサバン投与による腎機能への影響に関する検討
香川県立白鳥病院　薬剤部
○ 竹中　志織、礒野　宏章、坂本　梓、三ッ井　瑞菜、中島　弘毅、中筋　美保

【目的】心房細動患者に対して脳梗塞予防のために抗凝固療法が行われている。ワルファリン投与患者では，腎機能が低下する
ワルファリン関連腎症が知られている。一方，我が国においてはDOACに関して腎機能に与える影響を検討した報告はみられな
い。今回，DOACの１つであるエドキサバンが腎機能に与える影響をワルファリンと比較検討した。【方法と対象】2014年1月
1日から2020年6月1日の間に当院外来受診，又は入院した患者でエドキサバンを1年以上継続して処方された心房細動患者
100例（男性54例，女性46例，平均年齢81.86歳）とワルファリンが処方された心房細動患者270例（男性173例，女性97例，
平均年齢81.0歳）を対象とした。腎機能の評価は推算糸球体濾過量（eGFR）とし，経年的変化と関連因子について検討した。
さらに腎機能低下の推移を，緩徐に低下したタイプ1，急激に低下したのちに回復したタイプ2，急激に低下したのちに回復しなかっ
たタイプ3の3タイプに分類し検討した。【結果】エドキサバン内服群の投与前の平均eGFRは54.5mL/min/1.73m2であった。
eGFRの経年的低下は1.50±6.03mL/min/1.73m2，ワルファリン内服群では3.15±3.50ｍL/min/1.73m2であり，エドキ
サバン内服群において有意に経年的eGFRの低下が低かった（p＜0.001）。タイプ別の検討では，タイプ1が79例（79.0%）vs 
223例（82.6%），タイプ2は0例（0%）vs 24例（8.9%），タイプ3が21例（21.0%）vs 23例（8.5%）であった。急激な腎機能
低下を認めたタイプ2＋タイプ3は21例（21.0%）vs 47例（17.4%）であった。エドキサバン内服群におけるCHADS2スコア別
でのeGFRの経年的低下は0～2点で0.80±7.65mL/min/1.73m2，3～6点で 2.87±9.06mL/min/1.73m2であり，ハイス
コア群で腎機能低下を認めた。【結語・考察】ワルファリン投与群，エドキサバン投与群ともに腎機能の経年的低下がみられたが，
その程度はエドキサバン内服群が低かった。急激な腎機能低下はエドキサバン内服開始1年以内が多く，ほとんどの症例で腎機
能の回復を認めなかった。抗凝固療法中は定期的な腎機能の評価が必要と考えられ，副作用回避に役立つ可能性が示唆された。
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O-145	 	医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ報告した副作用症状に関する調査
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 高田　裕介、都築　美穂、川上　里奈、天野　杏、飛鷹　範明、田中　守

【目的】医薬品による副作用の報告は、医薬品を安全に使用する上で重要な情報源である。そして、医薬品医療機器等法第68
条の10第2項によって薬剤師もその責を果たさなければならない。愛媛大学医学部附属病院（以下、当院）では、薬剤部薬品
情報管理室（以下、DI室）が中心となり、副作用情報等を収集している。薬剤師が報告した副作用のうち一定の基準【未知の
副作用、重篤な副作用、入院契機または退院延期の原因となった副作用、ハイリスク薬において医薬品リスク管理計画（以下、
RMP）の「重要な潜在的リスク」または「重要な不足情報」】を満たした場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、
PMDA）への報告を必須とし、DI室はPMDAに報告すべき副作用の抽出や報告様式の一部記入などを介して報告者を支援し
ている。今回、PMDAへ報告した副作用内容等について、それら詳細を調査したので報告する。【方法】当院において2019年
12月～2021年3月までに、薬剤師がPMDAに報告した副作用について電子カルテ（IBM）より副作用症状、被疑薬、報告の契
機等を調査した。【結果】調査期間中に薬剤師が院内に報告した副作用510件中35件（6.9 %）をPMDAへ報告していた。副
作用症状で分類した結果、好中球減少などの血球減少に関連する副作用が最も多く11件であった。また、被疑薬は抗悪性腫
瘍薬が19件と最も多く、次に感染症治療薬および循環器作動薬が各6件であった。PMDAへ報告した契機等として重篤な副
作用34件、入院契機となった副作用14件、未知の副作用2件、退院延期の原因となった副作用1件であった。一方、RMPの「重
要な潜在的リスク」または「重要な不足情報」を満たす副作用報告はみられなかった。【考察】本調査の結果、薬剤師がPMDA
へ報告した内容のほとんどが重篤な副作用であり、それらの副作用が入院の契機に繋がった例が多く認められた。そのため、入
院時のみならず退院後においても各医療機関や保険薬局等との連携を密に図り、退院時カンファレンスや当院で使用している「施
設間薬剤情報連絡書」を用いて副作用に関する情報を共有し、外来移行後も副作用等を早期に発見して重篤化を未然に防止す
る必要があると考えられた。

O-146	 	PATを用いたバンコマイシン投与設計の検討
近森病院 薬剤部
○ 坂井　真、岡林　真由、高橋　佐和、筒井　由佳

【目的】バンコマイシン（VCM）の臨床および細菌学的効果を予測する指標として、AUC/MIC≧400が報告されており、日本
化学療法学会からもVCM TDMソフトウェアPAT（PAT）が発表された。これを受けて、当院では新規VCM投与患者に対し
てPATを用いた投与設計を開始したので報告する。【方法】調査期間は、2021年4月～6月の3カ月間とした。対象は、調査期
間内にVCM経静脈投与後に血中濃度を2点採血した症例とし、0-48hrでのAUC/MICおよび定常状態でのAUC/MIC、腎
障害の発現の有無について調査した。また、主治医の許可のもと薬剤師がPATを用いて初期投与設計およびTDMを実施した
症例を対象とし、TDM解析ソフト（シオノギ）を用いた症例は除外した。【結果】対象は7例（男性4例、女性3例）、平均年齢
72.4歳、平均BMI 20.26kg/m2であった。そのうち急性腎障害のリスク因子である利尿剤併用例は1例、タゾバクタム/ピペ
ラシリン（T/P）併用例は2例、eGFR＜30mL/min/1.73m2の症例は含まれなかった。AUC/MIC 400-600達成率は0-24hr
で71.4％、24-48hrで100％、定常状態で85.7％であった。また、AUC/MIC（0-24hr）＜400を2例、定常状態でのAUC/
MIC＜400を1例認めた。さらに、7例中1例に腎機能の低下が認められた。【考察】AUC/MIC（0-24hr）＜400の2症例に
おける初回負荷投与量は、それぞれ20mg/kg、22.7mg/kgであった。一方、AUC/MIC（0-24hr）≧400の初回負荷投与量
は平均26.8mg/kgであった。このことから、AUC/MIC（0-24hr）＜400となった症例では、初回負荷投与量が不十分であっ
た可能性が示唆された。また、定常状態でのAUC/MIC＜400を1例認めたが、維持投与量は16.4mg/kgと問題なく、AUC/
MIC 396.02とほぼ400に近似する値であった。腎機能の低下を認めた１例では、T/Pが併用されていた。AUC/MIC（0-24hr）
518.31、トラフ値14.1μg/mLでありVCMの血中濃度の上昇は認められなかった。VCM投与期間は2日間と短く、因果関係
は明らかでないがT/Pとの併用による腎機能低下の可能性が示唆された。T/Pとの併用例では、VCM血中濃度に関係なく腎
障害が発現するとの報告もあり、腎機能推移により注意が必要であると考える。今回の調査では症例数が少なく、今後も引き続
き検証が必要と考える。

− 173 −



O-147	 	バンコマイシン初期投与設計におけるノモグラムの有用性評価
松山大学　薬学部　医療薬学科1）、愛媛大学医学部附属病院2）

○ 杉山　奈菜1）、木村　博史2）、飛鷹　範明2）、渡邉　真一1）、坂本　宜俊1）、野元　裕1）、田中　守2）

【目的】グリコペプチド系抗菌薬であるバンコマイシン（VCM）は初期投与設計を行うことで、早期から良好な治療効果を得るこ
とができ、適切な薬物治療に繋がることが期待できる。愛媛大学医学部附属病院（以下、当院）では、2019年8月より簡便か
つ薬剤師（投与設計者）によるバラツキが少ないノモグラムを用いた初期投与設計を導入した。そこで今回、ノモグラムを用い
た初期投与設計の有効性を評価するために血中濃度到達率を比較、検討した。

【方法】調査期間は2019年8月1日～2020年12月31日とした。調査項目は年齢、性別、VCM投与量、VCM血中トラフ濃度、
血清クレアチニン値（Cr）、推算糸球体濾過量（eGFR）、身長、体重、BMI、CRP、WBCとした。調査期間中にVCMが投与
され、投与4回目以降に血中濃度が測定された当院入院患者を対象とし、VCM血中濃度が10 μg/mLより低値の患者群、10
～20 μg/mLで範囲内の患者群、20 μg/mLより高値の患者群の3群に分類し、電子カルテ（IBM）を用いた後方視的調査を行っ
た。

【結果】調査期間中にノモグラムを用いた患者は15名で、VCM血中濃度が範囲内の患者は9名、高値の患者は6名であった。
一方、初期投与設計が行われていない患者は53名で、範囲内の患者は26名、高値の患者は13名、低値の患者は14名であっ
た。そして、範囲内の患者割合はノモグラム群が9/15名（60 %）と比較し、初期投与設計未実施群が26/53名（49 %）でノモ
グラム群の方が血中濃度到達率は高かった。さらに、ノモグラム群において血中濃度が高値の患者群と範囲内の患者群を比較
した場合、高値の患者群でBMIが低い傾向がみられた。

【考察】60 ％の患者がノモグラムを用いた初回投与設計で有効血中濃度に到達したことから、初期投与設計未実施と比較し有
用性が示唆された。一方、範囲外の患者6名（40 %）は全て血中濃度が高値であった。要因として、高値の患者群ではBMIが
低い傾向にあり、ノモグラムを用いた患者のeGFRが標準化eGFRであったため、腎機能が過大評価された可能性が考えられた。
しかし、症例数が少ないことなどから、今後はさらに症例数を蓄積して解析していく予定である。

O-148	 	統合失調症患者におけるクロザピンおよび主代謝物の血漿中濃度予測式に基
づく目標維持用量の個別化

広島大学　薬学部　臨床薬物治療学1）、コミュノテ　風と虹　のぞえ総合病院2）、 
コミュノテ　風と虹　のぞえの丘病院3）

○ 徳永　咲里1）、猪川　和朗1）、山下　翔大1）、青木　陽平1）、井上　愛梨1）、坂田　睦2,3）、堀川　直希3）、
森川　則文1）

【目的】治療抵抗性統合失調症用薬のクロザピン（CLZ）に関して、日本人統合失調症患者での薬物動態に関する報告は少ない。
薬物動態に基づき血漿中CLZ濃度を予測できれば、トラフ濃度治療域（350～600 ng/mL）を目標とした個別化投与が可能と
なる。本研究では、CLZ未変化体に加え、CYP1A2が関与する主代謝物N-脱メチル体の濃度を測定し、代謝活性指標となる
N-脱メチル体濃度/CLZ濃度（N/C比）を含む患者因子（年齢、性別、喫煙、経過時間など）がCLZ濃度に及ぼす影響を検討
し、濃度予測式を構築した上で、目標となるCLZ維持用量を個別化することを目的とした。

【方法】CLZ錠を12.5 mgから漸増し1か月以上投与した統合失調症患者を対象とし、最終服用時から採血時までの経過時間
が9 h以上の血漿検体を採取した。血漿検体は凍結した状態で広島大学へ送付し、血漿検体中のCLZおよびN-脱メチル体濃
度は高速液体クロマトグラフィーで測定した。対象症例（平均±標準偏差）は、性別：男性54例・女性71例、年齢：41.5±16.1歳、
喫煙：あり22例（18.5±9.9本/日）・なし103例、体重：60.6±12.8 kg、CLZの1日用量：239.4±162.4 mg/日、経過時間：
13.1±3.1 hであった。データ分析にはソフトウェアEZRを用いた。

【結果】代謝活性指標のN/C比（0.61±0.32）がCLZ濃度（320±264 ng/mL）を低下させる有意な因子であることが示され、
さらにN/C比＝0.0153×喫煙本数＋0.0344×経過時間＋0.114の有意な式が得られた。最終的にCLZ濃度＝1日用量×（0.753 
＋0.0163×年齢＋0.627×性別－0.0178×喫煙本数－0.0400×経過時間) ＋50.7という有意な式が得られた。この予測式に
基づき、経過時間9 hの、CLZ濃度が目標の350 ng/mLになるようなCLZの1日用量を「目標維持用量」とし、年齢・性別・
喫煙の組み合わせにより、12通り算出した。40歳・女性・喫煙なしの場合で、目標維持用量は179 mg/日であった。

【考察】重回帰分析の結果、N/C比の予測式より、喫煙がCYP1A2活性を亢進させて、CLZ濃度を低下させる機序が示唆さ
れた。以上、本研究において1日用量、年齢、性別、喫煙、経過時間を用いたCLZ濃度予測式を構築し、日本人統合失調症患
者での目標CLZ維持用量を個別化することができた。
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O-149	 	簡易懸濁法の適否検証に基づく内服薬経管投与の安全性向上と業務改善に向
けた取り組み

島根大学　医学部附属病院　薬剤部
○ 山崎　健太、中村　健志、高鳥　紗帆、石原　慎之、玉木　宏樹、矢野　貴久、直良　浩司

【目的】簡易懸濁法は、摂食・嚥下機能障害のある患者に薬剤の経管投与等を実施する際に錠剤やカプセルの粉砕や開封を必
要とせず、有用性の高い手法である。以前に当院で実施した看護師を対象とした調査では、簡易懸濁法の認知度こそ高かったが、
対象薬や手技などの理解度では課題も認められた。薬剤師の病棟常駐化により適宜情報提供を実施しているものの、全ての経
管投与実施時に適否情報等の確認や支援を行うことは容易ではない。本検討では、内服薬経管投与時の安全性向上や業務改
善を目的とし、島根大学医学部附属病院の院内採用薬における簡易懸濁法の適否に関する情報を収集・調査する取り組みを実
施した。

【方法】2020年12月時点における当院の院内採用内服薬について簡易懸濁法の適否を調査した。調査には添付文書およびイ
ンタビューフォーム、日本服薬支援研究会の簡易懸濁法可否情報共有システムを用いた。簡易懸濁法適否判定基準は、日本服
薬支援研究会が提唱している基準（適1・2・3、条1・2・3、不適）とし、適否を決定することができなかった薬剤を「不明」とした。

「不明」の薬剤の一部では、崩壊懸濁試験およびチューブ通過性試験を実施し、適否を検討した。
【結果・考察】院内採用薬1008薬剤のうち、10分以内に崩壊し懸濁可能な適1に該当する薬剤は694品目、簡易懸濁時に錠
剤のコーティングに亀裂を入れることが必要な適2・3に該当する薬剤は63品目、各種条件を満たすことで簡易懸濁が可能とな
る条1・2・3に該当する薬剤は38品目であった。簡易懸濁が不適の薬剤は106品目あり全体の10.5％を占めていた。不適の薬
剤には、薬物動態・薬効・副作用に影響を及ぼすものや、チューブ閉塞の可能性がある薬剤が含まれており、簡易懸濁や経管
投与に際しては、医師への情報提供や処方支援により不利益を回避する必要性が考えられた。一方、簡易懸濁の適否が不明
な薬剤は107品目あったが、約5割が抗がん剤であるなど経管投与の可能性が低い薬剤も多く認められた。簡易懸濁の適否が
不明の5薬剤において崩壊懸濁試験およびチューブ通過性試験を実施した結果、4薬剤は簡易懸濁が可能である一方、1薬剤
は不適であることが示された。本検討により、院内採用内服薬における簡易懸濁法の適否情報を整理できたことから、医師や看
護師への情報提供における効率性や確実性が向上し、経管投与時の安全性向上に寄与することが考えられる。

O-150	 	調剤の自動化によりもたらされた成果と課題
鳥取大学　医学部　附属病院　薬剤部
○ 森木　邦明、椎木　芳和、島田　美樹

【目的】
薬剤師業務は対物業務から対人業務への転換を求められている。対人業務を充実させるうえでは、機械化や情報通信技術の
活用などにより対物業務の効率化を図る必要がある。鳥取大学医学部附属病院では、2020年12月から湯山製作所の全自動
PTPシート払出装置（robo-pick II）と散薬調剤ロボット（DimeRo II）を導入し調剤業務の自動化を進めており、その成果と課
題について検証したので報告する。

【方法】
robo-pick IIおよび、DimeRo IIを最大限活用するため、これら機器で自動調剤可能な処方については全て送信することとし
た。robo-pick IIとDimeRo IIに搭載した医薬品は、2021年5月時点で各々300品目、32品目となった。機器導入後の稼働
実績を調査し、錠剤・カプセル剤および散剤の自動調剤された医薬品の割合を算出した。鑑査時点で発見された調剤間違い事
例について、「計数」、「規格」、「別物」、「欠落」に分類し、錠剤・カプセル剤の調剤間違い発生状況を機器導入前後6ヵ月間
で比較した。

【結果】
機器導入後の自動調剤された錠剤・カプセル剤および散剤の割合は、2021年5月実績として、それぞれ74.0%, 51.5%であった。
また、調剤間違いの総数は、249件から183件に減少した。「計数」、「規格」、「別物」の間違いはそれぞれ132件から78件、
47件から19件、26件から9件に減少した半面、「欠落」は44件から77件に増加した。
カットされたPTPシートはrobo-pick IIに充填できないことから、返品薬は定期的に一包化調剤に利用するなどの対応を要した。

【考察】
「欠落」が増加した要因として、機械、あるいは薬剤師が調剤する医薬品の区別が処方せん上で判りにくいことが挙げられた。
上記機器の導入により、医療安全を担保した調剤業務の自動化は促進されたが、調剤業務に従事する薬剤師の削減効果につい
ては今後検証していく予定である

− 175 −



O-151	 	内袋の運用変更に伴う調剤業務の効率化および医療安全への影響
香川大学医学部附属病院
○ 岸下　敬汰、篠原　尚樹、山口　佳津騎、青木　加奈、久保　裕香里、定田　真由美、高石　美佑、 

元木　貴大、田中　裕章、小坂　信二

【目的】
香川大学医学部附属病院では開院当初より1回量が記載された内袋を用いて内服薬を調剤していた。当時は手書きの処方箋お
よび薬袋で運用していたため、内袋を使用することで、薬剤毎に区別し、患者が1回量を間違えないように工夫していた。しか
し、全ての内服薬を内袋に入れることは調剤業務の負担に繋がっており、内袋の選択ミスも問題となっていた。現在は電子カル
テや薬袋の視認性の向上により、内袋を使用するメリットが少なくなってきたと考えられる。そこで内袋の必要性について再検討
し、2020年12月1日から同じ薬袋に2種類以上の薬剤が含まれる場合にのみ、薬剤を区別する目的で1回量の記載がない内袋
を使用することとなった。内袋の運用変更に伴う調剤時間や調剤時のヒヤリ・ハット事例の変化、病院全体の1回量に関するイ
ンシデントを調査し、内袋の運用方法の見直しによる業務効率化や医療安全への影響を評価した。

【方法】
内袋の運用変更前と変更後それぞれの調剤に要する時間を計測した。また、内袋の運用変更前と変更後における調剤時のヒヤ
リ・ハット事例（2020年11月9日から2021年3月31日）及び病院全体の内袋に関するインシデント（運用変更の前後半年間）を
調査し、内容を比較した。変更前後のインシデント件数の比較については有意水準5％としてMann-WhitneyのU検定を行った。

【結果】
内袋の運用変更前後の調剤時間を比較したところ、運用変更前に比べて変更後の方が短縮した。また、調剤時のヒヤリ・ハット
件数も減少を認め、その中でも内袋に関するものの割合が約４分の1に減少した。病院全体の1回量に関するインシデント件数
の中央値は運用変更前が1.5件/月、変更後が2.5件/月であり、統計的有意差はなかった（p=0.394）

【考察】
内袋の運用方法を見直したことで調剤に要する時間が短縮でき、業務負担を軽減できたと考える。調剤時のヒヤリ・ハット件数
も減少し、運用変更前で１番多かった内袋に関するものの割合も減少した。今後は、運用変更後で１番多かった数量間違いを減
らすことが課題である。また、運用変更後間がないことから、医療安全への影響は今後の推移を見て慎重に判断したい。

O-152	 	末梢循環不全による手指潰瘍および虚血性手指症状に対する硝酸イソソルビ
ドテープの適応外使用に関する実態調査

岡山大学病院　薬剤部
○ 団迫　湊、河崎　陽一、牛尾　聡一郎、江角　悟、千堂　年昭

【目的】糖尿病および自己免疫疾患等を起因とした末梢循環不全による手指潰瘍および虚血性手指症状（当該症状）は、疼痛お
よび機能障害を伴うことから患者QOL低下の要因となる。本邦診療ガイドラインでは、プロスタグランジン（PG）製剤等の使用
が推奨されているものの、我々は調剤業務のなかで当該症状に対し硝酸イソソルビド（ISDN）テープを使用している症例に直面
した。当該症状に対するISDNテープは適応外使用であることから、効果ならびに副作用に関するエビデンスが乏しい。そこで、
今回当該症状に対するISDNテープの使用実態、効果ならびに副作用発現状況を明らかにするため後方視的に調査を行った。

【方法】調査対象は、2008年1月～2019年12月の間に、当院皮膚科において当該症状に対しISDNテープが処方され、経時
的に情報収集できた患者とした。調査項目は、患者基本情報、薬剤使用状況、ISDNテープの効果および副作用についてデー
タを抽出した。なお、本研究は、岡山大学倫理委員会で承認（研2007-019）を得て実施した。

【結果】当該症状に対しISDNテープが処方された患者は38名であった。また、原疾患は強皮症が最も多かった。ISDNテープ
の使用方法は、手指あるいは手首に貼付できるように細断し局所作用を期待して使用されていた。ISDNテープ使用前は、PG
製剤および抗血小板薬が使用されていた。また、ISDNテープ使用後はエンドセリン受容体拮抗薬が使用されていた。当該症
状に対するISDNテープは、全患者の58%に効果が認められた。一方、副作用発現は20%で、頭痛および動悸を認めた。

【考察】当該症状に対する治療は、診療ガイドラインの推奨グレードの高い薬剤から優先的に導入されていた。また、ISDNテー
プはガイドライン推奨度の低い薬剤と同列で使用が試みられていることが示唆された。治療効果は、約60%の患者に認められ、
副作用はISDNの主作用に基づくものであり、未知の副作用は発現していなかった。以上のことより、当該症状に対するISDNテー
プの適応外使用は、添付文書に明記されている副作用の範囲を超えることなく安全に使用でき、効果も期待できることが示唆さ
れた。
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O-153	 	当院での関節リウマチ治療における抗リウマチ薬の使用動向からみた有用性
の検討

宇多津病院　薬局
○ 三柳　直子、香川　仁美、井澤　裕子、三柳　政道

【目的】疾患修飾性抗リウマチ薬 (Disease modified anti rheumatic drug ; DMARD) は、免疫担当細胞やサイトカインに
作用することにより、関節リウマチ(RA)の疾患活動性をコントロールする薬剤で、免疫抑制薬、免疫調節薬、分子標的薬に
分類される。RAの治療で、中心的な役割を果たすメトトレキサート(MTX)に加え、生物学的製剤(bDMARD)やJAK阻害薬
(tsDMARD)は、重要な位置づけであり、患者背景に応じた適正使用が求められる。その一方で、薬剤が多種多様となり、臨
床に則した見解や薬剤の特徴を十分に把握しなければならない。そこで、RA専門医療機関の当院におけるDMARD使用動向
を調査し、これらの有用性について検討した。【方法】2018年4月～2021年3月で、当院でbDMARD／tsDMARDを開始し
たRA患者について、使用薬剤を1年ごと（A期：2018年度 B期：2019年度 C期：2020年度）に評価し、主要薬剤においては、
患者背景（性別、年齢、前治療の有無、MTX併用の有無）、自己注射の実施状況なども調査する。【結果】＜bDMARD群＞ 
A期：148名 B期：147名 C期：117名。通年で、トシリズマブ(TCZ)、アバタセプト(ABT)、ゴリムマブ(GLM)の使用が多い。
＜tsDMARD群＞ A期：5名 B期：32名 C期：18名。最も多いバリシチニブは、新規導入および他剤からの切り替え例も多い。
なお、C期においては、COVID-19の影響により、両群ともに使用患者の総数が減少した。また、2020年3月以降で、ABTで
は、点滴静注から皮下注（在宅自己注射）への剤形変更が2名あり、GLMでは、通院投与から在宅自己注射へ移行した患者が
7名いた。【考察】「日本リウマチ学会 関節リウマチ診療ガイドライン 2020」では、RAと診断後、MTX使用を考慮し、治療目
標の達成を評価しながら、csDMARD（従来型）やbDMARD、JAK阻害薬の併用・変更を考慮し、段階的に治療を進めること
が推奨されている。いずれの薬剤においても、免疫機構に作用し、長期使用が見込まれるため、患者の年齢や生理機能、合併
症だけでなく、投与方法や治療費などの薬剤の特徴も重要な検討因子となり、適正使用に向けた患者指導や薬学的管理が必要
である。また、経口薬であるJAK阻害薬は、利便性が高い反面、自己管理の重要性が問われ、今後、使用が増えると予測する中、
充実した薬薬連携が必須となる。なお、感染症対策として、在宅自己注射による通院回数の軽減は、有用な手段と考え、今後
の患者指導に活かしていきたい。

O-154	 	腎移植患者を対象とした薬薬連携体制の構築とその評価
高知医療センター
○ 中野　李菜、田島　千愛、濱田　恵輔、須藤　太誠、中井　梨郁、胎中　博行、田中　広大、 

橋田　真佐、公文　登代、段松　雅弘、田中　聡

【目的】高知医療センターは腎移植実施施設である．患者は移植前後で内服薬の内容が大きく変化する．また拒絶反応を防ぐた
めの服薬アドヒアランス維持は非常に重要である．当院では2020年10月より腎移植実施患者を対象に保険薬局との相互の情
報提供を開始した．今回，この薬薬連携の体制の構築と保険薬局を対象にアンケートによる評価を行ったので報告する．

【方法】対象患者の抽出は入退院支援センターで行うこととした．腎移植の予定入院患者にかかりつけ薬局を聴取し，入院日ま
でに患者情報の提供を依頼する．退院時には入院中の薬剤管理指導の内容を退院後の保険薬局に情報提供する運用とした．
情報提供には「高知県版薬薬連携シート」を用いた．2020年10月から翌年5月までの腎移植患者が利用する保険薬局にアンケー
ト調査を行った．調査内容は薬薬連携のタイミングの適切性や提供情報の有用性等の評価のための11問とした．
【結果】期間中の対象保険薬局は6施設(門前2施設，その他4施設)，患者は12名(男性8名，女性4名)であった．患者内訳は
門前が8名，その他が4名であった．アンケートの結果は「情報提供のタイミング」と「役立つ情報の有無」については全施設が，
それぞれ「適当である」「役立った」と回答した．「何に役立ったか」では多い順に「指導の準備」が6施設，「医薬品の在庫確保」
が4施設，「調剤方法」が4施設，「生活上の注意点」が3施設であった(複数回答)．「情報提供による服薬指導の変化」につい
ては「変化あり」は4施設，「どちらともいえない」が2施設であり，変化の内容は「患者情報がより把握できた」「具体的な指導
ができた」等があった．薬薬連携シートにない項目で希望するものは「より詳細な一包化の情報」であった．

【考察】情報提供のタイミングは概ね適切であった．腎移植患者を対象とした薬薬連携による情報提供は，保険薬局の調剤や服
薬指導に対して有効に利用されている状況が確認できた．情報内容については，現行の内容で問題はないが，より詳細な一包化
の情報を付記することで更に有用となることが示唆された．情報提供が「生活上・服用上の注意点」に役立つとした施設も多く，
今後の服薬アドヒアランス維持にも情報提供は有用であると考察した．ただし今回の調査症例は移植後の期間が短く，服薬管理
上の問題が少ない可能性があるため，今後も保険薬局と意見交換し情報提供内容の改善に努める必要がある．
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O-155	 	地域医療連携におけるトレーシングレポートの活用状況と病院薬剤師の関わり
香川県立中央病院　薬剤部1）、香川県立丸亀病院　薬剤部2）

○ 香川　実咲1）、河本　玲1）、丸山　阿加里1）、山本　夏菜1）、永尾　香菜子1）、川田　浩平1）、 
森井　幸子1）、山田　佳奈1）、池田　美咲1）、永井　綾彦1）、中山　順子1）、出口　有佳理1）、 
沖上　朋美2）、寶田　繁基1）、安部　浩美1）

【目的】当院では、2019年5月より医薬品適正使用推進や医療安全の観点から、トレーシングレポートの運用を開始している。ト
レーシングレポートとは、保険薬局で患者から聞き取った情報のうち、処方医に報告することが望ましいと判断された「緊急を要
さない情報」について処方医へフィードバックするレポートである。保険薬局から、疑義照会以外で処方医に情報提供できるツー
ルとして、有効活用が期待される。当院では、保険薬局より提出されたトレーシングレポートを薬剤師が集約した後、提供された
情報や提案内容などを処方医へフィードバックしている。今回、トレーシングレポート活用状況の評価を目的として、データの集
計および解析を行ったので報告する。【方法】2021年3月1日から5月31日までの3ヶ月間に提出されたトレーシングレポートにつ
いて、件数や内容、次回処方への反映状況を調査・分析した。【結果】2021年3月1日から5月31日までに提出されたトレーシ
ングレポート件数は283件であった。記載内容は、残薬状況の報告・調整依頼74件、重篤ではない副作用報告38件、一包化
調剤の提案13件が多かった(一部重複あり)。提出元は当院近隣の保険薬局が96％と大半を占めていた。また、2021年3月1
日から31日までの1ヶ月間に提出された117件のうち、保険薬局からの依頼や提案は57件あり、そのうち26件(46％)が次回処
方に反映されていた。変更内容としては、残薬調整11件、副作用報告等を受けての薬剤追加・変更・中止10件、一包化調剤
3件、用法変更2件などがあった。【考察】保険薬局から多数の情報がトレーシングレポートとして提出されていた。その中でも、
残薬調整や、重篤ではない副作用報告、一包化調剤の提案において有効に活用され、記載内容に基づいて処方変更となった
例も多数見られた。このことから、トレーシングレポートは保険薬局から情報提供を行うツールとして有用であると考える。一方、
当院近隣の保険薬局以外からの提出は少なかった。そのため、地域の保険薬局に向けて、トレーシングレポート活用に関しての
はたらきかけを今後も継続する必要があると考える。病院薬剤師が処方医と保険薬局との架け橋となり、保険薬局から提供され
た情報や提案内容などが反映されやすい体制を確立し、医薬品適正使用推進や医療安全に貢献していきたい。

O-156	 	当院における患者サポートセンターでの薬剤師による入院前支援について
香川県立中央病院
○ 香川　歩美、山田　佳奈、出口　有佳里、宝田　繁基、安部　浩美

【背景･目的】PFM(Patient Flow Management)の考えに基づき、外来の時点から支援を行い、入院前から退院後までの流
れをマネジメントすることが重要とされている。入院前から患者と関わるために、当院でも2021/3/8に患者サポートセンターを
開設した。当センターでは、全診療科のクリニカルパスによる予定入院の患者を対象として、多職種が介入し支援を行っている。
薬剤師も患者面談を行い、持参薬の確認と電子カルテへの報告、術前･検査前休薬の確認･指導、アレルギー･副作用歴の聞
き取り、健康食品･サプリメントの確認、休薬前日の電話確認を行っている。今回、患者サポートセンターでの薬剤師の入院前
支援について報告する。【方法】2021/3/8～2021/6/18の期間に患者サポートセンターに来院した患者について、業務内容と
その件数について調査を行った。【結果】調査期間内の面談件数は1711件で、業務内容は持参薬報告1156件、保険薬局など
への情報提供依頼41件、休薬指導259件、保険薬局への薬剤調整依頼19件、当院での薬剤調整4件、休薬前日の電話確認
189件、アレルギー･副作用歴の電子カルテへの登録85件であった。医師への問い合わせは86件あり、そのうち、休薬すべき
薬剤の把握漏れを照会し休薬となった件数は13件で、薬剤の内訳は、女性ホルモン剤8件、抗血栓薬2件、抗不整脈薬2件、
ビグアナイド系糖尿病薬1件だった。また、院内の術前休薬マニュアルについて、女性ホルモン剤の休薬期間や、MAO阻害
剤内服患者の対応手順についてマニュアルの追加を行った。【考察】入院前に薬剤師が面談することにより、休薬すべき薬剤の
把握漏れにより起こる手術･検査の中止･延期を回避することができた。さらに、院内の術前休薬マニュアルの整備を行ったこと
で、休薬に関する問い合わせを統一して円滑に行うことができるようになった。新たな情報を確認し、必要に応じて術前休薬マニュ
アルの整備を行っていきたい。また、入院前からアレルギー･副作用に関する情報を把握できるため、クリニカルパスにて使用予
定の薬剤の代替薬の提案を余裕をもって対応できるようになった。患者に安全な医療を提供できることに加え、病棟業務の効率
化につながっていると考える。今後は、香川県薬剤師会で情報共有ツールとして統一化を図っている入院時情報提供シートを活
用し、退院後も安心して地域での治療を継続できるよう、保険薬局との情報共有に取り組んでいきたい。
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O-157	 	広島県下における退院・転院時の情報提供書（薬剤管理サマリー）の活用に
関する実施状況の調査

広島県病院薬剤師会・病院機能別業務検討委員会1）、広島県病院薬剤師会・調査広報委員会2）

○ 吉川　博1）、岡本　直樹2）、寺岡　豊1）、横江　穂奈美1）、荒川　隆之1）、西塚　亨1）、松本　俊治2）、 
日浦　和徳2）、今井　圭介2）、先森　満子1）、松尾　裕彰1,2）

【目的】令和2年度の診療報酬改定において退院時薬剤情報連携加算が新設され、退院時の情報提供文書として薬剤管理サマ
リーが評価される形となった。入院中に行った減薬の状況などを保険薬局へ情報提供することはシームレスな薬学的ケアの実
践につながる。また、施設間連携における薬剤の情報共有は薬剤による医療事故を防ぐためにも重要となる。今回、広島県下
における施設間連携の現状と課題を把握することを目的に、薬剤管理サマリーの活用状況について調査したので報告する。

【方法】令和3年6月、広島県病院薬剤師会に所属する187施設に対して、WEBによる回答選択形式（一部記述方式）のアンケー
ト調査を実施した。
【結果】アンケート回収率は50.3％であった（94/187施設）。薬剤管理サマリーの作成状況は、全ての患者に作成が3施設
（3.2％）、原則作成が8施設（8.5％）、一部の患者に作成が41施設（43.7％）、作成していないが42施設（44.7％）であった。
作成していない理由としては回答のあった41施設中、薬剤師不足が28施設（68.3％）、システム上作成ツールがないが16施
設（39.0％）であった（重複回答あり）。薬剤情報の連携に活用しているツールについては回答のあった88施設中、お薬手帳が
81施設（92.0％）、薬剤管理サマリーが49施設（55.7％）、地域連携パスが6施設（6.8％）であった（重複回答あり）。退院時
薬剤情報管理指導料算定対象外の病棟での薬剤管理サマリーは、対象病棟のある施設45施設中27施設（60.0％）で活用さ
れており、地域包括ケア病棟では21施設、回復期リハ病棟では13施設（重複回答あり）であった。薬剤管理サマリーの送付先
は回答のあった50施設のうち、薬局39例（78.0%）、病院35例(70.0%)、介護老人保健施設26例(52.0%)、診療所17例(34.0)%

（重複回答あり）であった。
【考察】薬剤管理サマリーは約60％の施設で活用されており、薬剤情報連携ツールとして認識されていると思われる。ただし、
作成状況に関しては病床規模により異なっており、薬剤師のマンパワー不足も一つの要因と考えられた。また、算定対象外の地
域包括ケア病棟、回復期リハ病棟での使用状況も高く、回復期での薬剤情報提供のニーズは高いと思われた。現状では病院
や保健施設への情報提供に診療報酬はないが、情報提供の送付先では薬局のほかに病院などへの活用状況も高く、施設間連
携における情報共有の重要性が示唆された。

O-158	 	当院における退院時薬剤管理サマリーの活用と今後の課題
愛媛医療生活協同組合　新居浜協立病院　薬剤科
○ 石井　亮、片岡　拓也、加藤　丈二

【目的】新居浜協立病院(以下、当院)は地域包括ケア病棟と療養型病棟を有するケアミックス型の病院である。急性期病院か
らの転院も多く受け入れており、退院までの間に薬剤の調整を行うことも多い。退院後もシームレスな薬学的管理指導が行える
よう、2018年11月より退院時に薬剤管理サマリーをかかりつけ薬局に対し発行してきた。これまで発行した薬剤管理サマリー
を分析し、傾向について検討した。【方法】2018年11月から2021年6月までに発行した『退院時薬剤管理サマリー』84件につ
いて、宛先施設、薬剤の減少、内容等により分析を行った。『退院時薬剤管理サマリー』の様式は、2018年改訂の日病薬『薬
剤管理サマリー』を用いた。【結果】サマリーの宛先別分類は、門前薬局56.0％、門前以外の新居浜市内29.8％(川西地区
10.7％、川東地区4.8％、上部地区14.3％)、市外1.2％、病院7.1％、施設1.2％、診療所4.8％であった。また、サマリー発行
患者のうち入院の前後で内服薬が減った割合は45.2％、増えた割合は22.6％、変化なしが32.1％であった。また、増えた数を－、
減った数を+として計算すると、１人当たりの薬剤減少数は0.96剤であった(最大値11、最小値-5)。内容についての分類は服
薬・調剤上の留意点32件、治療内容・入院中の様子56件、薬剤調整21件、その他3件となっている(複数選択)。送り先から
の返書が返ってきたものは14.3％であった。【考察】返書が少ないのは、サマリー提供の方法がFAXを利用し、一方的に送りつ
けるような形式になってしまっているものが多いためであると思われる。双方向でのやりとりを行い、情報提供から情報共有へと
変えていくためには顔が見える連携が必要で、今後は地域でのネットワークづくりなどが重要かと思われる。薬剤師にはポリファー
マシー等、薬剤調整への対応が求められる。令和２年度に新設された「退院時薬剤情報連携加算」も入院中に薬剤の変更、中
止を行い、保険薬局に情報提供した場合に算定できる。今回発行したサマリーでも薬剤数が減少した割合が多くなっているが、
退院後も引き続き地域で薬学的管理指導を継続していくには、薬剤調整以外の情報や、病院間の情報共有も必要だと思われる。
サマリーの活用を通して、引き続きよりよい情報提供の形を考えていくことが求められる。
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O-159	 	地域包括ケアシステム構築に向けた薬薬連携の推進ーWebシステムを活用
した情報共有ー

高知大学医学部附属病院　薬剤部1）、高知県中央東福祉保健所2）、高知県健康政策部医療政策課3）、 
高知県薬剤師会4）

○ 中村　優李1）、門田　亜季1）、森沢　惇平1）、川添　哲嗣1）、野村　政孝1）、常風　興平1）、森田　靖代1）、
金山　知代2）、下元　かおり2）、浅野　圭二3）、西森　郷子4）、西森　康夫4）、宮村　充彦1）

【目的】2020年度診療報酬改定において「連携充実加算」が新設されるなど、病院と保険薬局との更なる連携が求められる。
高知県においても、行政・医療機関が一体となり、基幹病院を中心とした薬薬連携の取組を行っている。高知大学医学部附属
病院では保険薬局から患者情報を紙ベースでのトレーシングレポートとして得ていたが、情報共有に関するタイムラグの発生や
情報量の不足、カルテへの転記に時間を要するなどの問題があった。今回、保険薬局との情報共有についてWebシステムを
用いた情報共有体制に関する検討を行った。【方法】医療情報に特化した情報ツールであるWebシステム「Dr.JOY」を用い
保険薬局との情報共有を開始した。今回システム導入を行った前・後6か月間を対象期間とし、院外処方せん枚数、トレーシン
グレポート件数、その内訳を検討した。Webシステムを利用した情報共有の有用性評価については、高知大学医学部倫理委
員会の承認を得て患者の同意を前提とした。【結果・考察】Webシステム運用開始前・後における院外処方せん枚数は開始前
60,916枚、開始後62,156枚であり大きな差はなかった。トレーシングレポート件数は開始前月平均4.3±1.8件から開始後月
平均57.5±11.0件と大きく増加した。Webシステムを利用した情報共有を行った薬局は全6薬局であった。Webシステムで
の運用開始後、情報提供された内容は、副作用発現等に関する報告148件、服薬状況報告70件、残薬報告50件であった。
また、その報告を薬剤別に分類すると、抗がん剤が103件と最も多く、続いて慢性疾患治療薬、吸入薬であった。抗がん剤に
ついては、外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組を目指し、保険薬局との更なる連携を図ることを目的として、化
学療法レジメンのホームページでの公開や研修会を開催している。さらに、患者情報の収集項目を統一したトレーシングレポート
を用いて報告することとし、Webシステムを介した保険薬局との情報共有により、トレーシングレポート件数が増加し、円滑な情
報共有が可能となった。これにより、患者への安全で質の高い薬物治療を継続的に提供することが可能となり、継続的かつ効
率的な薬薬連携を実現できるものと考えている。

O-160	 	妊娠・産褥期における生化学検査のPOCT ～薬剤師による健康管理支援～
広島大学　薬学部　臨床薬物治療学
○ 重森　海希、猪川　和朗、大谷　英里香、岡田　瑞希、森川　則文

【目的】妊娠・出産は女性の身体に生理学的変化をもたらす。妊娠中は脂質代謝異常、糖代謝異常、貧血様症状などが生じや
すいが、これらの指標となる各生化学検査の値を妊婦自身が知る機会は少なく、不安に感じている。妊娠初期の検診で血液検
査を行うが、通院の労力や静脈採血の侵襲等妊婦にとって負担となる場合が多い。また異常分娩以外では産褥期まで十分にフォ
ローされることは少ない。そこで、妊娠・産褥期の女性に対し、薬剤師・薬学生が実践可能なpoint of care testing（POCT）
により簡便かつ低侵襲な生化学検査を提供したので報告する。

【方法】2011年より全国の地域会場で薬剤師・薬学生が共同でPOCTによる検体測定を提供した。指先自己穿刺により得た微
量血液を用いて、HbA1c、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、血糖、ヘモグ
ロビンの中から希望項目を測定した。また、研究内容を説明し文書同意の得られた1名の妊婦に対し、妊娠23週から産後の約
2年間、定期的なフォローを行った。測定頻度は1か月に1度とし、居宅にて測定を行った。測定機器にはAFINION2、cobas 
b101、メディセーフフィット、ASTRIM FITを用いた。

【結果】被験者のうち、妊娠中または産後2年以内の成人女性は125名で、妊娠中の女性は3名であった。アンケートでは「良
い機会であった」（81.6%）、「今後も薬局で検査を受けたい」（76.0%）と回答し、測定で特に良かった点は「その場で結果が出
ること」（77.6%）が最多であった。随時測定では、大半が基準範囲内を示した。妊婦1名の定期フォローでは、血糖、中性脂肪、
non-HDLコレステロールが出産前に高値を示し、産後は基準範囲内に戻った。その他の項目については出産の前後で変化は
見られなかった。

【考察】生化学検査のPOCTは、妊娠・産褥期女性から高い評価と期待を受けていることが示された。ただし、血糖が出産前に
高値となった理由は検体採取時の食後経過時間が短かった可能性もあり、採取時刻に注意が必要と考えられた。一方、中性脂
肪とnon-HDLコレステロールが出産前に高値となった理由は妊娠に伴う正常な生理的変化であるため、その旨の説明が必要と
考えられた。生化学検査のPOCTは時間や場所に制限されず定期的な測定を実現し、定量的情報の提供により健康状態の把
握を促すことが可能になり、薬剤師による健康管理支援として有用と考えられた。
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O-161	 	抗真菌薬チェックシートを用いた抗真菌薬適正使用支援の評価
JA尾道総合病院　薬剤部
○ 堀川　俊二、安原　昌子、栗原　晋太郎、藤本　雅宣、別所　千枝、岡崎　華歩、井上　雄平、 

松谷　郁美

【目的】深在性真菌症は宿主状態が不良な例が多く、早期から適正な抗真菌薬を選択し十分量を投与することが重要である。し
かしながら2016年の当院の調査ではホスフルコナゾール（F-FLCZ）,ボリコナゾール（VRCZ）,カスポファンギン（CPFG）の
負荷投与の実施率は低く、適切な抗真菌薬の選択が行われていない症例も散見された。そこで2017年1月より抗真菌薬チェッ
クシート（以下チェックシート）を用いた抗真菌薬の適正使用支援を開始した。今回、チェックシートによる支援の評価を行った
ので報告する。【方法】チェックシート導入前2013年4月～2016年12月（以下１期）と導入後2017年1月～2021年3月（以下
２期）におけるCPFG、VRCZ、F-FLCZの負荷投与の実施率を比較した。VRCZでは血中濃度測定状況も併せて調査を行っ
た。また２期において血液培養真菌陽性症例でのACTIONS（Appropriate　Candidal Treatment Implementation Of 
Non-neutropenic strategies）Bundle（以下Bundle）の遵守状況を調査した。【結果】負荷投与が必要なCPFG、VRCZ、
F-FLCZ実施率は１期で各々80％、91％、33％、２期では各々98％、100％、68％と実施率は上昇した。VRCZで薬物血中濃
度を測定率は１期0％から２期50％となった。血液培養真菌陽性例は14例であり、Bundleの遵守率は「24時間以内の中心静
脈カテーテル抜去」は70％、「真菌性眼内炎の除外診断」は78％、「治療開始数日以内に血液培養を実施し、陰性化を確認」
は42％「血液培養陰性化、また症状改善した後、2週間の抗真菌薬投与」は１％という遵守状況だった。【考察】チェックシート
を用いた抗真菌薬適正使用の支援により、負荷投与の実施率の改善がみられた。抗真菌薬処方時に発行されるチェックシート
を用いた迅速な介入は有効であると考える。医師への情報提供のみならず薬剤師が処方修正を行うことで、さらに実施率の向
上が見込まれる。Bundleの遵守率は項目によって差があった。重症患者が多く、患者の状態によりBundleの遵守が困難な状
況があることが推察された。今後も遵守率向上のため薬剤師はICTと協働してBundleに関する情報提供を行う必要がある。

O-162	 	ATPおよび一般生菌の迅速検査法を用いた調剤室における環境衛生の実態
評価

島根大学医学部附属病院　薬剤部
○ 高橋　由、山戸　和美、岡崎　美香、石原　慎之、池淵　明美伽、亀井　美穂、泙　誠一、玉木　宏樹、

矢野　貴久、直良　浩司

【目的】調剤室では多くの医薬品の管理や調剤、鑑査、交付を行うが、内用薬や外用薬では患者さんの手に直接わたり、そのま
ま服用・使用されるケースも多いことから、衛生管理への配慮は極めて重要である。調剤や作業前後における手指衛生や、調
剤室の清掃や衛生状態の維持に努めているものの、細菌等による環境の汚染は目に見えないことから、環境衛生の実態把握は
難しいことも実情である。本検討では、ATP（アデノシン三リン酸）および一般生菌の迅速検査法を用いて、調剤室における環
境衛生の実態把握を目的に評価を行った。

【方法】環境衛生の評価には高感度ルミノメータEnSURETM（Hygiena社）を使用し、ATP拭取り検査用試薬UltraSnapTMと
一般生菌検査用試薬MicroSnapTMを用いた。評価箇所は調剤室の調剤環境（一般内服薬、錠剤分包、散剤、水剤、軟膏剤
等の調剤関連備品）や調剤薬鑑査環境、その他環境（電話機、パソコン、周囲物品など）とした。

【結果・考察】ATP拭取り検査は75箇所に実施し、高値であった50箇所にて一般生菌検査を行った。すべての箇所における
ATP測定検査の中央値は217 RLU（2～6801）であり、調剤環境の中央値は182 RLU、鑑査環境の中央値は258 RLU、そ
の他環境の中央値は366 RLUであったことから、調剤室のいずれの箇所においても一定の衛生状態が保たれていることが確か
められた。一方、パソコンを設置している机で最大値の6801 RLUを検出したが、一般生菌の検出はなかった。一般生菌検査
の中央値は0 RLU（0～168）と、ほとんどの箇所で一般生菌は検出されなかったことから、調剤室において検出されたATPは
一時的な細菌汚染の結果を示しており、持続した細菌汚染は生じていないことが考えられた。一方で、流し台や乾燥機など水回
り環境ではわずかながらも一般生菌の検出が認められたことから、使用後や清掃時には水気が残らない拭き取りや乾燥に配慮す
る必要性も考えられた。加えて、ATPが高値を示した箇所は一時的であるものの細菌汚染を生じやすい実態が示されたことから、
調剤室における環境衛生を維持・向上するには、本結果に鑑みた清掃箇所や手順の見直しが必要であることが考えられた。
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O-163	 	アシクロビルによる脳症の重篤化を疑義照会により回避した一例報告
香川大学　医学部　附属病院　薬剤部1）、香川大学　医学部　附属病院　医療安全管理部2）、 
香川大学　医学部　医学研究科3）

○ 黒川　直弘1）、田井　達也1）、山口　佳津騎1）、新村　航1）、松原　亜季1）、越野　優希3）、山本　高成1）、
鈴木　聖1）、元木　貴大2）、田中　裕章1）、小坂　信二1）

【背景】本症例では，バラシクロビル塩酸塩（VACV）が他院にて過剰投与で処方され，アシクロビル（ACV）脳症を発症して当
院へ緊急入院した末期腎不全で血液透析（HD）施行中の患者に対して，副作用回避のために薬剤師が関与した症例について
報告する．

【症例】70 歳代，男性，48kg，末期腎不全で HD 施行中の患者．発症１日前に発疹認め近医受診，帯状疱疹と診断後，
VACV1回1000mg1日3回が処方され，同日夜間より幻覚，異常行動が出現，水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）髄膜炎疑いとし
て当院へ緊急入院した．当直業務中の薬剤師に対し，担当医からACV投与予定であり，HD患者に対する用法用量の問い合わ
せがあった．薬剤師は薬剤鑑別が未実施であり入院前のVACV用法用量が不明であったことより，患者症状がVACV過剰内
服によるACV脳症であることを疑い，医師へ疑義照会を行った．結果，入院前のVACV処方は帯状疱疹に対する通常腎機能
の用量である1回1000mg1日3回が処方され，2000mg内服したことが判明した．ACV投与は中止となった．また，本来であ
れば入院日がHD施行日であったが，施行できておらず，2日後HD予定であることが判明した．担当医と協議の結果，持続緩徐
式血液濾過透析（CHDF）にてVACV除去が開始となった．発症5日目に意思疎通良好の状態となり，その後の検査にて帯状
疱疹の症状改善が確認され発症9日目に退院となった．

【考察】ACV脳症の副作用症状はVZV髄膜炎においても類似した症状が現れるため，診断と治療方針は慎重な診断が必要で
ある．入院時点では髄液検査，血液検査，頭部MRIの結果や病歴よりVZV脳症が最も疑われていた．VACVは主に腎排泄され，
血液透析など腎機能低下している患者ではACV脳症の発症リスクが高くなるとされており，副作用回避のためにはVACV減量
は必須である．HD施行できない状態で仮に，入院後，ACV点滴静注が継続されていれば意識障害はさらに悪化していたこと
が予測された．一般的な腎排泄型の薬剤投与量は，腎機能廃絶しているCHDF患者の場合，GFR13-15mL/minの腎機能患
者推奨投与量と同じ投与量が推奨される．ACV，ACVの活性代謝物ともにHD除去率は高いと言われており，臨床所見からも
CHDFにてVACV除去が開始されたことで症状重篤化を回避できた．

O-164	 	当院におけるAST活動の取り組み
済生会今治病院　薬剤部1）、済生会今治病院　看護部2）

○ 宮下　美穂1）、越智　俊政1）、西村　小百合2）

【目的】2018年度より抗菌薬適正使用支援加算が新たに設立され，当院においても2019年より抗菌薬適正使用支援チーム
（AST）の活動を開始した．2020年度からは, AMRアクションプランの目標の一つである経口抗菌薬量の減少への対応として，
抗菌薬が不要とされる感冒などの急性気道感染症および急性下痢症に対する抗菌薬の使用数について調査・報告を実施した．
中小病院で地域の基幹病院でもある当院での抗菌薬適正使用への取り組みおよび経過について報告する．【方法】（1）腎機能
による最大薬用量超過チェックを薬剤部で実施し，薬用量の変更等実施した．ASTカンファレンスにより，できる限り最大量投与
を重点的にフィードバックを行った．（2）入院患者における抗菌薬使用の指標として，2018年からの経年において，抗菌薬使用
密度（AUD），抗菌薬使用日数（DOT）（いずれも1000bed-days)，およびAUD/DOTと抗菌薬使用金額の調査を行った．（3）
使用量および使用金額に応じて抗菌薬採用を見直しを実施した．（4）外来抗菌薬については，急性気道感染症および急性下痢
症に対する月別の症例数および使用された抗菌薬についての調査が必要であり、Accessを用いたシステムよりクロス集計後の
識別，および必要に応じて専任薬剤師が診療記録を確認して症例数を確定した．【結果】AUD，DOT，抗菌薬使用金額におい
ては，いずれも経年的に減少傾向である．抗菌薬使用金額においては，ジェネリック医薬品へのスイッチも効果があった．外来抗
菌薬の算出方法を確立する事により，疾患名重複患者カウントや他疾患による抗菌薬投与症例等を省くことができ，専任薬剤師
の作業時間減少に繋がった．【まとめ】最大量投与を実施した症例においては使用量が増大するが，全体においてAUDの増加
は見られず使用日数の減少に役立っていると思われる．カルバペネム系抗菌薬の使用量は下げ止まり状態になっており，注射用
抗菌薬および外来抗菌薬の適正使用はどちらも周知に至っていない症例が見られる．以上の問題点を今後のAST活動の課題と
する．
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O-165	 	呉医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応(第一報) ～治療
薬の準備から臨床研究について～

国立病院機構　呉医療センター　薬剤部1）、国立病院機構　呉医療センター　呼吸器内科2）、 
国立病院機構　呉医療センター　救急科3）、国立病院機構　呉医療センター　臨床研究部4）

○ 松田　将史1）、石村　美祐1）、前田　龍人1）、高田　正弘1）、矢野　圭悟4）、三登　峰代2）、高田　祐衣3）、
岩崎　泰昌3）、田代　裕尊4）、田頭　尚士1）、國原　将洋1）、松久　哲章1）

【はじめに】
　新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年12月以降に中国湖北省武漢市を中心に発生し短期間で全世界に広がっ
ている。当院においても2020年7月より入院患者を受け入れて必要な診断、治療を実施している。
　薬剤部では関連部署との協働にて、治療薬の入手、医薬品情報の収集、適正使用のための支援等を対応してきたので、そ
の内容を報告する。

【方法】
　COVID-19に関しては、治療薬が確立されていなかったため、関連する学会主導の臨床研究に参加した。臨床研究では有
効であると期待される抗ウイルス薬等を調達できるものから使用してきた。本邦で入手可能な薬剤は、ファビピラビル錠、レムデ
シビル注、デキサメタゾン錠・注、トシリズマブ注、バリシチニブ錠などである。
　COVID-19患者については、どのタイミングで入院するか不明、不定であったので、呼吸器内科や救急科とも協議を図った。
特に、平日の時間内・外および休日体制については、薬剤入手、保管管理、調剤および返納作業、臨床研究の同意取得に係る
手順の簡略化、院内周知などに対応した。

【結果】
　当院は、自治体からの感染症重点医療機関に指定されており、2021年6月までに入院加療となった症例は118例であった。
そのうち男性63例、女性55例であった。全患者の年齢中央値は71歳(1～104歳)、治療薬はファビピラビル錠が3例、レムデ
シビル注が56例、デキサメタゾン錠・注が49例、トシリズマブ注が5例、バリシチニブ錠が5例であった。臨床研究については
多施設共同による抗ウイルス薬等の治療効果を検討する観察研究に参加した。

【おわりに】
　COVID-19の治療に関連する業務では特に新規性が高く、情報確認や部署間の調整において難渋する場面もあったが、治
療薬の情報収集に始まり調達管理および研究業務への対応は確実に医療の貢献を果たしている。今後はワクチン接種による予
防に加えて、早期治療に向けての適正な薬物療法を実施できるように院内関連部署との連携を密にして対処したい。

O-166	 	呉医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応(第二報)	
	～患者背景からの危険因子について～

国立病院機構　呉医療センター　薬剤部1）、国立病院機構　呉医療センター　呼吸器内科2）、 
国立病院機構　呉医療センター　救急科3）、国立病院機構　呉医療センター　臨床研究部4）

○ 石村　美祐1）、松田　将史1）、川成　昂1）、矢野　圭悟4）、高田　正弘1）、三登　峰代2）、高田　裕衣3）、
岩崎　泰昌3）、田代　裕尊4）、田頭　尚士1）、國原　将洋1）、松久　哲章1）

【はじめに】
　当院において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、2020年7月より入院患者を受け入れて必要な診断、治
療を実施している。当院では、COVID-19の治療薬としてファビピラビル錠、デキサメタゾン錠・注、トシリズマブ注、バリシチ
ニブ錠を使用している。また、中等症以上の症例についてはレムデシビル注による治療を行っている。当院で受け入れた患者の
症状や経過には個人差があり、基礎疾患などの患者背景が様々であった。そこで、COVID-19を主訴とする患者を対象として、
基礎疾患等で重症化するリスク因子について解析を行った。

【方法】
　当院は自治体からの感染症重点医療機関に指定されている。患者受け入れを開始した2020年7月から2021年6月までの間
に入院治療を行ったCOVID-19の患者を対象とし、その背景について後方視的に調査を行った。既往歴は診療録等を参照した。

【結果】
　期間中に受け入れを行った患者は118症例であった。解析対象患者の年齢中央値は71歳(1-104歳)、男性63例、女性55例、
入院日数中央値は8日であった。主な既往歴としては高血圧(30%)、糖尿病(24%)、脂質異常症(12%)、呼吸器疾患(11%)で
あった。また、36%の患者に喫煙歴があった。治療薬別使用症例数はファビピラビル錠が3例、トシリズマブ注は5例、バリシチ
ニブ錠が5例、デキサメタゾン錠・注や経過観察のみが49例であった。中等症以上例に使用するレムデシビル注の投与は56例
であった。
　中等症以上の症例について解析を行ったところ、65歳未満の患者でレムデシビルを使用した割合が38.2%だったのに対し、
65歳以上の患者では64.3%と有意に使用率が高かった。また、女性患者でのレムデシビル投与率は33.9%であったのに対して、
男性患者での投与割合は59.6%であった(p＜0.01)。さらに、既往歴として糖尿病がある患者での重症化率は75.0%と糖尿病
の既往がない患者に対して高い値を示した。

【おわりに】
　COVID-19の症状に関しては個人差が大きいが、本検討により、患者背景が重症化の因子として関わっている可能性が示唆
された。今後は感染の更なる余波に備えて、患者の基礎疾患、併用薬等を病院薬剤師として把握し、より一層の多部署横断的
な情報共有に努めたい。
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O-167	 	COVID-19患者受け入れにおける当院の取り組み　～薬剤師はこう動いた～
福山市民病院
○ 山田　裕子、落葉　尚子、岩本　祐子、前原　健司、寄高　美奈子、岡本　直樹、藤尾　夕起、 

森光　保武、藤井　秀一

＜目的＞当院は一般病床500床、感染症病床6床を有する広島県東部唯一の第2種感染症指定医療機関であり、2020年3月
に県東部初のCOVID-19患者（以下患者という）が発生して以来、2021年5月末まで288人の患者を受け入れた。患者受入
れに伴い、感染曝露及び感染拡大防止を目的に薬剤師の業務内容を検討し、運用したのでその結果を報告する。＜方法・結果
＞COVID-19患者においても持参薬を使用する方針であるため、薬剤師が持参薬鑑別を行う必要が生じた。曝露リスク軽減
や個人防護具(PPE)の節約の観点から鑑別時の患者面談は控えることとした。当院の感染対策室を中心に感染症病床6床付
近はレッドゾーン及びグリーンゾーンに分けられ、持参薬鑑別をレッドゾーン内で行なった。当初、PPEはサージカルマスク、使
い捨て手袋を着用し、レッドゾーンにある持参薬を確認後、使い捨て手袋を外して手指消毒し、グリーンゾーンにある電子カルテ
端末で持参薬内容を入力した。その後、患者数増加と共に感染症病床が拡大され、ゾーニングが変更されるに伴い、汚染を許
容する電子カルテ端末がレッドゾーンに用意された。薬剤師は上記と同様のPPEを着用し持参薬を確認後、その状態で入力可
能となった。病棟への薬剤払い出し方法について、従来は注射カート又は払い出し専用袋を用いていたが、それらは全病棟共
通で使用しているため汚染が広がるおそれがあった。そのため、注射薬は廃棄可能な個箱に個別セットし段ボールでの払い出し
に変更した。内服薬は輪ゴム等で処方箋控えと薬袋をまとめて払い出し、他病棟と共用を避けた。2020年3月の患者受け入れ
以降、当院の薬剤師は上記の運用を継続できた。持参薬鑑別については、当初は内容を電子カルテ端末に入力するためにレッ
ドゾーンからグリーンゾーンに移動する必要があり、動線上の不便があったが、汚染が許容される端末が用意されたことによりそ
の不便が解消され、効率化を図ることができた。また、払い出し方法を変更することで薬剤師の心理的負担が軽減したという意
見も認められた。なお、2021年6月1日時点において、院内クラスター等の発生はない。＜結論＞薬剤師が求められる業務を
安全に継続することができた。COVID-19感染症への対応が長期化している中、感染拡大防止、職員の曝露防止対策を今後
も模索していく必要がある。

O-168	 	新型コロナウイルスワクチン接種への薬剤師の関わりと、当院でのアンケート
結果について

香川県立中央病院　薬剤部
○ 川田　浩平、大東　麻衣子、合田　麻里奈、田中　優、池田　美咲、中島　彰子、寶田　繁基、 

安部　浩美

【目的】
2021年2月に日本で初めての新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチンとする）が特例承認され、ワクチン接種が行われてい
る。ワクチン接種に関して薬剤師も積極的に関わるべきと考え、当薬剤部ではワクチン接種の準備を行った。また、副反応等に
ついてアンケートを行ったので併せて報告する。

【方法】
当院では2021年3月より、接種希望のある医療スタッフに対して2回のワクチン接種を行った。薬剤部では、ワクチンの保管・
管理、接種当日のワクチンの溶解、希釈、注射器への充填を行い、接種会場では副反応への対応の周知を行った。また、ワク
チン接種の際にアンケートを配布し、1週間経過を見て副反応の発現状況等を記載してもらった。

【結果】
ワクチンの準備はダブルチェックの上で薬剤師3名にて行った。1日あたり約200名分のワクチンを、特にトラブル無く準備出来た。
ワクチン接種は1回目952名、2回目944名に行い、アンケートは1回目797名（83.7％）、2回目701名（74.3％）より回収出来た。
最も多かった副反応は注射部位疼痛（1回目：73.5％→2回目：82.2％）だった。また、発熱（2.3→51.2％）、悪寒（1.8→33.0％）、
疲労・倦怠感（14.2→61.2％）、頭痛（10.0→43.8％）、関節痛（4.1→31.4％）と、接種1回目よりも2回目の方が明らかに発
現頻度が高かった。2回目接種後の発熱について、年代別では20代が64.6％と最も頻度が高く、年齢が上がるにつれて頻度
が下がる傾向が見られた。ワクチンの副反応への不安については、「あった」もしくは「少しあった」と答えた人が接種1回目で
62.5％、2回目では72.8％と上昇した。

【考察】
今回、薬剤師がワクチン接種までの準備を行うことで、スムーズで適切なワクチン接種に貢献できたと考えている。一方で、ワ
クチン接種にあたっては、副反応自体への不安や副反応が出た際の対応等について不安な声もある。医療従事者でもワクチン
接種へ不安を抱いている人が多く、1回目の副反応が2回目の接種への不安を上昇させた可能性や、2回目の接種後に発熱等
の副反応が多いという報道を受けて不安が強くなっている可能性がある。薬剤師として、ワクチンの準備のみならず、各々の不
安への対応や、副反応への注意喚起、対応方法の周知等を行うことも、ワクチン接種を円滑に進める上で重要な責務であると
考える。
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O-169	 	基本型接種施設における多職種共同による新型コロナワクチン接種の現状と
副反応調査

済生会松山病院　薬剤部
○ 武井　朋美、白潟　朋美、町田　仁

【目的】
新型コロナワクチンは、2021年2月に承認され、医療従事者に続いて65歳以上の高齢者、一般の方へと接種が進んでいる。
当院では、2021年3月より基本型接種施設として連携施設へのワクチン移送を行うとともに、自院と近隣施設の医療従事者へ
のワクチン接種、引き続いて高齢者の個別接種を行っている。ワクチンの供給状況に応じて速やかに接種を進める必要があり、
開始当初より多職種共同による接種を計画・実施しており、その現状について報告する。また、自院の医療従事者を対象に行っ
た接種後の副反応調査の結果も併せて報告する。

【方法】
看護師の業務負担を軽減するため、薬剤師はワクチンの受入・温度管理・ロット管理を行うのに加えて、接種当日はワクチン解
凍と希釈・シリンジへの充填操作まで実施するように計画した。他の業務もできるだけ各職種で分担して行うこととした。副反応
調査は、電子カルテのアンケート機能を用いて、1回目、2回目それぞれの接種後の主な副反応の有無を調査した。

【結果】
接種当日のワクチンの準備は、薬剤師が原則クリーンベンチで行い、接種場所にはロットシールと数量をあわせて供給した。ま
た、接種者の受付・必要書類の確認や接種者の誘導は院内すべての職種から人員を出して行い、1日100名強の接種を時間
通りに問題なく行うことができた。コミナティ筋注®接種後の副反応の発現割合は1回目/2回目それぞれ、接種部位の痛みや腫
れ：78.2％/70.8％、腕が上がらない：43.7％/33.3％、筋肉・関節痛：29.8％/43.5％、倦怠感：22.2％/65.7％、頭痛：15.7％
/46.8％、発熱：5.2％/33.3％、高熱（38℃以上）0.0％/20.4％だった。

【考察】
副反応は、接種部位の反応のみ1回目より2回目の方が少なく、他の全身性の事象は2回目の頻度が高かった。国内第I/II相
試験での副反応の発現状況と比較して、1回目の副反応は発現割合の低い事象があったが、2回目は同程度の事象が多く、類
似した結果となった。基本型施設として他施設へのワクチン移送とそれに関わるロット管理・注射針等の物品管理もある中で、
希釈・充填業務まで行う大変さはあったが、薬剤師主導で行うことで適切なワクチンの管理に貢献できたと考える。多職種共同
により医療従事者への接種を滞りなく行うことができ、その後の高齢者接種へのスムーズな移行にも役立った。今後接種が長期
化する際には、薬剤師を含めた各職種での他の業務への影響が課題となる。

O-170	 	松山市民病院における調剤過誤発生防止のための取り組み
一般財団法人永頼会　松山市民病院　薬剤部
○ 牧田　有司、川井　皓太、小田　真司、黒星　美奈、大塚　尚

【目的】松山市民病院（以下、当院）は院内処方率100％にて外来を行っており、調剤業務における外来調剤の比重が大きくなっ
ている。当院薬剤部では月に1回、調剤過誤について集計・報告を行い、薬剤部内で共有することで調剤過誤防止に努めてい
る。調剤過誤発生率は年々減少傾向にあったが、ここ数年は横ばいで推移している。そこで今まで集計してきたデータを分析し、
その中から薬剤規格ミス及び計数・計量ミスについての調剤過誤発生防止の対策を試みたので報告する。【方法】薬剤規格ミス
の発生防止対策として、2019年2月に薬剤棚に複数規格の薬剤が存在することを強調するパネルを設置した。さらに、計数・
計量ミスの発生防止対策として、2019年5月にCASIOの「余り計算電卓MP-12R®」（以下、余り電卓）を導入した。各対策
実施の前後1年間における調剤過誤発生率を比較し、対策の効果を検証した。調剤過誤発生率(%)＝（調剤過誤件数 / 処方
箋枚数）×100として算出した。2群間の比較にはχ二乗検定を用いた。【結果】薬剤規格ミスについて、調剤過誤発生率は対策
実施前の0.041％(75/181152)に対し、対策実施後は0.025％(43/174297)と有意に減少した(p＜0.01)。計数・計量ミスに
ついて、調剤過誤発生率は対策実施前の0.265％(474/179060)に対し、対策実施後は0.215％(366/170133)と有意に減少
した(p＜0.01)。【考察】規格違いパネルの設置や余り電卓の導入が、調剤過誤発生率の減少につながることが示唆された。各
対策実施後も対策実施前に近い調剤過誤発生率となっている月も散見されるが、新規規格の採用薬があった際など、事前に調
剤過誤が多くなることが予測される際は前もって対策することで、調剤過誤発生率を低下させることができると考えられる。また、
対策実施直後は効果が見られても、時間の経過と共に注意力が薄くなることが予想され、継続した情報の発信、共有が調剤過
誤発生のさらなる低下に対して必要であると考えられる。
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O-171	 	医薬品のトレーサビリティに関する研究　～アンプル製剤における検討～	
徳島文理大学　香川薬学部　医療薬学講座1）、香川大学　医学部附属病院　薬剤部2）

○ 猪股　紗羅1）、田中　裕章2）、山口　佳津騎2）、池田　博昭1）、中妻　章1）、飯原　なおみ1）、 
二宮　昌樹1）、小坂　信二2）、芳地　一1）

【目的】医療過誤や事故は医薬品に関わることが多く報告されている。また、医薬品には輸液剤・注射剤・散剤・錠剤・貼付剤な
どの多くの剤形があり、剤形ごとにインシデントなどを引き起こす要因が異なる。従って、すべての剤形を一度に論じることは非
常に困難である。本研究では注射剤の一つであるアンプル製剤の使用期限と製造番号の表示方法について検討した。【方法及
び結果】香川大学医学部附属病院に採用されているアンプル製剤を無作為に64品目抽出し、その使用期限と製造番号の表示
方法を調査した。その結果、アンプルに対して縦書き表示が97％であった。縦書き表示の中で使用期限と製造番号の並列表
示が52％、製造番号と使用期限の並列表示が31％、使用期限と製造番号の一列表示が10％、製造番号と使用期限の一列表
示が5％であった。5種類の表示方法が認められたため、目視による使用期限の視認性を調査するために、薬剤師34名と薬学
生64名に対してアンケート調査を行った。その結果、薬剤師が認識しやすい表示方法は、使用期限と製造番号の並列表示が
44％、製造番号と使用期限の並列表示が20％であった。抽出した64品目の表示方法と調査したアンケートは同じ結果を示唆し
た。薬学生では、使用期限と製造番号の並列表示が45％で概ね薬剤師と同じであったが、次に製造番号と使用期限の一列表
示が22％という結果になった。【考察】病院では医薬品が薬剤部から病棟へ搬送されたのち、未使用分は薬剤部へ返品される。
返品された医薬品は、薬剤師の目視により再使用が可能か否かを確認される。その際、使用期限の確認は不可避である。本研
究では、アンプル製剤の使用期限と製造番号の表示方法について検討した。その結果、縦書きの使用期限と製造番号の並列
表示が最も多く、また薬剤師と薬学生の目視による確認も縦書きの使用期限と製造番号の並列表示が良いとの回答を得た。し
かし、他の表示方法の認識度には多少の差があり、薬剤師として経験を積むことにより見方が異なってくるものと考えられた。今
後、安全安心な薬物療法の支援を行う為にも、種々表示方法の有用性について検討を重ねていきたい。

O-172	 	正常血圧を超えた方に対するピペリン含有食品の血圧改善に関する臨床研究
岡山大学　薬学部　疾患薬理制御科学分野1）、岡山大学学術研究院 医歯薬学域2）

○ 薗田　晴香1）、有吉　範高1,2）、森　舞華1）、松本　准1,2）、藤吉　正哉1,2）

【目的】脳心血管疾患のイベント発生リスクは、正常血圧を超えた段階から上昇する。ピペリンはNO産生増強による血圧改善
作用が報告されているが、今回用いたピペリン含有食品は製品での臨床試験結果はない。本研究では、日常生活環境下での
血圧変化につき近年重視される家庭血圧（HBP）を指標に当該食品の血圧に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。【方
法】起床後の収縮期血圧（SBP）がHBPで正常血圧を超えた成人を対象とした。前観察週後2-5週はピペリン含有食品を1日１
回摂取した。試験食品摂取中止後、さらに2週間HBP測定を行った。主要評価項目は、各対象者の前観察週と摂取４週目の起
床後SBPの平均値の差（Paired t 検定）とし、各対象者における1-5週間の血圧の経時変化は線形混合モデルで副次的に解析
した。また、試験食品摂取中止後の経時変化も合わせて解析した。本研究は、岡山大学臨床研究審査専門委員会の承認（臨
2011-001）下に実施した。【結果】対象者1では、試験食品摂取3週目で起床後SBPが正常域となり前観察週に比べ摂取４週
目での起床後SBPは有意（P＜0.01）に低下した。また摂取中は就寝前SBPや起床後・就寝前の拡張期血圧（DBP）も継続し
て有意に低下した。一方、試験食品摂取中止後は、起床後SBP・就寝前DBPは継続して有意に上昇したほか起床後DBP・就
寝前SBPも上昇傾向が観られた。また、本試験終了後に再度2週間摂取後、摂取中止したところ同様の下降上昇傾向が観られた。
しかし、対象者2では起床後・就寝前に関わらずSBP/DBPとも試験食品摂取期間におけるHBPの有意な変化は認められなかっ
た。【考察】対象者1の血圧は、試験食品摂取開始後から継続的に低下し、摂取中止後は上昇傾向を示したことから用いた試験
食品が、日常生活環境下における血圧降下に有用である可能性が示唆された。一方、対象者2では、前観察期のSBP/DBPが
より高かったにも関わらず血圧低下は認められなかったため、用いた試験食品に対する非応答者である可能性が考えられる。今
後、より多くの対象者で応答性の違いの要因を探究する予定である。【結論】本研究で用いたピペリン含有食品は、正常血圧を
超えた方において、応答者では４週までは継続的かつ有意に血圧を低下させたのに対し、非応答者では血圧を低下させないこと
が明らかとなった。
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O-173	 	精神科薬物療法の向上とポリファーマシー対策のための薬剤性錐体外路症状
の適正評価と早期発見の取り組み

島根大学医学部附属病院　薬剤部1）、島根大学医学部附属病院　看護部2）

○ 橋本　麻由1）、曽田　重人1）、荘原　紀香1）、神田　翔磨1）、石原　慎之1）、曽我　美里子2）、 
森川　貴志子2）、玉木　宏樹1）、矢野　貴久1）、直良　浩司1）、　）

【目的】薬剤性錐体外路症状（以下、薬剤性EPS）は向精神薬、特に抗精神病薬の使用時に発現頻度が高い副作用であり、向
精神薬を多剤・大量服薬する患者群やポリファーマシー状態にある患者群では特に注意が必要である。薬剤性EPSの発症によっ
てQOLの低下のみならず、転倒・転落や誤嚥窒息など重大な医療事故に至る可能性もあることから、ポリファーマシー対策によ
る症状発現の回避や、症状の早期発見や早期対応が必要不可欠である。一方、精神科電気痙攣療法（ECT）は、薬物療法に
抵抗性のうつ病や統合失調症等に適応されるが、それらの患者群では抗精神病薬が高用量で使用されていることが多く、薬剤
性EPSの発症リスクが高いことが考えられる。本検討では薬剤性EPSに着目し、ECT施行患者における薬剤性EPSの発現状
況や症状の適正評価について調査すると共に、精神科薬物療法の向上を目的とした取り組みを行った。

【方法】島根大学医学部附属病院において2016年4月1日から2020年3月31日までに入院中にECT療法を施行された患者を
対象とし、年齢、性別、疾患名等の基礎情報や、入院時や退院時に使用していた内服薬、薬剤性EPSの発現状況を診療録より
後方視的に調査した。さらに薬剤性EPSの症状に関する看護師の看護・観察記録の内容を調査し、早期発見や多職種連携の
向上のための改善策を検討した。

【結果・考察】ECTが適応された61名のうち統合失調症患者は23名であり、入院時における内服薬剤の種類数平均は8.5±4.1
と、ポリファーマシーや薬剤性EPSのリスクが高いことが示された。一方、薬剤性EPSの評価では、パーキンソニズムやアカシ
ジアなど評価すべき症状が多様であることから、記録内容もまちまちであり、例えば「ふらつき」や「いらいら」といった症状を薬
剤性EPSとして評価すべきか看護師が苦慮する場面も多いことが示された。そこで、薬剤性EPSの発症部位や好発時期をまと
めた情報提供資料を作成し、看護師に症状の適正評価に関する教育・啓発を行った。さらに、電子カルテの看護オーダー機能
を活用し、観察項目にEPSの症状を容易に追加可能とすることで、看護師が評価する症状や記録内容の統一を図った。本取り
組みにより、薬剤性EPSの適正評価や多職種での情報共有、早期発見の向上が見込まれることから、安全な精神科薬物療法
の実施やポリファーマシー対策に寄与することが考えられた。

O-174	 	岡山大学病院手術部への薬剤師常駐に対する評価と改善点の検討。
岡山大学病院　薬剤部
○ 高橋　徹多、江角　悟、市川　裕規、勝部　理早、西原　茂樹、村川　公央

【目的】近年、手術部における薬品管理の適正化や医師の負担軽減を目的に、手術部に薬剤師を配置する病院が増加している。
岡山大学病院（以下、当院）でも2019年度から手術部薬剤室を設立し、薬剤師が常駐して医薬品管理を行うとともに、自己管
理鎮痛法（Patient Controlled Analgesia, PCA）に用いる麻薬注射の無菌調製ならびに術後疼痛ラウンドに参加することで
医薬品管理や医療用麻薬の適正使用に関与している。これまでの手術部への薬剤師参画の有用性について、医薬品管理や
PCA調製等の業務への多角的な参画に関する他職種からの評価や業務改善項目の検討についての報告は少ない。そこで、他
職種の負担軽減に着目して手術部薬剤師業務に対する評価や改善項目について検討した。

【方法】手術部看護師・麻酔科医を対象に無記名のアンケート調査（4件法、1-4点）を行い、手術部薬剤師業務に対する評価
を得た。改善項目の検討には顧客満足度分析（Customer satisfaction: CS分析）を用いた。「手術部の業務負担軽減」を目
的変数、「薬剤情報の提供」「麻薬・毒薬の取り扱い間違い防止」「麻薬・毒薬の管理による負担軽減」「薬品関連のインシデン
ト減少」「麻薬事故防止」を目的変数としてCS分析を行った。CS分析にはExcel統計Ver.7.0株式会社エスミ）を用いた。
【結果】アンケートの回答件数は90件であり、全体の満足度の中央値（最小値－最大値）は３（1－4）点であった。また、全体の
満足度が３以上の回答は93.3%であった。CS分析の結果、説明変数のうち「麻薬事故防止」はCSグラフの第4象限に位置し、
項目の満足率（偏差値）は45.5、目的変数との関連度（偏差値）が58.8であった。

【考察】薬剤師業務に対する全体満足度が高値を示しており、手術部に薬剤師が常駐することによって手術部スタッフである医
師および看護師等の業務負担軽減となっていることがわかった。当院における現在の手術室業務について、CS分析の結果から
麻薬事故防止策の構築が他職種からの薬剤師業務への満足度を向上させるために必要であることが判明した。今後は麻薬の
管理・事故防止のための視認性の高い表示や資材作成など検討していきたい。
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O-175	 	無医村の離島（蓋井島）における新型コロナウイルスワクチン接種活動報告
医療法人社団　松涛会　安岡病院
○ 山崎　富士子、藤田　美晴、長舩　裕輔、斎藤　英樹、日野　篤、瀧　宏史、三好　千佳子、 

高芝　潔

【はじめに】
　蓋井島（以下、島）は下関市西方の響灘に浮かぶ山口県最西端の島で、面積2.35km2、人口88人、世帯数33世帯（令和3
年4月1日住民基本台帳）の無医村島である。当院では週に1回医師、看護師による巡回診療を実施しており、2020年に県から

「へき地医療協力医療機関」に認定された。この度、新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）接種にあたり、チーム編成
して現地での接種を行ったので報告する。

【経緯】
　当院でワクチン接種に携わっている多職種職員により、島での接種計画会議を数回行い、ワクチン接種に必要な資材、副反
応に対応するための薬品や機材等を検討して取りそろえた。編成チームの職員が接種施設の視察を行ったところ、島内の診療
所は狭隘で接種後の経過観察をする場を確保できないため、小学校の体育館を開放していただいて接種会場とし、ワクチン準
備は保健室を使用することになった。副反応による緊急時の対応のため、地元消防団やドクターヘリ等を要請する体制も整えた。

【活動状況】
　6月14日、チーム8名で準備した物品を積み込んで渡船に乗船。ワクチンはファイザー社製品で、冷凍品を保冷バッグで運ん
だ。現地では会場班とワクチン班に分かれて準備を開始し、薬剤師がワクチンを希釈、分注している間に事務職員が受付をした。
医師の問診が終了した順に看護師がカートを利用して移動しながらワクチン接種を行い、その後経過観察で30分の待機を依頼
した。接種場所と待機場所が同じであるため、重複を防止するため「接種済」のカードをつけてもらった。接種対象は当初65歳
以上の高齢者島民で接種希望者25名ほどであったが、65歳未満の島民も同時に接種することになり、26～91歳のワクチン接
種を希望する島民42名に接種を行うことができた。接種できなかった症例は、接種前の神経性低血圧による気分不良とアレル
ギー既往の2名であった。接種後の大きな副反応はなかった。

【考察】
　島への交通便は1日3往復の渡船のみで、島に到着から最終の渡船までの約5時間ですべてを終了しなければならなかった。
また、荒天で渡船が出航しなかったときのスケジュールも考慮した。事前に視察を行ったことで、接種会場設営の図面が作成でき、
小学校職員等に協力していただいて島に到着するまでに会場設営が完了していた。次回は３週間後に２回目の接種のため再び島
を訪れる予定である。

O-176	 	リウマチセンターにおける薬剤師介入の意義に関する調査
医療法人和陽会まび記念病院　薬剤部1）、医療法人和陽会まび記念病院　リウマチセンター2）

○ 角南　敦史1）、本島　和典1）、三宅　正夫1）、竹田　亜花音1）、竹本　美由紀2）、金田　孝子2）、 
黒川　操2）、棗田　将光2）

【目的】まび記念病院では、2017年8月よりリウマチ科が開設され、当初より関節リウマチを含む炎症性関節疾患(IJD)患者に対
し多職種によるチーム医療が展開されている。その中で当院薬剤師は、バイオ製剤など全ての抗リウマチ薬の治療開始・変更
時には入院・外来患者に関わらず服薬指導を行っている。今回、リウマチセンターにおける薬剤師介入の意義を評価することを
目的に研究を開始した。【方法】当院リウマチセンターに通院中のIJD患者に対し、待ち時間などを利用したアンケート調査を実
施した。アンケート内容は、当院薬剤師の服薬指導に対する総合満足度をはじめ、有効性や安全性に対する理解度や、薬剤師
に対する質問・相談のしやすさなどとし、それぞれ4段階評価で回答を求める様式とした。その他、服薬指導に要する時間の希
望や、当院薬剤師に対する要望なども内容に含めた。本研究の主要評価項目は患者満足度とし、副次評価項目は患者が院内
薬剤師に期待することとした。【結果】2021年5月18日から6月30日の間に361名のIJD患者にアンケート調査を実施し、355
名から回答を得た(回答率98%)。回答者の平均年齢は69.1歳で、女性の割合は77％(274名)であった。院内薬剤師による説
明を一度でも受けたことのある患者は336名(94％)であった。主要評価項目の患者満足度については、理解度(有効性、安全性)
および総合満足度はいずれも90％以上が4段階中3以上の評価であり、患者の病歴や年齢との相関は認めなかった。副次評価
項目については、説明に要する時間において63％の患者が10分以内を希望する一方で、22％はゆっくり時間をかけてほしいと
希望する結果であった。また、薬に関する相談や質問のしやすさについては、96％の患者が4段階中3以上の評価であり、さら
に総合満足度との間に正の相関を認めた(spearmanの順位相関係数=0.507)。【総括】院内薬剤師の介入は、IJD患者の病
歴や年齢に関係なく患者満足度の向上に寄与することが示された。さらに院内薬剤師に対する相談・質問のしやすさと患者満
足度の間に正の相関を見出した。今後、これらの結果を踏まえ治療成績に貢献するために院内薬剤師の取り組みを積極的に行っ
ていく。
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一般演題（ポスター）





P-001	 	N-アシルトシルアミドのN-メトキシメチル化と続く置換反応によるカルボン酸
の誘導体化

徳島文理大学　薬学部
○ 稲富　梨紗、山上　真央、高木　宝暉、葛西　祐介、今川　洋

【背景と目的】N-アシルスルホンアミドは比較的安定で反応性の低い官能基であるが、窒素原子をアルキル化すると比較的温和
な条件でもスルホンアミドの脱離を伴う置換反応が進行し、カルボン酸誘導体へと変換できる。この特徴を活かしたペプチド固
相合成法が報告されているが、一般にN-アルキル化は効率が悪く、反応に長時間を要するといった欠点があった。当研究室で
は最近、N-アシルスルホンアミドのN-メトキシメチル（MOM）化が迅速かつ高収率で進行することを見出した。一般に電子求
引基が置換したメチル基による活性化は続く置換反応を加速することが知られており、メトキシ基を有するMOM活性化も有利に
働くと考えた。そこで我々はN-アシルスルホンアミドのN-MOM活性化が続く置換反応に与える影響について、従来の活性化
法と比較検討することにした。【結果】モデル基質としてN-アシルトシルアミド3を設定し、理研の眞鍋らの報告を参考にして、カ
ルボン酸1とトシルイソシアナート2から容易かつ大量に合成した。続くN-MOM化は非常に迅速に進行し、N-MOM活性化体
4を与えた。この2段階反応はワンポットで行うことも可能であった。合成したカルボン酸のN-MOM-トシルアミド4は安価な原
料を用いて短時間かつ温和な条件でカルボン酸から誘導できることから、活性エステル等価体としてカルボン酸の誘導体化にも
有用であるのではないかと期待した。本発表では、N-アシルスルホンアミド3に対するN-アルキル活性化法の従来法との比較、
および続く置換反応について報告する。

P-002	 	スルファミン酸構造を有するLCA誘導体の合成及びTGR5活性評価
広島国際大学　薬学部　薬学科
○ 山下　ユキコ、小泉　拓斗、日野　大輔、稲田　耕平、井口　裕介、宇根　瑞穂

【目的】
　Gタンパク質共役型受容体の一つであるTGR5は、主に褐色脂肪組織・筋肉・小腸に発現しており、胆汁酸を内因性リガント
として活性化される。TGR5の内因性高活性リガンドとしてリトコール酸（LCA）が知られているが、高い肝毒性を有しており、
医薬品として使用することが困難である。よって、毒性の低減と高いTGR5活性化能の両方を担保するリガンドの開発が求めら
れている。
　これまで我々は、胆汁酸に化学修飾を施した各種胆汁酸誘導体を合成し、TGR5に対する構造活性相関を詳細に検討してきた。
本研究に関わる知見として、側鎖末端のカルボン酸をスルホン酸もしくはスルホン酸エステルに置換するとTGR5に対する親和
性が増加することを確認している。さらに、スルホ基を有する側鎖が毒性低減に関与している可能性についても十分な知見を得
ている。そこで、側鎖構造の極性維持や代謝安定性などを考慮した新たな側鎖デザインを可能にすべく、スルファミン酸やアル
キルスルホンアミドを有するLCA誘導体を合成し、これらの構造活性相関を検討した。

【方法】
　LCAを出発原料とし、側鎖末端へのニトリル基の導入、それに続く還元反応により末端アミン中間体を得た。これに、クロロ
スルホン酸または対応するアルキルスルホニルクロリドを反応させ、目的化合物を得た。TGR5アゴニスト活性評価においては、
ヒト胎児腎由来HEK293T細胞を用い、ルシフェラーゼ活性を測定して算出した。

【結果】
　本研究において、側鎖末端にスルファミン酸構造を有するNor-LC-23-NHSO3Hに高いTGR5アゴニスト活性（EC50 15.2±
1.9 nM）が認められた。これはLCAと比べ約7倍近い活性上昇であり、有効濃度域よりはるかに高い濃度（100μM）でも細胞
毒性を示さなかった。一方、側鎖末端にアルキルスルホンアミドを導入した化合物群では、LCAより高いTGR５アゴニスト活性
を認めたものの、それは細胞毒性を伴うものであった。

【考察】
　本研究により、TGR5アゴニスト創製において、側鎖末端へのスルファミン酸構造の導入の有用性を示すことができた。スル
ホン酸エステルは生体内で加水分解を受ける可能性が高く、代謝安定性の担保は重要な課題であった。代謝されにくく、かつ、
腸肝循環する高活性胆汁酸誘導体は非常に期待がもたれる。スルファミン酸構造の導入により、それらが達成されるかどうか、
引き続き検討を進める。
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P-003	 	メカノケミカル固相重合法を利用した	NSAIDs	の新規高分子プロドラッグ開
発に関する研究

松山大学　薬学部　医療薬学科1）、岐阜薬科大学　薬物送達学大講座　薬品物理化学研究室2）、 
岐阜医療科学大学　薬学部3）、中部学院大学4）

○ 高田　真衣1）、山内　行玄1）、土井　直樹2）、近藤　伸一2）、西條　亮介1）、笹井　泰志3）、葛谷　昌之4）

【目的】近年、薬物の体内分布を時間的・空間的に制御して、副作用を最大限抑制する高精度な DDS 研究が益々活発化してお
り、“高分子プロドラッグ”はその代表的な製剤技術の一例である。これまで著者らの研究グループは、種々薬物の固体ビニル
モノマーを合成後、それらをメカノケミカル固相重合法により高分子化し、新規高分子プロドラッグを創薬する基礎研究を展開し
てきた。本重合法は、ラジカル開始剤や有機溶媒を必要としない完全乾式製法であり、分離・精製の後処理が不要、得られた
高分子プロドラッグ中の原薬量の定量が可能、さらに分散度の低い高分子が再現性高く得られ厳格な品質管理が可能であるな
ど従来の方法に比べて多くの優位性を有する。さらに近年においては、精密な分子設計を基に、目的に応じた薬物動態特性を
有する高分子プロドラッグの開発を行っている。ところで非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）は、鎮痛、解熱、抗炎症、血小板
凝集抑制作用を有する薬剤の総称であり、対症療法薬として最も繁用されている薬物群の一つである。しかしながら副作用とし
て消化管病変があり臨床上問題となる場合が少なくない。そこで、本報告では NSAIDs の一つである Mefenamic acid（MF）
を選択し、新規高分子プロドラッグの設計および合成・製剤化を試みた。さらに薬物放出性に関して検討を行い、副作用軽減の
可能性について考察した。【方法】ビニル基を有するMF誘導体を幾つか合成し、結晶化を試みた。得られた結晶性固体モノマー
は、各種物理化学特性（結晶性、熱的安定性、吸湿性等）を評価し、メカノケミカル固相重合法への適正を検討した。総合的
製造性が良好と評価された固体モノマーについて、無酸素環境下においてメカノケミカル固相重合法により、高分子プロドラッグ
粉末を得た。 【結果と考察】メカノケミカル固相重合法により、合成した結晶性固体の MF-モノマーの高分子化を試みた結果、
モノマーの生長ラジカル（主鎖切断型ラジカル）のESRスペクトルが観測され、重合反応の進行が確認された。さらに、調製し
た高分子プロドラッグの薬物放出性を精査した結果、酸性条件下で薬物は放出されないが、中性以上の pH にて長時間に亘り
徐放性放出となることが示された。これらの結果より、本新規 NSAIDs 高分子プロドラッグ構築による消化管障害、特に胃障害・
上部消化管障害発症の抑制効果の可能性が示唆された。

P-004	 	新規炎症性ヘルパー T細胞Th9の分化に関与するレチノイン酸シグナルの解
析とリガンド依存性コリプレッサーの探索

徳島文理大学　香川薬学部　薬学科
○ 松本　大生、中妻　彩、大岡　嘉治

【背景および目的】獲得免疫の司令塔であるヘルパーT細胞のうちTh9は主にIL-9を産生する新規に同定された炎症性ヘル
パーT細胞サブセットで、気管支喘息等のアレルギー性気道炎症の病態や腫瘍免疫への関与が報告されているが、その詳細な
分化誘導機構は明らかではない。我々は、ビタミンAを欠乏させたマウスの解析により、ビタミンAの代謝物であるレチノイン酸
の局所濃度が低下すると、Th9等の炎症性ヘルパーT細胞が分化誘導され、気管支喘息や経口免疫寛容破綻等のアレルギー
疾患が発症する機構が存在することを報告している。この現象は定常濃度のレチノイン酸がTh9の分化に対し負の制御を行なっ
ていること示唆しており、本研究では、Th9の分化に対するレチノイン酸シグナルを解析するとともに、IL-9遺伝子発現抑制に
関与するにリガンド依存的コリプレッサーを探索した。【方法】C57BL/6マウスから単離したCD4+ナイーブT細胞を、Th9誘
導条件下で、種々のレチノイン酸受容体アゴニスト、アンタゴニスト等を添加し、固相化抗CD3＋抗CD28抗体で3日間刺激
し、Th9を分化誘導した。調整したTh9よりmRNAを抽出し、cDNAに逆転写後、リアルタイムPCRを用いてIL-9、種々の
転写因子およびリガンド依存的コリプレッサーの遺伝子発現を評価した。【結果および考察】Th9分化誘導条件において、IL-9
遺伝子の発現はレチノイン酸受容体アゴニストAm80濃度依存的に抑制されたが、Th9分化に関与するIRF4やGATA3など
の転写因子の遺伝子発現は逆に増加することが明らかになった。一方、種々のリガンド依存的コリプレッサーのうち、Nuclear 
Receptor Interacting Protein (NRIP)の高い発現がAm80濃度依存的に観察された。また、NRIP siRNAのTh9への導入
実験によりNRIPの遺伝子発現をノックダウンした結果、Am80によるIL-9遺伝子発現の抑制は顕著に解除されることが判明した。
以上の結果は、レチノイン酸シグナルがIL-9遺伝子の発現を直接抑制し、リガンド依存的コリプレッサーNRIPがそのIL-9遺伝
子の発現制御機構に関与している可能性を示唆している。
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P-005	 	転写因子TAL2と相互作用する宿主因子の網羅的探索
徳島文理大学　香川薬学部1）、徳島文理大学　理工学部2）

○ 磯崎　伊織1）、小林　隆信1）、大島　隆幸2）、平岡　理那1）、喜納　克仁1）、宮澤　宏1）

【目的】TAL2は、basic helix-loop-helix (bHLH)ファミリーに属する転写因子であり、マウスの脳の正常な発達に重要である
と報告されている。一方、ゲノムワイドな解析により、いくつかのがん細胞でTAL2遺伝子が高発現していることが知られている。
これまでに当研究室では、P19細胞の神経分化誘導過程初期にTAL2遺伝子が一過性に発現すること、発生や分化に関与する
とされるオールトランスレチノイン酸がこのTAL2遺伝子の発現を誘導することを明らかにし、TAL2が発生初期に働く遺伝子で
あることを示唆した。そこで次の段階としてTAL2の生理学的機能を明らかにすることを目的に、TAL2と相互作用する宿主因
子の探索を試みた。

【方法】マウスおよびヒトのTAL2は共に108アミノ酸からなり、前半の54アミノ酸がbHLH領域、後半は機能不明な領域である。
そこで、酵母ツーハイブリッド法のbaitとしてマウス、ヒトそれぞれのTAL2全長およびbHLH領域を含む前半部分の遺伝子を
有する発現ベクターをそれぞれ作製した。そして、これらの作製した発現ベクターを用いて、酵母ツーハイブリッド法により相互
作用する因子群を探索した。本実験の結果から候補遺伝子を絞り込み、それぞれの哺乳類細胞用発現ベクターを作製した。こ
れらの発現ベクターは、TAL2遺伝子発現ベクターと共にHEK-293T細胞にコトランスフェクションし、細胞からタンパク質を抽
出、共免疫沈降法により相互作用の確認をおこなった。

【結果・考察】酵母ツーハイブリッド法によりスクリーニングを行なった結果、マウスcDNAライブラリーから64遺伝子、ヒト
cDNAライブラリーから81遺伝子を結合因子の候補としてピックアップした。これらの中から、神経分化やがんの発生等と関連
のある候補遺伝子を選び、順次、哺乳類細胞用発現ベクターを作製している。候補遺伝子の一つとしてbHLH型転写因子の
TCF12があり、TAL2と一緒にHEK-293T細胞に強制発現させ、共免疫沈降法をおこなったところ、相互作用を示唆するデー
タを得た。現在、さらに詳細に解析を進めている。また、他の遺伝子に関しても、順次、相互作用の確認を行なっている。今後
は、候補遺伝子との関係性から、TAL2の機能を明らかにしていく予定である。

P-006	 	フラビン誘導体をDNA末端に導入するリンカーの探索
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科
○ 山田　彩加、川田　大周、喜納　克仁、小林　隆信、宮澤　宏

DNAは化学物質や紫外線照射など体内外からばく露を受けており、光増感剤と光により発生した1電子酸化や1重項酸素によ
る酸化反応が起こることが知られている。1電子酸化反応はグアニンから離れた位置で発生したカチオンラジカルがDNA中を
移動し、酸化電位の低いグアニンまで到達することでグアニンの酸化反応が起こる。そのため、グアニンから離れた位置に色素
増感剤を固定することで1電子酸化反応のみを行うことができる。
　我々はこれまでにRiboflavin（RF）をDNA末端に導入する実験を行い、RFによるDNA上での1電子酸化を確認した(Kino K. 
et al., Gene Environ.,  2007, 29, 23)。しかし、RFによるグアニンの酸化は反応効率が非常に悪く、その原因の1つにRFを
DNA末端に結合するリンカーの長さに問題があるのではないかと考えた。そこで、異なるリンカーを探索し、加えてこれまでの
方法よりも簡便にDNAを導入する方法を検討するために以下の実験を行った。
　以前、当研究室で大量合成に成功していた Formylmethylflavin（FMF）に着目し (Kino K.  et al., Bioorg Med 
Chem Lett., 2009, 19, 2070)、リンカーとなる化合物はFMFのアルデヒド基に結合する反応から化合物を選び出すこと
とした。Wittig反応でのMethyltriphenylphosphonium bromideを用いたアルケンの生成を行い、Phenylhydrazine
などのヒドラジンとの反応ではヒドラゾンの生成を行った。また、O-Methylhydroxylamine hydrochloride などのヒ
ドロキシルアミンとの反応も行った。これらの反応で得られた生成物は HPLC で解析し、フラビン特有の吸収波長 (360 
nm) を確認することでフラビンを有する生成物ができたかを確認した。その結果、フラビン含有物の生成物がより簡便
にできたのはO-Methylhydroxylamine hydrochlorideであった。フラビンをDNAに導入するために、ヒドロキシル
アミンを2 つ有するO-O’-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochlorideを用いることにした。O-O’-1,3-
Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride の片方のヒドロキシルアミンにFMFを結合させ、もう片方のヒドロキシルア
ミンにアルデヒド基を有したDNAを結合させ反応を行った。得られた生成物をHPLCで解析をした。以上の実験で得られた解
析結果を報告する。
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P-007	 	動脈硬化抑制に関わるRORα核内受容体の標的遺伝子の探索
福山大学大学院　薬学研究科
○ 松岡　浩史、道原　明宏

【目的】動脈硬化の薬物治療において、スタチン、フィブラートなどの薬剤が臨床現場で応用されている。しかし、これら薬剤は
脂質降下薬としての作用により予防には効果的であるが、すでに蓄積された脂質を除去する効果は十分でなく、新たな治療薬の
開発が必要である。遺伝子欠失マウスの解析により、レチノイン酸関連オーファン受容体α（RORα）が動脈硬化抑制に働くこと
が報告されている。そこで、我々はRORα核内受容体が制御する標的遺伝子群の同定を通じて、動脈硬化の抑制メカニズムの
解明とその活性化法の開発に取り組んできた。

【方法】各種RORα応答配列の結合性および応答性の解析によって、RORαと強い親和性を示すRORα応答配列（RORE）を
特定した。その配列をヒトゲノム上の各遺伝子プロモーター近傍で検索し、ROREを有する標的遺伝子候補を抽出した。次に、
RORαの過剰発現およびノックダウン培養細胞系により、RORα発現に連動する標的遺伝子群を選出した。また、それら標的
遺伝子群のROREに対する結合性および応答性を、ゲル移動度シフト解析およびルシフェラーゼレポーター解析により評価した。
さらに、RORα作動薬を用いて、標的遺伝子の誘導能を評価した。

【結果・考察】ROREのヒトゲノムワイド検索およびRORα核内受容体の逆遺伝学的アプローチによって、RORαの結合性と
応答性を合わせ持つROREを有する標的遺伝子の同定に成功した[1-5]。これら標的遺伝子として、血中糖濃度の調節酵素
PEPCK、細胞接着分子CLDND1、蓄積コレステロールの除去酵素NCEH1、オキシステロールの代謝酵素CYP39A1を得た。
さらに、RORα作動薬による標的遺伝子の誘導性を評価した結果、それら遺伝子発現の亢進が示された。現在、RORα発現
制御ネットワークの全容解明を目指し、オミクス解析への展開を検討中である。
[1] Matsuoka et al., PLoS One 2015, 10(9), e0137955　
[2] Matsuoka et al., J Biochem. 2017, 161(5), 441-450　
[3] Matsuoka et al., Biochem Biophys Res Commun. 2018, 498(4), 817-823　
[4] Matsuoka et al., BMC Mol Cell Biol.  2020, 21(1), 32　
[5] Matsuoka et al., Int J Mol Sci.  2020, 21(9), 3309　

P-008	 	大腸がんスフェロイドにおける25-ヒドロキシコレステロール誘導性アポトー
シスのメカニズム

安田女子大学　薬学部
○田中　亜路 、櫃田　彩穂、團　玲央奈、浦川　綾佳、村上　千穂、山本　秀也、平岡　靖菜

血球系以外の通常細胞の多くは、生存・増殖のために「足場」を必要とし、足場が失われた場合にはアポトーシスをおこす。こ
のアポトーシスは特別にアノイキスと呼称されている。一方、ほとんどの癌細胞ではアノイキスは強く抑制されている。この「癌
細胞の足場非依存的増殖」のメカニズムは現時点でも不明な点が多いが、その性質上、細胞接着や細胞骨格に着目した研究
が行われている。癌の転移は、さまざまなプロセスをクリアした結果に生じてしまう多段階的な現象であるが、この「癌細胞の足
場非依存的増殖」は、その最も根本的な条件である。これまでに、大腸癌細胞株DLD-1とHT-29のスフェロイドを用いて、酸
化コレステロールの一種である25-ヒドロキシコレステロール(25-HC)がアノイキスを誘導すること、しかし、接着状態の細胞に
はアポトーシスを誘導しないことを見出している。本研究では、大腸がんスフェロイドに対し、SCADS標準阻害剤を用いたスクリー
ニングおこなうことで、25-HCがRho-ROCK-LIMK軸を介したcofilinの不活性化を誘導することを発見した。25-HCは非接
着状態の大腸がん細胞に非定型的なアクチン重合化が誘導しアノイキスをもたらすと考えられる。
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P-009	 	BALB/cマウス亜系統間における腸管免疫機能
松山大学　薬学部　医療薬学科
○ 長岡　憲次郎、武田　槙平、谷田　万里、田邊　知孝、舟橋　達也

【背景・目的】マウス等の動物実験は薬理学的、病理学的、生理学的な実験において用いられている。しかしその遺伝的な違い
から、実験の目的によって様々な系統から選択する必要がある。BALB/cは近交系のアルビノマウスであり、アレルギー、腫瘍、
炎症研究等によく用いられているが、系統が確立されてから各研究所等で飼育されてきたことにより亜系統が多く存在する。本
研究では、国内で飼育されているBALB/cの3亜系統間で、その腸管免疫機能について明らかにすることを目的とした。【方法】
8週齢の雌BALB/cCrSlc (SLC)、BALB/cAJcl (CLEA) 及びBALB/cAnNCrlCrlj (CR) を使用し、それぞれのマウスに対
してELISA法による血漿及び糞便中IgA測定、フローサイトメトリー法による脾臓、腸間膜リンパ節 (MLN)、パイエル板 (PP) 
中のCD4、CD8、B220陽性細胞数、リアルタイムPCRによる腸上皮組織遺伝子発現量及び腸内細菌組成 [Bacteroidetes 門、
Firmicutes 門及びSegmented filamentous bacteria (SFB)] の評価を行った。【結果・考察】SLCマウスはCLEA及びCRに
比べて低体重を示し、腸も短かった。血漿及び糞便中のIgAはCLEA及びCRマウスで同程度の値を示し、SLCマウスよりも高かっ
た。脾臓、MLN、PPの細胞数において、B220陽性細胞数がSLCマウスで低い傾向が認められた。糞便中の腸内細菌組成は、
SLC及びCRマウスはBacteroidetes 門優勢であったが、CLEAマウスではFirmicutes 門の割合が高かった。また、SFBの割
合はCRで高く、CLEAは低かったが、SLCではほとんど検出されなかった。腸上皮のTslpはSLCで高く、Tlr2及びpIgRはCR
で高かった。以上より、飼育施設によって腸内細菌の組成が異なっており、IgAレベルや腸組織発現遺伝子発現量等に影響を
与えていることが示唆された。同じ系統であっても、異なる応答を示す可能性が考えられることから、実験目的によってBALB/c
亜系統の腸内細菌組成や免疫グロブリンレベルについて事前に考慮する必要がある。

P-010	 	脳内α7型ニコチン受容体は脳内GABA神経系を介して排尿抑制に関与する
高知大学　医学部　薬理学講座1）、高知大学　医学部　先端医療学推進センター2）、 
日本学術振興会　特別研究員3）

○ 清水　孝洋1）、清水　陽平1,2）、尾野　秀彬1,2）、鄒　瑣1）、山本　雅樹1）、畑　優里佳1,2）、新武　享朗1,3）、
清水　翔吾1）、東　洋一郎1）、齊藤　源顕1）

【目的】ストレス曝露により過活動膀胱等の膀胱機能障害が増悪する事が知られているが、その詳細な脳内機序は不明である。
我々は以前、ニコチン型アセチルコリン受容体(nAChR)刺激薬エピバチジン(EP)のラット脳室内投与がストレス反応の１つ交感
神経-副腎髄質(SA)系賦活を惹起する事を報告した。本研究ではEPの脳室内投与が排尿反射に及ぼす影響をSA系、nAChR
サブタイプ及び脳内GABA神経系との関連で解析した。

【方法】ウレタン麻酔下(0.8 g/kg, ip)の雄性Wistar系ラットの膀胱及び大腿動脈へ膀胱内圧測定(CMG)及び採血用カテー
テルを挿入後、頭蓋骨に脳室内投与用の小孔を開けた。術後３時間の安定化を経た後EPを脳室内投与した(0.3 or 1 nmol/
rat）。CMGは脳室内投与の1時間前から開始し、EP投与後1時間継続した。血中ノルアドレナリン(NA)及びアドレナリン(Ad)
量はEP投与直前及び投与5分後に定量した。一部のラットには予め急性両側副腎摘除術(ADX)を施した。またEPの反応に対
するmecamylamine (MEC, 非選択的nAChR遮断薬, 100 or 300 nmol/rat)、DHβE (α4β2型nAChR遮断薬, 100 or 
300 nmol/rat)、MLA (α7型nAChR遮断薬, 30 or 100 nmol/rat）、SR95531 (SR, GABAA受容体遮断薬, 0.03 or 0.1 
nmol/rat)及びSCH50911 (SCH, GABAB受容体遮断薬, 0.03 or 0.1 nmol/rat)脳室内前処置の影響も検討した。これら
薬物の前処置はEP投与30分前に行った。

【結果】EPは血中NA・Adの増加及び排尿間隔(ICI, 排尿頻度の指標)の延長を惹起し、これら反応はMEC脳室内前処置によ
り抑制された。ADX群ではEPによるNA・Ad増加は消失した一方、EPによるICI延長はADXの影響を受けなかった。またEP
によるICI延長はMLA、SR、およびSCHの脳室内前処置により抑制された一方、DHβE脳室内前処置ではこの様な抑制作用
は観察されなかった。

【結論】脳内α7型nAChRはSA系賦活とは異なる脳内機序、少なくとも脳内GABA神経系を介して中枢性に排尿反射を抑制す
る事が示唆された。
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P-011	 	ミクログリア分極に対するニコチン受容体長期刺激の効果
福山大学　薬学部　薬学科
○ 大西　正俊、井上　敦子

【目的】脳出血時には大量のトロンビンが生成され、神経障害に寄与することが報告されている。以前、培養大脳皮質-線条体
切片を用いた検討により、ニコチンの長期処置がトロンビンによる線条体組織の萎縮を抑制することを明らかにした。これにはミ
クログリア機能の阻害が関与していることが示唆されたが、近年細分化されつつある炎症性M1/保護性M2a-d分極に及ぼす
影響は不明のままである。そこで本研究では、ミクログリア分極に対するニコチン長期処置の作用を検討する。【方法】マウスミ
クログリア細胞株BV-2に10 μMのニコチンを1日あるいは14日間処置し、1-10 U/mLトロンビン、10 ng/mLインターフェロン

（IFN）-γは1日あるいは30分間処置した。Messenger RNAレベルはリアルタイムPCRで、タンパク質レベルはウエスタンブ
ロット法で測定した。【結果】ニコチンの長期処置は、一過性にニコチン性アセチルコリンα7受容体の発現レベルを増加させたが、
その後は減少に転じ、14日目には逆に有意に低下した。一方、β2含有受容体発現レベルには有意な影響を与えなかった。ニ
コチン長期処置は、ナイーブM0ミクログリアをM2b, dへ分極させた。トロンビンはM1分極を促進させたが、ニコチン長期処
置はそれを有意に抑制し、M2分極を逆に促進する傾向を示した。トロンビンによるMAPKs (ERK, p38 MAPK, および、JNK)
のリン酸化に対し、ニコチン長期処置は、α7受容体を介して、p38 MAPKのみを有意に抑制した。【考察】中枢神経系におけ
るニコチン受容体は、主にα7受容体、β2含有受容体が発現していることが知られている。本研究の結果から、ミクログリアに
対するニコチン長期処置の効果においてはα7受容体が役割を果たしていることが示唆された。ニコチン長期処置は、トロンビン
によるM1分極を有意に抑制し、M2分極を促進させたが、M0型への作用が極めて軽微だったことから、M1→M2シフトでは
なく、M1選択的な細胞死の可能性が考えられた。我々は以前、活性化ミクログリアの生存維持にMAPKsの活性化が寄与して
いることを明らかにしていたので、これらに対するニコチン長期処置の作用を検討した結果、α7受容体の長期刺激を介してp38 
MAPKのリン酸化を抑制することが示された。このことがM1ミクログリアの選択的アポトーシスを惹起するのかもしれない。

P-012	 	Actinoplanes	awajinensis 	 subsp.	mycoplanecinus	NBRC14279の
ゲノム解析

広島大学　大学院医系科学研究科1）、広島大学　薬学部2）

○ 熊谷　孝則1）、近藤　永遠2）、森田　大地1）、黒田　照夫1）

【目的】Actinoplanes awajinensis subsp. mycoplanecinus NBRC14279は, マイコプラネシン A（MYP A）の生産菌であ
り, MYP AはMycobacterium 属細菌に対して特異的な抗菌活性を示す。MYP Aは1983年に報告された化合物であるが, こ
れまで, その生合成遺伝子クラスターは報告されていない。本研究では, MYP A生合成遺伝子クラスターを同定すること, および, 
二次代謝産物生産能を評価することを目的として, NBRC14279株のゲノム解析を実施した。

【方法・結果】NBRC14279株のゲノムシークエンシングは, PacBio RSIIシークエンサーを用いて行った。その結果, 平均長
9,180 bpのリードが98,175個得られ, HGAP3プログラムを用いてそれらリードをアッセンブリーした結果, 約11.5 Mbのコンティ
グが一つ得られた。この結果から, NBRC14279株のゲノムは約11.5 Mbであることが明らかになった。得られたゲノム配列に
ついて, Prokkaプログラムによるアノテーションを行ったところ, 本菌株のゲノム上には, 10,190個のタンパク質をコードする遺
伝子, 130個のtRNAをコードする遺伝子, および, 18個（6オペロン）のrRNAをコードする遺伝子の存在が示唆された。次に, 
NBRC14279株の二次代謝産物生産能を評価するため, antiSMASH ver. 6.0プログラムによる解析を行った結果, 本菌株の
ゲノム上には, 20個の二次代謝産物生合成遺伝子クラスターを含む領域の存在が示唆された。この結果から, NBRC14279株は, 
Streptomyces 属放線菌と同等の二次代謝産物生産能を保有することが判明した。続いて, 抽出されたクラスターを詳細に解析
した結果, 領域12に存在し, 非リボソーム性ペプチド合成酵素をコードする遺伝子（Aaw_7210～Aaw_7212）を含むクラスター

（Aaw_7203～Aaw_7218）が, MYP A生合成遺伝子クラスターではないかと推定された。Aaw_7210, Aaw_7211および
Aaw_7212は, それぞれ6個, 3個および1個のモジュール構造を保有しており, 10アミノ酸から成るMYP Aのペプチド鎖伸長
および環化を触媒すると推測された。また, これら遺伝子の周辺には, tailoring酵素をコードすると考えられる遺伝子が存在して
いた。今後, 遺伝子破壊実験を実施する予定である。
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P-013	 	希釈培地を用いたシデロフォア産生微生物の探索
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 清水　弘美、村上　千穂、田中　亜路、佐藤　雄一郎、赤木　玲子、森本　金次郎

　鉄は微生物の増殖に必須の成分である。しかし、環境中の微生物の生存可能なpHにおいてFe3+の溶解性は、10-18Mと
非常に低濃度である。そのため、微生物は増殖のためにキレート物質であるシデロフォアを生産して鉄を獲得している。シデロ
フォアは、医学的、環境的に重要な物質であるが、同定されたものは約600種類と非常に限られている。この原因のひとつとし
て、鉄制限の最小培地、増殖阻害物質が含まれている寒天平板培地、毒性のあるchrome azurol S (CAS)試薬の条件下で
増殖可能なもののみをシデロフォア産生微生物として検出してきたことが挙げられる。そこでまず、新種の微生物が採取できると
報告のある希釈培地を、鉄を枯渇させることなく用いて、新たなシデロフォア産生微生物を探索するハイスル―プットな培養・検
出法を開発した。しかし、環境中の多くの微生物の出すシデロフォアは微量であり、検出感度に問題があった。  そこで、CAS
試薬から緩衝能を除いたCAS(-)試薬を用いてシデロフォア産生微生物の探索を行った。まず、96穴プレートに入れた各種希釈
培地中で、CAS試薬(-)を添加して各種キレート物質の検量線を作成し、キレート物質が検出できることを確認した。次に、植菌
源として活性汚泥を各種人工栄養寒天培地に播種してコロニーを採取し、96穴プレートに植菌して各種希釈培地で培養した後、
上澄みとCAS試薬(-)を混ぜて630nmの吸光度とpHを測定して、シデロフォアの産生を確認した。　以上から、シデロフォア
をCAS(-)試薬と希釈培地で検出できることがわかった。また、得られたコロニーの16SrRNA遺伝子の解析結果とシデロフォア
の産生を比較した。その結果、シデロフォアの産生35%以上において、既知のシデロフォア産生微生物が得られた。また、19-
28%において、シデロフォア産生微生物の報告のない菌が同定された。これらは、新規なシデロフォア産生微生物である可能性
が高いと考えられる。

P-014	 	希釈培地を用いたシデロフォア産生微生物の培養・検出法の開発
安田女子大学　薬学部　薬学科
○ 村上　千穂、田中　亜路、佐藤　雄一郎、森本　金次郎

　鉄は微生物の増殖に必須の成分である。しかし、環境中の微生物の生存可能なpHにおいてFe 3+  の溶解性は、10-18  M と
非常に低濃度である。そのため、微生物は増殖のためにキレート物質であるシデロフォアを生産して鉄を獲得している。シデロフォ
アは、医学的、環境的に重要な物質であるが、同定されたものは約600種類と非常に限られている。この原因のひとつとして、
鉄制限の最小培地、増殖阻害物質が含まれている寒天平板培地、毒性のあるchrome azurol S (CAS)試薬の条件下で増殖
可能なもののみをシデロフォア産生微生物として検出してきたことが挙げられる。本研究では、新種の微生物が採取できると報
告のある希釈培地(通常の増殖培地を薄めた培地)を用いて、新たなシデロフォア産生微生物を探索するハイスル―プットな培養・
検出法を開発することを目的とした。  そこで、増殖培地を人為的に鉄で枯渇させることなく、希釈培地を使用した96ウェルプレー
トでの簡便なCASアッセイを開発しました。また、CASアッセイでは検出できない濃度域の蛍光シデロフォアを検出するために、
希釈培地中における蛍光シデロフォアの測定を同時に行った。その結果、このCASシャトルアッセイは、シデロフォア産生細菌
である Pseudomonas fluorescence,  P.putida,   Burlkholderia stabilis, およびシデロフォア産生が報告されていない比較
的新しい種である Ottowia oryzae  が希釈培地中に蛍光性のシデロフォアを産生していることを明らかにしました。希釈培地を
用いたCASシャトルアッセイは、新しいシデロフォア産生細菌をスクリーニングするための有望なツールであると考えられます。
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P-015	 	加熱変敗食用油の細胞増殖阻害作用に対する抗酸化物質の効果の検定
徳島文理大学　香川薬学部　衛生薬学講座
○ 上田　琴巴、野地　裕美、竹内　一

【目的】加熱により変敗した食用油には過酸化物を始めとする有害な生成物が含まれており、細胞の増殖を阻害したり細胞死を
誘発したりする。このような過酸化食用油の毒性を抑制するためには、ビタミンEなどの抗酸化剤が添加することが有効であると
される。本研究では、抗酸化作用をもつ5種類の化合物について加熱変敗食用油による細胞毒性を抑制できるかどうかを検討
した。

【方法】100℃で12時間加熱した加熱変敗食用油を、マウスTリンパ腫由来EL4細胞に添加して抗酸化物質の存在下または非
存在下で培養後、細胞増殖率を解析した。

【結果】本研究では、α-トコフェロール(To)、没食子酸プロピル(PG)、オイゲノール(Eu)、クロロゲン酸(CA)、ダイゼイン(Da)
の5種類の抗酸化物質の効果を検定した。加熱変敗食用油を添加して細胞増殖率を測定した結果、未加熱食用油と比較する
と加熱変敗食用油の細胞増殖率は約60%まで低下した。次に1μMのTo、PG、Euを加えて同様の実験を行った結果、Toと
PGでは細胞増殖率に有意な変化は見られなかったが、Euでは細胞増殖率が約87%まで回復した。Toの濃度が5μMに増加
させると約80%、10μMでは93%まで回復した。PGは5μMで84%、10μMで97%となった。CAは3μM から25μMの範
囲で、Daは1.25μMから10μMの範囲で過酸化食用油に対する効果を調べたが、細胞増殖率に有意な変化は見られなかった。

【考察】加熱変敗油による細胞増殖阻害作用に対して、To、PG、Euはいずれも効果を示したが、Euが最も低濃度で増殖阻害
作用を抑制することができた。一方、CAとDaには抑制効果が観察されなかった。ToやPGなどのラジカル捕捉剤が効果を示
していることから、変敗油に含まれるラジカル類が細胞増殖阻害の主な原因と考えられる。しかしモノフェノールよりラジカル捕
捉作用が強いジフェノール化合物がより高い効果を示したわけではなかった。この結果は、加熱変敗食用油に含まれるラジカル
類以外の変敗産物も細胞増殖に影響を及ぼしている可能性があること、あるいはそれぞれの化合物の溶解度や機序に差がある
ことで加熱変敗食用油への作用に違いがでた可能性が考えられた。

P-016	 	エビ可食部中の有機フッ素化合物濃度
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科1）、第一薬科大学　薬学部　健康・環境衛生学講座2）

○ 宮武　雅将1）、明田　旬平1）、藤井　由希子2）、跡部　一孝1）、原口　浩一2）、加藤　善久1）

【目的】有機フッ素化合物であるパーフルオロアルキルスルホン酸は撥水性、撥油性を有し、熱に安定であるため表面加工
剤、防汚剤などに広く用いられている。これらの物質は環境中で分解されにくく、生体内蓄積性があり、生殖毒性や発がん
性があることが報告されている。すでに、我々はクジラやイルカ類の血液中からperfluoro-1-octanesulfonic acid(PFOS)
を検出し、その濃度を報告している1,2)。本研究では、ESI-LC/ MS/MSを用いて、沿岸部で採取されたエビの可食部中の
PFOS、perfluoro-1-hexanesulfonic acid (PFHxS)、 perfluoro-1-heptanesulfonic acid (PFHpS)、perfluoro-1-
decanesulfonic acid (PFDS)、perfluoro-1-octanesulfonamide (PFOSA)濃度を測定した。【方法】LC/MS/MSによる
5種類の有機フッ素化合物の測定は、Fujiiら1,2) の方法に準じて測定し、選択的かつ高感度に測定した。試料として、16地域
で採取されたエビ13種を用いた。【結果･考察】測定したエビ可食部中の平均濃度は、PFOS濃度が最も高く、次にPFHpS、
PFHxS、PFDS、PFOSAの順であった。エビの種類別に比較すると、ムキえびの可食部中のPFOS、PFHpS、PFHxS濃度
が高く、また干しアミエビのPFHxSとPFHpS濃度が高かった。また、桜エビのPFHpS濃度は干しアミエビ、ムキエビに次いで
高値を示した。採取した地域別に比較すると、山口県産のエビではPFOS、PFHpS、PFHxS、PFDS、PFOSA濃度、兵庫県
産のエビではPFHxS、PFHpS濃度が高い値を示した。台湾、ベトナム、中国産のエビ可食部中の5種類の有機フッ素化合物
濃度は山口県産、兵庫県産を除いた他の産地のエビと同程度であった。　以上より、今回測定したエビの5種の有機フッ素化合
物のうちPFOS濃度が最も高く、それらの濃度はエビの種類ごとに違いがあること、エビの採取した地域により地域差があること
が示された。1) Fujii et al ., Sci.Tot.Environ., (2018). 2) Fujii et al ., Mar.Poll.Bull ., (2018).
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P-017	 	タンパク結合に着目したin	vitro体外模型人工肺（ECMO）回路におけるミ
ダゾラムの吸着性

福山大学　薬学部　薬学科　臨床薬効解析学研究室
○ 花田　実夢、道原　あやな、植松　浩之、半田（永塚）　由佳、片山　博和、佐藤　雄己

【目的】体外式膜型人工肺（ECMO） は呼吸や循環動態を維持する生命維持療法の一つであり， ECMOを導入する際の鎮静薬
としてミダゾラム（MDZ）が汎用される．MDZはECMO回路に吸着することが報告されているため，本剤投与時は吸着率を加
味した投与設計が必要であると考えられている．これまで薬剤の脂溶性と血漿タンパク結合率がECMO回路への吸着率と相関
することが線形回帰モデルを用いた解析より明らかとなっているものの，脂溶性でタンパク結合率（96％）が高いMDZについて
の報告はない．そこで本研究では，in vitro ECMO回路モデルにおけるMDZ総濃度および遊離型濃度をもとに，ECMO回路
へのMDZの吸着性とタンパク結合率との関係について検討した．

【方法】人工心肺用リザーバーおよび遠心ポンプをヘパリンコーティング化回路チューブで接続した閉鎖型のin vitro ECMO回
路を使用した．回路内を4％血清アルブミン・重炭酸リンゲル溶液1,000mLで充填し，流量：3L/分，送液圧：150mmHg，pH：
7.4，回路内温度：37℃，で維持した（n=2）．次に回路内濃度が150ng/mLになるようMDZ生食溶液を人工心肺用リザーバー
へ添加し，注入後24時間までに経時的に回路内溶液を採取しMDZ濃度を測定した．なおコントロールとして37℃で維持した
150ng/mL MDZ/4%血清アルブミン・重炭酸リンゲル溶液を使用した．残存率は回路内注入前のMDZ濃度に対する各採取
時間での濃度を百分率で示し比較した．また，MDZ総濃度および遊離型濃度の測定はLC-MS/MS法，回路内試験液のアルブ
ミン濃度はBCA法にて測定した．
【結果・考察】ECMO回路内注入後のMDZ総濃度の残存率は，注入後30分までに70％程度まで低下し，その後一定で推移し
ておりMDZの回路への吸着が認められた．MDZ遊離型濃度についても測定・解析中であり，本会では本結果を併せて報告する．

P-018	 	一般市民を対象にした肥満関連遺伝子検査による予防意識向上に対する有効
性の評価

福山大学　薬学部　薬学科1）、株式会社みちや　みちや薬局2）

○ 岸本　大樹1）、松岡　浩史1）、吉岡　利紗1）、古賀　雄太郎1）、末延　道尚2）、道原　明宏1）

【目的】生活習慣病に対して「メタボリックドミノ」という考え方がある。生活習慣病の起点である肥満を予防することが重要だ
という考え方である。遺伝子検査は以前から生活習慣病予防を目的として試みられてきた。先行研究において、肥満予備軍

（BMI24以上）を対象に遺伝子検査の結果開示後に継続的個別指導を実施すると、BMIの有意な減少が示されている。しかし、
遺伝子検査の結果開示のみによる効果は評価されていない。そこで、我々は薬局スタッフを対象に肥満関連遺伝子検査の結果
開示のみにより、肥満予防の意識向上に効果的であるかを評価した。その結果、肥満予防に対する意識の低い群において、遺
伝子検査が肥満予防の意識向上に寄与することが示された。本研究では、医療的専門知識のある薬局スタッフではなく、薬局
に来局された一般市民を対象に遺伝子検査の結果開示のみによる肥満予防に対する意識変容を調査した。【方法】薬局に来局
された一般市民（38名）を対象に調査を行った。対象者には、毛髪の提供およびウェブアンケート「生活習慣8項目（脂質、糖
質、塩分、総カロリー、サプリメント、飲酒、喫煙、運動）」の回答に協力いただいた。肥満関連遺伝子AＤＲＢ3の遺伝子検査は、
毛髪からＤＮＡを抽出し、ＰＣＲ法およびＤＮＡシークエンス法により行った。肥満予防に対する意識レベルの変容は、遺伝子検
査の結果開示の前後に行うウェブアンケートにより評価した。「生活習慣8項目」の各項目をそれぞれ4段階の意識レベルで分け、
1・2を低意識群、3・4を高意識群と定義した。遺伝子検査後に、「野生型（25名）」と「変異型（13名）」の2グループに分類し、
さらに意識レベル（低意識群と高意識群）で分け、遺伝子検査前後の回答を比較評価した。【結果・考察】遺伝子検査前後の意
識変容について「生活習慣8項目」の合計により評価した結果、遺伝子型および意識レベルの違いに関わらず有意差は示されな
かった。また、項目を絞って評価した結果、いずれのグループも有意差は示されなかった。これらの結果により、薬局スタッフと
一般市民の肥満予防に関する知識量の違いが、遺伝子検査後の意識変容の差となったと考えられる。一般市民を対象とした場
合、遺伝子検査結果や疾病予防に関する知識を適切にフィードバックすることで、遺伝子検査が有効的に意識向上につながると
考えられる。
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P-019	 	グループホームに関するテスト連動型動画講義受講1年後の継続的理解度の
評価

福山大学　薬学部　薬学科1）、福山大学大学院　薬学研究科2）

○ 吉岡　利紗1）、渡部　美波1）、末田　有土1）、松岡　浩史1,2）、道原　明宏1,2）

【目的】
　現在、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に沿って、認知症者に対する多くの支援活動が進められている。その中に、
薬剤師に対する認知症対応力向上のための研修・実施等が示されている。薬剤師が介護施設の1つであるグループホームの認
知症者に対し薬の管理・薬物治療等の問題を円滑に対処するためには施設概要・業務内容等を理解し、多職種との連携強化を
図ることが重要である。我々は2020年、薬学部4年生（4年次：128人）・6年生（卒業生：123人）を対象に、テスト連動型動
画講義（グループホームに関する動画講義の前後でプレ・ポストテストを実施）を行った。その結果、両学年に対しグループホー
ムに関する理解度向上が図れると共に、その講義の有効性が立証された。しかし、動画講義が１年以上の継続的な理解度向上
に寄与するか否かは明らかにできていない。本研究では、以前行った同一のテストを行い継続的理解度に与える影響について
調査した。

【方法】
　4年次にテスト連動型動画講義を受けた薬学部6年生（6年次：131人）を対象に以前と同一の内容（施設概要、入居者の条件、
設置基準、業務内容、介護環境）について10問の選択肢問題を行った（実施日：2021年4月9日）。これら10問に対する各正
答率の割合（正答率）は％、全10問の合計点は100.0 点満点に換算後、平均点±標準偏差で示した。同一集団の1年前と現
在における各問題の正答率はカイ二乗検定、平均点はStudent's t-testにより評価した。6年次と卒業生間の平均点についても
Student's t-testにより評価した。

【結果と考察】
　6年次の平均点（39.5点）は、4年次ならびに卒業生のプレ平均点（25.8点、32.8点）に比べ有意に高かった。さらに4年次
の正答率は、全ての項目で40％に満たなかったのに対し、6年次の正答率は、3項目において50.0%を超えた。これらのことか
ら、1年前に行ったテスト連動型動画講義はグループホームの理解度向上に対し効果的に影響していることが示唆された。しかし、
6年次の平均点は、4年次ならびに卒業生のポスト平均点（88.4点、90.1点）に比べ有意に低く、1年前に行った1回のテスト連
動型講義では継続的な高理解度を維持できないことが示された。従って、継続的高理解度を維持するには、実務実習の質の向
上や繰り返し講義の必要性が示唆された。

P-020	 	COVID-19に対するレムデシビルの有効性および安全性に関する検討
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 矢野　賢明、木村　博史、飛鷹　範明、田中　守

【目的】新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）が世界中で蔓延し、日本でも医療現場の逼迫や日常生活の制限など多
くの影響を受けている。そのなか、2020年5月に抗ウイルス薬レムデシビル（以下、RDV）が、COVID-19の治療薬として承
認され、「COVID-19診療の手引き」でも、中等症～重症例に対して使用が推奨されている。現在、愛媛大学医学部附属病院

（以下、当院）では、愛媛県下における重症例を受け入れ、RDVで治療してきたが、日本国内におけるRDVの有効性や安全
性に関する報告は少ない。そこで今回、当院におけるCOVID-19に対するRDVの有効性や安全性について検討した。【方法】
2020年5月～2021年5月にRDVを投与された患者29名のうち、転院または退院となった27名を対象に、年齢、性別、基礎疾患、
BMI、入室時SOFAスコア、入院期間、挿管期間、RDV投与日数、変異株の有無、RDV投与中の有害事象、体外循環の有無、
併用薬、肝機能（AST、ALT、γ-GTP、ALP、T-Bil）、腎機能（Cre）、電解質（Na、K）を電子カルテ（IBM）で後方視的に
調査した。なお、肝機能、腎機能および電解質は、Common Terminology Criteria for Adverse Events Ver.5を用いて
評価し、Grade1以上を有害事象ありとした。【結果】対象患者27名のうち男性20名、女性7名であった。体外循環を行った患
者は4名、変異株と判定された患者は3名であり、いずれの症例においても新型コロナウイルス抗原量の低下を認めた。調査項
目の中央値（範囲）は、年齢63歳（36-84）、BMI 26.0（18.4-41.9）、入室時SOFAスコア5点（0-12）、入院日数13日（5-
53）、挿管日数9日（1-15）、RDV投与日数10日（6-10）であった。基礎疾患は高血圧や糖尿病が多く、RDV投与期間中の併
用薬では、ステロイドや鎮静薬などの併用が多くみられた。RDV投与中の有害事象は、Na上昇（5名）、徐脈（4名）、γ-GTP
上昇（1名）、ALT上昇（1名）であった。【考察】当院においてCOVID-19に対しRDVで治療した結果、RDVを投与された全
ての症例で新型コロナウイルス抗原量の低下を認めた。また、RDVに伴う有害事象も少なく、主に併用薬による影響が考えらた。
今後、有効性や安全性の確認を引き続き行い、COVID-19に対する治療に貢献していきたい。
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P-021	 	外来化学療法の質向上を目指した連携充実加算推進に向けた取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 濟川　聡美、眞鍋　綾、伊賀　久美、矢野　安樹子、山下　登、阿部　まり絵、飛鷹　範明、 

田中　守

【目的】外来化学療法において医療機関は保険薬局と更なる連携充実を図り、患者に対して栄養管理まで実施することで質の高
い医療を提供することを目的に2020年4月、「連携充実加算（医療機関）」および「特定薬剤管理指導加算2（保険薬局）」が
新設された。医療機関は、治療進捗に関する内容や副作用発現状況について文書を患者へ交付し、指導する。また、保険薬
局薬剤師を対象に年1回以上研修会等を開催する必要がある。愛媛大学医学部附属病院（当院）は、2020年10月より算定を
開始しており、これまでの算定推進に向けた取り組みと今後の課題について報告する。

【方法】2020年10月1日～2021年4月30日までに当院で交付した治療進捗等に関する文書（連携充実加算算定文書）の件数
とレジメン内容および保険薬局からの返信状況等を調査した。

【結果】算定開始後、当院で交付した連携充実加算算定文書は894枚（128枚/月）であった。当初は乳腺センター、消化器腫
瘍外科および肝胆膵移植外科に限定して文書を交付していたこともあり、乳腺センターが最も多く283枚、次いで消化器腫瘍外
科248枚、肝胆膵移植外科110枚、呼吸器内科61枚、産婦人科56枚、その他136枚の順であった。レジメンは、トラスツズ
マブ＋ペルツズマブが76枚、ニボルマブ61枚、ゲムシタビン＋アルブミン懸濁型パクリタキセル59枚、CAPOX±ベバシズマ
ブ57枚、FOLFIRI±分子標的治療薬56枚、ゲムシタビン＋シスプラチン45枚、ドセタキセル44枚、その他496枚であった。
当院では2020年9月と2021年3月に保険薬局薬剤師を対象に研修会を開催し、2021年3月以降の返信枚数（特定薬剤管理
指導加算2）は63/64枚（98 ％）と2回目の研修会以降、増加した。

【考察】当院では当初、診療科を限定して開始し、徐々に診療科を拡大した。その結果、重篤な副作用が少なく乳腺センターで
汎用されているトラスツズマブ＋ペルツズマブが最も多くの割合を占めていた。今後は、限られたマンパワーの中で多くのレジメ
ンに対し更なる医療機関と保険薬局の連携強化を図るため、介入患者ならびに介入タイミングを工夫していく必要があると考え
られる。　

P-022	 	メサドン内服中の甲状腺機能低下症患者がQT延長を来したが、レボチロキシ
ン内服で再開・継続できた1症例

香川大学　医学部　附属病院　薬剤部1）、香川大学　医学部　附属病院　医療安全管理部2）

○ 水川　奈己1）、馬場　可南美1）、辻　繁子1）、一瀬　ひろみ1）、谷　久美子1）、鈴木　聖1）、樋口　和子1）、
元木　貴大2）、田中　裕章1）、小坂　信二1）

【緒言】メサドンは他の強オピオイドで効果不十分な疼痛に使用されるが、重大な副作用としてQT延長がある。QT延長は、
100mg/日以上の用量、QT延長のリスクのある薬剤との併用、QT延長傾向のある患者への使用等で出現しやすいとの報告
がある。一方で｢循環器病の診断と治療に関するガイドライン｣は、二次性QT延長症候群を誘発する疾患として甲状腺機能低
下症をあげている。今回、QTc正常な甲状腺機能低下症の患者が、メサドン内服によりQT延長を来し一旦中止となるも、レボ
チロキシン内服下でメサドンを再開したところ、QT延長をコントロールでき継続に至った症例を経験したので報告する。【背景と
経過】60歳代、女性。胃体部癌(stageIV)、多発肝・リンパ節転移。増強する腹部の痛みに対してタペンタドール300mg/日
からメサドン15mg/日へスイッチングした。内服開始１ヶ月の心電図検査でQTcの著明な延長を認めたため、メサドンは中止、
ヒドロモルフォンを開始した。元来、甲状腺機能低下に対しレボチロキシンが処方されていたが、服薬アドヒアランス不良で内服
しておらず、TSHの上昇、F-T3・F-T4の低下を確認した。レボチロキシンを再開後、検査値は正常化した。ヒドロモルフォン
96mg/日まで増量したが疼痛コントロール不良となり、メサドンの再開を検討した。QT延長の原因の一つとして甲状腺機能低
下の影響が考えられたため、レボチロキシン内服下で、TSH、F-T3、F-T4およびQTcの確認を行いながら、5mg/日のメサド
ンを開始したところ、QT延長を起こすことなく再開できた。その後、疼痛の増強に伴ってオキシコドン注射液も併用、両剤をそ
れぞれ漸増し、メサドン50mg/日、オキシコドン注射液720mg/日にて疼痛コントロール良好となり、在宅療養へと移行した。【考
察】今回の症例では、K値低下なく、QT延長の副作用のある薬剤の併用もなかったため、レボチロキシンのアドヒアランス不良
によって甲状腺機能の低下が起こり、心機能への影響がメサドンの副作用と重なり、QT延長が起こった可能性が疑われた。レ
ボチロキシン内服下、甲状腺機能をコントロールした状態ではQT延長なく安全にメサドンを継続できた。今後、メサドン使用症
例においては、定期的な心電図検査とともに、甲状腺機能の変動にも注意が必要と考える。また、外来患者の服薬アドヒアラン
ス確認の重要性も再認識され、かかりつけ薬局との連携も課題と考える。
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P-023	 	当院における免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の
発現状況調査

岡山済生会総合病院　薬剤部
○ 渡邉　浩人、草谷　朋子、川上　恭弘、山本　英晶、藤森　浩美

【目的】近年、免疫チェックポイント阻害薬(以下ICI)は様々な癌腫に有効性が報告され、適応拡大により使用量は増加している。
しかし、これまでの殺細胞性抗がん薬や分子標的薬による有害事象とは異なり、自己免疫性疾患や炎症性疾患に類似した免疫
関連有害事象(以下irAE)を発現する。irAEの発現時期は様々であり、発見が遅れると重篤化する恐れがあるため、注意深い
副作用のモニタリングが必要である。そこで、当院におけるICIの使用状況とirAEの発現状況を調査した。【方法】当院の2018
年6月から2021年5月の間にICIを投与した患者を対象に、使用状況やirAE発現状況、治療経過について電子カルテより後方
視野的に調査した。【結果】対象患者は171例(ニボルマブ93例、ニボルマブ＋イピリムマブ3例、ペンブロリズマブ46例、ア
テゾリズマブ24例、デュルバルマブ5例)。癌腫別では、肺癌(ニボルマブ30例、ペンブロリズマブ39例、アテゾリズマブ19
例、デュルバルマブ5例)、胃癌(ニボルマブ47例)、食道癌(ニボルマブ13例)、肝細胞癌(アテゾリズマブ5例)、頭頚部癌
(ニボルマブ1例、ペンブロリズマブ3例)、腎細胞癌(ニボルマブ＋イピリムマブ3例、ニボルマブ1例、ペンブロリズマブ1例)、
MSI-High固形癌(ペンブロリズマブ3例)、悪性胸膜中皮腫(ニボルマブ1例)。irAEの発現を認めた患者は70例、うち2種類
以上のirAE発現を認めた患者は21例であった。irAEの内訳は、皮膚障害29例、間質性肺炎17例、甲状腺機能障害15例、
副腎機能障害13例、肝炎11例、大腸炎6例、infusion reaction4例、関節炎1例、横紋筋融解症1例。治療では、ステロイ
ドの内服/点滴を行った患者が30例であった。甲状腺機能機能障害、副腎機能障害ではレボチロキシン、ヒドロコルチゾンの内
服により18例で治療継続が可能であった。irAEによりICIの投与が中止となった患者は20例で、うち13例は間質性肺炎であっ
た。【考察】ICIの投与によりirAEを発現した割合は41％であった。また、irAEを発現した患者のうち、支持療法を行うことで継
続もしくは再開できた割合は66％であった。当院では、ICIの投与を開始する前には薬剤管理指導を行っており、外来化学療法
でも副作用モニタリングを行っている。また、診察時もしくは投与前に治療ダイアリーを確認しており、それによりirAEを早期発
見できた症例もあった。この調査で得たirAEの情報を病院内で共有し、irAEの早期発見、早期治療に繋げたいと考える。

P-024	 	ビノレルビンによる静脈炎の改善に向けた取り組みと効果に関する検討
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 山下　登、濟川　聡美、阿部　まり絵、矢野　安樹子、伊賀　久美、眞鍋　綾、飛鷹　範明、田中　守

【目的】ビノレルビン（以下、VNR）はビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬であり、血管痛や静脈炎など血管障害の発現率が高い
薬剤である。愛媛大学医学部附属病院（以下、当院）においてもVNR投与後に静脈炎が発現し、患者の生活の質や治療コン
プライアンスの低下に繋がった事例を経験した。そこで今回、既報告を参考にレジメン内容を変更し、変更前後における静脈炎
の発現状況およびその予防効果を検討したので報告する。

【方法】2014年4月～2021年5月までに、当院において非小細胞肺癌に対してVNR＋シスプラチン（以下、CDDP）または
VNRを単剤で投与した患者48名を対象に、レジメン内容変更前後における静脈炎の発現率および重症度をレトロスペクティ
ブに調査した。なお、2019年6月よりレジメン内容を2点変更し、その前後を比較した。1点目：VNR＋CDDP時、制吐剤
5-HT3受容体拮抗薬＋デキサメタゾン（以下、DEX）9.9 mg/日の投与順をVNR投与前から投与後へ変更した。2点目：
VNR単剤時、VNR投与後の生食100 mLを生食250 mL＋DEX 6.6 ｍg/日へ変更した。静脈炎の発現有無はCommon 
Terminology Criteria for Adverse Events（CTCAEｖ5.0）を用い、重症度は「症状なし」、「治療を要さない」、「治療を
要する」、「症状により治療中断」の順で重症と定義した。統計解析はカイ2乗検定を用い、危険率5 ％未満を有意水準とした。

【結果】静脈炎の発現率は変更前61.1 %（36名中22名）と比較し、変更後50 ％（12名中6名）で低下傾向であったが有意な
差はみられなかった。また、重症度も「治療を有する」以上の重症な静脈炎の発現率は、変更前36.1 %（36名中13名）と比較
して変更後25 ％（12名中3名）で有意な差はみられなかった。

【考察】これまでにVNR投与後のDEX投与や輸液量を増やすことでVNRに伴う静脈炎に対し有用性が報告されてきたが、本
研究ではその有用性が示されなかった。さらに、投与方法変更後も半数の患者で静脈炎が発現し、ステロイド外用薬などの治
療を必要とした患者も存在したことから、投与方法の変更のみならず穿刺部位に十分注意し、血管痛や静脈炎予防に有用とされ
る温罨法やステロイド外用薬などを併用して対応することが重要と考えられた。
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P-025	 	Stage4局所進行乳癌に対する集学的治療が奏効し長期にQOLを維持した延
命が得られているHER2タイプ乳癌の一例

今治第一病院　薬剤部1）、今治第一病院　薬剤部　循環器内科2）、今治第一病院　薬剤部　乳腺外科3）

○ 田窪　莉絵1）、金子　和代1）、越智　隆訓1）、森田　ソノエ1）、寺内　靖順2）、戸田　茂3）

【背景】2000年のトラスツズマブ登場以来、抗HER2薬の進歩には著しいものがある。（トラスツズマブ→ラパチニブ→ペルツ
ズマブ→T-DM1→T-DXd）この恩恵を受けて長期生存可能な進行再発乳癌症例が増加しつつある。ただし抗HER2薬による
心機能抑制の問題や長期生存による脳転移出現への対応など、HER2タイプ乳癌の問題点もある。初診時に脳・肺・骨・リン
パ節転移を伴った局所進行乳癌に対して集学的治療を施行し長期にわたりQOLが維持され延命できている症例を報告する。

【症例】70歳代女性。2016年9月右局所進行乳癌病巣からの大量出血のため救急搬送された。5年前から右乳房腫瘤の自覚
はあったが医療機関受診機会を逸してしまった症例である。脳・肺・骨・リンパ節転移を伴ったStage4・Luminal-HER2 type
乳癌と診断。右局所進行乳癌病巣からの出血はモーズ軟膏処置が奏効した。全身療法として約5カ月間weeklyPTX＋トラス
ツズマブ＋ペルツズマブを併用した。その後はトラスツズマブ＋ペルツズマブに変更して継続した。脳転移に対してガンマナイフ
治療を施行。2018年3月頃から労作時息切れ症状が出現し、定期フォロー中の心臓超音波検査で心駆出率(EF)の低下を確認
した。抗HER2療法を中止し、循環器内科の介入を依頼した。抗HER2薬による心機能低下と診断され、心臓保護薬(カルベ
ジロール・スピロノラクトン)を開始した。心機能は緩徐に改善。以後抗HER2療法は中断した状態であるが躯幹部には新規病
変の出現なく経過は安定している。ただし脳転移巣は新規病変の出現を認め、ガンマナイフ治療を繰り返して施行中である。ガ
ンマナイフ後の放射線脳壊死による脳浮腫コントロールのため、抗HER2療法の中断後から現在までアバスチンを継続している。

【考察】これまでは予後不良とされたHERtype乳癌は、最近の薬剤開発の恩恵を受けて治療成績は明らかに改善している。今
回発表した症例も以前であれば短命に終わった症例である。集学的治療により在宅療養可能となり家事も問題なく施工でき
QOLの維持された日常生活が送れている。うまく抗HER2薬剤を使用すること、長期生存により問題となる抗HER2薬剤によ
る心機能障害や脳転移に対する治療など多職種による治療介入が必須である。

P-026	 	アロプリノール含嗽液の作成方法別所要時間の比較
済生会今治病院　薬剤部
○ 越智　俊政、宮下　美穂、野口　正、美藤　基希、矢野　直美

当院でも、院外処方箋発行に伴い、薬剤師の仕事内容が調剤から服薬指導や病棟活動にシフトしている。そのため、調剤担当
の薬剤師は半減し、院内製剤が処方され一人の薬剤師の手が製剤作成に長時間取られると、調剤業務を圧迫してしまう。今回
は、院内製剤の中で当院においてよく処方され、作成に時間がかかる「アロプリノール含嗽液」について、作成条件を少しずつ
変えることで、作成時間にどれほど差が出るか検討した。
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P-027	 	連携充実加算の算定状況と保険薬局向け情報の活用状況に関する調査
島根県立中央病院　薬剤局
○ 園山　智宏、山田　弓美、頼光　翔、村上　彩子、安食　健一、横手　克樹

【目的】外来がん化学療法の質向上を目的として、2020年度診療報酬改定では患者や保険薬局への情報提供に関して要件を
満たした場合に連携充実加算（以下、加算）の算定が認められた。島根県立中央病院（以下、当院）では、がん専門薬剤師が
中心となり2020年4月より算定を開始した。今回、算定状況を把握するとともに保険薬局向け情報の活用状況を評価し、より質
の高い情報提供につなげる目的で調査を行った。

【方法】加算算定状況の調査は対象期間を2020年4月1日～2021年3月31日とし、算定人数、算定件数、算定患者における
保険薬局から当院への文書による情報提供の有無等を後方視的に調査した。保険薬局向け情報の活用状況調査は、対象を島
根県薬剤師会出雲支部加入の82施設とし、お薬手帳を介して提供しているレジメン内容や副作用評価の情報、ホームページ（以
下、HP）で公開しているレジメン情報の認知度および活用状況等について、2021年6月にアンケートにて行った。

【結果】調査期間内に50 名の患者に計145 回の算定を行っていた。算定可能患者に対する算定率は人数ベースで17.0%
（50/294名）、件数ベースで9.2%（145/1,570件）であった。算定患者における保険薬局からの文書による情報提供は確認
できなかった。アンケート調査では、お薬手帳へのレジメン内容の記載は29.2％（14/48施設）、副作用評価の記載は8.3％（4/48
施設）、HPのレジメン情報は21.3％（10/47施設）が確認したことがあると回答し、その内容は大半の施設が有用であったと回
答した。また、保険薬局でレジメン内容を把握したうえで患者指導を行い、文書で医療機関へ情報提供した場合に算定できる薬
剤服用歴管理指導料　特定薬剤管理指導加算2の算定を行っている施設は25.0％（11/44施設）であった。

【考察】加算の算定は一部の患者に限られていた。より多くの患者で情報提供を行うためにはマンパワーの確保が課題である。
また、今回調査した算定患者では当院からの情報提供が保険薬局からのフィードバックにはつながっておらず、フィードバックを
促す方法も検討が必要と考える。アンケートより、保険薬局向け情報の内容はどの項目も有用との評価が得られた一方で、認知
度の低さが明らかとなった。当院から情報提供する患者数が増えることで解消される可能性はあるが、研修会等を通じた保険薬
局への更なる運用周知の必要性が示唆された。

P-028	 	当院における連携充実加算算定への取り組みと今後の課題
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　薬剤部1）、 
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　看護部2）、 
独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院　緩和医療・化学療法委員会3）

○ 大成　政揮1,3）、豊永　風音1）、松原　栄治1）、松本　善江1）、松下　香織1）、小野　雅文1）、 
伊丹　元治1,3）、福田　博音1）、三浦　彩2,3）、大沢　由香2,3）、大山　淳子2,3）、長嶋　一泰1）、 
越智　達一3）、南條　和也3）

【目的】2020年度の診療報酬改定にて、外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組として連携充実加算150点(月1回)
が新設された。当院では2020年5月から算定要件や施設基準の整備を開始し、2021年2月より連携充実加算の算定を開始し
た。今回、算定を行うにあたり、取り組んだ内容や今後の課題を紹介する。【方法】2020年4月から2021年6月の期間、抗が
ん剤調製件数、連携充実加算算定件数を調査した。また、連携充実加算を算定する上で、当院が構築を必要とする算定要件、
施設基準である(1)ホームページ上のレジメン公開、(2)年1回1以上の研修会の開催、(3)患者に交付する治療計画等の文書
について、既に算定実施している施設の手法を参考に検討した。【結果】ホームページ上のレジメン公開は、公開場所を薬剤部
ページとし、内容については、レジメン名、投与間隔、薬剤名、投与量、速度、ルート等を記載し、pdfでの閲覧とした。研修
会は2021年3月19日に緩和・化学療法委員会主催で開催し、当院薬剤師2名が講演した。保険薬局薬剤師は8名参加し、最
後にアンケート調査を実施し、参加した8名から回答を得られた。患者に交付する治療計画等の文書は、お薬手帳ラベルの形式
を採用した。必要事項を明記した上で、外来化学療法室において患者のお薬手帳に貼付を行い、他医療施設での提示を指導
した。副作用評価は予め定めておいた副作用項目を有害事象共通用語基準（CTCAE：Common Terminology Criteria for 
Adverse Events）に基づいて行った。2020年度の当院抗がん剤調製件数は、入院133件、外来52件の合計185件であった。
また、算定開始した2021年2月から6月までの連携充実加算件数は8件であった。【考察】当院の外来化学療法の件数に対して、
連携充実加算を算定している件数が低く、すべての患者をフォロー(網羅)できているわけではない。これは薬剤師のマンパワー
不足によるものと考えられる。また、呼吸器レジメンが公開できておらず、算定に至っていないことも挙げられる。今後は早急に
呼吸器レジメンの公開を行うとともに、薬剤師の効率的な業務改善を行う必要がある。

− 204 −



P-029	 	当院の生物学的製剤使用患者におけるB型肝炎スクリーニング検査実施の現状
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　薬剤部
○ 熊澤　志歩、竹下　和輝、山村　央、吉武　由華、小倉　功、堀内　ともえ、松山　哲史

【目的・背景】
生物学的製剤による免疫抑制療法においてHBVの再賦活化、de novo肝炎の発症が問題となっている。当院薬剤部では
2018年頃より、薬剤部にて調製する点滴静注用の生物学的製剤の鑑査を薬剤投与前に行っているが、B型肝炎治療ガイドライ
ンに基づいたスクリーニング検査実施の確認は不十分である。そこで今回、当院におけるスクリーニング検査の実施状況を調査
した。

【方法】
2021年1月～2021年4月の4ヶ月の間に薬剤部にて調製する生物学的製剤（レミケード®、インフリキシマブBS、オレンシア®、
アクテムラ®）を使用した患者95名(入院患者3名、外来患者92名)を対象に病名、HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、および
HBV-DNA定量検査の実施状況を調査した。

【結果】
対象患者95名の内訳は関節リウマチ87名、クローン病3名、成人スチル病2名、キャッスルマン病1名、強直性脊椎炎1名、
潰瘍性大腸炎1名であった。HBs抗原の測定率は98.9%、そのうちHBs抗原陽性率は0%だった。HBs抗原陰性患者のうち
HBs抗体の測定率は87.2%、HBc抗体の測定率は89.4%だった。HBs抗原陰性でHBs抗体もしくはHBc抗体が陽性だった患
者は25.5%だった。HBs抗原陰性でHBs抗体もしくはHBc抗体陽性患者24名のうち8名について、定期的なHBV-DNA定量
検査が行われていないことがわかった。

【考察】
当院ではHBs抗原は98.9%測定が実施されているが、HBs抗体・HBc抗体測定、HBV-DNA定量検査については実施漏れ
があるという状況がわかった。生物学的製剤使用によるHBVの再賦活化・肝炎の発症を防ぐために、レジメン鑑査時におけるB
型肝炎スクリーニング検査の実施確認、実施提案の取り決めを行っていくことが必要である。

P-030	 	当院におけるポリファーマシー対策の現状と課題
松江市立病院　薬剤部
○ 安達　奏恵、小西　翔子、今井　孝、酒井　牧子、河野　通盛

【目的】当院では2020/6から、入院時に内服薬を4週以上継続して6剤以上服用している患者に対し、週1回ポリファーマシー
対策チーム(以下、チーム)が多職種カンファレンスを行い、入院時の診療科の主治医に対し、必要に応じて処方内容の変更提
案を行っている。今回、提案内容や変更実施薬剤、退院後の処方経過について現状調査を行った。

【方法】2020/7～12の間にチームが処方変更提案を行った入院患者を対象に、提案内容や変更実施薬剤についてカルテを後
ろ向きに調査した。さらに、変更実施患者のうち実際に減薬が行われかつ、退院後半年以内に当院外来受診または入院となり、
処方経過を追跡できた患者について、退院後の減薬継続率や減薬継続薬剤を調査した。

【結果】対象患者545名・提案薬剤808剤のうち、変更実施患者・薬剤はそれぞれ143名(26％)・241剤(30％)であった。変
更提案薬剤は｢消化器系薬｣｢睡眠薬・向精神薬・抗うつ薬｣｢脂質異常症治療薬｣の順で多かった。変更実施薬剤も同様の順
で多かった。｢高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015｣(以下、ガイドライン)に記載の特に慎重な投与を要する薬剤は、提
案薬剤中110剤(20％)、変更実施薬剤中32剤(13％)であった。退院時に減薬が実施され、退院後の経過を追跡できた患者
58名・薬剤87剤のうち、79剤(91％)と多くは減薬が継続されていた。減薬継続薬剤は｢消化器系薬｣｢睡眠薬・向精神薬・抗
うつ薬｣｢降圧薬｣の順となった。

【考察】最も提案の多かった｢消化器系薬｣は薬効重複による提案が多く、症状による薬剤の追加や複数医療機関からの処方に
よる重複であった。｢睡眠薬・向精神薬・抗うつ薬｣は約7割以上がベンゾジアゼピン系薬であり、高齢者の転倒・せん妄リスク
となる事が問題となるにも関わらず、依然として高齢者にベンゾジアゼピン系薬を継続的に使用している例が多いことが推察さ
れた。ガイドライン薬剤の提案・変更実施が少なかったが、治療上不要か否か判断が難しい薬剤を多く含むことがその一因とし
て考えられた。また、減薬実施薬剤の多くが退院後も減薬が継続されており、実際に服用する必要性の低い薬剤だった可能性
があると考えられた。しかし、現在の変更提案は医療者主体で行われており、患者や家族の意向を十分に確認できていないこと
が課題として挙げられる。今後は、入院時の初回面談等で患者や家族の減薬希望を確認することも必要であると考えられた。
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P-031	 	Drug	Safety	Updateを用いた医薬品添付文書改訂情報収集の網羅性調査
広島大学病院　薬剤部
○ 高松　花絵、松島　葵、柳田　徳栄、鴫田　江理嘉、吉川　博、冨田　隆志、松尾　裕彰

【背景・目的】医薬品添付文書は医薬品の適正使用の最も基本となる情報であり，改訂の際は医療従事者の速やかな情報提供・
周知が求められる。広島大学病院（以下当院）では製造販売企業提供の改訂案内文書を元に，月１回の頻度で改訂内容の要約
を作成し，院内周知を行っていた。しかし，改訂情報の入手手段は各企業の医薬情報担当者に依存しており，主に院外処方限
定の採用薬や後発品への対応漏れが課題であった。一方，企業横断的な添付文書改訂情報提供源として，医薬品医療機器総
合機構（PMDA）の医薬品・医療機器等安全性情報や各種医薬品情報総合サイト内での情報提供，日本製薬団体連合会発出
のDrug Safety Update（医薬品安全対策情報，以下DSU）などが存在する。それぞれ，対応頻度や掲載対象が異なるが，中
でもDSUは厚生労働省の添付文書改訂指示と連動しており，効率的な情報収集ツールとして有望である。
そこで，採用薬に対応する改訂情報の取得漏れの対策を目的に，2019年12月作成分の院内通知より添付文書改訂情報を，
DSUを元に取りまとめるよう変更し，作成手順の改訂を行った。今回，DSUを用いた添付文書改訂情報収集について，当院採
用薬におけるカバー状況を検証した。

【方法】2019年10月から2020年12月に，企業から情報提供を受けた当院で取り扱いのある薬剤（変動はあるが規格違いを除
外すると約2000品目）の添付文書改訂情報のうち，対応するDSU（No.282～No.295）に掲載されていない情報の件数およ
びその改訂内容を後方視的に調査した。

【結果】企業から情報提供があった添付文書改訂情報のうち，DSU未掲載の情報の件数は17件であった。これらの改訂内容は，
効能効果追加に伴う改訂2件，新記載要領への対応4件，再審査期間終了時の改訂などの承認条件変更に伴う改訂4件，併用
注意の対象薬の販売終了や対象薬の添付文書改訂に関連する変更2件，関連企業の住所変更・販売規格追加への対応3件，
組成・性状の改訂2件，単位の表示基準変更1件，投与期間の制限解除に伴う改訂1件であった。

【考察】DSU未掲載の改訂内容には，軽微なものが多かったが，中には適正使用に際し院内周知が必要と考えられる内容も含ま
れていた。DSUに掲載されない添付文書改訂があることを把握した上で，複数経路での情報収集が重要と考えられる。

P-032	 	ヨード造影剤使用時のビグアナイド系経口血糖降下薬の休薬に関する取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 都築　美穂、高田　裕介、中村　美代子、川上　里奈、天野　杏、飛鷹　範明、田中　守

【目的】メトホルミンなどのビグアナイド系経口血糖降下薬（以下、ビグアナイド薬）は、ヨード造影剤との併用により乳酸アシドー
シスを起こすことがある。そのため、ヨード造影剤を用いた検査時、ビグアナイド薬を一時的に中止することが添付文書に記載
されている。愛媛大学医学部附属病院（以下、当院）では、ヨード造影剤を用いる際に問診で糖尿病有無を確認しているが、一
部でビグアナイド薬の休薬指示忘れが見受けられた。そこで、当院薬剤部において併用患者を抽出し、カルテ上で休薬指示が
ない場合に適切な対応について促す取り組みを開始した。また、併用を未然に回避できた症例はプレアボイド報告を実施してい
る。今回、本取り組みの効果を評価する目的で、併用を回避できた症例について調査した。【方法】当院薬剤部の薬品情報管
理室において、ビグアナイド薬の処方歴かつヨード造影剤を用いるCT検査が予定されている患者を抽出する。抽出した患者の
電子カルテ（IBM）からビグアナイド薬を服用しているが、休薬指示が確認できない場合に医師へビグアナイド薬の休薬等をカル
テ内のメッセージ機能を用いて情報提供する運用とした。なお、2017年12月より情報提供後、ビグアナイド薬が適切に休薬され、
CT検査を実施できた症例について（一社）日本病院薬剤師会へプレアボイドとして報告した。【結果】プレアボイド報告を開始し
た2017年12月～2020年11月の間、ビグアナイド薬の処方歴かつヨード造影剤を用いるCT検査は、544名に対し1500件実
施された。そのうち、311件のCT検査でカルテ上ビグアナイド薬の休薬が確認できなかったため、医師へ情報提供を実施した。
その結果、適切に休薬が実施された件数は98件であり、全てプレアボイド報告を実施した。【考察】本調査において、ビグアナ
イド薬とヨード造影剤併用の約2割で適切な休薬指示が確認できず、我々の取り組みが併用および副作用の未然回避に貢献で
きたと考えられる。ビグアナイド薬の休薬が適切に実施されていない要因として単純な休薬指示忘れのみならず、後発医薬品や
配合錠の発売によってビグアナイド薬が増加したこと、他診療科や他院で処方されている薬剤の把握が十分にできていないこと
が考えられる。今後、他院で処方されているビグアナイド薬についても適切な休薬が実施できるように情報提供ならびに業務改
善を図っていきたい。
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P-033	 	入院時持参薬確認で高カルシウム血症、高マグネシウム血症を早期発見でき
た１例

医療法人　専心会　西条市立周桑病院　薬局1）、 
医療法人　専心会　西条市立周桑病院　地域医療連携室2）、 
医療法人　専心会　西条市立周桑病院　整形外科3）

○ 伊藤　三恵1）、今久保　朱美1）、久保　仁美1）、久野　香奈1）、大澤　幸一2）、奥田　俊介3）

［方法］当院の持参薬確認は、紹介患者の場合は事務部門や連携推進部から薬剤師に患者情報として診療情報提供書が提出
される。採用薬と不採用薬の確認後事前に代替薬の提案を医師に行っている。今回、整形外科リハビリ目的転院依頼患者情報
を事前に提出され院内処方変更について検討した。服用している薬剤でカルシトリオールがあるが当院には採用がなく同種薬の
アルファカルシドールへの変更を検討した。アルファカルシドールとカルシトリオールの換算量は２：１と言われている。薬剤変更
が適正化を確認する目的で主治医に変更前後の血清カルシウム値の確認を提案した。情報提供された血液データーから腎機能
低下があった。酸化マグネシウムを服用しておりビタミンＤ３製剤とマグネシウムの併用により高マグネシウム血症が起こる報告も
あり、血清マグネシウム値も高くなっている可能性を考え血清マグネシウムの検査も提案した。

［結果］入院時採血結果で血清カルシウム値１２．９ｍｇ／ｄｌと高カルシウム血症であった。同時に血清マグネシウム値３．７ｍｇ／ｄｌ
と高マグネシウム血症であった。カルシトリオールと酸化マグネシウムは中止となった。腎機能も悪化しておりアロプリノールはフェ
ブキソスタットに変更された。入院同日腎機能精査目的で内科転科となった。その後心機能再評価のため循環器受診し他の服
用薬も減量となった。

［考察］入院後は持参薬と同じ薬剤が継続服用されることが多い。カルシトリオールは腎機能低下で減量が必要ない薬剤であり、
骨粗鬆症のため服用継続されることが多い。高カルシウム血症の確認は定期的に行われることが推奨されている。常用量の活
性型ビタミンＤ３製剤とマグネシウム製剤併用によるミルクアルカリ症候群をきたした報告もあり、血清カルシウムや血清マグネシ
ウムの検査を提案する必要があると考える。持参薬確認は薬剤師の重要な業務であり、患者個々の情報を参考にしながら医師
と服用継続について検討していく必要性がある。

P-034	 	「薬機法改正」に基づく当薬局の服薬期間中のフォローアップの取り組みにつ
いて

G&Gワークスホールディングス　調剤事業本部1）、 
G&Gワークスホールディングス　なかがわ薬局　舟入店2）、G&Gワークスホールディングス　第11ブロック3）

○ 児玉　眞由美1）、中村　昂介2）、茅野　貴秋3）

【目的】2020年9月1日、改正医薬品医療機器等法（薬機法）が施行され、服薬期間中のフォローアップが義務化された。服薬
フォローアップについては、「調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると薬剤師が認める場合には、患者の当該薬剤の使用
状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者などに対して必要な情報提供または薬学的知見に基づく指導を行わなければな
らない」旨が明示されているが、当薬局でフォローアップすべき患者を疾患や治療ごとに考察を行った。その中で、近隣医療機
関と連携を行い、服薬フォローアップで得た情報を処方医へフィードバックすることで、より適切な治療を患者に提供することを
目的とし、薬局薬剤師の積極的な薬物療法への参画した例を報告する。【方法】初診にて後頭神経痛と診断後、当薬局に来局
された患者に対し、服薬指導時に服薬フォローアップの同意を得て、服用開始５日後に電話にて服薬フォローアップを実施した。
主な聴取内容は、コンプライアンス、副作用の有無、薬剤の有効性の確認。薬効に関しては、VASスケールを使用し、診察時
を最大値10点として、現在の痛みを数値で表現してもらい、VASスケールの減少度により確認を行った。【結果と考察】6か月
で29名の患者に対して服薬フォローアップを実施したが、結果は以下のとおりである。薬剤服薬開始後、平均でVASスケール
が8.5点減少し、治療の有効性が証明された結果となった。また、VASスケールが3点以下へ減少した患者に対しては、処方
医とあらかじめ打ち合わせした治療計画に基づき、薬剤減量の指導を行い、薬剤の適正使用、コンプライアンスの向上に貢献し
た。服薬フォローアップ時の情報をアセスメントの上、処方医にフィードバックを行ったところ、不明慮だった治療効果が明確な
情報として収集可能になった点と今後の治療計画、また薬剤師による患者のメンタルサポートに対して高評価を得た。このように、
本手法により調剤薬局の薬剤師が適切なフォローアップをすることで処方医・患者サポートを行い、薬物治療の適正化が図られ
ていくことが実証できた。今後は、さらに個々の患者の特性や罹患している疾患・薬剤の特性に合わせた服薬フォローアップ方
法を検討し、薬局薬剤師の積極的な薬物療法への参画を行っていきたい。
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P-035	 	耳鼻科領域におけるキノロン系抗菌薬による光線過敏症と服薬指導の意義
しろくま薬局
○ 梶川　和哉、居石　靖子、内藤　利奈、久間　泰一朗

【目的】
光線過敏症の一因となる薬剤は非ステロイド性抗炎症薬やキノロン系抗菌薬など多く報告されている。その内，キノロン系抗菌
薬による光線過敏症は広く知られている。キノロン系抗菌薬においては，8 位のハロゲンが光反応性に強く寄与していることが解
明されている。しかし，8 位のハロゲンを有さないキノロン系抗菌薬においても，臨床上しばしば見受けられる。このような副作
用から自己判断での用量調節や服薬中断となり，抗菌薬の適正使用の妨げとなり得る。そのためにも，副作用の把握は重要であ
る。そこで，実際の光線過敏症の発生頻度を調査し，予防のための服薬指導に活用する。

【方法】
調査期間は 2021年3月1日から 2021年7月10日とし，しろくま薬局におけるレボフロキサシン（以下，LVFX），ガレノキサシン（以
下，GRNX），ラスクフロキサシン（以下，LSFX）のいずれかを使用した患者のうち，再来局した患者を対象とした。対象患者に
副作用の有無，および皮膚の障害が生じた場合はその部位についてアンケート調査を実施し，そのアンケート結果および薬歴情
報を基に副作用の発生について調査を行った。

【結果】
調査期間内に処方された患者265人（LVFX：24人，GRNX：100人，LSFX：141人）のうち，再来局した患者は163人（LVFX：
9 人，GRNX：55 人，LSFX：72 人）であった。副作用を疑う有害事象があった患者は19 人（LVFX：0 人，GRNX：8 人，
LSFX：11人）であり，口内炎を含む皮膚の障害が生じた患者は5人（LVFX：0人，GRNX：2人，LSFX：3人）であった。そのうち，
GRNX 投与患者1人に紫外線暴露の可能性のある箇所における皮疹が生じた。また，光線過敏症の報告が無い LSFX におい
ては，光線過敏症の疑いを含む皮疹は見受けられなかった。

【考察】
GRNX投与患者で生じた皮疹は，主治医より抗ヒスタミン薬の処方追加あり，併用下で治療継続となった。早期発見・対応により，
治療継続することができた。また，今回の調査は日照時間の長い夏場を含む調査期間であっても皮疹は見受けられなかった。こ
れは，服薬指導時に光線過敏症のリスクと対応の指導が実践できていたためであると考えられる。今後も，服薬指導時に副作用
の対応方法の指導が重要である。

P-036	 	HIV薬剤師外来開設後の介入
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　薬剤部1）、 
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　エイズ治療センター2）

○ 河野　泰宏1,2）、野田　綾香1,2）、野村　直幸1,2）、倉本　成一郎1）、田村　浩二1）、山崎　由佳2）、 
藤原　千尋2）、木梨　貴博2）、飯塚　暁子2）、齊藤　誠司2）、坂田　達朗2）

【背景】当院通院中のHIV感染症患者の2021年5月時点での院外処方移行率は約95％である。しかし、院外処方へ移行した
ことで、患者への薬剤師の関わりは初回受診時やレジメン変更時に限られ、本来、必要とされる継続的な服薬支援が院外薬局
へ一任されていた。そこで、薬剤師が効率的に介入するために診察の待ち時間に記入するチェックリストの作成や指導記録のテ
ンプレートを作成し、HIV感染症患者を対象とした薬剤師外来を開設した。今回は、運用開始後の分類別介入件数と介入した
症例について報告する。【目的と方法】2021年5月の運用開始後に介入した患者について4項目（指導日、指導に要した時間、
指導項目、介入内容）を記録した。次に介入症例を処方変更・中止提案、相互作用、薬剤変更説明、検査依頼、多職種介入
依頼、その他の6項目に分類分けした。【結果】2021年5月から2021年6月末までに対応した患者はのべ30名であり、その中
で薬剤師が介入した症例は9件であった。分類別件数は処方変更・中止提案1件、相互作用4件、薬剤変更説明1件、検査依
頼1件、多職種介入依頼1件、その他1件であった。その中で、抗HIV薬とサプリメントとの併用について問題となった症例が
最も多く、以降の結果は本学会の中で報告する。【考察】相互作用は薬剤開始・変更時に指導しているが、長期服用の中で、意
識の希薄化が生じる場合もあり、今回の結果を踏まえ継続的な注意喚起が必要であると考えられる。またHIV感染症患者の高
齢化に伴い、生活習慣病や他の併存疾患を抱える症例が増えているため、他職種と連携して患者支援を行っていきたい。薬剤
師が外来に常駐していないため、薬剤師面談の調整を外来看護師へ依頼しているが、看護部側のマンパワー不足により連絡漏
れが生じる場合がある。薬剤師面談開始に好意的な反応を示す患者もいることから、限られた人員の中でより円滑に継続的な
面談を行える体制作りを模索したい。
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P-037	 	リラグルチド皮下注を処方された患者への薬薬連携によるテレホンサポート
医療法人　医仁会　さくら総合病院　薬剤管理センター1）、藤田医科大学2）、マヤ調剤薬局3）

○ 西本　将吾1）、川上　伸子1）、西川　佐紀子1）、千田　修司3）、山村　恵子1,2）、小林　豊1）

(目的)ヒトGLP-1アナログのリラグルチド（販売名：ビクトーザ皮下注）は，低血糖や体重増加のリスクが低く，血糖コントロール
を改善する特徴を有する2型糖尿病治療薬として使用されている。皮下注射は内服薬と異なり、注射部位の消毒などの手技や
製剤の管理など患者自身が行うべき留意点が多く、調剤後の医薬品適正使用には薬剤師のフォローが必要と考える。一方、改
正薬機法（2019）では調剤後の継続的な服薬状況の把握・服薬指導の義務化され、病院薬剤師と保険薬局の連携による医薬
品適正使用の推進が具体的な方向性として示されたと考える。本学会では、リラグルチド皮下注を処方された患者の使用実態
調査を保険薬局で行った後、新規に処方された患者を対象に病院薬剤師によるテレホンサポートの実施を行ったので報告する。

（方法）（1）保険薬局の役割：2020年11月～12月までにリラグルチド皮下注を処方された患者の使用状況８項目（手技、消毒、
時間、用量、保管、忘れた時の対応、廃棄、不安）および患者の希望１項目（サポート体制）の合計9項目の聞き取りを行った。（2）
病院薬剤師の役割：リラグルチド皮下注の開始時に直接面談による服薬指導および維持量に至るまでの増量のタイミングで複数
回のテレホンサポートをご様子確認表を用いて服薬指導を行った。(結果）保険薬局での聞き取り対象患者（男性20名、女性10名：
平均年齢64.5歳）のリラグルチド皮下注治療期間は平均1年8ヶ月であった。聞き取りの結果、（1）約20％の患者で注射の時
間帯が一定でない、（2）30％以上の患者で薬剤の保管状況が守られていないことが明らかになった。また、20％の患者は病院
や薬局からのテレホンサポートを希望した。病院薬剤師のテレホンサポート対象者は3名であった。テレホンサポートの結果、服
薬意義の理解度の向上に加えて、手技のトラブルや自己注射に対する抵抗感を払拭することができた。さらに、得られたご様子
確認表の記録は保険薬局と情報共有した。(考察)　今回の調査結果から患者は病院薬剤師および保険薬局薬剤師の調剤後の
フォローを希望していることが明らかになった。このことから、処方開始早期における病院薬剤師のテレホンサポートと長期に渡
る服用をフォローする保険薬局との情報の一元化は、患者の服薬アドヒアランス維持・向上に貢献できる具体的な薬薬連携の
実践と考えられた。

P-038	 	球形吸着炭服用患者におけるモニタリングシートを用いたフォローアップ体制
の構築とその評価

愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 佐々木　優、越智　理香、井門　敬子、飛鷹　範明、田中　守

【目的】球形吸着炭は、慢性腎不全における尿毒症毒素を消化管内で吸着し、便と排泄させることで尿毒症症状の改善や透析
導入に至るまでの期間を延長させる薬剤である。しかし、吸着剤であることから服用タイミングが限定され、服薬アドヒアランス
の低下に繋がることが問題となっている。そこで、アドヒアランス向上及び副作用の早期発見を目的に医師と連携し、2019年
12月より愛媛大学医学部附属病院薬剤師外来では、球形吸着炭が処方されている患者に対し服薬指導及び副作用のモニタリ
ングを開始した。さらに保険薬局（以下、薬局）で継続的な副作用等の確認を実施し、モニタリングシート（以下、シート）を用い
て情報をフィードバックする体制を構築した。今回、外来服薬指導とフィードバック体制による効果と影響、その有用性の評価を
行ったので報告する。【方法】2019年12月～2020年11月の間に医師より球形吸着炭の服薬指導依頼があった患者に薬剤師
外来で指導を実施した。また、薬局よりシートを用いて返信された内容は全て電子カルテに記載し、医師と協同し作成した対応
アルゴリズムに基づき薬剤師外来が介入した。薬局からの返信のうち3回以上継続モニタリングが実施されている患者を対象に
アドヒアランスの評価を行った。【結果】対象期間中に薬剤師外来で服薬指導した患者は19名であった。薬局より返信されたシー
トは230件（41名）、そのうち51件に介入した。また、3回以上返信があった26名は服薬意義を理解しており、服薬状況につい
ては、初回の返信で26名中13名（50%）、2回目の返信で10名（38%）、3回目の返信で6名（23%）が飲み忘れありであった。
薬局での継続的なモニタリングにより便秘症状を確認し、この返信から医師が下剤を追加、排便コントロールに繋がった症例があっ
た。【考察】モニタリング回数が増えるにつれ飲み忘れが減る傾向があり、薬局において継続的にモニタリングを行うことで、服
薬アドヒアランス向上に繋がることが示唆された。また、薬剤師外来で返信内容を確認し、介入することで副作用の改善に貢献
することができた。しかし課題として薬局へ具体的な介入提案がスムーズに行えなかった症例もあり医師と相談し適切なタイミン
グで介入できるようにしていく必要があり、さらに近隣以外の薬局に対してもこの取り組みを拡大していきたい。
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P-039	 	院外処方箋における変更調剤プロトコルの導入と運用状況
島根県立中央病院　薬剤局
○ 頼光　翔、尾崎　俊幸、園山　智宏、安食　健一、横手　克樹

【目的】調剤上の軽微な変更にかかる疑義照会を減らし、患者への薬学的ケアの充実および外来処方医や保険薬局薬剤師の負
担軽減を図る目的で、院外処方箋における変更調剤に関するプロトコルの運用を2020年6月1日より開始した。今回、プロトコ
ルの内容と運用状況について報告する。【内容】プロトコルの内容は1.成分名が同一の医薬品の銘柄変更、2.剤形変更、3.規
格変更、4.湿布薬や軟膏・クリーム剤等における規格変更、5.患者等の希望に基づく消炎鎮痛外用貼付剤におけるパップ剤とテー
プ剤の変更、6.服薬状況等の理由により半錠化、粉砕、混合して調剤すること、あるいはその逆の変更、7.患者等の希望やア
ドヒアランスが改善されると判断される場合の一包化調剤の7項目とした。プロトコルは当院と合意書を交わした保険薬局が対
応可能とし、変更調剤の内容はFAXを用いて返信されたものを医薬品情報室薬剤師が確認し、電子カルテ内に取り込み保管し
た。【方法】調査期間はプロトコルの運用を開始した2020年6月1日から2021年3月31日とし、調査対象は調査期間に島根県
立中央病院を受診し、院外処方箋を発行され、プロトコルに基づく変更調剤が行われた患者とした。保険薬局に関する調査は
合意した保険薬局数、薬局の所属する圏域、および変更調剤実施の有無について行った。また、変更調剤に関する調査は電子
カルテに保管した文書を確認し、変更調剤の内訳について行った。【結果】合意した保険薬局は島根県内の全薬局330施設中
99施設（30％）あり、当院が属する出雲圏域に限ると82施設中61施設（74.4％）が合意した。合意した保険薬局のうち42施設
から変更調剤の報告があり、変更調剤が行われた処方箋は222枚であった。変更件数は233件あり、規格変更が最多で144件

（61.8％）、次いで剤形変更45件（19.3％）、銘柄変更25件（10.7％）であった。【考察】プロトコルは近隣の医療機関と同一
の内容としており、合意に関するトラブルはなく多くの保険薬局と合意ができた。実際に変更調剤を行った保険薬局は約半数だっ
たが、プロトコルにより疑義照会を削減することで処方医や保険薬局薬剤師の負担軽減につながったと考えられる。今回の調査
では患者への薬学的ケアが充実したかは不明だが剤型や規格変更等により患者に適した投薬ができたと考えられる。今後もプロ
トコルの運用をとおして医療者の負担軽減と適切な薬物療法の継続を推進していきたい。

P-040	 	PT-INRをモニタリングしたが、カペシタビンとワルファリンの併用により血尿
に至った症例

山口県立総合医療センター　薬剤部1）、山口県立こころの医療センター　薬剤部2）、 
徳島文理大学　薬学部3）、山口県立総合医療センター　外科4）

○ 山崎　智加1）、名和田　幸介1）、甲斐　崇文2）、渡邊　太朗1）、川中　明宏1）、白野　陽正3）、 
須藤　隆一郎4）、齊藤　智子1）

【目的】カペシタビン（Cape）とワルファリン（WF）は添付文書上併用注意とされている。Capeの投与が開始されたWF投与中
の患者において、PT-INRをモニタリングしたにも関わらず、WFの効果増強によって血尿に至った症例を経験した。本症例の
経過を詳細に報告することにより、今後のより安全な化学療法の実践に寄与するものと考える。【症例概要】60代男性、胃がん
stageIV、肝転移。トルソー症候群による多発脳梗塞の治療でWF 4.5mgで加療中。他施設でCape＋CDDP＋トラスツズマ
ブ療法初回治療後に当院外科を紹介受診となり、当院においても同治療継続の方針となった。同日をday1とし、day16に当院
で2コース目の治療を開始された。Capeの内服によりWFの効果増強が懸念されることを治療前に薬剤師から医師へ情報提供
し、WFから直接経口抗凝固薬（DOAC）への変更を提案した。しかし、トルソー症候群における下肢静脈血栓症や脳梗塞の
再発予防に対するDOACの効果は不明であり、PT-INRをモニタリングしてWFを継続する方針となった。Day15のPT-INR
は2.11であり、WF 4.25mgを服用されていた。Day39にPT-INR 3.02を示したため、上昇傾向の可能性があると薬剤師が
判断し、次回受診日（day51）の測定を医師に提案した。Day51にPT-INR 3.98、day58には最大4.44まで上昇したため同
日よりWFを3mgに減量されたが、day71に4.08を示し血尿に至ったため、一旦WFを休薬された。その後投与量を2mgに減
量してWFを再開、内服を継続されている。【結果及び考察】WFのS体は CYP2C9 で代謝される。カペシタビンの活性代謝
物である5-FUはCYP2C9の発現量を低下させることでWFの代謝を阻害すると考えられている。Capeは消化器がんのキードラッ
クであり、WFは抗凝固療法において中心を担う薬剤であるため、両薬剤が併用される場面も少なくないと予想される。WFの
効果増強についての注意喚起を予めしていたものの血尿に至っており、本症例で示したPT-INRの測定間隔では安全な治療を
継続できないことが示唆された。特に外来治療においては受診間隔が2～3週間になる事もあるが、両薬剤が併用される場合には、
PT-INRの週1回以上の頻回なモニタリングや、可能であれば積極的なDOACへの変更の提案が必要であると考える。
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P-041	 	COVID-19治療におけるファビピラビル投与患者のALT及び尿酸値の変動
調査

岡山労災病院　薬剤部
○ 高松　明日香、柴田　亜実子、千田　純子、藤里　駿、生駒　結夏、岡本　裕子、太田　雅俊、 

竹田　克明

【はじめに】COVID-19患者へのファビピラビル投与は、日本感染症学会の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方」に準じ
て適応外使用をしてきた。当薬剤の副作用では催奇性と共に、肝機能異常や尿酸値上昇が知られている。そこで病棟業務を通
じてALT及び尿酸値(UA)をモニタリングし、その変動について調査したので報告する。【方法】2020年5月から2021年3月ま
でにCOVID-19で入院し、ファビピラビルを投与した患者について、電子カルテ及び服薬指導記録より後向きに調査を行った。
投与方法は全例「COVID-19 に対する薬物治療の考え方」に準拠した。【結果】対象患者は17名で、平均年齢は58.1±15.5
歳、平均入院日数は11.4±4.2日、既往歴のある患者は12名であった。COVID-19治療の内訳は、ファビピラビル単剤が3名、
ファビピラビルとシクレソニドの併用が8名、ファビピラビルとデキサメタゾンの併用が3名、ファビピラビルとシクレソニド、デキ
サメタゾンの３剤併用が3名であった。ファビピラビルの平均投与日数は6.56±0.76日であった。投与前採血後、2回目採血(生
化学項目)までの平均日数は6.56±0.76日であった。ALTは投与前中央値が28.5 (21.5-47.5) U/L、投与後37.0 (22.5-
66.5) U/Lで若干の上昇傾向がみられた。UAは投与前中央値が5.3(3.8-6.8)mg/dLに対して、投与後7.7(6.8-9.2) mg/
dL、P=0.017と有意に上昇していた。高尿酸血症の既往のある患者は2名とも上昇していた。その他、好中球減少症や下痢
等の副作用は見られなかった。【考察】ファビピラビルによるUA上昇について、「COVID-19 に対する薬物治療の考え方第7版」
では高尿酸血症・尿酸値上昇が15.5%とされているが、当院では10名(58.8%)、基準値以上となったケースは7名(41.1%)で
あったことから、高尿酸血症の既往がある患者や尿酸値を上昇させる可能性がある薬剤を服用している患者については、注意し
てモニタリングする必要性があると考えられた。ファビピラビルは、無症状・軽症患者に実施された多施設無作為化オープンラ
ベル試験で、早期のPCR陰性化、解熱傾向はみられたものの、有意な改善効果が認められなかったこともあり、現在では適応
のあるレムデシビルによる治療にシフトしている。しかしながら日本敗血症診療ガイドラインでは軽症例には推奨されていることか
ら、ファビピラビル使用時には患者の状態や併用薬を含めて注意深くモニタリングする必要があると考えられた。

P-042	 	バンコマイシンのTDMと腎障害発現症例についての検討
市立八幡浜総合病院　薬局
○ 田村　静香、二宮　一也、山下　真美、浜江　浩子、吉田　慎弘、宮本　和典、菊池　均

【目的】バンコマイシン（VCM）のTDMを2011年8月15日から開始、初回投与設計は全症例で行っている。当院のTDMの結
果と腎障害が発現した症例について報告する。

【方法】2011年8月22日から2020年12月31日までの267件のVCM投与例を対象に調査した。初回投与設計に用いたソフト
はSHIONOGI-VCM-TDM。今回血清クレアチニン値が投与前の≧0.5mg/dL、≧50%増加した場合、腎障害発現とした。

【結果】血中濃度を測定した症例の結果（TDM実施率92.4%）、トラフ値＜10μg/mLが32％、10～15μg/mLが39％、15～
20μg/mLが22％、≧20μg/mLが7％となった。TDMにより投与量が変更になったのは45.6％であった。変更後、血中濃度
を再測定した症例は32％、そのうち75％が目標を達成した。腎障害発現は6件（2.24%）あり、2件がトラフ値≧20μg/mL であっ
た。今回、初回投与量のAUCを、化学療法学会のバンコマイシンTDMソフトウェア PATで確認したところ、600を超えてい
たのが3件であった。VCM投与終了後、腎機能は回復した。

【考察】61%が目標トラフ値を達成し、腎障害の発現率は低かった。これは初回投与設計により投与量を提案していることと、
TDMにより腎障害を防げた可能性があると考える。また、トラフ値≧20μg/mLの場合、再シミュレーションで減量しても高値を
示す症例が8件（47.1%）あったため、短い間隔でのTDMによる投与量調節が必要であると考える。またAUCが600を超えな
い投与量を提案した症例でも腎障害が発現しているため、血清クレアチニン値は度々確認し、必要であれば血中濃度測定前で
も迅速な対応が必要である。当院は薬剤師全員が初回投与設計に携わることができ、検査室、病棟の協力もあり、ほとんどの
症例で初回2ポイント採血を行っている。また、トラフ値による投与設計からAUC-based dosing へ移行されるが、当院はすで
に2ポイント採血をしていており、より正確なAUCによる投与設計ができると考える。これからも薬剤師間で新しい情報を共有し、
初回投与設計とTDMによって、安全で効果的な投与量を提案していきたい。

− 211 −



P-043	 	汎用可能な院内製剤管理システムの構築～院内製剤におけるトレーサビリ
ティ向上を目指して～

愛媛大学医学部附属病院　薬剤部
○ 守田　麻由、乗松　真大、武市　佳己、越智　理香、井門　敬子、飛鷹　範明、田中　守

【目的】
近年、院内製剤が関わる重大な医療事故が発生しており、医療トレーサビリティは流通のみならず、ヒューマンエラー防止を含
めた医療の安全性確保、医薬品の適正使用、副作用に対する迅速対応に繋がることなどが期待されている。しかし、病院で作
製する院内製剤（病院薬局製剤）に関しては適正な流通管理が進んでいないのが現状である。そこで、愛媛大学医学部附属病
院（以下、当院）では、（一社）愛媛県病院薬剤師会所属の病院を対象に「院内製剤の管理状況に関するアンケート調査」を実
施した。その結果より各病院で汎用可能な院内製剤管理システム（以下、システム）を開発、当院において2021年4月から運用
を開始し、その有用性を評価したので報告する。 

【方法】
本システムはMicrosoft Access®を用い、（株）アグサスと共同で開発した。院内製剤の調製記録をシステムに登録することで
ラベルの発行へ反映する仕組みとした。ラベルにQRコードを印字し、払出時に患者と連結して登録することでトレーサビリティ
機能を付加した。調製指示書には作製工程のみならず、原料（試薬等）の在庫管理等に対してもチェック欄を設けた。鑑査機能
として院内製剤の使用期限を登録する際、調製日を登録すると自動設定した使用期限が表示され、原料の使用期限がそれより
短い場合にはアラート表示する設定とした。院内製剤の調製に関わる薬剤師10名に対してアンケート調査（5段階評価等）を実
施し、システムの満足度についてCustomer Satisfaction(以下、CS)分析を実施した。

【結果】
システム導入に伴い、院内製剤の調製記録や患者への払出記録が紙媒体から電子的に保存可能となった。CS分析の結果より
「安全性」が重要維持項目として挙げられ、「追跡性」については従来と比較して満足度が向上した。 
【考察】
本システムにより、調製時の計算ミスや使用期限の設定ミスなどのヒューマンエラーが回避でき、調製指示書にチェック欄を設け
ることで正確な調製や原料の発注忘れの防止等、院内製剤の適正な管理に繋がると考えられた。また、払出記録にQRコード
を活用することで簡便な検索が可能となり、トレーサビリティ機能が向上した。遡及調査が必要な場合においてもロット番号から
該当患者の追跡、その後の対応の迅速化が期待される。

P-044	 	院内処方における疑義照会の内容分析と薬品の適正使用にむけた取り組み
松江市立病院　薬剤部
○ 藤原　直也、小川　恭平、仲西　友里奈、宇野　慶子、酒井　牧子、河野　通盛

【目的】疑義照会は,医師の処方に対し薬剤師が処方鑑査を行い,医薬品の適正使用に関わることで,患者に安全で有効な薬物療
法を提供するために不可欠な業務である.類似した照会やオーダリングシステムによる入力間違いなどについて対策を行うことで,
処方間違いを未然に防ぐことが可能と考えられる.本研究では,調剤,注射業務における疑義照会の内容分析および対策の検討を
行った.【方法】2020年4月～2021年3月の期間に調剤,注射業務で行った院内処方における疑義照会を対象に,処方せんの疑
義照会記録を電子カルテを用いて後方視的に解析を行った.疑義照会方法は,医師への照会および院内疑義照会簡素化プロトコー
ル（以下,プロトコール）に従って行った.【結果】疑義照会件数/疑義照会率は,調剤1400件/2.71％,注射553件/0.37％であった.処
方変更率は調剤85.4％,注射で72.5％であった.調剤のうち,266件（19.0％）はプロトコールによる照会であった.照会内容のうち,
調剤・注射ともに用量が最も多く,調剤354件（25.3％）,注射129件（23.3％）であった.用量のうち,腎機能による用量調節が調
剤127件（35.9％）,注射24件（18.6％）であり,対象薬剤は調剤では直接経口抗凝固薬（以下,DOAC）42件（33.1％）,ニュー
キノロン系抗菌薬29件（22.8％）,注射ではH2受容体拮抗薬8件（33.3％）,抗ウイルス薬6件（25.0％）の順に多かった.入力間
違いが原因である投与経路の誤選択が注射23件（4.2％）あり,皮下注・筋注製剤8件（34.8％）,TPN製剤6件（26.1％）であっ
た.【考察】当院では腎機能による用量調節が必要な薬剤のうち,DOACなど一部の薬剤に処方せん上にマークを表示している.こ
れにより薬剤師の経験に関わらず漏れなく疑義照会が行えたため,腎機能による用量調節の照会が多かったと考えられる.今後は
処方時に医師が腎機能に注意を向けるよう対策を行うことで,照会が減少する方法の導入を検討する.投与経路の誤選択を防ぐ
ために,2021年5月から皮下注・筋注製剤やTPN製剤など一部の薬剤の間違いやすい投与経路を選択できないようオーダリン
グシステムを設定した.システムによる入力間違い防止による疑義照会減少に効果が期待される.プロトコールを用いた照会は調
剤で約2割を占め,薬剤師と医師両者の業務負担が軽減されていることが推測された.今後は繰り返し行なわれた疑義照会の分
析を行い,事前に対策を行うことで薬剤の適正使用につなげたい.
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P-045	 	当院におけるフェンタニルクエン酸塩舌下錠の使用状況と適正な使用方法の
検討

独立行政法人労働者健康安全機構　香川労災病院　薬剤部
○ 高橋　佳祐、松原　千明、森　譲二、濱野　晃至

【目的】フェンタニルクエン酸塩舌下錠（Fentanyl Citrate Sublingual Tablets：以下FST）は強オピオイド鎮痛剤を定時投与
中のがん患者における突出痛に対して使用されるレスキュー薬である。しかし至適用量が定時オピオイド鎮痛薬の投与量と相関
せず、1回100 μgから投与を開始することや、1日の投与回数に制限があるなど使用方法が他剤と異なるため、突出痛コントロー
ルに経験を要する。そこで本研究では、当院におけるFSTの使用状況を調査し、適正な使用方法を検討したので報告する。【方
法】2021年3月から2021年5月までの期間にがん性疼痛に対してFSTを使用した患者を対象とした。患者背景（年齢、性別、
がん種、腎機能）、定時オピオイド鎮痛薬の種類及び投与量、開始理由、維持用量、鎮痛効果、副作用について電子カルテを
用いて後方視的に調査した。【結果】対象患者は6例、平均年齢71歳（65～78歳）。男性3例女性3例。がん種は肺がん2例、
乳がん・大腸がん・膀胱がん各1例、その他1例であった。FSTの導入は入院5例、外来1例、導入時腎機能障害患者（Ccr＜
30 mL/min）は1例。定時オピオイド鎮痛薬の種類及び用量はタペンタドール4例（400 mg/日1例、100 mg/日3例）、フェ
ンタニル1 mg/日1例、オキシコドン15 mg/日1例であり、タペンタドール100 mg/日からの導入開始が最も多かった。開始理
由としては、疼痛コントロール不良4例、先行鎮痛薬の副作用発現1例、消化器毒性の軽減を期待1例であった。維持用量は
全症例で100 μg/回であった。鎮痛効果に関しては全例で疼痛（NRS）の低下が得られた。副作用により投与を中止した症例
はなかった。【考察】本研究においては6例と少ない症例であったが、FST使用時は持続痛が定時オピオイド鎮痛薬によって適切
にコントロールできているかを評価することが重要である。タペンタドールとの導入を行うことで、鎮痛効果を損なうことなく悪心
や便秘などの消化器毒性を軽減することが期待できる。しかし鎮痛効果はあったものの当院においては維持用量として100 μg/
回のみでしか使用しておらず、継続してNRSによる疼痛評価を行い投与量に関して検討していく必要がある。また過去に採用し
ていたが使用頻度が低く採用中止となった経緯もあり、今後は院内での使用方法の標準化を図るため、多職種と連携しセット処
方やFSTの服用方法に関しての周知、患者さん向けのパンフレットの作成等が必要であると考えられる。

P-046	 	薬剤SPD導入後の効果の検証
社会医療法人　同心会　西条中央病院　薬剤部
○ 近藤　慎悟

【目的】薬剤師数の低下とそれに伴う対人業務の減少が顕著であったため、当院では2015年下期より薬剤部の負担軽減および
病棟業務への注力を主たる目的として薬剤SPDを導入した。当院薬剤SPDは、医薬品の物流管理だけでなく他の薬剤部業務
も一部委託していることが特徴的である。そのため、薬剤SPD導入後5年が経過した過程においても委託内容を拡充してきた。
そこで今回、2020年度までの導入後の効果について検証したため委託内容とあわせて報告する。【方法】薬剤師の負担軽減に
ついては導入前後における薬剤師実施業務を比較した。また、対人業務については薬剤管理指導件数および病棟薬剤業務な
どの推移を検証した。医薬品購入費については薬剤SPD導入に伴い消化払い方式としたことから、医薬品費への影響について
も検証した。【結果】導入後の薬剤師実施業務は対物業務については日次業務だけでなく月次業務や四半期ごとの業務において
も減少した。薬剤管理指導件数は導入前年度下期29件/月、導入年度上期40件/月に対して、導入年度下期94件/月、導入
翌年度132件/月、導入翌々年度232件/月と増加し、2020年度においては460件/月となった。また、病棟薬剤業務について
は導入年時より継続実施できている。医薬品費については近年薬剤の構成が著しく変わっているため直接的な比較は困難だが、
年間購入金額は約１割削減され、期限切れについては約5割改善された。また、月次支払についても平準化された。【考察】繁
忙を極めた時期での導入であったため、薬剤SPDの導入は薬剤師の負担軽減に大きく寄与することとなった。また、それにより
薬剤師は対物業務から薬剤管理指導や病棟薬剤業務などの対人業務へシフトできた。昨今では薬剤師数は増加しているため対
人業務増加はマンパワーの増加が一因になってはいるが、薬事審議会資料作成や薬剤出荷停止や供給逼迫等の際の対応など
委託内容の拡充による負担軽減効果も大きいと考えられる。また、薬剤SPD導入を理由に当院を就職先に選んだ薬剤師もおり、
薬剤師確保という間接的な効果も現れている。
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P-047	 	廃棄医薬品削減を目指した適正な在庫管理に関する取り組み
済生会西条病院　薬局
○ 宮崎　文子、浅川　隆重、織田　佳人、大森　孝子、松久　七奈、山地　直美、久岡　彩香、 

今井　崇景、近藤　泰貴、佐伯　綾香、橋田　教弘、越智　由紀子、田中　亮裕

【目的】近年、医療の高度化に伴う高額医薬品の増加等により、適正な医薬品管理を行うことは病院経営にとって重要な課題と
なっている。当院では、期限切れによる廃棄医薬品を削減するために、停滞在庫ニュースの発行、期限の近い医薬品リストの
作成を行っている。また、返品された一包化調剤薬品を安全かつ効率的に再利用するために、2019年5月から一包化錠剤仕分
け装置を導入した。今回、これらの取り組みの成果について医療経済的観点から検討した。

【方法】2018年度から2020年度における期限切れによる医薬品廃棄金額および2019年度から2020年度における一包化錠剤
仕分け装置導入後の仕分け薬品の薬価合計を調査した。 

【結果】医薬品廃棄金額は、2018年度は589,816円、2019年度は443,428円、2020年度は922,456円であった。また、一
包化錠剤仕分け装置による仕分け薬品の薬価合計は、2019年度は603,884.3円（薬品数19,281）、2020年度は522,306.3
円（薬品数19,528）であった。

【考察】医薬品廃棄金額は、2018年度と比較して2019年度は24.8％減少したことから、薬剤部から院内への停滞在庫に関す
る情報発信や薬剤部内での情報共有が有用であったと推察される。一方で、2020年度は抗がん剤や肝炎治療薬等の使用患
者数の少ない高額医薬品の廃棄が多く2018年度と比較して56.4％増加した。今後は、使用患者数の少ない高額医薬品の在
庫管理方法について検討する必要があると考えられる。また、一包化錠剤仕分け装置導入により、年間平均563,095.3円の返
品医薬品の再利用が可能となった。今後も、財務的視点をもち在庫管理を徹底することで病院経営への貢献につながると考える。

P-048	 	薬薬連携の推進～薬剤管理サマリーを通じて～
独立行政法人　国立病院機構　浜田医療センター
○ 宮本　京介、河相　景子、山中　洋、家岡　昌弘、八本　久仁子

［はじめに］浜田医療センターは、勉強会や薬薬連携会議を定期開催しており、保険薬局とは顔の見える関係である。以前より、
必要な患者情報は電話で連絡する事もあったが、令和2年度診療報酬において「退院時薬剤情報連携加算」が新設されたのを
機に、紙媒体での情報提供に切り替えた。病院薬剤師会の「薬剤管理サマリー」を基本に、薬薬連携会議で項目やプロセスに
ついて検討を行った。退院時に、入院前の薬から変更があった場合等、サマリーを作成し、近隣の薬局（4件）には院外FAXコー
ナー職員を介して手渡しし、その他の薬局には郵送することとした。患者が次回受診するよりも前に情報提供を行う事を優先した。
今回、薬剤管理サマリーが有用であったと思われる症例について報告する。[症例1]胆道がんの60歳代女性、化学療法開始。
疼痛が出現し、ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠6mg1錠分1、ヒドロモルフォン塩酸塩錠1mg疼痛時が開始された。開始後、疼
痛コントロールは良好で副作用の発現やレスキューの使用もなく退院され、サマリーを作成した。保険薬局からは、疼痛の出現
がありレスキューの使用方法について再度説明を行った、またヒドロモルフォン6mgは在庫を置いていない規格であったが、情
報提供により予め準備が行えて良かったとコメントを得られた。[症例2]誤嚥性肺炎再発の80歳代男性。ポリファーマシーのため、
シルニジピン錠10mgを始めとする5種類の薬剤が中止となった。中止後、症状や検査値は著変なく退院となり、サマリーを作
成した。保険薬局からは、以前よりポリファーマシーを気にかけていたが、入院中に薬剤調整をしてもらい助かった。今後も血圧
や処方箋に記載してある検査値を確認していくとコメントを得られた。［考察］患者への安全な服薬支援を行う上では、病院薬剤
師と薬局薬剤師が情報を共有する事が重要である。そのためには病院からの一方向だけでなく、保険薬局からの情報も必要で
あると考える。今回の症例は、保険薬局に電話照会して得られたコメントだが、現在、トレーシングレポートを用いたフィードバッ
ク体制を構築中である。今後も薬薬連携を通じて、患者の薬物療法支援に努めていきたい。
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P-049	 	介護ケアセンター職員向けに作成した抗HIV薬に関する冊子の評価
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部1）、愛媛大学医学部附属病院　地域医療支援センター2）

○ 中川　進平1）、井門　敬子1）、高田　清式2）、乗松　真大1）、木村　博史1）、川上　幸伸1）、飛鷹　範明1）、
田中　守1）

【目的】抗HIV薬の進歩によりHIVはコントロール可能な慢性疾患となった。今後、患者の高齢化が進み、福祉施設等の利用
が増加することが予想される。愛媛大学医学部附属病院では、2016年より福祉施設等に勤務する介護ケアセンター職員を対
象に実地研修を実施している。そして、我々は研修の中で薬剤師作成の抗HIV薬の基礎知識に関する冊子を用いて講義を担当
している。今回、冊子の有用性を評価することを目的に介護施設を対象に調査を実施した。【方法】愛媛県下の訪問看護ステー
ション138施設を対象に、冊子の内容や情報量に関して3段階（内容：よくわかる、わかる、わかりにくい、情報量：少ない、ちょ
うどよい、多すぎる）で回答する無記名のアンケート調査を実施した。また、HIV関連の研修会への参加経験有無についても調
査した。本冊子は、HIVに特化した8項目：「抗HIV薬の特徴」、「抗HIV療法の目標」、「抗HIV薬の作用」、「抗HIV療法
の原則」、「抗HIV薬一覧」、「大部分の患者に推奨される薬剤の組み合わせ」、「薬剤耐性」、「服薬率と抗HIV療法の成功
率の関係」、薬に関する一般的な内容5項目：「薬の服用時間」、「飲み忘れてしまった場合」、「薬は何で飲むのがよいのか」、

「錠剤・カプセルが飲めないときは」、「薬の相互作用」の合計13項目を原則1項目1ページで構成している。【結果】アンケー
ト回収率は34 %（47/138施設）であった。13項目中10項目で「よくわかる」、「わかる」の割合が90 %を超えていたが、「抗
HIV薬の作用」、「服薬率と治療成功率」に関してはやや低い傾向（各83 %）であった。また、「服薬率と治療成功率」におい
ては情報量が少ないと6施設（15 %）が回答した。自由記載では錠剤を実物大で掲載して欲しいなどの意見があった。そして、
研修会への参加経験有無［あり：26施設（58 %）、なし：19施設（42 %）］で各項目に対する理解度に大きな差はみられなかった。

【考察】本結果より、薬剤師が作成した冊子は研修会への参加経験有無に関わらず、抗HIV薬に関する正しい知識を習得する
上で有用であると考えられた。一方、専門用語が多い項目、グラフやデータのみ掲載され、説明文章もなかった項目に対する理
解度が低かったことから、用語の変更や説明文章の追加等検討が必要であると考えられ、今後、冊子の改訂を計画している。

P-050	 	精神科における薬剤サマリーの活用について
社会医療法人近森会　近森病院　薬剤部　　
○ 田上　浩子、田中　惇一、宮崎　俊明、筒井　由佳

【目的】近年、精神疾患は入院治療中心から地域生活中心へと変化してきたものの、精神科患者への偏見は未だ解消されてい
ない。保険薬局では窓口において精神疾患についての会話をする際に戸惑うこともあり、十分な服薬指導につなげられないケー
スもある。病院における精神科薬剤師の定数は150床あたり一人と厳しく、患者指導などのために十分な時間をとれないのが現
状である。そこで、情報を共有し患者理解を深め、薬剤師としての継続介入につなげることを目的に2021年3月より精神科を退
院する患者を対象に薬剤管理サマリー（以下、サマリー）の記載を開始した。今回、精神科退院患者におけるサマリー内容を調
査したため報告する。【方法】2021年3月1日から6月15日までにサマリーを記載した患者を調査対象とした。調査項目としてサ
マリーの宛先、記載内容とした。【結果】調査期間内にサマリーは延べ60件記載されていた。サマリーの宛先のカテゴリーは保
険薬局薬剤師47件、病院薬剤師5件、病院医師5件、その他（施設職員など）3件であった。サマリーの特記事項に記載され
た薬剤の内容は抗精神病薬（催眠鎮静薬、抗不安薬を含む）に関するものが13件、抗精神病薬以外に関するものが9件、両者
に関するものが37件であった。送付先の医療機関から情報の返信が来る事例もあった。記載に伴う問題点としては、急な退院
の際にはサマリーの作成が困難であることや、サマリーを患者自身の手に委ねることから宛先の医療機関に届かない事例がある
などが挙げられた。【考察】精神科退院患者において、精神科領域ではない薬剤に関しても情報提供が多く行われていることが
明らかとなった。これは運用開始により退院時におけるサマリー作成を念頭に置くことで、入院時から持参薬の服用状況の詳細
確認、服薬アドヒアランス不良の薬剤の把握がより綿密に行われるようになり、服薬アドヒアランス不良につながる処方および調
剤方法の洗い出しに伴う結果と推測される。また、情報の返信が得られるようになったことから、保険薬局や転院先の病院、施
設に積極的に情報提供を行うことは、定期受診時にも継続した薬剤師の介入につながる可能性が示唆された。以上より、今後
改善すべき点は運用上あるものの精神科領域における積極的なサマリーの記載は情報の共有のみならず様々な場面における処
方の実態把握と改善につながるものと考えられた。
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P-051	 	薬剤管理サマリーの利用実態調査と今後の改善点
松江市立病院　薬剤部
○ 熱田　侑大、松本　将輝、今井　孝、酒井　牧子、河野　通盛

【目的】薬剤管理サマリー（以下、サマリー）は日本病院薬剤師会が様々な連携の場における薬剤情報共有のためのツールとし
て推奨している。当院の整形外科病棟では担当薬剤師がMSWからの依頼に応じて患者に対して転院相談時と転院時にサマリー
を作成している。今回、作成したサマリーの内容を調査し、その利用状況について転院先にアンケート調査を行ったため結果を
報告する。

【方法】2020/1/1～2020/12/31の期間に作成したサマリーの記載内容について調査し、2021/6にサマリーにて情報提供を行っ
たことがある4病院の薬剤師及びMSW（40人）を対象としてアンケートを行い、結果を集計した。

【結果】期間中にサマリーを作成した患者数は60名、平均年齢は83.8歳（60歳～94歳）、そのうち80%の患者で入院中は薬
を病棟管理としていた。今回行ったアンケートの回収率は100％で、40人のうちサマリーを見たことがあると回答したのは21人

（53％）、そのうち患者情報の把握に役立っていると回答したのは17人（81％）だった。参考にしている項目は「副作用歴」、「入
院中の服薬管理方法等」、「服薬状況」、「退院時処方」が多かった。また、今後記載して欲しい情報として、処方変更、追加・
減量・中止となった薬剤とその理由等が挙げられた。更に、改善点として薬の休薬や継続期間の内容記載、転院の全患者を対
象として記載して欲しいとの回答があった。

【考察】サマリーを記載した患者は高齢者が多く、入院中の薬を病棟管理としている患者が多いことから自身が服用している薬の
内容を把握している患者は少なく、転院先へ薬剤情報を提供する必要性は高いと考えられた。また、サマリーを見たことがある
人のほとんどが薬剤情報の把握に役立っていると回答しており、薬剤情報の共有に有効な手段であった。転院先では退院時処
方の内容のみならず、副作用歴や服薬管理方法等の薬剤に関する情報を広く参考にされており、これらを病棟担当薬剤師が正
しく把握し、サマリーを通じて伝えていくことが重要であると考えられた。追加記載の要望として処方変更とその理由等が挙げら
れており、今後他病院の意見も加味しながら記載内容を検討していく必要がある。また、診療情報提供書に持参薬等の情報が
十分記載されていない場合もあり、転院時に継続して薬物治療を行うために、今後サマリー対象患者を拡大していき、薬剤の情
報共有を行っていくことが重要と考えられた。

P-052	 	入院時情報共有シートを活用した地域薬局との入退院時の情報共有について
日本赤十字社　高松赤十字病院　薬剤部1）、株式会社　西日本ファーマシー2）

○ 谷崎　明佳1）、桑原　政志1）、藤岡　はる奈1）、岡野　愛子1）、吉村　輝美2）、黒川　幹夫1）

【目的】令和元年より、香川県では医療機関と地域薬局との連携のためのモデル事業「病院・薬局・地域がつながる連携体制構
築事業」に取り組んでいる。当院は県内の中核病院の一つとしてこの事業に参加し、病院と地域薬局の連携のための情報共有
ツールの作成を行った。今回はモデル事業の実践について報告する。【方法】初年度は当院の薬剤師と周辺地域の薬局薬剤師
で構成する地域連携ワーキンググループを設置し、お互いの実務を知るために双方の現場研修をおこなった。また入院時情報
共有シートを作成し、病院と地域薬局との情報共有の実現に向けて取り組んだ。2年目は実際に当院と他の中核病院7病院で
入院時情報共有シートを運用した。【結果・考察】病院薬剤師は患者の入院時の持参薬の確認の際、本人への聴き取りや処方医、
薬局への聴き取りにより情報収集を行う。その際に入院時情報共有シートを使用することにより持参薬の情報管理が以前よりス
ムーズに運ぶようになった。今後は香川県下の医療機関を対象に入院時情報提供シートの活用を広げていきたい。
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P-053	 	ヒドロモルフォン徐放錠6	mg/日から12	mg/日まで3日間隔で2	mgずつ増
量し、呼吸困難や眠気・吐き気なく増量できた1症例

れんげ堂薬局　池田店1）、医療法人福寿会　福田医院2）、れんげ堂薬局　丹原店3）

○ 大島　幹弘1）、兼井　陽香1）、福田　正彦2）、曽我部　紀行3）

【目的】ヒドロモルフォン徐放錠はがん性疼痛に対し1日2 mgの低用量から1日24 ｍｇまで幅広く使用することが可能な経口麻薬
である。増量に関しては30～50%との目安はあるものの、日数に関しての明確な判断基準はない。今回我々は急激な病状進行
により疼痛が強く、ヒドロモルフォン徐放錠6 mg/日から12 mg/日まで3日間隔で2 mgずつ増量し、疼痛抑制効果良好で呼吸
困難や眠気・吐き気なく増量できた症例を報告する。

【症例】52歳女性　子宮頸癌、多発リンパ節転移（左骨盤リンパ節、傍大動脈リンパ節、左鎖骨リンパ節転移）。パクリタキセ
ル＋カルボプラチン＋ベバシズマブや塩酸イリノテカン等の化学療法後、疼痛再発のためBSCに移行。本人希望にて在宅療養
開始。ヒドロモルフォン徐放錠は入院中より2 mg/日で使用。自宅退院後（在宅療養1日目）より痛みが強いとの訴えがあり、ヒ
ドロモルフォン徐放錠は4 mg/日に増量。在宅療養14日目より痛み増加のため6 mg/日に増量。在宅療養34日目より痛み増加。
レスキュー薬としてのヒドロモルフォン2 mgも1日5－6回以上使用していたため急性増悪と考え6 mg/日から12 mg/日まで3日
間隔で2 mgずつ増量を実施した。呼吸状態や痛みの状態は同居家族がモニタリングを実施した。

【結果】在宅療養38日目（10 mg/日増量2日目）自宅訪問にて経過を確認した結果、同居家族よりヒドロモルフォン徐放錠がよく
効いているよう。呼吸困難・眠気・吐き気なし。在宅療養4２日目（12 mg/日増量1日目）同居家族より痛がる様子もあるが、な
んとか効いていると報告あり、呼吸困難・眠気・吐き気なし。在宅療養4２日目までヒドロモルフォン徐放錠12 mg/日で継続し、
在宅療養4３日目より内服困難のためフェンタニルテープ２ mgに変更となった。

【考察・結語】ヒドロモルフォン徐放錠は半減期9時間であり、2 mgずつ3日間隔の増量でも呼吸困難や眠気・吐き気なく増量で
きる可能性が示された。

P-054	 	緊急事態宣言に対応したオンライン型病院実務実習の導入と評価
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　薬剤部
○ 岡本　満、高田　正弘、氏原　弘洋、西田　朋洋、田頭　尚士、國原　将洋、松久　哲章

【目的】新型コロナウイルス感染症の影響により国から広島県に対して緊急事態宣言(2021/5/16-6/20)に伴う要請があり、呉
医療センターの病院実務実習(以下、実習)を見直す必要があった。そこで、2021年度2期(5/24-8/7)の実習において、オン
ライン型実習を初めて導入したので報告する。【方法】2期の実習生5名に対し、実習初日5/24-6/20の平日20日間でリモート
として課題学習とオンライン型実習を実施した。オンライン型実習ではMicrosoft Teamsを利用した。スケジュールは、午前に
課題学習(代表的8疾患を含めた20課題)、午後にオンライン型実習(DI、がん、中毒、DMAT、症例検討など19講義)、そ
の後に指導薬剤師が Web日誌を返信・評価した。オンライン型実習終了後は担当薬剤師のみTeamsを退出、実習生同士の
情報共有・交換の場を設けた。本研究は、オンライン担当薬剤師19名（重複あり）と実習生5名へのアンケートを実施した。実
習生にはGoogleフォームを利用した。【結果】日程変更なく4週間の課題学習とオンライン型実習が実施できた。1)薬剤師アン
ケート:オンライン型実習は1コマ平均92分であった。オンライン型の希望は0%、対面型は74%、どちらでも良いは26%であっ
た。68%で実習生のリアルな反応がとれない、34%で理解度は確認テストやオンラインでの質問で対応は可能、17%で準備の
負担が多いと意見があった。58%でトラブルがあり、ほとんどがTeamsの不慣れが原因(音声や面切り替えトラブル)であった。
2)学生アンケート:初日に不安があったのは100%、4週間後に満足度が高かったは80%であった。コミュニケーションが取れた
かの質問に、実習生同士は80%、指導薬剤師とは100%、オンライン担当薬剤師とは40%と回答があった。1コマの適切な時
間は80%が1時間とし、オンライン型の希望は0%、対面型は60%、どちらでも良いは40%であった。【考察】オンラインを体験
した薬剤師・実習生の双方が対面型を強く希望した結果より実地での実習が理想といえるが、 Withコロナではそうはいかない。
実習生の不安を払拭した高い評価と、方法次第で互いのコミュニケーション(情報交換や指導)に問題はなかった結果は、リモー
ト実習(課題とオンライン型実習)と従来の実地での実習を組み合わせる「新しい実習スタイル」の可能性を示唆している。
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P-055	 	保険薬局での学会発表推進に向けた課題抽出
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　東大和店1）、 
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　武蔵村山店2）、 
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局　西新宿店3）、株式会社アインファーマシーズ4）、 
株式会社アインホールディングス 5）

○ 工藤　善哉1）、小林　侑子2）、畔柳　裕一3）、黒川　由紀子4）、石黒　貴子4）、前田　守5）、 
長谷川　佳孝5）、月岡　良太5）、森澤　あずさ5）、大石　美也5）

【目的】近年、保険薬局においても、薬局機能の発揮を通して得られた知見から研究を行い、学会での報告などを通じてエビデ
ンスを構築することが求められている。本研究では、薬局勤務者に学会活動に関する意識調査を行い、保険薬局での学会発表
推進に向けた課題を抽出した。

【方法】2020年3月に、当社が関東甲信、東海地域の1都6県にて運営する保険薬局131店舗の勤務者および本部スタッフ
461名を対象に、社内イントラネットを用いたアンケート調査を実施した。主な項目は「学会参加・発表の経験」「学会参加・発
表の希望」「学会発表への抵抗感と理由」とした。得られた結果は参加経験者（経験群）と未経験者（未経験群）の2群に分け、
有意水準0.05としたカイ二乗検定およびFisher正確確率検定で統計解析した。なお、本研究はアイングループ医療研究倫理
審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：AHD-0061）。

【結果】352名（経験群:55.4%、未経験群:44.6%）から有効回答が得られ、経験群の47.7%が学会発表を経験していた。学
会参加希望（67.7%、24.8%）と学会発表希望（23.1%、5.1%）は経験群の方が、学会発表への抵抗感（64.1%、81.5%）は
未経験群の方が有意に高かった。学会発表への抵抗感の理由は「準備時間の捻出（51.3%、52.2%）」「知識不足（45.1%、
55.4%）」「手技手法が不明（37.9%、56.7%）」が上位3位を占めた。

【考察】本研究より、経験群の方が未経験群よりも学会参加に意欲的であるが、経験群でも発表意欲は23.1%しかなかった。学
会発表への抵抗感の理由のうち、「知識不足」「手技手法の不明」は発表経験により緩和される傾向がみられたが、「準備時間
の捻出」には発表経験の有無による違いがみられなかった。したがって、保険薬局での学会発表を推進するためには、勤務者
への学会参加の奨励、手技手法などを含む知識取得機会の提供のみならず、準備時間の捻出に関する啓発や環境構築も必要
と考える。

P-056	 	安心安全ながん治療を提供するために
ゆき薬局
○ 小野　貴光

【目的】地域へ安心安全で最良のがん治療を提供するため、拠点病院より遠方の小規模薬局で活動を開始をした。【方法】日々
の業務の活動実績で、専門性の高い認定や施設基準を取得できるように業務に励んだ。具体的には以下の２つを同時に実施した。
１、認定取得・更新などに必要な各種研修会で自己研鑽を行う２、日々の薬学的介入実績で、介入事例や学会発表できるように、
日々の介入を積極的に行う【結果】外来がん治療認定薬剤師を取得中の活動で学会発表を行い、その後外来がん治療認定薬
剤師を取得。発表実績で地域薬学ケア認定薬剤師の暫定認定を取得し、地域薬学ケア認定薬剤師の基幹施設での研修を開始
した。あわせて、学会で症例報告の発表を行った。また、新設された専門医療機関連携薬局への取り組みも併せて、本発表に
てその詳細を報告する。【考察】認定取得や施設基準はあくまで通過点ではあるが、認定取得・更新に向けた日々の活動で、学
会発表や認定取得できる薬学的介入実績ができたと考察している。また、専門医療機関連携薬局の制度も患者さん、薬局双方
にメリットがある制度となるように継続して活動を行うことが地域医療へ質の高いサービスの提供につながるのではないかと思わ
れる。【結論】点病院から遠方の立地で小規模薬局であっても、地域のかかりつけ薬局としての機能を発揮する過程で、安心安
全の治療を提供することができ、その結果認定の取得や学会報告実績を残すことができた。また新設された専門医療機関連携
薬局も患者さん、地域の薬局においても非常に有意義な制度となると思われる。
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P-057	 	当院のASTラウンド導入による抗菌薬処方の推移
敬天会東和病院　薬剤科1）、敬天会東和病院　ICT2）、敬天会東和病院　看護部3）、 
敬天会東和病院　検査科4）、敬天会東和病院　循環器内科5）

○ 米永　知紘1,2）、山崎　弘子2,3）、坂本　弘実2,4）、河原　慎司2,5）

【目的】当院では2019年1月よりICTと並行して同一メンバーにて抗菌薬適正使用チーム(以下AST)を発足し、週1回月曜日
のＩＣＴラウンド時に、特定抗菌薬投与患者(カルバペネム、抗MRSA薬)、長期注射用抗菌薬投与患者(7日以上)のモニタリ
ングかつ支援活動を始めた。今回、ASTラウンド導入による効果を検証するためＡＳＴの活動開始前と開始後の抗菌薬使用量
の推移を調査した。【方法】2018年度から2020年度までの監視患者数、医師への照会または提案数、受諾率、抗菌薬全体と
カルバペネム系抗菌薬のAUD （DDDs/100 bed-days）,DOT（DOTs/100 bed-days）,AUD/DOTを比較した。【結果】
ASTラウンドの調査対象患者数6.3件/月　照会数1.9件/月　提案数0.7件/月　受諾率68.4％だった。AUD,DOＴ,AUD/
DOTの推移は抗菌薬全体でAUD(2.23→2.68→2.35)、DOT(2.98→3.81→3.53)、AUD/DOT(0.76→0.70→0.66)、
カルバペネム系抗菌薬ではAUD(0.06→0.06→0.17)、DOT(0.16→0.22→0.33)、AUD/DOT(0.35→0.27→0.51)だっ
た。【考察】ASTの介入は、治療期間と投与量の提案が主である。抗菌薬全体ではAＳＴ活動開始前よりAUD,DOTが上昇し
AUD/DOTが減少した.このことはASTの介入によりガイドラインにに適合した処方日数に修正され投与日数が長くなったと考え
られる。カルバペネム系薬の期間中ＡＵＤ,ＤＯＴは上昇傾向が見られたが、AUD/DOTは増加しており投与量が少なかった処
方（採用MEPM0.5ｇ×2）をASTラウンドにて増量(0.5g×3もしくは1ｇ×2)に訂正できたとためと思われる。以上によりAST活
動は抗菌薬の適正使用に寄与することが示唆された。【結語】今後もASTとして介入数の増加と受諾率の上昇を推進し,抗菌薬
使用の適正化を目指していきたい。

P-058	 	Clostridioides	difficile	感染症治療でのH2RA,	PPI,	Pcabの併用による影
響

医療法人　住友別子病院　薬剤部1）、医療法人　住友別子病院　看護部2）

○ 篠原　正樹1）、武方　みなみ1）、山崎　昌志1）、秋月　亮介1）、矢野　琢也1）、谷崎　文彦1）、 
藤井　克匡2）、福岡　竜逸1）

【目的】Clostridioides difficile は医療関連感染としての原因菌として下痢症や偽膜性腸炎などの多様なClostridioides 
infection（CDI）を示すことが知られている。制酸薬がリスク因子としてあげられる制酸薬間でのCDI発症を比較したメタアナ
リシス27では, PPIがH2RAに比べて38.6%リスクが増加すると報告されている。Pcabが上市されたことで, 制酸作用の違い
によりH2RA, PPI, Pcabの併用がCDI発症に与える影響について比較検討する。

【方法】2018年04月01日から2020年03月31日の間に当院でCDIを疑いCDトキシン検査を行った全症例を対象とし, 電子カ
ルテから後ろ向きに観察研究を行った。当院では, 2019年4月よりGDHとCDトキシン検査を組み合わせて測定することが可能
となっている。H2RA, PPI, Pcabの併用有無および制酸作用の違い, 治療経過について比較検討を行った。統計解析は2群
間の比較として, ロジスティック回帰分析を行った。P ＜ 0.05を統計的有意と判断した。

【結果】当院では, 調査期間中にCDIを疑った症例で, 制酸薬の併用によるCDI発症リスクには有意差はみられなかった。また, 
H2RA, PPI, Pcabの併用有無によるCDI発症のリスクもそれぞれP ＜ 0.05と有意差はみられなかった。ただし, GDH測定開
始前まではPcab内服患者はオッズ比 : 4.88と制酸薬を服用していない患者よりCDI発症割合が高い傾向にあった。GDH測定
開始後は, オッズ比 ＜ 0.01と差はみられなかった。

【まとめ】GDHとCDトキシン検査を組み合わせて検査を行うことで, CDトキシン陰性, GDH陽性症例に対して, 臨床症状に応
じて治療を開始もしくはNAAT試験を行う選択肢が得られた。その結果, 当院では制酸薬の服用有無によるCDI発症リスク因
子として挙げられなかったが, CDトキシン検査のみでは, Pcab服用がCDI発症リスクの高い傾向にあり, 薬剤師が処方カスケー
ドやポリファマシーを念頭に, 制酸薬の必要性を見直すこともCDIの発症抑制に有用な可能性が考えられる。
ただし, 患者背景が異なることや観察研究における交絡因子のコントロールが難しいため因果関係の証明は難しい。
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P-059	 	Clostridioides	difficile	 感染症におけるGDH	とCDトキシン検査併用によ
る治療に与える影響

医療法人　住友別子病院　薬剤部1）、医療法人　住友別子病院　看護部2）

○ 武方　みなみ1）、篠原　正樹1）、山崎　昌志1）、秋月　亮介1）、矢野　琢也1）、谷崎　文彦1）、 
藤井　克匡2）、福岡　竜逸1）

【目的】Clostridioides difficile は医療関連感染の原因菌として最も多くみられる嫌気性菌であるとともに, 下痢症や偽膜性腸
炎などの多様なClostridioides infection（CDI）を示すことが知られている。当院では, 2019年4月以前はCDトキシン検査の
みの測定であったが, 2019年4月よりGDHとCDトキシン検査を組み合わせて測定することが可能となった。GDHの測定追加
によりCDI治療に与える影響を検討する。

【方法】2018年4月1日から2020年3月31日の間に当院でCDIを疑いCDトキシン検査を行った全症例を対象とし電子カルテよ
り後ろ向きに観察研究を行った。2019年4月以前のCDトキシン検査単独群と2019年4月以降のGDH, CDトキシン検査併用
群でのCDI治療開始患者数や治療薬の選択, NAAT検査提出の有無について比較検討を行った。

【結果】CDトキシン陰性患者に対するCDI治療開始患者数の割合は, CDトキシン検査単独群のオッズ比0.00236に対し, 
GDH, CDトキシン検査併用群ではオッズ比0.00751と増加傾向がみられた。治療を開始した患者に対する治療薬の選択は
GDH検査開始前後で差はみられなかった。CDトキシン陰性, GDH陽性結果より治療開始した患者のうち2症例においてさら
にNAAT検査を行い, そのうち１症例はNAAT陰性のため, 結果確認後CDI治療薬を中止した。

【まとめ】CDトキシン検査単独群ではCDトキシン陰性結果よりCDI治療を行わず経過観察としていた患者の中には一定数偽陰
性の患者が含まれ, 本来必要とされる治療薬の投与が行えていない患者が含まれる可能性があった。しかし, 2019年4月以降, 
感度の高いGDH検査を組み合わせることで, CDトキシン陰性でもGDH陽性の患者に対しては治療薬開始の検討を行うことが
でき, より幅広い患者に対しCDIの治療介入を行うことが可能となった。
さらにGDH検査の特異性の低さを考慮し, GDH陽性確認後, CDI治療を開始した患者のうち, CDI治療薬継続が患者に対し
リスクとなり得る患者についてはさらにNAAT検査を行った。NAAT検査陰性であればCDI治療薬不要と判断し抗菌薬投与を
中止することで, 不必要な抗菌薬投与を中止することができた。

P-060	 	当院における抗菌薬適正使用への取り組み
出雲市民病院　薬局1）、出雲市民病院　検査室2）、出雲市民病院　看護部3）、 
出雲市民病院　家庭医療科4）

○ 井上　久美子1）、濱村　寛2）、原　容子3）、安喰　由美3）、高橋　賢史4）

【目的】当院は病床数180床の中小病院であり抗菌薬適正使用支援チーム（AST）は設置されていないが、感染制御チーム（ICT）
において細菌感染症診療ガイドライン（以下、ガイドライン）の整備、血液培養陽性症例や指定抗菌薬使用症例への介入などの
抗菌薬適正使用支援（AS）活動を行っている。今回これらの活動が抗菌薬適正使用に対するどのような影響を及ぼすか調査する。

【方法】当院における2015年４月～2021年３月の抗菌薬使用密度（AUD：DDDs/1000bed-days）および抗菌薬使用日数
（DOT：DOTs/1000bed-days）を年度ごとに算出した。また、緑膿菌に対する薬剤感受性率についても年度ごとに算出した。
【結果】注射用抗菌薬全体のAUDは2015年度89.84、2016年度75.88、2017年度66.04と年々減少し、それ以降は60台
を維持していた。また、DOTについても同様の推移を示していた。個々の使用量については、スルバクタム・アンピシリン（SBT/
ABPC）が最も多いが、そのAUDは2015年度42.72、2016年度33.71、2017年度25.13と年々減少していたが、セフメタゾー
ル（CMZ）については2015年度4.38、2016年度8.80、2017年度15.35と年々増加し、2020年度には同程度の使用量となっ
ていた（SBT/ABPC 22.44、CMZ 19.96）。また、メロペネム（MEPM）のAUDは2015年度6.51、2016年度4.68と減少し、
2017年度以降は1.96～3.19と低い水準を維持していた。緑膿菌に対するMEPMの薬剤感受性率は2017年度92.3％、2018
年度97.9％と有意に上昇し、2019年度以降は98％台を維持していた。

【考察】ICTでは2015年12月にガイドラインを策定し、院内への周知を図ってきた。その後も必要に応じて改訂を行い、2016
年７月には急性腎盂腎炎に対する第一選択薬をCMZとした。この改訂後CMZのAUDが増加し、MEPMのAUDが低い水準
で維持できていることは院内へのガイドラインの周知が十分にできたためであると考えられる。また、ICTでは2017年３月より介
入が必要な症例に対して、週１回の抗菌薬ラウンドを行っており、その活動が抗菌薬適正使用に効果を示していると考えられる。
ASTの設置が困難な場合でも、ICTによるAS活動を行うことで抗菌薬の適正使用に貢献できると考えられる。
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P-061	 	中小病院における抗菌薬適正使用への取り組み
社会医療法人　真泉会　今治第一病院 薬剤部1）、社会医療法人真泉会　今治第一病院　検査部2）、 
三豊市立栄康病院　薬局3）

○ 金子　和代1）、越智　隆訓1）、田窪　莉絵1）、村上　貴子2）、大野　綾佳2）、藤本　まり子3）、 
森田　　ソノエ1）

【目的】当院では、ICT薬剤師が細菌検査報告書を確認し、JAID/JSC感染症ガイド2019とサンフォード感染症治療ガイド－アッ
プデート版－を参考に抗菌薬処方提案を主治医に行っている。この取り組みが、抗菌薬治療への寄与がなされているか検証した。

【方法】2021年3月～5月までの細菌検査報告書（最終報告）で行った処方提案数と処方受け入れ率を感染症別に調査した。【結
果】96例抗菌薬処方提案し、平均処方提案受け入れ率は63.5％であった。患者背景は平均年齢80歳、男女比は5.5：4.5であっ
た。感染症別受け入れ率は、気管支炎25％、肺炎27.8％、MRSA感染症50％、軟部組織感染症50％、腎盂腎炎50％、尿路
感染症63.8％、呼吸不全83.3％であった。【考察】抗菌薬処方提案受け入れ率は63.5％と半数以上が承認され、抗菌薬治療
に寄与出来たと考えられる。

P-062	 	脾臓摘出の既往があり、肺炎球菌による菌血症・蜂窩織炎を発症した１例
愛媛労災病院　薬剤部
○ 小野　雅文

【はじめに】皮膚軟部組織感染症は黄色ブドウ球菌や連鎖球菌が起炎菌となる事が多く、肺炎球菌が起炎菌となる事は稀である。
今回脾臓摘出の既往のある患者が肺炎球菌による菌血症・蜂窩織炎を発症し、ASTとして介入したので報告する。

【症例】71歳女性、既往として29歳頃脾臓摘出歴あり。両下腿痛・熱感・腫脹・発熱および肝胆道系酵素の上昇を認めたため、
蜂窩織炎、胆管炎疑いにて入院となった。入院日の血液データはWBC8.8×103/μL,CRP17.11mg/dL,プロカルシトニン
2.25ng/mL,T-BIL1.9mg/dL,ALP147IU/L,ALT39IU/L,AST58IU/L,γGTP15IU/Lであった。入院日（第1病日）に血
液培養実施の上、スルバクタム／セフォペラゾン投与開始。第4病日に血液培養陽性（グラム陽性球菌・連鎖様）となり主治医
の判断により第5病日から抗菌薬はベンジルペニシリン（PCG）へ変更。血液培養陽性の報告を受けAST介入開始となり、クリ
ンダマイシン（CLDM）併用、血液培養再検および心エコーを提案し、第5病日からCLDM開始となった。第6病日、血液培養
の結果肺炎球菌と報告あり（PCGに対するMIC≦0.06μg/mL)。第9病日頃から両膝痛（左＞右）の増強を認めたが、左膝関
節液の培養は陰性であった。第10病日実施の経胸壁心エコーでは疣贅認めず。第16病日、WBC12.2×103/μL,CRP11.83mg/
dLとデータの改善が乏しい為、主治医判断にてメロペネム（MEPM）開始、PCG中止。同日実施の血液培養は陰性であった。
第11病日にてCLDM終了。第26病日、WBC8.2×103/μL,CRP5.85mg/dLと徐々にデータ改善傾向であったが、両膝痛遷
延するため、第30病日、鏡視下左膝関節洗浄術実施。関節内には血腫のみで感染を疑う所見はなく、同日実施の両膝関節液
培養も陰性であった。感染症を疑う所見に乏しい為、第32病日にてMEPM終了となったが、第37病日にはCRP1.71mg/dLと
改善し、その後は抗菌薬投与を必要とせず、リハビリを実施し第111病日に退院となった。

【考察】今回の症例は脾臓摘出の既往があり、また肺炎球菌ワクチンの接種を行っていなかった事が重症化の大きな要因であっ
たと思われる。患者自身は脾臓摘出により肺炎球菌等による感染リスクが上昇するという認識が全くなかったため、脾臓摘出後
に接種が推奨されている肺炎球菌ワクチン・インフルエンザ桿菌type bワクチン・髄膜炎菌ワクチンの接種についてかかりつけ
病院で必ず相談して頂くよう説明し、退院して頂いた。
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P-063	 	整形外科領域における周術期抗菌薬の見直しへの取り組み
JA香川厚生連屋島総合病院　薬剤部
○ 浜田　真由子、杢保　貴幸、宮本　彩、徳竹　裕貴

【目的】近年、薬剤耐性への対策が医療現場において求められている。JA香川厚生連屋島総合病院（以下、当院）では、整形
外科領域の周術期抗菌薬において、注射抗菌薬のセフォチアム（以下、CTM）を術後2～4日間投与し、経口抗菌薬のレボフロ
キサシン（以下、LVFX）に移行している症例が散見されていた。今回、整形外科医師と協議を行い、経口抗菌薬のLVFXから
狭域抗菌薬であるセファクロル（以下、CCL）への変更および抗菌薬投与日数の短縮などの周術期抗菌薬の見直しを行ったの
で報告する。

【方法】当院で人工関節置換術を施行した患者126名を対象とし、介入前2020年11月～2021年1月、介入後2021年2月～
2021年4月を調査期間とした。抗菌薬使用量の指標として、抗菌薬使用密度（以下、AUD）、抗菌薬投与日数（以下、DOT）
を抗菌薬の種類ごとに算出した。また、感染対策上問題となるMRSAの検出状況について調査した。

【結果】年齢72（41-94）歳、注射抗菌薬のAUD、DOT変化はCTM（介入前AUD 57.6→介入後AUD 28.4、介入前
DOT 79.5→介入後DOT 38.1）、経口抗菌薬のAUD、DOT変化はLVFX（225.8→0、225.8→0）、CCL（55.5→107.4、
36.9→60.1）であった。CTM、LVFXのAUDは有意に減少（Mann-Whitney U test、p=0.0495、p=0.0495）、CTM、
LVFXのDOTにおいても有意に減少した（Mann-Whitney U test、p=0.0495、p=0.0495）。MRSA検出状況については、
介入前、介入後ともに検出はなかった。

【考察】今回の取り組みにより周術期におけるCTMとLVFXのAUD、DOTともに有意な減少が認められた。今後は周術期抗
菌薬のガイドラインに準じた抗菌薬適正使用への取り組みが課題であると考える。

P-064	 	当院におけるファビピラビルの使用実態
井原市立井原市民病院
○ 太田　みゆき、柳本　亜由美、島田　百利三、高山　二郎

【背景】当院では、2020年3月より新型コロナウイルス感染症患者のうち、無症状、軽症者の入院受け入れを開始した。その
後、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い中等症患者も受け入れるようになり、2020年11月より軽症から中等症の症例
に対してファビピラビルを使用した。使用した患者背景と有効性を調査したので報告する。【対象と調査内容】調査期間は2020
年11月～2021年2月までの4ヶ月間とした。調査内容は、入院時の重症度、発症から診断までの日数、発症から投与開始まで
の日数、投与開始から解熱までの日数とした。【結果】期間中の入院患者は37名でファビピラビル投与患者は13例。男性8例、
女性5例、年齢中央値は64（28～79）歳、入院時の重症度は軽症2例、中等症Ι　8例、中等症ΙΙ　3例であった。発症から診
断日までの日数はそれぞれ1.5±0.5日、3.1±1.8日、5±2.4日、発症日から投与開始までの日数は、3±1.0日、4.1±1.9日、
5±2.2日、投与開始から解熱までの期間は、2.5±0.5日、4.4±4.0日、1.6±0.5日であった。【考察】中等症例では、発症か
ら診断、発症から投与開始までが軽症例と比較して時間が経過していた。症状が悪化してから受診したものと思われる。また、
解熱までの日数も軽症例に比べると中等症例では時間を要する傾向にあった。【結語】今回の調査では症例数が少なく、有効性
を判断することは困難な結果であった。ファビピラビルはウイルスの増殖を抑える薬であるため、ウイルスが増殖した後、炎症が
起こる中等症以降では治療効果が得にくかったと考える。
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P-065	 	コミナティ筋注の副反応に関する後ろ向き観察研究
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　薬剤課1）、 
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　感染対策チーム（ICT)2）

○ 森本　真仁1）、藤川　勇実2）、森　節子2）、菊池　仁志2）、洲崎　一郎2）、浜田　茂明1）

【目的】コミナティ筋注(BNT162b2)の安全性について、承認早期より海外試験や国内先行接種の結果が報告されている。しか
し、性差・年齢差・副反応の頻度・症状および持続期間について、全てを説明できるほどのデータはまだ収集できていない。そ
こで、BNT162b2の副反応について後ろ向きの観察研究を実施した。【方法】対象は、BNT162b2を2回接種し、副反応報告
を行った当センターの医療従事者272人とした。1、2回目ともにワクチン接種時に「副反応報告書」を各自に配布し、副反応の
有無を問わず全員に提出を求めた。調査項目は、被接種者の背景、副反応の有無、副反応の種類と程度、副反応発現日時、
副反応の回復・軽快日時とした。【結果】対象の性別は男70人・女202人であり、年齢は43.1±13.2歳であった。副反応の有
無について、1、2回目両接種において、男は女より副反応無しが有意に多かった(p＜0.05）。副反応の件数（延べ数）について、
1回目は560件、2回目は1287件認められた。1回目は局所(316件)が全身(244件)より多く、2回目は全身(853件)が局所(434
件)より多かった。全副反応において、2回目は1回目より有意に副反応の発現が多かった(p＜0.01)。局所反応では疼痛が最も
多く、全身反応では筋肉痛、倦怠感、頭痛、発熱の順に多かった。重症度は、局所・全身反応ともに2回目が1回目より有意に
重症度が高かった(p＜0.01)。接種から副反応発現までの時間は、男女とも1回目が2回目より有意に短く(p＜0.01)、1回目で
は女は男より発現時間が有意に短かった(p＜0.05)。発現から回復・軽快までの時間は、1回目では女は男より有意に長かった(p
＜0.01)。【考察】本研究結果より、接種2回目において副反応イベントが多く、重症度が高いことが認められた。また副反応の
有無や発現時間には性差があることが示唆された。この傾向は、「新型コロナワクチンの投与開始初期 の重点的調査（コホート
調査）」の結果と類似している。性差については、交絡因子や個人差が影響している可能性が否定できないため、さらなる追加
調査が必要と考える。BNT162b2は、本邦で承認されて間もない新しいワクチンであるため、今後も継続した安全性モニタリン
グを実施することで、エビデンスを集積していくことが求められる。

P-066	 	新型コロナワクチン接種業務に関する薬剤部の取組み
独立行政法人　労働者健康安全機構　愛媛労災病院　薬剤部
○ 長嶋　一泰、豊永　風音、松原　栄治、松本　善江、大成　政揮、松下　香織、小野　雅文、 

伊丹　元治、福田　博音

【目的】愛媛労災病院では、新型コロナワクチンの接種として国の先行接種に参加し、終了後も、地域に根差した病院の役割を
果すため、基本型病院として、県主導の医療従事者接種、自治体主導の住民接種に加え、職域接種の依頼も承諾した。薬剤
部もワクチン管理、連携型施設を含む他施設へのワクチン移送準備、当院での接種者に対するワクチンの希釈をチーム医療の
一員として関わってきた。今回、愛媛労災病院薬剤部の取組みについて調査したので報告する。【方法】調査期間は、先行接
種開始月の2021年2月1日から2021年9月30日とし、全ワクチン関連業務の実働日数、また、基本型病院の業務と接種施設
の業務に分類し、前者は移送準備・搬入業務所要時間、施設数、ワクチン数、後者は希釈業務所要時間、ワクチン数について、
各業務の実働日数で平均値を算出した。また、両業務で発生したインシデントについても調査した。【結果】抄録提出時は調査
中であり、2021年6月30日までの結果を示す。全ワクチン関連業務の実働日数78日、基本型病院の業務については、実働日
数33日、平均業務所要時間、2.71時間/日、平均移送施設数5.43施設/日、平均移送ワクチン数39.4V/日、接種施設の業
務については、実働日数75日、平均業務所要時間1.01時間/日、平均希釈ワクチン数6.01V/日であった。インシデントに関し
ては当院、他施設、県・自治体合わせてワクチン関連1件、接種用資材関連4件、移送スケジュール関連3件が発生したが、ワ
クチン廃棄には至らず、すべて0レベルの事象であった。【考察】希釈業務は、全ワクチン関連業務の実働日数の96.2％を占め
たが、当院で実施する接種数も制御され、業務量に大きな変動がなかった。また、ワクチンの解凍、希釈を薬剤部で薬剤師が
行い、接種場所で看護師が分注するという業務分担ができていたため、院内でのワクチン接種に関するインシデントが発生しに
くい要因となっていると考えられた。一方、基本型病院の業務は、県主導から自治体主導への移行時に移送業務が重複する期
間が生じ、業務量も増加した。さらに移送時間や手段が統一されていないため、移送先の施設も混乱する要因となり、インシデ
ントが発生しやすい環境になったと考えられる。
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P-067	 	ワクチン接種業務における薬剤師の役割～集団接種会場での病院・保険調剤
薬局の薬剤師の連携～

市立宇和島病院　薬局1）、愛媛県薬剤師会宇和島支部2）

○ 金谷　涼平1）、大西　由利子1）、山本　悠子1）、氏家　おりえ1）、清家　仁1）、福本　駒美1）、森　完二1）、
竹内　信人1）、井上　貴博2）

【目的】当院の薬剤師および愛媛県薬剤師会宇和島支部（以下、宇和島薬剤師会）の薬剤師が協働し、宇和島市が設置した新
型コロナワクチン接種会場にて接種業務を行ったので、紹介する。

【方法】接種会場で業務を開始する前に、当院で実施した医療従事者向け接種業務を参考に、１．コロナワクチン調製、２．問診
に業務を分け、１．を病院薬剤師、看護師、２．を宇和島薬剤師会にそれぞれ業務を分担した。病院薬剤師はワクチンの希釈、
鑑査を担当し、看護師は充填を担当した。宇和島薬剤師会は問診を担当し、問診時にアナフィラキシー発現時βブロッカー服用
患者はアドレナリンの効果が弱くなるとの報告があるため、服用患者を特定し、不測の事態に備えるようにした。また、コロナワ
クチン接種後の副反応（疼痛、発熱）に備え、ワクチン接種時にアセトアミノフェン錠を配布した。

【結果】接種会場でのそれぞれ職種に合った役割分担をすることで、病院・保険薬局の薬剤師、看護師それぞれの分野を活かす
ことができた。また、宇和島市では医師会による夜間・休日救急センターがなく、コロナワクチン接種の副反応による救急外来
の受診を可能な限り減らすことが急務であったが、宇和島市、宇和島医師会の理解により、ワクチン接種時にアセトアミノフェン
錠を予め配布することが可能になったことは夜間救命救急を担っている当院としては大変有り難いことであった。

【考察】今後、コロナワクチン接種患者の年齢は下がってくるとともに副反応の発現頻度は上がってくるものと思われる。アセトア
ミノフェン錠を予め配布することによる救急外来の受診者数を減らすことができるか動向を見ていく必要がある。

P-068	 	当院でのプレアボイド事例収集とその活用
済生会松山病院　薬剤部
○ 高垣　純子、町田　仁

【背景】プレアボイドとは、日本病院薬剤師会が提唱し収集している薬学的患者ケアの実践であり、実践に基づく成果報告の呼
称である。愛媛県では、愛媛県・愛媛県病院薬剤師会・愛媛県薬剤師会の共同事業として2014年10月から「愛媛プレアボイ
ド報告」を開始、県内の薬剤師による薬学的介入事例を収集、活用している。
　【目的】当院は2015年6月から愛媛プレアボイド報告へ参加し、薬学的介入事例の収集および院内薬剤師へ事例の共有を継
続して行っている。愛媛プレアボイド報告へ参加してから5年以上経過し、その間2017年には院外処方発行も行い、薬剤師業
務も大きく変化した。今回、院内薬剤師による薬学的介入件数、内容、事例共有による院内薬剤師の意識調査を実施し、事例
共有による薬学的介入への影響を検証した。
　【方法】当院では、薬剤師の介入記録は電子カルテ内にテンプレートを作成し入力している。2015年6月からはテンプレート入
力された事例について、DI担当薬剤師が内容の確認を行い愛媛プレアボイド報告へ入力している。また、報告した事例の一部
を優良事例として毎月院内薬剤師で共有している。
　【結果】薬剤師の介入による院内電子カルテへのテンプレート入力件数は、2016年月平均53件、2018年度月平均235件、
2020年度月平均322件へ年々増加している。内容は、検査値などカルテ情報による薬用量への介入から、ポリファーマシー・ア
ドヒアランスの聴取など患者や他職種との情報共有による介入へ移り変わってきた。アンケートは管理者以外の薬剤師へ実施し、
回収率は91％（11名中10名）であった。経験年数は5年未満2名、10年以上8名であり、9名が共有事例を参考にして自身の
介入に変化があったと回答した。
　【考察】薬剤師業務の変化に伴い、薬学的介入事例の件数も増加し、内容もより充実したものになっている。事例を共有する
ことで、各薬剤師の介入意識に変化が現れ、質の向上にも寄与している。また、目に見えない薬学的介入の影響を医療経済効
果額として算出することにより、多職種・管理者へのアピールになり、各薬剤師のモチベーション向上にもつながっていると思わ
れる。また、優良事例は新人研修や実務実習での指導資材として活用できる。
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P-069	 	麻薬事故の分析とPCAポンプ関連の事故防止に向けた取り組み
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部1）、愛媛大学医学部附属病院　医療安全管理部2）

○ 安永　大輝1）、乗松　真大2）、公平　恵崇1）、井門　敬子1）、飛鷹　範明1）、田中　守1）

【目的】愛媛大学医学部附属病院（当院）は地域がん診療連携拠点病院であり、がん患者の疼痛治療や周術期において医療用
麻薬（麻薬）を使用している。麻薬の管理は法律で厳しく規制され、麻薬事故の防止は医療安全においても極めて重要である。
今回、当院における麻薬事故の発生状況を調査し、その内容を分析したので報告する。【方法】2019年4月から2021年3月ま
でに愛媛県へ麻薬事故届を提出した25件を対象とした。調査項目は麻薬事故の内容、発生要因、PCA（Patient Controlled 
Analgesia：自己調節鎮痛法）ポンプ関連の場合には薬剤漏出箇所等とした。次に、PCAポンプ関連の薬剤漏出事故防止に向
け、手術部の麻酔科医師に対して正しい使用方法を周知する取り組みを実施、その効果を検証した。【結果】25件中24件（96％）
は注射薬に関する内容であった。発生場所は病棟18件（72 %）、手術部7件（28 %）であり、当事者は看護師13件（52 %）、
医師7件（28 %）、患者4件（16 %）、薬剤師1件（4 %）であった。薬剤はフェンタニル注18件（72 ％）、モルヒネ注3件（12 
％）、ケタミン注2件（8 ％）、レミフェンタニル注1件（4 ％）、オキシコドン散1件（4 ％）であった。内容はPCAポンプ関連が15
件（60 %）と最も多く、その他（アンプル破損等）10件（40 %）であり、原因は患者の体動による影響8件（32 %）、不注意6件

（24 %）、患者の自己抜去4件（16 %）、調製時の不備3件（12 ％）、固定テープの緩み2件（8 %）等であった。PCAポンプ
関連の薬剤漏出箇所は刺入部8件（53 %）、接続部6件（40 %）であり、PCAポンプの種類はトレフューザー®（東レ・メディカル

（株））9件（60 ％）、シリンジェクター®（大研医器（株））6件（40 ％）であった。トレフューザー®9件のうち、硬膜外麻酔用セッ
トの接続部が外れたことに因る事故が5件あったが、正しいルートの固定方法を周知することでその後は発生しなかった。【考察】
本調査においてPCAポンプ関連が最も多く、医療従事者に要因があると考えられた接続部からの漏出に対する薬剤師からの情
報提供・周知は有用であった。今後は、刺入部からの漏出や患者の自己抜去に対する対策についても検討が必要である。

P-070	 	医薬品の適正使用に関わる薬剤師の責務　～薬学部教員からの視点～
近畿大学薬学部1）、有限会社四国メディカルサポート2）、有限会社すずらんメディカル3）、柳井薬剤師会4）、
実践薬学研究会5）、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科6）

○ 和田　哲幸1）、片岡　大士2）、伊内　秋夫3,5）、志熊　理史4,5）、伊内　智1,5）、秋本　義雄5,6）

【目的】医薬品の適正使用は添付文書の記載に沿った使用方法が基準となるが、患者の様態に合わせて十分な観察と効果の評
価を行う場合、用量超過となっても適正使用と判断される事例を基に薬剤師の適正使用に関わる責務を思索した。【事件の概要】
混合性結合組織病（ＭＣＴＤ）と診断され、治療を受けていた亡Ａ（小児）が投与された医薬品により小腸出血を起こし，これに
続発する出血性ショックにより死亡した。亡Ａの両親は機構に対し副作用救済給付の請求を行ったが、亡Ａの治療薬のひとつが
対象除外医薬品であったことから、機構は救済を不支給とした。亡Ａの両親はこの不支給の決定の取消しを求め控訴した。本
事案に対し東京地裁は、亡Aの健康被害は許可医薬品単独又は複合による副作用によって発現したことが高度の蓋然性をもっ
て立証され、かつ本件医薬品は担当医による経過観察を行いながら添付文書に記載された用法・用量の範囲を超えて投与して
いたことなど適正要件を満たしていると認定し、不支給を取り消した。（平成19年10月11日、東京地裁、最高裁判所ウェブサイト）

【方法】実践薬学研究会メンバーに予め裁判資料を配布、精読した後、オンラインで開催した実践薬学研究会の勉強会において、
本事案の概要の説明後に医薬品の適正使用について意見を求めた。【結果】実践薬学研究会メンバーの多くは、「添付文書の
記載に従わない使用方法は認められない」との認識であった。理由として、「服薬指導において逸脱した使用方法の説明ができ
ない事」、「適正使用か否かについて薬剤師が判定できない」などの発言があった。また、医薬品の用法・用量を逸脱して使用
した場合であっても、疑義照会を行い、経過観察をすることで患者個別に対応することで、「適正に使用された」ことが肯定され
ると認識した薬剤師はわずかであった。【考察】添付文書の記載が医薬品の使用において基準となるのは当然であるが、経過観
察による適宜増減等を総合的見地から判断されていることを知る薬剤師は少ない。薬学教員として薬事関係法規とは別にこの
ような生の判例を用い、教育するシステムの構築が必要であると考える。また、大学と地域薬局との連携を強化するため、医薬
品の適正使用等の研修会開催を提起する。
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P-071	 	情報連携を志向した薬剤関連問題に基づく薬局プレアボイドの分類に関する検討
就実大学　薬学部　薬学科　臨床薬学研究室1）、岡山県薬剤師会　安全管理特別委員会2）

○ 竹内　はる香1）、田坂　祐一1,2）、尾上　洋2）、廣戸　敬毅2）、監物　英男2）、立野　朋志2）

【目的】岡山県薬剤師会ではプレアボイド報告事業としてプレアボイド事例の収集・解析を行っている。これまでに我々は、報告
されたプレアボイド事例から、薬局薬剤師が介入する様々な薬物関連問題を明らかにし、薬歴をはじめとする服薬情報の一元管
理が多くの薬局プレアボイドと繋がりがあることを示してきた。一方、これまで実際の薬局プレアボイド事例に基づくプレアボイド
分類は十分に検討されておらず、プレアボイド情報の活用のためには情報連携を志向した分類の構築が必要である。そこで本
研究では、薬物関連問題と薬学的介入の関連を可視化し、プレアボイド情報の活用に向けた薬局プレアボイドの分類の検討を行っ
た。

【方法】調査対象期間は2020年4月1日～2021年3月31日とし、岡山県薬剤師会へ報告されたプレアボイド事例のうち、本研
究への使用に同意が得られた事例を解析対象とした。各事例は発端となった薬剤関連問題および臨床的アウトカムについて、こ
れまでの報告（J Pharm Health Care Sci. 2018）を参考に分類した。また、薬学的介入は「その他の薬剤処方提案」に分類
される件数の割合が5%未満となるように従来の方法（医療薬学 2014）を参考に分類を作成した。

【結果】調査対象期間中に保険薬局283施設より1,501事例の報告があった。薬剤関連問題は「同種同効薬の重複」「過量投
与（重複投与を除く）」「残薬」など31項目に分類し、過量投与（重複投与を除く）（12.1%）が最も多く、次いで同成分の薬の重
複（10.9%）、同種同効薬の重複（9.8%）となった。また、薬学的介入は12項目に分類し、「副作用対策（起こる可能性のある
もの）」（21.6%）、「投与量の提案（検査値によらないもの）」（16.8%)、「服薬支援」（11.1%）が上位を占めた。臨床的アウト
カムでは、全介入の79.4%が副作用回避に繋がっていた。

【考察】本研究では、薬局薬剤師による薬剤関連問題への介入のうち副作用回避に繋がった事例の割合は、既報での病院薬剤
師によるプレアボイド事例における割合と同程度であることが明らかとなった。また、本研究で検討した手法を用いることにより
薬局薬剤師が介入する薬剤関連問題と薬学的介入を紐付けて可視化することが可能であり、病院と薬局での薬剤関連問題の
共有を通じた薬-薬連携の強化に応用が可能であると期待される。

P-072	 	当院における調製済み注射薬の廃棄数の変化
松江市立病院　薬剤部
○ 佐々木　美里、野津　渉、坪内　敦志、酒井　牧子、河野　通盛

【目的】当院では、調製間違い、指示変更、落下等の破損などにより注射薬を廃棄したときに注射薬破損伝票を記載し、注射薬
の廃棄金額の把握を行っている。2020年度には注射薬の廃棄ロス率は0.14％となっている。さらなる廃棄注射薬の削減のた
め様々な取り組みを行っており、その結果注射薬の廃棄が変化したか調査を行った。

【方法】2019年4月から2021年3月の期間における注射薬破損伝票を用いて注射薬破損伝票枚数、廃棄された注射薬の種類
及び廃棄理由、金額を後方視的に調査した。ただし、本研究では期限切れによる廃棄を除くこととした。

【結果】注射処方10000 件あたりの注射薬破損伝票枚数は、2019 年度は21.6 枚であったが2020 年度は17.0 枚であり、
21.1％減少した。注射薬の廃棄理由としては、指示変更による廃棄が2019年度で47.0％、2020年度で43.0％と、いずれの期
間でも最も多かった。廃棄された注射薬のうち抗菌薬による注射薬破損伝票枚数は、2019年度では2.6枚であったが2020年
度には1.8枚と28.0％減少した。このうち指示変更によるものは1.7枚から0.8枚と有意に減少した(p＜0.05)。また、抗菌薬全
体の廃棄金額は2019年度では49,104円であったが2020年度では21,802円に減少した。

【考察】2020年度の注射薬調製後の指示変更による注射薬の破損伝票枚数は、2019年度と比較して減少した。特に抗菌薬は
廃棄する前に可能な限り他患者に使用する取り組みを行ったため、廃棄数や廃棄金額の減少につながったと考えられる。さらに、
抗菌薬以外の注射薬においても薬剤部が注射薬の廃棄理由の詳細を確認し薬事委員会で報告することで廃棄に対する意識が
高まり、廃棄数の減少が見られた可能性がある。しかしながら、指示変更により抗がん剤のような高額な注射薬が廃棄されると
注射薬の廃棄金額が著しく増加してしまうという課題も残る。これに対して、廃棄状況を周知することで、院内において廃棄に対
する意識をさらに高めていく必要がある。また、指示変更による廃棄には医師と看護師のコミュニケーションエラーや看護師によ
る指示の確認不足によるものが散見される。そこに薬剤師が介入出来るかどうか考えていくことも含め、今後もさらなる注射薬
の廃棄削減のため取り組みを行っていくことが重要である。
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主催：武田薬品工業株式会社

第第606060回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中四国支部学術大会
回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会

スポンサードセミナー

共催 第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中四国支部学術大会
武田薬品工業株式会社

令和３年10月 23日（土）15:00～16:00

田中 守 先生

市橋 孟 先生

愛媛大学医学部付属病院 薬剤部長

NTT東日本関東病院 薬剤部医薬品情報室 室長

配信システム「Zoom」によるライブ配信

日時

場所

座長

演者

「酸関連疾患の標準薬物治療を考える」
~開かれたフォーミュラリーの活用と効果(PPI/P-CAB群)～

演題





第第6060回日本薬学会・日本薬剤師会・回日本薬学会・日本薬剤師会・
日本病院薬剤師会日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会中国四国支部学術大会

共催セミナー3

薬薬剤師のポジショニングを
調剤ロロボットで高高める

●Seminar-MENU
▶薬剤師が社会に意識され始めた時代
▶目指すべきソーシャルバリュー
▶ソーシャルバリューのエビデンス
▶薬剤師から働き掛けるエンゲージメント
いまほど薬剤師が注目される時代は無かったのかも知れません。
それは薬剤師バリューの大きさに、社会が気づき始めた証左。
だからこそ、薬剤師の皆さまが持てるバリューを最大限に発揮すべく、
そのポジショニングを高める行動が求められるのではないでしょうか？

〜薬剤師バリューの最⼤化を目指すための社会的な視点〜

そのポジショニングを高める行動が求められるのではないでしょうか？
調剤ロボットはそのための手段のひとつです。

学術部
mori@yuyama.co.jp

演者；森 和明
所属；㈱ユヤマ学術部
学会；日本医療薬学会

日本医薬品情報学会
日本在宅薬学会

ほか；京大SPH薬局情報グループ広報

※途中、最新の取り揃えロボット【Drug Station】の動画もご覧になれます ▶



共催セミナー４

Ａ会場 完全ＷＥＢ配信 （ライブ配信）

2021年10月23日（土）17:40～18:40

（岡山赤十字病院 薬剤部 部長）

「腎不全末期（透析導入期）の薬物治療の留意点
ーポリファーマシーを何とかしたいー 」

共催
第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会
田辺三菱製薬株式会社

日時

会場

座 長

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

森 英樹 先生

演 者

石井 博 先生
（社会福祉法人恩賜財団 済生会西条病院 副院長 外科部長）



共催セミナー４

Ａ会場 完全ＷＥＢ配信 （ライブ配信）

2021年10月23日（土）17:40～18:40

（岡山赤十字病院 薬剤部 部長）

「腎不全末期（透析導入期）の薬物治療の留意点
ーポリファーマシーを何とかしたいー 」

共催
第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会
田辺三菱製薬株式会社

日時

会場

座 長

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

森 英樹 先生

演 者

石井 博 先生
（社会福祉法人恩賜財団 済生会西条病院 副院長 外科部長）



演演 者

婦人科癌領域における
制吐療法について整理する

松元 隆 先生
愛媛大学医学部 産婦人科 准教授

共催：第 回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会・中国四国支部学術大会
大鵬薬品工業株式会社

座長 石澤 啓介 先生
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野 教授

日日 時

場場 所

年 月 日（土）
～

会場（ 開催）

第 回
日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会
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演演 者

婦人科癌領域における
制吐療法について整理する

松元 隆 先生
愛媛大学医学部 産婦人科 准教授

共催：第 回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会・中国四国支部学術大会
大鵬薬品工業株式会社

座長 石澤 啓介 先生
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野 教授

日日 時

場場 所

年 月 日（土）
～

会場（ 開催）

第 回
日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

共催セミナー6

『患者さんのQOLの改善のために
  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～』

第60回日本薬学会・
日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会

共催セミナー7

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会/
小野薬品工業株式会社共催

2021年10月23日 12：30～13：30土

WEBライブ配信
＜大会ホームページ https://www.kwcs.jp/chushi60/index.html＞

座　長
香川大学医学部附属病院  薬剤部長

  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～  ～がん悪液質の最新の話題とアナモレリン塩酸塩への期待～

座　長座　長座　長座　長
香川大学医学部附属病院  薬剤部長
小坂 信二　先生

演　者
愛媛大学大学院医学系研究科  地域胸部疾患治療学  教授

香川大学医学部附属病院  薬剤部長

演　者演　者演　者演　者
愛媛大学大学院医学系研究科  地域胸部疾患治療学  教授愛媛大学大学院医学系研究科  地域胸部疾患治療学  教授
野上 尚之　先生

日　時

形　式 詳細は、学会ホームページをご参照ください。



第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

2021年
10月23日（土） 13:50～14:50

済生会松山病院　薬剤部長

町田　仁 先生

独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター呼吸器内科　臨床研究センター長

上月 稔幸 先生

Live配信
学会HP：https://www.kwcs.jp/chushi60/

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

共 催 セ ミ ナ ー 8

肺がんの薬物治療
～薬剤師に求めること～

共 催

Web
開催

座 長

日 程

 ）きゆしと　きづうこ（ 幸稔　月上
【学歴】
1998年  3月  岡山大学医学部卒業
2001年  4月  岡山大学大学院　医歯学総合研究科　入学
2008年  3月  岡山大学大学院　医歯学総合研究科修了（医学博士）

【経歴】
1998年  4月  岡山大学　第2内科（現　血液腫瘍呼吸器アレルギー内科）入局
1998年  5月  医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　研修医
2000年  7月  玉野市立玉野市民病院　内科医師 
2006年  4月  クリーブランドクリニック　がんセンター　リサーチフェロー  
2009年  6月  国立病院機構　四国がんセンター　呼吸器内科医師
2013年  4月  同院　臨床研究センター　臨床研究推進部　臨床試験支援室長
2018年  9月  同院　臨床研究センター長

演 者
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中国四国支部学術大会
ファイザー株式会社

第第606060回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会中国四国支部学術大会
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高知大学医学部附属病院 教授・薬剤部長

宮村 充彦 先生

米澤 淳 先生

京都大学大学院薬学研究科 准教授
医学部附属病院 薬剤部 副部長

講演の後にQ&Aの時間を設けております｡

座長

バイオシミラーの躍動

〜患者のための愛のある医療を〜

2021年10月24日(日)

Live配信（Zoom）

12:10～13:10

日 時

形式

演者



2021年10月24日(日)
14:50〜15:50

A会場
完全LIVE配信

日時

配信
会場

浅川 隆重先生

愛媛県病院薬剤師会 会長・済生会西条病院

「心不全の病態と治療の新展開」

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・

日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会

～共催セミナー１１～

座長

大木元 明義先生

市立宇和島病院
医監兼臨床研修管理部長兼循環器内科主任科長

演者

PP-VER-JP-0095-01-03

共催
第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 / バイエル薬品株式会社

WEBセミナーへの参加には参加登録が必須となります。
LIVE配信日当日の受付はございませんのでご注意ください。
詳細は学会HPをご覧ください。
https://www.kwcs.jp/chushi60/pre.html



Zoomライブ配信

202121年年年年年年年100月月2424444444日日日(日日日(日日日日日日日日日日日)) 16:10000000～～～～～～～～～～～～～17:10

松本 洋 先生

日本慢性疾患重症化予防学会 専務理事

日時

会場

講演Ⅰ

講演Ⅱ

座長

共催：第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
株式会社大塚製薬工場

市立宇和島病院 薬局長 竹内 信人 先生

共催共催セミナーセミナー

第第606000000回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院院薬剤師会

共催共催セミナーセミナーセミナー

薬学会 日本薬剤師会 日本病
中国四国支部学術大会

地域ぐるみで取り組む重症化予防
～期待される薬剤師の役割～

在宅高齢者における栄養と食支援の
取り組みと現状

～多職種連携をとおして～

渭南病院 在宅訪問管理栄養士

黒石 美由紀 先生



第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会

大会長 ： 浅川 隆重（愛媛県病院薬剤師会 会長・済生会西条病院）
会　期 ： 2021年10月23日（土）～24日（日）＜LIVE配信＞

共催セミナー 13

共催 ： 

薬剤師による外来がん化学療法での
副作用マネジメント
～「これまで」と「これから」～

広島大学病院 薬剤部 薬剤部長/教授

松尾 裕彰 先生

岡山大学病院 薬剤部 副薬剤部長　

鍛治園 誠 先生

2021年10月

完全Web開催
B会場

24日（日）

9：40～10：40

会 場

日 時

広島大学病院 薬剤部 薬剤部長/教授広島大学病院 薬剤部 薬剤部長/教授

松尾 裕彰座 長

岡山大学病院 薬剤部 副薬剤部長　

鍛治園 誠演 者





便秘に悩む地域の患者さんへ、
薬剤師はどう関われるのか？
～基本の酸化マグネシウム製剤から学ぶ、便秘症治療のイロハ～

●本大会はCOVID-19（新型コロナウイルス）感染拡大のため、完全WEB開催で行います。

●詳細は右記URL又はQRコードをご参照下さい。  https://www.kwcs.jp/chushi60/

｜主催｜第60回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中四国支部学術大会
｜共催｜協和化学工業株式会社

直良 浩司先生
島根大学医学部附属病院 教授・薬剤部長

座 長

大橋 勝久先生
大橋胃腸肛門科外科医院 院長・理事長

演 者

患
者
さ
ん
の
便
秘
お
悩
み
相
談
で

困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ま
た
、
便
秘
薬
処
方
箋
を
み
て
、
こ

れ
で
い
い
の
か
と
疑
問
に
思
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　私
は
大
腸
肛
門
外
科
医
と
し
て

日
々
専
門
的
な
排
便
障
害
診
療
を

行
っ
て
い
ま
す
。
便
秘
症
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
簡
単
で

す
。
あ
り
き
た
り
の
処
方
で
良
く
な

り
ま
す
が
、
見
過
ご
さ
れ
易
い
い
く

つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

　便
秘
症
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考

え
方
を
理
解
さ
え
す
れ
ば
、
だ
れ
で

も
ど
こ
で
も
質
の
高
い
便
秘
診
療
が

で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
処
方
権
の
な

い
日
本
の
薬
剤
師
さ
ん
で
も
、
ち
ょ
っ

と
し
た
気
付
き
と
ア
ド
バ
イ
ス
に

よ
っ
て
、
積
極
的
に
介
入
で
き
る
分

野
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　慢
性
便
秘
症
に
つ
い
て
の
私
の
考

え
方
を
、
一
時
間
で
、
誰
よ
り
も
わ

か
り
や
す
く
解
説
致
し
ま
す
。
ぜ
ひ

こ
の
機
会
に
学
ん
で
頂
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

講
演
内
容

　①
た
だ
し
い
排
便
の
し
く
み

　②
良
い
便
で
あ
る
た
め
の
条
件

　③
ブ
リ
ス
ト
ル
ス
ケ
ー
ル
に
着
目   

　
　し
た
排
便
障
害
に
対
す
る

　
　フ
ロ
ー
シ
ー
ト

　④
便
秘
薬
の
選
択
と
正
し
い
服
薬
指
導

　⑤
排
便
障
害
へ
の
チ
ー
ム
医
療

   
　令
和
三
年
十
月
吉
日

　
　
　
　

　
　

   

大
橋
勝
久

共催セミナー
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Ｂ会場

日  時 2021年 10月 24日
12：20▶

13：20Sun
配 信
会 場

第 60 回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会  中四国支部学術大会

参加者の皆様へ



0402通
知
の
先
へ
！

分
光

分
析

に
よ

り
一

包
化

散
薬

の
同

定
鑑

査
を

可
能

と
す

る
散
薬
鑑
査
支
援
装
置
に
つ
い
て

第
60回

日
本

薬
学

会
･日

本
薬
剤

師
会
･日

本
病

院
薬

剤
師
会

中
国

四
国

支
部

学
術

大
会

【
共

催
セ

ミ
ナ

ー
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演者索引





演者索引（太字は筆頭演者）
C

Christopher J. H. Porter
 O-098

K
Karanjit　Sangita O-001
　 O-013
　 O-014
　 O-015
　 O-017
　 O-034

L
Li　Dian-Peng O-035
Lu　Feng-Lai O-035

Q
Qelliny　Milad O-097

T
Tri-Hung　Nguyen O-098

Y
Yan　Xiao-Jie O-035
Yang　Xue-Rong  O-035

Z
Zaboronok 　Alexander 
 O-044
　 O-094

あ
相澤　風花 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-128
　 SY-2-2
青木　加奈 O-151
青木　陽平 O-148
青儀　健二郎 O-119
赤井　美月 O-109
赤木　俊介 O-093
赤木　玲子 P-013
赤松　竜典 O-108
秋月　亮介 P-058
　 P-059
秋本　義雄 P-070
明田　旬平 P-016

吾郷　沙耶 O-132
吾郷　由紀夫 O-071
浅川　隆重 O-119
　 P-047
浅川　義範 O-019
浅野　圭二 O-159
浅野　志津 O-123
安食　健一 O-139
　 P-027
　 P-039
畔柳　裕一 P-055
安達　奏恵 P-030
足立　美菜子 O-116
熱田　侑大 P-051
跡部　一孝 P-016
阿部　匠 O-023
安部　浩美 O-155
　 O-156
　 O-168
安倍　正博 O-102
阿部　まり絵 P-021
　 P-024
阿部　充伯 SS2
天倉　吉章 O-039
天野　杏 O-145
　 P-032
荒川　隆之 O-157
　 SY-4-2
新武　享朗 P-010
有木　中 O-090
　 O-095
有元　佐賀惠 O-083
　 O-087
有吉　範高 O-100
　 O-172
淡路　一真 O-105
安喰　由美 P-060
安藤　英紀 O-088
　 O-092
　 O-093
　 O-096
　 O-097

い
飯塚　暁子 P-036
飯原　なおみ O-134
　 O-171
伊内　秋夫 P-070
伊内　智 P-070

家岡　昌弘 P-048
伊賀　久美 P-021
　 P-024
猪川　和朗 O-148
　 O-160
井口　裕介 O-041
　 O-042
　� O-055
　 P-002
池田　圭佑 O-070
池田　純子 O-134
池田　博昭 O-134
　 O-171
池田　美咲 O-155
　 O-168
池淵　明美伽 O-162
生駒　結夏 P-041
井澤　裕子 O-153
石井　博 SS4
石井　里沙 O-091
石井　亮 O-158
石川　愛 O-090
　 O-095
石川　祐大 O-016
石黒　貴子 P-055
石澤　啓介 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-102
　 O-128
　 SY-2-2
石澤　有紀 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-128
　 SY-2-2
石田　翔 SY-3-2
石田　竜弘　 O-040
 O-088
　 O-092
　 O-093
　 O-096
　 O-097
　 O-129
石塚　匠 O-016
石橋　友樹 O-130
石原　慎之 O-127

− 249 −



石原　慎之 O-149
　 O-162
　 O-173
異島　優 O-088
　 O-092
　 O-093
　 O-096
　 O-097
石村　美祐 O-165
　 O-166
泉　美穂 O-110
伊勢谷　怜史 O-032
磯崎　伊織 P-005
礒野　宏章 O-143
　 O-144
伊丹　元治 P-028
　 P-066
板村　亮 O-115
市川　裕規 O-174
一瀬　ひろみ P-022
市橋　孟 SS
市原　加奈子 O-057
一丸　綜史 O-044
市吉　真貴子 O-131
井門　敬子 EL-1
　 P-038
　 P-043
　 P-049
　 P-069
伊藤　孝司 O-014
　 O-036
伊藤　太一 O-139
伊東　敏雅 SS17
伊藤　三恵 P-033
糸林　小友理 O-068
稲富　梨紗 P-001
稲田　耕平 P-002
井上　愛梨 O-148
井上　敦子 P-011
井上　久美子 P-060
井上　貴博 P-067
井上　雅貴 O-017
井上　勝 O-133
井上　雄平 O-161
猪熊　翼 O-024
　 O-025
　 O-026
　 O-027
　 O-033
猪股　紗羅 O-171
茨　実穂 O-023

今井　圭介 O-157
今井　孝 P-030
　 P-051
今井　崇景 P-047
今川　洋 P-001
今久保　朱美 P-033
今林　潔 O-037
入谷　航平 O-026
　 O-027
岩崎　郁弥 O-019
岩崎　泰昌 O-165
　 O-166
岩月　進 SL-1
岩月　正人 O-019
岩本　祐子 O-167

う
植木　英雄 O-100
上嶋　仁美 O-125
上田　琴巴 P-015
上田　真弓 O-105
植田　百花 O-054
上田　明穂 O-112
上田　大 O-097
上田　充展 O-081
上田　ゆかり O-090
　 O-095
上野　真衣 O-080
植野上　博之 O-006
上原　陸 O-088
植松　浩之 P-017
氏家　おりえ P-067
牛尾　聡一郎 O-152
　 SY-2-1
氏原　弘洋 P-054
牛山　和輝 O-016
内倉　崇 O-039
内田　真美 O-108
　 O-121
宇都宮　晴菜 O-120
宇根　瑞穂 O-041
　 O-055
　 P-002
宇野　慶子 P-044
宇野　隆彦 O-112
梅岡　二美 O-113
浦上　悠 O-112
浦川　綾佳 P-008
浦本　美樹 O-041

え
江角　悟 O-125
　 O-152
　 O-174
江角　朋之 O-019
遠藤　麻衣 O-004

お
大石　亜美 O-062
大石　仁美 O-106
大石　美沙子 O-131
大石　美也 P-055
大岡　巧太郎 O-016
大岡　嘉治 P-004
大木元　明義 SS11
大久保　沙耶 O-028
大久保　紗世子 O-105
　 O-106
大澤　幸一 P-033
大沢　由香 P-028
大島　隆幸 P-005
大島　幹弘 P-053
大園　瑞音 O-047
　 O-061
　 O-089
太田　茂 O-085
太田　雅俊 P-041
太田　みゆき P-064
大高　章 O-024
大谷　英里香 O-160
大塚　尚 O-103
　 O-170
大塚　ちほ O-047
大成　政揮 P-028
　 P-066
大西　正俊 P-011
大西　由利子 P-067
大野　綾佳 P-061
大野　晃和 O-132
大野　文香 O-142
大橋　栄作 O-015
大橋　勝久 SS15
大橋　拓人 O-063
大原　智恵子 O-132
大東　敏和 O-117
大東　麻衣子 O-168
大政　翔平 O-118
大政　俊樹 O-069
大森　孝子 P-047
大森　理央 O-102
大山　淳子 P-028
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岡崎　華歩 O-161
岡崎　美香 O-162
岡崎　遼太郎 O-029
岡田　彩香 O-104
岡田　直人 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-102
　 SY-2-2
岡田　瑞希 O-160
岡野　愛子 P-052
岡林　真由 O-146
岡邊　千聖 O-133
岡部　洋美 O-050
岡本　綾香 O-133
岡本　敬の介 O-081
岡本　直樹 O-157
　 O-167
岡本　裕子 P-041
岡本　茉奈実 O-129
岡本　麻里衣 O-032
岡本　満 P-054
岡本　龍治 O-002
小川　敦 SY-2-2
小川　恭平 P-044
小川　浩生 O-127
小川　実希 O-063
沖上　朋美 O-155
沖本　祥平 O-105
奥田　綾 O-044
奥田　俊介 P-033
奥村　佳史 O-112
奥本　千果 O-050
奥山　聡 O-069
　 O-077
小倉　千奈 SS9-1
小倉　功 P-029
尾崎　俊幸 P-039
小笹　祐香 O-139
長舩　裕輔 O-175
小田　啓祐 O-042
小田　康祐 O-080
　 O-082
小田　真司 O-103
　 O-170
織田　佳人 P-047
越智　隆訓 P-025
　 P-061
越智　達一 P-028
越智　俊政 O-164
　 P-026

越智　由紀子 P-047
越智　理香 P-038
　 P-043
　 SY-3-1
落葉　尚子 O-167
小野　貴光 P-056
尾野　秀彬 P-010
小野　浩重 O-049
小野　雅文 P-028
　 P-062
　 P-066
尾上　洋 P-071
廣戸　敬毅 P-071
居石　靖子 P-035

か
甲斐　崇文 P-040
香川　歩美 O-156
賀川　久美子 O-102
香川　仁美 O-153
香川　実咲 O-155
加来田　博貴 O-043
掛田　雄基 O-085
葛西　祐介 P-001
笠原　庸子 SY-1-3
加地　弘明 O-049
梶川　和哉 P-035
鍛治園　誠 O-125
　 SS13
梶本　春奈 O-101
柏田　良樹 O-035
　 O-036
　 O-037
　 O-038
柏原　優太 O-011
片岡　祥 O-057
片岡　拓也 O-158
片岡　大士 P-070
片山　将一 O-046
片山　博和 P-017
片山　雄一朗 O-055
勝部　理早 O-125
　 O-174
桂　明里 O-079
加藤　光貴 O-002
加藤　丈二 O-158
加藤　善久 P-016
門口　直仁 O-111
門田　亜季 O-159
金谷　涼平 P-067
兼井　陽香 P-053

金尾　義治 O-099
金子　和代 P-025
　 P-061
金田　孝子 O-176
金田　崇文 SY-1-4
金田　達也 O-116
兼松　沙也香 O-063
金山　知代 O-159
上敷領　淳 O-104
紙谷　浩之 O-059
亀井　健人 SS16-1
亀井　美穂 O-162
亀岡　春菜 O-119
亀川　展幸 O-094
亀山　周平 O-003
茅野　公佳 O-013
茅野　貴秋 P-034
河相　景子 P-048
川井　皓太 O-170
川合　真央 O-054
川合　恵 O-132
河上　清香 O-094
川上　隆弘 O-123
川上　伸子 P-037
川上　恭弘 P-023
川上　幸伸 O-135
　 P-049
川上　里奈 O-145
　 P-032
川口　英俊 SS5-2
川崎　日向子 O-091
川崎　真由 O-043
河崎　陽一 O-152
川尻　雄大 O-121
川添　哲嗣 O-040
　 O-129
　 O-159
川田　航大 O-002
川田　浩平 O-155
　 O-168
川田　敬 O-040
　 O-129
川田　大周 P-006
川竹　麻由 O-131
川中　明宏 P-040
川成　昂 O-166
河野　奨 O-049
川畑　公平 O-048
 O-052
河原　慎司 P-057
川見　昌史 O-107
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川見　昌史 O-109
　 O-110
河本　玲 O-155
神田　翔磨 O-173
神田　将哉 O-068
　 O-073
　 SY-2-2
神田　友貴菜 O-058

き
菊池　仁志 P-065
菊池　均 P-042
岸路　清楓 O-063
岸下　敬汰 O-151
岸本　大樹 P-018
北村　佳久 SY-2-1
木梨　貴博 P-036
喜納　克仁 P-005
　 P-006
木平　健治 CL-1
木村　英明 O-126
木村　博史 O-135
　 O-140
　 O-147
　 P-020
　 P-049
木村　有希 O-015
喜屋武　龍二 O-044

く
草谷　朋子 P-023
草野　貴友 O-093
葛谷　昌之 P-003
工藤　善哉 P-055
國木　悠理香 O-076
國澤　敦史 O-117
國原　将洋 O-165
　 O-166
　 P-054
久保　仁美 P-033
久保　美和 O-005
久保　裕香里 O-151
久間　泰一朗 P-035
熊谷　孝則 P-012
熊澤　志歩 P-029
熊田　博明 O-044
　 O-045
　 O-094
久米　ひな子 O-077
公文　登代 O-111
　 O-142

公文　登代 O-154
倉本　成一郎 P-036
栗原　晋太郎 O-161
黒石　美由紀 SS12-2
黒川　直弘 O-163
黒川　幹夫 P-052
黒川　操 O-176
黒川　由稀 O-050
黒川　由紀子 P-055
黒田　照夫 P-012
黒星　美奈 O-170
桑原　政志 P-052

け
兼目　裕充 O-019
監物　英男 P-071

こ
小池　遥香 O-052
小池　恭正 O-119
小泉　拓斗 P-002
高下　成明 O-139
合田　圭吾 O-042
合田　麻里奈 O-168
合田　光寛 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-128
　 SY-2-2
上月　稔幸 SS8
河野　清尊 O-134
河野　通盛 P-030
　 P-044
　 P-051
　 P-072
河野　泰宏 P-036
公平　恵崇 P-069
甲元　大樹 O-130
古賀　雄太郎 P-018
小暮　健太朗 O-047
　 O-061
　 O-064
　 O-089
小坂　信二 O-126
　 O-151
　 O-163
　 O-171
　 P-022
小迫　舞鈴 O-065
越野　優希 O-126

　 O-163
古高　涼太 O-017
古武　弥一郎 O-070
　 O-085
小谷　智美 O-141
児玉　眞由美 P-034
小寺　佑実 O-100
小西　麻実 O-051
小西　史紗 O-041
小西　翔子 P-030
小林　隆信 P-005
　 P-006
小林　秀丈 O-081
小林　三和子 O-113
小林　侑子 P-055
小林　豊 P-037
小松　史弥 O-095
小松　めぐみ O-131
小山　敏広 O-100
紺田　真希 O-104
近藤　伸一 P-003
近藤　慎悟 P-046
近藤　泰貴 P-047
近藤　永遠 P-012
近藤　典子 SY-4-4
近藤　正輝 O-076

さ
佐伯　綾香 P-047
西條　亮介 P-003
齊藤　誠司 P-036
齊藤　智子 P-040
斎藤　英樹 O-175
齊藤　源顕 P-010
佐伯　康之 O-114
　 O-115
　 O-117
境　絃樹 O-084
坂井　真 O-146
坂居　知憲 O-094
酒井　牧子 P-030
　 P-044
　 P-051
　 P-072
榮　武二 O-044
　 O-045
　 O-094
榊原　拓哉 O-024
坂田　達朗 P-036
坂田　睦 O-148
阪田　安彦 SY-2-3
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坂本　光 O-003
坂本　梓 O-143
　 O-144
坂本　宜俊 O-103
　 O-120
　 O-147
坂本　弘実 P-057
相良　義弘 O-141
先森　満子 O-157
櫻下　弘志 O-115
　 O-117
櫻田　巧 O-073
　 SY-2-2
笹井　泰志 P-003
佐々木　彩花 O-014
佐々木　笙子 O-091
佐々木　美里 P-072
佐々木　優 P-038
貞友　麻希 O-041
佐藤　恭子 O-039
佐藤　拓真 O-060
佐藤　雄一郎 O-080
　 O-082
　 P-013
　 P-014
佐藤　雄己 O-044
　 O-045
　 O-094
　 P-017
佐藤　陽一 O-051
　 O-056
　 O-102
佐藤　亮太 O-016
　 O-017
眞田　真樹 O-118
　 O-138
佐野　茂樹 O-020
　 O-021
　 O-022
　 O-029
　 O-030
　 O-031
　 O-032
　 O-061
佐能　正剛 O-070
　 O-085
座間味　義人 EL-3
　 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101

座間味　義人 O-128
　 SY-2-2
鮫島　未森 O-094
澤田　大介 O-023
澤本　篤志 O-069
　 O-077

し
椎木　芳和 O-150
塩出　憲仁 O-137
　 SY-4-1
鴫田　江理嘉 P-031
志熊　理史 P-070
重藤　真佑 O-062
重永　章 O-024
　 O-044
　 O-045
重森　海希 O-160
篠原　尚樹 O-151
篠原　正樹 P-058
　 P-059
柴田　亜実子 P-041
柴田　一光 O-035
柴田　和彦 O-108
　 O-121
柴田　ゆうか O-136
柴山　歩果 O-007
志摩　亜季保 O-065
　 O-104
島添　隆雄 O-121
嶋田　明 O-067
　 O-072
島田　美樹 O-116
　 O-150
島田　光生 SY-3-3
島田　百利三 P-064
清水　翔吾 P-010
清水　孝洋 P-010
清水　太郎 O-088
　 O-092
　 O-093
　 O-096
　 O-097
清水　弘美 P-013
清水　陽平 P-010
下元　かおり O-159
下元　茉莉 O-142
下元　悠聖 O-037
定田　真由美 O-151
定作　奈津美 O-128
庄野　由桂 SY-1-2

常風　興平 AL-4
　 O-040
　 O-129
　 O-159
白潟　朋美 O-169
白川　真 O-044
　 O-045
　 O-094
城　裕己 O-046
　 O-053
新村　航 O-163

す
末田　有土 P-019
末延　道尚 P-018
菅　香理 O-104
菅野　正幸 O-033
杉原　成美 O-084
杉原　義彦 O-132
杉本　直樹 O-039
杉本　祐悟 O-068
　 O-073
杉山　隆 SL-2
杉山　奈菜 O-147
杉山　正明 O-044
洲崎　一郎 P-065
鈴木　聖 O-163
　 P-022
鈴木　哲矢 O-059
鈴木　実 O-045
　 O-094
須藤　宏城 O-016
須藤　隆一郎 P-040
須藤　太誠 O-154
角南　敦史 O-176
角　大悟 O-086
濟川　聡美 P-021
　 P-024
　 SS9-2
陶山　裕平 O-139

せ
清家　総史 O-081
清家　仁 P-067
瀬戸　唯加 O-064
妹尾　詠美 O-087
世良　行寛 O-050
千田　修司 P-037
千田　純子 P-041
千堂　年昭 O-152
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そ
僧津　真之介 O-020
荘原　紀香 O-173
曽我　美里子 O-173
曽我部　紀行 P-053
曽田　重人 O-173
薗田　晴香 O-172
園山　智宏 O-139
　 P-027
　 P-039
染野　貴俊 O-025
孫　春朝 O-026
　 O-027

た
田井　達也 O-163
胎中　博行 O-154
高石　美佑 O-151
高岡　尚輝 O-070
　 O-085
高垣　純子 O-113
　 P-068
高木　宝暉 P-001
高岸　照久 O-063
高岸　良典 O-142
高芝　潔 O-175
田頭　尚士 O-165
　 O-166
　 P-054
　 SY-2-4
高須　清誠 O-033
高田　智子 O-124
　 O-138
高田　春風 O-097
高田　祐衣 O-165
　 O-166
高田　真衣 P-003
高田　正希 O-093
高田　裕介 O-145
　 P-032
高田　清式 P-049
高田　正弘 O-165
　 O-166
　 P-054
高鳥　紗帆 O-149
高取　真吾 O-108
　 O-121
高野　幹久 O-107
　 O-109
　 O-110
高橋　栄造 O-081

高橋　佳祐 P-045
高橋　朔良 O-036
高橋　賢史 P-060
高橋　佐和 O-146
高橋　志門 O-128
高橋　徹多 O-174
高橋　弘明 O-018
高橋　由 O-162
高橋　里奈 O-105
高松　明日香 P-041
高松　花絵 P-031
高山　二郎 P-064
宝田　繁基 O-156
寶田　繁基　 O-155
 O-168
瀧　宏史 O-175
瀧口　益史 O-084
滝口　祥令 O-054
滝沢　大吾 O-136
瀧野　純一 O-060
田口　央基 O-086
田窪　莉絵 P-025
　 P-061
武井　朋美 O-169
武市　佳己 P-043
竹内　虎一 O-100
竹内　信人 O-119
　 P-067
竹内　一 P-015
竹内　はる香 P-071
竹内　裕孝 O-110
竹内　亮太 O-045
　 O-094
武方　みなみ P-058
　 P-059
竹下　和輝 P-029
竹田　亜花音 O-176
竹田　修三 O-084
武田　槙平 P-009
竹田　浩之 O-057
竹田　克明 P-041
武智　研志 O-108
　 O-113
　 O-121
　 O-128
竹中　志織 O-143
　 O-144
竹中　慎之介 O-109
竹本　美由紀 O-176
田坂　祐一 P-071
田崎　友亮 O-035

田島　千愛 O-154
田島　健次 O-093
田代　裕尊 O-165
　 O-166
多田　篤史 O-056
立木　佐知子 SY-3-3
立道　貴清 O-126
立野　知世 O-085
立野　朋志 P-071
田所　美和 O-131
田中　亮裕 O-140
　 P-047
田中　亜路 P-008
　 P-013
　 P-014
田中　瑛実子 O-034
田中　広大 O-111
　 O-142
　 O-154
田中　聡 O-111
　 O-142
　 O-154
田中　惇一 P-050
田中　貴大 SY-3-3
田中　哲郎 O-099
田中　照夫 O-131
田中　直伸 O-035
　 O-036
　 O-037
　 O-038
田中　裕章 O-126
　 O-151
　 O-163
　 O-171
　 P-022
田中　守 O-119
　 O-120
　 O-121
　 O-135
　 O-140
　 O-145
　 O-147
　 P-020
　 P-021
　 P-024
　 P-032
　 P-038
　 P-043
　 P-049
　 P-069
田中　麻友 O-091
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田中　実奈 O-131
田中　優 O-168
田中　佑典 O-098
田邊　静香 O-104
田邊　知孝 P-009
谷　久美子 P-022
谷　友歩 O-076
谷崎　明佳 P-052
谷崎　文彦 P-058
　 P-059
谷田　万里 P-009
谷野　圭持 O-016
谷野　公俊 O-090
　 O-095
谷本　知美 O-134
田上　浩子 P-050
田原　佑馬 O-062
　 O-065
田原　昌和 O-021
田部　恭介 O-041
玉木　宏樹 O-127
　 O-149
　 O-162
　 O-173
田村　安希 O-130
田村　浩二 P-036
田村　静香 P-042
田村　尚久 O-040
　 O-129
田母神　淳 AL-3
田良島　典子 O-007
　 O-008
　 O-009
　 O-010
　 O-011
團　玲央奈 P-008
団迫　湊 O-152
丹司　望 O-137
段松　雅弘 O-111
　 O-142
　 O-154

ち
茶畑　沙央里 O-067
　 O-072
初　もんゆえ O-001
中馬　真幸 O-076
町支　臣成 O-004
　 O-018
町支　七瀬 O-018

つ
鄒　瑣 P-010
月岡　良太 P-055
辻　繁子 P-022
辻　大輔 O-014
　 O-036
辻田　健造 O-122
土屋　浩一郎 O-079
筒井　由佳 O-146
　 P-050
都築　美穂 O-145
　 P-032
堤　敏彦 O-048
堤　大洋 O-001
　 O-013
常松　志帆 O-055
常松　保乃加 O-079
常山　幸一 O-079
坪内　敦志 P-072
鶴田　真帆 O-078

て
出口　有佳理 O-155
　 O-156
手納　直規 O-042
寺内　靖順 P-025
寺岡　豊 O-157
寺田　莉子 O-094
寺谷　祐亮 O-114
　 O-117
寺戸　隆 O-137

と
土井　直樹 P-003
峠　雄太 O-135
當山　介斗 O-090
　 O-095
徳竹　裕貴 P-063
徳永　咲里 O-148
徳永　希 O-066
徳村　彰 O-048
　 O-052
徳本　睦樹 O-069
戸田　茂 P-025
冨田　隆志 P-031
富永　圭司 SY-1-1
冨永　誠記 SY-3-3
豊田　愛実 O-091
豊永　風音 P-028
　 P-066
虎尾　祐 O-047

な
内藤　利奈 P-035
直良　浩司 O-127
　 O-149
　 O-162
　 O-173
中井　啓　 O-044
 O-045
　 O-094
中井　昌紀 O-135
中井　梨郁 O-142
　 O-154
永井　綾彦 O-155
長井　理夏子 O-039
中尾　允泰 O-020
　 O-021
　 O-022
　 O-029
　 O-030
　 O-031
　 O-032
　 O-061
永尾　香菜子 O-155
長岡　憲次郎 P-009
中川　香織 O-124
中川　進平 P-049
中川　雄介 O-056
長澤　由香莉 O-083
中島　彰子 O-168
中島　一恵 O-066
　 O-070
　 O-071
　 O-075
　 O-078
中島　弘毅 O-143
　 O-144
中島　光業 O-069
　 O-077
長嶋　一泰 P-028
　 P-066
中筋　美保 O-143
　 O-144
中田　絢音 O-005
永田　千明 O-035
中妻　章 O-134
　 O-171
中妻　彩 P-004
中西　雅之 O-057
仲西　友里奈 P-044
中野　祥吾 O-043
中野　智恵美 O-044
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中野　李菜 O-154
中平　真理子 O-105
　 O-106
長嶺　憲太郎 O-060
中村　昂介 P-034
中村　信元 O-102
中村　健志 O-149
中村　徹也 O-099
中村　天太 O-003
中村　真 O-113
中村　美代子 P-032
中村　優李 O-159
中村　庸輝 O-066
　 O-070
　 O-071
　 O-075
　 O-078
中山　淳 O-001
　 O-002
　 O-003
　 O-014
　 O-015
　 O-016
　 O-017
中山　順子 O-155
泙　誠一 O-162
那須　保友 O-100
棗田　将光 O-176
奈良　敏文 O-120
名和田　幸介 P-040
南條　和也 P-028
難波　康祐 O-001
　 O-002
　 O-003
　 O-013
　 O-014
　 O-015
　 O-016
　 O-017
　 O-034

に
新村　貴博 O-076
　 O-101
　 SY-2-2
二井屋田　美樹 O-114
西　博行 O-048
　 O-052
西内　祥子 O-131
西川　佐紀子 P-037
西川　祐貴 O-111

錦織　和真 O-139
西崎　雄三 O-039
西田　朋洋 P-054
西田　基紀 O-040
　 O-129
西塚　亨 O-157
西原　茂樹 O-174
西村　さとみ O-040
　 O-129
西村　小百合 O-164
西村　直 O-055
西本　将吾 P-037
西森　郷子 O-159
西森　康夫 O-159
西山　卓志 O-004
　 O-018
二宮　一也 P-042
二宮　昌樹 O-134
　 O-171
丹羽　俊朗 O-091

の
野上　尚之 SS7
野木　悠平 O-010
野口　正 P-026
野田　綾香 P-036
野地　裕美 P-015
野津　渉 P-072
野間　崇志 O-118
　 O-138
野村　直幸 P-036
野村　政孝 O-159
野元　裕 O-057
　 O-147
乗松　真大 P-043
　 P-049
　 P-069

は
白野　陽正 P-040
橋田　教弘 P-047
橋田　真佐 O-154
橋爪　宥樹 O-075
橋本　圭司 O-026
　 O-027
橋本　健太郎 O-027
橋本　麻央 O-135
橋本　麻由 O-173
長谷川　苑香 O-049
長谷川　佳孝 P-055
秦　英司 O-116

畑　優里佳 P-010
波多江　典之 O-018
八田　華奈 O-090
　 O-095
羽鳥　勇太 O-058
花木　佑輔 O-087
花田　実夢 P-017
花房　伸幸 O-133
馬場　可南美 P-022
浜江　浩子 P-042
濱岡　照隆 O-141
濱島　崇寛 O-065
濱田　一成 O-142
濱田　恵輔 O-154
浜田　茂明 P-065
浜田　拓也 O-006
浜田　将輝 O-106
浜田　真由子 P-063
浜根　章光 O-074
濱野　晃至 P-045
濱野　裕章 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-128
　 SY-2-2
濱村　寛 P-060
濱本　大 O-005
原（野上）　愛 O-067
　 O-072
原　貴史 O-063
原　容子 P-060
原口　浩一 P-016
原田　研一 O-005
番匠谷　研吾 O-099
半田（永塚）　由佳 P-017
板東　志乃 O-005
坂東　貴司 O-076

ひ
日浅　陽一 SY-3-４
日浦　和徳 O-157
東　洋一郎 P-010
東林　修平 O-019
樋口　和子 P-022
久岡　彩香 P-047
久野　香奈 P-033
土屋　絵莉子 O-133
飛鷹　範明 O-120
　 O-121
　 O-135
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飛鷹　範明 O-140
　 O-145
　 O-147
　 P-020
　 P-021
　 P-024
　 P-032
　 P-038
　 P-043
　 P-049
　 P-069
櫃田　彩穂 P-008
美藤　基希 P-026
日野　篤 O-175
日野　大輔 P-002
日野　真美 O-057
日野谷　直人 O-008
姫野　誠一郎 O-086
平井　理恵 O-132
平尾　雅代 AL-2
　 O-084
平岡　靖菜 P-008
平岡　理那 P-005
廣井　円香 O-112
廣兼　司 O-028
廣田　あゆ子 O-123

ふ
深坂　日向子 O-062
深田　俊幸 O-063
福岡　竜逸 P-058
　 P-059
福島　瑠里子 O-059
福田　達也 O-047
　 O-061
　 O-064
　 O-089
福田　博音 P-028
　 P-066
福田　正彦 P-053
福中　彩子 O-063
福永　成未 O-082
福原　功起 O-025
福本　駒美 P-067
福山　愛保 O-005
藤井　克匡 P-058
　 P-059
藤井　志朗 O-102
藤井　千恵子 O-031
藤井　朋保 O-104
藤井　秀一 O-132

藤井　秀一 O-167
藤井　由希子 P-016
藤尾　夕起 O-167
藤岡　はる奈 P-052
藤川　勇実 P-065
藤里　駿 P-041
藤澤　康代 O-142
藤代　瞳 O-086
藤田　千晶 O-099
藤田　博子 O-040
藤田　美晴 O-175
藤谷　与士夫 O-063
藤原　直也 P-044
藤原　美智子 O-043
藤本　剛 O-141
藤本　雅宣 O-161
藤本　まり子 P-061
藤本　理美 O-132
藤森　功 O-042
藤森　浩美 P-023
藤吉　正哉 O-100
　 O-172
藤原　慎一 O-033
藤原　千尋 P-036
二木　空人 O-107
舟橋　達也 P-009
船曵　早希 O-014
古川　清 O-119

へ
別所　千枝 O-161

ほ
芳地　一 O-134
　 O-171
穗苅　玲 O-019
保木本　友香 O-099
堀　貴博 O-132
堀　隆光 O-060
堀　均 O-045
　 O-094
堀内　ともえ P-029
堀川　俊二 O-161
堀川　直希 O-148

ま
前田　成也 O-050
前田　典之 O-096
前田　守 P-055
前田　龍人 O-165
前原　健司 O-167

牧田　有司 O-170
真志田　絵美子 O-136
増井　香奈 O-024
増田　有沙 O-042
増田　豪 O-041
升味　紀子 O-141
増本　直子 O-039
町田　仁 O-113
　 O-118
　 O-124
　 O-169
　 P-068
松井　剛史 O-063
松尾　菜々 O-092
松尾　裕彰 O-114
　 O-115
　 O-117
　 O-136
　 O-157
　 P-031
松岡　浩史 AL-1
　 O-062
　 O-065
　 P-007
　 P-018
　 P-019
松川　弘樹 O-006
松下　香織 P-028
　 P-066
松島　葵 P-031
松島　得雄 O-093
松田　将史 O-165
　 O-166
松原　亜季 O-163
松原　栄治 P-028
　 P-066
松原　千明 P-045
松久　哲章 O-119
　 O-165
　 O-166
　 P-054
松久　七奈 P-047
松村　明 O-044
　 O-045
　 O-094
松本　充司 O-137
松本　和也 O-123
松本　健司 O-028
松本　准 O-100
　 O-172
松本　俊治 O-157
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松元　隆 SS6
松本　大生 P-004
松本　洋 SS12-1
松本　将輝 P-051
松本　善江 P-028
　 P-066
松谷　郁美 O-161
松山　哲史 P-029
的場　康幸 O-080
　 O-082
眞鍋　綾 P-021
　 P-024
丸尾　陽成 O-125
丸山　阿加里 O-155

み
三浦　彩 P-028
三浦　築 O-043
見尾　光庸 O-067
　 O-072
三木　浩和 O-102
水川　奈己 P-022
水野　翔太 O-004
三谷　誠 O-041
道原　明宏 O-062
　 O-065
　 P-007
　 P-018
　 P-019
道原　あやな P-017
三ッ井　瑞菜 O-143
　 O-144
三登　峰代 O-165
　 O-166
南川　典昭 O-007
　 O-008
　 O-009
　 O-010
　 O-011
三宅　正夫 O-176
三宅　由芳子 O-113
宮崎　翔平 O-060
宮崎　俊明 P-050
宮崎　文子 P-047
宮澤　宏 P-005
宮澤　宏　 P-006
宮下　美穂 O-164
　 P-026
宮武　雅将 P-016
三柳　直子 O-153
三柳　政道 O-153

宮村　充彦 O-040
　 O-129
　 O-159
宮本　彩 P-063
宮本　和典 P-042
宮本　京介 P-048
宮本　千晴 O-111
宮本　理人 O-079
三好　千佳子 O-175
三好　真希子 O-117

む
向井　めぐみ O-133
向山　はるか O-014
村井　あきほ O-009
邑岡　美嘉 O-052
村上　彩子 P-027
村上　貴子 P-061
村上　千穂 P-008
　 P-013
　 P-014
村上　正樹 O-127
村上　通康 SS5-1
　 SS17
村川　公央 O-125
　 O-174
村田　慶吾 O-044
村田　佳子 O-014
室　千尋 O-080

め
廻　京子 O-133

も
杢保　貴幸 P-063
望月　晴菜 O-083
元木　仁大 O-090
元木　貴大 O-151
　 O-163
　 P-022
本島　和典 O-176
本永　正矩 O-114
　 O-115
　 O-117
元成　初寧 O-075
森　映美加 O-067
　 O-072
森　和明 SS3
森　完二 P-067
森　久美子 O-134
森　俊也 O-028

森　譲二 P-045
森　節子 P-065
森　崇明 SS14
森　英樹 O-123
　 O-130
　 O-133
森　舞華 O-172
森井　幸子 O-155
森岡　晶 O-085
森岡　徳光 O-066
　 O-070
　 O-071
　 O-075
　 O-078
森川　貴志子 O-173
森川　則文 O-148
　 O-160
森木　邦明 O-150
森崎　実友 O-079
森澤　あずさ P-055
森沢　淳平 O-040
　 O-129
　 O-159
森田　早絵 O-082
森田　ソノエ P-025
　 P-061
森田　大地 P-012
森田　孝子 O-112
森田　哲生 O-104
守田　麻由 P-043
森田　靖代 O-129
　 O-159
森田　有香 O-111
森光　保武 O-132
　 O-167
森本　金次郎 O-080
　 O-082
　 P-013
森本　真仁 P-065
森山　圭 SS16-2
森山　大嗣 O-101

や
八木　亜紀子 O-131
八木　健太 O-068
　 O-073
　 O-076
　 O-101
　 O-128
　 SY-2-2
八木田　ひかり O-073
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安井　雅人 O-132
安永　大輝 P-069
安原　昌子 O-161
八塚　彩 O-137
八本　久仁子 P-048
柳田　徳栄 P-031
柳本　亜由美 P-064
矢野　安樹子 P-021
　 P-024
矢野　圭悟 O-165
　 O-166
矢野　賢明 O-135
　 P-020
矢野　貴久 O-127
　 O-149
　 O-162
　 O-173
矢野　琢也 O-119
　 P-058
　 P-059
矢野　直美 P-026
山足　拡美 O-049
山内　映穂 O-026
山内　駿弥 O-011
山内　隆史 SY-4-3
山内　行玄 P-003
山尾　美香留 O-085
山岡　愛主 O-065
山岡　庸介 O-033
山上　真央 P-001
山口　佳津騎 O-151
　 O-163
　 O-171
山口　巧 O-074
山口　真生 O-030
山口　雅史 O-050
山崎　健太 O-149
山崎　智加 P-040
山崎　直人 O-019
山崎　弘子 P-057
山崎　富士子 O-175
山崎　昌志 P-058
山崎　昌志　 P-059
山崎　美沙季 O-061
　 O-064
山崎　由佳 P-036
山崎　好恵 O-111
山崎　哲男 O-046
　 O-053
山崎　尚志 O-054
山地　直美 P-047

山下　翔大 O-148
山下　登 P-021
　 P-024
山下　真美 P-042
山下　真弥 O-052
山下　ユキコ O-041
　 O-042
　 O-055
　 P-002
山下　梨沙子 EL-2
山田　彩加 P-006
山田　佳奈 O-155
　 O-156
山田　健一 O-024
　 O-025
　 O-026
　 O-027
　 O-033
山田　祥熙 O-022
山田　眞一郎 SY-3-3
山田　博貴 O-102
山田　裕子 O-167
山田　弓美 P-027
山戸　和美 O-162
山中　洋 P-048
山中　浩泰 O-081
山野上　舞 O-125
山林　快 O-103
山村　央 P-029
山村　恵子 P-037
山本　夏菜 O-155
山本　喜代志 O-106
山本　紗世 O-131
山本　舜人 O-096
山本　高成 O-163
山本　武範 O-014
山本　信夫 CL-2
山本　英晶 P-023
山本　秀也 P-008
山本　博文 O-019
山本　雅樹 P-010
山本　将司 O-141
山本　悠子 P-067

ゆ
湯元　良子 O-107
　 O-109
　 O-110
百合田　夢 O-108

よ
横江　穂奈美 O-157
横手　克樹 O-139
　 P-027
　 P-039
横山　知佳 O-018
吉岡　三郎 O-040
吉岡　俊彦 O-068
　 O-073
　 SY-2-2
吉岡　寛美 O-115
吉岡　利紗 P-018
　 P-019
吉川　博 O-157
　 P-031
吉澤　季里子 O-116
吉田　愛美 O-068
　 O-073
　 SY-2-2
吉田　慎弘 P-042
吉田　昌裕 O-028
吉武　由華 P-029
吉野　悠希 O-038
好光　健彦 O-006
吉村　輝美 P-052
好村　守生 O-039
吉本　夏輝 O-071
吉盛　智世 O-107
米井　聖子 O-124
米澤　淳 SS10
米田　晋太朗 O-089
米永　知紘 P-057
寄高　美奈子 O-167
頼光　翔 P-027
　 P-039

わ
和田　哲幸 P-070
和田　耕一郎 O-100
渡辺　朱里 O-131
渡邊　佳奈 O-053
渡邉　真一 O-074
渡邉　真一　 O-103
　 O-120
　 O-140
　 O-147
渡邊　太朗 P-040
渡邉　浩人 P-023
渡部　美波 P-019
渡部　優作 O-137
和田里　章悟 O-100
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●効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。
文献請求先・製品情報お問い合わせ先：EAファーマ株式会社 くすり相談室　フリーダイヤル 0120-917-719

製造販売元

プロモーション提携

2019年4月作成
GOF-D04C-B52-AT

文献請求先及び問い合わせ先：ファイザー製品情報センター
※ヴィアトリス製薬株式会社の製品に関するお問い合わせは
　ファイザー製品情報センターで受け付けております

文献請求先及び問い合わせ先：製品情報センター UPR72K001A
2020年12月作成

「効能又は効果」、「用法及び
用量 告警「、」 ・禁忌を含む使用
上の注意」等については添付
文書をご参照ください。

新発売



JAN18AD0013AH-1020【広告】Diabetes Solutions_Ａ4_half_ 枠（130×180mm）_1Ｃ     

私たちは、薬物治療にとどまらず、

食事療法や運動療法など、

糖尿病治療全般に関わる情報提供を、

積極的に行ってきました。

今後もさらに、多角的なアプローチで、

ソリューションを提供いたします。

糖尿病領域における

真のパートナーを目指して―

これまでも、これからも、

MSDはチャレンジしつづけます。

2019年1月作成
JAN18AD0013AH-1020

サイズ変更禁止

ADPKDを知ろう 腎臓のいろいろ

お役立ち情報

ADPKD.JPADPKD.JP
「ADPKD.JP」と検索してください。 ADPKD.JP多発性嚢胞腎がよくわかるサイト

ADPKD（多発性嚢胞腎）患者さんの願い、医師の想い、
そして病気の理解に役立つ情報が詰まっています

ADPKD：常染色体優性多発性嚢胞腎

〈’21.02作成〉

●ADPKD.JP品名広告（A4 1/2：135×180） SS2102064



LSLSC-06
サイズ：A4 1/2
天地125mm×左右180mm
作成日：2021.3

作成年月：2021.3東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地〈文献請求先及び問い合わせ先：くすり情報センター〉

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

新発売

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K









2021年3月作成
SyB-TRA/D0101効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】
シンバイオ製薬株式会社　医薬情報センター
フリーダイヤル：0120-481-055
http://www.symbio-med-pro.com/

製造販売元





枠内を縮小・拡大・改変・抜粋して使用しないでください社名広告 _A4 1/2_1C_PAD003-TB-2103-1

私たち

PAD003-TB-2103-1

CTB5222K

＜文献請求先・お問い合わせ先＞ トーアエイヨー株式会社 信頼性保証部／電話0120-387-999

2020年2月作成（CTB5222K）

※効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を
　含む使用上の注意等詳細は、
　製品添付文書をご参照下さい。

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

毒薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

（アミオダロン塩酸塩注射液）

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】ニトログリセリン注射液

劇薬、処方箋医薬品注）【薬価基準収載】ニトログリセリン シリンジ製剤

ループ利尿剤

（トラセミド口腔内崩壊錠）

処方箋医薬品注）【薬価基準収載】

処方箋医薬品注）【薬価基準収載】



「第 60 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 講演要旨集」掲載用

2021年3月作成

文献請求先及び問い合わせ先 ： 鳥居薬品株式会社 お客様相談室 TEL 0120-316-834  FAX 03-3231-6890

製造販売元

東京都中央区日本橋本町3ー4ー1

販売元

文献請求先及び問い合わせ先 ： 鳥居薬品株式会社 お客様相談室 TEL 0120-316-834  FAX 03-3231-6890

製造販売元

東京都中央区日本橋本町3ー4ー1

販売元

効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等に
ついては添付文書をご参照ください。

https://www.riona.jp/リオナ®製品情報サイト https://www.enaroy.jp/エナロイ®製品情報サイト

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上
の注意等については添付文書をご参照ください。







効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の注意等については、添付文書をご参照ください。

新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売

JP20RYB00067
RYB20AD0116
（2021年1月作成）

2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬

セマグルチド（遺伝子組換え）

薬価基準収載

劇薬 処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

錠
3mg
7mg

14mg





新企業広告 A4-2分の1（H121×W182） 要返却



ヤンセンが目指すのは、
病が過去のものになる未来を作ることです。



愛ファーマシー株式会社
あい薬局
株式会社アインファーマシーズ
旭化成ファーマ
あすか製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
アッヴィ合同会社
EA ファーマ株式会社
一般社団法人　愛媛県薬剤師会　宇和島支部
一般社団法人　日本薬局協励会
一般社団法人松山薬剤師会
ヴィアトリス製薬株式会社
愛媛県女性薬剤師会
愛媛県薬剤師会大洲支部
愛媛県薬剤師会西条支部
愛媛大洋薬品株式会社
愛媛県薬剤師会新居浜支部
MSD 株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
小野薬品工業株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
共創未来ファーマ株式会社
杏林製薬株式会社
協和化学工業株式会社
協和キリン株式会社
ギリアド・サイエンシズ株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
健栄製薬株式会社
個別医療・医薬品トレーサビリティ協議会
沢井製薬株式会社
サンド株式会社
株式会社三和化学研究所
塩野義製薬株式会社
シンバイオ製薬株式会社
第一三共株式会社

大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
ティーズ薬局
帝人ヘルスケア株式会社
テルモ株式会社
東和薬品株式会社
トーアエイヨー株式会社
株式会社　トーショー
株式会社トマト
鳥居薬品株式会社
株式会社　西日本ファーマシー
日医工株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本化薬株式会社
日本ケミファ株式会社
日本ジェネリック株式会社
日本調剤株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
ファイザー株式会社
伏見製薬株式会社
マイラン EPD 合同会社
ミヤリサン製薬株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社
持田製薬株式会社
MONITARO
株式会社ヤクルト本社
ヤンセンファーマ株式会社
有限会社アポトライ
有限会社城西調剤薬局
株式会社ユヤマ
株式会社レデイ薬局

協賛一覧

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会の開催にあたり、
多くの企業・団体様よりご賛同、ご支援賜りました。
ここに深く感謝の意を表します。　
 （2021年10月１日現在　50音順）



第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会付設薬科機器展示会出展社一覧

サカセ化学工業株式会社

株式会社タカゾノ

株式会社トーショー

株式会社湯山製作所

2021年10月14日現在（50音順）



第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
実行委員会

実 行 委 員 長：田中　　守（愛媛大学医学部附属病院　薬剤部長）
　　　　　　　佐野　茂樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部　教授）
　　　　　　　古川　　清（愛媛県薬剤師会　会長）

実 行 委 員：町田　　仁（愛媛県病院薬剤師会　副会長）  
　　　　　　　竹内　信人（愛媛県病院薬剤師会　副会長）  
　　　　　　　福岡　竜逸（愛媛県病院薬剤師会　副会長）  
　　　　　　　田中　亮裕（愛媛県病院薬剤師会　常務理事）
　　　　　　　村上　通康（愛媛県病院薬剤師会　理事）
　　　　　　　公平　恵崇（愛媛県病院薬剤師会　理事）

事 務 局 長：飛鷹　範明（愛媛県病院薬剤師会　常務理事）

（順不同）



第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

講演要旨集
令和３年10月発行

第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会大会事務局

愛媛大学医学部附属病院　薬剤部内
〒791-0295　愛媛県東温市志津川454
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