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769 大田 晴香

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022 抄録(淡路医療センター）

irAE に関する薬連携の取組みついて

768 國東 佑美

第15回日本緩和医療薬学会年会抄録(がんセンター）

タペンタドール（600mg/日以上）投与症例の検討

767 研 真梨子

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022 抄録（こども病院）

小児がん患者におけるシスプラチンの腎毒性の発現状況について

766 伊勢原 祐子

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022抄録（西宮病院）

兵庫県立西宮病院におけるがん化学療法連携充実加算の取り組み

765 田原 由貴

第86回日本循環器学会学術集会抄録(姫路循環器病センター)

当院における慢性心不全患者に対するサクビトリルバルサルタン使用状況について

764 坂本 有里恵

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2022要旨(西宮病院）

2 週毎化学療法レジメンに対するペグフィルグラスチム（PEG-G）投与による血液毒性の検討

763 東山 未来

第86回日本循環器学会学術集会抄録(姫路循環器病センター）

慢性心不全症例へのイバブラジン導入における循環器指標の変化と問題点

762 青井 直樹

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

カシリビマブ／イムデビマブの使用症例報告

761 石原 奈央子 第58回日本小児アレルギー学会抄録(こども病院)

薬剤師によるアドレナリン自己注射（エピペン®）薬剤指導の有用性

760 橋本 達哉

第11回日本薬剤師レジデントフォーラム要旨（尼崎総合医療センター）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム服用に伴い眼科的介入が行われた症例の調査

759 和田 隼斗

第11回日本薬剤師レジデントフォーラム要旨（尼崎総合医療センター）

小児 ALL 治療におけるビンクリスチン投与中に便秘を発症した 5 症例の検討

758 西海 一生

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

当センターにおける抗菌薬適正使用支援チームの活動と各種指標の調査

757 吉見 真太朗 第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

兵庫県立尼崎総合医療センターにおける退院時薬剤情報連携加算について

756 本上 ほなみ 第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

小児科系病棟での抗菌薬使用量調査

755 吉田 友梨

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

当院における医療用麻薬の自己管理の現状と今後の展望

754 千保 円

第57・58回日本糖尿病学会近畿地方会抄録（加古川医療センター）

薬剤師による糖尿病教育入院の取り組み ～「糖尿病お薬クイズ」導入後の効果～

753 大谷 祐子

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（加古川医療センター）

がん化学療法連携充実加算算定への取り組み

752 大城 里紗

第27回日本災害医学会学術集会抄録（加古川医療センター）

COVID-19 対応拠点病院における全職員を対象としたメンタルヘルス調査

751 大城 里紗

第27回日本災害医学会学術集会抄録（加古川医療センター）

兵庫県災害医療における、ロジスティック構築に向けた保健所での活動報告

750 大久保 友貴 第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（がんセンター）

当院におけるトラスツズマブ デルクステカン投与時の制吐療法の調査

749 田畑 佳祐

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（ひょうごこころの医療センター）

「当院におけるクロザリル ○R 療法に対する薬剤師の役割」

748 谷垣 雄都

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（姫路循環器病センター）

ST 上昇型心筋梗塞症例に対するスタチンを用いた脂質低下療法導入後の LDL-C 値の推移

747 松谷 春花

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（こども病院）

小児薬用量に関する情報収集方法の検討

746 山田 玲奈

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（こども病院）

疑義照会事例実態調査に基づく注射薬処方単位間違い対策の検討

745 谷畑 文彩

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（淡路医療センター）

ポリファーマシー対策に向けた今後の課題

No.

氏名

学会名
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744 岩城 慎平

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（西宮病院）

大腿骨近位部骨折再骨折予防ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽによる治療効果向上への貢献について

743 梅谷 祥弘

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

市中病院におけるがん緩和医療の現状と課題

742 三木 萌花

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

ワルファリンとスルバクタム・アンピシリンの薬剤相互作用に関する検討

741 植村 有加里

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

「免疫チェックポイント阻害薬使用患者の HbA1c 変動調査」

740 吉田 紗季

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

タゾバクタム/ピペラシリン投与患者における血清カリウム値の調査

739 大垣 望

第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

高齢者における利尿薬併用がアピキサバンの出血イベントに与える影響

738 坂田 采弥香 第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（淡路医療センター）

エルデカルシトール服用患者における血清 Ca 値の測定状況調査

737 大城 里紗

第36回日本環境感染学会抄録(加古川医療センター)

COVID-19 パンデミック時における、血液培養のコンタミネーションの増加について

736 藤井 恵太

第36回日本環境感染学会抄録(淡路医療センター)

AMR 対策アクションプランに対する当院の成果指標調査

735 福永 圭佑

第59回全国自治体病院学会抄録（丹波医療センター）

トレーシングレポートの活用状況調査

734 藤原 未都菜 第31回日本医療薬学会年会抄録(西宮病院)

抗がん剤調製時の閉鎖式器具の全面使用による経済効果と安全性の向上

733 田中 智啓

第69回日本化学療法学会西日本支部総会(西宮病院)

兵庫県立西宮病院におけるバンコマイシン(VCM)血中濃度の低値と関連する患者因子の探 索

732 横山 文香

第69回日本化学療法学会西日本支部総会抄録（西宮病院）

ニューモシスチス肺炎予防における ST 合剤投与に関する後方視的調査について

731 沖元 秀都

第69回日本化学療法学会西日本支部総会（姫路循環器病センター）

当院における 2 種のバンコマイシン TDM 解析ソフトの予測値の比較検討

730 福山 裕季子 第69回日本化学療法学会西日本支部総会（丹波医療センター）

COVID-19 患者へのレムデシビル投与の安全性の評価

729 藤尾 実穂

第73回西日本泌尿器科学会総会（加古川医療センター）

アラグリオ顆粒剤分包®の適正使用に向けた多職種での取り組み

728 礒元 啓吾

第48回日本小児臨床理学会（こども病院）

小児専門病院集中治療室におけるバンコマイシン初期投与設計マニュアル導入による効果

727 坂井 良美

第68回日本化学療法学会 東日本支部総会(がんセンター）

バンコマイシン TDM における AUC 評価と腎障害発現リスクの検討

726 逸見 結衣

第14回日本緩和医療薬学会（西宮病院）

当院緩和ケアチームにおける非がん患者への取り組み

725 田原 由貴

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（加古川医療センター）

リウマチ患者における生物学的製剤使用時の PCP 発症予防調査

724 佐野 隆大

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021抄録（加古川医療センター）

兵庫県立加古川医療センターにおけるがん化学療法連携充実加算に向けた取り組み

723 山口 泰大

第57回日本糖尿病学会近畿地方会抄録（淡路医療センター）

兵庫県立淡路医療センターにおける SGLT2 阻害薬と SU 薬の使用状況調査

722 國東 佑美

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021 抄録（がんセンター）

オピオイド使用中の難治性がん疼痛患者への低用量メサドン上乗せ症例の検討

721 藤田 愛美

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021 抄録（がんセンター）

当院における濾胞性リンパ腫の患者に対する先行リツキシマブと後続リツキシマ ブの infusion reaction の発現状況と安全性の検討

720 山内 紗綾香 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021 抄録（がんセンター）

当院におけるヒドロモルフォン塩酸塩注射液の使用状況調査

No.

氏名

719 高橋 美賀

学会名
第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（こども病院）

タイトル
発熱性好中球減少症に対する抗菌薬適正使用支援チームによるカンファレンス＆フィード バックの効果

718 太田 あづさ 第56回日本移植学会総会（こども病院）

兵庫県立西宮病院の腎移植患者における薬剤情報提供書（トレーシングレポート）を 利用した薬薬連携の取組み

717 池 啓伸

小児患者の家族向け抗がん剤治療時の曝露対策パンフレットの作成

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（こども病院）

716 金安 真由子 第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（加古川医療センター）

ポリファーマシーについて薬剤師が出来ること

715 佐伯 剛史

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（姫路循環器病センター）

B 型大動脈解離保存的治療におけるアドヒアランス向上を目指して

714 大塚 歩美

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（がんセンター）

閉鎖式薬物移送システムの使用拡大における課題

713 大田 晴香

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（淡路医療センター）

当院における残薬調整の取組みについて

712 新垣 早苗

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（淡路医療センター）

当院 AST における薬剤師介入の効果

711 坂田 采弥香 第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（淡路医療センター）

兵庫県立淡路医療センターにおける下肢整形手術に対する エドキサバンの適正使用状況について

710 丸本 一希

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（西宮病院）

N-POP（Nishinomiya support service of Prevention for secondary Osteoporotic Proximal hip fracture）における薬剤師の役割

709 中山 奈美

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

抗がん剤鑑査支援システムユヤマ P2Care システムの導入・活用について

708 足立 壮

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

疑義照会事例収集による状況調査とその分析

707 福山 裕季子 第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（丹波医療センター）

外来診療における抗菌薬適正使用への取り組み

706 岡松 雅樹

第68回日本化学療法学会西日本支部総会抄録（淡路医療センター）

当院における MEPM 使用実績と MEPM 初回介人の取組について

705 高井 英里

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（ひょうごこころの医療センター）

拒薬のある長期入院中の統合失調症患者に blonanserin テープ剤を導入し、自宅への退院 が可能となった１例

704 池村 理紗

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

兵庫県立尼崎総合医療センターにおける AST 活動状況について

703 福田 美希

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

整形外科病棟における持参薬の代替薬提案～安心安全な治療の提供を目指して

702 吉田 友梨

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

CBDCA＋VP-16＋Atezolizumab の年齢による副作用発生割合の比較

701 橘 千菜美

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

低セレン血症を呈する小児患者への調査

700 李 美和

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

転移性腎細胞癌における、ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法による irAE 発症件数と治療 継続の可否について

699 門倉 史枝

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会要旨（尼崎総合医療センター）

入院前より HIV 感染外国人妊婦に介入し、アドヒアランス向上に寄与した症例

698 藤原 舞子

第30回日本医療薬学会年会抄録（姫路循環器病センター）

当院の緩和ケアチームにおける心不全患者向けパンフレットの活用について

697 太田 あづさ 第56回日本移植学会総会（こども病院）

兵庫県立西宮病院の腎移植患者における薬剤情報提供書（トレーシングレポート）を 利用した薬薬連携の取組み

696 近藤 瑞希

第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（姫路循環器病センター）

ST 上昇型心筋梗塞患者における LDL-C 値と脂質代謝異常改善薬の使用実態調査

695 大野 真孝

第68回日本化学療法学会西日本支部総会要旨（姫路循環器病センター）

セファゾリンナトリウムの供給困難に対する当院の対応について

No.

氏名

学会名

タイトル

694 前田 和輝

第30回日本医療薬学会年会抄録（尼崎総合医療センター）

がん薬物療法（他の副作用対策）ポスター形式

693 近藤 理絵

第30回日本医療薬学会年会抄録（西宮病院）

当院の肝細胞癌に対するレンバチニブ服用患者における血圧の調査について

692 永井 浩章

第62回日本小児血液がん学会学術集会（尼崎総合医療センター）

小児がんに関連した難治性便秘症を回避するための薬剤指導とバイオマーカー診断

691 木下 紗江

第84回日本循環器学会学術大会抄録（尼崎総合医療センター）

心不全チームと緩和ケアチーム連携後の末期心不全患者における呼吸困難緩和に 対するモルヒネの使用実態調査

690 前田 真由子 第84回日本循環器学会学術集会要旨（尼崎総合医療センター）

慢性心不全症例におけるトルバプタン長期使用の安全性と有効性の検討

689 直 朋弘

第23回臨床救急医学会総会・学術集会抄録要旨（尼崎総合医療センター）

クローン病に対して Infliximab 加療中、 初発の劇症型心筋炎を発症した 1 例

688 濱端 綾太

第68回日本化学療法学会西日本支部総会要旨（尼崎総合医療センター）

COVID-19 患者へのロピナビル/リトナビル、ファビピラビル投与の有効性及び安全性につ いての検証：後方視的コホート研究

687 田中 智啓

第68回日本化学療法学会総会抄録（西宮病院）

AST 専従職種の少ない当院における抗菌薬適正使用支援チーム活動の検討

686 松川 礼奈

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（淡路医療センター）

SGLT2 阻害薬服用患者の年代別副作用調査

685 藤井 恵太

第35回日本環境感染学会抄録（淡路医療センター）

当院における経口第３世代セフェムの使用量の推移について

684 八幡 茉由

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（こども病院）

当院における小児在宅薬物治療支援の取組み

683 團 優子

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（姫路循環器病センター）

当院における入院支援センター持参薬業務について

682 倉本 舞

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（がんセンター）

当院におけるパルボシクリブの好中球減少症発現状況と用量調節について

681 河原 香織

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（西宮病院）

持参薬のメトトレキサートによる汎血球減少の重篤化回避に薬剤師が寄与した一例

680 福島 瑛玲奈 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（がんセンター）

当院における静脈血栓塞栓症(VTE)に対するエドキサバンとリバーロキサバン の使用状況調査

679 菅近 晴美

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（尼崎総合医療センター）

乳がん患者 EC 療法におけるアプレピタントとオランザピンの副作用予防効果 の比較

678 田中 将太

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（淡路医療センター）

淡路医療センターにおける睡眠薬使用実態調査

677 須藤 由菜

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（こども病院）

薬剤乳汁移行性一覧表の作成について

676 安居 浩美

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（尼崎総合医療センター）

糖尿病患者の薬識向上にむけた調査

675 花原 大志

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（尼崎総合医療センター）

小児科病棟における病棟薬剤師業務 ～安全な薬物治療の提供に寄与するために

674 薮内 悠希

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（尼崎総合医療センター）

兵庫県立尼崎総合医療センターにおける麻薬服薬情報提供書について

673 高月 真由美 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録（姫路循環器病センター）

排尿ケアチームにおける薬剤師の関わり

672 塩田 恵

第14回医療の質・安全学会学術集会抄録（加古川医療センター）

当院における安全で効率的な持参薬管理業務の確立に向けた取り組み

671 山口 美沙

第23回日本心不全学会学術集会抄録（淡路医療センター）

心不全治療における薬剤チェックリストの有用性

670 河原 香織

第21回日本骨粗鬆症学会抄録（西宮病院）

N-POP（Nishinomiya support service of Prevention for secondary Osteoporotic Proximal hip fracture）における病院薬剤師の役割について

No.

氏名

学会名

タイトル

669 山口 泰大

第17回兵庫県立病院学会論文（淡路医療センター）

Ｄ－１ 閉鎖式薬物移送システム(CSTD) の全面導入に関する使用状況調査と取り組み

668 陣田 剛志

第14回医療の質・安全学会学術集会抄録（淡路医療センター）

がん化学療法におけるプレアボイド報告とチェックシートの作成を含めた安全対策の構築

667 大島 沙紀

第13回日本腎臓病薬物療法学会抄録（西宮病院）

お薬手帳への CKD シール貼付の取組み―開始後の評価について

666 小林 真弓

第62回日本糖尿病学会年次学術集会抄録（淡路医療センター）

当院に糖尿病ケトアシドーシス(DKA)で救急搬送された患者の要因について

665 尼谷 こゆは 第67回日本化学療法学会西日本支部総会抄録（西宮病院）

感染症専門医のいない当院における AST 活動報告

664 佐倉 小百合 第29回日本医療薬学会年会抄録（淡路医療センター）

当院薬剤部におけるヒヤリ・ハット再発防止の取り組み

663 末森 千加子 第67回日本化学療法学会西日本支部総会抄録（西宮病院）

カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌(CPE)検出症例に対する AST 活動に関する報告

662 富樫 博敬

第29回日本医療薬学会年会抄録（西宮病院）

当院における大腿骨近位部骨折再骨折予防ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽへの薬剤師の関わりについて

661 田中 智啓

第29回日本医療薬学会年会抄録（西宮病院）

肝癌治療分子標的薬の副作用マネジメントチームにおける手足症候群に対する当院の取組 みについて

660 門倉 史枝

第29回日本医療薬学会年会抄録（尼崎総合医療センター）

HIV 感染品胎妊婦の母子感染予防にジドブジン注射剤を使用した経験

659 二星 知紗

第29回日本医療薬学会年会抄録（尼崎総合医療センター）

HIV 合併品胎妊婦症例の経験

658 大原 沙織

第57回日本癌治療学会学術集会抄録（尼崎総合医療センター）

ブリナツモマブを安全に投与するためのレジメン登録

657 平山 香澄

第58回全国自治体病院学会抄録（姫路循環器病センター）

当センターにおける閉鎖式薬物移送システム導入への取り組み

656 寺崎 展幸

第17回兵庫県立病院学会論文（こども病院）

薬剤情報ネットワークシステムによる情報共有及び発信の有用性について

655 河原 香織

第17回兵庫県立病院学会論文（西宮病院）

N-POP(Nishinomiya support service for Prevention of secondary Osteoporotic Proximal hip fracture) における薬剤師の役割とポリファーマシーへの取組

654 渡邊 綾子

第17回兵庫県立病院学会論文（こども病院）

SSI 予防抗菌薬使用の手引き及び経口第三セフェム系抗菌薬許可制導入による SSI 予防に対する有用性の評価

653 太田 あづさ 第17回兵庫県立病院学会論文（西宮病院）

肝癌治療分子標的薬の副作用マネジメントチームの手足症候群に対する取組みについて

652 中島 弥生

第52回日本薬剤師会学術大会抄録(西宮病院）

トレーシングレポートの活用における適正な薬物治療の推進について

651 松下 翠

第52回日本薬剤師会学術大会抄録（西宮病院）

退院時カンファレンスにおける病院薬剤師の役割と薬薬連携

650 末森 千加子 第17回兵庫県立病院学会論文（西宮病院）

カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌(CPE)検出症例に対する AST 活動に関する報告

649 大島 沙紀

第17回兵庫県立病院学会論文（西宮病院）

お薬手帳へのＣＫＤシール貼付の取組み ―開始後の評価について―

648 沖元 秀都

第17回兵庫県立病院学会論文（姫路循環器病センター）

経口第３世代セフェム系抗菌薬の使用量削減に向けた取り組み

647 岡野 新

第17回兵庫県立病院学会論文（尼崎総合医療センター）

尼崎総合医療センターにおける医薬品情報室業務について

646 大城 里紗

第17回兵庫県立病院学会論文（加古川医療センター）

西日本豪雨災害における DMAT 活動報告

645 渡邊 小百合 第17回兵庫県立病院学会論文（がんセンター）

注射用ホスアプレピタントに起因する注射部位障害の軽減対策

No.

氏名

学会名

タイトル

644 鹿島 彩絵

第17回兵庫県立病院学会論文（加古川医療センター）

胃がん周術期におけるアミノ酸・糖含有製剤と脂肪乳剤の投与の安全性に関する調査

643 国東 佑美

第83回日本循環器学会学術集会抄録（尼崎総合医療センター）

末期心不全患者における呼吸困難緩和に対するモルヒネ製剤の使用実態調査

642 渡邊 小百合 日本臨床腫瘍学会2019抄録（がんセンター）

注射用ホスアプレピタントに起因する注射部位障害の軽減対策

641 大原 沙織

日本臨床腫瘍学会2019抄録（尼崎総合医療センター）

フロセミド投与によってメトトレキサート排泄遅延を起こした 1 症例

640 足立 萌

日本臨床腫瘍学会2019抄録（尼崎総合医療センター）

L-OHP による重篤な薬剤誘発性血小板減少症に Dexamethasone pulse 療法が著効した 1 例

639 土井本 和久 第34回日本環境感染学会総会・学術集会抄録（加古川医療センター）

血液培養ラウンドによる黄色ブドウ球菌菌血症の合併症診断適正化の取り組み

638 垣尾 尚美

第34回日本環境感染学会総会・学術集会抄録（柏原病院）

地域で取り組む AMR 対策 －経口抗菌薬の適正使用を中心に－

637 青井 直樹

第34回日本環境感染学会総会・学術集会抄録（淡路医療センター）

特定抗菌薬長期使用患者の抽出日数短縮による取り組み効果

636 沖元 秀都

第34回日本環境感染学会総会・学術集会抄録（姫路循環器病センター）

バンコマイシン投与時における腎障害発現予防への取り組み ―NSAIDs 併用の注意喚起―

635 鹿島 彩絵

第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会抄録（加古川医療センター）

胃がん周術期におけるアミノ酸・糖含有製剤と脂肪乳剤の投与の安全性に関する調査

634 國米 由希

第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会抄録（尼崎総合医療センター）

当院 NST 介入症例の下痢発現患者における使用薬剤および対応内容の実態調査

633 藤尾 実穂

第22回心不全学会学術集会抄録(姫路循環器病センター)

末期心不全患者の症状緩和における 1％コデインリン酸塩散の使用状況調査

632 藤尾 実穂

第23回緩和医療学会抄録(姫路循環器病センター)

モルヒネとワルファリンの相互作用に関する検討

631 藤原 舞子

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(姫路循環器病センター)

当院の心不全緩和ケアにおけるコデインリン酸塩散 1%の使用状況調査について

630 田中 拓可

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(加古川医療センター)

「自己注射手技チェックシート」の活用によりみえた糖尿病治療における薬剤師の役割

629 渡部 裕之

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

医療用麻薬を用いた疼痛および呼吸困難に対するレスキュー説明書の有用性について

628 高村 志保

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(姫路循環器病センター)

トルバプタンの長期使用における有効性と安全性の検討

627 香田 小百合 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(姫路循環器病センター)

当院における退院時共同指導への薬剤師の関わりについて

626 中村 亮博

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(姫路循環器病センター)

当院における経口抗菌薬の使用状況調査

625 中須賀 基

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(柏原病院)

当院におけるヒドロモルフォン徐放錠の使用状況について

624 長谷川 玲奈 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(こども病院)

アレルギー負荷試験入院患児及びその保護者へのパンフレットを用いた薬剤管理指導

623 生盛 春菜

尼崎市薬剤師会保険薬局と尼崎総合医療センターとの連携推進研修会の活動について

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

622 尼谷 こゆは 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(西宮病院)

保険薬局における疑義照会報告内容に関する現状調査

621 桑原 佐和子 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(こども病院)

AST(抗菌薬適正使用支援チーム)での薬剤師の取り組みによる薬剤費の動向について

620 永岩 早稀

兵庫県立尼崎総合医療センターにおける頭頸部癌患者に使用したニボルマブの安全性についての調査

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

No.

氏名

619 前田 和輝

学会名
第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

タイトル
外来注射抗癌剤施行患者に対する B 型肝炎再活性化防止を目的とした検査推進 の取り組み

618 二木 麻里奈 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

腎機能障害、せん妄の一因としてヨードホルムガーゼが考えられた一症例

617 木下 紗江

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

兵庫県立尼崎総合医療センターにおける免疫チェックポイント阻害薬の有害事 象の発現状況について

616 大庫 百代

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

せん妄・転倒リスクに焦点をおいた不眠時指示について

615 大谷 美奈子 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(尼崎総合医療センター)

「明日から ICU 担当！」と言われたら

614 末森 千加子 第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(西宮病院)

麻薬鎮痛薬持続静注下で便秘の患者に対してナルデメジンを使用し経管栄養管理を行った１例

613 宇戸 祐介

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(こども病院)

小児専門病院における病棟業務の標準化・効率化に向けた記録テンプレートの統一化について

612 陣田 剛志

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(淡路医療センター)

抗がん剤調製時における閉鎖式器具の全面導入による運用開始後の現状と評価

611 平見 大軌

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(淡路医療センター)

当院における直接経口抗凝固薬(DOAC)の使用状況調査

610 酒井 美和

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(西宮病院)

緩和薬物療法における薬薬連携の取り組み

609 杉政 瑠璃

第40回日本病院薬剤師会近畿学術大会抄録(西宮病院)

骨粗鬆症対策委員会における薬剤師の役割

608 横田 聖子

第14回医療の質・安全学会学術集会抄録(加古川医療センター)

薬剤師・看護師の協働による抗がん剤曝露防止のための取り組み

607 陣田 剛志

第28回日本医療薬学会年会抄録(淡路医療センター)

抗がん剤調製時における閉鎖式器具の全面導入による曝露対策の取り組み

606 新川 実季

第59回日本肺癌学会要旨(尼崎総合医療センター)

ニボルマブ、ペムブロリズマブにおける糖尿病・内分泌系疾患検査状況に関する過去起点 コホート研究

605 渡邉 稜子

第28回日本医療薬学会年会抄録(こども病院)

小児SSI 予防抗菌薬の適正使用～経口第三世代セフェム許可制による使用動向

604 中西 有璃

第28回日本医療薬学会年会抄録(こども病院)

吸入指導内容の統一に向けた取り組み

603 河原 香織

第28回日本医療薬学会年会抄録(西宮病院)

当院における薬薬連携の推進について

602 大田 あづさ 第28回日本医療薬学会年会抄録(西宮病院)

CKD・腎移植患者を対象とした医薬・薬薬連携の取組み

601 猪股 浩介

第28回日本医療薬学会年会抄録(淡路医療センター)

抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）に対するオランザピンの使用状況調査

600 濱端 綾太

第28回日本医療薬学会年会抄録(尼崎総合医療センター)

当院におけるケイセントラⓇの使用状況について

