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Active topical therapy by “Furuta
method” for effective pressure ulcer
treatment: a retrospective study.
Journal of Pharmaceutical Health Care
and Sciences, 1(1), 1-9.　2015

Katsunori Furuta（長寿セン）, Fumihiro
Mizokami（長寿セン）,Hitoshi Sasaki, Masato
Yasuhara

27.7

共同演者 海外医療学会論文

Pressure ulcers induced by drug
administration: A new concept and
report of four cases in elderly
patients.

Fumihiro Mizokami（長寿セン）, Yoshiko
Takahashi, Keiko Hasegawa, Hideyuki
Hattori, Keiji Nishihara, Hidetoshi Endo,
Katsunori Furuta（長寿セン）, and Zenzo
Isogai.

in press.

筆頭演者 海外医療学会論文

Adherence to medication regimens is an
effective indicator of cognitive
dysfunction in elderly individuals.

Fumihiro Mizokami（長寿セン）, Hiroki Mase
（金沢医セン）, Tomoyasu Kinoshita,
Takahiro Kumagai（長寿セン）, Katsunori
Furuta（長寿セン）, and Kazuhiro Ito.

in press.

筆頭演者 海外医療学会論文

かかりつけ医のための老年病100の解決法
秋下雅弘編（分担：溝神文博（長寿セン）、久
保川直美（長寿セン））

27.6

共同演者 国内書籍

認定褥瘡薬剤師　薬剤師は褥瘡対策チーム
に必要不可欠な存在

溝神文博（長寿セン） 27.7

筆頭演者 国内書籍

乳がん患者に対する薬剤情報提供書の満足
度の経時的変化の検討

間瀬広樹（金沢医セン）、市川和幸（三重中央
医セン）、小山一子（静岡医セン）、佐子詠美
（金沢医セン）、山田知美（三重大）、伊藤一
弘（長寿セン）、犬飼直也（三重中央医セン）

27.8

共同演者 国内医療雑誌

院外処方せんにおける疑義照会内容の傾向
調査

三好貴也（長寿セン）、間瀬広樹（長寿セ
ン）、溝神文博（長寿セン）、深見和宏（長寿
セン）、木ノ下智康（長寿セン）、熊谷隆浩
（長寿セン）、伊藤一弘（長寿セン）

27.8

筆頭演者 国内医療雑誌

褥瘡予防・管理ガイドライン（第4版）
日本褥瘡学会　教育委員会　ガイドライン改訂
委員会編（分担執筆：古田勝経、溝神文博）
（長寿セン）

27.11

共同演者 国内医療学会論文

認知症のエンドオブライフケアとは？
西川満則、高梨早苗、川﨑奈津子、久保川直
美、高見雅代、木下かほり、三浦久幸（長寿セ
ン）

27.5

共同演者 国内医療雑誌

Q＆A　事例で考えるアドバンス・ケア・プ
ランニング

高梨早苗、川﨑奈津子、久保川直美、高見雅
代、木下かほり、西川満則（長寿セン）

27.1

共同演者 国内医療雑誌

非がん・高齢者疾患の緩和ケアとは－非が
ん患者の緩和ケアの課題と展望

久保川直美（長寿セン） 27.11

筆頭演者 国内書籍

非がん・高齢者疾患の緩和ケアチーム－国
立長寿医療研究センターの取り組み

久保川直美、高梨早苗、川﨑奈津子、高見雅
代、木下かほり、服部英幸、西川満則（長寿セ
ン）

27.11 筆頭演者 国内書籍

持参薬に関する有害事象回避プログラム
開発を目指した多施設実態調査

今井志乃ぶ・森脇睦子・伏見清秀（国立病院機
構本部）、小山田光孝（仙台医セン）、野呂岳
志（三重中央医セン）、山内一恭（刀根山病
院）、東島彰人（長崎医セン）、髙橋朗（長寿
セン）

27.12

共同演者 国内医療雑誌

保険薬局薬剤師の認知機能低下者への対
応に関する意識調査

木ノ下智康（長寿セン）、村田史子・亀井浩
行・半谷眞七子（名城大）

27.12

筆頭演者 国内の医療学会

褥瘡治療に関わる薬剤師の現状調査 宮川哲也, 溝神文博（長寿セン）, 古田勝経 28.3

共同演者 国内医療雑誌

発表した会等の名称又は書籍雑誌名
（書籍雑誌の場合は発行所名を併記）

コミュニティケア　Vol.17 Na.11
217号　2015.10

日本褥瘡学会雑誌　18（1）30-35
2016

医療 Vol.69 No.8/9 400-402
2015.8

日本褥瘡学会誌　17（4）：487-
557．2015

日本病院薬剤師会雑誌 Vol.51
No.12 2015.12

Journal of Pharmaceutical Health
Care and Sciences, 1(1), 1-9.
2015

Journal of Dermatology. 2015

American Journal of Alzheimer's
Disease & Other Dementias. 2015
in press.

メディカルレビュー社　東京　2015

専門・認定薬剤師ガイド（月刊薬事
2015年7月臨時増刊号（Vol.57
No.8））1280-1281, 2015

医療 Vol.69 No.8/9 396-399
2015.8

病院薬学,41(12),833-845,2015

月刊薬事 Vol.57 No.12 2015.11

月刊薬事 Vol.57 No.12 2015.11

MEDICAL REHARBILITATION Na.183
2015.5



高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015

日本医療研究開発機構研究費・高齢者の薬物治
療の安全性に関する研究 研究班　および　日本
老年医学会・高齢者薬物療法のガイドライン作
成のためのワーキンググループ　（溝神文博
（長寿セン））

27.12

共同演者 国内書籍

月刊薬事2月号　この人に聞く 溝神文博（長寿セン） 28.2

筆頭演者 国内書籍

プレアボイドを活用した病棟業務実施時の
確認事項の考案

中島誠（鹿児島市医師会）、山本泰大（愛知医
科大学）、髙橋朗（長寿セン）、後藤拓也（名
古屋医セン）、小南美枝（長良医セン）、小西
友美（三重中央医セン）、柴田有希子（東名古
屋病）、林秀樹、杉山正（岐阜薬科大）

27.11

共同演者 国内の医療学会

悪性リンパ腫における腫瘍崩壊症候群予防
のためのラスブリカーゼの使用実態調査

宮澤　憲治（長寿セン）　小島　あゆみ（東名
古屋病）　井上　裕貴・松本　修一（名古屋医
セン）　徳永　隆之・飯田　浩充・永井　宏和
（名古屋医セン血液内科）

27.7.17 筆頭演者 国内の医療学会

抗がん剤による環境曝露調査

宮澤　憲治・髙橋　朗（長寿セン）　大前　柚
衣・網岡　克雄（金城学院大）　佐藤　舞・林
誠（名古屋医セン）　小島　あゆみ（東名古屋
病）

筆頭演者 国内の医療学会

高齢者に対する薬効分類番号を用いた多剤
投与削減法の検討

溝神文博、古田勝経 27.6.12

筆頭演者 国内の医療学会

薬物誘発性褥瘡～高齢者における新たな薬
物有害事象～

溝神文博、服部英幸、西原恵司、遠藤英俊、古
田勝経、磯貝善蔵

27.6.14

筆頭演者 国内の医療学会

薬物投与が褥瘡に与える影響についての考
察

溝神文博、古田勝経、磯貝善蔵 27.8.

筆頭演者 国内の医療学会

　非がん・高齢者疾患も対象に加えた緩和
ケアチーム　のニーズと倫理コンサルテー
ション機能

久保川直美、高梨早苗、川﨑奈津子、西川満則
（長寿セン）

27.6.21

筆頭演者 国内の医療学会

Benefits of the Japanese version
Advance Care Planning facilitator
education program

H. Miura （長寿セン）、Y. Kizawa（神戸大
学）、S. Bito （東京医療セン）、S. Onozawa
（北里大学）、T. Shimizu、N. Higuchi（東京
大学） 、 Y. Goto、S. Takanashi、N.
Kubokawa、K. Senda 、M. Nishikawa、A.
Harada,  K. Toba（長寿セン）

27.9.9

共同演者 海外の医療学会

　非がん疾患の苦痛症状緩和と、倫理的判断に
基づいた意思決定支援～薬剤師の視点から、
EOLケアチームの3年間の活動を通じて～

久保川直美（長寿セン） 27.10.25

筆頭演者 国内の医療学会

『慢性期医療の未来を考える』 2025年 超高齢
社会で地域の高齢者を支える慢性期医療と薬
剤師の役割 エンド・オブ・ライフケアと薬剤師の
関わり

久保川直美（長寿セン） 27.11.21

筆頭演者 国内の医療学会

調剤過誤検討会によるフィードバックについて
川麗子、熊谷隆浩、高橋朗（長寿セン）
伊藤一弘（マイタウン薬局）

27.10.2 筆頭演者 国内の医療学会

褥瘡治療における薬剤師からの積極的薬物療
法の提案とその有用性について

溝神文博（長寿セン） 27.11.23

筆頭演者 国内の医療学会

第57回日本老年医学会学術集会

第17回日本褥瘡学会学術集会

第69回国立病院総合医学会

第1回患者・家族メンタル支援学会総会

　第20回日本緩和医療学会

第25回日本医療薬学会年会

第13回日本臨床腫瘍学会学術集会

第53回日本癌治療学会学術集会

　第25回日本医療薬学会年会

第29回日本老年学会学会総会

　ACPEL 2015

日本老年医学会発行　株式会社メジ
カルビュー社　2015年

月刊薬事58（3）15-16

医薬品情報学,17(3),155-163,2015

yakuzai
線


