
分類 演題または表題名 発表者・共同発表者及び（施設名） 発表した月日 発表者 発表の場 発表した会及び雑誌等の分類

臨床試験・治験
治験審査委員会審査資料の電子化に向けた取
り組み

伊藤文隆、村井千晴、新畑豊、鈴木啓介、伊藤
健吾、髙橋朗（長寿セン）

28.05.28 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

その他
メディカルスタッフが連携した持参薬に関す
る有害事象回避プログラム開発のための多施
設実態調査

髙橋　朗（長寿医セン）　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）　東島　彰人（長崎医セン）　森
脇睦子（東京医科歯科大）　今井志乃ぶ（国立
病院機構本部）

28.5 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

在宅医療・医薬分業

終末期を多職種で支えるEOL（エンド・オ
ブ・ライフ）ケアチームの現状
患者・家族の意思尊重する「看取り」の在り
方と薬剤師の役割

久保川直美、西川満則（長寿セン） 28.5 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

臨床試験・治験
認知症・軽度認知障害を対象とした治験に
おけるインフォームドコンセントの現状と
課題

鈴木啓介、伊藤健吾、新畑豊、千田一嘉、佐
藤弥生、伊藤文隆、飯島祥彦、勝野雅央、渡
辺宏久、祖父江元

2016.5 共同発表 国内の医療学会 その他の学会

臨床試験・治験
倫理委員会審査からみた臨床研究における
統合指針の遵守状況－研究計画書および説
明文書を中心に－

鈴木啓介、伊藤健吾、千田一嘉、佐藤弥生、
山田和正、伊藤文隆、片山朱美、本田愛、伊
藤有香、鈴木寿恵、井上麻希、佐藤倫子

2016.5.28 共同発表 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法

Screening Tool for Older Persons’
Appropriate Prescriptions in Japanese:
Report of the Japan Geriatrics Society
Working Group on “Guidelines for
medical treatment and its safety in
the elderly”

Taro Kojima,Katsuyoshi Mizukami,Naoki
Tomita,Hiroyuki Arai,Takashi Ohrui,Masato
Eto,Yasushi Takeya,Yoshitaka Isaka,Hiromi
Rakugi,Noriko Sudo,Hidenori Arai,Hiroaki
Aoki,Shigeo Horie,Shinya Ishii,Koh
Iwasaki,
Shin Takayama,Yusuke Suzuki,Toshifumi
Matsui Fumihiro Mizokami(長寿セ

2016.9.9 共著者 国外医療雑誌 雑誌

その他

A new concept: ‘Relative position
between the external force and the
bony prominence’ explains location-
specific occurrence of superficial
injury over an undermining lesion

Yoshiko Takahashi, Tetsuya Nemoto,
Fumihiro Mizokami(長寿セン), Katsunori
Furuta, Yusuke Murasawa, Masahiko Yoneda,
Zenzo Isogai

2016.08.21 共著者 国外医療雑誌 雑誌

薬物療法 高齢者の服薬管理と服薬支援 溝神文博 2016.04 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

薬物療法
85歳以上の誤嚥性肺炎患者を対象とした後
ろ向き調査研究

溝神 文博, 深見 和宏, 高橋 朗, 川嶋 修司,
北川 雄一(長寿セン）

2016.6.10 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法
シンポジウム「褥瘡の細菌制御と感染対
策」感染を併う褥瘡への薬物療法

溝神文博 2016.09.02 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法
認知症合併がん患者における化学療法の実
態調査

宮澤　憲治、溝神　文博、熊谷　隆浩、髙橋
朗

2016.7.29 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法
高齢者の入院持参薬における潜在的に不適
切な薬剤の実態調査

宮澤　憲治　溝神　文博　早川　裕二　熊谷
隆浩　髙橋　朗（長寿セン）天野　薫　網岡
克雄（金城学院大）

2016.9.18 筆頭演者 国内の医療学会 医療薬学会

薬物療法

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015
およびBeers criteria 2015を用いた入院
持参薬における潜在的に不適切な薬剤の実
態調査

宮澤　憲治　溝神　文博　熊谷　隆浩　髙橋
朗

2016.6.8 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法

シンポジウム「高齢者薬物療法を取り巻く
ポリファーマシー問題 -高齢者の安全な薬
物療法ガイドライン2015をどのように活用
するか？」
高齢者の安全な薬物療法ガイドライン
2015-薬剤師の役割-を活用するには？

溝神文博 2016.9.18 筆頭演者 国内の医療学会

医療薬学会

薬物療法 高齢者の薬物療法における薬剤師の役割 溝神文博 2016.6.12 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
より適切な高齢者薬物療法を目指して～高
齢者の安全な薬物療法ガイドライン２０１
５の活用～

溝神文博 2016.6.25 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
ポリファーマシー削減のための処方見直し
～ガイドラインを踏まえて～

溝神文博 2016.7.9 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
高齢者に対する適切な抗微生物薬投与を推
進するには？

溝神文博 2016.11.17 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
高齢者のポリファーマシーと薬物治療への
参画

溝神文博 2017.2.3 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
「高齢患者のポリファーマシーを見直すに
は何が必要か？-薬剤師の役割を考える-」

溝神文博 2017.1.21 筆頭演者 国内の医療学会

日病薬・県病薬・薬剤師会

薬物療法
第1回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2016.6.19 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

平成２８年度　国立長寿医療研究センター薬剤部　業績

医療の広場,56(5),14-19,2016

宮城県病院薬剤師会　生涯教育委員
会講演会

日本老年薬学会

第６回高知県若手薬剤師研究会

岐阜県病院薬剤師会　第２４１回中
濃ブロック研修会

第58回日本老年医学会学術集会

第58回日本老年医学会学術集会

Geriatrics & Gerontology
International 16(9) P983–1001
2016

第26回日本医療薬学会年会

一般社団法人上越薬剤師会
　高齢者に対する安全な薬物療法セ

ミナー

第26回日本医療薬学会年会

Journal of Tissue Viability
2016 in press

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）

DRUG magazine,20-23,2016.5

第57回日本神経学会学術大会，神
戸，

第1回日本臨床薬理学会東海・北陸地
方会，浜松，

三重県病院薬剤師会　第３回三重高
齢者薬物療法セミナー

第５回地域連携薬剤管理指導研究会

第18回日本褥瘡学会学術集会

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会

　　（記載する期間）　平成２８年４月～平成２９年３月

Aging & Health 25巻1号 Page16-
19(2016.04)

第1回日本臨床薬理学会 東海・北陸
地方会



薬物療法
第3回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2016.8.7 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
第5回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2016.10.16 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
第6回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2016.11.20 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
第7回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2017.2.18 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
第8回　老年薬学認定薬剤師ワークショッ
プ～Basicコース～

溝神文博 2017.2.19 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
シンポジウム　『薬剤起因性の褥瘡～内服
薬が褥瘡に与える影響～』薬剤誘発性褥瘡
とは？

溝神文博 2016.12.4 筆頭演者 国内の医療学会

その他の学会

薬物療法
JSPU Guidelines for Prevention and
Management of Pressure Ulcers (4th
Ed.)

The Japanese Society of Pressure Ulcers
Guideline Revision Committee(Fumihiro
Mizokami(長寿セン）)

2016.11 共著者 国内医療雑誌 雑誌

薬物療法
認知機能低下患者への服薬支援　飲めな
い”パターン別の服薬支援

溝神文博 2017.1 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

薬物療法
どうしてもアドヒアランスが落ちる患者」
への対処法　 認知症患者

溝神文博 2017.1 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

薬物療法
Clinical Medication Review Tool for
Polypharmacy: Mapping Approach for
Pharmacotherapeutic Classifications

Fumihiro Mizokami, Tomohiro Mizuno,
Tomoyo Mori, Tadashi Nagamatsu, Hideharu
Endo, Tomoyuki Hirashita, Takanobu
Ichino, Masahiro Akishita, and Katsunori
Furuta

2017.1 筆頭演者 国外医療雑誌 雑誌

薬物療法 高齢者薬飲み過ぎ防げ 溝神文博 2016.12.14 筆頭演者 新聞 業界紙・日刊紙

薬物療法
高齢者の薬物有害事象回避へ薬剤師の関与
を、院内に「ポリファーマシー削減チー
ム」設置

溝神文博 2016.9.20 筆頭演者 新聞 業界紙・日刊紙

薬物療法
多剤併用患者の処方に多職種「院内チー
ム」が介入

溝神文博 2017.1.17 筆頭演者 新聞 業界紙・日刊紙

薬物療法
老年薬学会、「高齢者の処方見直し」で研
修会　　処方提案でロールプレイも実施

溝神文博 2017.2.20 筆頭演者 新聞 業界紙・日刊紙

薬物療法
野球のたとえでラクラク理解！ がん化学
療法 おくすり選手名鑑 殺細胞性抗がん剤
38＋分子標的薬27

宮澤憲治 2017.3.7 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

その他
特集・知っておきたい！高齢者の摂食嚥下
障害-基本・管理・診療－
嚥下障害のある高齢者への服薬指導

小出由美子（長寿セン） 2016.8 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

輸液・経腸栄養管理
長期絶食によるADL低下が懸念された頸部
膿瘍患者に対する多職種介入の一例

小嶋紀子、木下かおり、小出由美子、伊藤史
朗、鈴木葉子、志水正明、佐竹昭介、山岡朗
子（長寿セン）

2017.2.24 共同発表 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法
外来化学療法を安全に行うために（当院で
の取り組み）

宮澤憲治 2017.2.17 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

その他
事例編 事前に表明された患者の過去の意
思に反して、家族の意向により胃瘻や人工
呼吸器が選択された事例

久保川直美 2016.12 筆頭演者 国内の医療学会 雑誌

薬物療法
骨粗鬆症治療に対する薬剤師の役割につい
て

小林理穂 2017.3.25 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法 認知症診療で使用される薬剤の特徴と注意点 　　大西　瑞穂 28.7.9 筆頭演者 知多地域認知症介護・看護研修会 その他の学会

薬物療法 認知症の薬物療法 　　大西　瑞穂 29.3.20 筆頭演者 国内医療雑誌 雑誌

日本老年薬学会

第3回外用療法研究会

日本老年薬学会

日本老年薬学会

どうしても飲めない高齢者・どうし
ても飲まない小児への必ず成功する
服薬指導　調剤と情報　2017　1月

23（2）P30-34

どうしても飲めない高齢者・どうし
ても飲まない小児への必ず成功する
服薬指導　調剤と情報　2017　1月

23（2）P70-73

日本老年薬学会

日本老年薬学会

日本褥瘡学会誌 18(4) 455-544
2016

PHARMACY NEWSBREAK

Geriatrics & Gerontology
International in press 2017.

毎日新聞

PHARMACY NEWSBREAK

PHARMACY NEWSBREAK

プロフェッショナルがんナーシン
グ2017年2号

第5回知多外来化学療法研究会

第15回知多地域認知症介護・看護研修
会

国立医療学会誌・医療

本人の意思を尊重する意思決定支援
事例で学ぶアドバンス・ケア・プラ

ンニング

Monthly Book ENTONI　2016年8
月・増大号（全日本病院出版会）

第32回日本静脈経腸栄養学会

第7回三河骨粗鬆症研究会



その他
高齢入院患者にみられる帰宅要求の類型化
と対応‐認知症サポートチームの経験から

服部 英幸、藤崎 あかり、高道 香織、水野
伸枝、佐々木 千佳子、大西 瑞穂、高見 雅
代、植田　郁恵、鷲見　幸彦（長寿セン）

28.12.1 共同発表 国内の医療学会 その他の学会

薬物療法
高齢者の入院持参薬における潜在的に不適
切な処方の実態調査

宮澤　憲治　溝神　文博　早川　裕二　熊谷
隆浩　髙橋　朗（長寿セン）天野　薫　網岡
克雄（金城学院大）

2016.11.11 筆頭演者 国内の医療学会 その他の学会

有害事象
内服薬剤による過鎮静が原因と推定した認
知症患者の褥瘡の１例

川麗⼦、溝神⽂博、磯⾙善蔵 22017.3.5 筆頭演者 国内の医療学会
第13回日本褥瘡学会中部地方会学
術集会

第35回日本認知症学会学術集会

第70回国立病院機構総合医学会


