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【和文原著・症例報告】 
川岸亨, 熊井正貴, 大崎由美子, 新里里香, 清川真美, 原田幸子, 笠師久美子, 深
井敏隆, 山田武宏, 井関 健 
：汎用データベースソフトを用いた持参薬識別システムの構築と有用性の検討. 
医薬品情報学 13: 1345-1464 (2011) 
 
齋藤佳敬，山田武宏，竹内 裕，笠師久美子，井関健 
：リファブチンによるワルファリンの代謝誘導が疑われた 1 例 
医療薬学 37: 345-350 (2011) 
 
 
【その他著書】 
笠師久美子 
：ドーピング防止薬剤師がそなえる薬理学的知識(解説/特集) 
日本薬理学雑誌, 137: 65-67 (2011) 



 
川岸 亨、山田武宏、井関 健 
：持参薬管理 北海道大学病院における持参薬業務とリスクマネジメントへの

取り組み 
薬事新報 2681 号:9-14 (2011) 
 
山田武宏 
：抗菌薬適正使用チェック 
ICT ジャーナル 6: 225-230 (2011) 
 
【学会・講演会発表】 
 
＜全国学会：シンポジウム・特別講演＞ 
山田武宏 
LC/MS/MS によるコリスチンの TDM の検討とその応用例 
第 28 回日本 TDM 学会（2011 年 6 月、広島） 
 
＜全国学会：一般演題＞ 
落合愛美、小林正紀、川岸 享、笠師久美子、山口浩明、山田武宏、井関 健 
：臨床検査値の変動から推測されるスタチン系薬物由来の副作用発生率の解析

研究 
日本医療薬学会第 21 年会（2011 年 11 月、神戸） 
 
田澤佑基, 松村一仙, 佐藤夕紀, 鷲見正人, 武隈洋, 重松明男, 笠師久美子, 山田

武宏, 井関健, 今村雅寛, 菅原満 
：同種造血幹細胞移植時における中等量エトポシド(VP-16)/シクロホスファミド

(CY)/全身放射線(TBI)前処置レジメンの検討 VP-16のPK/PD解析および培養細

胞系を用いた VP-16/CY 曝露順序の検討 
第 28 回日本 TDM 学会（2011 年 6 月、広島） 
 
長田貴之, 熊井正貴, 柴山良彦, 山田武宏, 笠師久美子, 菅原満, 井関健 
：乗り物酔い様の浮遊感を伴うオピオイドの難治性嘔気にペロスピロンが有効

であった症例 
日本薬学会第 131 年会（2011 年 3 月、静岡） 
 
 



田澤 佑基, 松村 一仙, 笠師 久美子, 佐藤 夕紀, 鷲見 正人, 武隈 洋, 井関 健, 
菅原 満 
：白血病由来細胞を用いたエトポシド(VP-16)/シクロホスファミド(CY)曝露順序

の殺細胞効果への影響 
日本薬学会第 131 年会（2011 年 3 月、静岡） 
 
加藤 弘之, 志鷹 真由子, 吉山 友二, 笠師 久美子, 本田 昭二, 坂本 陽一 
：ドーピング防止活動から学ぶ薬剤師職能 薬学生のアンチ・ドーピング活動へ

の参加 そこから見えるもの 
日本薬学会第 131 年会（2011 年 3 月、静岡） 
 
 
＜地方学会・研究会・その他発表＞ 
熊井正貴 
：がん医療における緩和ケア～治療と同時進行の緩和ケアを目指して 
苫小牧緩和ケアセミナー（2011 年 12 月、苫小牧） 
 
浅野逸郎、久保田康生、鍵山明子、石川修平、関 悟、岩井美和子、齋藤佳敬、

沖 洋充、榊原則寛、川合真次、笠師久美子、深井敏隆、山田武宏、井関 健 
：抗がん薬調製支援システムの導入とその効果 
第 16 回札幌病院薬剤師会会員発表会（2011 年 11 月、札幌） 
 
高村茂生 
：妊婦服薬カウンセリングと薬剤師の役割 
苫小牧薬剤師会学術講演会（2011 年 11 月、苫小牧） 
 
熊井正貴 
：化学療法導入時から終末期まで介入した症例 
第 10 回 薬剤師のための緩和医療研究会（2011 年 11 月、札幌） 
 
熊井正貴 
：がん治療における緩和薬物療法支援 
第 5 回 ちくごかんわ研究会（2011 年 8 月、久留米） 
 
 
 



山﨑浩二郎、須田範行、新沼朋美、小林正紀、山田勇磨、山下美妃、山田武宏、

井関 健 
：薬剤師の手術部業務への参画とその効果～医療安全・業務効率の面からの考察～ 

第 58 回北海道病院薬剤師会 北海道病院薬剤師会研究発表（2011 年 5 月、札幌） 
 
岩井美和子、齋藤佳敬、清川真美、沖 洋充、原田幸子、久保田康生、熊井正貴、川岸亨、

笠師久美子、山田武宏、井関 健 
：病棟業務を中心とした薬学実務実習の実施とその評価 

第 58 回北海道薬学大会 北海道病院薬剤師会研究発表（2011 年 5 月、札幌） 
 
沖 洋充、川岸 亨、川合真次、笠師久美子、深井敏隆、山田武宏、南須原康行、 
寶金清博、井関 健 
：医療安全における薬剤師の役割－医療安全管理部への参加を通じて－ 

第 58 回北海道病院薬剤師会 北海道病院薬剤師会研究発表（2011 年 5 月、札幌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


