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一般演題 1

症例検討

01           腎移植術前脱感作療法における高用量免疫グロブリンを用いたプロトコールの評価… S119
池田ゆり絵（京都府立医科大学附属病院　薬剤部）

02           ポリファーマシー対策中に高Mg血症を発現した事例 ………………………………… S119
石井　裕美（岩室リハビリテーション病院　調剤薬務科）

03           ピリドスチグミン臭化物によるコリン作動性クリーゼが疑われた血液透析患者の一例… S119
菅原　大貴（岩手医科大学附属病院　薬剤部）

04           重度CKDにおけるSGLT2阻害薬の使用経験 …………………………………………… S119
泊口　　豊（霧島市民薬局）

05           腎機能低下時にセフォゾプラン塩酸塩投与が開始され抗生剤関連脳症を発症した一例
              ………………………………………………………………………………………… S120

山田　　緑（神奈川県警友会　けいゆう病院　薬剤部）

06           バンコマイシン投与開始後に測定したシスタチンCによる腎機能評価の有用性が示唆され
た一症例 ……………………………………………………………………………………… S120

石井　沙知（IMS（イムス）グループ医療法人社団明芳会　イムス三芳総合病院　薬剤部）

07           Enterococcus gallinarumによる腹膜透析関連腹膜炎に対してTeicoplaninの腹腔内投与
にて治療した症例 …………………………………………………………………………… S120

高嶋　祥匡（JA愛知厚生連　海南病院　薬剤部）

08           小児領域におけるネフローゼ症候群に対するリツキシマブの治療成績と有害事象発現の状況
              ………………………………………………………………………………………… S120

齋藤あゆみ（兵庫県立こども病院　薬剤部）

09           ニボルマブ・イピリムマブ併用療法による薬剤性腎障害が疑われた一例 …………… S121
永尾香菜子（香川県立中央病院　薬剤部）

一般演題 2

透析・腎不全合併症／腎性貧血／その他

10           ダルベポエチンからロキサデュスタットへの薬剤変更によって腹膜透析患者の貧血症状が改
善した症例 …………………………………………………………………………………… S121

西崎あかり（医療法人創和会　しげい病院　薬剤部）

11           EPA製剤からロキサデュスタットへの切り替えによる検査値・血圧の変化と影響を及ぼす
因子について ………………………………………………………………………………… S121

越智　達郎（独立行政法人　地域医療機能推進機構　徳山中央病院　薬剤部）



−S24−

一般演題 3

薬物療法・ガイドライン

12           下肢整形外科手術後のVTE予防における腎機能低下患者へのエドキサバン15mgの有効性
と安全性の検討 ……………………………………………………………………………… S122

木下　照常（医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　薬剤部）

13           PCSK9阻害薬使用患者のLDL及びHDLコレステロールとeGFR推移に関する調査 … S122
丸山　俊夫（社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念病院　薬剤科）

14           高度腎機能低下患者における遺伝子組み換えトロンボモジュリンαの使用実態調査 … S122
遠藤　将平（東京腎泌尿器センター大和病院　薬剤部）

15           DOACの処方変更に至る期間とその影響因子の検討 …………………………………… S122
相神　智宏（札幌医科大学附属病院　薬剤部）

16           当院外来患者におけるメトホルミン処方状況、適正使用の調査 ……………………… S123
出内　秀樹（札幌東徳洲会病院　薬局）

17           腎排泄型薬剤の投与量を対象とした施設基準に関する調査結果についての検討 …… S123
武田　恵美（浜松赤十字病院　薬剤部）

一般演題 4

薬物動態・TDM・投与設計

18           クロストリディオイデスディフィシル関連腹膜炎に対するVCMの腹膜透析液内への少量連
続投与の治療効果 …………………………………………………………………………… S123

淺川　大樹（山梨県立中央病院　薬剤部）

19           腎機能低下時の各治療ガイドにおける抗菌薬投与量の調査 …………………………… S123
清水　祥正（公立藤岡総合病院　薬剤部）

20           当院における腎機能評価と薬剤部による薬学的管理への考察 ………………………… S124
関戸　茜衣（横浜旭中央総合病院　薬剤部）

21           バンコマイシンのTDMにおける各SCr補正法の有用性の比較 ……………………… S124
鈴木　梨奈（イムスグループ　東京腎泌尿器センター大和病院　薬剤部）

22           整形外科患者に対するバンコマイシン注の適正使用に向けた取り組み ……………… S124
木奈崎昭男（中頭病院　薬剤部）

23           バンコマイシン高用量投与を要した症例における血中濃度低値リスク因子の検討 … S124
川村　和宏（八戸市立市民病院　薬局）

24           各種腎機能推算式を用いたバンコマイシン初回血中濃度予測精度の比較 …………… S125
好川　隆志（福井県済生会病院　薬剤部）
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一般演題 5

腎障害・副作用・プレアボイド

25           スルファメトキサゾール-トリメトプリム配合剤による血清クレアチニン上昇は1日投与量
と腎機能に関連する ………………………………………………………………………… S125

横山　智士（弘前中央病院　薬剤部）

26           レベチラセタム投与により急性腎障害を生じた一症例 ………………………………… S125
簑島　隆仁（湘南鎌倉総合病院　薬剤部）

27           アムホテリシンBリポソーム製剤投与患者における低マグネシウム血症の発生と腎機能への
影響 …………………………………………………………………………………………… S126

一野　勇太（済生会小樽病院　薬剤室）

28           タゾバクタム/ピペラシリン，メロペネム，セフェピムのバンコマイシン併用によるAKI発
症リスクの比較検討 ………………………………………………………………………… S126

森田　有香（高知医療センター　薬剤局）

29           ミロガバリンの有害事象発生への腎機能の影響 ………………………………………… S126
成末まさみ（光晴会病院　薬剤科）

30           糖質コルチコイドに着目したST合剤による高K血症の危険因子の検討……………… S126
平井　利典（東京女子医科大学東医療センター　薬剤部）

31           推奨上限量に基づいたメトホルミンの処方適正化 ……………………………………… S127
福満　俊一（藤元中央病院　薬剤部）

32           ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服中にS状結腸穿孔を来した一例 …………… S127
三澤　　翔（東京医科大学病院　薬剤部）

33           頭頸部癌患者におけるシスプラチンによる急性腎障害発症の予測スコア評価 ……… S127
中山　英明（杏林大学医学部付属病院　薬剤部）

34           胸膜中皮腫に対してニボルマブ投与中に急性尿細管間質性腎炎を生じた1例 ……… S127
岩崎　　藍（東京医科大学病院　薬剤部）

35           高カリウム血症の診断・治療を受けた救命救急センター受診症例の検討 …………… S128
小泉　洋子（富山県立中央病院　薬剤部）

36           高齢CKD患者における内視鏡的粘膜下層剥離術後出血のリスクについて…………… S128
関口　展貴（長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　薬剤部）
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一般演題 6

ポリファーマシー（多剤服用）

37           ポリファーマシーを改善した透析患者症例〜抗精神病薬を含む5種類の減薬〜 …… S128
秋本　直子（秋本薬局　細江店）

38           血液透析患者を対象としたポリファーマシーの実態調査 ……………………………… S128
嶋村　弘史（昭和大学病院　薬剤部）

39           呼吸器病棟に入院した患者を対象とした、入院時における薬剤適正使用についての調査
              …………………………………………………………………………………………S129

松元芽久美（堺市立総合医療センター　薬剤科）

一般演題 7

透析・腎不全合併症／CKD－MBD／ビタミンD

40           腎機能とエルデカルシトール内服患者の高Ca血症発現との関連についての調査 … S129
中村　千里（金沢赤十字病院　薬剤部）

一般演題 8

透析・腎不全合併症／CKD－MBD／カルシウム受容体作動薬

41           当院におけるエボカルセトの安全性・有効性の評価と適正使用への介入 …………… S130
藤澤　春香（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　薬局）

42           当院における腹膜透析患者へのエボカルセト投与の有効性の検討 …………………… S130
小岩　まの（埼玉医科大学病院　薬剤部）

43           シナカルセトからエボカルセトへの切り替え時における開始用量の妥当性の検討 … S130
堀内　琢矢（山梨県立中央病院　薬剤部）

44           腹膜透析患者におけるシナカルセトからエボカルセトへの切り替えの検討 ………… S130
富田　敏章（一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　薬剤部）

45           シナカルセトからエボカルセドへの切り替えに対する考察 …………………………… S131
牧野以佐子（IMS 横浜旭中央総合病院　薬剤部）

一般演題 9

透析・腎不全合併症／CKD－MBD／リン吸着剤

46           透析患者の骨ミネラル代謝異常に対する薬剤師の支援効果に関する検討 …………… S131
川上　靖倫（医療法人社団緑成会　横浜総合病院　薬剤科）
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一般演題 10

透析・腎不全合併症／CKD－MBD／鉄含有リン吸着剤

47           診療データ分析ツールを用いた透析患者におけるリン吸着薬と便秘薬の処方状況調査
              ………………………………………………………………………………………… S132

宇野　洋司（公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター　薬剤部）

一般演題 11

透析・腎不全合併症／CKD－MBD／その他

48           血液透析患者の血清リン濃度に及ぼす製剤からのリン摂取の影響 …………………… S132
鈴木　　寛（株式会社やまうち薬局）

一般演題 12

透析・腎不全合併症／腎性貧血／その他

49           維持血液透析患者への酢酸亜鉛水和物投与による腎性貧血に対する影響の検討 …… S133
松本　洋平（あかね会　大町土谷クリニック　薬剤部）

50           血液透析患者に対するロキサデュスタットの運用パス構築 …………………………… S133
氏内　有加（社会医療法人寿楽会　大野記念病院　薬剤部）

51           当院でのCKD患者における亜鉛欠乏性貧血と酢酸亜鉛水和物製剤投与による貧血改善の検討
              ………………………………………………………………………………………… S133

村本　優樹（行徳総合病院　薬剤部）

一般演題 13

透析・腎不全合併症／その他

52           透析低血圧に対するノルアドレナリン使用患者の予後因子の探索 …………………… S134
田辺　真里（済生会横浜市南部病院　薬剤部）

53           慢性腎臓病症例におけるポリスチレンスルホン酸カルシウムドライシロップから経口液への
剤形変更に伴う影響 ………………………………………………………………………… S134

小河原由佳（公益財団法人日産厚生会　玉川病院　医療技術部　薬剤科）

54           当院におけるリン吸着薬と血中亜鉛濃度の関係 ………………………………………… S134
玉岡　翔弥（特定医療法人あかね会　土谷総合病院　薬剤部）
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一般演題 14

高齢者薬物療法

55           腎排泄薬剤の投与量調節が必要と思われる後期高齢者の体重・年齢の検討 ………… S135
大東真理子（メディカプラン京都　すこやか薬局）

56           高齢の酸化マグネシウム服薬患者におけるシスタチンC濃度測定の有用性について検討
              …………………………………………………………………………………………S135

稲垣　和幸（医療法人社団緑成会　横浜総合病院　薬剤科）

57           腎機能障害を伴う高齢者におけるダプトマイシンのクリアランスと各種腎機能評価法に関す
る検討 ………………………………………………………………………………………… S135

佐村　　優（横浜総合病院　薬剤科）

58           Cockcroft-Gault式を用いエドキサバン投与量適正化を図る研究 …………………… S135
              －出血と血栓形成に影響する因子（多変量解析）－

徳永　　晃（地方独立行政法人　佐賀県医療センター　好生館　薬剤部）

一般演題 15

腎機能

59           SGLT2阻害薬投与が腎機能および1日食塩摂取量に及ぼす影響 ……………………… S136
篠原　正樹（医療法人　住友別子病院　薬剤部）

60           ビルダグリプチンとSGLT2阻害薬併用による腎保護作用への検討…………………… S136
阿部多嘉浩（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　薬局）

61           アベマシクリブによる血清クレアチニン値への影響 …………………………………… S136
折本小夜子（IMSグループ　医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院　薬剤部）

62           アベマシクリブに起因する血清クレアチニン値の上昇が腎機能に与える影響について… S136
樋口　浩輔（市立四日市病院　薬局）

63           デュラグルチドの腎保護作用に関する検討 ……………………………………………… S137
高橋　怜史（金沢赤十字病院　薬剤部）

64           外来患者における腎機能低下時に注意が必要な薬剤の適正使用評価 ………………… S137
菅原　　翼（医療法人社団常仁会　牛久愛和総合病院　薬剤センター）

65           TDMを契機に腎機能評価方法を見直した一例…………………………………………… S137
仲本あゆみ（社会医療法人陽明会　小波瀬病院　薬剤部）

66           高齢糖尿病患者における体組成を用いた腎機能評価に関する検討 …………………… S137
原田　義彦（熊本大学　薬学部）

67           保険薬局における腎機能に応じた薬物療法適正化の現状と、かかりつけ機能の必要性… S138
三谷　将大（有限会社スバル薬局）

68           札幌地区における薬剤師が腎機能の評価に用いている臨床検査値の調査【第1報】… S138
桜田　尚季（株式会社なの花北海道）発表取り下げ
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69           eGFRcreとeGFRcysの相関性調査をもとにしたeGFRcysの予測検討……………… S138
晴山　知拓（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　薬剤部）

70           血清クレアチニンによる推定糸球体濾過量過大評価予測スコアの有用性の検討 …… S138
石郷　友之（札幌医科大学附属病院　薬剤部）

71           検査値処方監査システム導入による処方適正化への影響〜腎機能に着目して〜 …… S139
奥村　英典（名古屋第一赤十字病院　薬剤部）

72           CONUT法による栄養評価と血清クレアチニン・シスタチンCによる腎機能評価に関する
考察 …………………………………………………………………………………………… S139

小島　雅和（手稲渓仁会病院　薬剤部）

73           腎機能低下時の減量・禁忌に関する添付文書と各種書籍の記載内容の比較 ………… S139
石川　春奈（川崎市立多摩病院（指定管理者：聖マリアンナ医科大学）　薬剤部）

74           腎機能低下時に注意すべき薬剤投与一覧の作成と薬袋・注射箋への印字の有用性の検討
              …………………………………………………………………………………………S139

有馬　友恵（独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院　薬剤部）

一般演題 16

医薬品情報

75           日本におけるコルヒチンと強力なCYP3A4阻害薬／P糖蛋白質阻害薬の併用実態の解明
              …………………………………………………………………………………………S140

今井　俊吾（北海道大学大学院薬学研究院）

一般演題 17

薬剤管理指導業務・服薬指導・患者教育

76           炭酸ランタンの剤形がアドヒアランスに与える影響 ……………………………………S140
林　健太郎（医療法人あかね会　中島土谷クリニック　薬剤部）

77           保険薬局における腎臓病患者に対する栄養指導の実態調査 ……………………………S140
作並　雅幸（株式会社パルス　パルス薬局めぐみの店）

78           透析患者におけるリン吸着薬の服薬アドヒアランス調査と薬剤師の介入による影響…S141
黒下　統麻（JA徳島厚生連　吉野川医療センター　薬剤部）



−S30−

一般演題 18

薬薬連携・地域連携・在宅医療・多職種連携

79           CKD療養指導に関する薬薬連携研修会開催に向けての事前調査　〜薬剤投与設計時の腎機
能評価方法について〜 ………………………………………………………………………S141

飯田　浩子（公立学校共済組合　九州中央病院　薬剤科）
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