―――2019―――
論文
1. イマチニブとクラリスロマイシンの併用により好中球減少が認められた 1 例
宮田 智陽 1）
，和佐本 諭 2）
，杉山 昌秀 1）
，関口 展貴 1）
，布施 春奈 1）
，吉池 麻衣 1）
，渡邉 将隆 1），
篠原 佳祐 1）
1）長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部，2）同 呼吸器内科
日本緩和医療薬学雑誌 12(2): 57-59, 2019.
2.

局所麻酔剤使用で L-アスパラギナーゼの筋肉内注射時の疼痛が軽減した１症例
関口 展貴，篠原 佳祐，杉山 昌秀，宮田 智陽，岩水 雅俊，渡邉 将隆
長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部
日本病院薬剤師会雑誌 55(5): 532-536, 2019.

学会発表
1. テガフール/ウラシル配合錠による重篤な骨髄抑制を生じた症例
宮田 智陽，篠原 佳祐，関口 展貴，吉池 麻衣，杉山 昌秀
長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部
第 29 回日本医療薬学会年会（2019.11）
2. 高齢者及び全身状態不良患者における TAS102 の休薬・減量が効果に与える影響
吉池 麻衣，杉山 昌秀，篠原 佳祐，関口 展貴，宮田 智陽，渡邉 将隆
長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部
第 29 回日本医療薬学会年会（2019.11）
―――2018―――
学会発表
1. GC 療法におけるゲムシタビンの RDI に対する腎機能の影響
関口 展貴，杉山 昌秀，宮田 智陽，篠原 佳祐，岩水 雅俊，渡邉 将隆
長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部
第 28 回日本医療薬学会年会（2018.11）
2. イマチニブとクラリスロマイシンの薬物間相互作用による好中球数減少が認められた 1 例
宮田 智陽 1）
，和佐本 諭 2）
，杉山 昌秀 1），篠原 佳祐 1）
，関口 展貴 1）
，渡邉 将隆 1）
1）長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部，2）同 呼吸器内科
第 28 回日本医療薬学会年会（2018.11）
3. プロトンポンプ阻害薬が一因となり低 Mg 血症を呈した結腸右半切除+回腸部分切除後回盲部悪性リンパ腫
の一例
篠原 佳祐，市川裕平，箕輪勇紀，渡邉 将隆
長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部
日本病院薬剤師会関東ブロック第 48 回学術大会(2018.8)
4. Nab-Paclitaxel による爪剥離の 2 症例
杉山 昌秀 1）
，篠原 佳祐 1）
，宮田 智陽 1），関口 展貴 1）
，新井 まき枝 2）
，渡邉 将隆 1）
1）長野県厚生農業協同組合連合会佐久医療センター 薬剤部，2）同 看護部
日本病院薬剤師会関東ブロック第 48 回学術大会(2018.8)
―――2014―――
学会発表
1. 地域で経口抗がん剤服用患者をサポートする
清水 誠, 井出 香織, 杉山 昌秀, 三浦 篤史, 大森 健, 小松 富美男, 畠山 浩明, 中尾 美香
佐久薬剤師会
第 47 回日本薬剤師会学術大会(2014.10)
2.

舌がん患者の流涎にスコポラミン軟膏が有効であった一例
三浦 篤史, 篠原 佳祐, 山本 亮, 大塚 菜美, 崎山 隼人
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 緩和ケアチーム

第 19 回日本緩和医療学会学術大会 (2014.06)
3.

複数の原因によると思われる意識障害を来した一例
山本 亮, 大塚 菜美, 崎山 隼人, 三浦 篤史, 篠原 佳祐
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 緩和ケア科
第 19 回日本緩和医療学会学術大会 (2014.06)

―――2013―――
論文
3. 長野県病院薬剤師会がん領域研修会における受講者アンケート調査結果の解析―受講者の経験年数による
研修会形式の評価比較―
三浦篤史 1), 六波羅孝 2), 岡澤香津子 3), 大倉輝明 4)
1) JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部, 2)伊那中央病院薬剤科, 3)JA 長野厚生連北信総合病院薬剤部, 4)JA
長野厚生連富士見高原病院薬剤部
日本病院薬剤師会雑誌 49(2): 157-164, 2013.
学会発表
1. CINV 発現患者に対するパロノセトロン使用の有用性の検討
杉山昌秀 1), 篠原徹 1), 篠原佳祐 1), 三浦篤史 1), 宮田佳典 2),
1)長野県厚生連佐久総合病院薬剤部, 2)長野県厚生連佐久総合病院腫瘍内科
第 23 回日本医療薬学会年会（2013.09）
2.

経口抗がん剤における薬薬連携開始後の現状調査と今後の課題
篠原徹, 杉山昌秀, 三浦篤史
JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部
第 23 回日本医療薬学会年会（2013.09）

3.

オピオイドの眠気対策にペモリンを使用した症例の調査
三浦篤史, 篠原佳祐, 大塚菜美, 山本亮,
JA 長野厚生連 佐久総合病院 緩和ケアチーム
第 7 回日本緩和医療薬学会年会 (2013.09)

4.

皮膚処置痛にケタミンを用いた 2 例
篠原佳祐 1)4), 三浦篤史 1)4), 中島文香 2), 大塚菜美 2)4), 山本亮 3)4)
1)JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部, 2)JA 長野厚生連佐久総合病院看護部, 3)JA 長野厚生連佐久総合
病院緩和ケア科, 4)JA 長野厚生連佐久総合病院緩和ケアチーム
第 23 回日本医療薬学会年会（2013.09）

―――2012―――
論文
1. 制御困難のがん性悪臭にクリンダマイシン・カデキソマーヨウ素混合軟膏が奏効した 1 例
三浦 篤史, 山本 亮, 大塚 菜美
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部
Palliative Care Research 7 巻 2 号 Page537-540(2012.12)
学会発表
1. がん化学療法における薬薬連携推進に向けて
杉山昌秀, 三浦篤史, 依田一美
長野県厚生連佐久総合病院薬剤部
第 22 回日本医療薬学会年会（2012.10）
2.

S‐1/カルボプラチン療法における骨髄抑制発現状況の調査
三浦篤史, 篠原佳祐, 大工原直美, 杉山昌秀, 両角延聡
JA 長野厚生連 佐久総合病院 薬剤部,JA 長野厚生連 佐久総合病院 内科
第 10 回日本臨床腫瘍学会学術集会(2012.07)

3.

佐久総合病院におけるがん専門薬剤師研修

篠原佳祐 1), 青木芙美 1), 大工原直美 1), 三浦篤史 1), 杉山昌秀 1), 依田一美 1), 宮田佳典 2)
1) 佐久総合病院薬剤部, 2)佐久総合病院腫瘍内科
第 68 回長野県農村医学会 （2012.07）
4.

EGFR-TKI 薬による皮膚障害対策
篠原佳祐 1), 三浦篤史 1), 依田一美 1), 黒澤きよみ 2), 丸山裕子 2), 中島浩美 2), 依田尚美 2), 大浦也明 3)
1) JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部, 2)JA 長野厚生連佐久総合病院看護部, 3)JA 長野厚生連佐久総合病
院内科
第 22 回日本医療薬学会年会（2012.10）

寄稿
1. 化学療法導入から緩和ケアまでを通して介入した肺がん患者の 1 例
三浦篤史
JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部
月刊薬事 54(11): 1904-1904, 2012.

―――2011―――
論文
1. 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術における予防的抗菌薬投与の比較検討
青木芙美 1), 杉山昌秀 1), 堀田欣一 2)
長野県厚生連佐久総合病院薬剤部, 2)長野県厚生連佐久総合病院胃腸科
日本病院薬剤師会雑誌 47(2): 199-202, 2011.
日本病院薬剤師会 2012 年度学術奨励賞 受賞
学会発表
1. XELOX 療法施行患者における Ca/Mg 剤併用下での末梢神経障害発現状況
杉山昌秀, 青木芙美, 三浦篤史, 依田一美
長野県厚生連佐久総合病院薬剤部
第 21 回日本医療薬学会年会 （2011.10）
2.

長野県病院薬剤師会薬剤師専門講座におけるスキルアップに向けた取組み-がん領域の専門講座を通して三浦篤史 1, 14, 六波羅孝 2, 14, 岡澤香津子 3, 14, 滝澤康志 4, 14, 林美和子 5, 14, 清原健二 3, 14, 水谷光
江 6, 14, 中山孝子 7, 14, 初谷大子 8, 14, 横山茂 9, 14, 成田芳昭 10, 14, 吉澤忍 11, 14, 大倉輝明 12, 14,
白澤吉哲 13, 15
1 佐久総合病院, 2 伊那中央病院, 3 北信総合病院, 4 飯山赤十字病院, 5 諏訪赤十字病院, 6 信州大学医学部附
属病院, 7 東御市民病院, 8 安曇野赤十字病院, 9 安曇総合病院, 10 鶴賀病院, 11 飯田市立病院, 12 富士見高原
病院, 13 相澤病院, 14 長野県病院薬剤師会学術委員会, 15 長野県病院薬剤師会
第 21 回日本医療薬学会年会 （2011.10）

3.

エルロチニブ服用患者の予後因子の探索
大工原直美 1, 三浦篤史 1, 両角延聡 2, 依田一美 1
1JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部, 2JA 長野厚生連佐久総合病院内科
第 21 回日本医療薬学会年会 （2011.10）

4.

pemetrexed 前投薬の開始時期に関する検討
篠原佳祐
JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部
第 21 回日本医療薬学会年会 （2011.10）

5.

がんを専門とする薬剤師のキャリアパス がん薬物療法を支える薬剤師になるために 長野県病院薬剤師会
の試み(To become pharmacists supporting chemotherapy: An approach by Nagano Society of Hospital
Pharmacists)(英語)
六波羅 孝(伊那中央病院 薬剤科), 三浦 篤史, 岡澤 香津子,
長野県病院薬剤師会学術委員会
第 70 回日本癌学会総会 (2011.09)

6.

抗がん剤調剤時における薬剤費節減対策
茂木俊子, 篠原佳祐, 大工原直美, 小林真也, 市川裕平, 橋詰さやか
JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部
第 21 回日本医療薬学会年会（2011.10）

―――2010―――
論文
1. 食道がん化学放射線療法における口内炎対策への薬剤師による介入効果の検討
小川原三絵*, 杉山昌秀
長野県厚生連佐久総合病院薬剤部
日本病院薬剤師会雑誌 46(7): 935-938, 2010.
2.

ゲムシタビン単剤療法による血液毒性の性差
三浦篤史 1, 2, 尾上雅英 1, 寺田智祐 1, 高橋一栄 1, 乾賢一 1
京都大学医学部附属病院薬剤部 1, 長野厚生連佐久総合病院薬剤部 2
医療薬学 36(1): 57-60, 2010.

学会発表
1. 食道がん化学放射線療法における好中球数と口腔粘膜炎重症度との関連性
杉山昌秀, 青木芙美
長野県厚生連佐久総合病院 薬剤部
第 20 回日本医療薬学会年会（2010.11）
2.

低用量オキシコドンによる意識レベル低下と血圧低下が疑われた一例
三浦篤史, 篠原佳祐, 三浦篤史, 山本亮, 木村哲郎
佐久総合病院 薬剤部,佐久総合病院 総合診療科, 佐久総合病院 内科
第 4 回日本緩和医療薬学会年会 (2010.9)

3.

パクリタキセルの筋肉痛・関節痛にノイロトロピン(TM)が有効と思われた一例
三浦篤史
佐久総合病院
第 20 回日本医療薬学会年会 （2010.11）

4.

地域連携に向けた医療用麻薬整備促進の試み
三浦 篤史, 依田 一美, 山本 亮, 木榑 菜美, 山田 明美, 井出 英輝, 林 和枝
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部
第 29 回社会薬学会年会 (2010.03)

5.

pemetrexed による副作用に関する検討
篠原佳祐, 市川裕平
JA 長野厚生連佐久総合病院
第 20 回日本医療薬学会年会（2010.11）

―――2009―――
論文
1. 上部消化管内視鏡的粘膜下層剥離術における薬剤管理指導の有用性
杉山 昌秀, 小川原 三絵, 堀田 欣一, 小山 恒男
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部, 同 胃腸科
消化器の臨床 (1344-3070)12 巻 3 号 Page332-335(2009.06)
2.

再発・進行頭頸部癌における S-1/weekly Docetaxel 併用放射線療法の処方設計支援と副作用対策
三浦 篤史, 小川原 三絵, 須田 裕之, 下枝 貞彦
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部, 東京薬科大学薬学部臨床薬剤学教室
日本緩和医療薬学雑誌 (1882-9783)2 巻 3 号 Page59-64(2009.09)

学会発表
1. 病薬連携に向けた保険薬局の地域緩和ケアネットワーク参加の試み

三浦篤史, 依田一美, 林和枝, 山本亮, 木榑菜美, 井出英輝, 山田明美
JA 佐久総合病院 薬剤部, 総合診療科, 看護部, 佐久薬剤師会, 地域連携室
第 3 回日本緩和医療薬学会年会 (2009.10)
2.

緩和ケアチームへの薬剤師の関わり
依田一美*1, *5, 三浦篤史*1, *5, 山本亮*2, *3, *5, 松川喜代子*3, *5, 小榑菜美*4, *5
*1 佐久総合病院薬剤部, *2 佐久総合病院総合診療科, *3 佐久総合病院地域ケア科, *4 佐久総合病院看護部,
*5 佐久総合病院緩和ケアチーム
第 65 回長野県農村医学会（2009.7）

3.

ゲムシタビン塩酸塩単剤療法の血液毒性に及ぼす性差の影響
三浦篤史 1, 2, 尾上雅英 1, 寺田智祐 1, 高橋一栄 1, 乾賢一 1
1 京都大学医学部附属病院薬剤部, 2JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部
第 19 回日本医療薬学会年会 （2009.10）

寄稿
1. リスクマネジメント 院内での薬剤師の活動 病棟における抗がん剤曝露防止対策への取り組み
杉山 昌秀, 小川原 三絵, 依田 一美, 藤沢 希代子, 依田 共江, 土屋 麻美子
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部, 看護部
医薬ジャーナル (0287-4741)45 巻 5 号 Page1417-1421(2009.05)
―――2008―――
論文
1. 塩酸ゲムシタビンによる皮疹発現に関する検討
杉山昌秀 1, 青木芙美 1, 比佐岳史 2, 堀田欣一 3
長野県厚生連佐久総合病院薬剤部 1, 長野県厚生連佐久総合病院内科 2, 長野県厚生連佐久総合病院胃腸科 3
日本病院薬剤師会雑誌 44(8): 1237-1239, 2008.
2.

オキシコドン徐放錠の薬物動態シミュレーションにより疼痛がコントロールできた 1 例
三浦 篤史, 両角 延聡, 下枝 貞彦
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 薬剤部, 内科, 新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室
日本緩和医療薬学雑誌 (1882-9783)1 巻 2 号 Page59-61(2008.09)

学会発表
1. 食道癌化学放射線療法における口内炎の口腔ケアによる対策
小川原三絵 1, 杉山昌秀 1, 藤沢希代子 2
1JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部, 2JA 長野厚生連佐久総合病院看護部
第 18 回日本医療薬学会年会（2008.9）
2.

緩和ケアチームへの薬剤師の関わり
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