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 2020年8月31日  

 

2020年度日本医療薬学会学会賞受賞者・受賞論文 

一般社団法人日本医療薬学会 

2020年度本学会の学会賞受賞者及び受賞論文は、下記のとおりに決定いたし

ましたのでお知らせいたします。 

（五十音順、掲載順、敬称略） 

【功績賞】（３名） 

河原 昌美  （愛知学院大学 薬学部） 

武田 泰生  （鹿児島大学病院 薬剤部） 

宮﨑 長一郎 （有限会社宮﨑薬局） 

 

【振興賞】（２名） 

折井 孝男  （NTT東日本関東病院 薬剤部） 

濱 敏弘   （公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部） 

 

【日本医療薬学会賞】（１名） 

山田 安彦  （東京薬科大学 薬学部） 

＜研究の主題＞ 

「医薬品の適正な臨床使用と開発を目指した薬効解析研究の展開」 

 

【学術賞】（１名） 

森田 真也  （滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部） 

＜研究題目＞ 

「全リン脂質クラス高感度ハイスループット定量法の開発」 
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【奨励賞】（４名） 

尾田 一貴  （熊本大学病院 薬剤部） 

＜研究題目＞ 

「薬剤耐性菌感染症制圧を企図した抗菌薬個別化投与設計」 

 

小林 一男  （公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部） 

＜研究題目＞ 

「がん薬物療法における経口抗がん薬の曝露対策とアドヒアランスおよび

副作用マネジメントに関する研究」 

 

齋藤 佳敬  （北海道大学病院 薬剤部） 

＜研究題目＞ 

「がん専門薬剤師による臨床アウトカムの創出」 

 

横山 雄太  （慶應義塾大学 薬学部） 

＜研究題目＞ 

「Pharmacokinetics/pharmacodynamicsに基づいた抗菌薬の感染症予防および

治療における個別最適化に関する研究」 

 

【医療薬学誌論文賞】（３報） 

＜論文題目＞  

「外来糖尿病患者に対する「薬剤師外来」の成果」 

＜著者＞ 

白髪恵美，大西順子，廣本 篤，李 美淑，手嶋大輔，毎熊隆誉 

（医療薬学Vol.45, No.3, 135-142） 
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＜論文題目＞  

「ナショナルレセプトデータベースを用いた周術期せん妄の発症要因に

関する研究」 

＜著者＞ 

榊原由子, 落部達也, 甘利涼香, 頭金正博 

（医療薬学Vol.45, No.4, 195-207） 

 

＜論文題目＞  

「アイトラッキング手法を用いた薬剤師の視線動向に基づく調剤エラー

の発生メカニズムの解明」 

＜著者＞ 

辻敏和，永田健一郎，佐々木恵一，末次王卓，渡邊裕之，金谷朗子，増田智先 

（医療薬学Vol.45, No.9, 493-503）  

 

【JPHCS誌論文賞】（３報） 

＜論文題目＞  

「Multiday corticosteroids in cancer chemotherapy delay the diagnosis of and 

antimicrobial administration for febrile neutropenia: a double-center retrospective 

study」 

＜著者＞ 

Hiroki Uda, Yukio Suga, Eriko Toriba, Angelina Yukiko Staub, Tsutomu Shimada, 

Yoshimichi Sai, Masami Kawahara and Ryo Matsusita（JPHCS 2019 5:3） 

 

＜論文題目＞  

「Incidence and risk factors of neonatal hypoglycemia after ritodrine therapy in 

premature labor: a retrospective cohort study」 

＜著者＞ 

Shoko Shimokawa, Akiko Sakata, Yukio Suga, Kazuya Isoda, Shingo Itai, Katsuhiko 

Nagase, Tsutomu Shimada and Yoshimichi Sai（JPHCS 2019 5:7） 
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＜論文題目＞  

「Investigation of factors that cause insulin precipitation and/or amyloid formation 

in insulin formulations」 

＜著者＞ 

Yui Ohno, Tomohiro Seki, Yu Kojima, Ryotaro Miki, Yuya Egawa, Osamu Hosoya, Keizo 

Kasono and Toshinobu Seki（JPHCS 2019 5:22） 

 

【Postdoctoral Award】（１０名） 

朝居 祐貴  （三重中央医療センター 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「肝外臓器における薬物代謝酵素の反応速度論的解析及び発現変動に関する

研究」 

 

宇野 貴哉  （国立循環器病研究センター 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「免疫抑制薬の適正使用に向けた薬物代謝ならびに相互作用を基盤とし

た臨床薬学研究」 

 

大橋 健吾  （大垣市民病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「薬剤師が主導する抗菌薬適正使用支援体制の確立と臨床薬学的介入の

有用性に関する研究」  

 

片田 佳希  （京都大学医学部附属病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「プロトコルに基づく薬物治療管理における薬剤師の貢献に関する研究」 
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神谷 貴樹  （滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「Low Body Mass Index and Myeloablative Conditioning Regimen Prolong the 

Duration of Parenteral Nutrition During Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation」 

 

末次 王卓  （九州大学病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「造血幹細胞移植のタクロリムス個別化投与設計に向けた臨床情報・遺伝子

多型情報の有用性解明に関する研究」 

 

スタッブ 由紀子 （金沢大学附属病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「希少がん治療における安全性の向上を指向した有害事象管理・個別化薬物

療法の開発」 

 

瀨山 翔史  （慶應義塾大学病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「インフルエンザ菌の薬剤耐性に関する研究」 

 

平出 誠   （星薬科大学 薬学部） 

＜学位論文題目＞ 

「がん患者における静脈血栓塞栓症と抗凝固療法に関する研究」 

 

星川 昂平  （浜松医科大学附属病院 薬剤部） 

＜学位論文題目＞ 

「心不全患者においてCYP3A5遺伝子多型がトルバプタンの薬物動態に及ぼす

影響とそれらのCYP3A活性の内因性マーカーおよび血清ナトリウム値との

関係」 


