
合同ポスター発表 
 

北海道薬剤師会薬局部・・・・・・・Ａ 

北海道病院薬剤師会・・・・・・・・Ｂ 

日本薬学会北海道支部・・・・・・・Ｃ 

日本社会薬学会北海道支部・・・・・Ｄ 

日本薬史学会北海道支部・・・・・・Ｈ 

 

    日 時 平成２５年５月 19 日（日）９：３０～１５：３０ 

    会 場 札幌コンベンションセンター １Ｆ 大ホールＡ 

 

○ 示説時間 奇数番号：１３：３０～１４：３０ 

       偶数番号：１４：３０～１５：３０ 

 

北海道薬剤師会薬局部 

Ａ－１ 在宅訪問実施に至ったケースの傾向分析と在宅服薬支援により改善した症例報告 

○ 三上夕介 1) 山田啓介 1) 渡辺麻里子 2) 對馬伸之 2) 髙橋寛子 2) 髙橋大輔 2) 

1)あおぞら薬局石川店 2)あおぞら薬局日吉店 

 

Ａ－２ ヘパリン類似物質含有クリーム剤の先発品と後発品の物性と使用感に関する製剤

学的評価 

◯佐藤卓馬 1)  谷本裕幸 2)  丁野純男 1) 

  1)北海道薬大 2)株式会社オストジャパン 

 

Ａ－３ 「ハイリスク薬服用患者の行動実態調査」～精神神経用剤を中心として～ 

○石川智一 1) 後藤新治 1) 小野寺淑 1)  高坂貴俊 1)  菊池聡 2) 高橋茂 中川晴恵 2)    

丸山香織 2) 

1)クリオネ新栄薬局 2)クリオネ中園町薬局  

 

Ａ－４ 停電災害時の対応に関するアンケート調査 

 ◯上田薫 遠藤喬 多田昌央 

北海道薬剤師会室蘭支部 

 

Ａ－５ 「薬剤師臨床セミナー」参加者に対するアンケート調査結果２０１２ 

－薬剤師の資質向上を目指して（第３報）－ 

○武田清孝 2) 上嶋文子 2) 小田雅子 2) 河合千賀子 2) 関沢祐一 2) 宮崎ゆりか 2)  

門間康成 2) 大江利治 2) 竹内伸仁 1) 

1)一般社団法人札幌薬剤師会 2)学術研修委員会 



Ａ－６ 在宅 DVD による在宅業務推進について 

〇川添利幸 齊藤綾佳 宮川明也 東谷崇之 佐々木敬美 土井真喜 古谷篤子  

水野芳宏 井野千枝子 

   ㈱コムファ 在宅推進委員会 

 

Ａ－７ 突合点検の返戻状況 

○佐々木康一 久米徹也 足達俊哉 遠藤喬 大倉康 

株式会社アポス 

 

Ａ－８ 調剤薬局における後発医薬品への変更推進と検証 voL2 

○糸井寛之 1) 菅原頼子 1) 田村真理恵 1) 大坂真樹 1) 佐藤光恵 1) 角田彩子 1)  

木村隆夫 2) 

1)クリオネ南４条薬局 2)クリオネ本社 

 

Ａ－９ 脳神経外科領域におけるアルツハイマー型認知症治療薬の服薬管理状況と問題点 

◯高橋正典 宮川明也 

㈱コムファ なの花薬局まさかえ店  

 

Ａ－10 レストレスレッグス症候群における、薬剤治療の有益性と副作用についての調査 

○竹村一輝 福士一美 加藤みゆき 

㈱コムファ なの花薬局望洋台店 

 

Ａ－11 喘息吸入指導の現状と吸入チェックシートの活用 

○谷内利州 佐々木陽子 横山史 岩崎真衣 土田みき 門馬忠弘 今井美和  

坂田嘉那子 

㈱コムファ なの花薬局札幌北３条店 

 

Ａ－12 未来の薬剤師のために～小学生職業体験イベント参加報告～ 

○井上佳彦 新明良子 辻直昭 樋栄邦直 藤澤賢吾 古庄崇彰 堀内健一 

藤澤芳則 

旭川薬剤師会広報部 

 

Ａ－13 お薬手帳を利用した患者情報共有化の試み 

◯深山義敬 上田薫 佐藤英二 赤松勉 照井潤 遠藤喬 坂野匠 多田昌央 

北海道薬剤師会室蘭支部 

 

Ａ－14 ＪＰＡＬＳ（日本薬剤師会生涯学習支援システム）への登録推進活動 

○門間康成 2) 上嶋文子 2) 岡山浩之 2) 河合千賀子 2)  



川口向司 2) 河野裕樹 2) 関沢祐一 2) 武田清孝 2) 大江利治 2) 竹内伸仁 1) 

   1)一般社団法人札幌薬剤師会 2)生涯学習支援 WG 

 

Ａ－15 お薬手帳を用いた薬剤情報提供における有益事例の収集 

○関沢祐一 2) 阿部弘幸 2) 石動郁子 2) 井藤達也 2) 今井桂子 2) 上嶋文子 2) 

河合広樹 2)  黒畑美津枝 2) 篠原一宏 2) 高崎雅彦 2) 滝沢麻理 2) 堤かおり 2)  

外山容子 2) 本郷文教 2) 薮田環己 2) 野木裕司 2) 大江利治 2) 竹内伸仁 1) 

1)一般社団法人札幌薬剤師会  2)病診委員会 

 

Ａ－16 シックデイの認識調査とその対応 

○酒井健太 竹江亮博 矢作徹 山崎亜規子 木幡則克 立花秀浩 菅原千尋 

後藤康男 八木一文 新井俊 

株式会社北見薬剤師会ミント調剤薬局  

 

Ａ－17 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ細粒と飲食物との混ぜ合わせによる、時間経過の苦味について 

○田中啓介 大野伴和 藤原舞子 遠藤泰明 松本健春 

まつもと薬局 

 

 

北海道病院薬剤師会 

Ｂ－１ 薬剤管理指導におけるチェックシートの活用  

―ハイリスク薬管理の質の向上と効率化― 

○矢羽羽雅行 1) 大坂谷将斗 1) 加藤良子 1) 山﨑裕美 1) 佐々木眞 2) 

函館五稜郭病院 1)薬剤科 2)企画課システム係 

 

Ｂ－２ 薬剤師病棟常駐による医療費抑制効果の試算 

○及川孝司 岩尾一生 遠藤泰 

北海道医療大学病院 

 

Ｂ－３ 禎心会病院における病棟薬剤業務の現状 

○岡野翔 1) 山田恵美 1) 森山真実 1) 伊藤桂子 1) 坂本和央 1) 速水章一 1) 

大江利治 2) 

1)社会医療法人 禎心会病院 薬剤科 2)社会医療法人 禎心会法人本部 

 

Ｂ－４ MicrosoftAccess で作成した DI データベースの運用 

○新崎祐馬 宮本康史 上野英文 

砂川市立病院 

 



Ｂ－５ 後発医薬品への変更後に発疹、肝機能障害が発現した一例 

○髙橋誠 猪俣雅之 福井美規子 吉嶋抄苗 渡辺祐子 佐々木佳子 鈴木直哉 

徳村麻衣子 地主隆文 青田忠博 

北海道消化器科病院 薬局 

 

Ｂ－６ 市立釧路総合病院における疑義照会記録のデータベース化と 

有用性についての検討 

○酒井翔吾 本川聡 

市立釧路総合病院 薬局 

 

Ｂ－７ 札幌医科大学附属病院薬品情報室における問い合わせや情報提供業務の調査 

○木明智子 菊池敦子 中田浩雅 野田師正 宮本篤 

札幌医科大学附属病院薬剤部 

 

Ｂ－８ 療養型病院における持参薬業務の分析から見出された意義と問題点 

○山口晶司 福田健吾 

釧路中央病院 

 

Ｂ－９ 電子カルテによる持参薬管理システム導入と病棟常駐化に伴う持参薬業務の変化 

○田村研太郎 吉田さゆり 里利恵子 中岡由貴 秋葉恵子 多地貴則 簑島弓未子

下道一史 後藤吉延 

旭川赤十字病院 薬剤部 

 

Ｂ－10 化学療法に伴う口腔粘膜障害に対し、ロペラミド含嗽水を使用した５症例 

○黒瀧茉美 長尾裕悟 菅野崇淑 近藤覚也 

製鉄記念室蘭病院 薬剤部 

 

Ｂ－11 パニツムマブの皮膚障害と支持療法の評価 

○岩﨑弘晃 山下順也 菅野修平 畠中仁大 泉克明 坂井英夫 

医療法人 王子総合病院薬剤科 

 

Ｂ－12 Mohs 軟膏導入時の薬剤師の関わり 

○佐藤文哉 1) 杉浦央 1) 近藤覚也 1) 長尾裕悟 1) 2) 青郷裕美 2) 佐藤由美 2) 

1)社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 薬剤部  2)緩和ケアチーム 

 

Ｂ－13 デノスマブ投与患者における低 Ca 血症の発現状況 

○畠山智明 伊藤健剛 登谷佳奈 吉川香理 徳永和浩 石村彰啓 鈴木拓也  

佐藤真生 梶原孝弘 吉田有香 高瀬雅司 石山としえ 中田昌樹 篠原一宏 

KKR 札幌医療センター 



Ｂ－14 オキサリプラチンによる末梢神経障害の副作用調査 

○佐々木佳子 地主隆文 猪俣雅之 福井美規子 吉嶋抄苗 渡辺祐子 鈴木直哉 

徳村麻衣子 髙橋誠 青田忠博 

北海道消化器科病院 薬局 

 

Ｂ－15 TS-1 服用による口内炎発生状況と含嗽剤の使用調査 

○渡辺祐子 地主隆文 猪俣雅之 福井美規子 吉嶋抄苗 佐々木佳子 鈴木直哉 

徳村麻衣子 髙橋誠 青田忠博 

北海道消化器科病院 薬局 

 

Ｂ－16 鎮痛補助薬ケタミンのオピオイドとの併用効果と安全性に関する検討 

○神山秀一 1,3) 小田浩之 2) 加納宏樹 1) 後藤仁和 1) 平出幸子 3) 富樫廣子 3) 

岩井新治 1)  合田由紀子 2) 

1)市立札幌病院 薬剤部 2)同緩和ケア内科  

3)北海道医療大学 薬学部 病態生理 

 

Ｂ－17 非小細胞肺がん患者を対象としたカルボプラチン/ペメトレキセド/ベバシズマブ

併用療法の副作用調査と薬剤管理への関わり 

○梅原健吾 大津圭介 若本あずさ 初山多恵 佐藤秀紀 

札幌南三条病院 薬剤部 

 

Ｂ－18 ４０％尿素軟膏を使用した爪白癬治療 

○瀧澤昌司 1)  安本瞳 1)  池内恵 1)  今村倫子 1)  山村千鶴 1)  上坂博樹 1) 

伊東敏雅 1)  益満義躬 2) 

1)愛全会 愛全病院薬剤科 2)診療部  

 

Ｂ－19 「ベバシズマブ眼内注射液」調製に対する薬剤部の取り組みと使用状況報告 

○渡邊清人 元木孝 高柳昌宏 千田泰健  

釧路赤十字病院 

 

Ｂ－20 長期療養型病院における感染対策への介入と効果 

－手指衛生への継続的な活動－ 

○横内淳子 1) 金澤卓也 1) 黒澤菜穂子 2) 

1)札幌エルム病院 2)北海道薬大 

 

Ｂ－21 町立中標津病院における管理抗菌薬使用届出制導入に伴う効果 

○山田裕樹 田中順一 東后真奈美 走出利政 寺崎康展 

町立中標津病院感染対策チーム 



Ｂ－22 高齢者に対するバンコマイシン投与法についての考察 

○小嶋希望 坪田晃司 宮本康史 新崎祐馬 堀本ふみ 横山朝子 倉島弘道 

上野英文 

砂川市立病院 

 

Ｂ－23 砂川市立病院における緑膿菌の感受性率と抗菌薬使用量の変化、要因について 

〇坪田晃司 小嶋希望 倉島弘道 河合祐輔 吉田憲史 田中喜倫 高野陽平 

竹内里哉 吉村恵理 平井まな 宮本康史 上野英文 

砂川市立病院 

 

Ｂ－24 感染防止対策地域連携カンファレンスの現状と今後の課題 

○鈴木正樹 井上陽介 牧瀬英知 糸川貴之 橋本光生 白府敏弘 後藤吉延 

旭川赤十字病院 薬剤部 

 

Ｂ－25 ＣＳ向上に向けた待ち時間調査と待ち時間減少に向けての対策 

○奥亜耶 西田純子 小野地雅司 宮川征久 橋本奈々恵 瀧澤奈々 

㈱コムファ なの花薬局美しが丘店 

 

Ｂ－26 当院での非定型抗精神病薬の使用状況 

○玉川淳一 

清水桜が丘病院 薬剤部 

 

Ｂ－27 糖尿病合併がん患者へのデキサメタゾン投与の影響について 

○松原浩司 伊佐治麻里子 直江可奈子 前田直大 橋本哲郎 作田典夫 新岡正法 

市立小樽病院 薬局 

 

Ｂ－28 お薬手帳提示によりリセドロン酸ナトリウム錠休薬後に抜歯処置が行われた 1 例 

－歯科診療所からの相談事例を通して－ 

○岩尾一生 1,2)  小佐川圭司 3)  永易裕樹 4)  遠藤泰 1,2)  

1)北医療大病院薬 2)北医療大薬 3)K’s デンタルクリニック 4)北医療大歯 

 

Ｂ－29 薬剤師業務に対する当院医師の評価と展望 

○田中順子 長崎淳彦 

釧路孝仁会記念病院薬剤科 

 

Ｂ－30 道東のエイズ中核拠点病院の現状と抗 HIV 薬服用患者へのアンケート調査結果 

○高橋道生 小川洋司 

釧路労災病院 



日本薬学会北海道支部 

Ｃ－１ Delphinium 属植物の塩基成分の探索研究(1) 

○千葉亮太 松岡 慧 金澤里奈 鈴木都子 生田 翠 和田浩二 

北海道薬大 

 

Ｃ－２ オクトリカブトの塩基成分の探索研究(3) 

○竹田桂子 宗像奈央子 内田麻梨子 和田浩二 

 北海道薬大 

 

Ｃ－３ α-ハロ-α-ジアゾカルボニル化合物を用いた分子間不斉シクロプロパン化反応 

 呂 夢， 

○小林優貴 竹田幸司 穴田仁洋 橋本俊一 

北大院・薬 

 

Ｃ－４ 銅触媒環化反応を利用したビスエリプチシンアルカロイドの合成研究 

○村永諒 石部祥果 上田香織 仲村修平 阿部匠 石倉稔 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－５ 新規タンデム Pummerer 型反応の開発 

○桜田尚季 仲村修平 池田敏明 阿部匠 石倉稔 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－６ 3-アミノインドールを経由する cryptolepine の全合成 

○水野詩佳 立石莉穂 木次谷和孝 山田康司 石倉稔 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－７ Hyrtioreticulin C および Dの合成研究 

○長田梨沙 杉田春菜 山田康司 石倉稔 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－８ 抗腫瘍活性 calothrixin B 誘導体の合成と抗腫瘍活性の解析 

○千葉瞳 1) 佐藤梨早 1) 波多江典之 1) 西山卓志 1) 町支臣成 2) 日比野俐 2) 

阿部匠 1) 岡田知晃 1) 石倉稔 1) 豊田栄子 1) 

 1)北海道医療大・薬 2)福山大・薬 

 

Ｃ－９ ヒト肝ミクロソームにおけるカンデサルタンのエポキシドヒドロラーゼ活性への

影響 

○升井樹 千田明日菜 戸田貴大 早川達 猪爪信夫 

北海道薬大 

 



Ｃ－10 ラットにおける生体内ビタミン B6濃度に及ぼすアルデヒドオキシダーゼ活性の系

統差 

○北岡知恵 立石諒 村山亮 森田美樹 三沢京介 石川美香 條野敦史 小林大祐 

吉村昭毅 和田啓爾 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－11 分子イメージングによるがん幹細胞の特性解析 

○加藤雄也 工藤成美 佐藤永楽 佐藤隆太郎 舘岡さおり 近野優 西川亮太  

田中耕太 寺崎将 増田園子 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－12 ヒト大腸がん幹細胞の単離と特性解析 

○西川亮太 近野優 舘岡さおり 佐藤隆太郎 佐藤永楽 工藤成美 加藤雄也 

田中耕太 寺崎将 増田園子 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－13 Cancer stem cell 標的薬の迅速評価法の開発 

○田中耕太 加藤雄也 工藤成美 佐藤永楽 佐藤隆太郎 舘岡さおり 近野優 

西川亮太 寺崎将 増田園子 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－14 マクロファージ細胞株 RAW264.7 における IL-33 産生調節機構 

〇菊池義明 柳川芳毅 深尾将史 鈴木百華 平出幸子 松本真知子 富樫廣子 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－15 鎮痛補助薬ケタミンに関する実験的研究 

○木谷司 1) 神山秀一 1､2) 松本真知子 1) 平出幸子 1) 井上純孝 1) 柳川芳毅 1)  

鹿内浩樹 1) 島村佳一 1) 小田浩之 3)  後藤仁和 2) 岩井新治 2) 合田由紀子 3)  

富樫廣子 1) 

1)北海道医療大・薬  2)市立札幌病院薬剤部  3)市立札幌病院緩和ケア内科 

 

Ｃ－16 嘔吐誘発に関連する末梢および中枢のセロトニン、サブスタンス P 動態に及ぼす

抗がん剤の影響 

◯工藤冴 丸山康介 高木美奈子 町田拓自 飯塚健治 平藤雅彦 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－17 圧力負荷による血管平滑筋細胞肥大作用に及ぼすドコサヘキサエン酸の効果 

◯竹鼻真梨、町田拓自、中野敬太、久保田誠樹、松田知美、飯塚健治、平藤雅彦 

  北海道医療大・薬 



Ｃ－18 血管内皮細胞における糖尿病治療薬エパルレスタットの影響 

○阿部なつき 佐藤恵亮 山佳織 村尾優 丹保好子 

北海道薬大 

 

Ｃ－19 ヘムオキシゲナーゼ-1 に対するエパルレスタットの影響 

○菅原久美子 佐藤恵亮 山佳織 村尾優 角谷直志 丹保好子 

北海道薬大 

 

Ｃ－20 ラットの肝臓組織 LDL 受容体タンパク発現に対する fluvastatin 持続静注の影響 

○竹内涼太 渡辺貴博 廣瀬皓己 大西真奈美 吉田聖也 野崎翔太 清水目朋子 

市原和夫 加納誠一朗 

北海道薬大 

 

Ｃ－21 肺粘液層への薬物送達キャリアーとしての PEG 修飾リポソームの有用性 

金子圭太 戸上紘平 ◯丁野純男 

北海道薬大 

 

Ｃ－22 メチルセルロース／ジェランガム混合液剤の物性に及ぼす薬物の影響 

○下山哲哉 高橋彩 小林正拓 高畑雅臣 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－23 サルブタモール添加によるメチルセルロース液剤の物性への影響 

○小林正拓 下山哲哉 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－24 メチルセルロース/アルギン酸液剤の物性に及ぼす保存温度の影響 

○畠恵梨 下山哲哉 平田萌 宮城由莉子 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－25 メチルセルロース/ジェランガム液剤の物性に及ぼす保存温度の影響 

○平田萌 下山哲哉 畠恵梨 宮城由莉子 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－26 経口メチルセルロース液剤の薬物放出性に及ぼすショ糖脂肪酸エステルの影響 

○久保瞳 下山哲哉 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

 



Ｃ－27 キシログルカン／ジェランガム混合系による経口ゼリー剤の設計 

○山根侑子 下山哲哉 伊藤邦彦 小林道也 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－28 抗がん剤によるアナフィラキシーショックの発現機序とその対策についての考察 

◯杉山泰亮 飯塚健治 町田拓自 平藤雅彦 

北海道医療大・薬 

 

日本社会薬学会北海道支部 

Ｄ－１  化学に不安を持つ学生に対する学習支援の試み ― 工夫を重ねて ― 

〇高梨香織 

北海道薬大 

 

Ｄ－２ manaba folio を活用した６年次学生に対する医薬品情報の収集・加工・提供に関

する演習 

○山下美妃 梅田純代 黒澤菜穂子 伊東佳美 大滝康一 今田愛也 坂東勉  

古田精一 町田麻依子 柳本ひとみ 渡辺泰裕 

北海道薬大 

 

Ｄ－３  長期実務実習報告 

○小田由美子 

株式会社ツルハ 調剤薬局ツルハドラッグ大麻店 

 

Ｄ－４  漢方製剤を飲みやすくするための工夫  

○橋本義人 

調剤薬局ツルハ山の手店 

 

Ｄ－５  患者様本人が来局できない方への服薬指導としてのアプローチ 

○藤原澄子 1) 馬庭ちはる 2) 

1)㈱ツルハ琴似中央店 2)㈱ツルハ北大前店 2) 

 

Ｄ－６  禁煙治療における薬物療法および行動療法について 

○樽井純一 福田雄哉 吉町昌子 後藤輝明 

株式会社ツルハ 

 

Ｄ－７ 小児の薬好きとその後のビール嗜好について 

○松本隆亜 吉町昌子 後藤輝明 

株式会社ツルハ 調剤薬局ツルハドラッグ滝川朝日町店 



Ｄ－８  地域住民の自己健康管理に関わる薬局サービスの検討 

○倉野洋輔 1) 俵谷裕之 1) 岡﨑光洋 1) 高市和之 2) 

1)北海道薬大  2)二十四軒薬局 

 

Ｄ－９  お薬手帳の電子化に関する薬剤師の意識調査 

○俵谷裕之 倉野洋輔 岡﨑光洋 

北海道薬大 

 

Ｄ－10  地域住民からの健康相談対応に期待される看護師と薬剤師の連携に関する調査研    

究 

○平塚美奈 1) 岡﨑光洋 1) 下田智子 2) 良村貞子 2) 小笠原克彦 2) 

1)北海道薬大  2)北海道大学大学院保健科学研究院 

 

Ｄ－11  道内 10 都市における在宅医療廃棄物の処理に対する薬局薬剤師の意識調査 

○木下愛 野田久美子 若松賢 吉田栄一 唯野貢司 

北海道医療大薬 

 

Ｄ－12  患者服薬アドヒアランスとその影響要因に関する実証研究 

〇栗田真里 1) 佐々木麻友 1) 横川加寿男 1) 坪田健太郎 2) 米田麻友子 2)  

古田精一 2) 島森美光 2) 早瀬幸俊 2) 櫻井秀彦 2) 

1)㈱メイプル  2)北海道薬大 

 

Ｄ－13  患者服薬アドヒアランスならびに満足度への影響因子の比較検討 

〇佐々木麻友 1) 栗田真里 1) 横川加寿男 1) 米田麻友子 2) 坪田健太郎 2) 

島森美光 2) 古田精一 2) 早瀬幸俊 2) 櫻井秀彦 2) 

1)㈱メイプル  2)北海道薬大 

 

Ｄ－14  ランソプラゾール OD 錠の先発品と後発品の簡易懸濁性能および粉砕可否 

○中村勝貴 1) 松井萌 1) 金子圭太 1,2) 丁野純男 1) 

1)北海道薬大  2)苫小牧東病院薬剤科 

 

Ｄ－15  アスピリン腸溶錠の品質評価 

○佐藤翔太 柳谷寛人 久保儀忠 八木直美 

北海道医療大薬 

  

Ｄ－16  ボグリボース口腔内崩壊錠の製品間における比較検討Ⅰ ‐品質評価の比較‐ 

○伊東彩奈 雛形麻理子 久保儀忠 八木直美 

北海道医療大薬 



Ｄ－17  ボグリボース口腔内崩壊錠の製品間における比較検討Ⅱ  

‐インタビューフォームの比較‐ 

○信田美和子 金谷勇生 金子友紀 堀切あゆみ 渡部ことみ 久保儀忠  

八木直美 

北海道医療大薬 

 

Ｄ－18  プロドラッグのインタビューフォーム等に記載されている血中濃度の比較 

○久保儀忠 八木直美 

北海道医療大薬 

 

日本薬史学会北海道支部 

Ｈ－１ 後志の薬史 人物編：アスパラガスの父 下田喜久三（第一報） 

（北海道薬大） ○小松健一 島森美光 

  （日本薬史学会） 吉沢逸雄 西川隆 


