第 45 回日本小児臨床薬理学会学術集会
プログラム
会期：2018 年 10 月 6 日（土）～ 7 日（日）
会場：東京ビッグサイト TFT ホール
会長講演

10 月 6 日（土）9：00 ～ 9：30【第 1 会場】ホール 500

「進化を続ける小児薬物療法」
石川 洋一（明治薬科大学 薬学部）

教育講演

10 月 6 日（土）13：35 ～ 15：05【第 1 会場】ホール 500

「進化を続ける小児医薬品開発」
座長：佐藤 淳子（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）
石川 洋一（明治薬科大学）

EL-1 「日本における小児医薬品開発・評価のオーバビュー」
中村 秀文（国立成育医療研究センター 臨床研究センター）

EL-2 「日本小児科学会の小児医薬品開発推進に向けた研究事業」
中川 雅生（医療法人啓信会 京都きづ川病院）

EL-3 「PMDA の動向」
大内 貴司（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）

EL-4 「欧米における小児製剤の開発動向」
原田 努（昭和大学薬学部 基礎医療薬学講座 薬剤学部門）

シンポジウム 1

10 月 7 日（日）9：30 ～ 11：00【第 1 会場】ホール 500

「妊婦・授乳婦の薬：最新のデータをどう読み解くか」
座長：伊藤 真也（トロント小児病院・トロント大学小児科）
中島 研（独立行政法人国立病院機構相模原病院 薬剤部）

S-1-1 「催奇形性をどう判断するか：アセトアミノフェンの例と最近の知見」
伊藤 真也（トロント小児病院・トロント大学小児科）

S-1-2 「薬剤を使用する妊婦授乳婦の診療にどのように取り組むか

向精神薬を中心に」

鈴木 利人（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 メンタルクリニック）

S-1-3 「妊娠と薬剤使用の安全性評価における有用な研究方法論：バルプロ酸の例から」
小林 徹（国立成育医療研究センター 臨床研究センター）

シンポジウム 2

10 月 7 日（日）15：10 ～ 16：40【第 1 会場】ホール 500

「臨床と研究の架け橋：連携が小児薬物療法の進化を促す」
座長：福田 剛史（シンシナティ小児病院医療センター・シンシナティ大学医学部 小児学）
中村 秀文（国立成育医療研究センター 臨床研究センター）

S-2-1 「難治性リンパ管疾患に対するシロリムス療法の医師主導治験を通じて」
小関 道夫（岐阜大学医学部附属病院 小児科）

S-2-2 「小児薬物療法の臨床、研究における連携 －医師の立場から－」
庄司 健介（国立成育医療研究センター 感染症科）

S-2-3 「小児薬物療法研究の連携 －薬剤師の立場から－」
齊藤 順平（国立成育医療研究センター 薬剤部）

S-2-4 「薬物動態学的研究を薬剤師が臨床にどう活かすか
～医師・臨床薬理学研究者との連携から考える～」
山田 孝明（九州大学病院 薬剤部／シンシナティ小児病院医療センター臨床薬理部門）

教育セミナー

10 月 7 日（日）14：35 ～ 15：10【第 1 会場】ホール 500

ELS-1 「子どもの疼痛管理」
座長：加賀谷 肇（一般社団法人医薬品適正使用・乱用防止推進会議）
演者：多田羅 竜平（大阪市立総合医療センター 緩和医療科）

共催教育セミナー1

10 月 6 日（土）11：10 ～ 12：00【第 1 会場】ホール 500

SE-1-1 「最近のウイルス性胃腸炎について－ロタウイルス・ノロウイルスを中心に－」
座長：岩田 敏（国立研究開発法人国立がん研究センター 中央病院感染症部）
演者：片山 和彦（北里大学北里生命科学研究所 感染制御科学府 ウイルス感染制御学 1）
共催：第一三共株式会社／ジャパンワクチン株式会社

共催教育セミナー2

10 月 7 日（日）8：30 ～ 9：20【第 1 会場】ホール 500

SE-2-1 「先天性心疾患術後における肺動脈性肺高血圧症の管理と治療」
座長：山谷 明正（国立成育医療研究センター 薬剤部）
演者：川﨑 志保理（順天堂大学医学部附属順天堂医院）
共催：ファイザー株式会社

共催シンポジウム

10 月 6 日（土）16：15 ～ 17：45【第 1 会場】ホール 500

「
「説得ではなく納得」の小児外来抗菌薬適正使用」
座長：笠井 正志（兵庫県立こども病院 小児感染症科）
由留部 圭伍（地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院）

SS-1

「外来診察で必要かつ重要な抗菌薬 ～大枠はアモキシシリンで十分である～」
伊藤 健太（あいち小児保健医療総合センター）

SS-2

「患者さんに納得してもらうために
小児科外来における抗菌薬の適正使用と患者さんの納得を得るためのコミュニケーション」
白岡 亮平（医療法人社団ナイズ）

SS-3

「抗菌薬への保護者の思いを聴く」
前田 雅子（まえだ耳鼻咽喉科クリニック）

SS-4

「山口県内の薬剤師における AMR の認識と今後の課題」
三浦 哲也（アップル薬局）
共催：高田製薬株式会社

大西記念小児臨床薬理学会賞受賞記念講演
10 月 7 日（日）14：05 ～ 14：25【第 1 会場】ホール 500
「小児に対するバンコマイシン初期投与法のモデリング＆シミュレーションによる評価」
座長：石川 洋一（明治薬科大学 薬学部）
演者：橋本 直人（東京女子医科大学病院 薬剤部／前・日本薬科大学薬学部 臨床薬学教育センター）

ランチョンセミナー1
LS-1

10 月 6 日（土）12：20 ～ 13：20【第 1 会場】ホール 500

「小児 AD/HD 治療薬の現状と今後の開発」

座長：石崎 優子（関西医科大学総合医療センター）
演者：佐々木 剛（千葉大学医学部附属病院）
共催：塩野義製薬株式会社／シャイアー・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー2
LS-2

10 月 6 日（土）12：20 ～ 13：20【第 2 会場】ホール 300

「患者様にとって飲みやすい製剤、扱いやすい製剤を求めて」

座長：内田 直樹（昭和大学医学部）
演者：倉田 なおみ（昭和大学薬学部）
共催：エスエス製薬株式会社

ランチョンセミナー3
LS-3

10 月 7 日（日）12：20 ～ 13：20【第 1 会場】ホール 500

「小児外用療法を見直す！アレルギー療法の変遷と剤形選択の真髄」

座長：石川 洋一（明治薬科大学）
演者：大矢 幸弘（国立成育医療研究センター・アレルギーセンター）
大谷 道輝（杏雲堂病院 診療技術部 兼 薬剤科）
共催：マルホ株式会社

ランチョンセミナー4
LS-4

10 月 7 日（日）12：20 ～ 13：20【第 2 会場】ホール 300

「小児 IBD 診療における生物学的製剤の位置付け」

座長：高橋 弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院 薬剤部）
演者：新井 勝大（国立成育医療研究センター 消化器科）
共催：日本化薬株式会社

プレナリーセッション

10 月 6 日（土）9：30 ～ 11：00【第 1 会場】ホール 500

座長：山本 康次郎（群馬大学医学部附属病院）
松倉 誠（崇城大学薬学部）

PS-1

「訪問薬剤管理指導を必要とする小児科患者の散剤調剤の現状」
川名 三知代（ココカラファイン薬局砧店）

PS-2

「フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム投与による血圧への影響」
寺岡 知香（大阪母子医療センター 薬局）

PS-3

「乳児血管腫に対する院内製剤プロプラノロールクリームの調製および臨床評価」
Preparation and clinical efficacy of propranolol cream as a hospital
formulation with infantile hemangioma
柏倉 康治（静岡県立大学 薬学部 実践薬学分野）

PS-4

「小児・新生児におけるテイコプラニン標準投与量の有用性評価ならびに至適投
与法の検討」
山田 孝明（九州大学病院薬剤部／シンシナティ小児病院医療センター臨床薬理部門）

PS-5

「授乳期におけるカフェイン摂取の意識調査と母乳中のカフェイン濃度について」
香西 祥子（JA 香川厚生連 屋島総合病院 産婦人科／香川大学医学部 小児科）

PS-6

「新生児低体温療法のゲンタマイシン薬物動態への影響」
見崎 知子（愛知医科大学病院 薬剤部）

一般演題（口演）
一般演題 1

10 月 6 日（土）15：15 ～ 16：05【第 1 会場】ホール 500

座長：石崎 優子（関西医科大学総合医療センター 小児科）
河田 興（摂南大学 薬学部 実践薬学）

O-1-1 「XIAP 欠損症患者の同種造血幹細胞移植における薬剤師の関わり -2 症例の経験
から」
千葉 杏子（国立成育医療研究センター 薬剤部）

O-1-2 「MTX 排泄遅延に対し l-LV 製剤による救援療法を施行した症例」
丹沢 彩乃（国立成育医療研究センター 薬剤部）

O-1-3 「舌下免疫療法における有害事象と抗ヒスタミン薬の併用に関する検討」
近藤 佳代子（社会医療法人財団新和会八千代病院 小児アレルギーセンター 薬剤部）

O-1-4 「アセトアミノフェン静注液点滴投与で症状悪化し、スティーブンス・ジョンソ
ン症候群の診断に至った 2 症例」
溝口 達弘（国立病院機構嬉野医療センター小児科）

O-1-5 「神経発達症におけるグアンファシン塩酸塩の効果」
中川 栄二（国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科）

一般演題 2

10 月 6 日（土）15：15 ～ 16：05【第 2 会場】ホール 300

座長：田中 敏博（JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 小児科）
佐橋 幸子（公立大学法人 横浜市立大学附属病院）

O-2-1 「2017 年厚生労働省使用制限注意喚起前後のコデイン感冒薬の使用頻度の変化に
ついて」
鬼頭 敏幸（愛知学院大学薬学部疾患病態学）

O-2-2 「当院における抗生物質の使用状況の検討」
山崎 茉莉（社会医療法人財団新和会八千代病院 薬剤部）

O-2-3 「抗インフルエンザ薬の使用実態調査
～2017/2018 年

当院における使用状況～」

久保 美由紀（京都きづ川病院 薬剤科）

O-2-4 「小児専門病院における薬剤師主導 AST 活動」
三輪 祐太朗（兵庫県立こども病院）

O-2-5 「多摩地区の医療機関における抗菌薬の採用状況」
森川 和彦（東京都立小児総合医療センター 臨床研究支援センター）

一般演題 3

10 月 7 日（日）11：10 ～ 12：00【第 1 会場】ホール 500

座長：平野 慎也（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター新生児科）
冨家 俊弥（医療法人同愛会 小澤病院）

O-3-1 「小児を中心とした結核予防に対する BCG 効果のメタアナリシス分析」
岡 良成（地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院 薬剤部）

O-3-2 「新生児細菌性結膜炎の発症予防における出生時抗菌点眼薬の必要性に関する調
査」
大橋 知佳（杏林大学医学部付属病院薬剤部）

O-3-3 「妊婦にバレニクリンを使用した際の胎児への影響と禁煙効果」
永井 絵里子（大阪母子医療センター 薬局）

O-3-4 「本邦の SSRI・SNRI 母体使用による新生児不適応症候群、離脱症候群について
国立病院機構成育医療ネットワーク研究の報告」
河田 興（摂南大学薬学部／NHO 成育ネットワーク（SSRI 研究））

O-3-5 「GLP-1 受容体作動薬、SGLT2 阻害薬を含む複数の糖尿病用薬を 妊娠 21 週まで
使用した妊婦から出生した児の一例」
喜田 孝史（京都医療センター 薬剤部）

一般演題 4

10 月 7 日（日）11：10 ～ 12：00【第 2 会場】ホール 300

座長：佐古 まゆみ（国立研究開発法人国立成育医療研究センター
臨床研究センター 開発推進部 臨床試験推進室）

小林 靖奈（新潟薬科大学 薬学部薬効安全性学研究室）

O-4-1 「高カロリー輸液用基本液とリン酸ナトリウム補正液との配合変化
NICU での処方例における検討」
秋山 直子（産業医科大学病院薬剤部）

O-4-2 「小児病棟スタッフ向けの薬剤試飲会開催とアンケート調査について」
久保 拓己（国立国際医療研究センター病院）

O-4-3 「小児用医薬品開発における参照集団の有効性評価結果の統計的活用の検討
統計的活用法を適用可能な小児医薬品開発計画を同定するための決定樹」
山﨑 祐実（グラクソ・スミスクライン株式会社 バイオメディカルデーターサイエンス部）

O-4-4 「小児心臓外科手術後における筋弛緩薬投与の現状調査」
稲垣 彩美（昭和大学横浜市北部病院 薬剤部／昭和大学病院 病院薬剤学講座）

O-4-5 「病院職員の麻疹・風疹・水痘・ムンプス対策をガイドラインに基づいて再考する」
田中 敏博（静岡厚生病院 小児科）

一般演題（ポスター）
ポスター発表

10 月 6 日（土）9：00 ～ 17：45
10 月 7 日（日）8：30 ～ 16：30

P-1

「味覚試験による小児用抗菌薬の院内採用選定方法の検討」
十川 友那（三豊総合病院 薬剤部）

P-2

「散薬服用時の重量誤差について」
佐野 良輔（独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 薬剤部）

P-3

「抗菌薬の適正使用推進にむけた地域の保険薬局・病院薬剤師の認知度調査」
江藤 不二子（有限会社綾部ファーマシー）

P-4

「CCU 病棟における薬剤師業務」
坪井 彩香（静岡県立こども病院）

P-5

「小児専門施設における医療用麻薬の使用実態と特徴」
小野寺 祐里香（国立成育医療研究センター 薬剤部）

P-6

「外国人小児患者へ喘息吸入指導を行った一例」
松橋 亮（国立国際医療研究センター病院）

P-7

「加熱融解後に再固化したアセトアミノフェン坐剤を分割使用することの妥当性
に関する研究」
山本 佳久（帝京平成大学 薬学部 物理薬剤学ユニット）

P-8

「ST 合剤の服用性に関するアンケート調査」
高藤 由紀子（国立成育医療研究センター 薬剤部）

P-9

「フェノバルビタールの剤形変更により血中フェノバルビタール濃度が著しく変
動した 1 例」
伊藤 綾花（昭和大学江東豊洲病院薬剤部／昭和大学薬学部 病院薬剤学講座）

P-10

「あいさつとイナビル吸入手技の関連性の調査と考察
あいさつができないとイナビルの吸入ができない !?」
福井 俊之（サンコー調剤薬局 昼間店）

P-11

「調剤室における小児薬用量確認業務の標準化とその効果について」
矢野 涼子（国立病院機構金沢医療センター薬剤部）

P-12

「妊婦、授乳婦における薬に対する意識調査」
平澤 裕美子（独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 薬剤部）

P-13

「少量シタラビン療法を施行した一過性骨髄異常増殖症の早産児の 1 症例」
土川 優子（岐阜県総合医療センター 薬剤センター）

P-14

「小児科領域における疑義照会の内容分析」
及川 茉佑子（宮城県立こども病院）

P-15

「エナジ―ドリンクによる子どもへの影響に関わる情報の検索」
諸 美弥子（きはら薬局）

P-16

「ビタミン K 欠乏性出血症により頭蓋内出血を来した乳児 2 例」
渕上 真穂（嬉野医療センター／唐津赤十字病院）

P-17

「NICU において発現した 13 例の配合変化
～アミノ酸増量による影響の検討～」
石川 貴大（山梨県立中央病院 薬剤部）

P-18

「母乳栄養を継続する SLE 患者の乳児への生ワクチン接種の安全性を検証した 1
例」
鈴木 秀明（刈谷豊田総合病院薬剤部）

P-19

「地域医療における小児科診療の実態調査
小児医療機関におけるアナフィラキシー診療の実態」
森川 恵美（東京都立小児総合医療センター 臨床研究支援センター）

