
令和 2 年（2020）年 研究実績  

【著書・論文】  

1） 堀寧 

いつでも出会う起因物質をはずさない！急性薬物中毒の臨床推論と治療薬．特集にあたって 

薬事，Vol62 No6,1067-1069,2020. 

2） 波多野亘 

原因不明の代謝性アシドーシスを呈した急性メタノール中毒 

薬事，Vol62 No6,1103-1109,2020. 

3） 福與裕子, 井ノ上幸典, 石亀那歩, 溝内直子, 吉田暁, 広瀬保夫, 堀寧 

液体肥料服毒後に心停止および腐食性胃炎をきたした一例 

中毒研究 33，207-209，2020． 

4）中下愛実, 伊藤敦子, 大崎角栄, 三星知 

感染防止対策地域連携活動による感染制御活動の改善効果：手指消毒薬使用量および薬剤耐性菌検出率に

与える影響 

環境感染誌，Vol35 No.6,241-246.2020. 

5) 武藤浩司 

患者の気持ちに寄り添う服薬支援（Part 2） 

患者のアドヒアランスを高める服薬支援のポイントと対応 患者のアセスメント 

 看護技術, 2020;66:586-591. 

6) 渡邉紀博, 広瀬由和, 井ノ上幸典, 廣瀬保夫, 中村元, 波多野亘, 堀寧 

アニオンギャップ開大を契機に診断されたアルカレミアを呈したエチレングリコール中毒の１例 

日本救急医学会雑誌, 2021;32:104-109. 

7）山田徹 

  糖尿病合併症＆関連疾患のくすりナビ  ダウンロードしてつかえる患者説明シートつき（第 8 回）うつ病・認知症 

    糖尿病ケア, 2020;17:568-575. 

【学会発表】 

1） 堀寧 

臨床薬毒物分析の現状と課題 

日本中毒学会第 39 年会 日本中毒学会・日本中毒学会合同シンポジウム 

2） 武藤浩司 

誤嚥性肺炎の高齢入院患者における早期リハビリテーションに影響を与える要因分析 

第 24 回日本医療情報学会春季学術大会 

3） 塩原悠貴, 伊藤敦子, 坂井孝行 

抗菌薬適正使用加算前後における血液培養陽性事例への介入内容の変化 

第 68 回日本化学療法学会学術集会 

4） 堀寧, 波多野亘 

原因不明の代謝性アシドーシスを呈する急性メタノール中毒の臨床推論 

第 30 回日本医療薬学会年会 

5） 平良木由布, 波多野亘, 島田祐子, 川上陽介, 堀寧, 広瀬保夫, 吉田暁 

当院における急性アセトアミノフェン中毒患者の背景調査 

第 30 回日本医療薬学会年会  



令和元年（2019）年 研究実績  

【著書・論文】  

1） 吉田暁, 中野賢治, 井ノ上幸典, 廣瀬保夫, 近藤大介, 島田祐子, 堀寧 

緊急中毒分析で診断し，ホメピゾール・血液透析が有効であったメタノール中毒の一例 

中毒研究 32，410-414，2019． 

2）武藤浩司 

  第 5 章 こんなときどうする？Q＆A Q.9 下痢が続くので４．４リハが計画通りに進みません。 

   リハビリテーション薬剤, 238-240.2019. 

【学会発表】 

1） 稲月幸範, 長井一彦, 原栄子, 丸山歩, 須藤志帆, 山田徹 

「さわってみよう！動かしてみよう！インスリン&GLP-1 注入器」～新潟県薬剤師糖尿病ネットワークの体験型研修

会を開催して～ 

第 62 回日本糖尿病学会年次学術集会 

2） 堀寧 

シンポジウム「臨床薬毒物分析を整理しよう」 

第 41 回日本中毒学会総会・学術集会 

3） 堀寧 

ワークショップ「急性中毒標準治療ガイド改訂版の骨子とパブリックコメント募集に向けて」診断のための検査と薬物分

析 

第 41 回日本中毒学会総会・学術集会 

4） 森川剛, 堀寧 

薬毒物分析～機器分析ハンズオンセミナー講義 

第 66 回日本化学療法学会東日本支部総会・第 68 回日本感染症学会東日本地方会 

5） 中下愛実, 伊藤敦子, 坂井孝行, 麻生さくら, 手塚貴文, 大石昌典 

当院におけるブドウ球菌菌血症のプロセス評価～薬剤師専従化前後の比較～ 

第 28 回日本医療薬学会年会 

6） 片桐光, 内山真理子, 堀寧, 山田徹 

シスタチン C の測定により副作用の原因について推察できた 1 例 

第 28 回日本医療薬学会年会 

7）波多野亘, 五十嵐大輝, 寺島達也, 平良木由布, 島田祐子, 堀寧, 広瀬由和, 広瀬保夫 

シンポジウム 49 急性薬毒物中毒 あなたならどう対応しますか 「今行っている分析業務の実態」 

第 34 回日本中毒学会東日本地方会 

8) 尾崎望, 熊谷謙, 橋立英樹, 中原亜紗, 堀寧, 波多野亘, 黒田直之, 遠藤真佑, 吉田暁, 広瀬保夫 

剖検と血中薬物分析により診断した急性メトホルミン中毒の一例 

第 34 回日本中毒学会東日本地方会 

9) 堀寧 

教育講演 「臨床薬毒物分析のいままでとこれから」 

第 34 回日本中毒学会東日本地方会 

10)  宝輪紀之 

当院におけるダプトマイシン高用量投与における CPK 上昇の副作用発現率の調査 

第 35 回日本環境感染学会総会・学術集会 



平成 30（2018）年 研究実績 

【著書・論文】  

1） 堀寧 

薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト 

日本病院薬剤師会/日本臨床救急医学会監修 へるす出版（東京）．pp246-258．2018. 急性中毒． 

2） 堀寧 

急性中毒・アナフラキシー対応における医科薬科連携 

救急医学 42，924-930，2018. 

3） 安藤基純, 吉孝一, 臼井聖尊, 斉藤剛, 藤田友嗣, 堀寧, 三瀬雅史, 山口浩明, 芳澤朋大 

カルシウム拮抗薬の分析 

中毒研究 31，302-307，2018. 

4） 朝倉俊成, 山崎俊信, 山田徹, 長井一彦, 原栄子 

医療従事者を対象としたインスリン注入器用注射針ペンニードル®プラス専用の新規廃棄容器 PenTMPot の使用

性に関する調査 

薬事新報 3054，758-762，2018. 

5） 矢部正浩，島田祐子，横野政代，倉島裕子，山形睦美，山口広美，中山いづみ 

含糖酸化鉄の 2 週間経静脈投与で低リン血症を生じた一例 

日本静脈経腸栄養学会雑誌 33（4）：1044-1049：2018. 

【学会発表】 

1） 山田徹，原栄子，丸山歩，長井一彦，須藤志帆，稲月幸範 

新潟県薬剤師糖尿病ネットワーク活動記録「糖尿病診療のアンメットニーズを考える～患者さんのために薬剤師だか

らできること」 

第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 

2） 堀寧 

シンポジウム～中毒医療における薬剤師の職能と魅力～急性中毒治療の基礎、流れ、薬剤師の関わるポイント 

第 28 回日本医療薬学会年会 

3） 片桐光, 平良木由布, 波多野亘, 島田祐子, 堀寧, 山田徹, 眞柄慎一, 川島英志, 塚野真也 

臭化カリウムの投与設計に関わった小児てんかん症候群の一例 

第 28 回日本医療薬学会年会 

4） 五十嵐大輝, 寺島達也, 平良木由布, 波多野亘, 島田祐子, 堀寧, 廣瀬保夫, 吉田暁 

急性メタノール中毒の解毒薬にホメピゾールを採用しても院内製剤（50%エタノール液）は中止できないと思われた

1 症例 

第 33 回日本中毒学会東日本地方会 

5） 中下愛実, 伊藤敦子, 大崎角栄, 麻生さくら, 三星知 

A 病院の感染防止対策地域連携における活動の効果 

第 34 回日本環境感染学会総会・学術集会 

6） 長谷川哲也, 伊藤敦子, 中下愛実, 片桐光 

ノロウイルス吐物処理研修における処理方法の認識度調査とその課題 

第 34 回日本環境感染学会総会・学術集会 

 

 



平成 29（2017）年 研究実績  

【著書・論文】  

1) 堀寧 

薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト 

日本病院薬剤師会/日本臨床救急医学会 監修．へるす出版  

2) 堀寧 

わかりやすい疾患と処方薬の解説  

2018.アークメディア  

3）藤田詩織, 堀寧, 田中裕子, 村山佳那子, 村越真⼈, 山田徹，野本優⼆, 大谷哲也, 片柳憲雄 

Gas Chromatograph/ Mass Spectrometer（GC/MS）を用いた使用済みデュロテップ®MT パッチ中フェン

タニル定量分析法 

日本緩和医療薬学雑誌．10：47-52（2017）．  

4）金光美穂 

薬剤師がひもとく薬の基礎知識① 4．チアゾリジン薬 

糖尿病ケア 2017vol.14. no.5,pp20-21.  

5) 山田徹 

薬剤師がひもとく薬の基礎知識① 5．α-グルコシダーゼ阻害薬 

糖尿病ケア 2017vol.14. no.5,pp20-21.  

6）三瀬雅史，堀寧，広瀬保夫，安藤基純，臼井聖尊，斉藤剛，藤田友嗣，山口浩明，芳澤朋大  

エチレングリコールの分析 

中毒研究．30：276-280．2017.  

7) 冨家俊弥，堀寧，阿部祥英，菅野光一，小川泰葉，若林仁美，寺崎道重，大⼾秀恭，校條愛子， 

佐々木忠徳，板橋家頭夫 

メタノール誤飲に対してエタノールを投与した一幼児例 

日本小児救急医学会誌．16：54-58（2017）．  

8) 山田徹 

話題の新薬と現在開発中の治験薬について 

糖尿病診療 up date．vol.6. no.2,p48-52.  

9) 安藤基純，有吉孝一，臼井聖尊，斉藤剛，藤田友嗣，堀寧，三瀬雅史，山口浩明，芳澤朋大 

カフェインの分析  

中毒研究．31：401-406．2017.  

10) 佐藤信宏，広瀬保夫，堀寧，熊谷謙 

    ドクゼリによる集団中毒 

     中毒研究．30：373-378，2017． 

11) 芳澤朋大，堀寧，田中敏春，安藤基純，臼井聖尊，斉藤剛，藤田友嗣，三瀬雅史，山口浩明 

    グリホサートの分析 

中毒研究．31：57-61，2018． 

【学会発表】  

1) 堀寧 

日本病院薬剤師会災害派遣登録薬剤師について 

新潟県病院薬剤師会学術集会 



２）中下愛実, 野澤まゆ, 小林奈央, 堀寧, 山田徹, 五十嵐洋子, 内藤厚子, 倉林⼯ 

手術・検査前休薬の遵守状況と休薬間違いの要因に関する検討 

～患者総合支援センターにおける薬剤師業務の評価と課題～ 

第 27 回日本医療薬学会年会 

3) 小林奈央, 中下愛実, 野澤まゆ, 堀寧, 山田徹, 五十嵐洋子, 内藤厚子, 倉林⼯ 

入院支援における薬剤師の取り組み 

第 27 回日本医療薬学会年会 

4) 坂井孝行, 伊藤敦子, 中下愛実, 金光美穂, 塩原悠貴, 大石昌典, 手塚貴文, 塚田弘樹 

脊椎関節症術後創部より検出された CRE に対しチゲサイクリン（TGC）を使用し治療に難渋した 1 例 

第 66 回日本感染症学会東日本地方会学術集会．第 64 回日本化学療法学会東日本支部総会 合同学

会 

5) 丸山歩, 稲月幸範, 金光美穂, 須藤志帆, 瀬野雄太, 長井一彦, 原栄子, 山田徹 

新潟県薬剤師糖尿病ネットワークの活動報告「精神科医から学ぶ！解決志向型治療」 

第 6 回日本くすりと糖尿病学会学術集会  

6) 田中裕子、堀寧 

病院におけるがん専⾨・認定薬剤師の育成について 

新潟県がん診療連携協議会平成 29 年度 第 1 回研修教育部会．パネルディスカッション 

7) 内山真理子 

新潟市⺠病院の現状と薬剤師の取り組み 

平成 29 年度北関東・甲信越 HIV/AIDS 薬剤師連絡会議  

8) 波多野亘, 平良木由布, 島田祐子, 川上陽介, 堀寧, 広瀬保夫 

   Triage®DOA を施行した患者の転帰について 

    第 32 回日本中毒学会東日本地方会 

9) 福與裕子, 井ノ上幸典, 石亀那歩, 溝内直子, 吉田暁, 広瀬保夫, 堀寧 

液体肥料服毒により心停止および腐食性胃炎をきたした 1 例 

第 32 回日本中毒学会東日本地方会 

10)  赤川理恵, 佐藤信宏, 石亀那歩, 遠藤真佑, 尾崎望, 溝内直子, 吉田暁, 井ノ上幸典, 熊谷謙,  

広瀬保夫, 平良木由布, 波多野亘, 島田祐子, 川上陽介, 堀寧 

第 32 回日本中毒学会東日本地方会 

11)  石亀那歩, 熊谷謙, 井ノ上幸典, 福與裕子, 溝内直子, 平良木由布, 波多野亘, 堀寧, 広瀬保夫 

    対照的な転帰をとった急性カフェイン中毒の 2 例 

第 32 回日本中毒学会東日本地方会 

12)  村山佳那子, 平良木由布, 藤田詩織, 村越真⼈, 田中裕子, 堀寧, 山田徹, 大谷哲也, 片柳憲雄  

使用済みフェンタニル 3 日用テープ「HMT」のフェンタニル放出量 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 

13)  内山真理子, 坂井孝行, 新木貴大, 田中克幸 

HIV/AIDS 患者における残薬調整 

第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 

 

 

 



平成 28（2016）年 研究実績  

【著書・論文】  

1）金光美穂, 山田徹 

糖尿病薬そのまま使える説明シート 

糖尿病ケア 13/5：24-29，2016.  

2）Norihiro Sakai 1, Yasuo Hirose1, Nobuhiro Sato 1, Daisuke Kondo 2, Yuko Shimada 3 and 

Yasushi Hori. 

Late Metabolic Acidosis Caused by Renal Tubular Acidosis in Acute Salicylate Poisoning.  

Intern Med 55: 1315-1317, 2016.  

3) 清⽔茉耶，朝倉俊成，山田徹，長井一彦，原栄子，⻁石顕一，武藤達也，中野玲子 

医療従事者を対象としたプレフィルド型インスリン注射器の識別性に関する意識調査 

糖尿病ケア 13/8：756―767，2016．  

4）藤田友嗣，斉藤剛，臼井聖尊，石澤不⼆雄，伊関憲，富永綾，野澤まゆ，波多野弥生，堀寧 

LC-MS/MS および GC-MS を用いた生体試料中の薬毒物のスクリーニング 

中毒研究２９：268-272, 2016.  

5）山田徹, 金光美穂 

糖尿病の薬物療法  

糖尿病ケア春季増刊：192-200，2017.  

【学会発表】  

1) 田中裕子 

パネルディスカッション～地域の患者さんを支えるためには「今、薬剤師ができることは？」～ 

第 15 回新潟県緩和医療ネットワーク研究会 

2) 島田祐子, 野澤まゆ, 川上陽介, 波多野亘, 堀寧, 吉田暁, 広瀬保夫 

当院の急性アセトアミノフェン中毒～治療ノモグラムに基づいた N-アセチルシステイン治療の評価～  

  第 19 回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

3) 堀寧 

シンポジウム「日本における Clinical Toxicology を考える」 

～日本中毒学会における急性中毒標準治療と薬毒物分析の現状について～ 

第 33 回日本ＴＤＭ学会・学術大会  

4) 堀寧 

大会長講演～私を中毒学会に引き込んだグルホシネート中毒について～ 

第 38 回日本中毒学会総会・学術集会  

5）波多野亘, 平良木由布, 島田祐子, 野澤まゆ, 川上陽介, 堀寧, 広瀬保夫, 吉田暁 

当院における急性アセトアミノフェン中毒患者の背景調査 

第 26 回日本医療薬学会年会  

6) 田中裕子, 黒田満美子, ⼆宮一美, 三富弘子, 松田裕子, 野本優⼆, 伊藤和彦, 大谷哲也 

   がん患者に対する苦痛のスクリーニングの有用性 

第 54 回日本癌治療学会学術集会 

7) 中下愛実, 伊藤敦子, 坂井孝行, 金光美穂, 大石昌典, 手塚貴文, 塚田弘樹 

当院救命救急・循環器脳卒中センターにおけるバンコマイシン初期投与法に関する調査 
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