２０１８年度
【研究論文】
✔ Masahito Morimoto, Toshiaki Hashimoto, Yoshimi Tsuda, Taisuke Kitaoka, Shojiro Kyotani.
Evaluation of oxidative stress and antioxidant capacity in healthy children.
J Chin Med Assoc , in press.

✔ Masahito Morimoto, Seishi Shimakawa, Toshiaki Hashimoto, Taisuke Kitaoka, Shojiro Kyotani.
Marked Efficacy of Combined Three-Drug Therapy (Sodium Valproate, Topiramate and Stilipentol) in
a Patient with Dravet Syndrome.
J Clin Pharm Ther 2018; 43: 571-3.

✔ 森本真仁, 浜田茂明, 北岡泰介, 京谷庄二郎.
重症心身障害児（者）の多剤併用に対する薬剤師の処方介入効果の検討.
日本重症心身障害学会誌 2018; 43: 467-74.

【学会・研修会 発表】
✔ 森本真仁, 島川清司, 橋本俊顕, 浜田茂明, 北岡泰介, 京谷庄二郎.
Dravet 症候群患者にバルプロ酸ナトリウム,トピラマート,スチリペントールの 3 剤併用療法が著効した症
例.
第２８回日本医療薬学会年会. 神戸 2018 年 11 月.

✔ 石田志朗, 浜田茂明, 森本真仁, 田中成枝, 鈴江朋子.
エビリファイ内用液 0.1％の飲料水との配合変化による有効成分アリピプラゾール服用量への影響.
第２８回日本医療薬学会年会. 神戸 2018 年 11 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 橋本俊顕, 日野出達矢, 石田志朗.
インチュニブ®錠（グアンファシン塩酸塩徐放錠）半切による溶出挙動への影響.
第５7 回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会 中四国支部学術大会. 米子 2018 年 11 月.

✔ 石田志朗, 浜田茂明, 森本真仁, 鈴江朋子.
エビリファイ内用液 0.1％を飲料水で希釈時における含量低下の原因.
第５7 回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会 中四国支部学術大会. 米子 2018 年 11 月.

✔ 森本真仁.
小児治験について～当院のケースを例に～.
神戸薬科大学徳島県支部研修会. 徳島 2018 年 8 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 橋本俊顕, 日野出達夫, 石田志朗.
用量調整のためのインチュニブ®錠１ｍｇおよび３ｍｇ半切の可否―溶出試験による結果―.
簡易懸濁法研究会 第１2 回総会・研修会. 仙台 2018 年 8 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 日野出達矢, 石田志朗, 田中成枝, 橋本俊顕.
注意欠陥/多動性障害を適応症とするグアンファシン塩酸塩徐放錠（インチュニブ錠）の半切時における
主薬の溶出挙動.
医療薬学フォーラム 2018. 東京 2018 年 6 月.

✔ 田中成枝, 山岡秀子, 浜田茂明, 森本真仁, 近藤 祥代, 石田志朗.
エビリファイ内用液 0.1％の希釈時における含量低下の要因.
医療薬学フォーラム 2018. 東京 2018 年 6 月.

✔ 森本真仁, 橋本俊顕, 中津忠則, 浜田茂明, 京谷庄二郎
重症心身障害児者てんかんにおける酸化ストレスと新規抗てんかん薬の安全性・有用性の検討.
第２７回四国重症心身障害研究会. 善通寺 2018 年 6 月.

✔ 橋本俊顕, 森本真仁, 津田芳見, 北岡泰介, 京谷庄二郎
自閉症スペクトラム障害児の酸化ストレス度：予備調査.
第６０回日本小児神経学会学術集会. 幕張 2018 年 6 月.

２０１７年度
【研究論文】
✔ Masahito Morimoto, Toshiaki Hashimoto, Taisuke Kitaoka, Shojiro Kyotani.
Impact of Oxidative Stress and Newer Antiepileptic Drugs on the Albumin and Cortisol Value in
Severe Motor and Intellectual disabilities with Epilepsy.
J Clin Med Res 2018; 10: 137-45.

【学会・研修会 発表】
✔ 北岡泰介, 森本真仁, 藤川勇実, 京谷庄二郎.
障害者施設職員に対するインフルエンザ暴露後予防の有効性の検討.
日本薬学会第 138 年会. 金沢 2018 年 3 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 相田文彦, 倉本敦夫,海老原毅, 本間純也, 石田志朗.
重症心身障がい児・者施設の徳島赤十字ひのみね総合療育センターおよび全国の同様施設における内服薬の
簡易懸濁法施行に関する現状調査.
第２７回日本医療薬学会年会. 幕張 2017 年 11 月.

✔ 森本真仁, 北岡泰介, 橋本俊顕, 浜田茂明, 京谷庄二郎.
重症心身障害児・者の酸化ストレス・血清アルブミン値に及ぼす新規てんかん薬の影響.
第２７回日本医療薬学会年会. 幕張 2017 年 11 月.

✔ 浜田茂明, 大島直実, 篠原由紀子, 森本真仁, 石田志朗.
デパケン細粒懸濁液の経鼻栄養チューブ閉塞防止のための粘稠剤至適添加量の探索.
第５６回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会

中四国支部学術大会. 徳島 2017 年 10 月.

✔ 森本真仁, 前川輝実, 浜田茂明, 猪井麻未, 北岡泰介, 京谷庄二郎.
障害者施設におけるポリファーマシーの現状と薬剤師の介入効果.
第５６回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会

中四国支部学術大会. 徳島 2017 年 10 月.

✔ 森本真仁.
発達障害の病態と薬物療法.
神戸薬科大学徳島県支部研修会. 徳島 2017 年 10 月.

✔ 浜田茂明, 大島直実, 篠原由紀子, 森本真仁, 石田志朗.
粘稠剤添加によるデパケン細粒懸濁液の栄養チューブ閉塞防止の検討.
簡易懸濁法研究会 第１１回総会・研修会. 東京 2017 年 9 月.
✔ 森本真仁, 浜田茂明.
薬剤師の教育・人材育成の現状と課題.
第 22 回中国四国赤十字病院薬剤業務研修会. 徳島 2017 年 9 月.
✔ 浜田茂明, 森本真仁, 相田文彦, 倉本敦夫, 海老原毅, 本間純也, 阿部好美, 石田志朗.
重症心身障がい児・者施設での簡易懸濁法への取り組みに対する全国調査.
医療薬学フォーラム 2017. 鹿児島 2017 年 7 月.

２０１６年度
【研究論文】
✔ Masahito Morimoto, Shigeko Satomura, Toshiaki Hashimoto, Shojiro Kyotani.
A study of oxidative stress and the newer antiepileptic drugs in epilepsy associated with severe
motor and intellectual disabilities.
J Chin Med Assoc 2017; 80: 19-28.

✔ Masahito Morimoto, Shigeko Satomura, Toshiaki Hashimoto, Etsuro Ito, Shojiro Kyotani.
Oxidative Stress Measurement and Prediction of Epileptic Seizure in Children/Adults with Severe
Motor and Intellectual Disabilities.
J Clin Med Res 2016; 8: 437-44.

【学会・研修会 発表】
✔ 石田志朗, 小林昌司, 浜田茂明, 森本真仁, 鈴江朋子, 岡野善郎, 山川和宣.
粘稠化した内服薬懸濁液の経鼻栄養チューブ通過性とそのテクスチャー解析、注入器プランジャー押力との
関係.
日本薬学会第 137 年会. 仙台 2017 年 3 月.

✔ 小林昌司, 石田志朗, 浜田茂明, 森本真仁, 鈴江朋子, 山川和宣, 岡野善郎.
デパケン細粒４０％に粘稠材を添加した懸濁液の経腸栄養チューブの通過性.
第５５回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会

中四国支部学術大会. 岡山 2016 年 11 月.

✔ 森本真仁，里村茂子，橋本俊顕, 浜田茂明, 京谷庄二郎.
重症心身障害児・者難治性てんかんに対する新規抗てんかん薬の発作抑制効果と酸化ストレスとの関連性.
第５５回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会

中四国支部学術大会. 岡山 2016 年 11 月.

✔ 石田志朗, 小林昌司, 浜田茂明, 森本真仁, 鈴江朋子, 山川和宣, 岡野善郎.
内服薬懸濁液への粘稠剤添加による経腸栄養チューブ閉塞の回避.
第２６回日本医療薬学会年会. 京都 2016 年 10 月.

✔ 石田志朗, 小林昌司, 浜田茂明, 森本真仁, 鈴江朋子, 山川和宣, 岡野善郎.
内服薬懸濁液への粘稠剤添加による経腸栄養チューブ閉塞の回避.
第２６回日本医療薬学会年会. 京都 2016 年 10 月.

２０１５年度
【研究論文】
✔ Masahito Morimoto, Ichiro Suzaki, Shigeko Satomura, Seishi Shimakawa, Etsuo Naito,
Toshiaki Hashimoto, Tadanori Nakatsu, Etsuro Ito, Shojiro Kyotani.
Epilepsy Properties and Seizure Suppression in a Severe Motor and Intellectual Disabilities.
Int J Clin Med 2016; 7: 182-92.

✔ 石田志朗，浜田茂明，森本真仁，山川和宣，鈴江朋子，岡野善郎.
イーケプラ®ドライシロップ 50 ％の小児用量調剤時における薬剤損失および分包重量偏差.
医療薬学 2016; 42: 40-7.

【学会・研修会 発表】
✔ 森本真仁, 里村茂子, 橋本俊顕, 浜田茂明, 土屋聡史, 吉岡三郎, 京谷庄二郎.
重症心身障害児者てんかんにおける酸化ストレスと新規抗てんかん薬の関連.
日本薬学会第 136 年会. 横浜 2016 年 3 月.
✔ 石田志朗, 浜田茂明, 森本真仁, 山川和宣, 鈴江朋子, 岡野善郎.
デパケン細粒 40％の懸濁液を粘稠にすることによる経腸栄養チューブの閉塞回避.
日本薬学会第 136 年会. 横浜 2016 年 3 月.
✔ 浜田茂明, 石田志朗, 岡田清花, 山川和宣, 森本真仁, 鈴江朋子, 岡野喜郎.
経腸栄養チューブを介してデパケン細粒を投与した時に生じる閉塞の回避方法.
第２５回日本医療薬学会年会. 横浜 2015 年 11 月.
✔ 森本真仁, 里村茂子, 橋本俊顕, 浜田茂明, 吉岡三郎, 京谷庄二郎.
重症心身障害児（者）の難治てんかんと酸化ストレスの関連性.
第２５回日本医療薬学会年会. 横浜 2015 年 11 月.
✔ 浜田茂明, 石田志朗, 山川和宣, 森本真仁, 鈴江朋子, 岡野善郎.
デパケン®細粒 40％の経腸栄養チューブ投与時における閉塞防止の検討.
第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・病院薬剤師会

中四国支部学術大会. 高知 2015 年 10 月.

✔ 森本真仁.
重症心身障害児（者）の難治てんかんと酸化ストレスの関連性.
文部科学省「平成 24 年度大学間連携共同教育推進事業」選定
平成２７年度四国の全薬学部による学生フォーラム

評価委員会 C. 徳島 2015 年 9 月.

２０１４年度
【研究論文】
✔ 森本真仁, 橋本俊顕, 洲崎一郎, 里村茂子, 島川清司, 内藤悦雄, 浜田茂明, 京谷庄二郎.
重症心身障害児(者)の現状に関与する諸要因および相互関連性に関する検討.
日本重症心身障害学会誌 2014; 39: 387-95.

✔ 浜田茂明, 島川清司, 里村茂子, 内藤悦雄, 橋本俊顕.
Levetiracetam が著効した歯状核赤核淡青球ルイ体萎縮症の１例.
脳と発達 2014; 46: 439-42.

【学会・研修会 発表】
✔ 石田志朗, 浜田茂明, 森本真仁, 山川和宣, 鈴江朋子, 岡野善郎.
全自動散剤分包機により分割分包されたイーケプラ®ドライシロップ 50％の有効成分含量の変動.
日本薬学会第 135 年会. 神戸 2015 年 3 月.

✔ 森本真仁，橋本俊顕, 浜田茂明，吉岡三郎, 京谷庄二郎.
重症心身障害児・者における抗てんかん薬の使用実態.
日本薬学会第 135 年会. 神戸 2015 年 3 月.

✔ 浜田茂明, 石田志朗, 森本真仁, 山川和宣, 岡野喜郎.
イーケプラドライシロップ５０％が全自動散剤分包機に付着する要因.
第５３回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会. 広島 2014 年 11 月.

✔ 森本真仁, 橋本俊顕, 浜田茂明, 京谷庄二郎.
重症心身障害児・者の諸要因の関連性とてんかん薬物療法の現状.
第２４回日本医療薬学会年会. 名古屋 2014 年 9 月.

✔ 浜田茂明, 石田志朗, 森本真仁, 山川和宣, 岡野喜郎.
イーケプラドライシロップ５０％の小児用量調剤時における薬剤損失と分包誤差.
第２４回日本医療薬学会年会. 名古屋 2014 年 9 月.

✔ 森本真仁.
重症心身障害児・者の現状に関与する諸要因及び相互関連性に関する検討.
文部科学省「平成 24 年度大学間連携共同教育推進事業」選定
平成２６年度四国の全薬学部による学生フォーラム

評価委員会 C. 松山 2014 年 9 月.

２０１３年度
【学会・研修会 発表】
✔ 森本真仁，廉 馨，西上由夏，濱田篤秀，平松久嗣，京谷庄二郎.
後発酵茶の抗酸化活性に関する検討.
第５２回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会. 松山 2013 年 10 月.

✔ 森本真仁.
臨床現場からの情報発信と大学院での研究.
文部科学省「平成 24 年度大学間連携共同教育推進事業」選定
平成２５年度四国の全薬学部による学生フォーラム

評価委員会 C. 高松 2013 年 8 月.

２０１２年度
【研究論文】
✔ 浜田茂明, 森本真仁, 島川清司, 里村茂子, 内藤悦雄, 橋本俊顕.
難治性てんかんへのレベチラセタムの短期臨床効果.
日本重症心身障害学会誌 2012; 37: 435-41.

【学会・研修会 発表】
✔ 庄野太朗, 菅惣直哉, 十亀浩明, 山川和宜, 塩原義則, 西木まゆみ, 森本真仁, 松島和也, 鈴江朋子.
学生から見た薬剤師の災害救護・救護活動の動き.
日本薬学会第 133 年会. 横浜 2013 年 3 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 島川清司, 橋本俊顕, 波多江崇.
AD/HD 症状を伴った広汎性発達障害へのメチルフェニデート塩酸塩徐放錠の薬効特性.
第２2 回日本医療薬学会年会. 新潟 2012 年 10 月.

✔ 橋本俊顕, 島川清司, 浜田茂明, 森本真仁.
新規抗てんかん薬レベチラセタムの使用経験 有効性と有害事象について.
第 54 回日本小児神経学会総会. 札幌 2012 年 5 月.

２０１１年度
【研究論文】
✔ 浜田茂明, 森本真仁, 山川政江, 森恭子, 小島泰代, 内藤悦雄, 橋本俊顕.
新型インフエンザ A(H1N1)に対するオセルタミビル予防投与の有効性と問題点.
日本病院薬剤師会雑誌 2011; 47: 75-8.

【学会・研修会 発表】
✔ 浜田茂明, 森本真仁, 島川清司, 橋本俊顕.
AD/HD 症状を伴った広汎性発達障害へのメチルフェニデート徐放錠の有効性と課題.
第 47 回日本赤十字社医学会. 福井 2011 年 11 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 島川清司, 橋本俊顕.
AD/HD 症状を伴った広汎性発達障害へのメチルフェニデート徐放錠の有効性と課題.
第２1 回日本医療薬学会年会. 神戸 2011 年 11 月.

✔ 浜田茂明, 森本真仁, 島川清司, 橋本俊顕.
新規抗てんかん薬レベチラセタムの使用経験-有効性と有害事象-.
第 37 回日本重症心身障害学会学術大会. 徳島 2011 年 9 月.

✔ 森本真仁, 浜田茂明.
東日本大震災における当センターの対応と現地での医療救護活動 -薬剤師の立場から-.
第 37 回日本重症心身障害学会学術大会. 徳島 2011 年 9 月.

２０１０年度
【研究論文】
✔ 浜田茂明, 森本真仁, 森恭子, 長谷部幸代, 岩本優子, 渡部尚美, 浜百合, 小島泰代, 内藤悦雄, 橋本俊顕.
酸化マグネシウム製剤長期服用患者の安全確保のための要因解析.
日本病院薬剤師会雑誌 2010; 46: 1074-8.
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