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氏名： 藤掛 佳男          

研究教育業績（2014-2018 年度） 
I．研究業績   
１．主な発表論文 
 
２．主な学会発表 
［国内学会］ 
1) 山口さちえ,菅原直人,町田 充,藤掛佳男, 腎機能低下患者におけるSGLT2阻害薬の有効性の検討第

2 報,日本薬学会第 139 年会, 3 月,千葉（2019） 
2) 加賀公子,高野温志,伊賀正典,町田 充,藤掛佳男, さいたま赤十字病院におけるバンコマイシンの使

用実態調査,日本薬学会第 139 年会、3 月、千葉（2019） 
3)  伊地知由樹,佐古兼一,伊賀正典,高野温志,町田 充,猪川和朗,千代谷大志,藤掛佳男,松田佳和,バンコ 

マイシンの有効性・安全性に関する PK-PD パラメータ目標値の臨床的解析, 第 28 回日本医療薬学 
会年会,11 月,神戸（2018） 

4)  赤羽根結衣,町田 充,賴髙紗英,藤掛佳男, 転倒・転落と睡眠導入薬服用患者との関連性, 日本薬剤師

会関東ブロック第 48 回学術大会,8 月,栃木（2018） 
5) 伊地知由樹,佐古兼一,伊賀正典,高野温志,町田 充,猪川和朗,藤掛佳男,松田佳和, バンコマイシンの

有効性・安全性に関する PK-PD パラメータ目標値の妥当性評価,日本 TDM 学会・学術大会,5 月,
福岡（2018） 

6) 日笠麗奈, 菅原直人, 町田 充, 藤掛佳男, 腎機能低下患者におけるＳＧＬＴ２阻害薬の有効性の

検討,日本薬学会第 138 年会, 3 月, 金沢（2018） 
7) 伊賀正典, 亀井陽子, 井上朋子, 高野温志, 齋藤彩子, 向井夏紀, 松沼 篤, 興野克典,藤掛佳男,  

町田 充, 持参薬初回介入率向上に対する業務改革とその効果,第 53 回日本赤十字社医学会総会，

10 月，仙台（2017） 
8) 森 英樹, 松原 寛, 七海泰彦, 高津戸 敬, 森 一博, 町田 毅, 津田正博, 跡部 治, 青山平一, 
藤掛佳男, 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査 -薬剤管理指導業務等の過去との比較- 第 52 回日本

赤十字社医学会総会，10 月，宇都宮（2016） 
9) 森 英樹, 松原 寛, 七海泰彦, 高津戸 敬, 森 一博, 町田 毅, 津田正博, 跡部 治, 青山平一,
藤掛佳男, 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査 –院外処方せん発行状況等過去との比較- 第 52 回日

本赤十字社医学会総会，10 月，宇都宮（2016） 
10) 森 英樹, 松原 寛, 七海泰彦, 高津戸 敬, 森 一博, 町田 毅, 津田正博, 跡部 治, 青山平一,

藤掛佳男, 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査 –注射薬混合調剤に関する調査- 第 52 回日本赤十字

社医学会総会，10 月，宇都宮（2016） 
11) 小塊夏紀, 伊賀正典, 高屋俊樹, 田口茂正, 牧 俊一, 大川直美, 高野温志, 町田 充, 藤掛佳男,  

血液培養提出セット数と AUD の関係–ICT における他職種連携による『見える化』- 第 52 回日本

赤十字社医学会総会，10 月，宇都宮（2016） 
12) 伊賀正典,興野克典,町田 充,藤掛佳男, さいたま赤十字病院における病棟薬剤師の活動状況（第 1

報）第 25 回日本医療薬学会年会, 11 月,横浜（2015） 
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３．その他特筆すべき研究業績 
 
Ⅱ．教育業績  
１．担当授業科目 
2018 年度      
1) 実務事前学習（3 年）後期 （担当コマ数 : 2 ） 
2) 調剤実習（3 年）後期 
3) 実務事前学習（4 年）前期～後期 （担当コマ数 : 4 ） 
4) 実務事前実習（4 年）前期～後期 
5) 実務事前総合実習（4 年） 
6) 実務実習ポスト教育（6 年） 
7) 医薬品治験学（4 年）前期  
8) 薬物相互作用学（6 年）前期 
9) 薬局管理学（6 年）前期 
2017 年度 
1) 実務事前学習（3 年）後期 （担当コマ数 : 2 ） 
2) 調剤実習（3 年）後期 
3) 実務プレ実習（4 年）後期 
4) 実務プレ教育（4 年）前期～後期 （担当コマ数 : 4 ） 
5) 実務プレ総合実習（4 年）後期 
6) 実務実習ポスト教育（6 年） 
7) 薬物相互作用学（6 年）前期 
8) 薬局管理学（6 年）前期 
2016 年度 
1) 実務実習ポスト教育 
2) 薬物相互作用学（6 年）前期 
3) 薬局管理学（6 年）前期 
4) 実務プレ教育（4 年）前期～後期 （担当コマ数 : 4 ） 
5) 実務プレ実習（4 年）後期 
 
２．その他特筆すべき教育業績 
1) 藤掛佳男, 薬物乱用防止教室, 11 月, 群馬県立高崎高等学校 
2) 藤掛佳男, くすりの正しい飲み方, 秩父健康市民大学講座, 10 月, 秩父郡市医師会看護学校（2018） 
3) 藤掛佳男, 中毒医療への貢献 さいたま赤十字病院 病院実務実習講義, 7 月,9 月,12 月（2018） 
4) 藤掛佳男, くすりの正しい飲み方, 伊奈町学校開放講座, 11 月,日本薬科大学（2017） 
5) 藤掛佳男, 中毒医療への貢献 さいたま赤十字病院 病院実務実習講義, 7 月,9 月(2017) 
6) 藤掛佳男, Clostridium difficile 関連下痢症に対する VCM 初期投与量の検討, 日薬研究会, 6 月, 
埼玉（2016） 


