
受賞等 

 

2021年度 

清水穂香 

優秀演題賞, 第 31回日本医療薬学会年会. 2021年 10月 

オンライン固相抽出カラムを用いたカラムスイッチング LC-MS/MS 法によるヒト血清中ペ

ムブロリズマブ濃度測定の開発 

 

柴田海斗 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（2021年度） 

固相化トリプシンを用いたヒト血清中セツキマブの絶対濃度測定のための簡易で迅速な 

LC-MS/MS法の開発 

 

柴田海斗 

第 9回江口記念がん優秀論文賞, 日本病院薬剤師会（2021年度） 

Kaito Shibata, Takafumi Naito, Satoshi Hirakawa, Koji Suzuki, Seiji Hosokawa, Hiroyuki Mineta, 

Junichi Kawakami. Correlations between serum cetuximab and EGFR-related markers, and skin 

disorders in head and neck cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 2021;87(4):555–565） 

 

柴田海斗 

優秀演題賞（口演）, 第 14回日本緩和医療薬学会年会. 2021年 5月 

柴田海斗, 内藤隆文, 平川聡史, 細川誠二, 峯田周幸, 川上純一. 頸部がん患者におけるセツ

キシマブの血中濃度に基づく皮膚障害の重症度予測とその症状緩和療法の選択 

 

 

2020年度 

鈴木光路 

優秀演題賞, 第 41回日本臨床薬理学会学術総会, 2020年 12月（福岡） 

鈴木光路, 内藤隆文, 田中達也, 山田康秀, 伊藤邦彦, 川上純一. 頭頸部がん患者におけるト

ラマドールとその脱メチル代謝物の血中光学異性体濃度に及ぼす CYP2D6 活性および悪液

質の影響 

 

星川昂平 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（令和 2年度） 

心不全患者において CYP3A5 遺伝子型がトルバプタンの薬物動態に及ぼす影響とそれらの

CYP3A活性の内因性マーカーおよび血清ナトリウム値との関係 

 

山田尚広 



学術奨励賞, 日本薬学会東海支部（令和 2年度） 

病態下の薬物代謝変動予測に基づく抗真菌薬療法の適正化に関する研究 

 

 

2019年度 

柴田海斗 

優秀演題賞（口演）, 第 40回日本臨床薬理学会学術総会, 2019年 12月（東京） 

柴田海斗, 内藤隆文, 岡村純, 平川聡史, 細川誠二, 峯田周幸, 川上純一. 頭頸部がんにおけ

る血清中セツキシマブ・EGFR関連マーカー濃度及び皮膚障害の関係解析 

 

志田拓顕 

ベストプレゼンテーション賞, 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学

術大会 2019. 2019年 11月（名古屋） 

志田拓顕, 内藤隆文, 柴田海斗, 山田康秀, 川上純一. がん患者における血清中デノスマブ濃

度と内在性の血清内在性タンパク質との関係解析 

 

星川昂平 

優秀演題賞, 第 29回日本医療薬学会年会. 2019年 11月（福岡） 

星川昂平, 内藤隆文, 阿久津駿太, 早乙女雅夫, 前川裕一郎, 川上純一. 心不全患者における

トルバプタンの血中動態と内因性 CYP3A活性マーカーに及ぼす CYP3A5および ABCB1遺

伝子変異の影響 

 

 

2018年度 

星川昂平 

Top Poster Designation, 120th Annual Meeting of the American Society for Clinical Pharmacology 

and Therapeutics (ASCPT 2019 Annual Meeting) (Washington DC, USA) 

Kohei Hoshikawa, Takafumi Naito, Masao Saotome, Yuichiro Maekawa, Junichi Kawakami. 

Relationships between plasma concentration of tolvaptan and endogenous markers of CYP3A in heart 

failure patients. 

 

田口怜奈 

優秀演題賞, 第 28回日本医療薬学会年会. 2018年 11月（神戸） 

田口怜奈, 内藤隆文, 久保野尚子, 小川法良, 伊東宏晃, 川上純一. 産褥期女性における

CYP3A 活性の内因性マーカーおよびアムロジピンの血中挙動の定量的評価 

 

川上純一 

静岡県薬事振興会会長表彰, 一般社団法人静岡県薬事振興会（平成 30年度） 



 

柴田海斗 

海老原賞, 日本 TDM学会（平成 30年度） 

Kaito Shibata, Takafumi Naito, Jun Okamura, Seiji Hosokawa, Hiroyuki Mineta, Junichi Kawakami. 

Relationships between serum cetuximab and biomarkers related to EGFR signal inhibition, and skin 

disorders in head and neck cancer patients 

 

阿部一樹 

海老原賞, 日本 TDM学会（平成 30年度） 

Kazuki Abe, Kaito Shibata, Takafumi Naito, Junichi Kawakami. Simple and rapid LC-MS/MS method 

for quantifying nivolumab in human serum using an immobilized tryptic digestion coupled to IgG 

purification 

 

内藤隆文 

学術奨励賞, 臨床薬理研究振興財団賞, 臨床薬理研究振興財団, 日本臨床薬理学会（平成 30

年度） 

抗体医薬の TDMの普及のためのヒト血清中濃度測定の分析ワークフローの構築 

 

 

2017年度 

内藤隆文 

第 41回佐藤記念国内賞, 日本薬学会（平成 30年度） 

患者情報の多面的評価に基づく薬物治療の適正化 

 

石田卓矢 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（平成 29年度） 

がん性疼痛患者における CYP3A5遺伝子型および性差に基づく血中フェンタニル濃度と 4β-

水酸化コレステロール濃度との関係 

 

 

2016年度 

山田尚広 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（平成 28年度） 

ボリコナゾールのNオキシド化の代謝飽和は、臨床用量におけるボリコナゾールの非線形薬

物動態を引き起こす 

 

志田拓顕 

優秀演題賞, 第 26回日本医療薬学会年会. 2016年 9月（京都） 



志田拓顕, 内藤隆文, 柴田海斗, 川上純一. 定量的標的プロテオミクスによるデノスマブの

ヒト血清中濃度測定法の確立 

 

佐藤聖 

優秀演題賞, 第 26回日本医療薬学会年会. 2016年 9月（京都） 

佐藤聖, 内藤隆文, 石田卓矢, 川上純一. がん悪液質の病態時における血清 IL-6 の濃度上昇

とオキシコドンの血中動態および中枢症状発現との関係 

 

辻泰弘 

TDM研究 優秀論文賞（平成 28年度） 

辻泰弘, 太田幸雄, 笠井英史, 平木洋一, 山田尚広, 松永典子, 大石博史, 矢口武廣, 北原隆

志, 内藤隆文, 藤秀人. 日本人 MRSA およびグラム陽性菌感染症を対象としたジェネリッ

ク・テイコプラニンの多施設共同母集団薬物動態解析 

 

 

2015年度 

吉川望美 

優秀研究賞, 第 18回浜松医科学シンポジウム, 2016年 3月（浜松） 

吉川望美, 内藤隆文, 八木達也, 川上純一 

神経障害性疼痛患者に適用可能な血漿中プレガバリン濃度の迅速測定法の開発  

 

吉川望美 

優秀発表賞,日本薬学会第 136年会, 2016年 3月（横浜） 

吉川望美, 内藤隆文, 八木達也, 川上純一 

血漿中プレガバリン濃度の迅速測定法の開発とその神経障害性疼痛患者への適用  

 

原内智慧 

優秀演題賞, 第 25回日本医療薬学会年会, 2015年 11月（横浜） 

原内智慧, 大澤隆志, 久保野尚子, 内藤隆文, 伊東宏晃, 金山尚裕, 川上純一. 細菌性膣炎の

妊婦におけるクロラムフェニコール膣錠の血中移行性の定量的評価 

 

山下彩花 

優秀ポスター賞, 医療薬学フォーラム 2015／第 23回クリニカルファーマシーシンポジウム, 

日本薬学会医療薬科学部会, 2015年 7月（名古屋） 

山下彩花, 山田健人, 脇田真実子, 小川喜寛, 渡邊崇, 木村通男, 堀雄史, 川上純一, 頭金正

博. 医療情報データベースを活用した副作用としての急性腎不全の検出に関する研究 

 

内藤隆文 



海老原賞, 日本 TDM学会（平成 27年度） 

Takafumi Naito, Yasuaki Mino, Yuki Aoki, Kumi Hirano, Kumiko Shimoyama, Noriyoshi Ogawa, 

Yoshiyuki Kagawa, Junichi Kawakami. Impact of CYP3A5 and ABCB1 genetic variants on blood 

exposure of and clinical responses to tacrolimus in patients with rheumatoid arthritis 

 

 

2014年度 

田代将貴 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（平成 26年度） 

オピオイド鎮痛薬投与がん患者におけるプロクロルペラジンの薬物動態学的および薬力学

的臨床研究 

 

石田卓矢 

学術奨励賞, 日本病院薬剤師会（平成 26年度） 

石田卓矢, 内藤隆文, 大澤隆志, 山川花朱美, 川上純一. 日本における製薬企業による医療用

医薬品の自主回収の実態調査. 日本病院薬剤師会雑誌 49: 283–286, 2013 

 

堀雄史 

第 2回江口記念がん優秀論文賞, 日本病院薬剤師会（平成 26年度） 

Katsuhito Hori, Norihiro Kobayashi, Hitoshi Atsumi, Akira Nagayama, Masako Kondoh, Ichiro Noge, 

Midori Kimura, Hiroaki Utsugi, Tsuyoshi Iwasaki, Masaki Nakamura, Tomomi Kimura. Changes in 

compliance with Japanese antiemetic guideline for chemotherapy-induced nausea and vomiting: a 

nationwide survey using a distributed research network. Support Care Cancer 22: 969–977, 2014 

 

見野靖晃 

第 7回臨床薬理研究振興財団研究大賞（平成 26年度） 

全身性エリテマトーデス患者における代謝拮抗性免疫抑制薬のイノシン一リン酸脱水素酵

素活性に基づく薬効評価 

 

見野靖晃 

学術奨励賞, 日本薬学会東海支部（平成 26年度） 

自己免疫疾患患者における免疫抑制療法と感染予防法の最適化 

 

 

2013年度 

八木達也 

優秀研究賞, 第 12回浜松医科学シンポジウム 

八木達也, 内藤隆文, 見野靖晃, 梅村和夫, 川上純一. がん性疼痛患者におけるガバペンチン



の消化管吸収に及ぼす酸化マグネシウムの影響 

 

大澤隆志, 内藤隆文, 見野靖晃, 大西一功, 川上純一 

報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 134年会, 2014年 3月（熊本） 

多発性骨髄腫患者におけるボルテゾミブ皮下投与後の血球移行性と血中動態の評価 

 

川上純一 

第 37回佐藤記念国内賞 日本薬学会（平成 26年度） 

医療現場における薬物治療の安全性確保を目指した臨床薬理学・薬剤疫学研究 

 

山田尚広 

EACPT Congress Scholarships, 11th EACPT Congress 2013 (Geneva, Switzerland) 

Takahiro Yamada, Yasuaki Mino, Tatsuya Yagi, Takafumi Naito, Junichi Kawakami. Metabolic 

process of voriconazole to its N-oxide is saturable in clinical dose range 

 

髙科嘉章 

2013年度DMPK賞, DMPK Editors’ Award for the Most Excellent Article in 2012, 3rd Place 

Yoshiaki Takashina, Takafumi Naito, Yasuaki Mino, Tatsuya Yagi, Kazunori Ohnishi, Junichi 

Kawakami. Impact of CYP3A5 and ABCB1 gene polymorphisms on fentanyl pharmacokinetics and 

clinical responses in cancer patients undergoing conversion to a transdermal system 

Drug Metabolism and Pharmacokinetics 27: 414-421, 2012 

 

 

2012年度 

内藤隆文, 大澤隆志, 鈴木直哉, 後藤敏也, 高田晃, 中道秀徳, 大貫よし子, 今井公江, 中西邦

夫, 川上純一 

報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 133年会, 2013年 3月（横浜） 

日本に流通する白金抗がん剤のバイアル表面汚染の比較 

 

平尾顕正 

優秀演題賞, 第 26回静岡県病院薬剤師会学術大会. 2013年 2月（静岡） 

平尾顕正, 八木達也, 見野靖晃, 内藤隆文, 川上純一. ワルファリンと抗菌薬との薬物間相互

作用の解析-ワルファリンの抗凝固能に及ぼす抗菌薬の影響- 

 

田代将貴 

優秀演題賞, 第 33回日本臨床薬理学会学術総会, 2012年 11月（沖縄） 

田代将貴, 内藤隆文, 賀川義之, 川上純一. がん悪液質はオキシコドン服用患者の血中オキシ

モルフォン濃度を上昇させる 



 

川上純一 

学術奨励賞, 臨床薬理研究振興財団賞, 臨床薬理研究振興財団, 日本臨床薬理学会（平成 24

年度） 

がん性疼痛緩和領域における個別化薬物療法の構築 

 

内藤隆文 

First Prize, Outstanding poster presentation, FIP Hospital Pharmacy Section. FIP World Centennial 

Congress 2012 of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Oct 2012, Amsterdam, Netherland 

Takafumi Naito, Takashi Osawa, Naoya Suzuki, Toshiya Goto, Akira Takada, Hidenori Nakamichi, 

Yoshiko Onuki, Kimie Imai, Kunio Nakanishi, Junichi Kawakami. Comparison of the contamination 

levels on the exterior surface of the vials containing platinum anticancer drugs among the 

pharmaceutical products. 

 

髙科嘉章 

Postdoctoral Award, 日本医療薬学会（平成 24年度） 

Impact of CYP3A5 and ABCB1 gene polymorphisms on fentanyl pharmacokinetics and clinical 

responses in cancer patients undergoing conversion to a transdermal system 

 

 

2011年度 

内藤隆文, 石田卓矢, 大澤隆志, 山川花朱美, 川上純一 

報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 132年会, 2012年 3月（札幌） 

日本における医療用医薬品の自主回収の実態調査 

 

堀雄史 

優秀演題賞, 第 25回静岡県病院薬剤師会学術大会. 2012年 2月（静岡） 

髙科嘉章, 堀雄史, 大澤隆志, 吉田晃, 鈴木吉成, 川上純一. チーム医療推進のための血液内

科・緩和ケア病棟、サテライト薬剤業務への取り組み 

 

八木達也 

優秀演題賞, 第 32回日本臨床薬理学会学術総会, 2011年 12月（浜松） 

八木達也, 内藤隆文, 見野靖晃, 梅村和夫, 川上純一. 健常成人におけるガバペンチンの血中

動態および経口バイオアベイラビリティに及ぼす制酸剤の影響 

 

 

2010年度 

髙科嘉章, 内藤隆文, 見野靖晃, 大西一功, 川上純一 



報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 131年会, 2011年 3月（静岡） 

がん患者におけるフェンタニル貼付剤への切り替え後の鎮痛効果及び有害作用に及ぼす

CYP3A5とABCB1の遺伝子変異の影響 

 

山田尚広, 見野靖晃, 渡邉崇之, 八木達也, 内藤隆文, 山田浩, 川上純一 

報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 131年会, 2011年 3月（静岡） 

イトラコナゾール内用液服用患者におけるその水酸化代謝物の血中動態特性の評価 

 

田代将貴, 内藤隆文, 髙科嘉章, 賀川義之, 川上純一 

報道機関向け講演ハイライト, 日本薬学会第 131年会, 2011年 3月（静岡） 

オピオイドとプロクロルペラジン併用患者におけるプロラクチン分泌挙動の個人差要因の解

析. 

 

田代将貴 

優秀演題賞, 第 31回日本臨床薬理学会学術総会, 2010年 12月（京都） 

田代将貴, 内藤隆文, 髙科嘉章, 賀川義之, 川上純一. オピオイド服用患者におけるプロクロ

ルペラジンによるプロラクチン分泌挙動に及ぼす影響因子の評価 

 

内藤隆文 

奨励賞, 日本医療薬学会（平成 22年度） 

免疫抑制薬の TDMを基盤とした薬物治療管理のためのエビデンスの構築 

 

 

2009年度 

見野靖晃 

CPCFリサーチグラント 2009, 2009年 7月（名古屋） 

薬力学的指標に基づく代謝拮抗薬の体内動態と免疫抑制作用・有害反応との関係解明 

 

内藤隆文 

学術奨励賞, 日本薬学会東海支部（平成 21年度） 

代謝拮抗型免疫抑制薬の体内動態情報に基づく個別化投与設計法の基盤構築に関する臨床薬

学研究 

 

堀雄史 

2009 Best Poster Paper Award, the 4th Asian Conference on Pharmacoepidemiology, International 

Society for Pharmacoepidemiology, Oct 2009, Tainan, Taiwan 

Katsuhito Hori, Kasumi Yamakawa, Yoshinari Suzuki, Kazunori Ohnishi, Junichi Kawakami. 

Discrepancy of the hepatopathy incidence associated with anticancer drugs between clinical trials and 



clinical practice 

 

八木達也 

最優秀賞, 第 24回静岡県病院薬剤師会学術大会. 2010年 2月（静岡） 

八木達也, 内藤隆文, 山田尚広, 村松英彰, 土井松幸, 佐藤重仁, 川上純一. 重症感染症患者

における遊離形リネゾリドの血中動態、薬剤感受性および組織移行性の評価 

 

大澤隆志 

優秀賞, 第 24回静岡県病院薬剤師会学術大会. 2010年 2月（静岡） 

大澤隆志, 内藤隆文, 鈴木直哉, 金子貴則, 丸山修治, 川上純一. 白金抗がん薬のバイアル表

面汚染の微量分析法の開発と製剤品質の評価 

 

村松明佐美 

ミス浜北, 遠州はまきた飛竜まつり実行委員会（浜松市浜北区役所産業振興課内）， 2009年

5月（浜松） 

 

 

2007年度 

石代真貴子 

優秀演題賞, 第 28回日本臨床薬理学会学術総会, 2007年 11月（宇都宮） 

石代真貴子, 乾直輝, 竹内和彦, 浅井正嘉, 影山美智代, 乙部恵美子, 内田信也, 山田静雄, 川

上純一, 賀川義之, 渡邉裕司. CYP3A4活性に及ぼすスタチンの影響 

 

髙科嘉章 

優秀発表賞, 第 17回日本医療薬学会年会, 2007年 9月（前橋） 

髙科嘉章, 内藤隆文, 宮本康敬, 見野靖晃, 賀川義之, 川上純一. 癌性疼痛患者におけるフェ

ンタニルパッチのフェンタニル残存量とその体内動態の評価法の確立 


