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プロフィール 
 

駒田 富佐夫 （こまだ ふさお） 

 

専門分野 

・ 医薬品情報学 ・ 医療薬剤学 

 

担当科目 

・ 医薬品情報学 

・ 模擬薬局実習 

・ 集団コミュニケーション 

・ 医療薬剤学 

・ 医療薬学系統合演習(PBL) 

 

メッセージ 

コツコツやれば、サクサク解ける。 

 

オフィスアワー 

事前連絡があればいつでも可能です。 

 

学歴 

京都大学大学院医学研究科博士課程 単位取得満期退学（1984） 

広島大学大学院医学研究科修士課程 修了（1980） 

近畿大学薬学部 卒業（1978） 

 

学位 

博士（医学） 

 

主な職歴 

2005- 姫路獨協大学  教授 

1998-2005 城西大学薬学部  助教授 

1988-1998 神戸大学医部付属病院薬剤部  文部技官薬剤師 

1985-1988 University of Utah, College of Pharmacy Visiting assistant professor 

 

所属学会 

日本薬学会 

日本医薬品情報学会 

日本薬剤学会 

 

著書・翻訳書（2010 年以降） 

1. 『図解 医薬品情報学 改訂 3 版』（分担執筆）：南山堂（2014） 

2. 『医療薬学 第 6 版』（分担執筆）：廣川書店（2014）  

3. 『医薬品情報学－基礎から臨床へ－』（分担執筆）：廣川書店（2012） 

  



論文・総説(2010年以降) 

 
論文 
1. F.Komada. Analysis of time-to-onsets of interstitial lung disease after the administration of small molecule 

molecularly-targeted drugs. Yakugaku Zasshi, 138(2), 229-235, 2018. 

2. 駒田富佐夫, 栗岡恵一. カルバマゼピンとラモトリギンが関連した副作用の現状調査：「副作用が疑われる症例報告

に関する情報」、「副作用救済給付の決定に関する情報」と「レセプト情報・特定健診等情報データベース」による解

析. 医薬品情報学. 19(2), 72-81, 2017. 

3. 駒田富佐夫. カルバマゼピンとラモトリギンにおける単剤療法時ならびに多剤療法時の副作用に関する現状調査. 

医薬品相互作用研究. 41(3), 30 - 38, 2017. 

4. M.Murakami, S.Katsuragi, M.Ohno, M.Shigematsu, A.Kishi, Y.Zamami, F.Komada, N.Kurata, & M.Amano. 

Drug-administering persons’ exposure to oral anticancer drugs to be administered through a tube. Asian J. 

Pharm. Clin. Res., 9(3), 1-4, 2016. 

5. 駒田富佐夫, 中井裕士. 医薬品添付文書やインタビューフォームにおけるファーマコゲノミクス情報に関する調査. 

医薬品情報学. 18(3), 149-159, 2016. 

6. 堀江弘子, 岩切龍一, 黒木茂高, 岩本英里, 古賀さやか, 田代貴也, 小野尚文, 江口尚久, 中村隆典, 柳澤振一郎, 

駒田富佐夫, 江口有一郎. 酸化ストレス度評価(d-ROMs テスト)からみた禁煙治療の有効性の検討. 日本人間ドック

学会誌. 30(1), 30-37, 2015. 

7. 駒田富佐夫, 木下淳. 「副作用が疑われる症例報告に関する情報」による間質性肺疾患、肝機能異常、肝障害、アナ

フィラキシー反応、好中球数減少および好中球減少症の解析. 医薬品相互作用研究. 37(1), 17-26, 2013.  

8. 天野学, 比知屋寛之, 安智美, 清原義史, 座間味義人, 瀬戸衛, 井上徹雄, 田中一穂, 倉田なおみ, 駒田富佐夫. 

内用抗がん薬適正使用のための簡易懸濁法可否情報一覧表の作成. 社会薬学. 32(2), 43-47, 2013. 

9. 駒田富佐夫, 木下淳.「副作用が疑われる症例報告に関する情報」による有害事象の転帰、発現時期、被疑薬の解析. 

医薬品相互作用研究. 37(2), 10 -112, 2013. 

10. 天野学，駒田富佐夫，井上聖子，辰巳智子，宮岡弘明，緑川和重，天野亜紀，中村隆典，清原義史，横山照由. アン

ケート調査による簡易懸濁法でのチューブ詰まりの原因解析. 医療薬学, 38(2), 137-145, 2012. 

11. 駒田富佐夫, 中山優子, 木下淳. 医薬品情報学掲載論文からみた医薬品情報学に関する研究の動向. 医薬品情報学. 

14(1), 26-33, 2012. 

12. 堀江弘子, 江口有一郎, 水田敏彦, 桑代卓也, 岩本英里, 古賀さやか, 田代貴也, 富永智香子, 黒木茂高, 小野尚

文, 江口尚久, 中村隆典, 木下淳, 本多義昭, 天野学, 駒田富佐夫, 藤本一眞：肝炎ウイルス検査を希望しない人の

生活習慣の特徴とは？－特定健診の標準的質問票からの予測. 日本未病システム学会雑誌. 18(1), 98-101, 2012. 

13. 堀江弘子, 江口有一郎, 中村隆典, 水田敏彦, 桑代卓也, 岩本英里, 古賀さやか, 田代貴也, 冨永智香子, 黒木茂

高, 小野尚文, 木下淳, 本多義昭, 駒田富佐夫, 尾崎岩太, 安西慶三, 藤本一眞, 江口尚久. 肝炎ウイルス検査受

診率向上には医療者による個別の意義の説明が有効である. 肝臓. 53(10), 591-601, 2012. 

14. 大向智也，木下 淳，駒田富佐夫，内海裕一. マイクロ構造体を用いた高密度 3次元細胞培養法の提案. 電気学会論

文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌）. 130-C(10), 1789-1794, 2010. 

15. 堀江弘子, 岡田倫明, 江口有一郎, 水田敏彦, 岩本英里, 古賀さやか, 田代貴也, 冨永智香子, 黒木茂高, 小野尚

文, 江口尚久, 中村隆典, 木下淳, 本多義昭, 藤本一眞, 岩切龍一, 小泉俊三, 駒田富佐夫. ニコチン依存症のス



クリーニングテスト(TDSスコア値)は, 禁煙の行動ステージ（禁煙への意気込み）に影響を受ける.日本未病システム

学会雑誌. 16(2), 374-376, 2010. 

16. 堀江弘子, 中村隆典, 黒木茂高, 小野尚文, 江口尚久, 木下淳, 本多義昭, 駒田富佐夫. 禁煙治療における患者背

景と治療成績との関連性に関する調査研究. 医薬品情報学. 11(3), 180-188, 2010. 

 

総説・解説 

1. 三次元微細構造担体を用いた高密度細胞培養. エレクトロニス実装学会誌13(3):200 - 203, 2010 . 



学会・シンポジスト(2010年以降) 

 

学会発表 
 

1. 日本薬学会 135 年会 心筋細胞分化誘導物質 Br-DIF-1 のアルキル側鎖が心筋細胞への分化に及ぼす効果 (2015.03) 

2. 日本薬学会 134 年会 マウス胚由来腫瘍細胞から拍動心筋細胞への分化に及ぼす分化誘導剤の併用効果の検討 

(2014.03) 

3. 第 16 回医薬品情報学会総会・学術大会「副作用が疑われる症例報告に関する情報」を用いた市販後に発生する有害

事象の解析 (2013.08) 

4. 第 40 回 日本毒性学会学術年会 患者背景を考慮した簡易懸濁法による内服抗がん剤の安全性評価に関する基礎的検

討 (2013.06) 

5. 日本薬学会 133 年会 ドキソルビシンによる CMV プロモーター駆動性遺伝子の発現誘導機構の解析 (2013.03) 

6. 日本薬学会 132 年会 CMV プロモーター制御下の遺伝子発現におよぼすドキソルビシンの効果と ATF-2 リン酸化経路

の解析 (2012.03) 

7. 日本薬学会 130 年会 CMV プロモーター制御下の遺伝子発現におよぼす抗悪性腫瘍薬の効果と AP-1 リン酸化経路の

解析 (2010.03) 

 

シンポジスト 
1. 第 14 回日本医薬品情報学会総会・学術大会（東京）シンポジウム「大学における医薬品情報教育の進化」医薬品情

報教育と研究の動向」 (2011.07) 

2. 第 1 回先端ナノバイオフォーラム（兵庫）基調講演「遺伝子多型とオーダーメイド医療」 (2010.11) 

 

その他研究活動（2010 年以降） 
 

競争的資金 
1. 公益財団法人 ひょうご科学技術協会 技術高度化研究開発支援助成金 「簡易型糖尿病診断用装置の検出系開発」 

(2012) 分担研究者 

 

社会貢献活動（2010 年以降） 
 

1. 兵庫県立姫路循環器病センター 治験審査委員（2015～現在） 

2. 日本学術振興会 科学研究費審査委員（2015～2016） 

3. 姫路市産学協同研究助成事業 選考委員（2009～2016）  

4. 兵庫県病院薬剤師会 理事（2008～2012） 
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