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形式 所属演題、題目、書名氏名、著者名、編者 学会、掲載紙

学会報告 九州厚生年金病院薬剤部1),リ
ハビリテーション科2),内科3)

心臓リハビリテーションにお
ける薬剤師の役割

吉国健司1),赤松孝1),峯本正
夫1),高永康弘2),折口秀樹3)

第64回九州山口薬学大会
(別府,11月)講演要旨集
p.189

学会報告 九州厚生年金病院薬剤部1),九
州大学大学院2),福岡大学薬学
部3)

乳児心不全患者におけるｼﾞ
ｺﾞｷｼﾝｸﾘｱﾗﾝｽ変動要因の
解析

末松文博1),湯川榮二2),峯本
正夫1),湯川美穂3),大戸茂弘
2),樋口駿2),後藤良宣3)

第27回日本小児臨床薬理
学会(久留米,9月)講演要
旨集p.66

学会報告 九州歯科大学歯科薬理学講座
1）,九州歯科大学学生2）,九州
歯科大学歯科保存学第１講座
3）

試作歯面処理剤の生物学
的安全性の検討

大住伴子1）,須藤佳子1）,東　
泉1）,江原美奈2）,福井義彦2）,
小川堅治2）,風間洋子2）,田中
富貴子2）,庄野庸雄3）,黒木賀
代子1）,寺下正道3）

第60回九州歯科学会総会
（北九州,5月）九州歯科
学会雑誌,54（4）,p.390

学会報告 九州歯科大学歯科薬理学講座
1）,九州歯科大学歯科保存学第
１講座2）

試作歯面処理剤の安全性
についての薬理学的検討

大住伴子1）,東泉1）,小住佳子
1）,庄野庸雄2）,黒木賀代子1）,
寺下正道2）

第19回日本歯科薬物療法
学会（熱海,2月）プログ
ラム・抄録集,p.60

学会報告 九州歯科大学歯科薬理学講座
1）,九州歯科大学歯科保存学第
１講座2）

試作歯面処理剤の有用性
についての検討

東　泉1）,大住伴子1）,須藤佳
子1）,庄野庸雄2）,寺下正道2）,
黒木賀代子1）

第42回歯科基礎医学会学
術大会（大阪, 9月）歯
科基礎医学会雑誌,42
（5）抄録集,p.455

学会報告 九州労災病院薬剤部1),九州労
災病院小児科2）

小児喘息患者における
Aminophylline持続点滴静注
下でのTheophyllineクリアラ
ンスの変動

原口国高1）,大和正明１）,相部
美由紀2）,平野稔喜2）

第64回九州山口薬学大会
(大分,11月)講演要旨
集,p203

学会報告 九州労災病院薬剤部1),九州労
災病院小児科2）

小児喘息患者におけるアミ
ノフィリン持続点滴静注下で
のテオフィリンクリアランス
の考察

原口国高1）,大和正明１）,相部
美由紀2）,平野稔喜2）

第27回日本小児臨床薬理
学会（久留米,9月）抄録
集p.62

学会報告 九州労災病院薬剤部1),九州労
災病院小児科2）

成長過程におけるバルプロ
酸遊離型分率の検討

原口国高1）,大和正明１）,相部
美由紀2）,平野稔喜2）

日本薬学会第120年会
（岐阜,3月）講演要旨集
4,p.65

学会報告 香月中央病院薬局地域住民の目に見える薬剤
師をめざしてー病院薬剤師
の立場からー

森友英治 第64回九州山口薬学大会
（大分,11月）,講演要旨
集p.54
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学会報告 国立小倉病院薬剤科ＰＤＦを使用した医薬品デー
タベースの構築

大坪輝行,岩松俊紀,井上清勝 第64回九州山口薬学大会
（別府,11月）講演要旨
集P147

学会報告 国立小倉病院薬剤科当院における精神科病棟へ
の服薬指導の取り組み

取附康裕,橋本雅司,千田信,岩
松俊紀,井上清勝

第55回国立病院・療養所
総合医学会（東京,11
月）講演要旨集

学会報告 産業医大神経精神科1)  産業医
大病院薬剤部2)

Interaction between 
fluvoxamine and smoking 
(nicotine), caffeine, and 
levomepromazine in 
Japanese

Nakamura,J.1) ,Yoshimura,R.1)
 ,Ueda,N.1) ,Eto,S.2)

XXIInd Collegium 
Internationale Neuro-
Psychopharmacologicum 
Congress, 
Brussels(2000年7月)

学会報告 産業医大病院・腎センター1)　
産業医大病院薬剤部2)

血液透析により遊離型フェ
ニトイン濃度が低下する

海津嘉蔵1),江藤精二2),浅原
稔生2),筬島明彦1),瓜生康平
1),高橋一久1),長谷川治1),田
中孝夫1),梶原真奈美1),西谷
博一1),内田裕之1),菅　朗1)

第45回日本透析医学会学
術集会(福岡,6月)

学会報告 産業医大病院薬剤部マスメディアを利用した治験
被験者募集広告への対応
－産業医科大学病院の場
合－

田中紀子,太田かおり, 高橋浩
二郎, 野田浩司

九州山口薬学大会(別
府,11月), 講演要旨集
p.220

学会報告 産業医大病院薬剤部異常に低いバルプロ酸血中
濃度を示す患者における要
因について

浅原稔夫,江藤精二　高橋浩
二郎　野田浩司

第64回九州山口薬学大会
(別府,11月)講演要旨集
p.199

学会報告 産業医大病院薬剤部産業医科大学病院における
「治験に係る被験者募集の
情報提供」への対応

田中紀子,太田かおり,高橋浩
二郎, 野田浩司

第21回日本臨床薬理学会
年会(札幌,9月), 講演要
旨集p.137

学会報告 産業医大病院薬剤部神経回路網を用いた外来処
方せん枚数の長期予測とそ
の評価

中村悟 日本薬学会第120年会
（岐阜,3月）要旨集1 
p.155

学会報告 小倉記念病院泌尿器科1),同薬
剤部2),同看護部血液透析室3)

血液透析患者の造影剤血
中濃度の検討

城嶋和孝1),竹内敬二1),佐長
俊昭1),入江利行2),村上安子
3),藤永つゆ子3),森川小百合
3),戸丸由美3),橋本美穂3),白
石武治3)　　

第45回日本透析医学会
(福岡,6月)

学会報告 小倉記念病院薬剤部1),同検査
技師部2)

当院における治験コーディ
ネーター（ＣＲＣ）の導入と現
状

岸川春樹1),樋田久美子2),増
田和久1)

第38回日本社会保険医学
会（山口,10月）
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学会報告 小倉第一病院薬剤科1）,小倉第
一病院医療情報室2）

コンピューターを活用した薬
剤管理指導業務

福田理英子1）,田中敦1）,中西
雅哉1）,柴田俊雄2）,中村定敏
2）

第42回全日本病院学会
（福岡,10月）

学会報告 小文字病院薬局POSに基づいた薬剤管理指
導業務の実際

坂井希久子,五郎丸剛,今村陽
子,栗田佳奈,湊亜希子,植山
寛,山崎信子

第64回九州山口薬学大会
（大分,11月）講演要旨
集p.135

学会報告 小文字病院薬局医薬品適応外使用における
現状と問題点

湊亜希子,植山寛,山崎信子 第64回九州山口薬学大会
（大分,11月）講演要旨
集p.113

学会報告 新日鐵八幡記念病院薬剤部0.5%塩酸バンコマイシン点
眼液の安定性の検討

今村陽子,後藤渉,山澤理恵子,
米澤和明

第64回九州山口薬学大会
（大分,11月）講演要旨
集p.165

研修会 九州厚生年金病院薬剤部「聴くと効く・くすりの話」末松文博 社会保険健康セミナー
(北九州,10月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤部心臓リハビリテーション教室
の紹介

吉国健司 第184回洞薬会例会(第26
回業務懇談会)(八幡,3
月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤部糖尿病チーム医療への取り
組み

居塚しのぶ 第184回洞薬会例会(第26
回業務懇談会)(八幡,3
月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤部薬剤管理指導業務の取り組
み

赤松孝 第184回洞薬会例会(第26
回業務懇談会)(八幡,3
月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤部薬剤業務のモニタリング(2)
－患者クレームの増加と薬
剤情報提供との関連性－

桑村恒夫,居塚しのぶ,渡瀬美
登里,平田真子,安部勝久,峯本
正夫

北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤部薬剤情報提供が及ぼす外
来患者待ち時間への影響

居塚しのぶ,高倉順子,木下昭
生,峯本正夫

北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)
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研修会 九州厚生年金病院薬剤部1),九
州大学大学院2),福岡大学薬学
部3)

薬物治療最適化のための
母集団薬物動態解析－カ
ルシウム拮抗剤併用による
ｼﾞｺﾞｷｼﾝｸﾘｱﾗﾝｽの変動－

末松文博1),峯本正夫1),湯川
榮二2),大戸茂弘2),樋口駿2),
湯川美穂3),後藤良宣3)

北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 九州労災病院薬剤部九州労災病院における院外
処方の経緯

平川正芳 第3回九州山口労災病院
薬剤部研修会

研修会 国立小倉病院薬剤科1）,国立小
倉病院内科2）

中枢性尿崩症におけるデス
モプレシン4倍希釈液の有
用性について

中尾恵理子1）,橋本雅司1）,千
田信1）,井上清勝1),西芳寛2）

第24回九州地区国立病
院・療養所薬剤師会薬学
研究会講演抄録集P41

研修会 産業医大病院薬剤部血液透析患者における遊離
型薬物血中濃度の有用性

江藤精二 北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 産業医大病院薬剤部散剤調剤の再評価(その２)
投与量の少ない散剤調剤
について

中村悟 北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 産業医大病院薬剤部散剤調剤の再評価（その３）
－調剤薬局における散剤調
剤法のアンケート調査

木下裕美 北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 産業医大病院薬剤部臨床現場におけるシミュ
レーション－Artificial 
Neural Networkによる外来
処方せん枚数の長期予測
を中心に－

中村悟 第25回西日本薬剤学研究
会（7月,筋湯）講演要旨
集 p.12

研修会 小倉記念病院薬剤部～院外処方の発行による、
糖尿病薬関連の取り組みと
現況～

丸子浩 第4回北九州糖尿病チー
ム懇話会(1月,北九州)

研修会 小倉記念病院薬剤部バルプロ酸服用患者の授
乳の可否について～ＥＢＭ
の手法を用いた情報提供～

富田敏章,新治嘉一,入江利行,
増田和久

北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 小倉記念病院薬剤部医薬分業後の病院薬剤師
業務

増田和久 第15回北九州病院グルー
プ薬剤部会 研究発表会
（10月,北九州）
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研修会 小倉記念病院薬剤部院外処方せん発行における
リスクマネージメント－処方
せん監査と疑義照会への対
応

樽善久 北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 小倉記念病院薬剤部小倉記念病院における循環
器疾患患者に対する薬剤
管理指導業務

町田聖治 福岡県病院薬剤師会特別
研修会（福岡,3月）

研修会 小倉記念病院薬剤部当院におけるメチルジゴキ
シン錠の投与量設定につい
て

清水誉志,町田聖治,入江利行,
増田和久

北九州薬学フォーラム
2000(産業医大,5月)

研修会 小倉記念病院薬剤部福岡県における薬剤管理指
導業務の現状

増田和久 福岡県病院薬剤師会特別
研修会（福岡,3月）

研修会 小倉記念病院薬剤部薬剤管理指導業務とプレア
ボイド

柴田尚美 院内合同集談会（11月,
北九州）

研修会 小倉記念病院薬剤部薬剤使用ガイドラインの作
成と臨床応用－薬剤管理
指導業務の質的向上を目
指して－

町田聖治 第24回臨床薬物研究会
（9月,北九州）

研修会 新日鐵八幡記念病院薬剤部当院における薬剤管理業務
への取り組み－指導内容の
充実をめざして－

佐藤大惣,渡邉真知子,堀川知
子,柊山江里子,山内豊和,米澤
和明

北九州薬学フォーラム
2000（産業医科大,5月）

研修会 町立芦屋中央病院薬局保険査定を受けない為の取
り組みについて

杉野浩二 洞薬会中小病院薬剤師資
質向上の会勉強会（北九
州3月）

研修会 洞薬会中小病院委員会薬剤管理指導業務完全実
施のための懇話会業務報
告

片山巌,池田美幸,筒井浩陽,森
友英治,井上和啓,山崎信子

第186回洞薬会例会（第
27回業務懇談会）（八
幡,11月）

研修会 八幡厚生病院薬剤室精神科における家族のみの
受診状況とその問題点

園田美樹,元田香織,横田由香,
柴田木綿

北九州薬学フォーラム
2000（5月,産業医大）
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研修会 北九州市立八幡病院薬剤科院内繁用薬剤の注意点　　
　　　　　　　　　　　　　

原田桂作 平成12年度後期外科医局
研修会(八幡,9月）

研修会 北九州市立八幡病院薬剤科処方紹介 ＝院外処方箋発
行に向けて＝ シリーズ Ｎ
ｏ.7

藤武隆文 八幡薬剤師会研修会（八
幡,2月）

研修会 北九州市立八幡病院薬剤科処方紹介 ＝院外処方箋発
行に向けて＝ シリーズ Ｎ
ｏ.8

山下正義 八幡薬剤師会研修会（八
幡,3月）

研修会 北九州市立八幡病院薬剤科当院における院外処方箋に
関する疑義照会記録の解
析

水戸浩司 平成12年度八幡病院開設
記念行事(八幡,10月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科市立門司病院薬剤科　呼吸
器科の処方紹介及び処方
解析

松本京子 門司薬剤師会処方検討会
（門司,2月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科筑紫地区薬剤管理指導業
務懇話会

片山巌 薬剤管理指導業務実施施
設対象の研修会（春日
市,10月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科当院における院外処方箋発
行後の問題について

森口和範 門司薬剤師会処方検討会
（門司,5月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科当院における院外処方箋問
題点解説

森口和範 門司薬剤師会処方検討会
（門司,3月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科当院における薬剤管理指導
業務の報告PART3

松本京子 第18回北九州市立病院集
談会（北九州,10月）

研修会 北九州市立門司病院薬剤科薬剤投与に見られる口腔の
異常

片山巌 歯科衛生士対象の研修会
（北九州市総合保険福祉
センター,11月）
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著書 九州厚生年金病院薬剤部強心配糖体末松文博 医薬品適正使用のための
臨床薬物動態(共著,企画
:澤田康文),月刊薬事3月
臨時増刊号

著書 産業医大病院薬剤部2000年版　薬剤師のための
常用医薬品情報集

野田浩司,玉利一也　：　編集
　辻彰、川島進、重信弘毅,杉
本功,野田浩司,堀坂和敬

2000年版　薬剤師のため
の常用医薬品情報集  
p.1-1196, 2000年1月15
日(廣川書店)

著書 産業医大病院薬剤部医薬品の管理－麻薬、向精
神薬を含む－

戸高チカ子,高橋浩二郎,野田
浩司　：　編集　岡野善郎、神
谷晃,上能伊公雄,松山賢治

実践 医療薬学－科学的
根拠に基づく薬物療法を
行うために－ p.267-
277, 2000年8月15日（じ
ほう）

著書 新日鐵八幡記念病院薬剤部ナースの薬箱－外用薬・消
毒薬編－

米澤和明（編集：扇谷茂樹） p.117,p.119,pp.121-
124,p.170,2000年1月
（文光堂）

論文 産業医大・精神科1)　産業医大
病院薬剤部2)

Possible relation-ships 
between plasma 
carbamazepine-10,11-
epoxide levels and 
antimanic efficacy and side 
effects in patients with 

Yoshimura,R.1)  
Nakamura,J.1)  Eto,S.2)  and  
Ueda,N.1)

Hum.Psychopharmacol.Cl
in.Exp.,15,237-
240(2000)

論文 産業医大病院薬剤部医療における薬物分析Ⅱ－
Therapeutic Drug 
Monitoringから派生した基
礎的研究－

江藤精二 THE CHEMICAL 
TIMES,Vol.175,1,9-
14(2000)

論文 産業医大病院薬剤部医療における薬物分析Ⅲ－
Therapeutic Drug 
Monitoringから派生した基
礎的研究－

江藤精二 THE CHEMICAL 
TIMES,Vol.176,2,13-
17(2000)

論文 産業医大病院薬剤部医療における薬物分析Ⅳ－
Therapeutic Drug 
Monitoringから派生した基
礎的研究－

江藤精二 THE CHEMICAL 
TIMES,Vol.177,3,7-
10(2000)

論文 産業医大病院薬剤部医療における薬物分析Ⅴ－
Therapeutic Drug 
Monitoringから派生した基
礎的研究－

江藤精二 THE CHEMICAL 
TIMES,Vol.178,4,12-
15(2000)

論文 小倉記念病院薬剤部当院におけるメチルジゴキ
シン錠の投与量設定につい
て

町田聖治,入江利行,増田和久 第64回九州山口薬学会会
報 第54号（2000）p.19-
25
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論文 小倉記念病院薬剤部薬物療法におけるリスクマ
ネージメントと薬剤師業務

細川秀則,増田和久 小倉記念病院紀要,2000

論文 小文字病院薬局質疑応答シリーズ：乾燥甲
状腺末からチラーヂンＳへ
切り替える際の休薬と用量
調節は？

植山寛 福岡県病院薬剤師会会誌
No133,P23～24

論文 八幡厚生病院薬剤室患者家族のみの外来受診
状況とその問題点

園田美樹,元田香織,横田由香,
柴田木綿

病院地域精神医学
Vol.43.No.1,2000

論文 北九州市立門司病院薬剤科質疑応答シリーズ:イソニア
ジド（ＩＮＨ）の末梢神経障害
は服薬後どのくらいの期間
で発症するのか

坂本佳子 福岡県病院薬剤師会会
誌.No.132.p.27.2000
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