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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 Department of Dental 
Pharmacology, Kyushu 
Dental College

IADR 79th General Session 
& Exhibition (Chiba, June) 

T. Ohsumi, S. Higashi, K. 
Kuroki￥Allergic Reaction 
Caused by Rosin in Dental 
Preparations

J Dent Res80 (IADR 
Abstracts), p.630

学会報告 九州厚生年金病院小児
科1),同 心臓外科2),同 薬
剤部3)

ジゴキシン散の安全かつ有効
な内服～賦形剤の工夫

池田和幸1),城尾邦隆1),宗内 
淳1),金谷能明1),渡辺まみ江
1),井本 浩2),末松文博3),峯本
正夫3)

第417回日本小児科学
会福岡地方例会  講演
要旨集pp.5 (北九州市, 
12月)

学会報告 九州厚生年金病院薬剤
部

オルトフタルアルデヒド-新し
い高度作用消毒薬としての可
能性-

赤松 孝 第40回日本消化器内視
鏡技師会九州支部会
（福岡市,12月)

学会報告 九州厚生年金病院薬剤
部1),同　リハビリテーショ
ン科2),同　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),多治見　司3)

第7回日本心臓リハビリ
テーション学会(久留米, 
9月)講演要旨集pp.75

学会報告 九州歯科大学歯科薬理
学教室1),九州歯科大学
歯科保存学第2教室2)

根管充填用ポイントの消毒に
関する検討

東 泉1),大住伴子1),小住佳子
1),宗 洋一郎2),黒木賀代子1)

第20回日本歯科薬物療
法学会(東京,2月),プロ
グラム･抄録集,p.47

学会報告 九州歯科大学歯科薬理
学教室1),九州歯科大学
歯科保存学第2教室2),九
州歯科大学･学生3)

根管充填剤による感染とアレ
ルギー発症の可能性につい
て

東 泉1),大住伴子1),宗 洋一
郎2),赤沼哲也3),佐藤孝明3),
籐 博貴3),永島志織3),信田普
崇3),芳賀 剛3),花見国紀3),船
木大悟3),松下秀一郎3),黒木
賀代子1)

第61回九州歯科学会総
会(北九州,5月),九州歯
会誌,55(4),p.269

学会報告 九州歯科大学歯科薬理
学教室1),九州歯科大学
総合歯科2)

試作歯面処理剤の変異原性
の検討

大住伴子1),東 泉1),庄野庸雄
2),黒木賀代子1)

第61回九州歯科学会総
会(北九州,5月),九州歯
会誌,55(4),p.277

学会報告 九州労災病院薬剤部TDMの臨床への応用とその
有用性

原口国高,大和正明 第2回九州山口薬学
ファーマシューティカル
ケアシンポジウム（福
岡,2月）

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）

北九州薬学フォーラム２
００１(北九州,5月)

1



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 九州労災病院薬剤部1),
九州労災病院小児科2),
熊本大学大学院薬学研
究科病態生体情報学講
座3)

慢性疾患患児の薬物治療に
対する意識調査

白石貴寿1),原口国高1),横山
博1),大和正明1),相部美由紀
2),徳永洋一2),松尾香奈子3),
入江徹美3)

第65回九州山口薬学大
会(山口,9月)

学会報告 九州労災病院薬剤部1),
青森労災病院薬剤部2)

薬と労働災害－九州労災病
院における労働災害と服用薬
剤との関係－

森純子1),白石貴寿1),横山博
1),大和正明1),松田俊之2),中
居肇2),平塚哲也2)

第49回日本職業・災害
医学会

学会報告 産業医大精神医学教室
1),産業医大病院薬剤部
2)

Grapefruit juice increase 
plasma concentrations of 
fluvoxamine

Hori,H.1),Ueda,N.1),Yoshimur
a,R.1),Eto,S.2),Shinkai,K..1),S
akata,S.1),Terao,T.1) and 
Nakamura,J.1)

2001 Collegium 
Internationale Neuro-
Psychopharmacologicum
 Regitional Meeting(広
島,2001年10月)

学会報告 産業医大精神医学教室
1),産業医大病院薬剤部
2)

Interaction between 
fluvoxamine and 
smoking(nicotine), caffeine, 
levomepromazine and lithium

Shinkai,K.1),Yoshimura,R.1),U
eda,N.1),Eto,S.2),Matsushita,
M.2) and Nakamura,J.1)

2001 Collegium 
Internationale Neuro-
Psychopharmacologicum
 Regitional Meeting(広
島,2001年10月)

学会報告 産業医大第１内科学1),産
業医大病院薬剤部2),産
業医大病院腎センター3)

プレドニゾロン(PSL)治療抵抗
性のネフローゼ症候群やSLE
患者ではPSLの薬剤クリアラン
スが亢進している

稲田良郁1),瓜生康平1),江藤
精二2),齋藤和義1),海津嘉蔵
3),田中良哉1)

第44回日本腎臓学会
(東京,2001年5月)

学会報告 産業医大病院薬剤部バルプロ酸併用時のてんかん
患者における遊離型フェニト
イン血中濃度の上昇は蛋白
結合置換によるものか？

松下真和,江藤精二,浅原稔
生,中村悟,高橋浩二郎,野田
浩司

日本薬学会第121年会
(札幌,3月)講演要旨集-
3-p.144

学会報告 産業医大病院薬剤部バルプロ酸併用時の遊離型
フェニトイン血中濃度の上昇
は蛋白結合置換によるもの
か？

松下真和,江藤精二,浅原稔
生,高橋浩二郎,野田浩司

第18回日本TDM学会・
学術大会（東京,6月）講
演要旨集p.111

学会報告 産業医大病院薬剤部散薬調剤の再評価(その4)－
低用量のドパール細粒の調
剤法について－

松下真和,江藤精二,日高博
司,牛尾敏彦,高橋浩二郎

第65回九州山口薬学大
会(山口,9月),講演要旨
集p72

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
院外処方せんの全面発行に
ついて

牛尾敏彦,篠原義剛,片山牧,
日高博司,玉利一也,江藤精
二,高橋浩二郎,重松昭生,野
田浩司

第11回日本医療薬学会
(東京,9月),講演要旨集
p188

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
院外処方せんの全面発行に
ついて

片山牧,篠原義剛,牛尾敏彦,
日高博司,玉利一也,江藤精
二,高橋浩二郎,重松昭生,野
田浩司

第65回九州山口薬学大
会(山口,9月),講演要旨
集p92
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学会報告 産業医大病院薬剤部1),
産業医大情報システム企
画課2),産業医大病院業
務課3),同医事課4),同医
療情報部5)

院外処方せん全面発行の工
夫とそのシステムの構築・効
果について

高橋浩二郎1),牛尾敏彦1),日
高博司1),玉利一也1),江藤精
二1),浅原稔生1),長浜久枝1),
中村悟1),久保秀一2),松波秀
一2),安永晃3),辻塚勲4),猪原
昭彦4),中村征矢5)

第21回医療情報学連合
大会(東京,11月),抄録集
p137

学会報告 小倉記念病院薬剤部CCUにおける薬剤師のチー
ム医療への参加

入江利行1) ,増田和久1),横井
宏佳2),後藤明子3),谷口美和
子4),道越淳一4)

第39回日本社会保険医
学会（大阪,11月）講演
要旨集p.145

学会報告 小倉記念病院薬剤部CCUにおける薬剤師の役割と
感染対策について

入江利行1), 増田和久1),後藤
明子2),横井宏佳3)　

第1回日本心血管カ
テーテル治療学会学術
集会（北九州,9月）講演
要旨集p.57

学会報告 小倉記念病院薬剤部治験の倫理的､科学的な質の
向上を目指して-治験コー
ディネーター（CRC)の立場か
ら-

樋田久美子1),岸川春樹2),増
田和久2)

第1回日本心血管カ
テーテル治療学会学術
集会（北九州,9月）講演
要旨集p.174

学会報告 小倉記念病院薬剤部心臓手術における術後感染
への予防的抗生剤投与とそ
の危険因子についての検討

町田聖治,増田和久　 日本薬学会第121年会
（札幌,3月）講演要旨集
3 p.170

学会報告 小倉記念病院薬剤部薬剤関連業務の再点検によ
る誤薬防止への取り組み

富田敏章,細川秀則,樽善久,
増田和久

第39回日本社会保険医
学会（大阪,11月）講演
要旨集p.82

学会報告 小倉第一病院薬剤科ＥＢＭに基づく薬剤情報の提
供

中西雅哉 第43回全日本病院学会
（埼玉,10月）

学会報告 小文字病院薬局薬剤使用基準の構築と運用
～第1報～

松岡由美子,栗田佳奈,山崎信
子

第34回日本薬剤師会学
術大会(横浜,10月),講演
要旨集p.374

学会報告 小文字病院薬局与薬におけるリスクマネージメ
ントと薬剤師の関わり

坂本朋子,今村陽子,山崎信子 第65回九州山口薬学大
会(山口,9月),講演要旨
集p.147

学会報告 新小倉病院薬剤部平成12年度薬剤科に報告の
あったインシデントの内容と防
止策について

佐藤一雄,山田隆士,溝口玄一
郎,長末敦子,三井智子,野見
山恵,田口潤二郎

第50回共済医学会（東
京,10月）,抄録集C-
25,p.215
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学会報告 町立芦屋中央病院薬局画像を利用した調剤過誤・トラ
ブル防止の試み

檜田房男,波多野文子,石松弓
美,筒井浩陽,杉野浩二

第11回日本医療薬学会
年会(東京,9月),講演要
旨集p.105

学会報告 八幡厚生病院薬剤室精神科入院前の服薬状況と
その後の薬剤管理指導

柴田木綿,冨松香織,横田由
香,園田美樹

第29回日本精神病院協
会 精神医学会学会抄
録集p.85

学会報告 八幡厚生病院薬剤室退院時における薬剤管理指
導の評価

柴田木綿,横田由香,園田美樹 第44回日本病院・地域
精神医学会総会(茨
城,11月)学会抄録集
p.131

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)

乳児心不全患者におけるジゴ
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),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
2001(北九州市, 5月)

研修会 九州厚生年金病院薬剤
部1),同　リハビリテーショ
ン科2),同　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)

北九州薬学フォーラム
2001(北九州市,5月)

研修会 国立小倉病院薬剤科小倉病院薬剤科におけるＴＱ
Ｃ活動

御船紀子,取附康裕,吉田宣
政,黒木尚美

第25回九州地区国立病
院・療養所薬剤師会薬
学研究会(熊本,7月)抄
録p.40

研修会 国立小倉病院薬剤科整形外科病棟における薬剤
管理指導－ＭＴＸ大量療法を
中心に－

吉田宣政,取附康裕,岩松俊
紀,井上清勝

第25回九州地区国立病
院・療養所薬剤師会薬
学研究会(熊本,7月)抄
録p.33

研修会 三喜薬局海綿状脳症（プリオン病）～ク
ロイツフェルト・ヤコブ病と狂
牛病を中心に～

有吉俊二 北九州市立永犬丸公民
館生涯学習講座（八
幡,11月）

研修会 産業医大学院薬剤部産業医大病院における院外
処方せん発行の現状と今後
の課題

高橋浩二郎 宗像薬剤師会研修会
(宗像,11月)

研修会 産業医大病院薬剤部異常に低いバルプロ酸血中
濃度をもたらす要因について

浅原稔生,江藤精二,松下真
和,中村悟,高橋浩二郎,野田
浩司

北九州薬学フォーラム２
００１(北九州,5月)
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研修会 産業医大病院薬剤部糖尿病患者への服薬指導に
ついて

江藤精二 ＤＭエキスパートナース
研修会(北九州,11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

中村悟 北九州薬学フォーラム２
００１(北九州,5月)

研修会 小倉記念病院薬剤部メチルジゴキシン錠の投与量
設定指針及びその臨床応用
（薬剤管理指導業務を通じて
のEBMへの取り組み）

町田聖治,増田和久　 第45回全国社会保険病
院薬剤師会研修会（札
幌,3月）

研修会 小倉記念病院薬剤部悪性疾患患者における薬剤
管理指導業務の実際「血液
内科」

丸子浩 福岡県病院薬剤師会オ
ンコロジーセミナー（福
岡,3月）

研修会 小倉記念病院薬剤部医薬品情報とEBM富田敏章 第29回新採用薬剤師教
育研修会（太宰府,9月）

研修会 小倉記念病院薬剤部院外処方せん発行後の病院
薬剤師の生き残り策

増田和久 第4回九州・山口地区労
災病院薬剤部研修会
（北九州,11月）

研修会 小倉記念病院薬剤部抗癌剤ミキシング時における
プレアボイド

新治嘉一 第188回洞薬会例会（北
九州,11月）

研修会 小倉記念病院薬剤部心臓外科病棟でのファーマ
シューティカルケアの実践

町田聖治,増田和久　 第2回九州山口薬学会
ファーマシューティカル
ケアシンポジウム＆研修
会（福岡,2月）講演要旨
集p.57-66

研修会 小倉記念病院薬剤部心臓血管病棟でのプレアボイ
ド報告

町田聖治 第188回洞薬会例会（北
九州,11月）

研修会 小倉記念病院薬剤部整形外科病棟におけるプレア
ボイド報告

柴田尚美 第188回洞薬会例会（北
九州,11月）
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研修会 小倉記念病院薬剤部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)

北九州薬学フォーラム
2001（北九州,5月）

研修会 小倉記念病院薬剤部薬剤関連業務の再点検によ
る誤薬防止への取り組み

富田敏章,細川秀則,樽善久,
増田和久

北九州薬学フォーラム
2001（北九州,5月）

研修会 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

北九州薬学フォーラム
2001(北九州市,5月)

研修会 新日鐵八幡記念病院薬
剤部

外来患者に対する薬剤情報
提供について

後藤渉,佐藤大惣,清水利起
子,三原徳子,山内豊和,佐々
木俊行,山澤理恵子,米澤和明

院内集談会(八幡,11月)

研修会 新日鐵八幡記念病院薬
剤部

糖尿病治療薬の使い方山内豊和 第57回帆柱会研修会
(八幡,7月)

研修会 八幡厚生病院薬剤室退院時における薬剤管理指
導の評価

柴田木綿,横田由香,園田美樹 北九州臨床精神薬理研
究会(11月)

研修会 北九州市立医療センター
薬剤科

「レフトーゼシロップによる卵
白アレルギーを未然に防いだ
症例」－プレアボイド報告－

末吉宏成 第188回洞薬会例会(八
幡,11月)

研修会 北九州市立医療センター
薬剤科

完全静脈栄養時問題となる微
量元素（亜鉛）－硫酸亜鉛注
射薬－

米谷頼人 第28回臨床薬物研究会
（北九州,8月）

研修会 北九州市立八幡病院薬
剤科

院外処方箋発行後における
薬剤管理指導業務への取り
組み

山本朗子　山田真貴　北村桂
二郎

平成13年度北九州市立
八幡病院開設記念行事
 (八幡10月)

研修会 北九州市立八幡病院薬
剤科

当院におけるプレアボイド報
告

植木哲也 第188回洞薬会例会(八
幡,11月)
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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

研修会 北九州市立門司病院薬
剤科

当院におけるリファンピシン
（ＲＦＰ）坐剤使用についての
考察

水戸浩司,松本京子,片山巌,
永沼範彦,坂本佳子,森口和範

第19回北九州市立病院
集談会（北九州,11月）

新聞掲載 町立芦屋中央病院薬局「監査画像・記録システム」の
構築

檜田房男,波多野文子,石松弓
美,筒井浩陽,杉野浩二

Japan Medicine,(株)じほ
う,2001年12月14日,第
561号

著書 九州労災病院薬剤部気管支喘息の病態と治療原口国高 福岡県病院薬剤師会会
誌 No.137 p.28

著書 九州労災病院薬剤部薬事新報　（人と人）原口国高 薬事新報社（東京） 
2001年11月15日 
p38(1256)

著書 産業医大病院薬剤部薬の辞典野田浩司,高橋浩二郎(編者：) 朝倉書店,2001
年,pp.576-585

論文 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)

Population-Based 
Investigation of Relative 
Clearance of Digoxin in 
Japanese Neonates and 
Infants by Multiple Trough 
Screen Analysis

Fumihiro Suematsu1), Eiji 
Yukawa2),Miho 
Yukawa3),Masao Minemoto1), 
Shigehiro Ohdo2),Shun 
Higuchi2)and Yoshinobu 
Goto3)

Eur. J. Clin. 
Pharmacol.,27,pp.19-
24, 2001.

論文 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)

乳児心不全患者のジゴキシン
母集団薬物動態解析

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)

医療薬学
値,27(5),pp.426-
431,2001.

論文 九州大学大学院1),九州
厚生年金病院薬剤部2),
福岡大学薬学部3)

Population Pharmacokinetics 
of Digoxin in Japanese 
Patients: A 2-Compartment 
Pharmacokinetic Model.

Eiji Yukawa1),Fumihiro 
Suematsu2),Masao 
Minemoto2),Shigehiro 
Ohdo1), Shun 
Higuchi1),Yoshinobu 
Goto3)and Toshinobu Aoyama

Clin. Pharmacokinet., 
40(10), pp.773-781, 
2001.

論文 香月中央病院薬局在宅医療とのかかわり森友英治、上堂薗貴教 日本病院薬剤師会雑
誌、第三十七巻、第十
号、ｐｐ．53-56、2001

論文 産業医大精神医学教室
1),産業医大病院薬剤部
2)

Effects of smoking(nicotine), 
caffeine and 
levomepromazine on plasma 
concentrations of fluvoxamine

Yoshimura,R.1),Ueda,N.1),Na
kamura,J.1),Eto,S.2) and 
Matsushita,M.2)

International Clinical 
Psychopharmacology, 
16(5)314-315(2001)
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論文 産業医大病院薬剤部Enantioselective metabolism 
of propranolol in isolated 
hepatocytes prepared from 
untreated, PB- or 3-MC-
pretreated rats

Wu,X.,Noda,A.,Noda,H.,Eto,S
.,Muro.H.,Ono,Y. and 
Inokuchi,K.

J.UOEH, 23(1)23-
34(2001)

論文 産業医大病院薬剤部異常に低いバルプロ酸血中
濃度をもたらす要因について

浅原稔生,江藤精二,松下真
和,中村悟,高橋浩二郎,野田
浩司

九州薬学会会
報,55,pp.9-13,2001

論文 産業医大病院薬剤部1),
産業医大情報システム企
画課2),産業医大病院業
務課3),同医事課4),同病
院医療情報部5)

院外処方せん全面発行の工
夫とそのシステムの構築・効
果について

高橋浩二郎1),牛尾敏彦1),日
高博司1),玉利一也1),江藤精
二1),浅原稔生1),長浜久枝1),
中村悟1),久保秀一2),松波秀
一2),安永晃3),辻塚勲4),猪原
昭彦4),中村征矢5)

第21回医療情報学連合
大会論文
集,21thJCMI(Nov.,2001)
pp.248-249

論文 小倉記念病院薬剤部プレアボイド報告事例（3）町田聖治,増田和久　 福岡県病院薬剤師会会
誌 No.135 p.7

論文 小倉記念病院薬剤部心臓血管病棟における薬剤
管理指導業務の実際

町田聖治,増田和久　 福岡県病院薬剤師会会
誌 No.137 p.15

論文 小倉記念病院薬剤部人員配置基準に思う増田和久 薬事新
報,No.2174,pp.3,2001

論文 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,増田和久,町田聖治 小倉記念病院紀要

論文 八幡厚生病院薬剤室精神科入院前の服薬状況と
その後の薬剤管理指導

柴田木綿,冨松香織,横田由
香,園田美樹

日本精神病院協会雑
誌,20,pp.631-635,2001
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