
洞薬会業績集2002：2002年1月～12月

形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

学会報告 秋山耕治1), 湯川栄二
2), 末松文博3), 湯川美
穂4), 大戸茂弘1), 樋口
駿1), 峯本正夫3), 後藤
良宣4)

新生児におけるジゴキシ
ンの薬物動態変動要因
の解明

日本薬学会第122年
会(千葉,3月)  講演要
旨集(4) p.128

1)九州大学大学院,2)第
一薬科大学,3)九州厚生
年金病院薬剤部,4)福岡
大学薬学部

学会報告 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)

ジゴキシン散の安全かつ
有効な内服～賦形剤の
工夫

第33回日本小児循環
器学会総会(東京,7
月)日本小児循環器
学会雑

1)九州厚生年金病院小
児科,2)同心臓外科,3)同
薬剤部

学会報告 秋山耕治1), 湯川栄二
2), 末松文博3), 湯川美
穂4), 藤秀人1), 大戸茂
弘1), 樋口駿1), 峯本正
夫3), 後藤良宣4)

新生児におけるジゴキシ
ンクリアランス薬物動態
変動要因の解明

第12回日本医療薬学
会年会(福岡,10月)  
講演要旨集 p.225

1)九州大学大学院,2)第
一薬科大学,3)九州厚生
年金病院薬剤部,4)福岡
大学薬学部

学会報告 古賀裕紀子,東泉,大住
伴子,黒木賀代子

電解中性水のマウスに
おける止血効果

第21回日本歯科薬物
療法学会(広島,2月) 
プログラム･抄録集
p.80

九州歯科大学歯科薬理
学教室

学会報告 古賀裕紀子1),東泉1),大
住伴子1),黒木賀代子1),
小園凱夫2)

ＡＰ水による止血効果 第62回九州歯科学会
総会(北九州,5月) 九
州歯会誌,56(4),p.178

九州歯科大学歯科薬理
学教室1),九州歯科大学
歯科理工学教室2)

学会報告 勇雅大1),尾崎明子1),豊
福偉大1),園田哲司1),大
住伴子2),古賀裕紀子2),
東泉2),黒木賀代子2),庄
野庸雄3)

新規歯面漂白剤の安全
性の検討

第62回九州歯科学会
総会(北九州,5月) 九
州歯会誌,56(4),p.169

九州歯科大学学生1),九
州歯科大学歯科薬理学
教室2),九州歯科大学総
合歯科3)

学会報告 東泉1),河原博2),古賀裕
紀子1),大住伴子1),黒木
賀代子1)

トルエン吸入のラット脳
内ドーパミン,ノルアドレ
ナリン神経系への作用
－マイクロダイアリシス法
による検討－

第55回日本薬理学会
西南部会(北九州,11
月)  プログラム・口演
要旨集p.22

九州歯科大学歯科薬理
学教室1),九州歯科大学
歯科麻酔学教室2)

学会報告 Y. Koga, T. Ohsumi, S. 
Higashi, K. Kuroki, K.K. 
Chen, E. Sagara

Sub-acute Toxicity of 
Newly Developed 
Electrolyzed Neutral 
Water

Joint Meeting of The 
Academy of Dental 
Materials and The 
Japanese Society for 
Dental Materials and 
Devices 
(Hawaii,October) 
Transactions of 
Fourth International 
Congress on Dental 
Materials Vol.16, 
p.178

Kyushu Dental College

学会報告 大和正明 院外処方における疑義
照会に対する薬剤部の
役割

ファーマシューテｲカ
ルケアシンポジウム

九州労災病院薬剤部
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

学会報告 町田聖治,増田和久 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－第2報－

日本薬学会第122年
会（千葉,3月） 講演要
旨集p.120

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 新治嘉一,細川秀則,平
野真健,増田和久

当院における抗癌剤ミキ
シング業務について

第12回日本医療薬学
会年会（福岡,10月） 
講演要旨集p.214

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 山口静,富田敏章,増田
和久

PCIパスにおける根拠に
基づく薬物療法

第12回日本医療薬学
会年会（福岡,10月） 
講演要旨集p.180

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 清水誉志,増田和久 当院における薬薬連携
の試み

第12回日本医療薬学
会年会（福岡,10月） 
講演要旨集p.221

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1),後藤明子2),
横井宏佳3)

CCUで発生した
Enterobacter 
cloacae(ESBLs)アウトブレ
イクへの対応

第4回医療マネジメン
ト学会学術総会（京
都,6月） 講演要旨集
p.186

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同看護部2),同
循環器科3)

学会報告 増田和久 九州山口地区における
薬剤管理指導業務の現
状と問題点

第66回九州山口薬学
大会（沖縄,11月） 講
演要旨集p.51

社会保険小倉記念病院
薬剤部（福岡県病院薬
剤師会、生涯研修・薬剤
管理指導業務推進委員
長）

学会報告 福田理恵子1),中村定敏
2),脇坂正則3),中村秀敏
4)

当院における透析糖尿
病患者の血糖コントロー
ルの実態調査

第40回日本糖尿病学
会九州地方会（沖
縄,10月） 講演要旨集
p.33

小倉第一病院薬剤科1),
小倉第一病院2),九州歯
科大学3),九州大学大学
院病態機能内科学4)

学会報告 中西雅哉,中村定敏,中
村秀敏,大久保英雄

当院透析患者における
HCV感染について

第35回九州人工透析
研究会総会 抄録集
p.42

小倉第一病院

学会報告 中西雅哉 より質の高い透析におけ
る薬物療法を目指して

日本透析医学会 小倉第一病院

学会報告 須賀原恵,吉田宣政 当院における抗生剤使
用動向と臨床分離菌の
薬剤感受性の推移

九州地区国立病院・
療養所薬学研究会 
(別府,7月) 講演要旨
集P.240

国立小倉病院薬剤科

学会報告 黒木尚美 甲状腺ホルモンの非経
口的補充療法

第57回国立総合医学
会 （福岡,10月） 講演
要旨集P.471

国立小倉病院薬剤科

学会報告 吉田宣政 当院における臨床分離
菌の薬剤感受性と施設
間における感受性の違
い

第57回国立総合医学
会 （福岡,10月）

国立小倉病院薬剤科
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

学会報告 自見和芳,村上美穂子,
森田康正,渡辺光雄

当社調剤薬局における
疑義照会の状況調査

第66回九州山口薬学
大会（沖縄,11月） 講
演要旨集p.134

（株）サンキュードラッグ

学会報告 江藤精二,松下真和,日
高博司,牛尾敏彦,高橋
浩二郎,重松昭生

散薬調剤法の再評価(そ
の４)－低用量レボドパ投
与に適した散薬調剤法
の確立－

第122年会日本薬学
大会（千葉,3月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 中村悟,玉利一也,高橋
浩二郎

治験文書管理のデータ
ベース化とその評価

医療薬学フォーラム
2002（千葉,7月） 講演
要旨集180p.

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛,江藤精二,一
木孝治,高橋浩二郎

ＭＲＳＡ感染治療におけ
るテイコプラニン血中濃
度の目標値について

第66回九州山口薬学
大会（沖縄,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 長末敦子,山田隆士,溝
口玄一郎,佐藤一雄,野
見山恵,瓜生幸恵,田口
潤二郎

ヒヤリハット報告からの業
務改善事例

第51回共済医学会
（横浜,10月） 共済医
報VOL51 P.207

新小倉病院 薬剤科

学会報告 後藤渉1),海塚安郎2）,今
永知俊3）,四元尚子4）,
清水利起子1）,安達麻美
5）,松本有美子5）,一ノ瀬
悦子5）,井上静子5）,橋
本貞子6）,安永勝代6）,
綾部仁士7）,前川ヤス子
7）

当院におけるＮＳＴの発
足と現状

医療薬学フォーラム
2002/第10回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム(千葉,7月） 講
演要旨集ｐ.137

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1）,同集中治療部
2）,同呼吸器科3）,同歯
科4）,同看護部5）,同栄
養管理部6）,同リハビリ
テーション部7）

学会報告 後藤渉1),清水利起子1）,
米澤和明1）,海塚安郎
2）,今永知俊3）,四元尚
子4）,一ノ瀬悦子5）,井上
静子5）,橋本貞子6）,安
永勝代6）,綾部仁士7）,
前川ヤス子7）

当院におけるＮＳＴの発
足と現状

第66回九州山口薬学
大会(沖縄,11月） 講
演要旨集ｐ.167

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1）,同集中治療部
2）,同呼吸器科3）,同歯
科4）,同看護部5）,同栄
養管理部6）,同リハビリ
テーション部7）

学会報告 三好哲,勝木浩平,赤木
哲也,中村タツ子,平井誠

社会保険田川病院にお
ける院外処方せんの発
行について

第66回九州山口薬学
大会（沖縄,11月） 講
演要旨集p.129

社会保険田川病院薬剤
部

論文 檜田房男,波多野文子,
石松弓美,筒井浩陽,杉
野浩二

鑑査画像記録システム
の試作・試用経験（1）～
システムの概要および特
徴～

日本病院薬剤師会雑
誌,Vol.38,No7,pp.21-
24,2002

町立芦屋中央病院薬局

論文 檜田房男,波多野文子,
石松弓美,筒井浩陽,杉
野浩二

鑑査画像記録システム
の試作・試用経験（2）～
画像を利用した調剤過
誤・トラブル防止の試み
～

日本病院薬剤師会雑
誌,Vol.38,No7,pp.25-
27,2002

町立芦屋中央病院薬局

論文 植木哲也,福永竜一,北
村桂二郎

アトルバスタチンによる
横紋筋融解症の発現を
回避したプレアボイド報
告の1例

日本病院薬剤師会雑
誌,VOL.38 
NO.9pp.1133-
1136,2002

北九州市立八幡病院薬
剤科
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

論文 植木哲也 質疑応答(Q&A)シリーズ
第14回授乳婦に解熱鎮
痛剤を投与するには何
がよいか？

ふくおか県薬会
報,Vol.15,No.11pp.64
4-646,2002

北九州市立八幡病院薬
剤科

論文 植木哲也 質疑応答シリーズ授乳婦
に解熱鎮痛剤を投与す
るには何がよいか？

福岡県病院薬剤師会
会誌,No.141pp.13-
15,2002

北九州市立八幡病院薬
剤科

論文 山下正義 平成14年度薬局・病院
薬剤師指導者研修会に
参加して＝講演と討議に
関して＝その内容の紹
介

福岡県病院薬剤師会
会誌,No.141pp.6-
7,2002

北九州市立八幡病院薬
剤科

論文 Fumihiro Suematsu1), 
Eiji Yukawa2), Miho 
Yukawa3), Masao 
Minemoto1), Shigehiro 
Ohdo4), Shun Higuchi4) 
and Yoshinobu Goto3)

Pharmacoepidemiologic 
Detection of Calcium 
Channel Blocker 
Induced Change on 
Digoxin Clearance using 
Multiple Trough Screen 
Analysis. 

Biopharm Drug 
Dispos, 23, pp.173-
181, 2002

1)九州厚生年金病院薬
剤部,2)第一薬科大学,3)
福岡大学薬学部,4)九州
大学大学院

論文 Yoshimura, R.1), Ueda, 
N.1), Nakamura, J.1), 
Etoh, S.2), Matsushita, 
M.2)

Interaction between 
fluvoxamine and 
cotinine or caffeine

Neuropsychobiology, 
Vol.45, No.1,p32-35

1)産業医大精神医学教
室,2)産業医大病院薬剤
部

論文 Hori, H.1), Ueda, N.1), 
Yoshimura, R.1), Etoh, 
S.2), Shinkai, K.1), 
Sakata, S.1), Ohmori, 
O.1), Terao, T.1), 
Nakamura, J.1)

Grapefruit juice increase 
plasma concentrations 
of fluvoxamine

International Clinical 
Psychopharmacology,
Vol.17,No.2,p84

1)産業医大精神医学教
室,2)産業医大病院薬剤
部

論文 Shinkai, K.1), 
Yoshimura, R.1), Ueda, 
N.1), Etoh, S.2), 
Matsushita, M.2), 
Nakamura, J.1)

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

International Clinical 
Psychopharmacology,
Vol.17,No.2,p85

1)産業医大精神医学教
室,2)産業医大病院薬剤
部

論文 柴田木綿 退院時における薬剤管
理指導の評価

分子精神医学 Vol.2 
No.2 2002 p.96-97

八幡厚生病院薬剤課

論文 柴田木綿,横田由香,園
田美樹

入院中に行った薬剤管
理指導の評価ー退院時
アンケート調査よりー

病院・地域精神医学 
Vol.45 No.2 2002 
p.120-121

八幡厚生病院薬剤課

著書 山本千幸 薬事新報（人と人） 薬事新報社（東京）
2002年2月28
日.p.38(246)

NTT西日本北九州病院

著書 高橋浩二郎1),玉利一也
1),野田浩司1),（辻彰ら2）
編）

2002年度版薬剤師のた
めの常用医薬品情報集

廣川書店（東
京）,2002年2月,pp.1-
1261

1)産業医科大学病院薬
剤部,2)金沢大学薬学部
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

研修会 米谷頼人 病院薬局製剤－処方と
適応－

第189回洞薬会例会
（北九州,3月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森友英治 各施設における糖尿病
教育システム

第7回北九州糖尿病
教育従事者研修会
（北九州,3月）

香月中央病院薬局

研修会 森友英治 薬歴簿作成の意義につ
いて

第27回洞薬会中小病
院懇話会（北九州,7
月)

香月中央病院薬局

研修会 森友英治 薬歴簿作成の意義につ
いて

第28回洞薬会中小病
院懇話会（行橋,7月)

香月中央病院薬局

研修会 森友英治1),永友英雄2) 薬歴簿作成の意義につ
いて（その2）

第30回洞薬会中小病
院懇話会（行橋,7月)

香月中央病院薬局1),行
橋厚生病院薬局2)

研修会 植木哲也,中村晶,村本
眞由美,山田真貴,山下
正義,藤武隆文,吉田哲
夫

アミノグリコシド系抗生物
質の1日1回投与に対す
る薬物動態学/薬物動力
学的観点からの検討

平成14年度北九州市
立八幡病院開設記念
行事（八幡,10月） 研
修発表抄録集p.8

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山下正義 平成14年度薬局・病院
薬剤師指導者研修会に
参加して

平成14年度麻薬講習
会（福岡,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 大石貴裕 TDMを用いたバンコマイ
シンの適正使用

第3回バンコマイシン
TDM研究会(小倉,12
月)

医療法人北九州病院北
九州総合病院薬剤部

研修会 後藤康秀 ペインコントロール薬剤
について

九州厚生年金病院癌
研究会(北九州,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 循環器疾患における薬
物療法と服薬指導の実
際

八幡薬剤師会学術研
修会(北九州,4月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 呼吸器用薬の調剤と服
薬指導の実際

八幡薬剤師会学術研
修会(北九州,7月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 森純子 くすりと 労働災害 第30回臨床薬物研究
会

九州労災病院薬剤部

研修会 森脇全江 病院と薬局の連携強化
を目指して

第5回九州山口地区
労災病院薬剤部会

九州労災病院薬剤部

研修会 町田聖治,増田和久 ベラパミル錠併用時にお
けるメチルジゴキシン錠
の投与量設定について
の検討

第46回全国社会保険
病院薬剤師会研修会
（千葉,3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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研修会 清水誉志 小倉地区における薬薬
連携の試み～病院薬剤
師の立場から～

第40回福岡県病院診
療所薬剤師研修会
（福岡,11月） 研修会
資料p.187

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治,増田和久 冠動脈バイパス術にお
ける術後感染予防抗生
剤の適正使用に向けて

社会保険小倉記念病
院　院内合同集談会
(12月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 伊東寛子 小倉病院におけるリスク
マネジメント

福岡地区国立病院・
療養所薬剤師研修会
(小倉,11月)

国立小倉病院薬剤科

研修会 和田吉晴 小倉病院における薬剤
科業務の現状－タイムス
タディによる分析－

福岡地区国立病院・
療養所薬剤師研修会
(小倉,11月)

国立小倉病院薬剤科

研修会 有吉俊二 海綿状脳症（プリオン病）
～ロイツフェルト・ヤコブ
病と狂牛病を中心に～

高尾自治会公民館講
座（水巻町）

（有）三喜薬局

研修会 江藤精二 高血圧と薬の服用方法
について

第71回アクロス福岡健
康づくりセミナー（福
岡 ,5月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 薬の上手な使い方・のみ
方－市販薬から処方薬
まで－

平成14年度産業医科
大学公開講座(北九
州,7月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 江藤精二 医療事故防止のための
処方箋疑義照会の院内
広報

第190回洞薬会例会
（北九州,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

講演 後藤渉 ＮＳＴ発足と現状 臨床薬剤師のための
輸液・栄養療法シリー
ズ（ラジオたんぱ,12
月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

展示出展 大住伴子,東泉,古賀裕
紀子,黒木賀代子

小出血に対する電解中
性水の局所止血効果

第2回産学連携フェア
(北九州,10月)

九州歯科大学歯科薬理
学教室
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