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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 森友英治1),牟田口瑞枝
2)

嚥下障害患者に対する
速崩性錠剤の服用感に
関する調査

日本薬学会第123年
会(長崎,3月),要旨集-
4ｐ.109

香月中央病院薬局1),介
護老人保健施設香月の
杜看護科2)

学会報告 植木哲也,吉田哲夫 白内障手術患者に対す
る薬剤管理指導業務の
効果

日本薬学会第123年
会,要旨集-4 
p.144(長崎,3月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 泉谷幸男,林民明 薬剤に起因すると考えら
れる急性胃腸粘膜病変
を伴う紅皮症の1例プレ
アボイド報告

ファーマシーフォーラ
ム2003(福岡,9月)

北九州総合病院薬剤部

学会報告 泉谷幸男1),古土井明2),
林民明1)

バルプロ酸ナトリウムに
起因すると考えられる
ショック症状を伴う麻痺性
イレウスが誘発された1例

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.613

北九州総合病院薬剤部
薬剤部1),同内科2)

学会報告 桑村恒夫,後藤康秀,吉
国健司,前村里枝,渡瀬
美登里,野村公子,安部
勝久,峯本正夫

外来患者を対象とした抗
悪性腫瘍剤無菌調製の
取り組み

日本薬学会第123年
会(長崎,3月) 講演要
旨集(4)p.117

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 末松文博1),前田雅代1),
峯本正夫1),池田和幸2),
城尾邦隆2),井本 浩3),
湯川栄二4)

ジゴキシン散の分包紙付
着による小児の血中濃度
低下とその対応策

日本薬学会第123年
会(長崎,3月) 講演要
旨集(4)p.131

九州厚生年金病院薬剤
部1), 同小児科2), 同心
臓外科3), 第一薬大4)

学会報告 桑村恒夫,後藤康秀,吉
国健司,前村里枝,渡瀬
美登里,野村公子,安部
勝久,峯本正夫

当院における抗悪性腫
瘍剤適正使用への取り
組み

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡市,10
月)講演要旨集p.589

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 古賀裕紀子1),大住伴子
1),東泉1),黒木賀代子1),
陳克恭2),佐加良英治3)

電解中性水の口腔内適
用における安全性の検
討

第22回日本歯科薬物
療法学会(大阪,2月)
プログラム・抄録集
p.44

九州歯科大学歯科薬理
学1),歯科保存学第12),
動物実験施設3)

学会報告 S. Higashi1), H. 
Kawahara2), Y. Koga1), 
T. Ohsumi1), K. 
Kuroki1)

Effects of acute toluene 
inhalation on the 
dopamine and 
noradrenaline neurons 
in rat: a microdialysis 
study.

The 76th Annual 
Meeting of The 
Japanese 
Pharmacological 
Society (Fukuoka, 
March) Journal of 
Pharmacological 
Sciences 91(suppl.
Ⅰ), p.212, 2003

Depts. Dent. 
Pharmacol.1), Dent. 
Anesthesiol.2), Kyushu 
Dent. Coll.

学会報告 古賀裕紀子1),大住伴子
1),東泉1),黒木賀代子1),
陳克恭2),佐加良英治3)

第2世代ソフト電解水・
AP水の安全性

第63回九州歯科学会
総会(北九州,6月)抄
録プログラムp.13

九州歯科大学歯科薬理
学1),歯科保存学第12),
動物実験施設3)
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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 橋本治1),松永涼子2),矢
頭静華2),山本規美子2),
大久保孔平3),山口征啓
3)

ネブライザーの患者間使
い回しの廃止に対する取
り組み

第18回日本環境感染
学会総会(横浜,2月)
抄録号
18(1),p.184,2003

健和会大手町病院薬剤
部1),看護部2),細菌検査
室3),内科4)

学会報告 千田信 国立小倉病院のパス標
準化に向けて

医療マネジメント学会
第2回九州山口連合
大会(熊本,11月)

国立小倉病院薬剤科

学会報告 一木孝治,江藤精二,篠
原義剛,高橋浩二郎

HPLCによる血清中クロ
バザムおよびその活性
代謝物の同時定量法の
検討-特にベンゾジアゼ
ピン系薬物を併用してい
る場合の分離条件設定
について-

日本薬学会第123年
会(長崎,3月)講演要
旨集p.136

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 北村美奈子 糖尿病患者における薬
剤管理指導業務

第6回私医大協会薬
剤部長会議西日本ブ
ロック会-糖尿病研究
会-(大阪,3月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 江藤精二,牛尾敏彦,日
高博司,高橋浩二郎

疑義照会の院内広報に
ついて-医療事故防止と
薬剤師職務のPRを目的
として-

日本薬学会第123年
会(長崎,3月)講演要
旨集p.115

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛1),江藤精二2),
一木孝治1),高橋浩二郎
1)

テイコプラニン血中濃度
のトラフレベルにおける
治療目標値

第20回日本TDM学会
学術大会(横浜,6月)
講演要旨集p.129

産業医科大学病院薬剤
部1),福山大学薬学部2)

学会報告 玉利一也,牛島由美子,
白石和代,竹内綾子,水
山奈央子,高橋浩二郎

治験薬パッケージにおけ
る問題点

医療薬学フォーラム
2003(広島,7月)講演
要旨集p.178

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 水山奈央子,牛島由美
子,白石和代,竹内綾子,
玉利一也,高橋浩二郎

産業医大病院における
治験実施体制とCRC業
務

医療薬学フォーラム
2003(広島,7月)講演
要旨集p.180

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 水山奈央子,牛島由美
子,白石和代,竹内綾子,
玉利一也,高橋浩二郎

医療スタッフを対象とした
治験及びCRCに関する
アンケート調査

第3回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
2003(東京,9月)p.92

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 一木孝治1),江藤精二2),
篠原義剛1),貞末悦子1),
高橋浩二郎1)

調製した抗悪性腫瘍剤
の使用期限設定と病棟
への周知徹底について

第13回日本医療薬学
会年会(神戸,9月)講
演要旨集p.182

産業医科大学病院薬剤
部1),福山大学薬学部2)

学会報告 原禎博1),佐田正二郎2),
櫛来和司2),伊賀紫結3),
原周司4),小野信文4),高
橋浩二郎1)

加圧による筋血流制限
下運動療法時における
NitricOxideの関与につ
いて

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.673

産業医科大学病院薬剤
部1),佐田整形外科病院
2),株式会社スポ研3),福
岡大学薬学部医薬品情
報学4)
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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 高橋浩二郎1),江藤精二
2),牛尾敏彦1),日高博司
1),岩本緑1),高津江梨1)

リスクマネージャーとして
の薬剤師の貢献 -院内
処方せん疑義照会の啓
蒙活動-

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.591

産業医科大学病院薬剤
部1),福山大学薬学部2)

学会報告 浅原稔生,重松里菜,岩
本緑,小田裕子,長浜久
枝,高橋浩二郎

採用医薬品をめぐる最近
の話題-採用薬の削減お
よび後発品の検討につ
いて-　　　　　 　　　　　　

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.646

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛1),江藤精二2),
一木孝治1),貞末悦子1),
高橋浩二郎1)

抗癌剤の調製歴および
投与歴管理における市
販データベースソフトの
活用

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.350

産業医科大学病院薬剤
部1),福山大学薬学部2)

学会報告 水山奈央子,牛島由美
子,白石和代,竹内綾子,
玉利一也,高橋浩二郎

当院におけるCRC導入
の効果と評価について

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.646

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 曽我芳光1),平松伸一1),
小早川裕子1),横井宏佳
1),小林智子2),勝見良子
2),木村多寿子2),入江利
行3),谷口奈津子4)

待機的冠動脈ステント留
置術直後における運動
療法の安全性に関する
検討(第2報)

第9回日本心臓リハビ
リテーション学会(東
京,7月) 講演要旨集
p.71

社会保険小倉記念病院
循環器科1),同心臓リハ
ビリテーション室2),薬剤
部3),看護部4)

学会報告 入江利行1),横井宏佳2),
延吉正清2)

CCUにおける入院時鼻
腔培養によるMRSA保菌
患者の把握とムピロシン
塗布の有用性について

第3回日本心血管カ
テーテル治療学会(仙
台,8月) 講演要旨集
p.195

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同循環器科2)

学会報告 町田聖治,増田和久 心臓手術での術後感染
予防抗生剤Cefazolinの
投与日数短縮とその影
響について

第41回社会保険医学
会(仙台,10月) 講演要
旨集p.258

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 三好哲,勝木浩平,赤木
哲也,中村タツ子,平井誠

院外処方箋の発行につ
いて(その2)

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.480

社会保険田川病院薬剤
部

学会報告 後藤渉1),米澤和明1),海
塚安郎2),橋本貞子3),一
瀬悦子4),前川ヤス子5)

当院におけるNST活動の
実際

第13回日本医療薬学
会(神戸,9月)講演要
旨集p.192

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同集中治療部2),
同栄養管理部3),同看護
部4),同リハビリテーショ
ン部5)

学会報告 後藤渉1),米澤和明1),海
塚安郎2),橋本貞子3),一
瀬悦子4),前川ヤス子5)

当院におけるNST活動の
実際

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.633

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同集中治療部2),
同栄養管理部3),同看護
部4),同リハビリテーショ
ン部5)

学会報告 本田久美代,江口幸恵,
横田真理子,和田尚子,
麻生和伸,高瀬乃士,伊
藤亜希子,米丸寿幸

SPD(Supply,Processing
＆Distribution)を用いた
医薬品管理の取り組み

第36回日本薬剤師会
学術大会(福岡,10月)
講演要旨集p.559

日本海員掖済会門司病
院薬局
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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 横山智子 褥瘡対策委員会での取
り組み

福岡県精神科病院協
会薬剤師会第9回学
術講演会(福岡,2月)

豊和会豊前病院薬剤部

論文 森友英治1),牟田口瑞枝
2)

嚥下障害患者に対する
速崩性錠剤の服用感に
関する調査

日本病院薬剤師会雑
誌,第39巻,第9
号,pp.39-41,2003

香月中央病院薬局1),介
護老人保健施設香月の
杜看護科2)

論文 植木哲也1),光本拓也2),
吉田哲夫1)

白内障手術患者の服用
薬剤調査と薬剤管理指
導業務の効果

日本病院薬剤師会雑
誌,Vol.39 No.7 
pp.865-868,2003

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同眼科2)

論文 K. Kuroki, T. Ohsumi, 
S. Higashi, Y. Koga, T. 
Katuta

Sensitization Potency of 
Some Chemicals 
Incorporated into 
Endodontic Preparation

Dentistry in Japan 
39, pp.145-148, 2003

Department of Dental 
Pharmacology, Kyushu 
Dental College

論文 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-薬
剤管理指導業務により得
られたエビデンスを踏ま
え-

小倉記念病院紀
要,36(1),pp.101,2003

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 町田聖治,増田和久 ベラパミル錠併用時にお
ける腎機能に応じたメチ
ルジゴキシン錠の投与量
設定についての検討

医療薬
学,29(2),pp.184-
188,2003

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 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
Cefazolinの適正使用に
ついての検討-心臓手術
の危険因子との関連を通
じて-

医療薬
学,29(3),pp.330-
336,2003

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 町田聖治,増田和久 心臓血管外科病棟での
薬剤管理指導業務の現
状と薬剤適正使用に向
けての取り組みについて

日本病院薬剤師会雑
誌,39(7),pp.53-
56,2003

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 野田浩司1),高橋浩二郎
2)

2003年版　薬剤師のた
めの常用医薬品情報集

廣川書店(全1311頁) 産業医科大学名誉教授
1),産業医科大学病院薬
剤部2)

研修会 廣田裕明 医薬品管理システムの構
築(薬剤使用量から処方
医師名そして患者氏名
の検索まで)

第20回北九州市立病
院集談会(北九州,2
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 久保山京子 薬剤の基礎知識につい
て

院内看護科研修(北
九州,5月)

北九州市立門司病院薬
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

研修会 片山厳1),森友英治2),鶴
田和子3)

より信頼される薬剤師を
めざして～薬剤管理指
導業務≠服薬指導～

第33回中小病院懇話
会(八幡,7月)

北九州市立門司病院薬
剤科1),香月中央病院薬
局2),大平メディカルケア
病院薬局3)

研修会 片山厳1),森友英治2),鶴
田和子3)

より信頼される薬剤師を
めざして～薬剤管理指
導業務≠服薬指導～

第33回中小病院懇話
会(行橋,7月)

北九州市立門司病院薬
剤科1),香月中央病院薬
局2),大平メディカルケア
病院薬局3)

研修会 原田桂作 糖尿病における薬物療
法

平成15年度北九州市
立八幡病院糖尿病患
者の会(緑の会)総会
(北九州,5月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 栢由起子,藤武隆文,吉
田哲夫

院内処方箋に関する疑
義照会記録の解析　～
平成12年度との比較を
基に

平成15年度北九州市
立八幡病院開設記念
行事研究発表要旨集
　ｐ.3(北九州,10月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 原田桂作1),淺川育子2),
原田敬3)　

循環器科のクリニカルパ
ス-心臓カテーテル検査
入院パスと服薬指導

第1回北九州市立八
幡病院クリニカルパス
大会(北九州,12月)

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同看護科2),同循
環器科3)

研修会 末松文博 ジゴキシン散の分包紙付
着による小児の血中濃度
低下とその対応策

北九州薬学フォーラ
ム2003(北九州,7月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 末松文博 ジゴキシンの薬物動態と
服薬指導のポイント

福岡地区勤務薬剤師
会(福岡,9月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 赤松孝 院内感染対策に占める
消毒薬の重要性

第192回洞薬会業務
懇談会(北九州,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 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

北九州薬学フォーラ
ム2003(北九州,7月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 坂本晃世 新薬袋印字システムの現
状について

第6回九州山口地区
労災病院薬剤部会　
研修会(福岡,10月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 篠原義剛 テイコプラニン血中濃度
のトラフレベルにおける
治療目標値

北九州薬学フォーラ
ム2003(北九州,7月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 新治嘉一,細川秀則,平
野真健,増田和久

抗癌剤ミキシング業務の
現状と今後-プロトコール
と薬歴の管理を中心に-

第47回全国社会保険
病院薬剤師会学術大
会(長崎,3月) 講演要
旨集p.25

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 CCUにおけるチーム医
療-感染対策と低体温療
法に注目して-

第33回臨床薬物研究
会(北九州,6月)

社会保険小倉記念病院
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

研修会 丸山春子,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

北九州薬学フォーラ
ム2003(北九州,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 PK・PDを応用したアルベ
カシンの投与設計

第8回九州化学療法
研究会(福岡,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗菌薬の適正使用と薬
剤師の役割

第192回洞薬会業務
懇談会(北九州,11月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 平野真健,新治嘉一,細
川秀則,増田和久

がん化学療法と薬剤師
職能-処方支援・監査お
よびミキシングについて-

第41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.134

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 平野真健,新治嘉一,細
川秀則,増田和久

より安全な抗癌剤治療を
目指して-処方支援・監
査およびミキシングにつ
いて-

社会保険小倉記念病
院 院内合同集談会
(北九州,12月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 後藤渉 当院におけるNSTの発足
と現状

第40回福岡県病院薬
剤師会特別研修会
(福岡,3月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 栄養療法とくすりの関わ
りについて

九州栄養福祉大学・1
年次プレゼミ講義(北
九州,6月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 当院におけるNSTの発足
と現状

北九州薬学フォーラ
ム2003(北九州,7月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NSTにおける薬剤師の役
割

第32回北九州栄養薬
物研究会(北九州,7
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,米澤和明,佐々
木俊行,山内豊和

7月新規採用薬に関して,
医療事故を起こしやすい
医薬品について(1)

第1回看護部薬剤勉
強会(北九州,8月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,米澤和明,佐々
木俊行,山内豊和

9月新規採用薬に関して,
医療事故を起こしやすい
医薬品について(2)

第2回看護部薬剤勉
強会(北九州,10月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 佐々木俊行,今村陽子,
佐藤大惣,石井美佳子,
米澤和明

注射薬の配合変化につ
いて

第256回院内集談会
(北九州,10月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,米澤和明,佐々
木俊行,山内豊和

11月新規採用薬に関し
て,医療事故を起こしや
すい医薬品について(3)

第3回看護部薬剤勉
強会(北九州,12月)

新日鐵八幡記念病院薬
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

研修会 有吉俊二 くすりとの上手なつきあ
い方

北九州,2月 (有)三喜薬局

研修会 福田依里 薬剤管理指導業務を開
始して

福岡県精神病院協会
薬剤師会第10回研修
会(福岡,10月)

行橋記念病院薬剤室

講演 森口和範 食品と薬のいやな関係に
ついて

小倉北区集団給食施
設等栄養士研修会
栄養士会小倉北分会
研修会(北九州,2月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科
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