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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 植木幸子,木野里美,仮
間智子,井料知子

患者ニーズに沿った服
薬指導を目指して－保
険薬局における患者から
の質問内容のまとめ－

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.114

ウエキ薬局

学会報告 森友英治 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

北九州薬学フォーラム
2004（北九州,7月）

香月中央病院薬局

学会報告 中村晶 乳癌教室における薬剤
指導の現状

第37回日本薬剤師会
学術大会(青森,10月)
講演要旨集P.244

北九州市立医療セン
ター薬剤科

学会報告 緒方正明 福岡県における夜間・休
日調剤業務の実態調
査、結果報告

第67回九州山口薬学
大会（急患診療調業
務連絡協議会）

北九州市立夜間・休日
急患センター薬局

学会報告 植木哲也,吉田哲夫 カルベジロールによる中
枢神経系有害事象の検
討

日本薬学会第124年
会(大阪,3月)講演要
旨集(4) p.130

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 植木哲也,吉田哲夫 院内研究発表会におけ
る薬剤師の発表が医師
の薬剤使用に与えた影
響 ―アルベカシンの1日
2回投与法から1日1回投
与法への処方変化―

第43回全国自治体病
院学会，抄録集 p.606
（広島,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 永嶋友洋1),泉谷幸男1),
土井尚2),突田和敏1)

透析患者における塩酸
バラシクロビルによる中
枢神経症状を呈した1例

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.201

北九州総合病院薬剤科
1),同皮膚科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

薬剤部と看護部との共同
による抗悪性腫瘍剤及
び高カロリー輸液の無菌
調製の取り組み

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.63

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 庄野庸雄1),曽我部浩一
1),永松　浩1),角田聡子
1),西野宇信1),大住伴子
2,黒木賀代子2)

簡便な生活歯漂白法の
試み

日本歯科漂白研究会
2004学術大会(福岡
市,4月)

九州歯科大学附属病院
総合歯科1),九州歯科大
学歯科薬理学2)

学会報告 堀直子1),田中勇1),鶴岡
祥子1),植田佳子1),斎藤
友佳1),土井康範1),藤本
幸子1),古賀裕紀子2),大
住伴子2),東　泉2),黒木
賀代子2)

感作性試験における
FCA代替品の有効性の
検討

第64回九州歯科学会
総会(北九州,5月)抄
録プログラムp.15

九州歯科大学学生1),九
州歯科大学歯科薬理学
2)　

学会報告 東　泉1),河原博2),大住
伴子1),古賀裕紀子1),黒
木賀代子1)

トルエン吸入による大脳
皮質内側前頭前野にお
ける細胞外ノルアドレナリ
ン・ドーパミン量の変化

第64回九州歯科学会
総会(北九州,5月)抄
録プログラムp.20

九州歯科大学歯科薬理
学1),九州歯科大学歯科
麻酔学2)
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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 東　泉1),河原　博2),大住
伴子1),古賀裕紀子1),黒
木賀代子1)

トルエン吸入による大脳
皮質内側前頭前野にお
ける細胞外ノルアドレナリ
ンおよびドーパミンの増
加に与える青斑核の影
響

第46回歯科基礎医学
会学術大会並びに総
会(広島市,9月)第46
巻第５号p.131

九州歯科大学歯科薬理
学1),九州歯科大学歯科
麻酔学2)

学会報告 九州歯科大学歯科薬理
学講座,九州歯科大学歯
科保存学第２講座

新規開発の歯科疾患治
療材料

北九州学術研究都市
第４回産学連携フェア
(北九州,10月)

九州歯科大学歯科薬理
学講座,九州歯科大学
歯科保存学第２講座

学会報告 岩武資善 当院のＲＡ患者に対する
インフリマキシブ投与の
実態

第7回九州･山口地区
労災病院薬剤部会研
修会(佐世保,11月)

九州労災病院 薬剤部

学会報告 橋本治,木戸直徳,山口
征啓

ＩＣＴにおける薬剤師の関
わり－抗生剤適正使用
に対する取り組み－

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.199

健和会大手町病院

学会報告 白井薫,橋本治,橋本裕
数,安武宝珠

薬剤部における抗悪性
腫瘍剤調製の取り組み

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.178

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 溝口玄一郎1),田口潤二
郎1),右田忍2),田中初美
3),谷本博徳4),野村秀幸
4）

入院時持参薬の検討か
らリチウム中毒の早期発
見、早期治療に貢献した
一例

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.256

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院・薬剤
科1),同・検査科2),同・看
護部3),同・内科4)

学会報告 溝口玄一郎1),田口潤二
郎1) ,右田忍2),田中初美
3) ,谷本博徳4),野村秀幸
4）

薬剤管理指導業務で関
わったリチウム中毒の一
例

第53回共済医学会
（東京,10月）抄録集
p.190

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院・薬剤
科1),同・検査科2),同・看
護部3),同・内科4)

学会報告 山崎信子,今村陽子,濵
崎亜希子

当院における持参薬対
応への取り組み～リスク
マネージメントからみて
～第2報

第37回日本薬剤師会
学術大会(青森,10月)

小文字病院薬局

学会報告 江藤精二,一木孝治,中
窪智子,片山牧,牛尾敏
彦,高橋浩二郎

処方せん疑義への対応
における薬剤師の個人
差

日本薬学会第124年
会(大阪,3月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 一木孝治,牛尾敏彦,木
下貴之,中窪智子,篠原
義剛,日高博司,江藤精
二,高橋浩二郎

リスクマネージャーとして
の薬剤師の貢献－注射
用抗悪性腫瘍剤に関す
る疑義照会の分析・評価
－

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 中窪智子,一木孝治,木
下貴之,篠原義剛,牛尾
敏彦,江藤精二,高橋浩
二郎

外来点滴センターにおけ
る抗悪性腫瘍剤調製の
取り組み

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 一木孝治,中窪智子,木
下貴之,篠原義剛,牛尾
敏彦,江藤精二,高橋浩
二郎

外来化学療法調製業務
への取り組み

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)

産業医科大学病院薬剤
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 中窪智子,一木孝治,牛
尾敏彦,木下貴之,篠原
義剛,日高博司,江藤精
二,高橋浩二郎

リスクマネージャーとして
の薬剤師の貢献－癌化
学療法に関する疑義照
会の分析・評価－

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)

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

治験実施計画書中の除
外基準における「薬物ア
レルギー」の捉え方につ
いて

第4回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
2004in宇部(宇部,10
月)

産業医科大学病院薬剤
部

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

産業医科大学病院のＣＲ
Ｃ業務についてー依頼
者による評価ー

第4回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
2004in宇部(宇部,10
月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 水山奈央子 産業医大病院における
治験実施体制とCRC業
務

北九州薬学フォーラム
2004（北九州,7月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 町田聖治,新治嘉一,増
田和久

抗菌薬が原因と考えられ
る白血球減少とその一考
察

第4回日本心血管カ
テーテル治療学会（京
都,9月）講演要旨集
p.260

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 町田聖治,増田和久 術前における血小板凝
集抑制剤の中止時期に
ついての検討

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.316

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 神崎良子1）,木村多寿子
1）,野田喜寛1）,中原智
子1）,曽我芳光2）,横井
宏佳2）,小早川裕子2）,
谷口奈津子3）,入江利行
4）

急性心筋梗塞外来リハビ
リテーションパス導入によ
る効果の検討

第10回日本心臓リハ
ビリテーション学会（神
奈川,9月）講演要旨
集p.76

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

学会報告 曽我芳光1）,小早川裕子
1）,横井宏佳1）,木村多
寿子2）,神崎良子2）,野
田喜寛2）,中原智子2）,
谷口奈津子3）,入江利行
4）

血行再建既往の有無に
よる外来心臓リハビリ
テーションの効果

第10回日本心臓リハ
ビリテーション学会（神
奈川,9月）講演要旨
集p.77

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

学会報告 木村多寿子1）,神埼良子
1）,野田喜寛1）,中原智
子1）,横井宏佳2）,曽我
芳光2）,谷口奈津子3）,
入江利行4）,安田加代子
5）

回復期心臓リハビリテー
ションにおける健康関連
ＱＯＬの検討

第10回日本心臓リハ
ビリテーション学会（神
奈川,9月）講演要旨
集p.90

社会保険小倉記念病院
心臓リハビリテーション
室1）,循環器科2）,看護
部3）,薬剤部4）,佐賀大
学医学部看護学科5）

学会報告 入江利行1）,増田和久
1）,酒井孝裕2）,横井宏
佳2）,岩淵成志2）,野坂
秀行2）,延吉正清2）

テオフィリンの副作用とし
て頻脈と意識障害を呈し
た一例

第4回日本心血管カ
テーテル治療学会（京
都,9月）講演要旨集
p.260　

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),循環器科2）

学会報告 入江利行,増田和久 抗ＭＲＳＡ薬使用届出制
によるＭＲＳＡ分離率と治
療への影響

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.224

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

学会報告 平野真健,新治嘉一,細
川秀則,増田和久

抗癌剤治療の処方支援・
監査及びミキシング

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.272

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久 一般病院の立場から薬
学教育６年制を考える

第3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（鹿児島,2
月）講演要旨集p.65

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久1）,木元信秀
2）,橋本和樹3）,大竹弘
之4）,川重誠5）,田原雅
子6）,赤松孝7）,山内豊
和８）,原田秀徳9）,本村
邦子10）,大石了三11）

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67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.29

社会保険小倉記念病院
1）,筑豊労災病院2）,社
会保険大牟田天領病院
3）,福岡赤十字病院4）,
九州大学歯学部付属病
院5）,福岡リハビリテー
ション病院6）,九州厚生
年金病院7）,新日鉄八
幡記念病院8）,公立八
女総合病院9）,久留米
大学病院10）,九州大学
医学部付属病院11）

学会報告 米澤和明,後藤渉,山内
豊和,山澤理恵子,佐々
木俊行,今村陽子,野村
江里子

医療事故防止に対する
取り組み

日本薬学会第124年
会(大阪,3月)講演要
旨集(4) p.173

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉,山内豊和,米澤
和明

MRSA治療薬の適正使
用に向けて

日本薬学会第124年
会(大阪,3月)講演要
旨集(4) p.182

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉 当院におけるMRSA治療
薬の適正使用に向けた
取り組み

第52回日本化学療法
学会総会（沖縄,6月）
講演要旨集 p.199

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 米澤和明,山澤理恵子,
野村江里子,山内豊和,
後藤渉

院外処方せん発行にお
ける病院薬剤師の役割

医療薬学フォーラム
2004（第12回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム）（札幌,7月）講
演要旨集 p.121

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉,山内豊和,米澤
和明

医薬品の適正使用に向
けて　－医薬品情報の看
護師との共有－

医療薬学フォーラム
2004（第12回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム）（札幌,7月）講
演要旨集 p.178

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉,山内豊和,米澤
和明

医薬品の適正使用に向
けて　－医薬品情報の看
護師との共有－

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.166

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 山内豊和,後藤渉,米澤
和明

ICTにおける薬剤師の役
割

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.165

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 米澤和明,後藤渉,山内
豊和,山澤理恵子,佐々
木俊行,今村陽子,野村
江里子

医療事故防止に対する
取り組み

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)講演
要旨集p.192

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

4



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 後藤渉 当院におけるNST活動の
現状（第2報）

第14回日本医療薬学
会年会(千葉,10月)講
演要旨集p.278

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 宇都直哉1),堀切博幸2),
谷口一成1),横山博1)

熊本労災病院における
外来化学療法について

第67回九州山口薬学
大会(佐賀,9月)

熊本労災病院薬剤部1),
門司労災病院薬剤部2)

論文 東　泉1),大住伴子1),古
賀裕紀子1),宗　洋一郎
2),黒木賀代子1)

根管充填用ポイントの消
毒・滅菌に関する検討

日歯保存誌,47(2),　
pp.314-318,2004

九州歯科大学歯科薬理
学1),歯科保存学第２2)

論文 古賀裕紀子1),大住伴子
1),東　泉1),黒木賀代子
1),小園凱夫2)　

マウス尾部切断創におけ
る電解中性水の局所止
血効果

九州歯会誌,58(2),　
pp.51-56,2004

九州歯科大学歯科薬理
学1),歯科理工学2)

論文 寺尾岳、篠原義剛、中村
純、高橋浩二郎

気分安定薬としてのバル
プロ酸

TDM研究　vol.21　
No.3　227-223　2004

産業医科大学病院薬剤
部

論文 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

産業医科大学病院にお
ける病院職員を対象とし
た治験およびCRCに関
する意識調査

日本病院薬剤師会雑
誌　第４０巻９号(1119
－1123)2004年

産業医科大学病院薬剤
部

論文 高橋浩二郎 論壇　医薬分業完全実
施後の薬剤業務の展開
は－自分の病院で評価
されるために－

薬事新報
No.2326,2004

産業医科大学病院薬剤
部

論文 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

産業医科大学病院にお
ける治験実施体制とCRC
業務

medical　forum　
CHUGAI　vol.8　No.3
　52-56　2004

産業医科大学病院薬剤
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
連及びCefazolin術後投
与日数短縮の実施―

医療薬学会誌,30
（5）,335-343（2004）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 町田聖治1),増田和久1),
大井一弥2)

臨床現場で要求される
薬学的基礎知識・32　術
後感染予防抗菌薬の適
正使用に向けての取り組
み-薬剤管理指導業務の
質の向上を目指して-

医薬ジャーナル, 40
（6）,146-151（2004）

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),四日市社会保
険病院薬剤部2)

論文 町田聖治,増田和久 クリニカルパスの作成と
薬剤業務　冠動脈バイパ
ス手術のクリニカルパス

月刊薬事,46（8）,67-
76（2004）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 後藤渉 NSTにおける薬剤師の役
割とは

薬事新報No.2317,　
pp.9-14,2004

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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論文 筒井浩陽,石松弓美,波
多野文子,檜田房男,杉
野浩二

中小病院における院内
医薬品集作成上の工夫
～速やかに、見やすいも
のを、経済的に～

日本病院薬剤師会雑
誌,Vol.40.No.3.pp.27
1-274.2004

町立芦屋中央病院薬局

研修会 森友英治1）,片山厳2）,
池田美幸3）

薬剤管理指導業務完全
実施のための懇話会

第38回中小病院懇話
会（小倉,6月）

香月中央病院薬局1),北
九州市立門司病院薬局
2),三菱化学（株）黒崎事
業所付属病院薬局3)

研修会 森友英治1）,片山厳2）,
池田美幸3）

薬剤管理指導業務完全
実施のための懇話会

第39回中小病院懇話
会（八幡,7月）

香月中央病院薬局1),北
九州市立門司病院薬局
2),三菱化学（株）黒崎事
業所付属病院薬局3)

研修会 末吉宏成 私の施設のチーム医療 MD Anderson cancer 
center,Medical 
exchange 
program,Alumni 
conference 2004(東
京,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 植木哲也 薬物有害事象について 北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第1回勉強会(八

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 薬剤疫学について 北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第2回勉強会(八

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 ワルファリン服用患者の
急激な INR上昇に関連
した因子の検討

北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第3回勉強会(八
幡,11月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 高橋昭弘 高アンモニア血症に対す
る薬物療法

北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第3回勉強会(八
幡,11月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 原田桂作 循環器病棟における薬
剤管理指導業務

北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第3回勉強会(八
幡,11月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山下正義 北九州市立八幡病院に
おける薬剤管理指導業
務の経緯

北九州市立病院薬剤
師協議会ファーマ
シューティカルケア部
門第3回勉強会(八
幡,11月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 長井恵子 院内の消毒薬の現状と
使用法

北九州市立八幡病院
第7回ＩＣＴ講習会（八
幡,10月）

北九州市立八幡病院薬
剤科
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研修会 原田桂作,植木哲也,坂
本佳子,吉田哲夫

循環器病棟における薬
剤管理指導業務

第193回洞薬会例会
(戸畑,3月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 田崎奈緒子1),原田桂作
1),吉田哲夫1),松本雅裕
2)

糖尿病教育における薬
剤師の関わり

第194回洞薬会例会
（小倉,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1),北九州市立医療
センター糖尿病内科2)

研修会 末松文博 「塵も積もれば宝の山に」
～臨床データを利用した
母集団薬物動態解析に
ついて～

第35回臨床薬物研究
会（北九州,6月）

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 末松文博 「塵も積もれば宝の山に」
～臨床データを利用した
母集団薬物動態解析に
ついて～

第26回日本薬学会九
州支部コロキウム（福
岡,10月）

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 前田雅代 糖尿病療養指導の充実
を目指して

第194回洞薬会例会
（小倉,11月）

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 心臓リハビリテーションに
おける薬剤師の関わり

第193回洞薬会例会
(戸畑,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 富田敏章,増田和久 医療の情報化と薬剤部
門システムについて-新
病院構想を踏まえて-

社会保険小倉記念病
院　第30回院内合同
集談会  (北九州,12
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 循環器疾患急性期への
薬剤師の関わりとＣＣＵ
で経験した副作用症例

第193回洞薬会例会
(戸畑,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治,増田和久 冠動脈バイパス手術パス
と薬剤管理指導業務

第41回福岡県病院薬
剤師会特別研修会
（兼:日本クリニカルパ
ス学会･第7回教育セ
ミナー）（福岡,3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 野村江里子 院外処方せん発行1年を
経過して

第257回院内集談会
（北九州,3月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 医療事故を起こしやすい
医薬品に対する認識度
について　－看護師を対
象としたアンケート調査
結果より－

第258回院内集談会
（北九州,9月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 山内豊和,後藤渉,佐々
木俊行,米澤和明

2月新規採用医薬品に関
して,医療事故を起こしや
すい医薬品について（4）

第4回看護部薬剤勉
強会（北九州,2月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 医療事故に直接結びつ
く医薬品について

医療安全対策講習会
（北九州,2月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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研修会 米澤和明 如何に病院機能評価を
スムーズにクリアすること
ができるか

洞薬会（北九州地区
勤務薬剤師会）薬局
長会議（北九州,2月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NST/ICTコラボレーショ
ン-薬剤師の取り組み-

第2回北部福岡NST研
究会（北九州,3月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 山内豊和,後藤渉,佐々
木俊行,米澤和明

4月新規採用医薬品に関
して,医療事故を起こしや
すい医薬品について（5）

第5回看護部薬剤勉
強会（北九州,4月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 山内豊和,後藤渉,米澤
和明

知っておきたい薬の知識
（事故防止のためのポイ
ント）

看護部教育委員会静
脈注射･心肺蘇生研
修会（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MRSA治療
薬の使用状況と問題点

平成16年度院内感染
防止対策に関する研
修会（北九州,6月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,山内豊和,佐々
木俊行,米澤和明

8月新規採用医薬品に関
して,医療事故を起こしや
すい医薬品について（6）

第6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 野村江里子 調剤とセーフティマネジ
メント

第32回新採用薬剤師
教育研修会（福岡,10
月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,山内豊和,佐々
木俊行,米澤和明

10月新規採用医薬品に
関して,医療事故を起こし
やすい医薬品について
（7）

第7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 後藤渉 当院NSTにおける薬剤師
の役割

小倉記念病院教育講
演（北九州,10月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉,山内豊和,佐々
木俊行,米澤和明

12月新規採用医薬品に
関して,注射薬配合変化
（配合禁忌）について

第8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

研修会 有吉俊二 Academic  Scavenger　　
最近の話題をふまえて－
1－　1.Ｂ型肝炎ウイルス
を用いた薬物ターゲッ
ティング　2.ES細胞につ
いて　3.プリオン病につ
いて　4.薬剤性過敏症症
候群（DIHS）について

(社)八幡薬剤師会学
術研修会(八幡,6月)

（有）三喜薬局

研修会 中村宏,日高さゆり　 経管投与法における簡
易懸濁法導入への試み

第7回九州･山口地区
労災病院薬剤部会研
修会(佐世保,11月)

門司労災病院薬剤部

講演 森口和範 麻薬の使い方について 市立医療センター近
郊薬剤師会(北九州,3
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科
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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

講演 末吉宏成,中村晶 乳癌の化学療法につい
て

あすかの会定例会(北
九州,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

その他 白石貴寿 脳卒中とくすり 第5回くすりのセミナー
福岡（一般福岡県民
対象）2004.6.5

九州労災病院 薬剤部

その他 米澤和明 医療事故防止への取り
組みを強化

Clinical　Pharamacist,
　49,pp.8-9,2004

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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