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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 福田里美,三上朋子 保険薬局における緑内
障患者への薬剤適正使
用情報支援

第38回日本薬剤師会
学術大会(広島,10月)
講演要旨集p.239

葵薬局

学会報告 植木幸子,刈間智子,木
野里美

患者ニーズに沿った服薬
指導を目指してー手書き
電子薬歴とＩＴを用いてー

第68回九州山口薬学
大会（長崎,9月）講演
要旨集p.133

ウエキ薬局

学会報告 白井薫,安芸宝珠 当院における副作用報
告と薬剤部のかかわり

第68回九州山口薬学
大会（長崎,9月）抄録
集p,140

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 白井薫1),安芸宝珠1),杉
浦敦史2),藤原真由美2),
田中宏一3)

オピオイド導入パスの作
成

第6回日本クリニカル
パス学会学術集会（新
潟,12月）要旨集p,472

健和会大手町病院薬剤
部1)同12階病棟2),同血
液内科3)

学会報告 橋本治,白井薫,安芸宝
珠

説明・同意が必要な薬品
についての当院における
取組み

第68回九州山口薬学
大会（長崎,9月）抄録
集p,100

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 橋本治1),木戸直徳2),山
口征啓3)

ICT活動における薬剤師
の役割-ラウンド及び抗
生剤・消毒剤の適正使用
に対する取組み-

第20回日本環境感染
学会総会(神戸,2月）
講演要旨集p,259

健和会大手町病院薬剤
部1),同細菌検査室2),同
総合診療科3)

学会 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69回日本循環器学
会総会・学術集会,コメ
ディカルセッションプロ
グラム抄録集p.70（横
浜,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会 植木哲也,吉田哲夫 服薬指導困難患者への
薬学的介入の必要性―
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―

日本薬学会第125年
会,要旨集-2 p.186
（東京,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会 原田桂作1）,田崎奈緒子
1),吉田哲夫1),大江宣春
2)

糖尿病療養指導と薬剤
管理指導業務

第44回全国自治体病
院学会,抄録集p.588
（神戸,10月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1),北九州市立八幡
病院内科2)

学会報告 神谷志朗1),小串俊雄2),
武信昭3)

疥癬に対するイベルメク
チンの治療経験

第13回日本療養病床
協会全国研究会(東
京,11月)講演要旨集
p.243

北九州湯川病院薬剤科
1),同医師2),たけ皮膚科
医院3)

学会報告 末松文博,吉国健司,佐
藤友希,峯本正夫

オーダリング端末から検
索・参照できる医薬品情
報ＰＤＦファイルシステム
の実用化

日本薬学会第125年
会 (東京,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 前田雅代,野村公子,山
戸真子,桑村恒夫,前村
里枝,佐藤友希,峯本正
夫

糖尿病教育入院後の患
者についてのＨｂ－Ａ1C
を指標とした治療効果調
査と薬剤師の役割

第68回九州山口薬学
大会(長崎,9月)講演
要旨集p.118

九州厚生年金病院薬剤
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 吉国健司1),赤松孝1),峯
本正夫1),高永康弘2),過
能清美3),嶋田薫4),西島
ちさと5),折口秀樹6),毛
利正博6)

当院の心臓リハビリテー
ションにおける服薬指導

第69回日本循環器学
会総会･学術集会(横
浜,3月)コメディカル
セッションプログラム抄
録集p.71

九州厚生年金病院薬剤
部1),リハビリテーション
室2),看護部3),中央検査
室4),栄養部5),内科6)

学会報告 高永康弘1),過能清美2),
嶋田薫3),西島ちさと4),
吉国健司5),折口秀樹6),
毛利正博6)

急性心筋梗塞患者に対
する心臓リハビリテーショ
ン医療の積極的関与の
試み

第69回日本循環器学
会総会･学術集会(横
浜市,3月)コメディカル
セッションプログラム抄
録集p.49

九州厚生年金病院リハ
ビリテーション室1),看護
部2),中央検査室3),栄養
部4),薬剤部5),内科6)

学会報告 西島ちさと1),池上富子
1),吉国健司2),高永康弘
3),嶋田薫4),過能清美5),
折口秀樹6),毛利正博6)

食生活支援者の有無が
栄養指導に及ぼす影響
について

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会(大
阪府,７月)講演要旨集
p.108

九州厚生年金病院栄養
部1),薬剤部2),リハビリ
テーション室3),中央検
査室4),看護部5),内科6)

学会報告 古賀裕紀子1),大住伴子
1),東 泉1),黒木賀代子
1),安細敏弘2),吉田明弘
2),秋房住郎2),竹原直道
2),高田 豊3),園木一男
3),福原正代3),藤澤 聖3)

年長者研修大学校にお
ける服薬調査　第１報

第65回九州歯科学会
総会(北九州,6月)抄
録プログラムp.10 

九州歯科大学口腔応用
薬理学分野1),九州歯科
大学保健医療フロンティ
ア科学分野2),九州歯科
大学総合内科学分野3)

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),江上将司
3),柴田紘行3)　

マウス摘出歯に及ぼす電
解水の影響

第65回九州歯科学会
総会(北九州,6月)抄
録プログラムp.17

九州歯科大学口腔応用
薬理学1),九州歯科大学
齲蝕歯髄疾患制御学2),
九州歯科大学学生3)

学会報告 岩武資善1),上林麻恵1),
白石貴寿1),志水貴1),大
和正明1),中島信能2)

院内感染対策活動にお
ける薬剤師の役割

第15回医療薬学会年
会（岡山,10月）講演要
旨集p.425

九州労災病院 薬剤部1)
九州労災病院泌尿器科
2)

学会報告 白石貴寿,奥美和,岩武
資善,平川正芳,志水貴,
大和正明

新人教育とリスクマネー
ジメント

日本職業災害医学会
学術大会(大阪,11月）
講演要旨集p.263

九州労災病院 薬剤部

学会報告 増田和久,入江利行 カルバペネム系抗菌薬
使用届出制による効果

第49回社会保険病院
薬剤師総会・学術大
会（東京,3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 丸山春子1）,入江利行
1）,野田喜寛2）,神崎良
子2）,木村多寿子2）,中
原智子2）,谷口奈津子
3）,曽我芳光4）,横井宏

虚血性心疾患二次予防
への薬剤師の関わり

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.123

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

学会報告 曽我芳光1),横井宏佳1),
小野愛3),上田幸枝3),神
崎良子2),木村多寿子2),
野田喜寛2),谷口奈津子
3),白濱由香里3),入江利
行4),伊東賢二3)

待機的冠動脈ステント留
置術翌日の自覚的運動
強度における運動療法
の安全性に関する検討

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.78

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 入江利行1）,野田喜寛
2）,神崎良子2）,木村多
寿子2）,中原智子2）,谷
口奈津子3）,曽我芳光
4）,横井宏佳4）

外来心臓リハビリテーショ
ンクリニカルパス対象患
者の運動耐容能に対す
る薬剤の影響

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.92

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),心臓リハビリ
テーション室2）,看護部
3）,循環器科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 野田喜寛,神崎良子2),木
村多寿子2),中原智子,曽
我芳光1),横井宏佳1),谷
口奈津子3),入江利行4),

心臓再同期療法症例に
対する運動指導の効果
についての検討

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.87

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 永山晋也1),曽我芳光1),
横井宏佳1),神崎良子2),
木村多寿子2),野田喜寛
2),谷口奈津子3)小野愛
3),入江利行4),伊東賢二
3),上田幸枝3)

当院における急性心筋
梗塞外来リハビリテーショ
ン6ヶ月間の効果の検討

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.98

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),曽我芳光
2),横井宏佳2),神崎良子
1),野田喜寛1),中原智子
1),谷口奈津子3),入江利
行4)

当院における急性心筋
梗塞外来リハビリテーショ
ンパス参加群と非参加群
との比較検討

第11回日本心臓リハ
ビリテーション学会（大
阪,7月）講演要旨集
p.111

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 町田聖治,福島将友,富
田敏章,増田和久

冠動脈バイパス手術
（OPCAB）パス導入後の
薬剤管理指導業務の変
化について

第55回　日本病院学
会（名古屋,7月）講演
要旨集p.380

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 富田敏章,丸山春子,町
田聖治,樽善久,増田和
久

持参薬と薬剤師の関わり
方について

第55回日本病院学会
（名古屋,7月）講演要
旨集p.532

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1）,酒井孝裕
2）,横井宏佳2）,岩淵成
志2）,安本均2）,野坂秀
行2）,延吉正清2）

うつ病治療薬によると考
えられたQT延長症候群
の一例

第5回日本心血管カ
テーテル治療学会（岐
阜,8月）講演要旨集
p.267

社会保険小倉記念病院
薬剤部1）,循環器科2）

学会報告 山口静,福島将友,今田
光栄,佐平理恵,新治嘉
一,町田聖治,丸子浩,入
江利行,樽善久,増田　和
久

カルバペネム系抗生物
質使用届の記載内容に
関する分析

第68回九州山口薬学
大会（長崎,9月）講演
要旨集p.144

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 楢原康仁1),中山やちよ
1),五郎丸剛1),石崎由子
1),柿原良枝1),五郎丸毅
1),高橋浩二郎2),江藤精
二1)

注射用ジェネリック医薬
品の品質評価

第44回日本薬学会・
日本病院薬剤師会中
国四国支部学術大会
(松山,11月)講演要旨
集p.144

福山大学薬学部1)産業
医科大学病院薬剤部2)

学会報告 原禎博,川道直子,北村
美奈子,高津江梨,木下
貴之,高山真由美,中川
真理子,日高博司,浅原
稔生,玉利一也,高橋浩
二郎

電子カルテを利用した持
参薬の運用について

第15回日本医療薬学
会年会(岡山,10月)講
演要旨集p.420

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 木下貴之,浅原稔生,日
高博司,中嶋友代,北川
直子,高橋浩二郎

電子カルテを利用した注
射オーダリングシステム
の運用について

第15回日本医療薬学
会年会(岡山,10月)講
演要旨集p.291

産業医科大学病院薬剤
部1)福山大学薬学部2)

学会報告 篠原義剛1),一木孝治1),
中窪智子1),木下貴之1),
高橋浩二郎1),塚田順一
2)

電子カルテと連携した注
射薬オーダリングによる
抗悪性腫瘍剤の適正使
用

第15回日本医療薬学
会年会(岡山,10月)講
演要旨集p.350

産業医科大学病院薬剤
部１）化学療法センター
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 水山奈央子,竹内綾子,
牛島由美子,白石和代,
玉利一也,高橋浩二郎

産業医科大学病院にお
ける電子カルテ導入後の
治験管理業務及びCRC
業務について

第５回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
(横浜,10月)講演要旨
集p.108

産業医科大学病院薬剤
部

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

エントリー促進の取り組
み

第５回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
(横浜,10月)講演要旨
集p.90

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛1),一木孝治1),
中窪智子1),高橋浩二郎
1),塚田順一2)

注射薬オーダリングによ
る抗癌剤のリスクマネー
ジメント

第68回九州山口薬学
大会(長崎,9月)講演
要旨集p.182

産業医科大学病院薬剤
部１）化学療法センター
2)

学会報告 高橋浩二郎1),豊平由美
子2) ,上野晋2),筒井正人
2),柳原延章2)

培養ウシ副腎髄質細胞
におけるPeptideYYのカ
テコールアミン生合成お
よび分泌について

日本薬学会第125年
会(東京,3月)講演要
旨集3 p.132

産業医科大学病院薬剤
部1)産業医科大学医学
部2)

学会報告 柳原延章1),劉民慧1),豊
平由美子1),筒井正人1),
上野晋1),高橋浩二郎2),
篠原優子1)

副腎髄質における細胞
膜エストロゲン受容体の
存在とその薬理学的性
質及び作用

第58回日本薬理学会
西南部会(長崎,11月)
講演要旨集p.57

産業医科大学医学部1)
産業医科大学病院薬剤
部2)

学会報告 後藤渉 当院におけるNSTの導入
 成果（薬剤師業務との

関わり）

第20回日本静脈経腸
栄養学会(名古屋,2

 月）抄録集 p.242

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 佐藤大惣,後藤渉,山内
 豊和,佐々木俊行,米澤

和明

電子カルテシステムを活
 用した薬剤管理指導業

務

日本薬学会第125年
 会（東京,3月）講演要

旨集(2) p.187

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感染治療薬適正
使用へのTDMの活用 

第22回日本TDM学
会・学術集会(沖縄,5

 月)プログラム要旨集 
p.122　

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉,米澤和明 高齢患者への栄養サ
ポート－整形外科術後の
症例から－

医療薬学フォーラム
2005（第13回クリニカ
ルファーマシーシンポ

 ジウム）（鹿児島,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 佐藤大惣,後藤渉,山内
 豊和,佐々木俊行,米澤

和明

電子カルテシステムを活
 用した薬剤管理指導業

務

第68回九州山口薬学
 大会（長崎,9月）講演

要旨集 p.103

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 原 知斉,岩尾恭寛,花田
紀子,高田啓二,植山寛

リスクマネジメントとしての
 薬剤師業務―院外処方

箋の院内監査の有用性
―

第15回日本医療薬学
会年会（岡山,10月）講
演要旨集p.316

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 岩尾恭寛,花田紀子,原 
知斉,高田啓二,池田愛
子,伊藤美弥,宮内冴子,
杉田美和,　植山寛

がん化学療法への薬剤
 師の貢献―外来がん化

学療法への取り組みを中
心にして―

第15回日本医療薬学
会年会（岡山,10月）講
演要旨集p.341

福岡新水巻病院 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

学会報告 高田啓二,原 知斉,花田
紀子,岩尾恭寛,　池田愛
子,伊藤美弥,宮内冴子,
杉田美和,　植山寛 

当院における持参薬管
理システムの構築につい
て

第15回日本医療薬学
会年会（岡山,10月）講
演要旨集p.420

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 池田美幸,石村亜紀子,
山本千幸

三菱化学病院における
持参薬調査への取り組
み

第35回三菱病院学会
(名古屋,9月)抄録集
p.20

三菱化学病院薬剤科

学会報告 園田美樹,田中紀子,柴
田木綿

電子カルテ導入の準備と
稼動の実際

福岡県精神科病院協
会薬剤師会第13回研
修会（福岡,2月）福精
協薬剤会会誌
2005.No.6.p.11-12

八幡厚生病院薬剤課

学会報告 園田美樹,田中紀子,柴
田木綿

薬剤適正使用のための
電子カルテの活用

第３３回日本精神科病
院協会精神医学会
（東京,11月）プログラ
ム＆アブストラクト
p.146(p－58）

八幡厚生病院薬剤課

論文 橋本治 抗菌薬耐性化防止の為
の薬剤師の役割

インフェクションコント
ロール　Vol.14 No.11 
p.43-46 2005

健和会大手町病院薬剤
部

論文 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）,神村英利11）,
大石了三5）

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

日本病院薬剤師会雑
誌,41（9）,1165-
1168,2005

福岡県病院薬剤師会生
涯研修・薬剤管理指導
業務推進委員会　社会
保険小倉記念病院薬剤
部1）, 筑豊労災病院薬
剤部2）, 社会保険大牟
田天領病院薬剤部3）, 
福岡赤十字病院薬剤部
4）, 九州大学病院薬剤
部5）, 福岡リハビリテー
ション病院薬剤部6）, 九
州厚生年金病院薬剤部
7）, 新日鉄八幡記念病
院薬剤部8）, 公立八女
総合病院薬剤部9）, 久
留米大学病院薬剤部
10）, 福岡大学筑紫病院
薬剤部11）

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・49　塩酸
バンコマイシンⓇ使用時
の取り組みについて～薬
剤部内連携の充実を通
して～

医薬ジャーナ
ル,41,2736-

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),城西大学薬学
部病院薬剤学講座・助
教授2)

論文 Akamatu T1),Minemoto 
M1),Uyeda M2)

Evaluation of the 
Antimicrobial Activity 
and Materials 
Compatibility of 
Orthophthalaldehyde as 
a High-level Disinfectant

The Journal of 
International Medical 
Research, 33, 178-
187, 2005

九州厚生年金病院薬剤
部1),熊本大学薬学部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

論文 Yukawa E1), Suematsu 
F2), Yukawa M3), 
Minemoto M2)

Population 
pharmacokinetic 
investigation of 
phenobarbital by mixed 
effect modelling using 
routine clinical 
pharmacokinetic data in 
Japanese neonates and 
infants

J Clin Pharm Ther, 
30(2), 159-163, 2005

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

                         

論文 S. Higashi1), T. 
Ohsumi1), Y. Koga1), K. 
Kuroki1), H. Fukuyama2)

A Study on a Root 
Canal Filling, 
Containing Thymol in 
High Concentration

J. Kyushu Dent. Soc. 
59(3), pp.89-98,　
2005 

Division of Applied 
Pharmacology1), 
Division of Oral 
Pathology2), Kyushu 
Dental College

論文 古賀裕紀子 シリーズ1　動物実験の
手技　モルモットを用い
た皮膚感作性試験

九州歯科大学 動物実
験施設年報 第16号, 
pp.20-25, 2005

九州歯科大学口腔応用
薬理学分野

論文 篠原義剛,一木孝治,中
窪智子,木下貴之,日高
博司,牛尾敏彦,高橋浩
二郎

がん化学療法リスクマ
ネージメントへの取り組
み　　　　　 　　　　　　

薬事新報　ＶＯＬ : 
2361

産業医科大学病院薬剤
部

論文 植木哲也1),吉田哲夫1),
北村桂二郎2),田原久嗣
3),森口和範4),松山賢治
5)

カルベジロールによる中
枢神経系有害事象の薬
剤疫学的検討（第1報）

日病薬誌,41,179-
181,2005．

北九州市立八幡病院薬
剤科1),北九州市立若松
病院薬剤科2),北九州市
立門司病院薬剤科3）,北
九州市立医療センター
薬剤科4）,武庫川女子大
学薬学部5）

論文 植木哲也1),吉田哲夫1),
北村桂二郎2),田原久嗣
3),森口和範4),松山賢治
5)

カルベジロールによる中
枢神経系有害事象の薬
剤疫学的検討（第2報）

日病薬誌,41,401-
403,2005．

北九州市立八幡病院薬
剤科1),北九州市立若松
病院薬剤科2),北九州市
立門司病院薬剤科3）,北
九州市立医療センター
薬剤科4）,武庫川女子大
学薬学部5）

論文 植木哲也,吉田哲夫 服薬指導困難患者への
薬学的処方支援の必要
性

日病薬誌,41,863-
866,2005．

北九州市立八幡病院薬
剤科

論文 後藤渉1),海塚安郎2) 腎疾患を有する患者へ
の栄養管理

月刊薬事,47(12),83-
90

新日鐵八幡記念病院薬
 剤部1),同救急・集中治

療部2)

研修会 森友英治 在宅における服薬指導
の実際

第196回洞薬会例会
(小倉,11月)

香月中央病院薬局

研修会 小倉秀美 九州厚生年金病院にお
けるＮＳＴの発足と現況

第196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 桑村恒夫 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

北九州薬学フォーラム
2005（北九州,7月)

九州厚生年金病院薬剤
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 吉国健司 心不全診療における薬
剤師の関わり

第2回心不全診療連
携フォーラム（北九
州,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 白石貴寿 当院薬剤部における新
人教育の現状

第10回医療安全シン
ポジウム(小倉,5月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 上林麻恵,岩武資善 院内感染対策活動にお
ける薬剤師の役割

第8回九州山口地区
労災病院薬剤部会研
修会（飯塚,10月）

九州労災病院 薬剤部

研修会 入江利行,増田和久 抗菌薬適正使用におけ
る薬剤師の関わり

第4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,1月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗菌薬適正使用と薬剤
師の役割

第42回福岡県病院薬
剤師特別研修会（福
岡,3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 「医療連携時代における
薬学的患者情報提供の
あり方を考える」

薬剤師のためのクリニ
カルパスセミナー（福
岡,10月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 柴田尚美 骨粗しょう症とくすり 第9回くすりのセミ
ナー福岡（福岡,7月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩,増田和久 おくすりと上手につきあう
方法（生活習慣病薬につ
いて）

市民講座（主催：財団
法人平成紫川会,小
倉,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 岡崎照夫,三好渉悟,樋
口和彦,鹿野真奈弥,迫
口代史子,佐々木基至,
近澤里会,西山久美子,
森尚孝,田島良恵,大場
麻友

市販の栄養補助食品に
ついて

第196回洞薬会例会
(小倉,11月)

(株)サンキュードラッグ　
セルフメディケーション
課

研修会 篠原義剛 プロトコール管理の実際 第３回洞薬会がん薬
物療法研修会(小倉,6
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～

北九州市立年長者研
修大学校(八幡,6月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 森口和範 ガン性疼痛と治療法につ
いて「緩和ケア病棟薬剤
師の目から見て」

福岡県北部薬学研究
会(北九州,6月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 造血幹細胞移植と薬剤 市立医療センター近
郊薬剤師会(北九
州,11月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 食品と薬のいやな関係に
ついて

平成17年度第1回調
理研修会(北九州,5
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

研修会 米谷頼人 リスクマネジメントにおけ
る薬剤師の役割

市立医療センター医
療安全プロジェクト部
会(北九州,3月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 抗ガン剤について-必要
な知識-

市立医療センターが
ん看護研修(北九州,9
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米倉紀子 薬ののみかた「知恵袋」 第2回市民公開講座
「油断ならない高脂血
症」(北九州,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 原田桂作1）,竹原令宣2),
岩田幸治3),植山寛4),米
谷頼人5),佐藤大惣6),日
高博司7),赤松孝8),田口
潤二郎9)

会員施設における専門
薬剤師アンケートについ
て

第195回洞薬会例会
（小倉,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1),タケハラ薬局2),
北九州中央病院薬局3),
福岡新水巻病院薬局4),
医療センター薬剤科5),
新日鐵八幡記念病院薬
剤部6),産業医大病院薬
剤部7),九州厚生年金病
院薬剤部8),新小倉病院
薬剤科9)

研修会 長井恵子 消毒薬の適正な使用法 平成17年度第1回北
九州市立八幡病院
ICT講習会（八幡,4
月）

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 北九州薬学フォーラム
2005（小倉，7月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山下正義 注射処方箋の運用規則
の分析～リスクマネージ
メントの一環として～

平成17年度北九州市
立八幡病院開設記念
行事研究発表会,（八
幡,10月）要旨集p.4

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山下正義 注射処方箋の運用規則
の分析～リスクマネージ
メントの一環として～

平成17年度後期医局
研修会（八幡,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 薬剤管理指導業務の実
際

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5回勉強会（八
幡,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 後藤渉 NST活動－薬剤師の視
点から－

九州栄養福祉大学プ
レゼミ講義（北九州,1
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NSTにおける薬剤師とし
ての取り組み

第21回中心静脈栄
養・経腸栄養懇談会
（名古屋,2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

2005年2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
（9）

第9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

8



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 後藤渉 NSTにおけるコメディカル
 の役割って何？　～疲

れきってしまう前にもう一
度考えよう～

第8回福岡・佐賀静脈
経腸栄養研究会(福
岡,3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

2005年4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
（10）

第10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 バンコマイシン適正使用
にむけての現状

第5回バンコマイシン
研究会（北九州,5月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 当院における薬剤業務と
電子カルテとの関わり

第37回臨床薬物研究
会(北九州,5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 NST/ICTｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ-薬
剤師の取り組み-

北九州薬学フォーラム
2005（北九州,7月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NST業務の実際：薬剤師
業務との関わり

第10回県北医療薬学
研究会(佐世保地区病

 院薬剤師会）(佐世
保,7月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 アルマールとアマリール
の誤調剤とその他注意を
要する医薬品

医療安全対策研修会
（北九州,8月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 チーム医療としての栄養
サポートチーム（NST）

県立病院好生館・地
域研修会（佐賀,8月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 DI（医薬品情報管理）業
務の現状について

第260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,山内豊和,佐々
木俊行,山澤理恵子

処方および薬袋の見方,
情報伝達エラーによる医
療事故

第11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 石松晃一 禁煙のすすめ 院内研修(豊前,11月) 豊前病院薬局

研修会 日高さゆり 活かそう「疑義照会」 門司労災病院医療安
全対策研修会(門司,3
月)

門司労災病院薬剤部

研修会 堀切博幸 院外処方箋FAXコー
ナー閉鎖の経緯とその
後の状況

第８回九州・山口地区
労災病院薬剤部会研
修会 （飯塚,11月 ）

門司労災病院薬剤部
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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

著書 野田浩司1)高橋浩二郎
２）　編者・監修 : (編)辻
彰、河島進、重信弘毅、
杉本功

2005年版　薬剤師のため
の常用医薬品情報集

廣川書店(全1273頁) 産業医科大学名誉教授
1)産業医科大学病院薬
剤部2)

著書 後藤渉 実践　静脈栄養と経腸栄
養（応用編）　

エルゼピア･ジャパン
p.169-171

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

その他 峯本正夫 日病薬・県病薬の活動を
担う48年目の洞薬会

福岡県病院薬剤師会
会誌,No.150,p.8,2005

九州厚生年金病院薬剤
部

その他 峯本正夫 院外処方せん発行（医薬
分業）を検める

福岡県病院薬剤師会
会誌,No.152,p.1,2005

九州厚生年金病院薬剤
部

その他 峯本正夫 「くすりの手帳」の普及促
進と薬薬連携

ふくおか県薬会
報,18(2),p.77,2005

九州厚生年金病院薬剤
部

その他 峯本正夫 病院紹介「九州厚生年金
病院」

薬事新
報,No.2359,255-
258,2005

九州厚生年金病院薬剤
部
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