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洞薬会業績集2006：2006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 伊藤亜希子1),富山孝子
2),田尻剛貴2),本田久美
代1),麻生和伸1),高瀬乃
士1),鴛渕るか1),貞谷美
里1),村上京子1),米丸寿
幸1)

注射オーダリングシステ
ムの運用

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.245

掖済会門司病院薬局1),
システム室2)

学会報告 早野俊行,金森美紀,熊
谷奈穂,榎本厚子

小波瀬病院におけるテイ
コプラニン使用症例の
TDM解析と臨床効果

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,9月)講
演会要旨集p.423

小波瀬病院薬剤部

学会報告 金森美紀,小野絢子,榎
本厚子

小波瀬病院NSTの立ち
上げから現在までのアウ
トカム評価

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,9月)講
演会要旨集p.448

小波瀬病院薬剤部

学会報告 金森美紀,小野絢子 小波瀬病院NSTにおけ
る薬剤師の役割

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.133

小波瀬病院薬剤部

学会報告 森友英治1),栗原享子1),
稲戸みゆき2)

口腔内崩壊錠の服用時
の留意点及び物性につ
いて

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.137

香月中央病院薬局1),同
看護科2)

学会報告 米倉紀子1),田崎奈緒子
2),山下正義2),森口和範
1),松本雅裕3)

教育入院・血糖コント
ロール患者の服薬意識
調査

第44回日本糖尿病学
会九州地方会(福
岡,10月)講演要旨集
p.133

北九州市立医療セン
ター薬剤科1),北九州市
八幡病院薬剤科2),北九
州市立医療センター糖
尿病内科3)

学会報告 植木哲也,田崎奈緒子,
吉田哲夫

患者の自己評価による
便秘と排便回数および
下剤服用との関連性

医療薬学フォーラム
2006(大阪,7月)要旨
集p.186

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 池永敬儀 Accessを使った業務改
善

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.267

北九州八幡東病院薬剤
科

学会報告 赤松孝1),桑村恒夫1),広
永道隆2),峯本正夫1)

内視鏡消毒におけるフタ
ラールの有用性

第44回日本社会保険
医学会総会(岐阜
市,10月)講演要旨集
p.146

九州厚生年金病院薬剤
部1),九州厚生年金病院
臨床検査部2)

学会報告 桑村恒夫1),赤松孝1),広
永道隆2),大島司3),峯本
正夫1)

当院におけるICT活動と
薬剤師の関わりについて
 -手洗い法適切化への
取り組み-

第44回日本社会保険
医学会総会(岐阜
市,10月)講演要旨集
p.240

九州厚生年金病院薬剤
部1),九州厚生年金病院
臨床検査部2),九州厚生
年金病院内科3)

学会報告 末松文博1), 峯本正夫
1), 湯川栄二2)

ジゴキシン錠0.125mgの
市販後の評価

第16回日本医療薬学
会年会 (金沢市,10月)
講演要旨集p.347

九州厚生年金病院薬剤
部1),第一薬科大学2)

学会報告 吉国健司,山戸真子,永
田麻裕,前村里枝,藤村
弥生,前田雅代,峯本正
夫

退院時服薬指導の充実
～退院後の薬に対する
不安をなくす～

第8回フォーラム医療
の改善活動(仙台
市,11月)講演要旨集
p.13-16

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 白石貴寿1),坂本晃代1),
宗本佐知子1),上林麻恵
1),岩武資善1),志水貴1),
中島信能2),大和正明1)

九州労災病院における
抗ＭＲSA薬の適正使用
への取り組み

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,10月)講
演要旨集p.380

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 橋本治1),盛満博之1),木
戸直徳2),山口征啓3)

抗菌薬使用届出制が薬
剤感受性に及ぼす影響
について

第21回日本環境感染
学会学術集会(東京,2
月)講演要旨集p.371

健和会大手町病院薬剤
部1),健和会大手町病院
検査科2),健和会大手町
病院総合診療科3)

学会報告 白井薫1),安芸宝珠1),田
中宏一2)

多発性骨髄腫のサリドマ
イド治療・管理に携わる
薬剤師として

第16回日本医療薬学
会年会（金沢,9月）講
演要旨集p.376

健和会大手町病院薬剤
部1),健和会大手町病院
血液内科2)

学会報告 橋本裕数1),安芸宝珠1),
井上佳子1),近藤直子1）,
仙田直之2)

簡易懸濁法～導入のメ
リットと業務改善効果～

第21回日本静脈経腸
栄養学会(岐阜,2月)
講演要旨集p.358

健和会大手町病院薬剤
部1）,健和会大手町病
院耳鼻咽喉科2)

学会報告 北川直子,一木孝治,岩
本緑,篠原義剛,浅原稔
生,牛尾敏彦,高橋浩二
郎

癌化学療法における安
全なシステムの構築

第16回日本医療薬学
会(金沢市,9月)講演
要旨集p.369

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 水山奈央子1),富永義則
2),村上由花2),片岡正剛
2),光保博2),高橋浩二郎
1),松野康二3)

2H-pyrone誘導体の化
学発光について

第126年会日本薬学
会(仙台市,3月)要旨
集4,P30[R]pm-
009,p.64

産業医科大学病院薬剤
部1),長崎大学環境科学
部2),産業医科大学医学
部3)

学会報告 水山奈央子,高橋浩二
郎,玉利一也,牛島由美
子,白石和代,竹内綾子,
神谷文子,江藤美由起

産業医科大学病院にお
けるCRC業務について
―5年間の取り組み―

第6回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
2006 in大宮,大宮ソ
ニックシティ,2006年10
月7-8日,要旨集p.133

産業医科大学病院薬剤
部

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

治験薬における重篤な
有害事象に対する補償
事例

第6回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議
2006 in大宮,大宮ソ
ニックシティ,2006年10
月7-8日,要旨集p.164

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛,岩本緑,三島
真弓,北川直子,牛尾敏
彦,高橋浩二郎

持参薬鑑定で発見され
たPHT中毒について

医療薬学フォーラム
(大阪市,5月)要旨集
14巻,p.246

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛,岩本緑,北川
直子,一木孝治,牛尾敏
彦,高橋浩二郎

電子カルテと連携した
TDMシステム

九州山口薬学大会
(鹿児島市,9月)講演
要旨集p.253

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 高橋浩二郎1),豊平由美
子2）,篠原義剛1),一木孝
治1),上野晋2),筒井正人
2),柳原延章2)

副腎髄質細胞における
カテコールアミン生合成・
分泌に及ぼすカプサイシ
ンの影響

第24回産業医科大学
学会総会(北九州
市,10月)

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 三好加純1),五郎丸剛1),
中山やちよ1),一木孝治
2),中窪智子2),高橋浩二
郎2),江藤精二1)

Micafunginの遊離型血中
濃度定量法の検討

第45回日本薬学会・
日本病院薬剤師会中
国四国支部学術大会
(広島市,10月)

福山大学薬学部1),産業
医科大学病院薬剤部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

学会報告 堀輝1),吉村玲児1),篠原
義剛2),岩本緑2),高橋浩
二郎2),中村純1)

双極性障害寛解期にお
けるバルプロ酸血中濃度
に関する予備的検討

第16回日本臨床精神
神経薬理学会(北九
州市,10月)要旨集
p.175

産業医科大学病院医学
部1),産業医科大学病院
薬剤部2)

学会報告 福島将友,清水誉志,柴
田尚美,今田光栄,増田
和久

当院における簡易懸濁
法導入への検討

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.251

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 心臓血管外科病棟にお
ける薬学的支援とその評
価

第16回日本医療薬学
会(金沢,9月)講演要
旨集p.382

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 富田敏章1),町田聖治1),
丸山春子1),福島将友1),
増田和久1),杉村昌弥2)

入院時持参薬適正使用
に向けてのシステム構築
～(入院時より退院まで
の薬学的支援)～

第16回日本医療薬学
会(金沢,9月)講演要
旨集p.440

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),株式会社ユヤ
マＭＳ部2)

学会報告 平野真健,岸川春樹,新
治嘉一,丸子浩,清水誉
志,細川秀則,増田和久

市販データベースソフト
を使用した抗がん剤治療
の薬歴・レジメン管理シス
テムとプレアボイド報告
事例

第16回日本医療薬学
会(金沢,9月)講演要
旨集p.489

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1),福島将友1),
新治嘉一1),町田聖治1),
増田和久1),永山眞紀2),
溝口裕美3)

抗MRSA薬使用届出制
導入によるMRSA分離率
と治療への影響－第２報

第16回日本医療薬学
会(金沢,9月)講演要
旨集p.508

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同検査技師部
2),同看護部3)

学会報告 入江利行1),永山眞紀2),
増田和久1)

MRSAの鼻腔内保菌が
MRSA検出と治療に与え
る影響について

第44回日本社会保険
医学会(岐阜,10月)講
演要旨集p.242

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同検査技師部
2)

学会報告 入江利行 虚血性心疾患二次予防
への薬剤師の関わり

第20回日本冠疾患学
会(東京,12月)講演要
旨集p.271

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 宮崎博章,入江利行,素
元美佐,溝口裕美

抗菌薬管理システム下に
おける薬剤耐性緑膿菌
のコントロールと耐性緑
膿菌の治療戦略

第21回日本環境感染
学会学術集会(東京,2
月)プログラム抄録集
p.364

社会保険小倉記念病院
インフェクションコント
ロールチーム

学会報告 嶋田誠治1),野田喜寛1),
木村多寿子1),神埼良子
1),落合裕之1),曽我芳光
2),横井宏佳2),谷口奈津
子3),上田幸枝3),入江利
行4)

再入院を繰り返す慢性
心不全の実態調査

第12回心臓リハビリ
テーション学会(名古
屋,7月)講演要旨集
p.S107

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

学会報告 木村多寿子1),野田喜寛
1),嶋田誠治1),神埼良子
1),落合裕之1),曽我芳光
2),横井宏佳2),谷口奈津
子3),上田幸枝3),入江利
行4)

当院における待機的PCI
症例に対する運動指導
の実地状況

第12回心臓リハビリ
テーション学会(名古
屋,7月)講演要旨集
p.S136

社会保険小倉記念病院
心臓リハビリテーション
室1),同循環器科2),同看
護部3),同薬剤部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1),嶋田誠治1),
木村多寿子1),神埼良子
1),落合裕之1),曽我芳光
2),横井宏佳2),上田幸枝
3),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2報）

第12回心臓リハビリ
テーション学会(名古
屋,7月)講演要旨集
p.S84

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

学会報告 後藤渉,山内豊和,佐々
木俊行,山澤理恵子

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－

日本薬学会第126年
会(仙台,3月)講演要
旨集(2)p.190

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉1),山内豊和1),山
澤理恵子1),海塚安郎2)

NST/ICTコラボレーショ
ンの実際

第14回日本医療薬学
会総会(金沢,9月)講
演要旨集p.573

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同救急集中治療
部2)

学会報告 山内豊和,後藤渉,山澤
理恵子

TDMを利用した抗MRSA
薬適正使用に向けての
取り組み

第21回日本環境感染
学会(東京,2月)プログ
ラム抄録集p.246

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 有吉ちさと,若崎信一 おくすり手帳の意識調査 第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.145

(有)ハロー薬局

学会報告 増田和久1) ,2),高木淳
一1),森田佳子1),濱良一
1),峯本正夫1),吉川学1),
竹本伸輔1),田中順1),渡
辺泰祐1),小野信文1),中
原照子1),有吉俊二1),阿
部雅光1),鮫島千織1),鶴
原潔1),神村英利2),大竹
弘之2),橋本和樹2),木本
信秀2),川重誠2),西村佳
子2),山内豊和2),赤松孝
2),原田秀徳2),本村邦子
2),大和正明1),瀬尾隆1),
田尻泰典1),大石了三2),
小田利郎1)

福岡県における「くすりの
手帳」利用実態と普及促
進への取組み

第69回九州山口薬学
大会(鹿児島,9月)講
演要旨集p.193

福岡県薬剤師会学術活
動委員会1),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2)

学会報告 原知斉,花田紀子,高田
啓二,杉田美和,植山寛

中小病院における新人
薬剤師教育―プリセプ
ター制度の導入と自己学
習プログラムの開発―

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,10月)講
演要旨集p.585

福岡新水巻病院薬局

学会報告 高田啓二,岩尾恭寛,花
田紀子,植山寛

ＴＰＮ無菌調製システム
の構築

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,10月)講
演要旨集p.564

福岡新水巻病院薬局

学会報告 末永拓也,原知斉,高田
啓二,花田紀子,植山寛

抗菌薬適正使用に向け
てのデータベースの構築

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,10月)講
演要旨集p.528

福岡新水巻病院薬局

学会報告 西村直寛1,高田啓二,原
知斉,植山寛

医薬品の破損事例収集
によるリスク分析

第16回日本医療薬学
会年会(金沢,10月)講
演要旨集p.596

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

論文 神村英利1),西村佳子2),
木本信秀3),橋本和樹4),
大竹弘之5),川重誠6),赤
松孝7),山内豊和8),原田
秀徳9),本村邦子10),増
田和久11),大石了三12)

新採用薬剤師を対象とし
た服薬説明ロールプレイ
実習の試み

日本病院薬剤師会雑
誌,42(2),189-
192,2006

福岡大学筑紫病院1),済
生会福岡総合病院2),筑
豊労災病院3),社会保険
大牟田天領病院4),福岡
赤十字病院5),九州大学
病院6),九州厚生年金病
院7),新日鐵八幡記念病
院8),公立八女総合病院
9),久留米大学病院10),
社会保険小倉記念病院
11),九州大学病院12)

論文 末松文博 薬事新報(人と人)－いつ
までも「熱」を感じていた
い－

薬事新報社(東
京)2006年10月10日

九州厚生年金病院薬剤
部

論文 吉国健司1),折口秀樹2),
毛利正博2)

はじめてみよう包括的心
臓リハビリテーション:服
薬指導

Heart 
Nursing,19(3),pp43-
49,2006

九州厚生年金病院薬剤
部1),九州厚生年金病院
内科2)

論文 宇都直哉1),新美全剛1),
市村行典1),林晴子1),澤
田邦子1),谷口一成2),吉
田泰1),大佐古智文1),横
山博1)

オピオイド抵抗性の癌性
疼痛にカルバマゼピンが
有効であった1例

九州薬学会報60，
pp.23-25,2006

熊本労災病院薬剤部1),
九州労災病院 薬剤部2)

論文 川道直子,高橋浩二郎 疾患別ガイドラインと薬
物療法－⑨骨粗鬆症－

日本薬剤師会雑誌
58:101-107

産業医科大学病院薬剤
部

論文 Takahashi K1),Toyohira 
Y2),Ueno S2),Tsutsui 
M2),Yanagihara N2)

Capsaicin inhibits 
catecholamine secretion 
and synthesis by 
blocking Na(+) and Ca 
(2+) influx through a 
vanilloid receptor-
independent pathway in 
bovine adrenal 
medullary cells.

Naunyn 
Schmiedebergs Arch 
Pharmacol.374:107-
116

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学医学
部2)

論文 Yanagihara N1),Minhui 
Liu1),Toyohira 
Y1),Tsutsui M1, Ueno 
S1),Shinohara 
Y1),Takahashi 
K2),Tanaka K1)

Stimulation of 
catecholamine synthesis 
through unique 
estrogen receptors in 
the bovine adrenal 
medullary plasma 
membrane by 17β-
estradiol.

Biochem Biophys Res 
Commun339:548-553

産業医科大学医学部1),
産業医科大学病院薬剤
部2)

論文 町田聖治,清水誉志,新
治嘉一,岸川春樹,福島
将友,増田和久

退院時発行の｢お薬手
帳｣の有用性と薬･薬連
携推進に向けた取り組み
－入院中の副作用情報
を退院後の薬剤安全管
理情報へ－

日本病院薬剤師会雑
誌,42,746－750,2006

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 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パス
導入による薬剤管理指
導業務の変化について

日本病院薬剤師会雑
誌,42,781－786,2006

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 宮崎博章,入江利行,素
元美佐,溝口裕美,永山
眞紀

カルバペネム薬の使用
制限下によるイミペネム
耐性緑膿菌と多剤耐性
緑膿菌の検出率の推移

環境感染,21(3),162-
167,2006

社会保険小倉記念病院
インフェクションコント
ロールチーム
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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 曽我芳光1),永山晋也1),
横井宏佳1),谷口奈津子
2),入江利行3),神埼良子
4),木村多寿子4),野田喜
寛4)

睡眠からみた心臓リハビ
リテーション　急性心筋
梗塞患者における睡眠
呼吸障害,睡眠時無呼吸
症候群の有病率と運動
耐容能との関係

心臓リハビリテーショ
ン,11(2),209-
212,2006

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

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

心臓同期療法症例に対
する運動指導の効果に
ついての検討

心臓リハビリテーショ
ン,11(1),111-
114,2006

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

論文 富田敏章,増田和久 医療の情報化と薬剤部
門のシステムについて新
病院構想を踏まえて

小倉記念病院紀
要,38(1),23-24,2005

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 植山寛,高田啓二 中小病院における持参
薬管理業務

月刊薬事,46（6）,79-
83

福岡新水巻病院薬局

論文 有吉俊二他29名 福岡県における「くすりの
手帳」利用実態と普及促
進への取組み

福岡県病院薬剤師会
会誌157,pp.19-
21,2006

（有）三喜薬局

論文 柴田木綿,田中紀子,園
田美樹

電子カルテシステム導入
後の疑義照会内容の検
討

日病薬誌第42巻11号
(1455-1458)2006

八幡厚生病院薬剤課

講演 米倉紀子 高脂血症なんて怖くな
い？

第13回くすりのセミ
ナー福岡(福岡,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

講演 米倉紀子 骨粗鬆症のための薬 第5回市民公開講座
(北九州,10月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

講演 山澤理恵子 薬の正しい飲み方、使い
方

第12回せいてつ病院
健康講座(北九州,3
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 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

北九州薬学フォーラム
2006(北九州,7月)

葵薬局

研修会 金森美紀1）,小野絢子
1）,高橋冶城2）,中尾裕
和子3）,白川鈴恵4）

ケアミックス型病床群で
のNSTの活動

第6回北部福岡NST
研究会(福岡,3月)

小波瀬病院薬剤部1）,
脳神経外科2）,言語療
法科3）,栄養科4）

研修会 金森美紀1）,小野絢子
1）,高橋冶城2）,宮川美
智代3）

ケアミックス型病床での
NSTの活動

第4回大分NST研究
会(大分,12月)

小波瀬病院薬剤部1）,
脳神経外科2）,栄養科
3）

研修会 鶴田和子1),森友英治2) 注射薬調剤の実践と充
実(2)－注射薬ラベルに
ついて－

第47回中小病院懇話
会(八幡,7月)

大平メディカルケア病院
薬局1),香月中央病院薬
局2)

研修会 鶴田和子1),森友英治2) 注射薬調剤の実践と充
実(2)－注射薬ラベルに
ついて－

第48回中小病院懇話
会(小倉,8月)

大平メディカルケア病院
薬局1),香月中央病院薬
局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

研修会 鶴田和子1),森友英治2) 注射薬調剤の実践と充
実(2)－注射薬ラベルに
ついて－

第49回中小病院懇話
会(行橋,8月)

大平メディカルケア病院
薬局1),香月中央病院薬
局2)

研修会 三谷弘美,坂本欣直,泉
谷香代

患者持参薬対応への取
り組み

カレッジ北九州(北九
州,6月)

北九州小倉病院薬剤科

研修会 末吉宏成,米谷頼人,森
口和範,橋口靖

外来化学療法の基礎知
識

最新がん診療学習会
(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 薬の使い方Q&A 小倉薬剤師会「医療
センター近郊調剤薬
局会」(北九州,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 中尾香子 糖尿病の薬について 院内看護研修会(北
九州,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 ｶﾞﾝ化学療法の基礎知識 院内がん看護研修会
(北九州,8月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 後発医薬品の今後の方
向性

第198回洞薬会例会
(北九州,10月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米倉紀子 経口血糖降下薬につい
て

院内看護師糖尿病学
習会(北九州,11月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 抗ｶﾞﾝ剤ﾐｷｼﾝｸﾞの基礎
知識①

北九州市立病院薬剤
師協議会学術勉強会
(北九州,12月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉宏成 抗ｶﾞﾝ剤ﾐｷｼﾝｸﾞの基礎
知識②

北九州市立病院薬剤
師協議会学術勉強会
(北九州,12月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 原田桂作1）,坂本佳子
1）,田崎奈緒子1）,阿部
律子2),原真理3),白杉恵
子3),渡辺茜4),朝倉生久
乃4),植田啓子4),米澤美
穂子4),秋山俊治5),大江
宣春5)

糖尿病療養指導士とそ
の活動について

第18回北九州市立病
院集談会(八幡,2月)
抄録集p.4

北九州市立八幡病院薬
剤科1）,北九州市立門
司病院栄養管理係2),北
九州市立八幡病院栄養
管理係3),北九州市立八
幡病院看護科4),北九州
市立八幡病院内科5)

研修会 田崎奈緒子,山本朗子,
原田桂作,坂本佳子,平
林友紀子,水上靖子,栢
由起子,高橋昭弘,姫野
英二,植木哲也,中村祥
子,福永竜一,山下正義,
長井恵子,藤武隆文,吉
田哲夫

「健康行動理論」に基づ
く糖尿病患者の評価(薬
物療法について)

第11回北九州糖尿病
教育従事者研修会
(小倉,3月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 田崎奈緒子 糖尿病患者における入
院時と退院時の健康行
動意識の変化

平成18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.7

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

研修会 内山美智恵,武田美恵
子,俵口奈穂美,
岸川真琴,三浦直人,北
村桂二郎

院内処方箋印字ソフトの
作成とその効果

平成18年度若松病院
研究発表会(若松,11
月)

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 俵口奈穂美1),内山美智
恵1),武田美恵子1),岸川
真琴1),三浦直人1),北村
桂二郎1),上口貴子2),阿
比留悦子2),山崎徹3)

化学療法管理システムの
構築

平成18年度若松病院
研究発表会(若松,11
月)

北九州市立若松病院薬
剤科1),同看護科2）,同
外科3)

研修会 粟屋健二郎,池田浩和,
溝口千秋,伊東雅子,立
石二郎,大庭悠,山本雄
一朗

薬剤科における適正在
庫に向けての在庫数の
縮小化

TQMモデルサークル
発表大会(北九州,9
月)

北九州総合病院薬剤科

研修会 岩武資善 院内感染対策活動にお
ける薬剤師の役割

九州労災病院院内感
染対策研修会(北九
州,3月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 白石貴寿 新人教育とリスクマネー
ジメント

北九州薬学フォーラム
2006(北九州,７月)

九州労災病院薬剤部

研修会 白石貴寿 当院での新人教育とリス
クマネージメントについて

第9回九州山口地区
労災病院薬剤部会研
修会(八代,6月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 白石貴寿 輸液 -基礎編- 九州労災病院NST勉
強会(北九州,10月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 田口みどり 平成18年度上半期イン
シデント報告のまとめと
疑義照会調査報告

九州労災病院医療安
全発表会(北九州,10
月)

九州労災病院 薬剤部

研修会 橋本治 抗菌薬耐性化防止の為
の薬剤師の役割

北九州薬学フォーラム
2006(北九州,7月)

健和会大手町病院薬剤
部

研修会 宮崎寿 調剤薬局でのジェネリッ
ク医薬品の使用状況と今
後について

第198回洞薬会例会
(小倉,3月)

コトブキ薬局

研修会 日高博司1),赤松孝2),岩
田幸治3),植山寛4),米谷
頼人5),佐藤大惣6),田口
潤二郎7),竹原令宜8),原
田桂作9）

「ジェネリック医薬品に関
するアンケート調査(病院
診療所部門)」結果報告

第198回洞薬会例会
(小倉,10月)

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

研修会 牛尾敏彦 電子カルテによる持参薬
の管理「リスクマネジメン
トの観点から」

第197回洞薬会例会
(小倉,3月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 一木孝治 がん化学療法における
薬剤師の役割

乳癌ガイドラインセミ
ナー(小倉,4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

研修会 一木孝治 外来化学療法における
薬剤師の役割

北九州外来看護師研
修会(小倉,10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
修会(八幡,７月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 くすりとの上手なつきあ
い方

北九州市立年長者研
修会(八幡,12月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 丸山春子,佐平理恵,富
田敏章,町田聖治,入江
利行,増田和久

虚血性心疾患二次予防
への薬剤師の関わり

北九州薬学フォーラム
2006(北九州市,７月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 平野真健 抗がん剤治療を安全に
行うための当院薬剤部の
取り組み

第6回外来化学療法
看護師勉強会(北九
州市,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 清水誉志 当病院における腎障害
患者の薬学的管理

第44回福岡県病院診
療所薬剤師研修会
(福岡,11月)

社会保険小倉記念病院
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)

唐津赤十字病院栄養
サポートチーム(NST)
地域医療研修会（佐
賀,3月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 リスクマネージメントとして
のNST

第12回北九州代謝栄
養研究会(北九州,6
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 栄養管理計画の新設に
より管理栄養士はどう変
わったか－薬剤師の立
場から－

日本健康・栄養システ
ム学会第5回九州地
方会(福岡,11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
ンの実際－薬剤師の立
場から―

第4回熊本県栄養・薬
物県研究会(熊本,11
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
 ンの実際－薬剤師の立

場から―

第7回NSTフォーラムｉ
ｎ岡山 (岡山,12月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 山内豊和 抗MRSA薬のTDMの現
状

第262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 竹原令宜1),赤松孝2),岩
田幸治3),植山寛4),米谷
頼人5),佐藤大惣6),田口
潤二郎7),原田桂作8）,日
高博司9)

「ジェネリック医薬品に関
するアンケート調査(調剤
薬局部門)」結果報告

第198回洞薬会例会
(小倉,10月)

タケハラ薬局1),九州厚
生年金病院薬剤部2),北
九州中央病院薬剤科3),
福岡新水巻病院薬局4),
北九州市立医療セン
ター薬剤科5),新日鐵八
幡記念病院薬剤部6),新
小倉病院薬剤科7),,北
九州市立八幡病院薬剤
科8),産業医大病院薬剤
部9)
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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 田尻泰典 薬薬連携によるリスクマ
ネジメント

第197回洞薬会例会
(小倉,3月)

(社)福岡県薬剤師会

研修会 高田啓二 当院における持参薬管
理システムの構築につい
て

北九州薬学フォーラム
2006（北九州,7月)

福岡新水巻病院薬局

研修会 石松晃一 精神科病院で働く中で
実際の業務内容等

福精協北九州ブロック
精神保健福社会(戸
畑,2月)

豊前病院

研修会 石松晃一 福精協会員施設におけ
る薬学生の実習受け入
れのカリキュラム作成に
ついて

福精協北九州ブロック
精神保健福社会(小
倉,7月)

豊前病院

研修会 池田美幸1),稲田喜久2) 注射薬調剤の実践と充
実(3)－配合変化情報の
収集とその活用－

第50回中小病院懇話
会(八幡,11月)

三菱化学病院薬局1),三
萩野病院薬局2)

研修会 池田美幸1),稲田喜久2) 注射薬調剤の実践と充
実(3)－配合変化情報の
収集とその活用－

第51回中小病院懇話
会(行橋,12月)

三菱化学病院薬局1),三
萩野病院薬局2)

研修会 池田美幸1),稲田喜久2) 注射薬調剤の実践と充
実(3)－配合変化情報の
収集とその活用－

第52回中小病院懇話
会(小倉,12月)

三菱化学病院薬局1),三
萩野病院薬局2)

研修会 浦中浩光 QC手法を用いたセーフ
マネージメント

第197回洞薬会例会
(小倉,3月)

(財)三萩野病院

研修会 西田直史,安河内一弘,
日高さゆり,中村宏,初田
輝,土屋賢司

当院における院外処方
箋の疑義照会の状況

第9回九州・山口地区
労災病院薬剤部研修
会(熊本,6月)

門司労災病院薬剤部

研修会 日高さゆり 注意を要する注射薬(そ
の1)

院内看護部研修会
(門司,11月)

門司労災病院薬剤部

研修会 岡崎直子 徐放性製剤粉砕の危険
性

院内新人医療職・職
員研修研究発表会
(門司,11月)

門司労災病院薬剤部

著書 野田浩司1),高橋浩二郎
2)

2006年版　薬剤師のた
めの常用医薬品情報集

廣川書店(全1147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 町田聖治1),増田和久1),
大井一弥2)

ワルファリンカリウムの薬
学的な患者情報共有に
向けた取り組みと服薬指
導

医薬ジャーナル,42, 
1280-1287,2006

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2)

その他 原田桂作,田崎奈緒子 (社)日本糖尿病協会北
九州懇和会宿泊研修会
に参加して

福岡県病院薬剤師会
会誌No.154,p.51-
52,2006

北九州市立八幡病院薬
剤科
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その他 山下正義1）,大木孝昭2),
首藤孝夫3)

明日から使える漢方実践
服薬指導　シリーズ⑭　
防已黄耆湯

漢方医薬学雑誌通巻
第79号
Vol.14,No.3,p.2-
14,2006

北九州市立八幡病院薬
剤科1）,スエタ薬局南口
店2）,ラ・グランメールす
どうクリニック院長3）

その他 大和正明 薬薬連携は現今（巻頭
言）

福岡県病院薬剤師会
会誌No.156,1（2006）

九州労災病院薬剤部

その他 安河内一弘 薬の正しい飲み方・保管
方法

平成18年度門司地区
公民館講座(門司労
災病院,10月)

門司労災病院薬剤部
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