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洞薬会業績集2007：2007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 渡瀬美登里,河原由佳,山
本千幸

当院における持参薬調
査への取り組み

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.134

三菱化学病院薬剤科

学会報告 和田奈美,中村ゆかり,長谷
川理恵,堂本研吾

調剤過誤ゼロを目指して
～分析と対策～

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.205

北九州保健企画　ふれ
あい薬局戸畑店

学会報告 船越康太,松本知子,佐藤
大惣,山澤理恵子　　　　　　
　

整形外科病棟における
薬剤管理指導業務の効
率化に向けた取り組み

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.117

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 秋山耕治,今村陽子,山澤
理恵子

外来がん化学療法にお
ける薬剤師の取り組み

第70回九州山口薬学
 大会（熊本,9月）講演

要旨集p.201

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 後藤渉1),海塚安郎2) 急性期入院患者におけ
る栄養アセスメント指標と
しての総コレステロール
の意義

第22回日本静脈経腸
 栄養学会（松山,2月）

講演要旨集p.307

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 後藤渉1),山澤理恵子1),海
塚安郎2)

急性期栄養アセスメント
指標としての総コレステ
ロールの意義

第17回日本医療薬学
 会年会（前橋,9月）講

演要旨集p.220

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 後藤元子1),松本知子2） 癌性悪臭により仕事継続
が困難となった患者への
かかわり～医師、薬剤師
と協働しメトロニダゾール
軟膏を使用して

第4回日本乳がん看
護研究会（東京,10
月）

新日鐵八幡記念病院看
護部1),同薬剤部2)

学会報告 安部隼人,原知斉,高田啓
二,岩尾恭寛,植山寛

当院における急性薬物
中毒情報のシステムの構
築

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.354

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 松野知寛,原知斉,高田啓
二,花田紀子,植山寛

充実した薬剤管理指導
 への取り組み～完全実

施を目指して～

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.348

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 阿部雅雄,堀正三,下河辺
隆子,川原早苗,有光元子,
駒木根希,鄭唯学

簡易懸濁法～より安全な
経管投与方法～

医療法人共愛会主催
　第3回KAIZEN研究
発表会（北九州,2月）

戸畑共立病院　薬局

学会報告 有吉俊二1)2） 保険薬局薬剤師の新し
い職能としての地域医療
教育活動
～医師会看護学院　薬
物と看護を通じて～

第40回日本薬剤師会
学術大会(神戸,10月)
講演要旨集p.294

(有)三喜薬局1),(社)八
幡薬剤師会2)

学会報告 清水裕彰,大久保博史,河
口剛之,山内浩子,川添望,
衛藤智章,池下暁人,山道
研,村田健次郎

File Maker Proを使用し
た抗がん剤プロトコル
チェックシステムの構築

第17回医療薬学会年
会（群馬, 9月）講演要
旨集 p.268

独立行政法人国立病院
機構小倉病院　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 桑村恒夫 1),岸川春樹 2),
一木孝治 3),平川正芳 4),
村本眞由美 5),秋山耕治 
6),芳川真由美 7),山田隆
士 7),高橋浩二郎 3),大石
了三 8)

九州山口地区における
がん化学療法と薬剤師
の関わりについての調査

第70回九州山口薬学
大会(熊本,9月)講演
要旨集p.50-51

九州厚生年金病院薬剤
部1),社会保険小倉記念
病院2),産業医科大学病
院薬剤部3),九州労災病
院薬剤部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), 九州大学病院薬
剤部8)

学会報告 吉国健司 退院時指導の充実～QC
手法を用いて～

第199回洞薬会 九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 園田美樹 覚せい剤後遺症患者に
おける薬物乱用の改善
への取り組み

第17回日本医療薬学
会年会(群馬, 9月）講
演要旨集p.204

八幡厚生病院薬剤課

学会報告 松田たえこ１）,豊平由美子
２),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・
分泌に及ぼすシンバスタ
チンの影響

第60回日本薬理学会
　西南部会（宮崎,11
月）抄録集p.95

八幡厚生病院薬剤課
１）,産業医科大学医学
部薬理学研究室２）

学会報告 植木哲也,田﨑奈緒子,吉
田哲夫

便秘と服用薬剤の関連
性

日本薬学会第127年
会（富山,3月）要旨集
3 p.177

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 原田桂作,田﨑奈緒子,吉
田哲夫

循環器疾患を合併した
糖尿病患者の意識調査
～大血管障害を中心に
～

第71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
（神戸,3月）要旨集

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 町田聖治1),増田和久1),片
岡泰文2)

循環器病棟における薬
学的支援の取組み

日本薬学会第127年
会（富山,3月）要旨集
1 p.265

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),福岡大学薬学
部 薬学疾患管理学教
室2)

学会報告 入江利行 シンポジウム コメディカ
ルSession2 慢性心不全
のチーム医療

24th Live 
Demonstration in 
KOKURA（北九州,6
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久1),新治嘉一1),入
江利行1),城嶋和孝2)

退院後、下痢の出現によ
りタクロリムス血中濃度の
急激な上昇を認めた献
腎移植患者の一症例

第24回日本TDM学会
（金沢,7月）抄録集
p.s139

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同泌尿器科2)

学会報告 清水誉志,富田敏章,岸川
春樹,入江利行,樽善久,増
田和久

腎臓病教室に関連した
薬学的管理について

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.127

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行,増田和久 感染症診療に対する
Coronary care unit
（CCU）担当薬剤師の関
わり

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.232

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 福島将友,富田敏章,町田
聖治,増田和久

当院におけるプレアボイ
ド報告の分析と検討

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.350

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 川井友美子1),山内淳史2),
角典子2),西奥剛2),高田芙
友子2),首藤英樹2),片岡泰
文2)

ボセンタン服用により遅
発性肝障害が発現した
一症例

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.331

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),福岡大学薬学
部2)

学会報告 富田敏章,町田聖治,福島
将友,清水誉志,樽善久,増
田和久

当院における塩酸バラシ
クロビル投与による副作
用症例について

第１回日本腎と薬剤
研究会学術大会（大
阪,11月）講演要旨集
p.39

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久,清水誉志,富田
敏章,岸川春樹,入江利行,
樽善久

腎臓病教室と薬剤師の
関わりについて

第１回日本腎と薬剤
研究会学術大会（大
阪,11月）講演要旨集
p.39

社会保険小倉記念病院
薬剤部　　

学会報告 嶋田 誠治1）,野田 喜寛1）,
木村多寿子1）,石丸 智之
1）,横井 宏佳2）,曽我 芳光
2）,伊東 賢二3）,小野 愛
3）,中嶋 千香3）,入江 利行
4）,神崎 良子5）,谷口奈津
子3）

再入院を繰返す心不全
患者の実態調査

第13回日本心臓リハ
ビリテーション学会（東
京,７月）抄録集p.s102

社会保険小倉記念病院
心臓リハビリテーション
室1）,社会保険小倉記
念病院循環器科2）,社
会保険小倉記念病院看
護部3）,社会保険小倉
記念病院薬剤部4）,九
州リハビリテーション大
学校理学療法学科5）

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)

カプサイシンはウシ副腎
髄質細胞においてバニ
ロイド受容体に依存しな
い経路を介してNa+とCa
２＋流入を抑制すること
によりカテコールアミンの
分泌と生合成を阻害する

日本薬学会第127年
会（ 富山市, 3月）講
演要旨集2 p.133

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 水山奈央子1）,吉富義則
2）,高橋浩二郎1）,重光保
博2）,萩森政頼3）

 ②蛍光性2-Pyridone誘
導体の合成研究

日本薬学会第127年
会(富山市,3月)講演
要旨集4 p.133

産業医科大学病院薬剤
部1）,長崎大学環境科
学部2）,長崎国際大学
3）

学会報告 中山やちよ1）,楢原康仁1）,
松尾美果1）,北村公一1）,
五郎丸剛1）,一木孝治2）,
高橋浩二郎2）,江藤精二1）

 ③散剤後発品の品質評
価―抗てんかん薬―

日本薬学会第127年
会(富山市,3月) 講演
要旨集3 p.192

福山大学薬学部1）,産
業医科大学病院薬剤部
2)

学会報告 高山真由美,永嶋晋之,北
川直子,木下貴之,一木孝
治,小田裕子,日高博司,牛
尾敏彦,高橋浩二郎

 ④産業医科大学病院に
おける電子カルテを利用
した疑義照会システムに
ついて

日本医療薬学会第17
年会( 前橋市, 9月) 
講演要旨集p.265

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 北川直子,一木孝治,日高
博司,篠原義剛,牛尾敏彦,
高橋浩二郎

投薬歴ファイルを利用し
た内服用抗がん剤の適
正使用について

日本医療薬学会第17
回年会( 前橋市,9月) 
講演要旨集p.294

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 一木孝治1),篠原義剛1),北
川直子1),原禎博1),牛尾敏
彦1),江藤精二2),高橋浩二
郎1)

がん化学療法レジメンの
管理体制とレジメン実施
歴の運用

日本医療薬学会第17
回年会( 前橋市,9月) 
講演要旨集p.294

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,)
原,禎博1),北川直子1),牛
尾敏彦1),高橋浩二郎1),塚
田順一2)

抗がん剤レジメン登録管
理システムについて

第70回九州山口薬学
大会（熊本市, 9月）講
演要旨集p.209

産業医科大学病院薬剤
部1).同化学療法セン
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 日高博司1),原田桂作2),米
谷頼人3),佐藤大惣4),植山
寛5),岩田幸治6),竹原令宜
7),赤松孝8),田口潤二郎9),
高橋浩二郎1)

北九州地区勤務薬剤師
会(洞薬会)例会企画委
員会の取り組み－後発
医薬品に関するアンケー
ト調査(病院診療所部門)

第70回九州山口薬学
大会（熊本市, 9月）講
演要旨集p.194

産業医科大学病院薬剤
部1),市立八幡病院薬剤
科2),市立医療センター
薬剤科3),新日鐵八幡記
念病院薬剤部4),福岡新
水巻病院薬剤部5),北九
州中央病院薬剤部6),タ
ケハラ薬局7),九州厚生
年金病院薬剤部8),新小
倉病院薬剤部9)

学会報告 泉谷幸男1),石岡規生2),北
代峰子1),突田和敏3）

持参薬調査で判明したリ
スペリドンに起因すると考
えられた横紋筋融解症
に続発した急性腎不全
を誘発した1例

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.140

北九州安部山公園病院
薬剤科1),北九州総合病
院　内科2),北九州総合
病院　薬剤科3)

学会報告 泉谷幸男1),大森慶太郎2),
北代峰子1),突田和敏3)

持参薬調査で判明した
塩酸ピルジカイニドの過
量投与により催不整脈が
誘発されたと考えられた1
例

第70回九州山口薬学
大会（熊本,9月）講演
要旨集p.141

北九州安部山公園病院
薬剤科1),北九州総合病
院　内科2),北九州総合
病院　薬剤科3)

学会報告 山下典子 事故防止のための薬剤
部の取り組み

第21回医療安全シン
ポジウム（医師会,6
月）

慈恵曽根病院　薬剤部

学会報告 金森美紀,鑓水将弘,小野
絢子,龍愛子

新人教育プログラム～プ
リセプター制度を導入し
て～

第70回九州山口薬学
大会(熊本,9月）講演
要旨集p.272

陽明会小波瀬病院薬剤
部

学会報告 金森美紀,熊谷奈穂,小野
絢子,平田千賀子

療養病床における薬剤
管理と服薬管理への取り
組み

第17回日本医療薬学
年会（群馬,9月）講演
要旨集p.349

陽明会小波瀬病院薬剤
部

学会報告 渡部善博,川上幸治,村田
恵子

注射オーダリング導入か
ら改良まで

日本薬学会第127年
会（ポスター）要旨集
CD-ROM　29Ｐ1-ａｍ
389

新行橋病院薬局

研修会 初田輝 治験に対する薬剤部の
取り組みについて

第1回職員研修・研究
発表会（門司労災病
院,10月）

門司労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿1),坂本晃世1）,
宗本佐知子1）,村橋重樹
2）,志水貴1）,横山博1）

九州労災病院でのテイコ
プラニンに対するＴＤＭ
解析の有用性

第17回日本医療薬学
会年会（群馬,9月）講
演要旨集p.249

労働者健康福祉機構九
州労災病院薬剤部1）,
同検査科2）

学会報告 田口みどり,平川正芳,横山
博

薬剤部におけるリスクマ
ネージメントの対策への
取り組みと意識調査

第21回医療安全シン
ポジウム（小倉医師
会,6月）

労働者健康福祉機構九
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 竹原令宜1),原田桂作2),米
谷頼人3),佐藤大惣4),植山
寛5),岩田幸治6),日高博司
7),赤松孝8),田口潤二郎9),
高橋浩二郎7)

北九州地区勤務薬剤師
会(洞薬会)例会企画委
員会の取り組み－後発
医薬品に関するアンケー
ト調査(調剤薬局部門)－

第70回九州山口薬学
大会（熊本市, 9月）講
演要旨集p.165

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

研修会 橋本治 病院で行なう滅菌と消毒
-現状と問題点

第9回北九州病院感
染対策研究会（北九
州,1月）

健和会大手町病院薬剤
部

論文 後藤渉1),山内豊和1),米澤
和明2)

MRSA感染治療薬適正
使用へのTDMの活用

TDM研究　
Vol.24,No.1,29-33

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),国家公務員共済
浜の町病院薬剤部2)

論文 E.Yukawa1),K.Akiyama2),F
.Suematsu3),M.Yukawa4),
M.Minemoto3)

Population 
pharmacokinetic 
investigation of digoxin 
in Japanese neonates

Journal of Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics,32,381‒
386,2007

第一薬科大学薬学部1),
新日鐵八幡記念病院薬
剤部2),九州厚生年金病
院薬剤部3),福岡大学薬
学部4)

論文 森友英治1）,池田美幸2）,
鶴田和子3）,坂本欣直4）,
稲田喜久5）,伊塚彩子6）,
池永敬儀7）,片山巌8）,井
上和啓9）,園田美樹10）,大
和正明11）

北九州地区における注
射薬調剤の現状報告

日本病院薬剤師会雑
誌　49(9),1206-
1209,2007

香月中央病院1）,三菱
化学病院2）,大平メディ
カルケア病院3）,北九州
小倉病院4）,三萩野病
院5）,安部山公園病院
6）,北九州八幡東病院
7）,北九州門司病院8）,
北九州市立総合療育セ
ンター9）,八幡厚生病院
10）,九州労災病院11）

論文 Yukawa E1), Akiyama K2), 
Suematsu F3) , Yukawa 
M4), Minemoto M3)

Population 
pharmacokinetic 
investigation of digoxin 
in Japanese neonates.

Journal of Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics, 32, 
381-396,2007

第一薬科大学薬学部 
1）, 新日鐵八幡記念病
院薬剤部 2）, 九州厚生
年金病院薬剤部 3）, 福
岡大学薬学部 4）

論文 桑村恒夫,前村里枝,吉国
健司,後藤康秀,赤松孝,峯
本正夫

抗がん剤混合調製完全
実施への取り組みとその
評価

日本病院薬剤師会雑
誌, 43(3), 357-360, 
2007

九州厚生年金病院薬剤
部

論文 桑村恒夫1),広永道隆2),赤
松孝1),峯本正夫1)

フタラール製剤の内視鏡
消毒薬としての有用性に
関する評価

日本病院薬剤師会雑
誌, 43(4), 524-527, 
2007

九州厚生年金病院薬剤
部 1), 九州厚生年金病
院検査部 2)

論文 末安正典1),池末裕明1),加
藤秀子2),桑村恒夫3),冨山
成章4),萩原省武5),持永早
希子6),三嶋一登1), 大石
了三1)

より高い成果を得る自己
評価スコアによるがん専
門薬剤師研修カリキュラ
ムの評価

日本病院薬剤師会雑
誌, 43(11), 1563-
1566,2007

九州大学病院薬剤部1),
佐世保市立総合病院薬
剤科2),九州厚生年金病
院薬剤部3),出水総合医
療センター4),福岡徳洲
会病院薬剤部5),佐賀大
学医学部付属病院薬剤
部6)
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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 Y. Koga1）, S. Higashi1）, 
H. Kawahara2）  andT. 
Ohsumi1）

Toluene Inhalation 
Increases Extracellular 
Noradrenaline and 
Dopamine in the Medial 
Prefrontal Cortex and 
Nucleus Accumbens in 
Freely-Moving Rats

J. Kyushu Dent. Soc. 
61(1), 39-54, 2007

Division of Applied 
Pharmacology1), 
Division of Dental 
Anesthesiology2), 
Kyushu Dental College

論文 植木哲也,田﨑奈緒子,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，33，119-
124,2007

北九州市立八幡病院薬
剤科

論文 森友英治1),池田美幸2),鶴
田和子3),坂本欣直4),稲田
喜久5),伊塚綾子6),池永敬
儀7),片山巌8),井上和啓9),
園田美樹10),大和正明11)

北九州地区における注
射剤調剤の現状調査

日本病院薬剤会雑
誌,43(9),1206-
1209,2007

香月中央病院薬局1),三
菱化学病院薬剤科2),大
平メディカルケア病院薬
局3),北九州小倉病院薬
剤科),三萩野病院薬剤
科5),北九州安部山公園
病院薬剤科6),北九州八
幡東病院薬剤科7),北九
州市立門司病院薬剤科
8),北九州市立総合療育
センター薬剤科9),八幡
厚生病院薬剤課10),九
州労災病院薬剤部11)

論文 入江利行1),永山眞紀2),増
田和久1)

Coronary care 
unit(CCU)における
Methicillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus(MRSA)の鼻腔内
保菌とMRSA感染症との
関連

日本病院薬剤師会雑
誌,43(6),813-
816,2007

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同臨床検査部
2)

論文 町田聖治1),増田和久1),片
岡泰文2)

循環器病棟における薬
学的支援の取り組み

薬学雑誌, 127,1767-
1779,2007

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),福岡大学薬学
部 薬学疾患管理学教
室2)

論文 入江利行,増田和久 病院内における感染対
策　抗菌薬の適正使用
にむけて

薬事新報,2470号,444
-445,446-447,2007

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),片
岡泰文2)

臨床上重要なARBに対
する疑問を解決！⑧
ARBはいつ服用してもよ
いのですか？－降圧作
用および副作用発現率
に対する食事の影響－

薬局, 58,2626-
2631,2007

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),)福岡大学薬
学部 薬学疾患管理学
教室2)

論文 入江利行,増田和久 施設機能別にみる体制
作りと運営の実際　―
CCUで求められる専任
薬剤師の役割―

月刊薬
事,49(13),2043-
2047,2007

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 水山奈央子1）,高橋浩二郎
1）,玉利一也1）,神谷文子
1）,竹内綾子1）,中村利孝

産業医科大学病院にお
ける治験業務の展開に
ついて

J UOEH (産業医科大
学雑誌)　29(4)：457－
467

産業医科大学病院薬剤
部1）,産業医科大学病
院整形外科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 Mizuyama　N1）, Kohra 
S2） Ueda K2）, Hiraoka 
K2）, Takahashi K1）, 
Tominaga Y2）　

Synthesis and 
fluorescence of 4-
methylsufanyl-6-
pyridyl-2H-pyran-2-
ones in solid state

Heterocycles , 71(2) 
399-409

産業医科大学病院薬剤
部1）,長崎大学環境科
学部2）

論文 Mizuyama　N1）, Murakami 
Y2）, Kohra S2）, Ueda 
K2）, Hiraoka K2）, 
Nagaoka J2）, Takahashi 
K1）, Shigemitsu Y2）, 
Tominaga Y2）

Synthesis and 
fluorescence of 2H-
Pyrone Derivatives for 
Organic Light-emitting 
Diodes (OLED)

J. Heterocyclic 
Chem., 44,115-132

産業医科大学病院薬剤
部1）,長崎大学環境科
学部2）

研修会 山本千幸 アポトーシスの基礎から
応用

第一三共・翔薬研修
会（八幡,7月）

三菱化学病院薬剤部

研修会 古荘恵里 頻尿とくすり～過活動膀
胱って何？

第19回くすりのセミナ
福岡（福岡,12月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 当院のNSTの現状 第2回北九州NST研
究会（北九州,2月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 急性期入院患者におけ
る栄養アセスメント指標と
しての総コレステロール
の意義

第14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 NST/ICTコラボレーショ
ンの実際

九州がんセンターNST
学術講演会 (福岡,6
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NST 第6回中地区病院薬
剤師NST研究会 (諫
早,10月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NST-チームで行う栄養
管理－

第14回注射剤･輸液
に関する懇話会 (広
島,11月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 山内豊和 脳卒中に使用する薬に
ついて－脳梗塞治療薬
－

第5回八幡脳卒中リハ
ビリテーション勉強会 
(北九州,11月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 末吉宏成 エキセメスタンの副作用
調査

研究課題発表（千葉
県　国立がんセンター
東病院,12月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 岩田幸治 糖尿病薬について 臨床化学・免疫検査
合同研修会（11月,小
倉）

北九州中央病院薬剤科

研修会 俵口奈穂美,内山美智恵,
北村桂二郎

化学療法システムの構築 北九州市立病院集団
会

若松病院薬剤科

研修会 俵口奈穂美,内山美智恵,
武田美恵子,藤武隆文

化学療法システム運用
状況報告その２

若松病院院内研修会 若松病院薬剤科
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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 米谷頼人 化学療法における薬剤
師の役割

看護科専門研修「が
ん看護」(北九州,8月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 がん化学療法の基礎知
識①

嘱託看護師研修会
(北九州,10月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 がん化学療法の基礎知
識②

嘱託看護師研修会
(北九州,10月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 抗がん剤調製業務にお
けるレジメン管理・プレア
ボイド報告

北九州市立病院薬剤
師協議会学術勉強会
(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 抗悪性腫瘍薬の薬理作
用概論①

調剤薬局学術勉強会
(北九州,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 抗悪性腫瘍薬の薬理作
用概論②

調剤薬局学術勉強会
(北九州,12月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 外来がん化学療法の基
礎知識

小倉薬剤師会研修会
(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 がん性疼痛時の麻薬の
使い方

小倉薬剤師会研修会
(北九州,3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

院内糖尿病学習会
(北九州,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 宮崎剛 抗菌薬のお話 院内新臨床研修医向
　感染対策研修会(北
九州,5月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 宮崎剛 抗菌薬のお話 院内感染対策研修会
(北九州,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

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,6月,７月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 医薬品の安全管理体制
について

医療安全に関する職
員研修会（産業医大ラ
マティーニホール,8
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－

県民健康づくりセミ
ナー（福岡,9月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 長浜久枝 オピオイド（麻薬性鎮痛
薬）を用いたがん疼痛治
療について

八幡薬剤師会学術研
修会（八幡,3月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 中嶋友代 のみあわせに気を付けた
いお薬と食物

リウマチ友の会福岡支
部総会医療講演（福
岡,6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 北川直子 抗癌剤適正使用のため
の取り組み－薬歴ファイ
ルを用いた処方監査

第40回北九州臨床薬
物研究会（北九州,5
月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 一木孝治 薬剤師による抗がん剤調
製業務

第12回福岡県薬剤師
会オンコロジー研修
会（福岡,4月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 河口剛之,清水裕彰,大久
保博史,山内浩子,川添望,
衛藤智章,池下暁人,山道
研,村田健次郎

緩和ケアチームの活動と
オピオイド使用量の動向

第17回医療薬学会年
会（群馬, 9月）講演要
旨集 p.259

独立行政法人国立病院
機構小倉病院　薬剤科

研修会 河口剛之,清水裕彰,大久
保博史,山内浩子,川添望,
衛藤智章,池下暁人,山道
研,村田健次郎

小倉病院におけるオピオ
イド製剤の使用動向とそ
の評価

第31回九州地区国立
病院薬剤師会薬学研
究会（大分,7月）　

独立行政法人国立病院
機構小倉病院　薬剤科

研修会 植木哲也 薬剤管理指導業務の「タ
テ」と「ヨコ」

市立病院勤務薬剤師
協議会ファーマシュー
ティカルケア部門第6
回勉強会（八幡,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 田﨑奈緒子,植木哲也,吉
田哲夫

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

第29回北九州糖尿病
治療懇話会（北九
州,7月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子,平林友紀子,長
井惠子,吉田哲夫

内服薬の経管注入につ
いて－簡易懸濁法の導
入を目指して－

平成19年度北九州市
立八幡病院開設記念
行事研究発表会（北
九州,10月）要旨集p.3

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 池永敬儀 内服薬調剤に関するア
ンケート　結果報告

第54回中小病院懇話
会（行橋,11月）

北九州八幡東病院薬剤
科

研修会 池永敬儀 内服薬調剤に関するア
ンケート　結果報告

第55回中小病院懇話
会（小倉,11月）

北九州八幡東病院薬剤
科

研修会 池永敬儀 内服薬調剤に関するア
ンケート　結果報告

第56回中小病院懇話
会（八幡,12月）

北九州八幡東病院薬剤
科

研修会 入江利行 医療安全－医薬品適正
使用と安全管理　集中治
療領域での専任薬剤師
の役割

第200回洞薬会例会
（北九州,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 樽善久 プレアボイド・副作用報
告からみたCKD（慢性腎
疾患）患者への薬学的支
援の重要性

第11回北部九州腎と
薬剤研究会（北九
州,7月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 岸川春樹 がん疼痛患者への薬学
的ケアの実践

小倉薬剤師会学術研
修会（北九州,9月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久,富田敏章 ①おくすりと上手につき
あう方法　②高血圧の薬
について

市民講座（北九州,３
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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研修会 檜田房男 全国の院内薬剤事故事
例について

平成19年度院内安全
管理研修会（芦屋,8
月）

町立芦屋中央病院薬局

研修会 檜田房男 画像を利用した調剤内
容の再確認について

平成19年度院内学習
発表会（芦屋,3月）

町立芦屋中央病院薬局

研修会 三好典子1）,茂田学2） 睡眠導入剤服用と転倒
事故についての調査研
究

平成19年度院内学習
発表会（芦屋,3月）

町立芦屋中央病院1）,
同リハビリステーション科
2）

研修会 筒井浩陽1）崎元初枝2）,西
尾鐵男3）

薬局から見た抗生物質
の使用動向

平成19年度院内学習
発表会（芦屋,3月）

町立芦屋中央病院薬局
1）,同臨床検査科2）,同
内科3）

研修会 中村宏 癌化学療法 看護師研修会（門司
労災病院,3月）

門司労災病院薬剤部

研修会 岡崎直子 外来がん化学療法調整
時間の推移

九州・山口地区労災
病院研修会プログラム
（九州労災病院,7月）

門司労災病院薬剤部

研修会 立石二郎,溝口千秋,栗屋
健二郎,大庭悠,高津有未,
大森藍,小野展幸

薬剤科における適正在
庫に向けての在庫数の
縮小化

第2回ＴＱＭ発表大会
（北九州,6月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 橋本治 感染制御に必要な消毒・
滅菌

高齢者施設感染制御
リーダー養成講習会
（産業医科大,7月）

健和会大手町病院薬剤
部

研修会 橋本治 外来における抗菌剤の
適正使用について

戸畑薬剤師会研修
会（戸畑,8月）

健和会大手町病院薬剤
部

研修会 末吉宏成 エキセメスタンの副作用
調査

研究課題発表（千葉
県国立がんセンター
東病院,12月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

著書 園田美樹（日本病院薬剤
師会精神科病院特別委員
会）

疾患別服薬指導（case)　
転換性障害・軽躁状態

薬局,Vol．58,209-
210,2007年9月臨時
増刊号　　精神科薬
剤師業務標準マニュ
アル

八幡厚生病院薬剤課

著書 野田浩司,高橋浩二郎,(編)
辻彰,河島進,重信弘毅,杉
本功

2007年版　薬剤師のた
めの常用医薬品情報集

廣川書店　東京　pp．
121～297, 299～
345, 616～659, 660
～713

産業医科大学病院薬剤
部

その他 後藤渉  チームで行う栄養管理
薬剤師としてのNST＆
ICT collaborationへの関
わり

日本シャーウッド　
Kangaroo News, 
Vol.7,2007,winter

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

その他 後藤渉  質疑応答シリーズ768イ
ンフルエンザワクチン株
はどのように決まるので
すか？

福岡県病院薬剤師会
雑誌No.158,p.14

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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その他 後藤渉1),山内豊和1),海塚
安郎2)

ＮＳＴ＆ＩＣＴコラボレー
ション～新日鐵八幡記念
病院での取組み事例～

大塚製薬工場　
Pallette,No.63,p.3-6

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同救急・集中治
療部2)

11


