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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 金森美紀1），小野絢子1），
高橋治城2）

ケアミックス型病院にお
けるNST活動２年間の成
果

第23回日本静脈経腸
栄養学会（京都，２月）
講演要旨集p.203

小波瀬病院薬剤部1）脳
神経外科2）

学会報告 植木哲也1，3），吉田哲夫
1），大江宣春2），中嶋弥穂
子3），西田孝洋3），中村純
三3），中嶋幹郎3）

入院患者における便秘
発症の危険因子

日本薬学会第128年会
（横浜，3月）要旨集4 
p.178

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），長崎大
学大学院医歯薬学総合
研究科臨床薬学講座3）

学会報告 植木哲也1，4），長井惠子
1），伊藤重彦2），市川光太
郎3），中嶋弥穂子4），中嶋
幹郎4）

抗菌薬使用届出制度導
入によるカルバペネム系
抗菌薬の使用量減少と
耐性率低下

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）要
旨集 p.244

北九州市立八幡病院薬
剤科1），北九州市立八
幡病院外科2），北九州
市立八幡病院小児科
3），長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科臨床
薬学講座4）

学会報告 植木哲也1，5），長井惠子
1），粟屋幸一2），伊藤重彦
3），市川光太郎4），中嶋弥
穂子5），中嶋幹郎5）

抗菌薬使用届出制度導
入によるカルバペネム系
抗菌薬の使用量減少と
耐性率低下

第56回日本化学療法
学会西日本支部総会
（広島，12月）抄録集 
p.144

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），北九州
市立八幡病院外科3），
北九州市立八幡病院小
児科4），長崎大学大学
院医歯薬学総合研究科
臨床薬学講座5）

学会報告 居塚しのぶ，後藤康秀，桑
村恒夫，赤松孝

九州厚生年金病院にお
けるオピオイド使用量の
推移

第2回日本緩和医療薬
学会（横浜，10月）講
演要旨集p.51

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 神代正臣1），三好典子2），
居塚しのぶ3），白石恵子2）

九州厚生年金病院緩和
ケアチームの活動分析

第13回日本緩和医療
学会（静岡，7月）講演
要旨集p.191

九州厚生年金病院麻酔
科1），同緩和ｹｱﾁｰﾑ
2），同薬剤部3）

学会報告 前田雅代1）， 2），小倉秀
美1）， 吉国健司1）， 後藤
芳子2），山下信行2），3）， 
城尾邦隆2），4）， 峯本正
夫5）， 赤松孝1）

九州厚生年金病院にお
ける「医薬品安全管理ラ
ウンド」の取り組み

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.27

九州厚生年金病院薬剤
部1）， 同医療安全管理
室2）， 同内科3）， 同副
院長4）， 茜会昭和病院
　薬剤課5）

学会報告 矢川結香， 吉国健司，前
田雅代，後藤康秀，赤松孝

疑義照会による処方変
更の分析と医師への
フィードバック

第41回日本薬剤師会
学術大会（宮崎，10
月）講演要旨集p.426

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 白石貴寿1），坂本晃世1），
村橋重樹2），

リネゾリドの使用状況調
査と適正使用への取り組
み

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.316

九州労災病院薬剤部
1），九州労災病院検査
科2）

学会報告 蒲池英博，篠原義剛，原禎
博，平川律子，牛尾敏彦，
高橋浩二郎

テイコプラニンの再ロー
ディング前後における血
中濃度と効果

第41回日本薬剤師会
学術大会（宮崎，10
月）講演要旨集p.570

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 篠原義剛1），一木孝治1），
原禎博1），北川直子1），鏡
誠治2），岩重淳司2），井上
譲2），森本浩章2），高橋浩
二郎1），塚田順一2）

外来化学療法センター
における薬剤師の取組
み

第6回日本臨床腫瘍学
会（福岡，3月）講演要
旨集p.324

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 篠原義剛1），原禎博1），長
浜久枝1），牛尾敏彦1），高
橋浩二郎1），鏡誠治2），岩
重淳司2），森本浩章2），塚
田順一2）

外来化学療法センター
における麻薬性鎮痛剤
の使用状況

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.429

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 長浜久枝1），高橋浩二郎
1），篠原義剛1），鏡誠治
2），岩重淳司2），森本浩章
2），塚田順一2），吉村玲児
2），岡本龍也2），古賀和徳
2），矢原勝哉2），大栗隆行
2），長野　裕子2）

産業医科大学病院にお
ける緩和ケアチームへの
薬剤師の関わりについて

第2回日本緩和医療薬
学会年会（横浜，10
月）講演要旨集p.73

産業医科大学病院薬剤
部1），緩和ケアチーム2）

学会報告 町田聖治 コメディカルンシンポジウ
ム５「心不全患者のＱＯＬ
向上への取り組み」心不
全患者の薬物療法にお
ける薬学的管理

第8回日本心血管カ
テーテル治療学会（京
都，11月）要旨なし

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 町田聖治，富田敏章，福島
将友，増田和久

血漿中アルブミン濃度を
指標としたワルファリンカ
リウムの初期投与量設定
についての検討

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.322

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 町田聖治，富田敏章，福島
将友，増田和久

腎機能推算式の比較検
討によるメチルジゴキシ
ンの投与量設定の再構
築

日本薬学会第128年会
（横浜，3月）講演要旨
集p.211

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行  CCUにおける専任薬剤
師の役割

日本集中治療医学会
九州地方会シンポジウ
ム（熊本，6月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行，福島将友，増田
和久

エトドラク併用によるワー
ファリンの作用増強によ
り，著明なPT-INRの延長
を示した一例

第46回日本社会保険
医学会総会（松山，10
月）講演要旨集p.293

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1），溝口裕美2），
道越淳一3），永山眞紀3），
増田和久1）

CCUのMRSA感染予防
に対するVRE感染予防
対策の効果

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.320

社会保険小倉記念病院
　薬剤部1），医療安全
管理部2），検査技師部
3）

学会報告 富田敏章，町田聖治，福島
将友，樽善久，増田和久

副作用報告に基づく当
院における塩酸バラシク
ロビル（VACV）の処方状
況の検証

第2回日本腎と薬剤研
究会学術集会（熊本，
12月）講演要旨集p.80

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 後藤元子1），松本知子2） 初発乳がん患者への乳
がん看護認定看護師とし
てのかかわり　～術後ア
ンケート調査より～

第5回日本乳がん看護
研究会（東京，10月）
抄録集p.26

新日鐵八幡記念病院看
護部1），同薬剤部2）

学会報告 後藤渉1），海塚安郎2） 栄養アセスメント指標とし
ての総コレステロールの
有用性

第23回日本静脈経腸
栄養学会（京都，2月）
抄録集p.297

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）

NST業務における薬学的
介入とその効果

第18回日本医療薬学
会年会（札幌，9月）講
演要旨集p.262

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 松本知子1），秋山耕治1），
山澤理恵子1），後藤元子
2），東久美2），田中旬子3）

乳癌患者QOL向上にお
けるチーム医療での薬剤
師の役割

第16回日本乳癌学会
学術総会（大阪，9月）
抄録集p.458

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1），同看護部2），
同外科3）

学会報告 田中旬子1），東秀史1），後
藤元子2），松本知子3），北
川大1），田中潔1），佐伯浩
司1）

ホルモン治療による
NASH（非アルコール性
脂肪肝炎）発症を疑った
症例

第16回日本乳癌学会
学術総会（大阪，9月）
抄録集p.567

新日鐵八幡記念病院外
科1），同看護部2），同
薬剤部3）

学会報告 稲田喜久1），池田美幸1），
森友英治1），鶴田和子1），
坂本欣直1），奥彩子1），池
永敬儀1），園田美樹1），高
橋浩二郎2）

北九州地区における内
服薬調剤の現状調査

第41回日本薬剤師会
学術大会（宮崎，10
月）講演要旨集p.330

洞薬会中小病院委員会
1），産業医科大学病院
薬剤部2）

学会報告 佐藤洋文 データベースを用いた患
者相談の解析

第41回日本薬剤師学
術大会（宮崎，10月）
講演要旨集ｐ.399

西町調剤薬局

学会報告 有吉ちさと 後期高齢者のおくすり手
帳所持率と活用につい
て

第41回日本薬剤師会
学術大会（宮崎，10
月）講演要旨集p.443

ハロー薬局

学会報告 松野知寛，花田紀子， 原
知斉，植山寛

平成20年度診療報酬改
定に対応した薬剤管理
指導業務への取り組み

第18回日本医療薬学
 会年会（札幌，9月）講

演要旨集p.384

福岡新水巻病院薬局

学会報告 竹内涼太郎，植山寛， 原
知斉

プレアボイド報告の導入
による薬剤管理指導業
務の充実

第18回日本医療薬学
 会年会（札幌，9月）講

演要旨集p.389

福岡新水巻病院薬局

学会報告 秋好芳子，百富淑子 薬局製剤への取り組み
について

第41回日本薬剤師学
術大会（宮崎，10月）
講演要旨集ｐ.343

ふれあい薬局戸畑店

学会報告 山本千幸，河原由佳，渡瀬
美登里

中小病院における外来
化学療法への取り組み

第41回日本薬剤師学
術大会（宮崎，10月）
講演要旨集ｐ.565

三菱化学病院薬剤科
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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 川崎美紀 新人教育プログラム～プ
リセプター制度を導入し
て～

北九州薬学フォーラム
2008（小倉，7月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 森友英治1），宮川響子2），
泉谷香代3）

平成20年度診療報酬改
定による中小病院におけ
る薬剤師業務の変化～
薬剤管理指導業務（一
般・精神），後期高齢者
退院時薬剤情報提供料
について～

第58回中小病院懇話
会（八幡，7月）

香月中央病院薬局1）日
明病院薬局2）北九州小
倉病院薬剤科3）

研修会 森友英治1），宮川響子2），
泉谷香代3）

平成20年度診療報酬改
定による中小病院におけ
る薬剤師業務の変化～
薬剤管理指導業務（一
般・精神），後期高齢者
退院時薬剤情報提供料
について～

第59回中小病院懇話
会（小倉，7月）

香月中央病院薬局1）日
明病院薬局2）北九州小
倉病院薬剤科3）

研修会 森友英治1），宮川響子2），
泉谷香代3）

平成20年度診療報酬改
定による中小病院におけ
る薬剤師業務の変化～
薬剤管理指導業務（一
般・精神），後期高齢者
退院時薬剤情報提供料
について～

第60回中小病院懇話
会（行橋，7月）

香月中央病院薬局1）日
明病院薬局2）北九州小
倉病院薬剤科3）

研修会 森口和範 安全な医薬品使用のた
めに

院内医療安全研修会
（北九州，2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 がんの痛みに用いる麻
薬

院内医薬品安全管理
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 がん性疼痛と治療法に
ついて

小倉薬剤師会研修会
（北九州，9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 森口和範 がん性疼痛と治療法-緩
和ケア病棟薬剤師の目
からみて-

若松薬剤師会研修会
（北九州，12月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米倉紀子 脳卒中に薬は必要？ 第9回　生活習慣病教
育講座（北九州，2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 化学療法・薬剤師の役割 がん診療教育セミナー
（北九州，6月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 がん専門薬剤師研修報
告

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 乳がんの治療-薬物療法
を中心に-

乳癌患者の会あすか
の会例会（北九州，7
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 坂本佳子 内服薬の経管注入-簡易
懸濁法について

北九州市立若松病院
NST勉強会（若松，5
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子 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

北九州市立病院集談
会（小倉，2月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子 輸液について 北九州市立八幡病院
NSTランチタイムミー
ティング（八幡，6月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 ワルファリンと栄養剤の
相互作用

北九州市立八幡病院
NSTランチタイムミー
ティング（八幡，11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 AUD（antimicrobial use 
density）からみた薬剤使
用量のモニタリング

平成20年第2回八幡病
院ICT講習会および院
内感染対策講習会（八
幡，5月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也1，4），長井惠子
1），伊藤重彦2），市川光太
郎3），中嶋弥穂子4），中嶋
幹郎4）

抗菌薬使用届出制度導
入によるカルバペネム系
抗菌薬の使用量減少と
耐性率低下

平成20年度第2回北部
福岡感染症研究会（小
倉，7月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1），北九州市立八
幡病院外科2），北九州
市立八幡病院小児科
3），長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科臨床
薬学講座4）

研修会 田﨑奈緒子 経口薬物療法・インスリン
療法・低血糖

コメディカル糖尿病の
夕べ『こくら』（小倉，6
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 田﨑奈緒子 糖尿病とアディクション～
食べること・飲むことを止
められない患者さんの気
持ち～

第2回北九州糖尿病療
養指導士「CDEの会」
研修会2008（戸畑，1
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 帯状疱疹と漢方方剤 戸畑漢方研修会第5回
（戸畑，6月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 かぜ症候群と漢方治療
①（太陽病編）

戸畑漢方研修会第7回
（戸畑，9月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 胃弱な人は甘味がお好
き？

戸畑漢方研修会第3回
（戸畑，4月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 かぜ症候群と漢方治療
②（少陰病編）

戸畑漢方研修会第8回
（戸畑，10月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 かぜ症候群と漢方治療
③（少陽病編）

戸畑漢方研修会第10
回（戸畑，12月）

北九州市立八幡病院薬
剤科
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研修会 福永竜一 イレウスは大建中湯のみ
で対応できるか？

戸畑漢方研修会第1回
（戸畑，2月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 内山美智恵，武田美恵子，
高橋昭弘，俵口奈穂美，片
山巌，藤武隆文　

化学療法における薬剤
科の取り組み

平成20年度若松病院
研究発表会（北九州，
11月）

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 俵口奈穂美 栄養療法 経腸栄養と経
静脈栄養

若松病院NST研修会
（北九州，2月）

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 俵口奈穂美，武田美恵子，
内山美智恵，岸川真琴，藤
武隆文　

化学療法管理システムの
運用報告

第25回北九州市立病
院集談会（北九州，2
月）

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 武田美恵子，内山美智恵，
高橋昭弘，俵口奈穂美，片
山巌，藤武隆文　

化学療法の安全管理に
対する取り組み

平成20年度若松病院
研究発表会（北九州，
11月）

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 矢野玲奈 お薬手帳発行100％へ
の取り組み

第61回中小病院懇話
会（八幡，11月）

北九州中央病院薬剤科

研修会 矢野玲奈 お薬手帳発行100％へ
の取り組み

第62回中小病院懇話
会（小倉，11月）

北九州中央病院薬剤科

研修会 矢野玲奈 お薬手帳発行100％へ
の取り組み

第63回中小病院懇話
会（行橋，12月）

北九州中央病院薬剤科

研修会 田口みどり 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

北九州薬学フォーラム
2008（小倉，7月）

九州労災病院薬剤部

研修会 白石貴寿 九州労災病院における
NSTについて

第5回北九州NST研究
会（八幡，8月）

九州労災病院薬剤部

研修会 初田輝 外部CRCと共同で行う治
験業務について

第11回九州山口地区
労災病院薬剤部研修
会（山口，6月）

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

研修会 木村龍夫 本当は恐ろしい感染症
～予防接種で身を守ろう
～

市民セミナー（博多，７
月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院

研修会 高橋浩二郎 ハイリスク薬・麻薬の取り
扱いについて

院内初心者フォロー
アップ研修会（八幡，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
修会（八幡，6月）

産業医科大学病院薬剤
部
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研修会 高橋浩二郎 病院薬剤師の現状と今
後の展開について―産
業医科大学病院の場合
―

平成20年度福岡浦陵
会研修会（福岡，9月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 緩和医療チームにおけ
る薬剤師の役割と今後の
展開について

若松薬剤師会研修会
（若松，12月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 不適切な院外処方せん
について

院内リスクマネー
ジャー会議　　　　　　　
（八幡，5月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原義剛 外来がん化学療法にお
けるチーム医療の薬剤
師の取り組み

第１回北九州がん化学
療法チーム医療研究
会（小倉北区，7月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 丸子浩 糖尿病に関する講義（血
糖降下薬・インスリン）

社会保険小倉記念病
院看護師研修会（北九
州，12月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 健康食品・サプリメント
（健康被害を起こした
薬，サプリ）

第10回糖尿病及び合
併症予防のための講
演会（遠賀，12月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部 

研修会 丸子浩 ＣＤＥの活動と問題点・課
題

北九州ＣＤＥの会　第２
回研修会（北九州，1
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 糖尿病療養指導士の活
動と現状　～薬剤師の立
場から～

人吉市医師会人吉・球
磨地区糖尿病症例検
討会（人吉，11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 自己血糖測定用穿刺具
についての注意点

社会保険小倉記念病
院看護師研修会（北九
州，6月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄 ステロイド，抗ガン剤につ
いて

社会保険小倉記念病
院脳外セミナー上級編
（北九州，12月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄 脳外科で使用される薬
剤「病態禁忌の薬剤につ
いて」

社会保険小倉記念病
院脳外セミナー初級編
（北九州，12月）

社会保険小倉記念病院
 薬剤部

研修会 細川秀則 薬の基礎知識 社会保険小倉記念病
院看護師研修会（北九
州，4月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 細川秀則 薬の基礎知識Ⅱ 社会保険小倉記念病
院看護師フォローアッ
プ研修（北九州，2月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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研修会 清水誉志 腎臓病教室に関連した
薬学的管理について

北九州薬学フォーラム
2008（北九州，7月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 危険薬の誤投与防止対
策

社会保険小倉記念病
院院内研修会（北九
州，10月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 ジェネリック医薬品につ
いて

市民公開講座（北九
州，3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 麻薬の事故対応につい
て

社会保険小倉記念病
院院内研修会（北九
州，10月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治 薬剤の服用時間による
薬効の相違について

社会保険小倉記念病
院医局フォーラム（北
九州，8月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 感染対策と抗菌薬適正
使用の実際　～感染症
診療を支援するために～

長崎県病院薬剤師会
中地区学術講演会（諫
早，8月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗MRSA薬の投与設計 社会保険小倉記念病
院医局フォーラム（北
九州，4月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 循環器病棟での薬剤師
の役割　-急性期～慢性
期-

第45回福岡県病院薬
剤師会特別研修会（福
岡，3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 小倉記念病院CCUにお
ける専任薬剤師の役割

トーアエイヨー社内研
修会（北九州，1月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行，山口静，岸川春
樹

注射薬の破損を減らそう 社会保険小倉記念病
院第6回TQM活動発
表大会（北九州，3月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 PCI後の二次予防への薬
剤師の関わり-脂質管理
を中心に-

第202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 富田敏章 腎機能低下患者への塩
酸バラシクロビル投与に
よる副作用症例を経験し
て

第13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 富田敏章 心不全治療薬について
（慢性心不全・内服薬）

社会保険小倉記念病
院心不全チーム勉強
会（北九州，4月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友 メタボリックシンドローム
について

市民公開講座（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 福島将友 循環器科で使用される
薬

社会保険小倉記念病
院新人看護師講習会
（北九州，5月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 岩元由佳1），後藤元子1），
松尾裕美1），高木久美子
1），松枝裕子1），東久美
1），松本知子2），田中旬子

癌性悪臭により日常生活
が困難となった患者への
かかわり　～メトロニダ
ゾール軟膏を使用して～

平成19年度第2回看護
研究発表会（北九州，
2月）

新日鐵八幡記念病院看
護部1），同薬剤部2），
同外科3）

研修会 松尾裕美1），後藤元子1），
松本知子2），東久美1），高
木久美子1），松枝裕子1），
岩元由佳1）

癌性悪臭により日常生活
が困難となった患者への
かかわり

第133回北九州POS研
究会（北九州，1月）

新日鐵八幡記念病院看
護部1），同薬剤部2）

研修会 松本知子 13病棟における乳がん
患者への薬剤管理指導
業務

第265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 池田美幸 服薬アドヒアランス向上
のための動機付けの試
み

福岡県精神病院協会
薬剤師会第２０会研修
会（博多，10月）

新門司病院薬剤課

研修会 池田雄一 病院の立場から在宅訪
問への係わり

戸畑薬剤師会（戸畑，
10月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 橋本治 院外処方箋様式の変更
による病院側での対応～
後発医薬品の選定方法
も含めて～

第201回洞薬会例会
（小倉，７月）

戸畑けんわ病院薬剤科

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
（八幡，7月）

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 宮川響子 『平成20年度診療報酬
改定による中小病院に
おける薬剤師業務の変
化』精神科病院における
薬剤管理指導業務の変
化について

第58～60回中小病院
懇話会（小倉，7月）

日明病院

研修会 和田奈美 調剤過誤ゼロを目指して 北九州薬学フォーラム
2008（小倉，7月）

ふれあい薬局戸畑店

著書 野田浩司1），高橋浩二郎
2）

2008年版　薬剤師のた
めの常用医薬品情報集
（編）辻彰，河島進，重信
弘毅，杉本功

廣川書店　東京　
pp.115-285，287-
329，585-631，632-

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，増田和久 心不全，5.心不全の薬物
療法Q&A，7）水分制限
のある心不全患者の薬
物療法に関して薬剤師と
して留意すべき点につい
て

薬局，59，pp.3235-
3239，2008

社会保険小倉記念病院
 薬剤部
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著書 町田聖治，増田和久 病気と薬パーフェクトガイ
ド2008，虚血性心疾患
（狭心症・心筋梗塞），高
血圧症（主に本態性高血
圧症）

薬局，59，pp.664-
667，pp.728-730，

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 福島将友 PK-PDとゲノムに基づい
たテーラーメイド医療の
実践　～第25回ＴＤＭ学
会・学術大会報告～

福岡県病院薬剤師会
会誌No.164，pp.5-7

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 園田美樹 精神科の薬の患者ケアQ
＆A　Q34薬剤情報書に
は何を書けばよいか？　
Q35服薬説明に利用でき
る評価尺度とは？　Q39
食事をしない場合の服薬
タイミングとは？

株式会社じほう（東
京），2008年3月，
pp.113-115，116-
119，132-135

八幡厚生病院薬剤課

論文 米谷頼人 がん治療において期待さ
れる口腔粘膜炎用剤（海
外の治療薬）

福岡県病院薬剤師会
会誌，No.164，pp.74-
75，2008

北九州市立医療セン
ター薬剤科

論文 T. Ueki 1，3）， N. Tasaki 
1）， T. Yoshida 1）， N. 
Ooe 2）， K. Nishida 3）， 
J. Nakamura 3）， M. 
Nakashima 3）

Cross-sectional Study 
on Relationship between 
Constipation and 
Medication

Jpn J Pharm Health 
Care Sci， 34（9），ｐ
ｐ.865-870， 2008

 Department of 
Pharmacy， Kitakyushu 
City Yahata 
Hospital1）， 
Department of Internal 
Medicine， Kitakyushu 
City Yahata Hospital 
2），  Department of 
Clinical Pharmacy， 
Graduate School of 
Biomedical Sciences， 
Nagasaki University3）

論文 白石貴寿1），谷口一成1），
村橋重樹2），志水　貴1），
横山　博1）

感染性腸炎に対する経
口Vancomycin治療の現
状について

日本病院薬剤師会雑
誌，44（10），pp.1515-
1518，2008

九州労災病院薬剤部
1），九州労災病院検査
科2）

論文 一木孝治1），浦本秀隆2），
篠原義剛1），北川直子1），
原禎博1），木下貴之1），牛
尾敏彦1），江藤精二3），塚
田順一2），高橋　浩二郎1）

産業医科大学病院にお
けるがん化学療法レジメ
ンの管理体制

産業医科大学雑誌，
30， pp.47－54，2008

産業医科大学病院薬剤
部1），化学療法センター
2），福山大学薬学部3）

論文 篠原義剛1），一木孝治1），
牛尾敏彦1），五郎丸剛2），
江藤精二2），高橋浩二郎
1）

抗がん剤調製支援シス
テムの構築

日本病院薬剤師会雑
誌，44（2），pp.261-
264，2008

産業医科大学病院薬剤
部1），福山大学薬学部
2）

論文 北川直子1），一木孝治1），
篠原義剛1），浅原稔生1），
牛尾敏彦1），江藤精二2），
高橋　浩二郎1）

抗がん剤適正使用のた
めの取り組み-投薬歴
ファイルを用いた処方監
査-

日本病院薬剤師会雑
誌，44（9），pp.1359－
1363，2008

産業医科大学病院薬剤
部1），福山大学薬学部
2）
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論文 町田聖治，富田敏章，福島
将友，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

医療薬学，34（9），
pp.876-881，2008

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 桑村恒夫1），岸川春樹1），
平川正芳1），村本眞由美
1），一木孝治1），秋山耕治
1），芳川真由美1），峯本正
夫2），高橋浩二郎3），大石
了三4）

がん化学療法と薬剤師
のかかわり

九州薬学会会報，62，
pp.77－80，200

洞薬会がん薬物療法委
員会1），昭和病院薬剤
部2），産業医科大学病
院薬剤部3），九州大学
病院薬剤部5）

論文 桑村恒夫1，2），岸川春樹
1，3），平川正芳1，4），村
本眞由美1，5），一木孝治
1，6），秋山耕治1，7），芳
川真由美1，8），峯本正夫
1，2），高橋浩二郎1，6），
大石了三1，9）

九州山口地区における
がん化学療法関連業務
の実態調査

日本病院薬剤師会雑
誌，44（12），pp.1790-
1793，2008

福岡県病院薬剤師会
1），九州厚生年金病院
薬剤部2），小倉記念病
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），産業医科大学病
院薬剤部6），新日鐵八
幡記念病院薬剤部7），
新小倉病院薬剤科8），
九州大学病院薬剤部9）

論文 渋田順子，高田啓二，植山
寛

福岡新水巻病院におけ
る持参薬管理業務

薬事新報，No.2525，
pp.25-30

福岡新水巻病院薬局

論文 五郎丸剛1），佐々木智也
1），藤井利加1），一木孝治
2），高橋浩二郎2），福長将
仁3），江藤精二1）

フルオロキノロン系抗菌
剤に対する耐性乳酸菌
および酪酸菌製剤の感
受性について

医療薬学，34（1）， 
pp.59－63，2008

福山大学薬学部1）産業
医科大学病院薬剤部
2），佐伯中央病院薬剤
部3）
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