
洞薬会業績集2009：2009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 川崎美紀 療養病床における薬剤
管理と服薬指導への取り
組み

第1回福岡県病院薬剤
師会学術大会（福岡,2
月）

小波瀬病院薬剤部

学会報告 川崎美紀1),龍愛子1),吉永
裕助1),早野俊行2),渡部善
博3)

お薬手帳アンケートと持
参薬使用状況調査

第71回九州山口薬学
大会（大分,11月）講演
要旨集ｐ155

小波瀬病院薬剤部1),御
所病院薬局2),新行橋病
院薬剤部3）

学会報告 森友英治 ファモチジン口腔内崩壊
錠の製剤評価

第71回九州山口薬学
大会（大分,11月）講演
要旨集p.342

香月中央病院薬局

学会報告 泉谷幸男1),猪熊泰造2),北
代峰子1)

バルサルタンとインスリン
との相互作用に加えカル
ベジロールが低血糖発
作を増悪させたと考えら
れた1例

第71回九州山口薬学
大会（大分,11月）講演
要旨集p.325

北九州安部山公園病院
 薬剤科1),同内科2)

学会報告 池永敬儀1),坂本欣直2),池
田美幸3),森友英治4),稲田
喜久5),渡瀬美登里6),中山
大輔7),園田美樹8)

お薬手帳および薬剤情
報提供書の持参薬鑑別
時間に関する検討

第71回九州山口薬学
大会(別府,11月)講演
要旨集p.211

北九州中央病院1),北九
州小倉病院2),新門司病
院3),香月中央病院4),三
萩野病院5),三菱化学病
院6),小波瀬病院7),八幡
厚生病院8)

学会報告 宗本佐知子,白石貴寿,坂
本晃世,中村泰士,横山博

高齢者におけるバンコマ
イシンの適正使用とTDM
業務に関する検討

第30回日本臨床薬理
学会年会（横浜,12月）
講演要旨集p.241

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿,横山博 血清アルブミン値および
栄養状態がテイコプラニ
ンの臨床効果に与える影
響について

第24回日本静脈経腸
栄養学会（鹿児島,1
月）抄録集p.279

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿,坂本晃世,岩武
資善,中村泰士,横山博

感染性腸炎に対する経
口Vancomycinの使用状
況調査

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.399

九州労災病院薬剤部

学会報告 橋口亮 当院に置けるバンコマイ
シン初回負荷投与法構
築への模索

第24回日本環境感染
学会総会（横浜,2月）
抄録集p.567

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 山戸真子,野村公子,佐藤
友希,柳島綾,矢川結香,吉
国健司,前田雅代,赤松孝

持参薬確認業務の効率
化～安全性の向上を目
指して～

第11回日本医療マ
ネージメント学会学術
総会（長崎,6月）講演
要旨集p.199

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 前田雅代1),山戸真子1),赤
松孝１),吉浦亨2)

入院時持参薬の薬学的
管理に向けたシステムの
構築

医療薬学フォーラム
2009（京都,7月）講演
要旨集p.174

九州厚生年金病院薬剤
部1),インフォコム株式会
社ソリューション開発部
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 清水誉志,入江利行,増田
和久

肝内胆汁うっ滞の遷延に
対しウルソデオキシコー
ル酸・フェノバルビタール
の併用が有効であった2
例

第71回九州山口薬学
大会（別府,11月）講演
要旨集p.44

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久,富田敏章,丸子
浩,樽善久

プレアボイド報告活性化
と腎障害時の薬物適正
使用推進

第3回日本腎と薬剤研
究会学術大会（名古
屋,9月）講演要旨集

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 増田和久1)6),上林敏2)6),
本橋茂3)6),石井陽司4)6),
竹本功5)6)

社会保険病院における
長期実務実習受け入れ
体制に関する実態調査
から

第17回医療薬学
フォーラム2009 （京
都,7月）講演要旨集

社会保険小倉記念病院
1),前・社会保険浜松病
院2),社会保険相模野病
院3),埼玉社会保険病院
4),札幌社会保険総合病
院5),全国社会保険病院
薬剤師会薬学教育担当
6)

学会報告 町田聖治,富田敏章,福島
将友,増田和久

心臓手術後の非ステロイ
ド性鎮痛剤の使用状況と
予防的抗菌薬セファゾリ
ンの変更の関連につい
て

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.373

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 道越淳一1),森田真1), 鶴
田茂1),大畑善治1),丹生治
司1),入江利行2),木下浩美
3),白井伸一4),中島研5)

心原性心肺停止患者に
対する低体温療法　人工
呼吸管理と一般細菌培
養について(会議録)

第36回日本集中治療
医学会学術集会（大
阪,2月）講演要旨集

社会保険小倉記念病院
検査技師部1),同薬剤部
2),同看護部3)，同循環
器科4),同救急部5)

学会報告 入江利行 シンポジウム5『集中治
療・救急医療における薬
剤師の関わり』集中治療
領域における専任薬剤
師の役割

第６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（熊
本,2月）講演要旨集
p.53

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1),道越淳一2) CHDF施行によるテイコ
プラニンの血中からの消
失

第36回日本集中治療
医学会学術集会（大
阪,2月）講演要旨集

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1),道越淳一2),永
山眞紀2),増田和久1)

 CCUにおけるMRSAの
検出状況について

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.365

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1),道越淳一2),増
田和久1)

PMMA膜を使用した
CHDF施行中のテイコプ
ラニンの投与設計

医療薬学フォーラム
2009　第17回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム（京都,7月）講演
要旨集p.235

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 富田敏章,町田聖治,福島
将友,樽善久,増田和久

腎臓病教室受講患者に
おけるMg濃度について
の検討

第3回日本腎と薬剤研
究会学術集会（名古
屋,9月）講演要旨集

社会保険小倉記念病院
薬剤部

2



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 富田敏章,町田聖治,福島
将友,樽善久,増田和久

塩酸バラシクロビルの処
方状況の検証－平成19
年度と20年度の比較－

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.399

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,入江利行,増田和久

心不全患者における処
方薬実態調査と予後改
善に向けての取り組み

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.400

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 下村真代1),植村隆2),中尾
孝彦2),角井 敏幸1)

オピオイド増量時、併用
薬によって傾眠が強くみ
られた一例

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）要
旨集p.334

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科1),同長
崎医療センター薬剤科
2)

学会報告 下村真代1),植村隆2)，中
尾孝彦2),角井敏幸1)

オキシコドン増量時、併
用薬により傾眠が強く見
られた一例

第63回国立病院総合
医学会（仙台,10月）要
旨集p.444

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科1),同長
崎医療センター薬剤科
2)

学会報告 越智良明1),藤高里恵1),五
郎丸剛1),原禎博2),牛尾敏
彦2),篠原義剛2),高橋浩二
郎2),江藤精二1)

注射用エピルビシン塩酸
塩による血管痛の予防
法の検証

第19回日本医療薬学
会年会(長崎,10月)講
演要旨集p.323

福山大学薬学部1),産業
医科大学病院薬剤部2)

学会報告 塩川恵理1),久保庸子1),中
嶋友代1),日高博司1),浅原
稔生1),牛尾敏彦1),今永た
か子2),高橋浩二郎1)

電子カルテにおける｢ア
レルギー｣ボタンの登録
機能について

第71回九州山口薬学
大会(大分,11月)講演
要旨集p.310

産業医科大学病院薬剤
部1),同医療案全部2)

学会報告 高橋浩二郎,牛尾敏彦,秋
山直子,一木孝治,篠原義
剛,原禎博,川道直子

薬歴情報を用いた抗が
ん剤処方監査の評価－
抗がん剤疑義照会の分
析－

第12回日本医薬品情
報学会(福岡,7月)講演
要旨集p.98

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 山口翔,一木孝治,川道直
子,竹中美砂,門司慶子,石
橋美織,牛尾敏彦,高橋浩
二郎

産業医科大学病院にお
ける注射薬調剤業務の
経過と運用について

第71回九州山口薬学
大会(大分,11月)講演
要旨集p.287

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛1),蒲池英博1),原
禎博1),長浜久枝1),日高博
司1),牛尾敏彦1),高橋浩二
郎1),鏡誠治2),森本浩章2),
岩重淳司2),塚田順一2)

外来化学療法患者にお
ける消化器系有害事象
の食事への影響

第19回日本医療薬学
会年会(長崎,10月)講
演要旨集p.284

産業医科大学病院薬剤
部1),同化学療法セン
ター2)

学会報告 守田尚史1),長谷悠紀
1),JunDIAO1),増住丈士1),
五郎丸剛1),原禎博2),篠原
義剛2),高橋浩二郎2),江藤
精二1)

注射用パクリタキセルの
先発及び後発医薬品の
品質評価－過敏反応と
配合変化における比較
－

日本薬学会第129年会
(京都,1月)講演要旨集
p.318

福山大学薬学部1),産業
医科大学病院薬剤部2)

学会報告 守田尚史1),長谷悠紀1),福
本千裕1),中國正祥子1),五
郎丸剛1)，原禎博2),牛尾
敏彦2)，篠原義剛2),高橋
浩二郎2)，江藤精二1)

パクリタキセル先発およ
び後発医薬品の副作用
発現について－ラットを
用いた過敏反応性の比
較－

第19回日本医療薬学
会年会(長崎,10月)講
演要旨集p.284

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 中嶋友代,木下貴之,牛尾
敏彦,高橋浩二郎

膠原病患者における健
康食品の摂取状況につ
いて

日本薬学会第129年会
(京都,1月)講演要旨集
p.245

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 中嶋友代1),浅原稔生1),牛
尾敏彦1),高橋浩二郎1),中
野和久2),田中良哉2)

膠関節リウマチ患者の生
物学的製剤導入パス入
院に対する薬剤師の関
わり

第19回日本医療薬学
会年会(長崎,10月)講
演要旨集p.373

産業医科大学病院薬剤
部1),同大学第1内科2)

学会報告 日高博司1),浅原稔生1),牛
尾敏彦1),星野一幸2),土井
四郎2),岡ハル子3),門脇康
二4),梶木繁之4),堤明純4),
高橋浩二郎1)

法改正に伴う院内でのホ
ルマリンの取り扱いにつ
いて

第19回日本医療薬学
会年会(長崎市,10月)
講演要旨集p.421

産業医科大学病院薬剤
部1)，同病院事務部2)，
同病理部3)，産業医実
務研修センター4)

学会報告 平川律子,蒲池英博,原禎
博,篠原義剛,牛尾敏彦,高
橋浩二郎

抗MRSA薬に対するTDM
実施率向上に向けての
取り組み－薬歴ファイル
の運用とその評価－

日本薬学会第129年会
(京都,1月)講演要旨集
p.208

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 北村美奈子1),竹内綾子1),
白石和代1),牛島由美子1),
玉利一也1),高橋浩二郎1),
松本哲朗2)

産業医科大学病院にお
ける逸脱の分析とその対
策

第71回九州山口薬学
大会(大分,11月)講演
要旨357

産業医科大学病院薬剤
部1),同大学泌尿器科2)

学会報告 原田桂作1)2),田﨑奈緒子
1),長井惠子1),大内かおり
3),真野泰成3),山田治美
2)3),小瀧一2)3),旭満里子
2)3)4)

がん化学療法施行患者
の有害事象およびQOL
の調査

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.321

北九州市立八幡病院薬
剤科1),国際医療福祉大
学大学院薬科学研究科
医療生命薬科学専攻2),
同大学薬学部3),同大学
病院薬剤部4)

学会報告 植木哲也1)2),坂本佳子1),
長井惠子1),中嶋弥穂子2),
中嶋幹郎2)

患者満足度調査結果か
らみた薬剤管理指導業
務の実施病棟と未実施
病棟における病院薬剤
師の認知度の差異

医療薬学フォーラム
2009 第17回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム(京都,7月)講演要
旨集p.259

北九州市立八幡病院薬
剤科1）,長崎大学大学
院医歯薬学総合研究科
臨床薬学講座2）

学会報告 植木哲也1)3),長井惠子1),
大江宣春2),中嶋弥穂子3),
中嶋幹郎3)

入院患者における便秘
発症の危険因子に関す
るケース・コントロール研
究

第19回日本医療薬学
会年会(長崎,10月)講
演要旨集 p.259

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同内科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),
粟屋幸一2),伊藤重彦3),中
嶋弥穂子4),中嶋幹郎4)

抗菌薬のAUD算出時に
用いるDDD設定量の問
題点

日本薬学会第129年会
（京都,3月）要旨集4 
p.198

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同内科2),同外科
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 岩尾恭寛，植山寛 抗がん剤調製におけるリ
スクマネジメントへの取り
組み

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.297

福岡新水巻病院薬局

学会報告 田代奈津美,末廣亜矢子,
末永拓也,岩尾恭寛,植山
寛

新生児に対する薬剤情
報の評価と薬用量チェッ
クシステムの構築

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.297

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 末永拓也,岩尾恭寛,西村
直寛,末廣亜矢子,田代奈
津美,花田紀子,植山寛

持参薬安全管理への追
及～薬剤師主導の薬物
血中濃度モニタリングを
実施して～

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.413

福岡新水巻病院薬局

学会報告 末廣亜矢子,田代奈津美,
末永拓也,岩尾恭寛,植山
寛

授乳婦への投薬に関す
る情報における調査手順
の標準化と薬剤情報提
供書の作成

第19回日本医療薬学
会年会（長崎,10月）講
演要旨集p.391

福岡新水巻病院薬局

学会報告 後藤元子,松本知子,池永
千寿子,山田真莉,岡田陽
子,日高文子,西堂園紀子,
大久保加恵,佐渡真梨子,
後藤由紀,田中通子,東久
美,田中旬子

乳がん検診に対する女
子職員の意識調査

第17回日本乳癌学会
学術総会（東京,7月）
プログラム･抄録集
p.288

新日鐵八幡記念病院マ
ンマチーム

学会報告 後藤渉1),海塚安郎2) クロム欠乏症を伴った吸
収不良症候群に対し栄
養管理を行った1例

第24回日本静脈経腸
栄養学会（鹿児島,1
月）抄録集p.313

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 秋山耕治,松本知子,山澤
理恵子

注射抗がん剤レジメン
オーダーシステム導入に
よるがん化学療法の取り
組み

日本薬学会第129年会
 (京都,3月）プログラム･
抄録集p.203

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 秋山耕治1),河野久美子2),
松本知子1),山澤理恵子1)

当院における抗がん剤
調製業務の取り組み－
外来化学療法室で外来・
入院両方の抗がん剤調
製を開始して－

第19回日本医療薬学
会年会 (長崎,10月）プ
ログラム･抄録集p.315

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同看護部2)

学会報告 松本知子1),山澤理恵子1),
後藤元子2),東久美2),池永
千寿子3),西堂園紀子4),日
高文子5),大久保加恵6),田
中旬子7）

乳がん治療専門チーム
における薬剤師の役割

日本薬学会第129年会
 (京都,3月）プログラム･
抄録集p.313

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同看護部2),同リ
ハビリテーション部3),同
検査部4),同放射線部5),
同地域医療センター6),
外科7)

学会報告 松本知子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2報)

第17回日本乳癌学会
学術総会（東京,7月）
プログラム･抄録集
p.281

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 松本知子1),山澤理恵子1),
後藤元子2),東久美2),田中
旬子3)

乳がん治療専門チーム
における薬剤師の役割

第71回九州山口薬学
大会 (大分,11月）プロ
グラム･抄録集p.190

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 上里祥代,松本知子,山澤
理恵子

眼科領域における薬剤
管理指導業務の標準化・
効率化への取り組み－
集団指導の導入－

第71回九州山口薬学
大会 (大分,11月）プロ
グラム･抄録集p.172

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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学会報告 田中通子2),松原槙1),後藤
元子2),松本知子3)

乳がん治療専門チーム
における心理的援助

第17回日本乳癌学会
学術総会（東京,7月）
プログラム･抄録集
p.396

新日鐵八幡記念病院心
療内科1),同看護部2),同
薬剤部3)

学会報告 増田和久1)2),小田利郎
1)2),米澤和明1),濱良一1),
靏田美恵子1),因間司1),高
橋浩二郎1),満安徹也1),高
木淳一1),大竹弘之1),園田
正信1),中原照子1)2),杉本
奈緒美1),田尻泰典1)2),松
田亨2),宮崎寿2),五反田仁
一郎2),森康弘2),井上和啓
2),二宮ルミ2),角田直亮2)

福岡県におけるお薬手
帳使用促進への取り組
み　－視覚・聴覚に訴え
る 「お薬手帳使用啓発
DVD」作成の試み－

第42回日本薬剤師会
学術大会（大津,10月）
講演要旨集p.443

(社)福岡県薬剤師会学
術活動委員会1),(社)小
倉薬剤師会学術委員会
2）

学会報告 堀信二1),山口綾乃2) 当薬局のお薬手帳活用
方法と手帳に関する意識
調査

第71回九州山口薬学
大会（大分,11月）講演
要旨集p158

ふれあい薬局上津役店
1),同薬局戸畑店2)

学会報告 柴田木綿 精神科における処方調
査 1統合失調症患者の
薬物療法に関する処方
実態調査委2008年～全
国96施設の調査から～
その２

第105回日本精神神経
学会（神戸,5月）要旨
集s-p.249

八幡厚生病院薬剤課

学会報告 柴田木綿 精神科薬剤師の役割と
活動

第42回北九州臨床薬
物研究会（北九州，6
月）

八幡厚生病院薬剤課

学会報告 坂本直子,今宮みず,中野
博介

2型糖尿病に合併した高
血圧症に対するARB/利
尿薬合剤の使用経験

第47回日本糖尿病学
会九州地方会（北九
州,10月）抄録集ｐ.89

医療法人森和会行橋中
央病院薬剤部

研修会 川崎美紀 外科待機手術患者にお
ける取り組み

第6回北九州ＮＳＴ研
究会（八幡,2月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 龍愛子1),川崎美紀1),平田
千賀子1),早野俊行2)

お薬手帳アンケートと持
参薬使用状況調査

第2回陽明会研究発表
会（北九州,11月）

小波瀬病院薬剤部1),御
所病院薬局2）

研修会 岡野浩子 薬と食べ物の飲み合わ
せ～お薬手帳の役割～

第25回くすりのセミ
ナー（福岡,7月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 池永敬儀1),渡瀬美登里2),
山口綾乃3)

安全・安心な薬物療法の
確保～患者情報の共有
化について～

第66回中小病院懇話
会(小倉,7月)

北九州中央病院1),三菱
化学黒崎事業所付属病
院2),北九州保険企画ふ
れあい薬局3)　

研修会 池永敬儀1),渡瀬美登里2),
中村ゆかり3)

安全・安心な薬物療法の
確保～患者情報の共有
化について～

第65回中小病院懇話
会(八幡,6月）

北九州中央病院1),三菱
化学黒崎事業所付属病
院2),北九州保険企画ふ
れあい薬局3)　
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研修会 池永敬儀1),渡瀬美登里2),
服部泰3)

安全・安心な薬物療法の
確保～患者情報の共有
化について～

第67回中小病院懇話
会(行橋,7月)

北九州中央病院1),三菱
化学黒崎事業所付属病
院2),北九州保険企画ふ
れあい薬局3)　

研修会 横山博 DPCを取り巻く医療環境 第一三共㈱社員研修
会（北九州,4月）

九州労災病院薬剤部

研修会 宗本佐知子,白石貴寿，坂
本晃世,中村泰士,横山博

当院におけるバンコマイ
シンTDM業務の現状調
査

第12回九州・山口地区
労災病院薬剤部研修
会 (北九州,6月）

九州労災病院薬剤部

研修会 白石貴寿<横山博 感染性腸炎に対する経
口Vancomycinの使用状
況調査について

平成21年度全国労災
病院薬剤部会総会及
び研修会（長崎,9月）

九州労災病院薬剤部

研修会 安河内一弘 くすりの上手な飲み方・
使い方

北九州市門司区医師
会訪問看護ステーショ
ン研修会（門司,5月）

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

研修会 岡崎直子 注射の必要な薬剤につ
いて

平成21年度新人看護
師研修会（門司,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 初田輝 骨粗鬆症治療薬とその
注意事項

院内看護部研修会（門
司,1月）

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

研修会 初田輝,中村宏 薬剤部における化学療
法剤のミキシングの現状

第1回みんなでKK（教
育・研修）活動会（門
司,2月）

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

研修会 中村宏 門司メディカルセンター
における化学療法剤混
注業務の現状

第12回九州・山口地区
労災病院薬剤部研修
会（門司,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 中村宏 注射薬の配合変化 院内看護部研修会（門
司,11月）

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

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 橋本治 抗菌薬の適正使用のポ
イント ～ICTの観点より
～

第14回 北部九州腎と
薬剤研究会（北九州,2
月）

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 居塚しのぶ 九州厚生年金病院にお
けるオピオイド使用量の
推移

北九州薬学フォーラム
2009（小倉,11月）

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 抗がん剤調製について 第1回福岡県病院薬剤
師会学術大会(福岡,2
月)

九州厚生年金病院薬剤
部
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研修会 桑村恒夫 感染制御専門薬剤師に
ついて

第37回新採用薬剤師
教育研修会(福岡,10
月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 後藤康秀 処方疑義照会調査結果
報告～インシデントのレ
ベル分類にあてはめた
事例～

九州厚生年金病院拡
大リスクマネージメント
部会(北九州,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 前田雅代 ハイリスク医薬品と医薬
品安全管理ラウンド

平成21年度福岡県中
病院・診療所薬剤師研
修会(福岡,10月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 矢川結香,藤村弥生,山戸
真子,松本恵,宮本愛子,川
久保充章,吉国健司,赤松
孝

お薬手帳を活用しよう！ 九州厚生年金病院第４
回TQM大会(北九
州,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 丸子浩 インスリン製剤について 小倉記念病院糖尿病
ケアチーム院内研修会
（小倉,5月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 健康食品の安全性と適
正使用

糖尿病及び合併症予
防のための講演会(遠
賀,1月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 インスリンの名前を正確
に書こう

糖尿病ケアチーム院内
研修会（小倉,4月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 インスリンの安全管理 小倉記念病院ＳＣＵカ
ンファ（小倉,5月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 シンポジウム：チームアプ
ローチでエンパワーメント
する～OUTCOMEの評
価とエビデンスの構築～

プラスケア　スタイルセ
ミナー2009福岡（福
岡,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 インスリン療法 糖尿病ケアチーム院内
研修会（小倉,9月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 糖尿病の薬物療法 小倉記念病院看護師
研修会（小倉,7月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄 血中濃度、ステロイド、抗
ガン剤について

小倉記念病院脳外セミ
ナー上級編（小倉,9
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部 

研修会 今田光栄 脳梗塞で使用する薬剤
について

小倉記念病院脳外セミ
ナー初級編（小倉,9
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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研修会 細川秀則 薬の基礎知識Ⅱ 小倉記念病院新人看
護師研修会（小倉,2
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治 循環器疾患における当
院での薬-薬連携への取
り組み

第70回中小病院懇話
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 ジゴキシン～強心配糖体
～

第3回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
(北九州,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治 心不全について 第2回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
(北九州,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 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

北九州薬学フォーラム
2009（北九州,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 重症心不全に対して
チームとして介入した症
例の提示　薬剤師として
関わり

北九州心臓リハビリ
テーションセミナー（北
九州,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 薬剤師の立場から考える
感染対策

バクスター感染管理セ
ミナー2009 in 博多（福
岡,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗菌薬適正使用と感染
症診療の支援

第1回九州山口感染専
門・認定薬剤師連絡会
議（長崎,8月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 病院で問題となる耐性菌
および感染対策につい
て

小倉記念病院感染研
修会　感染管理２（小
倉,7月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 感染制御研修会 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～

第1回福岡県病院薬剤
師会学術大会感染制
御研修会（福岡,2月）
講演要旨集pp.3-9

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 病院で問題となる耐性菌
および感染対策につい
て

小倉記念病院感染研
修会　感染管理2（小
倉,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 ＰＣＩ治療について（二次
予防）

第4回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州,11月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友 リハビリと薬 小倉記念病院心臓リハ
ビリテーション勉強会
（小倉､11月）

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

研修会 福島将友 循環器科で使用される
薬

小倉記念病院新人看
護師講習会（小倉,6
月）

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 衛藤智章 がん化学療法における
注意事項

院内研修会(小倉,6月) 国立病院機構大分医療
センター薬剤科

研修会 下村真代  経腸栄養法 院内研修会(小倉,9月) 国立病院機構小倉医療
センター薬剤科

研修会 下村真代  化学療法について 院内研修会(小倉,6月) 国立病院機構小倉医療
センター薬剤科

研修会 高橋浩二郎 産業医大病院における
抗がん剤の医療事故防
止対策について

第12回九州・山口地区
労災病院薬剤部研修
会(門司区,6月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 ハイリスク薬の取り扱いに
ついて

第１回医薬品安全セミ
ナー 初心者フォロー
アップ研修(八幡,6月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 膠原病患者における健
康食品の摂取状況につ
いて

第３回健康食品管理士
会九州支部研修会(熊
本,12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

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 高橋浩二郎 薬の上手な使い方・のみ
方

北九州市立年長者研
修会(八幡西区,12月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 長浜久枝 麻薬の適正管理につい
て

第2回医薬品安全セミ
ナー 初心者フォロー
アップ研修(八幡,8月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 坂本佳子 輸液製剤について 北九州市立八幡病院
NSTランチタイムミー
ティング（八幡,7月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子1),津々見晶2） 第24回日本静脈経腸栄
養学会報告会

北九州市立八幡病院
NSTランチタイムミー
ティング(八幡,2月)

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同看護科2)

研修会 山下正義 みんなで考えよう！ 北九州市立病院勤務
薬剤師協議会勉強会
(小倉,7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,7月）

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 植木哲也1)3),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1回福岡県病院薬剤
師会学術大会（福岡,2
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同内科2),同外科
3),同小児科4),長崎大学
大学院医歯薬学総合研
究科臨床薬学講座5)

研修会 田﨑奈緒子 インスリン自己注射手技
の調査

第31回北九州糖尿病
治療懇話会(小倉,7月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 帯状疱疹後の神経痛に
麻黄湯を1ヵ月使用して
効果があった症例につ
いての検討

第6回戸畑漢方研究会
(戸畑,6月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 「井穴刺絡」がインフルエ
ンザの高熱に効果があっ
た症例についての検討

第8回戸畑漢方研究会
(戸畑,11月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 インフルエンザに麻黄湯
を1日3回服用で効果が
あるのか？「傷寒論中の
処方と服用法について」

第2回戸畑漢方研究会
(戸畑,2月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 新型インフルエンザと「温
病」,「傷寒」の類似点と相
異点について

第4回戸畑漢方研究会
(戸畑,4月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山田真裕 薬の服用の大切さと自己
判断による服用中止の
危険性

市民公開講座（北九
州,12月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 第１回がん化学療法研
修会（総論）

大阪町調剤薬局研修
会(小倉,12月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 がん化学療法における
内服薬処方

小倉薬剤師会「がん化
学療法研修会」(小
倉,12月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 抗がん剤の安全な取扱
い「暴露による危険性」

外来化学療法センター
学習会（小倉,3月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉宏成 抗がん剤の安全な取扱
いに関する基準・指針

外来化学療法センター
学習会（小倉,3月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉宏成 がん化学療法の動向　
最新レジメンの紹介

がん診療教育セミナー
（小倉,11月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 高橋昭弘　 末期がん患者の疼痛管
理薬について

若松病院院内研修会
（若松,9月）

北九州市立若松病院薬
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 内山美智恵,俵口奈穂美,
武田美恵子,高橋昭弘,藤
武隆文　

化学療法における薬剤
科の取り組み　　　更なる
安心安全をめざして

第26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 俵口奈穂美 がん化学療法カルテ作
成による患者情報の把
握と有害事象の検討

若松病院院内研修会
（若松,11月）

北九州市立若松病院薬
剤科

研修会 釜堀隆男 患者への情報提供の実
際と改善点

第22回福岡県精神科
病院協会薬剤師会研
修会（福岡,10月）

新門司病院薬剤課

研修会 後藤渉 栄養管理における各職
種の役割と職種間の連
携　～薬剤師の立場から

第2回日本医療マネジ
メント学会福岡支部例
会（福岡,11月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 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6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1),海塚安郎2) クロム欠乏症を伴った吸
収不良症候群に対し栄
養管理を行った1例

第12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1),同救急・集中治
療部2)

研修会 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1回福岡県病院薬剤
師会学術大会（福岡,2
月）

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 佐藤大惣 腎機能低下時に注意す
べき薬剤について　～プ
レアボイド報告より～

第15回北部九州腎と
薬剤研究会（北九州,7
月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 野中美帆1),馬場奈津子1),
後藤元子1),東久美1),松本
知子2)

術前化学療法継続が困
難となった１例　－副作
用の訴えが強い患者へ
の関わりを振り返って－

第13回Breast Care 
Nursing研究会（福岡,2
月）

新日鐵八幡記念病院看
護部1),同薬剤部2)

研修会 佐藤洋文 データベースを用いた患
者相談の解析

北九州薬学フォーラム
2009（小倉,11月）

西町調剤薬局

研修会 中村ゆかり,服部泰,山口綾
乃

病院・保険薬局そこにあ
るべき連携

65回中小病院懇話会
（八幡,6月）

ふれあい薬局戸畑店

研修会 中村ゆかり,服部泰,山口綾
乃

病院・保険薬局そこにあ
るべき連携

66回中小病院懇話会
（小倉,7月）

ふれあい薬局戸畑店

研修会 中村ゆかり,服部泰,山口綾
乃

病院・保険薬局そこにあ
るべき連携

67回中小病院懇話会
（行橋,7月）

ふれあい薬局戸畑店

研修会 渡瀬美登里 当院における持参薬管
理について

第67回中小病院懇話
会（北九州,7月）

(株)三菱化学黒崎事業
所付属病院
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研修会 渡瀬美登里 当院における持参薬管
理について

第65回中小病院懇話
会（北九州,6月）

(株)三菱化学黒崎事業
所付属病院

研修会 渡瀬美登里 当院における持参薬管
理について

第66回中小病院懇話
会（北九州,7月）

(株)三菱化学黒崎事業
所付属病院

研修会 岩光直哉 八幡厚生病院における
医薬品情報提供

第22回福岡県精神科
病院協会薬剤師会研
修会（福岡,10月）

八幡厚生病院薬剤課

雑誌 前田雅代 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

福岡県病院薬剤師会
会誌No.166,pp.40-
42,2009

九州厚生年金病院薬剤
部

雑誌 今田光栄 第26回ＴＤＭ学会・学術
大会参加報告 「ＴＤＭ
“温故知新”」

福岡県病院薬剤師会
会誌,NO.168,pp.4-
6,2009

社会保険小倉記念病院
薬剤部

雑誌 檜田房男 当院の病棟におけるNST
活動とその連携体制によ
る症例～病棟活動実例
シリーズ（41）～

福岡県病院薬剤師会
会誌 No.167,pp.23-29

町立芦屋中央病院薬局

著書 長島章1),田口みどり2),玉
井寛恵3）

海外薬剤情報調査報告
書,ハンガリー共和国,ブ
タベスト

海外薬剤対比ブック
（ハンガリー）2008

関東労災病院薬剤部1),
九州労災病院薬剤部
2),(独)労働者健康福祉
機構(神奈川)助成・海外
支援課3)

著書 野田浩司1),高橋浩二郎2) 2009年版　薬剤師のた
めの常用医薬品情報集
(編)，河島進，重信弘
毅，杉本功，辻彰

廣川書店 東京pp.114
～287,289～333,587～
633,634～689

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 園田美樹 せん妄の薬物療法は？ 福岡県病院薬剤師会
会誌No.167（p21～22）
　質疑応答シリーズ

八幡厚生病院薬剤課

著書 園田美樹（神村英利編著） 精神科の薬と患者ケアQ
＆A（Q30.40.41.45)

じほう,平成21年12月
15日,精神科の薬と患
者ケアQ＆A（第2版）

八幡厚生病院薬剤課

著書 柴田木綿（吉尾隆編著） 精神科領域の服薬指導
Q＆A　
(Q39.46.47.50.68.69.122
)

医薬ジャーナル,2009
年4月20日，精神科領
域の服薬指導Q＆A
（初版）

八幡厚生病院薬剤課

論文 白石貴寿,坂本晃世,岩武
資善,中村泰士,横山博

誤燕性肺炎に対する抗
菌薬治療の現状調査に
ついて

日本病院薬剤師会雑
誌,45(11),1501-
1504,2009.

九州労災病院薬剤部

論文 町田聖治,増田和久 病気と薬パーフェクトブッ
ク2009,高血圧症(主に本
態性高血圧症) 

薬局,60(4),pp.226－
228,2009

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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論文 町田聖治,増田和久 病気と薬パーフェクトブッ
ク2009,虚血性心疾患(狭
心症・心筋梗塞) 

薬局,60(4),pp.166－
170,2009

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 町田聖治,増田和久 高齢者の降圧療法マネ
ジメント－④　高齢者×
高血圧の薬学的管理の
ポイント

薬局,60(13),pp.81-
89,2009

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 萩森奈央子1),田崎正信1),
清末和子1),冨安真由美1),
長澤浩平1),藤戸博1),遠藤
恵理華1),高橋浩二郎2),玉
利一也2),牛島由美子2),白
石和代2),竹内綾子2),北村
美奈子2),末廣勉3),大西利
彦3)

依頼者による医療施設
の治験実施体制の評価
と問題点

YAKUGAKU 
ZASSHI,129, 537−
548(2009)

佐賀大学病院薬剤部1),
産業医科大学病院薬剤
部2),下関厚生病院薬剤
部3)

論文 Kinoshita E2),Kinoshita-
Kikuta E2),Matsubara 
M2),Aoki Y2),Ohie 
S2),Mouri Y1)2),Koike T2）

Two-dimensional 
phosphate-affinity gel 
electrophoresis for the 
analysis of 
phosphoprotein isotypes.

Electrophoresis,30(3),5
50-559,2009

Department of 
pharmacy Kitakyushu 
city yahata 
hospital1),Department 
of Functional Molecular 
Science Graduate 
School of Biomedical 
Sciences Hiroshima 
University2)

論文 植木哲也1),粟屋幸一2),伊
藤重彦3）

Antimicrobial use density
算出時に用いるdefined 
daily dose設定量の問題
点

日本化学療法学会雑
誌,57(5),430-
433,2009.

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同内科2),同外科
3)
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