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形式 氏名,著者名,編 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

学会報告 山上真知子,植木幸
子,吉田麻喜子,木下
直美,関川佐織

ヒヤリハット防止の取
り組み-理論在庫と実
在個数のチェック

第43回日本薬剤師会
学術大会（長野,10月）
講演要旨集p.292

ウエキ薬局

学会報告 吉田麻喜子,木下直
美,関川佐織,植木幸
子,山上真知子

インターネットと電子
薬歴-安全で質の高
い薬局業務をめざし
て

第72回九州山口薬学
大会（山口,9月）講演
要旨集p.113

ウエキ薬局

学会報告 高瀬乃士,村上京子,
本田久美代,麻生和
伸,伊藤亜希子,鴛渕
るか,貞谷美里,平山
香織,米丸寿幸

DPC参入へ向けての
当院におけるジェネ
リックシフトの報告

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）プロ
グラム･抄録集p.215

日本海員液済会門司病
院　薬局

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

医薬品適正使用にお
ける情報源としてのお
薬手帳の役割

第72回九州山口薬学
大会（山口,9月）講演
要旨集ｐ141

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

学会報告 泉谷幸男1）,原明子
2）,北代峰子1）

フェニトインの過量投
与により麻痺性イレウ
スが誘発されたと考え
られた1例

第72回九州山口薬学
大会（山口, 9月）講演
要旨集p.202

北九州安部山公園病院
薬剤科1）,北九州安部山
公園病院内科2）

学会報告 泉谷幸男1）,住野弘行
2）,北代峰子1）

ワルファリンとバルプ
ロ酸との相互作用に
よりワルファリンの作
用が増強した1例

第72回九州山口薬学
大会（山口, 9月）講演
要旨集p.202

北九州安部山公園病院
薬剤科1）,北九州安部山
公園病院内科2）

学会報告 白石貴寿,横山博 ワルファリンカリウム
の抗凝固作用に及ぼ
すラコールの影響に
ついて～PT-INRの変
動がみられた2症例～

第25回日本静脈経腸
栄養学会（千葉,2月）
講演要旨集p.497

九州労災病院薬剤部

学会報告 伴絵里子,白石貴寿,
中村泰士,横山博

当院における自己血
清点眼の使用状況に
ついて

第13回九州・山口ブ
ロック労災病院薬剤
部会（長崎,6月）

九州労災病院薬剤部

学会報告 伴絵里子,白石貴寿,
中村泰士,横山博

自己血清点眼液の臨
床効果に関する検討

第72回九州山口薬学
大会（山口,9月）講演
要旨集p.207

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿1）,坂本晃世
1）,田中美和2）,中村
泰士1）,横山博1）,竹
内頌子1）,花栗　誠3）

口蓋扁桃摘出術にお
けるアジスロマイシン
単回投与製剤の術後
感染発症阻止効果

第58回日本職業災
害・医学会学術大会
（千葉,11月）講演要旨
集p.167

九州労災病院薬剤部1）,
看護部2）,耳鼻咽喉科3）

学会報告 石田佳子1),橋口亮1),
永原千絵2),諸永幸子
3),春木義範3),小松真
成4),大城雄亮4),山口
征啓4)

当院におけるバンコマ
イシン投与患者の調
査報告

第25回日本環境感染
学会総会（東京,2月）
講演要旨集p.467

健和会大手町病院　薬
剤部1),臨床検査部2),医
療安全管理部3),感染症
内科4)

学会報告 小林麻美,国広真弓,
橋口亮,橋本裕数

チーム【ワルファリン
チェイサー】～当院の
取り組み～

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）講演
要旨集p.163

健和会大手町病院　薬
剤部

学会報告 後藤康秀1), 居塚しの
ぶ1), 2), 赤松孝1), 三
好典子2), 執行正倫
3), 神代正臣3)

頭頚部癌の絞扼感に
ロラゼパム錠が奏効
した症例

第15回日本緩和医療
学会(東京, 6月)講演
要旨集ｐ.282

九州厚生年金病院　薬
剤部1),緩和ケアチーム
2),緩和ケア科3)

学会報告 松本恵,桑村恒夫,赤
松孝

慢性腎臓病患者に対
する薬物療法適正化
への取り組み

医療薬学フォーラム
2010(広島, 7月)講演
要旨集ｐ.128

九州厚生年金病院　薬
剤部
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形式 氏名,著者名,編 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

学会報告 桑村恒夫1), 川上友
希1), 廣永道隆2), 大
島司3), 赤松孝1)

カルバペネム系抗菌
薬適正使用の取り組
みとその評価

医療薬学フォーラム
2010(広島, 7月)講演
要旨集ｐ.185

九州厚生年金病院　薬
剤部1), 中央検査室2) ,
内科3)

学会報告 桑村恒夫, 松本恵, 赤
松孝

電子カルテシステムを
活用した腎機能低下
患者の処方適正化の
取り組み

第20回 日本医療薬
学会年会(千葉, 11月)
講演要旨集ｐ.280

九州厚生年金病院　薬
剤部

学会報告 當原真奈美, 桑村恒
夫, 赤松孝

胃癌患者に対するS-
1+シスプラチン併用療
法における副作用発
現に及ぼすeGFRの影
響

第20回 日本医療薬
学会年会(千葉, 11月)
講演要旨集ｐ.436

九州厚生年金病院　薬
剤部

学会報告 矢川結香, 藤村弥生, 
山戸真子, 川久保充
章, 松本恵, 宮本愛子,

  吉国健司, 赤松孝

退院時服薬指導にお
けるお薬手帳の活用

第12回 日本医療マネ
ジメント学会学術総会
（北海道, 6月）講演要
旨集ｐ.253

九州厚生年金病院　薬
剤部

学会報告 川久保 充章, 居塚 し
のぶ, 前田 雅代, 赤
松 孝

当院眼科病棟におけ
る薬剤管理指導業務
の効率化・安全管理
への取り組み

第72回九州山口薬学
大会（山口, 9月）講演
要旨集ｐ.131

九州厚生年金病院　薬
剤部

学会報告 山澤結季, 釘原瑶子, 
當原真奈美, 川島映, 
居塚しのぶ, 野村公
子, 桑村恒夫, 赤松孝

九州厚生年金病院薬
剤部における5S活動
による注射薬業務の
効率化 

第72回九州山口薬学
大会（山口, 9月）講演
要旨集ｐ.186

九州厚生年金病院　薬
剤部

学会報告 町田聖治,富田敏章,
福島将友,増田和久

心臓血管手術後にお
けるテイコプラニン高
用量負荷投与による
血中トラフ濃度と有効
性の検討について

第27回日本TDM学
会・学術大会(北海
道,6月)講演要旨集

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 町田聖治1),羽生道弥
2),富田敏章1),福島将
友1),増田和久1)

CKD患者での心臓血
管手術後のMRSA感
染症に対するテイコプ
ラニン高用量負荷投
与後の有効性,安全性
および血漿中TEIC濃
度について

第4回日本腎と薬剤
研究会学術大会
2010(神奈川,10月)講
演要旨集p.47

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同　心臓血管
外科2)

学会報告 町田聖治,富田敏章,
福島将友,増田和久

高血圧患者での食塩
摂取量と服用薬剤お
よびBMIの関連につ
いて

第20回日本医療薬学
会年会(千葉,11月)講
演要旨集p.307

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 曽我弘道,富田敏章,
下河邉安妃子,福島将
友,町田聖治,増田和
久

腎機能を考慮した調
剤システムの構築　
－腎機能に関する検
査値の入院処方せん
への印字－

第72回九州山口薬学
大会(山口,9月)講演
要旨集p.186

社会保険小倉記念病院
薬剤部

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
者での腎機能と血清
Mg濃度の関連につい
ての検討」

医療薬学フォーラム
2010　第18回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム(広島,7月) 講
演要旨集 p.158

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 富田敏章,町田聖治,
曽我弘道,下河邉安妃
子,福島将友,増田和
久

「腎機能に関する検
査値を入院処方せん
へ印字するシステム
の構築－慢性腎臓病
患者への安全な薬物
療法への取り組み－」

第4回日本腎と薬剤
研究会学術大会 (神
奈川,10月) 講演要旨
集 p.70

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 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

学会報告 入江利行 シンポジウム3 「薬剤
による医療事故を防

 止するために」「病院
常駐の薬剤師のアウ
トカム評価」（病院薬

 剤師の立場から）

第9回日本医療マネジ
メント学会九州山口連
合大会(佐賀,11月)講
演要旨集p.

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),増田和久1)

持続的血液ろ過透析
で使用するポリメチル
メタクリレート膜はテイ
コプラニンを吸着する

第20回日本医療薬学
会年会(千葉,11月)講
演要旨集p.259

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 平野真健,岸川春樹,
下河辺安妃子,曽我弘
道,小田原由香,増田
和久

抗がん剤オーダにお
けるプレプリント注射
箋と電子カルテシステ
ムの安全性の比較検

  討

第20回日本医療薬学
会年会(千葉,11月)講
演要旨集p.355

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 栗田麻奈美1)  前田
綾1) 中島愛1) 角井敏
幸1) 坂本篤彦2) 武藤
敏孝3)

カルバペネム系抗菌
薬適正使用への取り
組み

第20回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）講
演要旨集P358

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科 1） 国立
病院機構小倉医療セン
ター呼吸器内科 2） 国
立病院機構小倉医療セ
ンター血液内科3)

学会報告 下村真代,高巣峰代,
木原理恵,角井敏幸

NST加算と薬剤師の
役割

第64回国立病院総合
医学会（福岡,11月）講
演抄録集p.258

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科

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2回福岡県病院薬
剤師会学術大会（福
岡,1月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科1)　国立
病院機構長崎医療セン
ター薬剤科2)

学会報告 山内浩子1）,下村真代
1）,木原理恵1）,井手
飛香1）,緒方玲奈2）,
山下博徳2）,角井敏幸
1）

高アンモニア血症に
対して安息香酸ナトリ
ウム注が有効であっ
た症例

第20回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）講
演要旨集p.374

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科 1）　　　
国立病院機構小倉医療
センター小児科 2）

学会報告 山内浩子1）,下村真代
1）,井手飛香1）,角井
敏幸1）,緒方玲奈2）,
山下博徳2）

先天性尿素サイクル
異常症に伴う高アン
モニア血症患者への
薬剤師の関与

第64回国立病院総合
医学会（福岡,11月）講
演要旨集p.529

国立病院機構小倉医療
センター薬剤科 1）　　　
国立病院機構小倉医療
センター小児科 2）

学会報告 日高博司,高津江梨,
齋籐暢人,蒲池英博,
原禎博,篠原義剛,一
木孝治,川道直子,牛
尾敏彦,高橋浩二郎

レジメン－一括変換プ
ログラムを用いた注
射用抗がん剤等の後
発品への切り替えに
ついて

日本薬学会第130年
会(岡山,3月)講演要
旨集p.236

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛,川道直子,
中嶋友代,日高博司,
浅原稔生,玉利一也,
一木孝治,木下貴之,
牛尾敏彦,高橋浩二郎

長期実務実習に向け
ての取り組み―産業
医科大学病院におけ
るモデル・コアカリ
キュラムに準拠した実
習計画の検証―

,日本薬学会第130年
会(岡山,3月)講演要
旨集p.343

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 秋山直子,一木孝治,
木下貴之,日高博司,
篠原義剛,浅原稔生,
牛尾敏彦,高橋浩二郎

投薬歴ファイルを利用
した内服薬抗がん剤
の適正使用について

第72回九州山口薬学
大会(山口,9月)講演
要旨p.158

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛,岩重淳司,
蒲池英博,原禎博,高
橋浩二郎,森本浩章,
葛城武文,塚田順一

大腸がん化学療法に
よる食欲不振に六君
子湯が有効であった
一例

第20回日本医療薬学
会年会,千葉,11月,講
演要旨

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 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

学会報告 高橋浩二郎,長浜久
枝,高津江梨,原禎博,
木下貴之,篠原義剛,
一木孝治,日高博司,
浅原稔生,川道直子,
牛尾敏彦

薬歴情報に基づくオ
ピオイド処方への介
入について

第4回日本緩和医療
薬学会,鹿児島,9月,講
演要旨集p.219

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 豊平由美子1),坂巻路
可1),高橋浩二郎2),上
野晋1),外山健二1),柳
原延章1)

柑橘系リモノイドであ
るノミリンのカテコー
ルアミン動態に及ぼ
す影響

第83回日本薬理学会
年会,大阪市,3月,講演
要旨p.193

産業医科大学医学部薬
理学講座1),産業医科大
学病院薬剤部2)

学会報告 張晗1),豊平由美子1),
上野晋1),伊藤英明1),
筒井正人1),山國徹1),
高橋浩二郎2),柳原延
章1)

柑橘系ポリメトキシフ
ラボンのノビレチンに
よるカテコールアミン
分泌への影響

第83回日本薬理学会
年会,大阪市,3月,講演
要旨p.70

産業医科大学医学部薬
理学講座1),産業医科大
学病院薬剤部2)

学会報告 坂巻路可1),手嶋悠人
1),豊平由美子1),高橋
浩二郎2),上野晋1),外
山健二1),柳原延章1)

柑橘系機能成分のカ
テコールアミン分泌に
及ぼす影響

第4回トランスポー
ター研究会九州部会,
長崎市,9月,講演要旨
p.25

産業医科大学医学部薬
理学講座1),産業医科大
学病院薬剤部2)

学会報告 坂巻路可1),手嶋悠人
1),豊平由美子1),上野
晋1),高橋浩二郎2),外
山健二1),柳原延章1)

培養ウシ副腎髄質細
胞におけるカテコール
アミン分泌に対するポ
リフェノール化合物の
作用

第28回産業医科大学
学会総会,北九州
市,10月,講演要旨p.36

産業医科大学医学部薬
理学講座1),産業医科大
学病院薬剤部2)

学会報告 米倉紀子,吉田恭子 北九州市立医療セン
ターにおけるシタグリ

 プチン「グラクティブ
錠」の処方状況調査

第72回九州山口薬学
大会（山口,9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

学会報告 米倉紀子1),吉田恭子
1),松本雅裕2)

北九州市立医療セン
ターにおけるシタグリ

 プチン「グラクティブ
錠」の処方状況調査

第48回日本糖尿病学
会九州地方会（大
分,10月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科1),北九州市
立医療センター糖尿病
内科2)

学会報告 米谷頼人1),松田亨2),
稗田保徳3),末吉宏成
1),村本眞由美1),山田
真貴1)

外来がん化学療法に
おける薬薬連携実現
への取り組み

第20回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）講
演要旨集p.377

北九州市立医療セン
ター薬剤科1),小倉薬剤
師会2),大坂町調剤薬局

学会報告 一木裕子1), 江島浩
子1),塩川恵理1),田中
直美1),吉水一郎2)

採用医薬品の削減に
関する取り組み～病
院経営の貢献を目指
して～

第72回九州山口薬学
大会（山口, 9月）講演
要旨集p.218

北九州市立門司病院指
定管理者茜会　薬剤科
1)理事長2)

学会報告 Tetsuya Ueki 1）2), 
Keiko Nagai 1), 
Mugen Teshima 2), 
Mikiro Nakashima 2)

Cross-sectional 
Study on 
Relationship between 
Constipation and 
Medication in 
Consideration of 
Sleep Disorder

The 45th ASHP 
Midyear Clinical 
Meeting & Exhibition 
(December, Anaheim)

1) Department of 
Pharmacy, Kitakyushu 
City Yahata Hospital1), 
Department of Clinical 
Pharmacy, Graduate 
School of Biomedical 
Sciences, Nagasaki 
University2)

学会報告 植木哲也1)3）,長井惠
子1）,大江宣春2）,西
田孝洋3）,中村純三
3）,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27回日本薬学会九
州支部大会（長崎,12
月）

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 原口将之,辻本朗,原
知斉,今村陽子

リスクマネジメントに
おける薬剤師の役割

日本医療マネジメント
学会第10回福岡支部
学術集会（福岡,2月）
講演要旨集P.35

新小文字病院薬剤科

学会報告 廣末毅,辻本朗,原口
将之,原知斉,今村陽
子

薬剤管理指導をもち
いた新人教育の取り
組み

医療薬学フォーラム
 2010（広島,7月）講演

要旨集P.190

新小文字病院薬剤科
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学会報告 河東宏輔,野瀬知佳
子,安田菜々恵,辻本
朗,原知斉,今村陽子

面談不能患者へのハ
イリスク薬管理の取り
組み

第72回九州山口薬学
 会（山口,9月）講演要

旨集P.135

新小文字病院薬剤科

学会報告 今村陽子1),廣末毅1),
鹿釜久子2)

内服管理アセスメント
 スコアシートの運用～

確実な服薬管理・服
薬確認を目指して～

日本医療マネジメント
学会第9回九州・山口

 連合大会(佐賀,11月）
講演要旨集P.208

新小文字病院薬剤科1),
新小文字病院安全管理
室2)

学会報告 原知斉,辻本朗,廣末
毅,今村　陽子

薬剤管理指導記録の
Auditによる意識変化
と問題点の検討

第20回医療薬学会年
 会（千葉,11月）講演要

旨集P.295

新小文字病院薬剤科

学会報告 辻本朗,原知斉,今村
陽子

退院指導時のお薬手
帳の活用に向けて　

第20回医療薬学会年
 会（千葉,11月）講演要

旨集P.294

新小文字病院薬剤科

学会報告 中村彰宏,近藤康一,
原知斉,辻本朗,今村
陽子

ＰＥＧ患者における簡
易懸濁法での投与薬
剤の効果・副作用に
ついて　

第20回医療薬学会年
 会（千葉,11月）講演要

旨集P.472

新小文字病院薬剤科

学会報告 岩尾恭寛,植山寛 「配薬お問い合わせ
 システム」の運用～そ

の薬どこにあるの？
～

第20回日本医療薬学
 会年会（千葉,11月）講

演要旨集p.425

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 白川哲,中尾圭裕,末
永拓也,岩尾恭寛,植
山　寛

持参薬安全管理への
 追求　第2報～医薬品

情報管理室における
定期的な検査が必要
な持参薬情報の提供
～

第20回日本医療薬学
 会年会（千葉,11月）講

演要旨集p.406

福岡新水巻病院 薬局

学会報告 中尾　圭裕1)　末永　
 拓也1)橋田　鮎美2)　

 渡部　和郎2)植山　寛
1)

合同カンファレンスを
 通した薬薬連携～薬

物療法の質の向上と
薬剤師のスキルアッ
プ～

第20回日本医療薬学
 会年会（千葉,11月）講

演要旨集p.375

 福岡新水巻病院 薬局1)
（株）トータル・メディカル
サービス　さくら薬局水
巻店2）

学会報告 渡部善博,吉原郁夫 当院における薬薬連
携への取り組みと地
域医療との関わり

第20回日本医療薬学
 会年会（千葉,11月）講

演要旨集p.375

新行橋病院　薬局

学会報告 渡部善博,阿部未紗
子,吉原郁夫

DPC対象病院におけ
る持参薬使用状況と
持参薬管理について

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）プロ
グラム･抄録集p.25

新行橋病院　薬局

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2報)

第25回日本静脈経腸
栄養学会（千葉,2月）
抄録集p.511

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),山澤理恵
子1),後藤元子2),東久
美2),田中旬子3)

乳がん患者QOL向上
におけるチーム医療
での薬剤師の役割(第
3報)

第18回日本乳癌学会
学術総会（北海道,6
月）プログラム･抄録
集p.513

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 後藤元子1),松本知子
2),池永千寿子2),片江
あづさ2),東久美1),田
中旬子3)

乳がん看護認定看護
師が行う相談支援の
実践と今後の課題

第18回日本乳癌学会
学術総会（北海道,6
月）プログラム･抄録
集p.508

新日鐵八幡記念病院看
護部1),同診療技術部2),
同外科3)

学会報告 池永千寿子1),小柳靖
裕1),後藤元子2),松本
知子2),片江あづさ2),
田中旬子3)

腫瘍領域の違いが乳
房温存手術後の肩関
節可動域に及ぼす影
響

第18回日本乳癌学会
学術総会（北海道,6
月）プログラム･抄録
集p.294

新日鐵八幡記念病院リ
ハビリテーション部1),同
マンマチーム2),同外科
3)

5/15 ページ



形式 氏名,著者名,編 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

学会報告 秋吉裕美,後藤元子,
松本知子,日高文子,
岡田陽子,山田真莉,
西堂園紀子,佐渡真梨
子,後藤由紀,池永千
寿子,片江あづさ,大久
保加恵,田中旬子

チーム医療に広報プ
ランナーが参加する
意義－情報社会にお
ける乳腺診療の新た
な展開

第18回日本乳癌学会
学術総会（北海道,6
月）プログラム･抄録
集p.510

新日鐵八幡記念病院マ
ンマチーム

学会報告 井福誠1),後藤渉2),川
崎佳奈子1),松永直哉
1),小柳悟1),大戸茂弘
1)

バンコマイシン後発品
製剤の薬物動態学的
同等性に関する検討

医療薬学フォーラム
2010(広島,7月）抄録
集p.180

九州大学大学院 薬学
研究院 薬剤学分野1),
新日鐵八幡記念病院薬
剤部2)

学会報告 後藤渉 NSTにおける薬剤師
の専門性と地域との
連携

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）プロ
グラム･抄録集p.102

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 米谷磨紀,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　－第2報－

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）プロ
グラム･抄録集p.129

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 秋山耕治,山澤理恵子 当院におけるペメトレ
キシドの使用状況と
副作用発現状況につ
いて

第72回九州山口薬学
大会 (山口,9月）プロ
グラム･抄録集p.201

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 野中美帆1),後藤元子
1),松本知子2)

乳がん患者の化学療
法時の支援　～治療
継続のためのチーム
での関わり～

第6回日本乳がん看
護研究会（兵庫,10月）
抄録集p.23

新日鐵八幡記念病院看
護部1),同薬剤部2)

学会報告 田中旬子1),後藤元子
2),松本知子2),山田真
莉2),池永千寿子2),秋
吉裕美2),日高文子2),
岡田陽子2)

乳がん検診実態アン
ケートによる病院内職
員の職種別相違

第20回日本乳癌検診
学会総会（福岡,11月）
プログラム･抄録集
p.320

新日鐵八幡記念病院外
科1）同マンマチーム2）

学会報告 後藤渉,山澤理恵子 ICUにおける薬剤業務
の現状と課題 

第20回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）抄
録集p.265

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

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20回日本医療薬学
会年会 (千葉,11月）プ
ログラム･抄録集p.456

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 橋本治1),有光信恵2),
高尾安司2),村上千穂
2),伊藤重彦3),山中直
子3),山口征啓4)

バンコマイシン耐性腸
球菌（VRE）のアウトブ
レイクの制御に向け
ての取り組み

第25回日本環境感染
学会総会（東京,2月）
講演要旨集p.347

健和会戸畑けんわ病院
薬剤科1),健和会戸畑け
んわ病院ICT2),NPO法
人KRICT(北九州地域感
染制御チーム）3),健和
会大手町病院ICT4)

学会報告 園田美樹 精神科単科病院（八
幡厚生病院）における
医師との関係につい
て2

第53回日本病院地域
精神医学会総会　薬
剤セミナー（平成22年
11月5日）

八幡厚生病院薬剤課

研修会 中山　大輔 当院におけるNST活
動の紹介

第68回中小病院懇話
会(北九州,1月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 中山　大輔 当院におけるNST活
動の紹介

第69回中小病院懇話
会(北九州,1月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 中山　大輔 当院におけるNST活
動の紹介

第70回中小病院懇話
会(北九州,1月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 早野　絢子 小波瀬病院のNST活
動の紹介

京都薬剤師会　薬薬
連携研修会(北九州,9
月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 川崎　美紀 当院におけるNST活
動の紹介

第75回中小病院懇話
会(北九州,11月）

小波瀬病院薬剤部
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研修会 川崎　美紀 当院におけるNST活
動の紹介

第76回中小病院懇話
会(北九州,11月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 川崎　美紀 当院におけるNST活
動の紹介

第77回中小病院懇話
会(北九州,11月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 森友英治 ファモチジン口腔内崩
壊錠の製剤評価

北九州薬学フォーラ
ム2010(北九州,7月）

香月中央病院薬局

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～

ふれあい昼食会(北九
州,6月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 立石　二郎 薬と食べ物の飲み合
 わせ～お薬手帳の役

割～

ふれあい昼食会(北九
州,10月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 白石貴寿 ワルファリンカリウム
の抗凝固作用に及ぼ
すラコールの影響に
ついて～PT-INRの変
動がみられた2症例～

第8回北九州NST研
究会（北九州,3月）

九州労災病院薬剤部

研修会 福田　智津 がん性悪臭に対し院
内製剤メトロニダゾー
ル軟膏を使用した一
例

第13回九州・山口労
災病院薬剤部研修会
(長崎,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 赤松孝 「薬剤業務と医薬品
安全管理ラウンド」－
医療の質向上を目指
して－

福岡県病院薬剤師会
筑豊支部特別講演会
（福岡, 2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2010年～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 後藤康秀 転倒・転落事故を起こ
しやすい薬剤

九州厚生年金病院看
護研修会(北九州, 11
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

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 桑村恒夫 腎機能低下時の薬物
投与について

九州厚生年金病院 
医薬品安全管理研修
会(北九州, 10月)

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 松本恵, 宮本愛子, 釘
原瑶子, 舛永絵理子, 
矢川結香, 野村公子, 
吉国健司, 赤松孝

プレアボイド報告のシ
ステム確立と標準化

九州厚生年金病院第
5回TQM発表大会(北
九州, 11月)

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 吉国健司 知っておきたい薬の
知識

メディックスクラブ北
九州支部特別講演会
（北九州, 3月）

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 吉国健司 透析患者に対する
ファーマシューティカ

 ルケアについて

第7回九州厚生年金
病院薬剤部と地区薬
剤師会との合同研修
会(北九州, 6月)

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 吉国健司 北九州薬剤師ハート
カンファレンスの活動
報告

北九州薬剤師ハート
カンファレンス特別講
演(北九州, 7月)

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 吉国健司 心房細動と抗凝固薬
の使い方について 

第6回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
(北九州, 10月)

九州厚生年金病院　薬
剤部

研修会 福島将友 「薬剤管理指導とプレ
アボイド」

第35回新採用薬剤師
研修会(福岡,9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
る薬剤について

小倉記念病院新人看
護師講習会(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 「循環器疾患における
当院での薬薬連携へ
の取り組み」

第68回洞薬会中小病
院懇話会(北九州,1
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

心臓血管外科病棟に
おける薬学的支援と
その評価

第2回西日本ファーマ
シューティカルケア研
究会(福岡,1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

冠動脈バイパス手術
後の非ステロイド性鎮
痛剤の実施状況調査
と術後感染予防に向
けての検討

第2回福岡県病院薬
剤師会学術大会(福
岡,2月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 町田聖治 心臓血管外科領域で
の薬物療法の質的向
上を目指して

第20回三重服薬研究
会(三重,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄 脳外科領域で使用さ
れる薬剤について

小倉記念病院脳神経
外科専門看護師講習
会(北九州,1月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄 脳外科領域で使用さ
れる薬剤について

小倉記念病院脳神経
外科看護師講習会
(北九州,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 感染制御専門薬剤師
活動の現状

平成22年度第1回日
本病院薬剤師会感染
制御専門薬剤師講習
会(福岡,5月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 集中治療領域におけ
る感染管理と感染症
診療の支援

熊本県病院薬剤師会
感染対策研究会研修
会

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行  薬剤に関する知識 小倉記念病院静脈注
射・輸液管理指導者
研修(小倉,4月,8月,8
月,9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,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 細菌検査結果に基づ
く抗菌薬投与につい
て（細菌検査伝票の
見方）

小倉記念病院感染研
修会　感染管理3(小
倉,1月,11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(小倉,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 急性期病棟における
薬剤師の役割

第25回北九州病院グ
ループ薬剤部研究会

  (小倉,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 新天地で展開する薬
剤師業務～急性期病
棟における薬剤師の

 役割～

社会保険病院薬剤師
会ブロック研修会(北

 九州,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 急性期病棟における
薬剤師の役割  ～
CCUにおける専任薬
剤師としての一日～

2009年度洞薬会薬局
長意見交換会(小倉,2

 月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

8/15 ページ



形式 氏名,著者名,編 演題,題目,書名 学会,掲載誌 所属

研修会 増田和久 医薬品事故の傾向と
対策

平成22年度福岡県看
護協会医療安全管理
者養成研修(福岡,7
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 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

第54回全国社会保険
病院薬剤師会学術大
会(高松,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子　浩 2型糖尿病のインスリ
ン療法

小倉記念病院医局
フォーラム(小倉,6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 小倉記念病院看護部
講習会(小倉,6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68回洞薬会中小病
院懇話会(小倉,1月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友 「循環器疾患における
当院での薬薬連携へ
の取り組み」

第69回　洞薬会 中小
病院懇話会 （黒崎,1
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 「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回洞薬会中小病
院懇話会(行橋,1月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 「循環器領域における
治療薬」

小倉記念病院院内専
門看護師循環器コー
ス(小倉,5月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 　＜循環器薬物療法
におけるハイリスク管
理＞シリーズ1「虚血
性心疾患」－薬薬連
携・二次予防の観点
から－

小倉薬剤師会薬薬連
携研修会(小倉,8月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 下村　真代 高血圧教室 講演(北九州,6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 経腸栄養法 院内勉強会(北九州,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 投与に注意が必要な
注射薬

院内勉強会(北九州,6
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 化学療法とオーダリン
グ

院内勉強会(北九
州,10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 注意が必要な注射薬 院内勉強会(北九州,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 薬の上手な使い方・
のみ方・買い方

消費者学級学習会
(北九州,9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(北九州,6月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 新しいフェンタニル貼
付剤の取り扱いにつ
いて

第2回医薬品安全セミ
ナー(北九州,8月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 長浜　久枝 麻薬の適正管理と使
用について

第2回医薬品安全セミ
ナー(北九州,8月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 牛尾　敏彦 持参薬を院内処方に
切り替えた際のヒアリ
ハット事例

第3回医薬品安全セミ
ナー(北九州,11月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 近のトピックス　―
内服薬処方せんの標
準化―について

第3回医薬品安全セミ
ナー(北九州,11月)

産業医科大学病院薬剤
部
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研修会 篠原　義剛 実務実習に向けての
大学との懇談会の報
告について

第205回洞薬会例会
(北九州,3月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原　義剛 がん専門薬剤師の取
り組みについて

第206回洞薬会例会
(北九州,11月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 米谷頼人 乳がんの薬物療法 大阪町調剤薬局研修
会(北九州,1月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 外来がん化学療法に
おける調剤薬局との
連携

第27回北九州市立病
院集談会(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 外来がん化学療法に
おける薬剤科での取

 り組み-調剤薬局との
連携- 

第9回福岡外来化学
療法研究会(福岡,2
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉　宏成 内服抗がん剤の適正
使用(病棟薬剤師の
視点から）

がん診療教育セミ
ナー（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 抗がん剤の特徴(副
作用)

がん化学療法学習会
（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 レジメン管理 がん化学療法学習会
（北九州,5月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人  制吐剤の適正使用-
国内ガイドライン発刊

 に伴って-

第16回九州造血幹細
胞移植看護ネットワー
ク勉強会(福岡,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉　宏成 内服の抗がん剤(特
徴と注意点）

がん化学療法学習会
（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 経口抗がん剤の安全
管理(皮膚障害）

平成22年度　福岡県
コメディカルスタッフ研
修会(福岡,10月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 抗がん剤の副作用 平成22年度　支持療
法セミナー（北九州,10
月21日）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 経口抗がん剤の安全
管理(皮膚障害）

平成22年度　市薬協
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 山田真裕 生活習慣をととのえよ
う

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 米倉紀子,吉田恭子 薬はいつのむの? 市民公開講座（北九
州,6月26日）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 植木哲也 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27回北九州市立病
院集談会（北九州,2
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 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2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),長崎大
学大学院医歯薬学総合
研究科臨床薬学講座3)

研修会 原田桂作 がん化学療法施行患
者の有害事象および
QOLの調査

第2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

研修会 福永竜一 漢方治療の方略につ
いて

平成22年度第2回戸
畑漢方研修会（北九
州,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科
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研修会 原田桂作 冠動脈疾患と糖尿病 第5回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州,3月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 鼻出血と麻黄湯 平成22年度第4回戸
畑漢方研修会（北九
州,5月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山下正義 第2回みんなで考えよ
う

平成21年度第2回北
九州市立病院薬剤師
協議会協勉強会（北
九州,5月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 掌蹠膿疱症に炙甘草
湯が有効であった症
例に対する考察

平成22年度第6回戸
畑漢方研修会（北九
州,7月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子 症例報告 第9回北九州NST研
究会（北九州,8月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 桂枝去芍薬加麻黄附
子細辛湯についての
考察

平成22年度第8回戸
畑漢方研修会（北九
州,10月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 柳順也1）,山下正義2） 与薬に関する指示だ
し・指示受けの現状と

  課題

第5回北九州西部地
区医療安全講習会
（北九州,10月）

北九州市立八幡病院看
護科1),同薬剤科2)

研修会 原田桂作1)11),松本
知子2)11),橋本治
3)11),米谷頼人4)11),
植山寛5)11),平川剛
6)11),岩田幸治7)11),
日高博司8)11),赤松
孝9)11),増田和久10)

専門薬剤師制度の取
り組みに関するアン
ケート調査結果

第206回洞薬会例会
（北九州,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科1),新日鐵八幡記念
病院薬剤部2),戸畑けん
わ病院薬剤科3),北九州
市立医療センター薬剤
科4),福岡新水巻病院薬
局5),ひらかわ薬局6),北
九州中央病院薬剤科7),
産業医科大学病院薬剤
部8),九州厚生年金病院
薬剤部9),小倉記念病院
薬剤部10),洞薬会例会
企画委員会11)

研修会 福永竜一 治験例3例（五苓散,白
虎加人参湯,続命湯）
の考察

平成22年度第10回戸
畑漢方研修会（北九
州,12月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 田﨑奈緒子 禁煙薬物治療につい
て

糖尿病患者会みどり
の会総会（北九州,4
月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 平成21年抗菌薬使用
状況報告

平成22年第1回北九
州市立八幡病院ICT
講習会および院内感
染対策講習会（北九
州,2月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 アミノ酸含有輸液製
剤の側管からの投与
によるカルバペネム
系抗菌薬の力価低下
について

平成22年第2回北九
州市立八幡病院ICT
講習会および院内感
染対策講習会（北九
州,6月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 原田桂作 主要レジメンと抗がん
剤による暴露につい
て

北九州市立八幡病院
医療安全研修会（北
九州,2月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 平林友紀子 医療事故防止の為の
医薬品安全管理

北九州市立八幡病院
医療安全研修会（北
九州,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 宮崎晶,高橋昭弘,内
山美智恵,俵口奈穂
美,藤武隆文

アロプリノール含嗽液
の検討

若松病院院内研修会
（北九州,11月）

北九州市立若松病院薬
剤科
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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

第27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 溝口玄一郎 近の糖尿病薬物療
法について-適切なハ
イリスク薬管理を行う
ために-

小倉薬剤師会薬薬連
携研修会(北九州,5
月)

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 溝口玄一郎 当院糖尿病診療にお
ける薬剤師の関わり

第75回中小病院懇話
会(北九州,11月)

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 溝口玄一郎 当院糖尿病診療にお
ける薬剤師の関わり

第76回中小病院懇話
会(北九州,11月)

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 溝口玄一郎 当院糖尿病診療にお
ける薬剤師の関わり

第77回中小病院懇話
会(北九州,11月)

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 木村龍夫 医薬品安全性情報等
管理体制加算の取得
に向けて

第72回中小病院懇話
会（北九州,7月）

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 木村龍夫 医薬品安全性情報等
管理体制加算の取得
に向けて

第73回中小病院懇話
会（北九州,7月）

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 木村龍夫 医薬品安全性情報等
管理体制加算の取得
に向けて

第74回中小病院懇話
会（北九州,7月）

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 荒川幸 当院における糖尿病
患者への薬剤師の関
わり

第43回北九州臨床薬
物研究会特別講演会
（北九州,6月）

国家公務員　共済組合
連合会新小倉病院薬剤
科

研修会 釜堀隆男 ジェネリック医薬品へ
の変更時においてこ
だわりを持つ患者へ
の対応

第56回九州精神保健
学会（長崎,10月)講演
要旨集P.236

新門司病院薬剤課

研修会 秋山耕治 当院における抗がん
剤調製業務の取り組
み

第2回　福岡県病院薬
剤師会学術大会（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2報)

第8回北九州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 山本瞳 糖尿病教育における
薬剤師の役割

第269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 後藤渉 感染と栄養-両面から
のアプローチ－

第2回九州山口感染
制御専門・認定薬剤
師連絡会（福岡,5月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 NST参加時に管理栄
養士が知っておきた
い薬のキホン 

管理栄養士セミナー
（福岡,6月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 新日鐵八幡記念病院
におけるNSTの流れ

市立若松病院NST勉
強会（北九州,7月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 秋山耕治 当院における抗がん
剤調製業務の取り組
み

第3回　北九州がん化
学療法チーム医療研
究会（北九州,7月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 松本知子 乳がん治療専門チー
ムにおける薬剤師の
役割

第3回　北九州がん化
学療法チーム医療研
究会（北九州,7月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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研修会 上里祥代 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－

北九州薬学フォーラ
ム2010（北九州,7月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 新日鐵八幡記念病院
における 長期実務実
習の全体概要

八幡薬剤師会研修会
（北九州,8月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 新日鐵八幡記念病院
におけるNSTの流れ

第9回北九州NST研
究会（北九州,8月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 海塚安郎1),後藤渉2) ICT＆NSTコラボレー
ションの成果―感染
指標9年間の推移―

平成22年度第4回北
部福岡感染症研究会
（北九州,11月）

新日鐵八幡記念病院救
急・集中治療部1),同薬
剤部2)

研修会 後藤渉 チーム医療としての
栄養サポート

第8回長崎県北NST
研究会（長崎,11月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 佐々木俊行 緩和ケアにおける薬
剤使用について

緩和ケア勉強会（北
九州,11月）

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 早田菜央 手術前投与に注意す
べき薬剤について

芦屋病院院内研修会
（北九州,3月）

町立芦屋中央病院薬局

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）

健和会戸畑けんわ病院
薬剤科

研修会 中村ゆかり 調剤薬局における薬
学6年制長期実務実
習カリキュラムについ
て

第205回洞薬会例会
（北九州,3月）

北九州保健企画　　ふ
れあい薬局戸畑店

研修会 園田美樹 精神疾患患者の対応
の仕方ー薬剤師の立
場からー

第1回ファーマシー
ファーマシストサポー
トフォーラム（平成22
年7月31日）

八幡厚生病院薬剤課

研修会 田中紀子 後発医薬品使用体制
加算の取得に向けて

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

研修会 園田美樹 向精神薬の副作用と
ハイリスク薬の薬学
的管理

小倉薬剤師会薬薬連
携研修会（北九州,11
月）

八幡厚生病院薬剤課

雑誌掲載 岡崎　直子 視力・握力低下患者
への補助器具を使用
したインスリン自己注
射導入指導

福岡県病院薬剤師会
会誌,173,P22～
25,2010

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

雑誌掲載 初田　輝 薬の豆知識 門司メディカルセン
ター情報誌　H.22.3月

九州労災病院門司メ
ディカルセンター薬剤部

雑誌掲載 入江利行 CCUのMRSA感染予
防に対するVRE感染
予防対策の効果

CARLISLE,15(2),p7,20
10,吉田製薬株式会社

社会保険小倉記念病院
薬剤部

雑誌掲載 福島将友 「心臓カテーテル治療
を受けた患者さんの
心臓リハビリテーショ
ン」

HEART nursing春季
増刊,pp.312-313,2010

社会保険小倉記念病院
薬剤部

雑誌掲載 町田聖治,増田和久 「患者リスクを考慮し
た薬剤管理指導」　患
者背景に応じた薬学
的管理：心臓手術を
受ける患者のリスクを
考慮した薬剤管理指
導業務の実際

薬事,52(7),pp.975(47)
－980(52),2010

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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雑誌掲載 入江利行 救急領域における医
師,看護師のニーズ

薬事日報
　2010/10/04　医療と
薬剤　2010年　秋　5
面

社会保険小倉記念病院
薬剤部

雑誌掲載 高橋浩二郎 産業医のためのギモ
ン・難問相談室（編
集）

産業医科大学進路指
導部編集委員会　診
断と治療社　東京
　pp.57

産業医科大学病院薬剤
部

雑誌掲載 高橋浩二郎 MRの群像 第8巻 病
院薬剤部（薬局）から
の視点　

薬事新報社　東京
　pp.114～115

産業医科大学病院薬剤
部

雑誌掲載 米谷頼人 人と人〈医療人として
あるべき姿〉

週間薬事新報　第
2648号　9月23日
　p.38　　

北九州市立医療セン
ター薬剤科

雑誌掲載 原田桂作1),旭満里子
2)3)

人と人　 薬事新
報,38,2629,2010

北九州市立八幡病院薬
剤科1),国際医療福祉大
学薬科学研究科臨床薬
学講座2),同大学病院薬
剤部3)

雑誌掲載 植山寛,末永拓也 TDMの視点からみた
持参薬管理

月刊薬事,52（6）,35-
40

福岡新水巻病院 薬局

雑誌掲載 後藤渉 専門薬剤師Up-to-
Date　Case Report

月刊薬事,52(7),126 新日鐵八幡記念病院薬
剤部

雑誌掲載 秋山耕治,山澤理恵子 外来化学療法と薬剤
師の取り組み

薬事新
報,38,2640,2010

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

論文 森友英治 ファモチジン口腔内崩
壊錠の製剤評価

九州薬学会会報,64,ｐ
ｐ,43-46,2010

香月中央病院薬局

論文 白石貴寿1）,坂本晃世
1）,伴　絵里子1）,田中
美和2）,村橋重樹3）,
中村泰士1）,横山　博
1）

小児市中肺炎におけ
る抗菌薬治療の現状
調査

日本病院薬剤師会雑
誌,46（10）,pp.1357-
1361,2010

九州労災病院薬剤部1）,
看護部2）,検査科3）

論文 白石貴寿1）,中村泰士
1）,横山　博1）,竹内頌
子1）,花栗　誠3）

口蓋扁桃摘出術にお
けるアジスロマイシン
の術後感染発症阻止
効果

日本病院薬剤師会雑
誌,46（8）,pp.1079-
1081,2010

九州労災病院薬剤部1）,
耳鼻咽喉科2）

論文 桑村恒夫, 白石史遠, 
赤松孝

慢性腎臓病患者に対
する薬物療法適正化
への取り組みとその
評価 

日本病院薬剤師会雑
誌, 46(11) : 1505-
1509, 2010.

九州厚生年金病院　薬
剤部

論文 町田聖治,富田敏章,
福島将友,増田和久

冠動脈バイパス手術
後の非ステロイド性鎮
痛剤の使用状況調査
と術後感染予防に対
する検討,

医療薬学,36
（10）,pp.711-716,2010

社会保険小倉記念病院
薬剤部

論文 Zhang H1),Toyohira 
Y1),Ueno 
S1),Shinohara 
Y1),Itou H1),Furuno 
Y1),Yamakuni 
T1),Tsutsui 
M1),Takahashi 
K2),Yanagihara N1)

Dual effects of 
nobiletin, a citrus 
polymethoxy flavone, 
on catecholamine 
secretion in cultured 
bovine adrenal 
medullary cells 

J.Neurochem.2010;11
4(4):1030−1038 

Department　of　Pharma
cology、
School　of　Medicine、
University　of　Occupati
onal　and　Environmenta
l　Health1),Department　
of　Hospital　pharmacy、
University　of　Occupati
onal　and　Environmenta
l　Health2）
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論文 Toyohira Y1), Ueno  
S1), Tsutsui  M1), 
Itou  H1), Sakai 
N1),Saito N1), 
Takahashi K2), 
Yanagihara N1)

Stimulatory effects 
of the soy 
phytoestrogen 
genistein on 
noradrenaline 
transporter and 
serotonin transporter 
activity. 

Mol Nutr Food 
Res.2010;54(4);516-
524

Department　of　Pharma
cology、
School　of　Medicine、
University　of　Occupati
onal　and　Environmenta
l　Health1),Department　
of　Hospital　pharmacy、
University　of　Occupati
onal　and　Environmenta
l　Health2）

論文 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
の導入が抗菌薬の使
用量動向へ及ぼす影
響

九州薬学会会報,64,7
-10,2010

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)

論文 植木哲也1)2),長井惠
子1),坂本佳子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

九州薬学会会
報,64,37-41,2010

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)

著書 町田聖治,増田和久 病気と薬パーフェクト
ガイド2010,虚血性心
疾患(狭心症・心筋梗
塞) 

薬局,2010年3月増刊
号,pp.242－247,2010

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 町田聖治,増田和久 病気と薬パーフェクト
ガイド2010,高血圧症
(主に本態性高血圧

薬局,2010年3月増刊
号,pp.304－308,2010

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 入江利行 3.救命救急センターに
おける医薬品管理ス
キル　2)CCUと薬剤師

薬剤師のための救命
救急時のスキル＆薬
ハンドブック,pp205-
208,2010,医薬ジャー
ナル社

社会保険小倉記念病院
薬剤部

著書 入江利行,横井宏佳 C.狭心症　B.β遮断
薬

循環器治療薬ハンド
ブック,pp194-
212,2010,中央医学社

社会保険小倉記念病院
薬剤部,同循環器科
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