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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 芦刈沙織1),大矢圭祐
1)川崎美紀1),川内彰
2)

緑内障合剤点眼使用
患者のアドヒアランス
の検討

第21回日本医療薬学
会年会（神戸,10月)講
演要旨集p.282

小波瀬病院薬剤部1)小
波瀬病院眼科
2)　　　　　　　　

学会報告 池永敬儀1),畠中衣織
1),下元美樹1),岩松美
由紀1),深井勇次2),岩
田幸治1)

市販データベースソフ
トを利用した持参薬管
理

第73回九州山口薬学
大会(沖縄,11月)講演
要旨集 p.105

北九州中央病院薬剤科
1),北九州安部山公園病
院薬剤科2)

学会報告 田中美和1),白石貴寿
2),坂本晃世2)

VREアウトブレイク事
例の検討

第26回日本環境感染
学会総会（横浜,2月)
講演要旨集p.96

九州労災病院看護部1),
九州労災病院薬剤部2)

学会報告 白石貴寿,横山博 耳鼻咽喉科領域にお
けるアジスロマイシン
単回投与製剤の術後
感染発症阻止効果の
検討

第59回日本化学療法
学会総会（札幌,6月)
講演要旨集p.233

九州労災病院薬剤部

学会報告 市村行典1),奥美和2),
北森靖隆1),東矢俊光
3),安河内一弘1)

婦人科におけるタキ
サン系薬剤により過
敏症を発現した症例
に対する再投与の検
討

第19回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム（旭川,7月)

熊本労災病院薬剤部1),
九州労災病院薬剤部2),
熊本労災病院産婦人科
3)

学会報告 白石貴寿,中村宏 小児市中肺炎におけ
る抗菌薬治療の現状
について

平成23年度全国労災
病院薬剤部総会（神
戸,9月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿1),坂本晃世
1),伴絵里子1),安部美
和2),村橋重樹3),中村
宏1),横山博1)

小児市中肺炎におけ
る抗菌薬治療調査に
ついて

第21回日本医療薬学
会年会（神戸,10月)講
演要旨集p.285

九州労災病院薬剤部1),
九州労災病院看護部2),
九州労災病院検査科3)

学会報告 白石貴寿1),坂本晃世
1),安部美和2),中村宏
1)

耳鼻咽喉科領域にお
けるアジスロマイシン
単回投与製剤の術後
感染発症阻止効果の
検討

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.181

九州労災病院薬剤部1),
九州労災病院看護部2)

学会報告 橋口亮1),石田佳子1),
永原千絵2),八坂謙一
郎3),小松真成3),大城
雄亮3),山口征啓3)

使用届出制改定後に
おける 抗菌薬使用と
耐性菌のサーベイラ
ンス

第26回日本環境感染
学会総会（横浜,2月)
プログラム・抄録集
CD-ROM 2-O-33-4

健和会大手町病院　薬
剤部1),臨床検査部2),感
染症内科3)

学会報告 橋口亮 クラビット500mgは耐
性菌を抑制したか？

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.177

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 白井薫 エポエチンベータから
エポエキンカッパへの
切り替えによる比較
検討

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.209

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 赤松孝1),前田雅代1),
吉国健司1),小倉秀美
1),永野美智代2),城尾
邦隆3)

医薬品安全管理ラウ
ンド実施による医療
安全活動への貢献

第49回日本社会保険
医学会総会（福岡,12
月)p.135

九州厚生年金病院薬剤
部1),医療安全管理2),小
児循環3)

学会報告 小倉秀美,白石史遠,
赤松孝

集中治療室における
薬剤師の臨床的役割

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.114

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 釘原瑶子,松本恵,桑
村恒夫,赤松孝

処方オーダリングを利
用した腎機能評価お
よび処方鑑査のシス
テム構築とその評価

第5回日本腎と薬剤
研究会(北九州,9月)
講演要旨集p.82

九州厚生年金病院薬剤
部
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学会報告 桑村恒夫,當原真奈
美,杉原徹哉,赤松孝

S-1とワルファリンの
相互作用について

第9回日本臨床腫瘍
学会学術集会(横浜,7
月)講演要旨集p.403

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 白石史遠,桑村恒夫,
赤松孝

当院におけるゲフィチ
ニブの投与の実際と
その評価

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.175

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 松本恵,釘原瑶子,野
村公子,舛永絵理子,
宮本愛子,矢川結香,
吉国健司,赤松孝

九州厚生年金病院に
おけるプレアボイド報
告システムの確立

第13回日本医療マネ
ジメント学会(京都,6
月)講演要旨集p.250

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 松本恵,吉国健司,赤
松孝

透析ラウンドへの薬
剤師介入と薬物療法
適正化への貢献

第5回日本腎と薬剤
研究会(北九州,9月)
講演要旨集p.95

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 吉国健司 心臓リハビリテーショ
ンの現状と薬剤師の
関わり

第9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
（北九州,2月)講演要
旨集p.38

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 吉国健司 回復期心臓リハビリ
テーションにおける薬
剤師の役割

第17回日本心臓リハ
ビリテーション学会(大
阪,7月)講演要旨集
p.126

九州厚生年金病院薬剤
部

学会報告 吉国健司1),町田聖治
2),富田敏章2),原田桂
作3),石橋美織4),長井
恵子3),高橋浩二郎4),

 増田和久2),赤松孝1)

北九州薬剤師ハート
カンファレンスにおけ
る研修の現状とその
評価

第21回日本医療薬学
会年会（神戸,9月)講
演要旨集p.389

九州厚生年金病院薬剤
部1),小倉記念病院薬剤
部2),北九州市立八幡病
院薬剤科3),産業医科大

 学病院薬剤部4)

学会報告 福島将友,富田敏章,
町田聖治,入江利行,
増田和久

入院時持参薬におけ
る抗不整脈薬の実態
調査

第5回腎と薬剤研究
会学術大会2011(小
倉,9月)講演要旨集
p.88

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

トルバプタン錠の有用
性に関する検討

第21回医療薬学会年
会(神戸,10月)講演要
旨集p.300

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 川井友美子,入江利
行,町田聖治,増田和
久,新治嘉一

重症下肢虚血にとも
なう創部感染症を有
する透析患者へのテ
イコプラニン血中濃度
について

第28回日本ＴＤＭ学
会・学術大会(広島, 6
月)講演要旨集p.s167

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,増田和久

当院におけるダビガト
ランの処方状況の検
証

第73回九州山口薬学
大会(沖縄,11月)講演
要旨集p.153

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 橋本恵美1),富田敏章
2),宮川幸大3)

当院の電子パス導入
の現状と今後の課題

第12回日本クリニカ
ルパス学会学術大会
(東京,12月)講演要旨
集p.371

社会保険小倉記念病院
看護部1),同薬剤部2),同
リハビリテーション課3)

学会報告 町田聖治,富田敏章,
福島将友,増田和久

心臓血管外科病棟専
任薬剤師による薬物
治療への貢献および
経済的評価

医療薬学フォーラム
2011 第19回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム(旭川,7月)講演
要旨集p.167

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

腎機能低下患者に対
する薬学的支援とそ
の評価

第5回日本腎と薬剤
研究会学術大会
2011(小倉,9月)講演
要旨集p.56

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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学会報告 町田聖治 コメディカルンセッショ
ン1「多職種参加によ
る全人的心不全治
療」,心不全患者の薬
物療法における薬学
的管理

第15回日本心不全学
会学術集会(鹿児
島,10月)講演要旨集
p.213

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行 シンポジウム１ 
「ファーマシューティカ
ルケアの実践 －チー
ム医療で求められる
薬剤師の役割－」
　ICU・CCUに従事す
る薬剤師の役割

第７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
(小倉,2月)講演要旨
集p.22

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行 パネルディスカッショ
ン2「CKD進展遅延・
CVDリスク軽減に貢
献する薬剤師」
　CHDF施行患者の抗
菌化学療法における
処方設計

第5回日本腎と薬剤
研究会学術大会
2011(小倉,9月)講演
要旨集p.46

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行 特別シンポジウム　6
年制薬学生に対する
期待とキャリアパス　
－臨床現場で活躍す
る薬剤師と今後の展
望   CCUチーム医療
のなかでの薬剤師業
務と臨床研究

第28回日本薬学会九
州支部大会(福岡,12
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

学会報告 入江利行1),森田真
2), 道越淳一2),増田
和久1)

シリンジポンプの設定
流量が投与流量へ及
ぼす影響について

第73回九州山口薬学
大会(沖縄,11月)講演
要旨集p.151

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同検査部工学
課2)

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
(CHDF)におけるテイ
コプラニン(TEIC)の吸
着について

第38回日本集中治療
医学会学術集会(横
浜,2月)講演要旨集
p.368

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)

低体温療法中のシバ
リングに対する筋弛
緩薬パンクロニウム
の間歇的な使用につ
いて

第21回日本医療薬学
会年会(神戸,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 道越淳一1),森田真1),
大畑善治1),丹生治司
1),木下浩美2),入江利
行3),白井伸一4),中島
研5)

心原性心肺停止症例
に対する低体温療法
～体表面冷却と血管
内冷却との比較～

第38回日本集中治療
医学会学術集会(横
浜,2月)講演要旨集
p.448

1)社会保険小倉記念病
院工学課1,同看護部2),
同薬剤部3),同循環器科
4),同救急集中治療部5)

学会報告 道越淳一1),入江利行
2),宮脇宏3),森田真1),
古賀章太1),清田佳久
1),片山浩二1),西谷充
司1),伊藤朋晃1),鶴田
茂1),大畑善治1),丹生
治司1)

持続的血液浄化法
(CBp)におけるテイコ
プラニン(TEIC)の薬物
動態変化～pMMA膜・
pS膜での吸着率の比
較検討～

第22回日本急性血液
浄化学会学術集会
(久留米,10月)講演要
旨集p.48

小倉記念病院検査技師
部工学課1),同薬剤部2),
同麻酔科3)

学会報告 下村真代,木原理恵,
上村宅司

NSTにおける薬剤師
の役割

第65回国立病院総合
医学会（岡山,10月)講
演抄録集p.

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

学会報告 池綾子 当院での制吐剤使用
に関する検討

第16回日本緩和医療
学会学術大会（北海
道,7月)講演抄録
集,p.532

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

学会報告 池綾子 オピオイド内服時の
難治性嘔気に対して
エチゾラムが著効した
一症例

第5回日本緩和医療
薬学会学術大会（千
葉,9月)講演抄録集
p.201

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　
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学会報告 辻本朗 当院における腎機能
低下例に対する
mFOLFOX6の例

第5回日本腎と薬剤
研究会学術大会
2011(北九州,9月)講
演要旨集p.79

社会医療法人財団池友
会新小文字病院薬剤科

学会報告 辻本朗1),松野知寛2),
篠原義剛3),高橋浩二
郎3),今村陽子1),植山
寛2),中山善文4),鳥越
貴行4),山口幸二4)

mFOLFOX6療法のレ
ジメン変更理由の調
査

第21回日本医療薬学
会年会(神戸,10月)講
演要旨集p.157

社会医療法人財団池友
会新小文字病院薬剤科
1),社会医療法人財団池
友会福岡新水巻病院薬
局2),産業医科大学病院
薬剤部3),産業医科大学
第一外科4)

学会報告 廣末毅1),今村陽子1),
鹿釜久子2)

医療安全推進活動へ
の薬剤師の役割

第21回日本医療薬学
会年会(神戸,10月)講
演要旨集p.258

社会医療法人財団池友
会新小文字病院薬剤科
1),同看護部2)

学会報告 鹿釜久子1),　今村陽
子2)

医療安全ハンドブック
の効果検証

日本医療マネジメント
学会第10回九州・山
口連合大会(別府,11
月)講演要旨集p.88

社会医療法人財団池友
会新小文字病院安全管
理室1),　薬剤科2)

学会報告  花田雄一１),村岡亮2),
菅原由加里3),東田め
ぐみ3)

「チームカテコラミン」
 の立ち上げと実績～

ICUにおける薬剤使
用への薬剤師をはじ

 めとした   多職種介
入の効果～

第21回日本医療薬学
会（神戸,10月)講演要
旨集 p.364

済生会八幡総合病院薬
 剤部１)同ME部2),同看

護部3)

学会報告 齋籐暢人,蒲池英博,
山口翔,高津江梨,實
松絵美子,篠原義剛,
長浜久枝,牛尾敏彦,
高橋浩二郎

災害医療支援チーム
における薬剤師の役
割－東日本大震災を
通じて－

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.138

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 門司慶子,一木孝治,
秋山直子,石﨑由子,
高濱勧子,川道直子,
牛尾敏彦,高橋浩二郎

投薬歴ファイルと投薬
カレンダーを用いたレ
ナリドミドの適正使用
について

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.151

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 原禎博,秋山直子,實
松絵美子,齋籐暢人,
蒲池英博,篠原義剛,
日高博司,牛尾敏彦,
高橋浩二郎

産業医科大学病院に
おけるがん化学療法
に対する疑義照会に
ついて　－現状と課
題－

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.179

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 篠原義剛1),中山善文
2),鳥越貴行2),皆川紀
剛2),山口幸二2),高橋
浩二郎1)

がん化学療法に伴う
悪心･嘔吐に対する
VAS（Visual analogue 
scale)を用いた抑制効
果の評価

第21回日本医療薬学
会年会(神戸,10月)講
演要旨集p.132

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学第1
外科2)

学会報告 實松絵美子,篠原義
剛,蒲池英博,齋籐暢
人,原禎博,牛尾敏彦,
高橋浩二郎

バンコマイシンのTDM
における血清クレアチ
ニン値補正に関する
検討

北九州市,9月,第5回
日本腎と薬剤研究会
学術大会2011,講演
要旨集p.77

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 福本千裕1),中原圭一
1),藤谷真規1),有本早
織1),五郎丸剛1),江藤
精二1),篠原義剛2),原
禎博2),實松絵美子2),
高橋浩二郎2),塚田順
一3),森本浩章3),蒲池
英博2)

造血器腫瘍患者にお
けるミカファンギン血
中濃度の変動要因の
探索

第28回日本ＴＤＭ学
会･学術大会,広島
市,6月,講演要旨
（TDM研究 Vol.28 
No.3 2011 
Supplement sp.160)

福山大学薬学部１),産業
医科大学病院薬剤部2),
産業医科大学化学療法
センター・血液科3)

学会報告 豊平由美子1),坂巻路
可2),伊藤英明3),小原
剛4),高橋浩二郎5),上
野晋1),外山健二2),柳
原延章1)

柑橘系ポリフェノール
のカテコールアミン分
泌に及ぼす影響

第84回日本薬理学会
年会(横浜市,3月,講演
要旨p.149

産業医大薬理1),西南女
学院大2),産業医大リハ
ビリテーション科3), 産業
医大麻酔科4), 産業医
科大学病院薬剤部5)
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学会報告 張晗１),豊平由美子1),
上野晋1),伊藤英明２),
筒井正人３),山國徹
４),高橋浩二郎５),柳
原延章1)

柑橘性ポリメトキシフ
ラボンのノビレチンに
よるカテコールアミン
生合成,分泌への２相
性の効果

第84回日本薬理学会
年会(横浜,3月)講演
要旨集p.74

産業医大薬理1), 産業
医大リハビリテーション
科2),琉球大学薬理3), 
東北大学薬理4), 産業
医科大学病院薬剤部5)

学会報告 柳原延章1),張晗1),豊
平由美子1),上野晋1),
筒井正人２),高橋浩二
郎3)

カテコールアミンシグ
ナリングにおける直物
フラボノイドの新しい
薬理作用

第84回日本薬理学会
年会(横浜,3月)講演
要旨集p.43

産業医大薬理1),琉球大
学薬理2),産業医科大学
病院薬剤部3) 

学会報告 坂巻路可１),豊平由美
子2),高橋浩二郎3),外
山健二１),柳原延章2)

ノルハルマンは副腎
髄質細胞におけるカ
テコールアミン生合
成・分泌を抑制する

第5回トランスポー
ター研究会九州支部
（宮崎,9月）講演要旨
集p.38

西南女学院大1),産業医
大薬理2), 産業医科大
学病院薬剤部3)

学会報告 坂巻路可１),豊平由美
子2),小原剛3),稲垣博
英2),高橋浩二郎4),上
野晋2),外山健二１),柳
原延章2)

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フ
ラボノール類ケルセチ
ンやケンフェロールの
作用

第23回産業医科大学
学会総会(北九州,10
月)講演要旨集p.32

西南女学院大1),産業医
大薬理2), 産業医学麻
酔科3),産業医科大学病
院薬剤部4) 

学会報告 伊藤英明1),豊平由美
子2),上野晋2),佐伯覚
1),高橋浩二郎3),蜂須
賀研二1),柳原延章2)

ニコチンの長期作用
はウシ副腎髄質細胞
においてノルエピネフ
リントランスポーター
を介したノルエピネフ
リン再取り込みを促進
する

第5回トランスポー
ター研究会九州部会
(宮崎,9月)講演要旨
集p.37

産業医大リハビリテー
ション科1) , 産業医大薬
理2), 産業医科大学病
院薬剤部3)

学会報告 伊藤英明1),豊平由美
子2),上野晋2),佐伯覚
1),高橋浩二郎3),筒井
正人4),蜂須賀研二1),
柳原延章2)

ニコチン持続処理に
よりウシ副腎髄質細
胞においてCa2+依存
性にノルエピネフリン
トランスポーター機能
が促進する

第84回日本薬理学会
年会(横浜,3月)講演
要旨集p.185

産業医大リハビリテー
ション科1) ,産業医大薬
理2) ,産業医科大学病
院薬剤部3) ,琉球大薬

学会報告 井手飛香1),山内浩子
2),下村真代3),上村宅
司3)

オピオイドによる離脱
症候群かレストレス
レッグス症候群かの
判別がつかず薬剤選
択に難渋した1例

第5回日本緩和医療
薬学会年会(千葉市,9
月)講演要旨集p.172

産業医科大学若松病院
1),独立行政法人国立病
院機構　九州医療セン
ター2),独立行政法人国
立病院機構小倉医療セ
ンター3)

学会報告 末吉宏成,山田真裕,
栢由起子,村上由花,
松田亜希子,山原梢,
和田佳菜子,村本眞由
美,山田真貴

外来化学療法セン
ターにおける腎機能
低下患者への体表面
積未補正GFRを用い
たゾレドロン酸投与量
設定の有用性

第9回日本臨床腫瘍
学会（横浜,7月)プログ
ラム抄録集p.118

北九州市立医療セン
ター薬剤科

学会報告 末吉宏成1),宮崎翔平
2),佐藤宏樹2),三木晶
子2),桑村恒夫3),篠原
義剛4),清水裕彰5),持
永早希子6),堤一貴7),
荒木哲也8),山田真貴
1),赤松孝3),髙橋浩二
郎4),冨澤達5),藤戸博
6),鶴田美恵子7),竹本

 伸輔8),堀里子2),澤田
 康文2)

症例収集・解析から
見えてくるワルファリ
ンとティーエスワンの
相互作用の特徴

第21回日本医療薬学
会（神戸,9月)講演要
旨集p.292

北九州市立医療セン
ター薬剤科1),東京大学
大学院薬学系研究科2),
九州厚生年金病院薬剤
部3),産業医科大学病院
薬剤部4),国立病院機構
九州がんセンター薬剤
部5),佐賀大学医学部附
属病院薬剤部6),久留米
大学病院薬剤部7),飯塚
病院薬剤部8)

学会報告 末吉宏成,山田真裕,
栢由起子,村上由花,
松田亜希子,山原梢,
和田佳菜子,村本眞由
美,山田真貴

腎機能低下患者への
体表面積未補正GFR
を用いたゾレドロン酸
投与量設定の有用性

第5回日本腎と薬剤
研究会学術集会（北
九州,9月)プログラム
予稿集p.74

北九州市立医療セン
ター薬剤科

学会報告 山田真裕,末吉宏成,
米谷頼人,高橋昭弘,
村本眞由美,山田真貴

当院外来化学療法患
者におけるオピオイド
使用状況調査

第5回日本緩和医療
薬学会年会（千葉,9
月)講演要旨集p.167

北九州市立医療セン
ター薬剤科
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学会報告 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
り組みについてのア
ンケート調査～2005
年と2010年の比較～

日本薬学会第131年
会（静岡,3月)講演要
旨集p.225

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)

学会報告 大内かおり1)2),原田
桂作3),竹内有花2),増
渕真友美2),真野泰成
1)2),廣澤伊織1)2),加
藤芳徳1)2),田島正教
1)2),山田治美1)2),小
瀧一1)2),旭満里子
1)2)

がん化学療法施行患
者のQOLにおける薬
学的介入効果の検討

第1回国際医療福祉
大学学会学術大会
（大田原,9月)プログラ

 ム･抄録集p.100

国際医療福祉大学薬学
部1),同大学院薬科学研
究科2),北九州市立八幡
病院薬剤科3)

学会報告 大内かおり1)2),原田
桂作3),竹内有花2),増
渕真友美2),真野泰成
1)2),廣澤伊織1)2),加
藤芳徳1)2),田島正教
1)2),山田治美1)2),小
瀧一1)2),旭満里子
1)2)

がん化学療法施行患
者の不安・抑うつに対
する薬剤管理指導の
評価

第5回日本緩和医療
薬学会年会（千葉,9

 月)講演要旨集p.42

国際医療福祉大学薬学
部1),同大学院薬科学研
究科2),北九州市立八幡
病院薬剤科3)

学会報告 原田桂作1),宮野佳子
1),坂本佳子1),長井惠
子1),大江宣春2)3)

糖尿病患者の意識調
査～行動変容と不
安・抑うつ～

第21回日本医療薬学
会年会（神戸,10月)講
演要旨集p.357

北九州市立八幡病院薬
剤科1),同内科2),遠賀中
間医師会立おんが病院
内科3)

学会報告 植木哲也1),毛利由佳
1),坂本佳子1),長井惠
子1),中嶋弥穂子2),中
嶋幹郎3)

腎機能低下と食事摂
取不良に関連したジ
スチグミン臭化物の
有害事象を薬剤師の
関与により回避した１
症例

第5回日本腎と薬剤
研究会学術大会2011
（小倉,9月)予稿集 
p.87

北九州市立八幡病院薬
剤科1),崇城大学薬学部
医療薬学講座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),坂本佳子
1),毛利由佳1),小山泉
1),宮野佳子1),谷﨑房
代1),平林友紀子1),水
上靖子1),原田桂作1),
姫野英二1),福永竜一
1),山本朗子1),田﨑奈
緒子1),橋口靖1),山下
正義1),長井惠子1),中
嶋弥穂子2),中嶋幹郎
3)

入院患者に対する薬
学的介入の異なる病
棟間での比較

第21回日本医療薬学
会年会（神戸,10月)講
演要旨集 p.295

北九州市立八幡病院薬
剤科1),崇城大学薬学部
医療薬学講座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  田﨑奈緒子 インスリン自己注射手
技の入院時と退院時
の比較調査

第49回日本糖尿病学
会九州地方会（福
岡,10月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

学会報告 池永愛1), 溝口玄一
郎1), 山田隆士1),濱
松久美子2), 峯崎智
久2), 平野亮子2), 村
田篤嗣2), 藤本良士
2)  

患者への意識調査か
らみたリラグルチド服
薬指導の検討

第49回日本糖尿病学
会九州地方会(福
岡,10月)講演要旨集
p. 106

国家公務員共済組合連
合会　新小倉病院薬剤

 科1)国家公務員共済組
合連合会　新小倉病院
糖尿病センター2) 

学会報告 岩尾恭寛,白川哲,植
山寛

腎機能低下患者に対
する薬剤使用チェック
システムの構築

第21回日本医療薬学
 会年会（神戸,10月)講

演要旨集p.279

福岡新水巻病院薬局
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学会報告 白川哲,中尾圭裕,岩
尾恭寛,植山寛

電子カルテと連動した
「処方箋鑑査シート」

 発行システムの構築
～簡便かつ精確な処
方鑑査業務を目指し
て～

第21回日本医療薬学
 会年会（神戸,10月)講

演要旨集p.260

福岡新水巻病院薬局

学会報告 植木美歩,白畑美穂,
鶴岡晴菜,白川哲,中
尾圭裕,岩尾恭寛,植
山寛

ハイリスク薬チェック
シートのを用いたお薬
手帳の活用

第21回日本医療薬学
 会年会（神戸,10月)講

演要旨集p.373

福岡新水巻病院薬局

学会報告 後藤渉1),海塚安郎2) 全身熱傷後の真菌感
染コントロール不良患
者に対する栄養・感
染管理アプローチの１
例

第26回日本静脈経腸
栄養学会（名古屋,2
月)抄録集p.385

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 海塚安郎1),後藤渉2) NSTを根幹に据えた
院内リスクマネージメ
ントの現状―アウトカ
ムとしての感染指標9
年間の推移―

第26回日本静脈経腸
栄養学会（名古屋,2
月)抄録集p.252

新日鐵八幡記念病院救
急・集中治療部1),同薬
剤部2)

学会報告 後藤渉 NSTにおける薬剤師
の専門性と役割

第7回九州山口薬学
会ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｹｱｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（北九州,2月)
抄録集p.34

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

学会報告 小柳悟1),後藤渉2),井
福誠1),横山絵里1),赤
嶺孝祐1),松永直哉1),
大戸茂弘1)

バンコマイシン後発品
の製剤学的および薬
物動態学的同等性に
関する検討

医療薬学フォーラム
2011(旭川,7月)抄録
集p.189

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 山本瞳1),松本知子1),
山澤理恵子1),中村宇
大2)

インスリンリスプロ1日
3回注射法の有効性
の検討

第49回日本糖尿病学
会九州地方会 (福
岡,10月)プログラム･
抄録集p.123

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同糖尿病内科2)

学会報告 秋山耕治1),一瀬千紘
2),森葉子3),山澤理恵
子1)

がん化学療法におけ
る調剤薬局での服薬
指導の問題点につい
て

第73)回九州山口薬
学大会 (沖縄,11月)プ
ログラム･抄録集

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),長崎国際大学薬
学部2),福岡大学薬学部
3)

学会報告 山本瞳1),松本知子1),
山澤理恵子1),中村宇
大2)

インスリンリスプロ1日
3回注射法の有効性
の検討

第73回九州山口薬学
大会 (沖縄,11月)プロ
グラム･抄録集p.175

新日鐵八幡記念病院薬
剤部1),同糖尿病内科2)

学会報告 小柳悟1),後藤渉2),井
福誠1),横山絵里1),赤
嶺孝祐1),松永直哉1),
大戸茂弘1)

バンコマイシン後発品
の製剤学的および薬
物動態学的同等性に
関する検討

第73)回九州山口薬
学大会 (沖縄,11月)プ
ログラム･抄録集

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 後藤元子1),池永千寿
子2),岩松希美2),松尾
裕美1),東久美1),松本
知子2),田中旬子3)

リンパ浮腫予防のた
めのチームアプロー
チ

第19回日本乳癌学会
学術総会（仙台,9月)
プログラム･抄録集
p.441

新日鐵八幡記念病院　
看護部1),診療技術部2),
外科3)

学会報告 松本知子1),上里祥代
1),秋山耕治1),山澤理
恵子1),岩元由佳2),後
藤元子2),東久美2),田

 中旬子3),東秀史3)

がん化学療法の安全
管理への取り組み

第19回日本乳癌学会
学術総会（仙台,9月)
プログラム･抄録集
p.434　

新日鐵八幡記念病院　
薬剤部1),看護部2),外科
3)

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),岩元由佳2),東
久美2),大瀬真弓2),田

 中旬子3),東秀史3)

がん化学療法の安全
管理への取り組み

第20回医療薬学会年
会（神戸,9月)プログラ
ム･抄録集p.155

新日鐵八幡記念病院　
薬剤部1),看護部2),外科
3)

学会報告 佐藤大惣 プレアボイド事例にみ
る薬剤管理指導を通
した薬剤師の役割

第5回日本腎と薬剤
研究会学術大会 (北
九州,9月)プログラム･
予稿集p.47

新日鐵八幡記念病院薬
剤部
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学会報告 芳野美和,阿部雅雄 プレガバリン初回投
与における服薬アドヒ
アランス継続率の実
態調査と服用前に実
施する薬剤管理指導
の有意性

第73回九州山口薬学
 大会（沖縄,10月)講演

要旨集p.120

戸畑共立病院薬剤科

学会報告 橋本治 ブシラミンによる黄色
爪症候群の一例

第73回九州山口薬学
大会（沖縄,11月)講演
要旨集p.193

戸畑けんわ病院薬剤科

学会報告 大石博美,星野正俊,
坂井浩,国友美穂,末
田智子,西際賢治

救急外来における調
剤薬局の取り組み

第73回 九州山口薬
 学大会（沖縄,11月)講

演要旨集p.144

八幡薬剤師会薬局

研修会 後藤康秀  癌性疼痛治療薬剤①
総論

院内看護研修会（北
九州,12月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤科

研修会 後藤康秀  癌性疼痛治療薬剤②
換算とタイトレーション

院内看護研修会（北
九州,12月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤科

研修会 小橋亮 病院の薬と市販の薬 健康いきいきセミナー
（北九州,12月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 小倉秀美 九州厚生年金病院に
おけるNSTの現状に
ついて

第10回北九州NST研
究会（北九州,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 小山田純治 長期実務実習２期を
終えて

第209回洞薬会例会
（北九州,3月)

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

研修会 小山田純治 注意が必要な薬剤に
ついて

院内医療安全研修会
（北九州,12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 薬剤師が取得できる
認定制度について

国立病院機構新規採
用者薬剤師研修会
（福岡,5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NST研修会（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 上村宅司 知っておくべき薬剤の
知識と危険性

院内静脈注射研修会
（北九州,10月,11月,12
月）

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

研修会 栗田麻奈美 インスリン療法の基礎 新人看護職員フォ
ローアップ研修会（小
倉,7月)

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

研修会 中島愛, 小山田純治, 
上村宅司

当院における５S活動
のとりくみと今後の課
題

第35回九州地区国立
病院薬剤師会薬学研
究会（熊本,7月)

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

研修会 中島愛 抗がん剤の副作用に
ついて

院内看護師勉強会
（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 青木資子 小倉医療センターに
おける治験の状況

平成23年度 治験･臨
床研究に関する医師
対象研修（北九州,,11
月)

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

研修会 泉谷幸男 副作用の早期発見に
 向けて～ハイリスク薬

を中心として～

八幡薬剤師会学術研
修会（北九州,,12月)

済生会八幡総合病院薬
剤部

研修会 末吉宏成 がんの集学的治療に
おける薬剤師の役割
と取り組み

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 末吉宏成 もっと知って欲しい！
抗がん剤のこと「抗が
ん剤の安全管理」

市民公開講座（北九
州,5月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 末吉宏成 薬ｰ抗がん剤とは 乳がん患者会 あすか
の会（北九州,7月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科
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研修会 末吉宏成 乳がんレジメンの安
全管理

第4回外来化学療法
チーム研究会（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 がん化学療法につい
て-病院薬剤師の立
場から-

第4回小倉緩和ケア
ミーティング(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 抗がん剤の薬理をわ
かりやすく

平成23年度がん化学
療法学習会(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 経口抗がん剤による
皮膚障害

小倉薬剤師会　薬薬
連携研修会(北九州,9
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 米谷頼人 経口抗がん剤の安全
管理

第82回洞薬会中小病
院懇話会(八幡,11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

第83回洞薬会中小病
院懇話会(行橋,11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

第84回洞薬会中小病
院懇話会(小倉,11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
おける薬薬連携実現
への取り組み

北九州薬学フォーラ
ム2011(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 抗がん剤の薬理 平成23年度市立病院
薬剤師協議会学習会
(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 血糖を下げる�様々な
治療薬と低血糖

市民公開講座（北九
州,6月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 山田真裕 医薬品の安全管理 院内医薬品安全管理
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 山田真裕 がん性疼痛治療への
薬学的介入と薬薬連
携に向けての課題

小倉薬剤師会　薬薬
連携研修会(北九州,7
月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 山田真裕 医療用麻薬及び取扱
いに注意を要する医
薬品について

院内医療安全研修会
（北九州,8月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 山田真裕 麻薬導入時の適正処
方について

院内医療安全研修会
（北九州,9月)

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 山原梢 循環器領域で使う薬
について

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 原田桂作 みんなで考えよう　糖
尿病編

北九州市立病院勤務
薬剤師協議会勉強会
（北九州,,4月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 原田桂作 がん化学療法登録レ
ジメンとその運用～薬
剤科がミキシングを始
めるにあたって～

平成23年度第1回八
幡病院医療安全研修
会（北九州,7月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 原田桂作 がん化学療法勉強会
～経口抗がん剤につ
いて～

北九州市立八幡病院
外科病棟勉強会（北
九州,9月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 福永竜一 かぜの漢方療法（治
験2例)

平成23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

研修会 福永竜一 滋腎明目湯の治験例
の検討

平成23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
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研修会 福永竜一 漢方治療治験3症例
の検討

平成23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 福永竜一 加味逍遙散の応用と
治験例の検討

平成23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 福永竜一 四逆散の応用の実際
と処方検討

平成23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 植木哲也 平成22年抗菌薬使用
状況報告とTDM

平成23年第2回八幡
病院ICT講習会およ
び院内感染対策講習
会（北九州,5月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 植木哲也 血中薬物濃度とTDM
解析（薬剤師の現場
から)

福岡県臨床衛生検査
技師会北九州支部生
物化学分析部門「9月

  勉強会」（北九州,9月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 山本朗子 近の糖尿病事情－
市立八幡病院の場合
－

八幡薬剤師会学術研
修会～ハイリスク薬

 ～（北九州,7月)

北九州市立八幡病院薬
剤科

研修会 坂本佳子 研修報告 NSTランチタイムミー
ティング（北九州,6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
における細菌汚染,分
散性,味覚・服用感に
関する調整方法の改
善

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 秋山耕治 当院における制吐療
法の取り組みと評価

がん治療支持療法支
援セミナー in 春の町
（北九州,2月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 秋山耕治 がん化学療法の特徴
と薬薬連携について

八幡薬剤師会ハイリ
スク薬研修会（北九
州,5月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 当院NSTの実際と課
題

第61回北九州栄養薬
物研究会（北九州,6
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 後藤渉 栄養サポートチーム
加算 －現状と課題-

第11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 後藤渉 バンコマイシン後発品
の製剤学的および薬
物動態学的同等性に
関する検討

第11回クリニカルイン
フォ21・創薬/育薬研
究会セミナー（福岡,11
月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 塩川佐保 循環器科での服薬指
導

北九州心臓リハビリ
テーションセミナー（北
九州,11月)

新日鐵八幡記念病院薬
剤部

研修会 阿部雅雄 アブラキサンの調製
のポイント

北九州アブラキサン
講演会(北九州,4月)

戸畑共立病院薬剤科

研修会 綿島宏文 危険な薬剤 医療安全研修会,院内
(北九州,1月)

門司メディカルセンター
薬剤部

研修会 綿島宏文 医薬品安全性情報等
の実践と管理体制加
算について

福岡県中小病院筑豊
支部懇話会講演(飯
塚,2月)

門司メディカルセンター
薬剤部

研修会 初田輝 オーダリング機能を利
用した薬剤管理指導
業務の現状

九州山口地区労災病
院薬剤部会研修会
(飯塚,6月)

門司メディカルセンター
薬剤部

研修会 西田直史 THE GE　ジェネリック
について

看護部教育研修会,院
内,(北九州,7月)

門司メディカルセンター
薬剤部
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研修会 綿島宏文 注意の必要な薬剤 医薬品安全管理研修
会,院内,(北九州,8月)

門司メディカルセンター
薬剤部

研修会 釘原瑶子 処方オーダリングシス
テムを利用した腎機
能評価および処方鑑
査のシステム構築と

 その評価

第9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,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 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18回北部九州腎と
薬剤研究会(北九州,1
月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 当院における実務実
習の現状

第207回洞薬会例会
(北九州,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 分子標的治療薬への
薬剤師の関わり

北九州CMLフォーラ
ム(北九州,5月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 桑村恒夫 抗がん剤調剤時の
チェックポイント

第8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,7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2011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 當原真奈美 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３回福岡県病院薬
剤師会学術大会(福
岡,3月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 本間敦子 災害派遣医療チーム
に薬剤師は必要か？

第208回洞薬会例会
（北九州,7月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 内服自己管理につい
て

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 吉国健司 心臓リハビリテーショ
ンの現状と薬剤師の
関わり～循環器ハイ
リスク薬の薬学的管
理～

八幡薬剤師会学術研
修会(北九州,4月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 抗凝固療法の現状と
課題

第82回洞薬会中小病
院懇話会（八幡,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 抗凝固療法の現状と
課題

第83回洞薬会中小病
院懇話会（行橋,11月)

九州厚生年金病院薬剤
部

研修会 吉国健司 抗凝固療法の現状と
課題

第84回洞薬会中小病
院懇話会（小倉,11月)

九州厚生年金病院薬剤
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

小倉記念病院脳外科
看護師研修会（北九
州,11月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 今田光栄,福島将友 ハイリスク薬,抗血栓
薬,注射薬配合変化に
ついて

小倉記念病院2年目
看護師研修会（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1),道越淳一
2),増田和久1)

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

第3回福岡県病院薬
剤師会学術大会(福
岡,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同検査技師部
2)

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（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 入江利行 集中治療領域での薬
の使い方

熊本県栄養・薬物研
究会 第14回学術講
演会(熊本,5月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗不整脈薬の使用と
注意点

洞薬会中小病院懇話
会(八幡,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗不整脈薬の使用と
注意点

洞薬会中小病院懇話
会(苅田,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 入江利行 抗不整脈薬の使用と
注意点

洞薬会中小病院懇話
会(小倉,7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

小倉記念病院医局
フォーラム（北九州,7

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(静
脈注射・輸液管理)

小倉記念病院静脈注
射・輸液管理指導者
研修（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 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（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 臨床薬理学　クリティ
カル領域で使用され
る薬剤の知識

2011年度西南女学院
大学　認定看護師教
育課程「集中ケア」
（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 不整脈治療薬の薬効
機序について

福岡県臨床工学技士
会　第5回ペースメー
カ業務研究会(福
岡,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 川井友美子 プラザキサについて 小倉記念病院病棟看
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 川井友美子 プラザキサについて 小倉記念病院病棟看
護師研修会（北九州,7
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 川井友美子 鎮痛薬について(麻
薬,種類,副作用など)

小倉記念病院看護師
研修会（北九州,10月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 岸川春樹 がん化学療法につい
て

小倉記念病院新人看
護師対象院内勉強会
（北九州,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 清水誉志 PPIについて 小倉記念病院病棟看
護師研修会（北九州,7
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 清水誉志 胃がん化学療法施行
患者に対する栄養管
理の一例

第11回北九州NST研
究会（北九州,8月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 清水誉志 制吐薬－適正使用ガ
イドライン

小倉記念病院病棟看
護師研修会（北九州,8
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章 ワーファリンとプラザ
キサについて

小倉記念病院循環器
病棟看護師研修会
（北九州,6月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 富田敏章　 当院における「サムス
カ錠」の症例報告

大塚製薬社内研修会
(北九州,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 平野真健 呼吸器化学療法につ
いて

小倉記念病院病棟研
修会（北九州,3月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 平野真健 喘息の薬について 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 細川秀則 抗癌剤の副作用と対
策

小倉記念病院医局
フォーラム（北九州,3

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 小倉記念病院新人看
護師研修会（北九州,5
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 おくすりの話 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 臨床薬理学　薬理学
の基本

2011年度西南女学院
大学　認定看護師教
育課程「集中ケア」(小
倉,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 医薬品事故の傾向と
対策

福岡県看護協会平成
24年度養成研修　医
療安全管理者コース
(福岡,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 「腎臓病の薬との上
手な付き合い方」－腎
臓を護り健康寿命を
のばすために－

県民健康づくりセミ
ナー（福岡,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 増田和久 近の医療事故と対
応

小倉記念病院医療安
全担当看護師研修会
（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 テイコプラニン(TEIC；
注射用タゴシッド)の 
loading doseについて

小倉記念病院医局
フォーラム（北九州,12
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 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)

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
中濃度について

第3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1),同心臓血管外
科2)

研修会 町田聖治 循環器用薬について 小倉記念病院新人看
護師研修会（北九州,5
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（北九州,1月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 糖尿病の薬物療法 小倉記念病院看護師
研修会（北九州,7月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 丸子浩 福岡県・佐賀県糖尿
病療養指導士認定の
ための研修会

福岡県・佐賀県糖尿
病療養指導士会　中
央認定委員会（北九
州,8月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友 ハンプとミルリーラに
ついて

小倉記念病院循環器
病棟看護師研修会
（北九州,5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
薬物療法の基礎

小倉記念病院新人看
護師研修会（北九州,8
月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友 薬剤に関する知識(静
脈注射・輸液管理)

小倉記念病院静脈注
射・輸液管理指導者
研修（北九州,9月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

研修会 福島将友,今田光栄 ハイリスク薬,抗血栓
薬,注射薬配合変化に
ついて

小倉記念病院2年目
看護師研修会（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,富田敏章,
町田聖治,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

北九州薬学フォーラ
ム2011（北九州,11月)

社会保険小倉記念病院
薬剤部
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研修会 下村真代 栄養輸液について 福岡女子大学(福
岡,12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 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,産業医科大学病
院(北九州,6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,産業医科大学病
院(北九州,8月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 高橋浩二郎 薬剤のインシデント事
例

第5回医薬品安全セミ
ナー,産業医科大学病
院(北九州,2月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原義剛 がんってどんな治療
法があるのだろう？

若松地域ケア研修会
(北九州,8月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原義剛 がん化学療法への薬
剤師としての取組み

化学療法セミナー,産
業医科大学病院(北
九州,７月)

産業医科大学病院薬剤
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
（北九州,7月)

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 中尾圭裕 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～

北九州薬学フォーラ
ム2011(北九州,11月)

福岡新水巻病院 薬局

雑誌掲載 川崎美紀 人と人 <人のことばを
｢糧」にして>

週刊　薬事新報（平成
23年7月21日　第2691
号)p38

小波瀬病院薬剤部

雑誌掲載 吉国健司 心臓リハビリテーショ
ン看護に生かす他職
種の視点・テクニック 
第３回 薬剤師—心リ
ハ患者の入院から退
院まで 

呼吸器・循環器急性
期ケ
ア,Vol.11.No.1,pp.90-
94,2011

九州厚生年金病院薬剤
部

雑誌掲載 吉国健司 心臓リハビリテーショ
ン看護に生かす他職
種の視点・テクニック 
第４回 薬剤師—心リ
ハ患者の退院後

呼吸器・循環器急性
期ケ
ア,Vol.11.No.2,pp.92-
96,2011

九州厚生年金病院薬剤
部

雑誌掲載 町田聖治,増田和久 病気と薬パーフェクト
ガイド2011,虚血性心
疾患(狭心症・心筋梗
塞) 

薬局,2011年3月増刊
号,pp.248-253,2011

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 病気と薬パーフェクト
ガイド2011,高血圧

薬局,2011年3月増刊
号,pp.315-319,2011

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 「薬局」高血圧症 薬局Vol 62,2011年6
月,pp.3147-3153,2011

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 「透析ケア」各治療薬
の飲みかたを押さえ
よう－1 降圧薬 

透析ケア 17  11
月,pp.1058-1063,2011

社会保険小倉記念病院
薬剤部

雑誌掲載 下村真代 救命救急センターか
ら経口摂取に向けて

月刊薬事
（53)p120,2011

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤科 　　

雑誌掲載 花田雄一  同効薬の比較―済生
会八幡総合病院にお
ける採用薬について

 ―第2回　消化性潰瘍
治療薬

済生会八幡総合病院
医学雑誌,2,pp.69-
79,2011

済生会八幡総合病院薬
剤部
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雑誌掲載 水戸浩司 平成22年度　がん専
門薬剤師研修事業講
義研修集中教育講座
～福岡会場に参加し
て～

福岡県病院薬剤師会
会誌 No.175 p.2

北九州市立医療セン
ター薬剤科

雑誌掲載 和田佳菜子 第33回くすりのセミ
ナー福岡に参加して

福岡県病院薬剤師会
会誌 No.177 p.30

北九州市立医療セン
ター薬剤科

雑誌掲載 植木哲也 第45回ASHpミッドイ
ヤー臨床薬学会議に
参加して

日本病院薬剤師会雑
誌, 47(4), 457−458, 
2011

北九州市立八幡病院薬
剤科

雑誌掲載 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
における細菌汚染,分
散性,味覚・服用感に
関する調整方法の改
善

九州薬学会会報, 65, 
63-66, 2011

北九州市立若松病院薬
剤科

雑誌掲載 檜田房男 人と人（患者と医療を
結ぶ”人”と”人”)

週間薬事新報　第
2682号　5月19日
　p.38

町立芦屋中央病院薬局

雑誌掲載 植山寛,末永拓也,中
尾圭裕

合同カンファレンスを
通じた薬薬連携　　薬
物治療の質向上と薬
剤師のスキルアップ

pharma Scope（田辺
 三菱製薬)Vol.13 

OCTOBER 2011

福岡新水巻病院 薬局

著書 森友英治 病院薬剤師のあるべ
き業務への取り組み
（注射剤の処方せん
に基づく調剤の実施)

病院薬剤師業務推進
実例集2-薬剤師を活
用するチーム医療の
推進に向けて中小病
院の成事例を中心に
-pp,66-68,2011,株式
会社薬ゼミ情報教育
センター

香月中央病院薬局

著書 辻本朗1)（一般社団
法人日本病院薬剤師
会中小病院委員会編
集)

医薬品の採用に必要
な情報の収集と提供
　薬剤師主体の情報
提供を目指して

病院薬剤師業務推進
実例集②薬ゼミファー
マブック

社会医療法人財団池友
会新小文字病院薬剤科
1)

著書 岩尾恭寛 一歩進んだ入院時持
 参薬管理－ＴＤＭの

視点で行う持参薬
チェック

病院薬剤師業務推進
実例集②薬ゼミファー
マブック

福岡新水巻病院薬局

論文 白石貴寿 耳鼻咽喉科領域にお
ける術後感染発症阻
止抗菌薬としてのア
ジスロマイシン単回投
与製剤の有用性につ
いて

日本職業・災害医学
会会誌,59(5):232-
237,2011

九州労災病院薬剤部

論文 白石貴寿 アジスロマイシン単回
投与製剤の術後感染
予防薬としての使用
評価

月刊薬
事,53(8):1215,2011

九州労災病院薬剤部

論文 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)

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
漿中濃度について 

TDM研究,28(2),pp.51
-59,2011

社会保険小倉記念病院
薬剤部1),同心臓血管外
科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

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

Case-controlled 
Study on Risk 
Factors for the 
Development of 
Constipation in 
Hospitalized patients

Yakugaku Zasshi, 
131(3), 469−476, 
2011

1) Department of 
pharmacy, Kitakyushu 
City Yahata Hospital, 2) 
Department of Internal 
Medicine, Kitakyushu 
City Yahata Hospital, 3) 
Department of Clinical 
pharmacy, Graduate 
School of Biomedical 
Sciences, Nagasaki 
University

論文 Ueki T.1,3), Nagai 
K.1), Mizukami Y.1), 
Takahashi A.1), Ooe 
N.2), Nakashima M.3), 
et al.

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

Yakugaku Zasshi, 
131(8), 1225-1232, 
2011

1) Department of 
pharmacy, Kitakyushu 
City Yahata Hospital, 2) 
Department of Internal 
Medicine, Kitakyushu 
City Yahata Hospital, 3) 
Department of Clinical 
pharmacy, Graduate 
School of Biomedical 
Sciences, Nagasaki 
University

その他 入江利行 CCU専任薬剤師の役
割

ラジオNIKKEI病薬ア
ワー(4月 on air)

社会保険小倉記念病院
薬剤部

16/16 ページ


