
洞薬会業績集2015：2015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 中村美保子，片山美幸，石
本真弓，植木幸子

当薬局における薬品鑑
別機の活用とヒヤリハット
事例の検討

第４８回日薬学術大会
（鹿児島，１１月）講演
要旨集　p.２９２

ウエキ薬局

学会報告 橋口亮 TEICの初回高用量負荷
投与法構築への模索

第63回日本化学療法
学会総会（東京，6月）
日本化学療法学会雑
誌Vol.63 supplement-
A 2015 第63回日本化
学療法学会総会特集
号p.158

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 橋口亮 PCGの安定性評価に基
づいた持続投与の実践

第64回日本感染症学
会東日本地方会学術
集会，第62回日本化
学療法学会東日本支
部総会 合同学会（北
海道，10月）講演要旨
集p.113

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 川崎美紀1)，赤星正二郎
2)，有田忍2)

入退院時のシームレスな
薬物療法における骨粗
鬆症リエゾンサービス介
入の可能性

第17回日本骨粗鬆症
学会（広島，9月）プロ
グラム抄録p.309

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部1)，
整形外科2)　　　　　　　　

学会報告 吉永裕助，川崎美紀 病棟専任薬剤師と保険
薬剤師による双方向の
情報提供を実践した訪
問薬剤管理指導の一例

第8回日本在宅薬学会
学術大会（千葉，7月）
講演抄録p.168

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 川崎美紀，田代ともみ 褥瘡担当薬剤師と病棟
専任薬剤師の協働に向
けた取り組み

第17回日本褥瘡学会
（宮城，8月）学術集会
抄録p.369

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 永渕由香里，仲本あゆみ，
川崎美紀

当院における腎機能に
応じた処方提案と薬剤の
適正使用調査

第9回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総
会2015（宮城，10月）
講演要旨集p.161

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 川崎美紀，林智美，永渕由
香里

医薬品の安全使用に向
けて～医師，医師事務
作業補助者，病棟専任
薬剤師による協働～

第10回医療の質・安全
学会学術集会（千葉，
11月）抄録集p.261

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 川崎美紀 中小病院で実践するフィ
ジカルアセスメントを活か
した処方提案

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.58

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 平川裕美子，早野絢子，川
崎美紀

当院のがん化学療法に
おける薬剤師の役割～B
型肝炎ウイルス再活性化
予防における介入～

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.433

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
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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 植木哲也1)4)，橋口靖1)，
村本眞由美2)，城戸宏史
3)，中嶋幹郎4)

自治体病院における病
院薬剤師の職務満足度

第54回全国自治体病
院学会（北海道，10
月）講演要旨集p.173

北九州市立医療セン
ター薬剤課1)，北九州
市立八幡病院薬剤課
2)，北九州市立大学大
学院マネジメント研究科
3)，長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科4)

学会報告 植木哲也1)11)，橋口靖1)，
村本眞由美2)，竹本伸輔
3)，金澤康範3)，山澤理恵
子4)，浅原稔生5)，溝口玄
一郎6)，川崎美紀7)，小田
桂子8)，中嶋弥穂子9)，城
戸宏史10)，中嶋幹郎11)

病院薬剤師の職務満足
度に関する多施設アン
ケート調査

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.205

北九州市立医療セン
ター薬剤課1)，北九州
市立八幡病院薬剤課
2)，飯塚病院薬剤部3)，
製鉄記念八幡病院薬剤
部4)，産業医科大学病
院薬剤部5)，新小倉病
院薬剤部6)，小波瀬病
院薬剤部7)，ＪＲ九州病
院薬剤科8)，崇城大学
薬学部9)，北九州市立
大学大学院マネジメント
研究科10)，長崎大学大
学院医歯薬学総合研究

 科11)

学会報告 宮崎晶，植木哲也，和田佳
菜子，松田亜希子，高橋昭
弘，橋口靖

血液内科病棟における
薬剤師介入の検討

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.382

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 村上由花1)2)，宮崎晶
1)2)，谷岡直子1)，田中裕
之1)，中山七重1)，眞柴晃

ダプトマイシン投与患者
におけるクレアチンキ
ナーゼモニタリングの必
要性

第30回日本環境感染
会学総会・学術集会
（兵庫，2月）講演要旨
集p.372

北九州市立医療セン
ター感染対策チーム1)，
薬剤科2)

学会報告 俵口奈穂美1)2)，小林大介
2)，窪田敏夫2)，島添隆雄
2)

先天性聴覚障害者に対
するお薬教室の効果

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.221

北九州市立医療セン
ター薬剤課1)，九州大
学大学院薬学研究院臨
床育薬学分野2)

学会報告 原田桂作1)3)4)，末吉宏成
1)3)，山本朗子1)，坂本佳
子1)，野口純也2)3)，木戸
川秀生2)3)，岡本好司
2)3)，村本眞由美1)，名倉
弘哲4)

肝動脈化学塞栓療法
（TACE）施行時の有害
事象の発現状況と不安・
抑うつの評価

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.423

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1)，同
外科2)，同消化器肝臓
病センター3)，岡山大学
大学院医歯薬学総合研
究科4)

学会報告 今村陽子，中島一，大治万
喜子，堂薗吉彬，鮫島恵
介，福田恭輔，岡仁美，松
尾麻美，坂井蘭，大石貴
裕，池田浩和，髙橋浩二郎

北九州総合病院におけ
る病棟薬剤業務の現状
と評価について　第2報
～病棟薬剤業務日誌か
ら見えたこと～

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.279

北九州総合病院薬剤科

学会報告 小橋亮，今村陽子，池田浩
和，髙橋浩二郎

医薬品情報室に対する
質疑応答や資料・文献
の電子化によるデータ
ベース化～医薬品情報
室の利用率と情報の活
用～

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.392

北九州総合病院薬剤科

学会報告 鮫島恵介，今村陽子，中島
一，堂薗吉彬，大治万喜
子，福田恭輔，岡仁美，坂
井蘭，松尾麻美，小橋亮，
柏田匡広，大石貴裕，池田
浩和，髙橋浩二郎

北九州総合病院におけ
る持参薬運用への病棟
薬剤師の関わり

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.306

北九州総合病院薬剤科
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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 渡瀬美登里1)2)3)，篠原義
剛2)，髙橋浩二郎1)，東丈
裕3)，塚田順一3)

びまん性大細胞型Ｂ細
胞リンパ腫に対する
THP-COP療法の有効性
と安全性の検討

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.441

北九州総合病院薬剤科
1)，2)産業医科大学病
院薬剤部，3)産業医科
大学病院血液内科

学会報告 中島一1)，天野佑1)，今村
陽子1)，池田浩和1)，髙橋
浩二郎1)，近藤克洋2)

アピキサバン投与中の患
者に対し，経皮的冠動脈
形成術（PCI)施行後にク
ロピドグレル単剤でステ
ント血栓症予防が行われ
た一例

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.486

北九州総合病院薬剤科
1)，2)北九州総合病院
循環器内科

学会報告 沖田健太郎 ベバシズマブ誘発性の
蛋白尿に関する臨床的
検討

第7回福岡県病院薬剤
師会学術集会（福岡，
3月）

九州労災病院薬剤部

学会報告 面田恵 医薬品の安全性向上の
ための副作用モニター
活動-病院における副作
用モニターの取り組み-

第1回日本医薬品安全
性学会学術大会シン
ポジウム（広島，7月）

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿，田口みどり，吉
田悦朗，近藤真由，臼井和
明，宇都宮奈々，栗原江
未，長谷川将，面田恵

pasteurella muｌtocida感
染症の臨床的背景に関
する検討

第63回日本化学療法
学会西日本支部総会
（奈良，10月）講演要
旨集p.332

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿，田口みどり，中
山久美子，栗原江未，安河
内寿成，中村宏，面田恵

脳梗塞患者に対する経
口抗凝固薬の処方状況
-新規服用開始症例を対
象として-

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.301

九州労災病院薬剤部

学会報告 中山久美子，森田佳博，奥
美和，上地純子，中村宏，
面田恵

新規経口抗凝固薬
（NOAC）アピキサバンの
当院外来患者における
使用状況と患者背景

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.400

九州労災病院薬剤部

学会報告 吉田悦朗，白石貴寿，沖田
健太郎，宇都宮奈々，近藤
真由，中村宏，面田恵

ワルファリン服用中に
PT-INRの上昇が認めら
れた症例の背景因子の
検討

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.320

九州労災病院薬剤部

学会報告 沖田健太郎，奥美和，植中
英恵，長谷川将，末武亜衣
子，中村宏，面田恵

ベバシズマブによる血圧
変化と蛋白尿発現の実
態に関する考察

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.432

九州労災病院薬剤部

学会報告 宇都宮奈々，白石貴寿，中
山久美子，植中英恵，臼井
和明，中村宏，面田恵

経口抗凝固薬の処方変
更理由および患者背景
についての考察

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.301

九州労災病院薬剤部

学会報告 臼井和明1)，田口みどり
1)，宗本佐知子1)，沖田健
太郎1)，吉田悦朗1)，松田
裕一郎2)，守屋雅光2)，中
村宏1)，面田恵1)

造影剤による副作用発
現状況の調査

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.310

九州労災病院薬剤部
1)，九州労災病院放射
線科2)

学会報告 栗原江未1)，長谷川将1)，
白石貴寿1)，宗本佐知子
1)，近藤真由1)，今村寿宏
2)，中村宏1)，面田恵1)

上部消化管内視鏡検査
にて消化性潰瘍と診断さ
れた症例における内服
薬の服用状況に関する
現状調査

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.301

九州労災病院薬剤部
1)，九州労災病院整形
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

学会報告 田口みどり1)，森田佳博
1)，白石貴寿1)，上地純子
1)，大石丸美1)，平岡剛
2)，神原昇3)，中村宏1)，
面田恵1)

電子カルテ導入における
持参薬鑑別・処方指示シ
ステムの構築

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.305

九州労災病院薬剤部
1)，（株）メディカルデー
タベース2)，（株）トー
ショー3)

学会報告 町田聖治1)，富田敏章1)，
福島将友1)，福地祐亮1)，
入江利行1)，小野有美2)，
後藤明子2)，玉井照美2)

小倉記念病院における
入退院支援センターで
の術前中止薬への関与

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.287

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1)，同　看護部
2)

学会報告 入江利行，富田敏章，長谷
悠紀，福地祐亮，村井悠
紀，小田原由香，町田聖
治，樽善久

後発医薬品使用促進と
医薬品費用削減のため
の取り組み

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.340

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 岸川春樹，平野真健，曽我
弘道，長谷悠紀，前田朱
香，坪根未歩，山下悟史，
町田聖治，入江利行

オピオイド起因性悪心・
嘔吐に対するジメンヒドリ
ナートの有用性について

第９回緩和医療薬学
会年会（神奈川，10
月）講演要旨集p.216

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 富田敏章，福地祐亮，村井
悠紀，萩原里実，曽我弘
道，小田原由香，下河邉安
妃子， 町田聖治，樽善久，
入江利行

先発医薬品から後発医
薬品切り替えへの円滑な
取り組みについて

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.400

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 清水誉志，萩原里実，丸子
浩　，福島将友，前田朱
香，町田聖治，入江利行

脳卒中サポートチームに
おける薬剤師の関わり～
プロトコールに基づく薬
物治療管理の導入～

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.492

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 曽我弘道，長谷悠紀，町田
聖治，岸川春樹，平野真
健，福地祐亮，村井悠紀，
入江利行

造血幹細胞移植後の口
腔粘膜障害による疼痛
に対するオキシコドン持
続静注の有用性につい
て

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.438

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 長谷悠紀，岸川春樹，曽我
弘道，山下悟史，新治嘉
一，前田朱香，坪根未歩，
平野真健，町田聖治，入江
利行

CHOP療法施行前の制
吐薬の使用状況調査と
その効果について

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.422

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 山下悟史，岸川春樹，長谷
悠紀，曽我弘道，平野真
健，町田聖治，入江利行

ペグフィルグラスチムの
二次的予防投与がⅢ期
進行子宮体癌DC療法施
行中の好中球減少を予
防し，患者の負担軽減に
寄与した一例

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.345

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 萩原里実，清水誉志，丸子
浩，福地祐亮，村井悠紀，
町田聖治，入江利行

脳卒中サポートチームに
おける薬剤師の関わり 
その2 ～脳卒中診療に
おける地域連携（薬薬連
携）に関するアンケート
調査～

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.492

平成紫川会小倉記念病
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 町田聖治，富田敏章，福地
祐亮，村井悠紀，市川詩
歩，原田澪，入江利行

虚血性心疾患患者での
腎機能と血清尿酸値の
関連について

第9回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総
会2015（宮城，10月）
講演要旨集p.165

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 町田聖治，清水誉志，萩原
里実，富田敏章，福島将
友，樽善久，入江利行

小倉記念病院における
病棟薬剤業務改善の取
り組みと新業務展開につ
いて

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.216

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福地祐亮，村井悠紀，萩原
里実，葛島美季，平野真
健，富田敏章，樽善久，町
田聖治，入江利行

小倉記念病院における
入院患者の調剤での疑
義照会調査

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.272

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 橋本恵美1)，宮川幸大2)，
富田敏章3)，宮崎博章4)，
白井保之5)，松岡さおり1)

DPC導入によるクリニカ
ルパス作成の推移

第16回日本クリニカル
パス学会学術集会（千
葉，11月）講演要旨集
p.579

平成紫川会小倉記念病
院看護部1)，同リハビリ
テーション課2)，同薬剤
部3)，同婦人科4)，同消
化器内科5)

学会報告 秋山直子，一木孝治，安藝
友香，井手健太，大谷真
帆，松岡由利子，岸本たか
ね，渡邊佳織，杉原輝洋，
日高博司，浅原稔生

内服用ルゴール液の服
薬支援―市販飲料を用
いた服薬方法の検討

日本薬学会第135年会
(兵庫，3月)講演要旨
集p.203

産業医科大学病院

学会報告 日高博司，實松絵美子，浅
原稔生

感染制御部における担
当薬剤師の関わりにつ
いて

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.291

産業医科大学病院

学会報告 杉原輝洋，横山雄一，今村
健郎，井上潔，篠原義剛，
日高博司，浅原稔生

各診療科における高用
量のシスプラチンを使用
するレジメンの特徴と，そ
の違いが腎機能，尿量，
副作用発現に及ぼす影
響

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.342

産業医科大学病院

学会報告 今村健郎，横山雄一，井上
潔，杉原輝洋，篠原義剛，
日高博司，浅原稔生

外来化学療法患者にお
ける低用量シスプラチン
投与が腎機能に及ぼす
影響

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.343

産業医科大学病院

学会報告 秋山直子，春田倫代，松岡
由利子，井手飛香，日高博
司，浅原稔生

当院におけるＮＩＣＵ・Ｇ
ＣＵ・小児病棟の病棟薬
剤業務の確立-小児グ
ループとしての取り組み
について

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.384

産業医科大学病院

学会報告 川道直子，花沢直子，荒井
美織，日高博司，浅原稔生

脂肪乳剤投与時の肝機
能値推移調査

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.457

産業医科大学病院

学会報告 井上潔，横山雄一，今村健
郎，杉原輝洋，篠原義剛，
日高博司，浅原稔生

ペグフィルグラスチム投
与による発熱性好中球
減少症の予防効果とＤｏ
ｓｅ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙに及ぼす
影響

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.343

産業医科大学病院
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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 實松絵美子，日高博司，浅
原稔生

当院におけるメトロニダ
ゾール静注製剤の使用
状況

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.449

産業医科大学病院

学会報告 岩重淳司1)，長浜久枝
1)2)，阿竹聖和1)，安高久
美子1)3)，米山和子1)3)，
塚田順一1)4)

医療麻薬使用状況から
見えてくる大学病院での
がん薬物療法治療の現
状と課題

第20回日本緩和医療
学会（神奈川，2月）講
演要旨集p.203

産業医科大学病院緩和
ｹｱｾﾝﾀｰ1)，同大学病院
薬剤部2)，同大学病院
看護部3)，同大学病院
血液内科4)

学会報告 鈴木達郎1)2)，落合淳子
1)2)，川道直子1)，斎藤暢
人1)，早原千恵1)，岡崎智
恵子1)，堀辺恵美1)，平島
惣一1)，高畠英昭1)，伊佐
泰樹1)，井上譲1)，山本光
勝1)

当院における全科型
NSTの現状と今後の課題

第31回日本静脈経腸
栄養学会（兵庫，2月）
講演要旨集p.490

産業医科大学病院
NST1)，同大学病院栄
養部2)

学会報告 平島惣一1)2)，志渡澤和佳
2)，山本光勝1)，鈴木達郎
1)，川道直子1)，齋藤暢人
1)，堀辺恵美1)，伊佐泰樹
1)，井上譲1)，高畠英昭
1)，落合淳子1)

栄養に対する新採用看
護師の意識調査-口腔ケ
ア時のアンケートより-

第31回日本静脈経腸
栄養学会（兵庫，2月）
講演要旨集p.371

産業医科大学病院
NST1)，同大学病院歯
科口腔外科2)

学会報告 横山雄一1)3)，今井一輝
2)3)，矢野亮治3)，今村健
郎1)，井上潔1)，杉原輝洋
1)，篠原義剛1)，日高博司
1)，山田清文3)，浅原稔生
1)

Eribulin投与開始時の栄
養状態が治療強度に及
ぼす影響

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.342

産業医科大学病院薬剤
部1)，藤田保健衛生大
学病院薬剤部2)，名古
屋大学医学部附属病院
3)

学会報告 鈴木克典1)，真弓俊彦2)，
稲村由香3)，寺本美恵子
1)，田中美佐子4)，曽我真
千恵4)，齋藤和義5)，田中
良哉5)

当院におけるドルテグラ
ビル変更後52週の安全
性と有効性の検討

第29回日本エイズ学
会学術集会・総会(東
京，11月)講演要旨集
p.389

産業医科大学病院感染
制御部1)，同大学救急
部2)，同大学病院薬剤
部3)，同大学病院看護
部4)，同大学第1内科5)

学会報告 岩尾恭寛，植木亮磨，工藤
真裕

病棟薬剤師不在時の調
剤業務強化を目指して
～電子カルテと連動した
システムの構築～

第25回日本医療薬学
 会年会（神奈川，11

月）講演要旨集p.391

福岡新水巻病院薬局

学会報告 末永拓也1)，岩尾恭寛1)，
工藤真裕1)，植山寛2)，高
橋康一3)

当院における尿検体由
来株でのESBL産生大腸
菌リスク因子の検討

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.453

福岡新水巻病院薬局
1)，福岡和白病院薬局
2)，福岡新水巻病院泌
尿器科3)

学会報告 渡部善博，梅田陽輔，吉原
郁夫

DPP-4阻害薬が脂質代
謝能に与える影響につ
いての検討

第9回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総
会2015（宮城，10月）
講演要旨集p.100

新行橋病院薬局

学会報告 本田哲也，吉原郁夫，渡部
善博

心房細動患者における
ワルファリンコントロール
の重要性

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.298

新行橋病院薬局

学会報告 釜堀隆男 平成26年度道路交通法
改定に伴う薬剤課での
対応

第61回九州精神医療
学会（佐賀，11月）プロ
グラム抄録集p.153

新門司病院薬剤課
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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 後藤渉1)，井浦梨絵1)，山
澤理恵子1)，茨木愛2)，土
橋卓也3)

実地診療における利尿
薬の使用実態調査

第4回臨床高血圧
フォーラム(福岡，5月)
プログラム･抄録集

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，循環器内科2)，高
血圧センター3)

学会報告 井浦梨絵1)，如田真貴1)，
後藤渉1)， 山澤理恵子1)，
茨木愛2)，土橋卓也3)

降圧薬配合剤の処方に
関する調剤薬局薬剤師
の認識と処方実態調査

第4回臨床高血圧
フォーラム(福岡，5月)
プログラム･抄録集

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，循環器内科2)，高
血圧センター3)

学会報告 後藤渉1)，井浦梨絵1)，山
澤理恵子1)，土橋卓也2)

実地診療における利尿
薬の使用実態調査

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.278

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，高血圧センター2)

学会報告 和田希美1)，後藤渉1)，井
浦梨絵1)，山澤理恵子1)，
土橋卓也2)

地域における降圧薬使
用実態調査

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）講
演要旨集p.278

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，高血圧センター2)

学会報告 後藤渉1)，山澤理恵子1)，
土橋卓也2)

実地診療における降圧
薬使用実態調査

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.397

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，高血圧センター2)

学会報告 井浦梨絵1)，如田真貴1)，
後藤渉1)， 山澤理恵子1)，
土橋卓也2)

降圧薬配合剤の処方に
関する調剤薬局薬剤師
の認識と処方実態調査

第48回日本薬剤師会
学術大会（鹿児島，11
月）プログラム･抄録集
p.305

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，高血圧センター2)

学会報告 如田真貴1)，井浦梨絵1)，
後藤渉1)，山澤理恵子1)，
土橋卓也2)

地域における糖尿病患
者の降圧薬使用実態調
査

第48回日本薬剤師会
学術大会（鹿児島，11
月）プログラム･抄録集
p.308

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，高血圧センター2)

学会報告 Wataru Goto1)，Yasuo 
Kaizuka2)

Outcome of the 
collaboration with 
Nutrition Support Team 
(NST) and Infection 
Control Team (ICT)

The 16th Congress of 
PENSA(愛知，7月)プロ
グラム･抄録集p.237

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，救急・集中治療部
2)

学会報告 船越康太1)，髙浪英樹2)，
山澤理恵子1)

当院におけるフェンタニ
ル速放製剤の処方実態
調査

第20回日本緩和医療
学会学術大会(神奈
川，6月)　プログラム･
抄録集p.201

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，緩和ケア外科2)

学会報告 船越康太1)，髙浪英樹2)，
山澤理恵子1)

緩和ケア領域でアセトア
ミノフェン注はフルルビプ
ロフェン注の代替薬とな
り得るか

第23回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム 医療薬学フォーラ
ム2015（愛知，7月）プ
ログラム･抄録集p.312

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，緩和ケア外科2)

学会報告 秋山耕治1)，山澤理恵子
1)，東秀史2)

他職種回診によるがん化
学療法の副作用マネジメ
ントの取り組みと評価

第135会薬学会年会
（兵庫，3月）プログラ
ム･抄録集p.202

製鉄記念八幡病院薬剤
部1)，がん診療センター
2)

学会報告 古荘恵里，佐藤大惣，山内
豊和，山澤理恵子

入院支援センターにお
ける薬剤師の取り組み

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.220

製鉄記念八幡病院薬剤
部
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学会報告 秋山耕治 当院における後発医薬
品使用促進の取り組みと
評価

第48回日本薬剤師会
学術大会（鹿児島，11
月）プログラム･抄録集
p.398

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 矢上奈里1)5)，秋吉裕美
1)，大久保玲子2)，大瀬真
弓2)3)，小川朝生4)，北薫
5)，首藤麻里3)，髙浪英樹
3)6)，船越康太3)，松永裕
也3)，牧野一郎3)6)

診療報酬の視点から緩
和ケア提供体制の充実
に貢献するための当院
での取り組み

第20回日本緩和医療
学会学術大会(神奈
川，6月)　プログラム･
抄録集p.385

製鉄記念八幡病院経営
管理部経営企画課1)，
緩和ケア病棟2)，緩和ケ
アチーム3)，国立がん研
究センター東病院臨床
開発センター4)，医事部
医事課5)，緩和ケア外
科6)

学会報告 居塚しのぶ，川久保充章，
末松文博

当院におけるフェンタニ
ル舌下錠の使用状況

第９回日本緩和医療
薬学会学術大会(神奈
川，10月)講演要旨集
p.233

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

学会報告 上津沙織，桑村恒夫，吉国
健司，末松文博

JCHO九州病院における
がん患者指導管理料3算
定取得の現状と課題

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.294

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

学会報告 矢川結香，居塚しのぶ，桑
村恒夫，末松文博

術前患者に対する薬剤
師の取り組みとその成果

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.221

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

学会報告 吉国健司 ワークショップ⑥心血管
病患者に対する薬学的
管理と服薬アドヒアランス
向上への取り組み

第21回日本心臓リハビ
リテーション学会学術
集会（福岡，7月）講演
要旨集p.59

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

学会報告 山澤結季1)，山戸真子1)，
末松文博1)，芳野三和2)，
高橋保彦2)

小児鎮静におけるチアミ
ラールの評価

第4回小児診療多職種
研究会(北九州，7月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
　薬剤部1)，小児科2)

学会報告 川久保充章1)2)，居塚しの
ぶ1)2)，末松文博1)，近藤
惠子2)3)，進藤美舟2)3)，
村上聡一郎2)，内山明彦
3)，水島明3)

入院患者における医療
用麻薬自己管理患者の
傾向から見た成果と課題

第9回日本緩和医療薬
学会(神奈川，10月)講
演要旨集p.233

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
　薬剤部1)，がんサポー
トチーム2)，がんセン
ター3)

学会報告 橋本治1)4)，山口征啓
2)4)，宮﨑博章3)4)，松本
哲朗4)

北九州東部地域 13施設
（KRICT東部カンファレン
ス）における感染防止対
策加算別の抗菌薬使用
量と緑膿菌感受性の比
較検討

第30回日本環境感染
会学総会・学術集会
（兵庫，2月）講演要旨
集p.54

戸畑けんわ病院薬剤科
1)，健和会大手町病院
総合診療科2)，小倉記
念病院婦人科3)，NPO
法人KRICT（北九州地
域感染制御ティーム）4)

学会報告 明田由紀 SGLT2阻害剤の体組成
に与える影響について

第５８回日本糖尿病学
会年次学術集会（福
岡，5月）プログラム

戸畑共立病院薬剤科

学会報告 髙橋えりか1)，亀田敬子
1)，木本信介1)，山田周平
1)，西田直史1)，初田輝
1)，山下敦志1)，大西英生

整形外科外来における
薬剤師外来への試み

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.296

門司メディカルセンター
薬剤部1)，門司メディカ
ルセンター整形外科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

学会報告 亀田敬子1)，髙橋えりか
1)，木本信介1)，山田周平
1)，西田直史1)2)，初田輝
1)，高橋正行2)，下津武津
美2)，山下敦志1)，赤坂聡
一郎2)

抗菌薬使用量評価にお
ける指標の検討および 
Days　of　Ｔherapy
（DOT）の算出について

第25回日本医療薬学
会年会（神奈川，11
月）講演要旨集p.456

門司メディカルセンター
薬剤部1)，同ICT2)

学会報告 大石博美，国友美穂，竹中
涙骨，坂井浩

無菌調剤室の活用調製
時間と調製日程のプロセ
スの標準化の取り組み　
　　　

第48回日本薬剤師会
学術大会　(鹿児島，
11月)講演要旨集
p.268

公益社団法人八幡薬剤
師会　八幡薬剤師会薬
局

学会報告 横内貴子1)，坂本直子1)，
梅田文夫2)，正門光法3)，
江藤知明2)，畑山朋美2)，
山内照章2)，江藤隆4)，井
口登與志5)　　 　　

SGLT2阻害薬の投与に
より血糖値が改善し，経
口糖尿病薬から離脱で
きた2型糖尿病の1症例

第53回日本糖尿病九
州地方会（福岡，11
月）講演要旨集p.129

医療法人森和会行橋中
央病院薬剤部門1)，医
療法人森和行橋中央病
院内科2)，同やまうち内
科クリニック3)，同赤坂え
とう内科クリニック4)，九
州大学先端融合医療レ
ドックスナビ研究拠点５)

論文 植木哲也1)2)4)，坂本佳子
2)，長井惠子2)，橋口靖
1)2)，中嶋弥穂子3)，中嶋
幹郎4)

薬剤管理指導業務にお
ける薬学的介入の異なる
病棟間での比較

九州薬学会会報， 
69， 41-46， 2015.

北九州市立医療セン
ター薬剤科1)，北九州
市立八幡病院薬剤科
2)，崇城大学薬学部医
療薬学講座3)，長崎大
学大学院医歯薬学総合
研究科展開医療薬学講

論文 植木哲也1)2)4)，毛利由佳
2)，坂本佳子2)，長井惠子
2)，橋口靖1)2)，中嶋弥穂
子3)，中嶋幹郎4)

腎機能低下および食事
摂取不良との関連が疑
われたジスチグミン臭化
物のコリン作動性有害事
象を薬剤師の介入により
回避した症例

九州薬学会会報， 
69， 25-28， 2015.

北九州市立医療セン
ター薬剤科1)，北九州
市立八幡病院薬剤科
2)，崇城大学薬学部医
療薬学講座3)，長崎大
学大学院医歯薬学総合
研究科展開医療薬学講

論文 植木哲也1)2)4)，宮野佳子
2)，坂本佳子2)，長井惠子
2)，橋口靖1)2)，中嶋弥穂
子3)，中嶋幹郎4)

救急入院患者と予約入
院患者の持参薬調査に
関する比較検討 

医薬品情報学， 
17(1)， 39-44， 2015.

北九州市立医療セン
ター薬剤科1)，北九州
市立八幡病院薬剤科
2)，崇城大学薬学部3)，
長崎大学大学院医歯薬
学総合研究科4)

論文 山田真裕1)2)，植木哲也
1)，大場秀夫2)，光安博志
2)，栗田睦美2)，竹内彰一
2)，江淵寿美2)，二階堂綾
子2)，橋口靖1)，眞鍋治彦

フェンタニル速効性製剤
の剤形に関する医療従
事者の意識調査

九州薬学会会報， 
69， 29-32， 2015.

北九州市立医療セン
ター薬剤科1)，北九州
市立医療センター緩和
ケアチーム2)

論文 白石貴寿，沖田健太郎，面
田恵

脳出血患者における抗
血栓薬の服用状況と背
景因子に関する調査

日本職業・災害医学会
会誌，63(5)：316-319，
2015

九州労災病院薬剤部

研修会 大矢圭祐 外科入院患者の経皮的
冠動脈インターベンショ
ン（PCＩ）実施症例

第15回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州，2月）

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

研修会 吉永裕助 絶食症例に早期に介入
するプログラムの試行

第19回北九州NST研
究会（北九州，9月）

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
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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 後藤康秀 薬物乱用の恐ろしさにつ
いて

保護者と学ぶ規範意
識講演会(北九州，12
月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 後藤康秀 最近の医療用薬剤 潜在看護師職場復帰
支援セミナー（遠賀中
間地域）（北九州，8
月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 内山美智恵 正しい知識で防ごう！薬
のリスク

北九州市立医療セン
ター　市民公開講座
（北九州，6月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 がんの治療「薬の話」 北九州市立医療セン
ター　患者サロン「ひま
わり」（北九州，4月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 発熱性好中球減少症に
ついて（ガイドラインを参
考に）

第4回 化学療法ケアを
考える会（北九州，9
月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山内健太郎 生活習慣をととのえよう
～お薬のはなし～

北九州市立医療セン
ター　市民公開講座
（北九州，11月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山田真裕 患者視点に立ったがん
疼痛の薬物治療

第375回　医師会病院
薬物療法研修会（鹿児
島，10月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山田真裕 注射剤，輸液調製にお
ける注意点

小倉薬剤師会　地域
医療研修会（北九州，
11月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 もっと知ってほしい！抗
がん薬のこと「薬のお話」

北九州市立医療セン
ター　市民公開講座
（北九州，3月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 山田真裕 患者視点に立ったがん
疼痛緩和

がん疼痛緩和と医療用
麻薬の適正使用推進
のための講習会（福
岡，1月）

北九州市立医療セン
ター薬剤科

研修会 原田桂作 薬剤管理指導対象患者
の不安・抑うつに対する
薬剤管理指導の効果に
ついて

岡山大学薬学部救急
薬学セミナー（岡山，5
月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 末吉宏成 乳がんの薬物療法 第6回北九州市立八幡
病院薬薬連携勉強会
（北九州，9月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 末吉宏成 グループディスカッション
（ＣＳＣＡ）被災地内の指
導ポイント

日本集団災害医学会P
ｈＤＬＳコース（大阪，9
月）

北九州市立八幡病院薬
剤課
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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 福永竜一 漢方相談のひとつの方
法（文献的考察）

平成27年度第2回戸畑
漢方研修会（北九州，
2月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 一過性健忘に苓桂味甘
湯を用いた治験例の検
討（文献的考察）

平成27年度第5回戸畑
漢方研修会（北九州，
5月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 柴胡剤の運用について
の考察（文献的考察）

平成27年度第7回戸畑
漢方研修会（北九州，
7月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 ムチウチの症状に柴胡
桂枝湯加葛根と桂枝茯
苓丸の兼用による治験
例の検討（文献的考察）

平成27年度第10回戸
畑漢方研修会（北九
州，10月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 不安+うつ病の一症例に
用いた薬方（梔子鼓湯）
の検討（文献的考察）

平成27年度第12回戸
畑漢方研修会（北九
州，12月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 天野佑 症例提示　症例1＿北九
州総合病院

第15回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州，2月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 天野佑 当院外来癌化学療法に
おける急性期副作用の
発現状況

北九州薬学フォーラム
2015（北九州，7月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 今村陽子 北九州総合病院におけ
る病棟活動の現状～病
棟薬剤業務の成果～

第216回洞薬会例会
（北九州，11月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 林田舞香 大衆薬と医療用医薬品
－薬と食べ物の飲合せ
を中心に－

平成27年度地域健康
セミナー（北九州，6
月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 棚田順彰 大衆薬と医療用医薬品 平成27年度地域健康
セミナー（北九州， 4
月， 7月 ）

北九州総合病院薬剤科

研修会 長谷川将 ＩＣＵにおける医療従事
者からの問い合わせ内
容の解析と症例報告

第48回北九州臨床薬
物研究会（北九州，6
月）

九州労災病院薬剤部

研修会 沖田健太郎 抗がん剤治療における
薬剤師の役割

第47回大分県西部ブ
ロック薬剤師研修会
（大分，11月）

九州労災病院薬剤部

研修会 中川武裕 薬学研究会「持参薬に
関する現況調査」アン
ケート報告

平成27年度福岡地区
薬学研究会（福岡，11
月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

研修会 斉田翌美 薬学研究会「持参薬報
告の現状について」

平成27年度福岡地区
薬学研究会（福岡，11
月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

11



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 山下愛登，中川武裕，後藤
隆，阪元孝志，上村宅司

小倉医療センターにお
ける病棟薬剤業務支援
システムの導入と活用

第39回九州地区国立
病院薬剤師会薬学研
究会（福岡，7月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

研修会 後藤隆 薬学研究会-今，持参薬
管理を考える-

平成27年度福岡地区
薬学研究会（福岡， 11
月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

研修会 鷲崎容一 治験業務について-治験
を実施するにあたって，
医療機関が行うべき業
務・備えるべき体制-

平成26年度治験研修
（九州医療センター，1
月）

国立病院機構小倉医療
センター治験管理室

研修会 入江利行 薬を正しく理解していた
だくために

一般財団法人平成紫
川会　市民講座（北九
州，3月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 急性期病院で必要とされ
る薬剤部の業務とは

持田製薬株式会社社
員教育講演会（北九
州，4月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 急性期病院で必要とされ
る薬剤部の業務とは

サノフィ株式会社社内
レクチャー（北九州，4
月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 急性期病院で必要とされ
る薬剤部の業務とは

鳥居薬品株式会社北
九州オフィス社内勉強
会（北九州，4月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 急性期病院で必要とされ
る薬剤部の業務とは

協和発酵キリン株式会
社社員研修会（北九
州，5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 救命・救急医療と薬剤師
業務

第29回臨床薬理セミ
ナー『救急医療と薬剤
師』（熊本，6月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療病棟における
薬剤師業務について

第3回大分・別府臨床
薬剤師循環器カンファ
ランス（大分，6月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療に携わる薬剤
師の役割について

日医工株式会社福岡
支店学術講演会（福
岡，7月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 腎機能低下患者に対す
る薬剤適正使用への取り
組み

第9回福岡腎と薬剤研
究会（福岡，9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 病院薬剤師業務の実際 
 ～急性期病院で必要と
される薬剤部の業務とは
～

テルモ株式会社福岡
支店内講演会（福岡，
10月）

平成紫川会小倉記念病
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 入江利行 新人薬剤師に期待する
こと

福岡県病院薬剤師会
　第43回新採用薬剤
師教育研修会（福岡，
10月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 丸子浩 「糖尿病療養指導士の
役割と活動」

福岡県糖尿病療養指
導士認定研修会　北
九州地区研修会（北九
州，6月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 岸川春樹 がん化学療法による悪
心・嘔吐～中等度催吐
性リスクを中心に～

化学療法ケアを考える
会（北九州，3月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 曽我弘道 糖尿病と薬について～
新しい飲み薬を中心に
～

一般財団法人平成紫
川会　市民講座（北九
州，3月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 葛島美季 腹膜透析患者のミネラル
管理における薬物療法
について

第5回北九州PD学術
講演会（北九州，9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 萩原里実 薬剤師の連携について 第1回脳梗塞になって
も「たすかる」ための連
携会（北九州，4月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 山本瞳 糖尿病教育・指導の実
際

北九州CDE認定20周
年記念講演会（北九
州，2月）

小倉第一病院薬剤科

研修会 日高博司 持参薬に関するインシデ
ント事例の分析と対策

第7回福岡県病院薬剤
師会学術大会(福岡，3
月)

産業医科大学病院

研修会 實松絵美子 リネゾリド投与患者の使
用状況と中止理由につ
いて

第7回福岡県病院薬剤
師会学術大会(福岡，3
月)

産業医科大学病院

研修会 長浜久枝 痛みに効く薬ってなあ
に？

がん患者サロン(北九
州，5月)

産業医科大学病院

研修会 井手健太 Let's TRY 病棟薬剤業
務～実践から得られたも
の～

第216回洞薬会例会
（北九州，11月）

産業医科大学病院

研修会 中嶋友代 糖尿病ってどんな病
気？

第49回くすりのセミ
ナー福岡(福岡，7月)

産業医科大学若松病院

研修会 江隈綾香 重度の食欲不振症例へ
のNST介入例

第19回北九州NST研
究会（北九州，10月）

新小倉病院薬剤部

研修会 岩松知美 お薬手帳の活用法につ
いて

健康セミナー（北九
州，10月）

新小倉病院薬剤部
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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 本田哲也 Time in Therapeutic 
Range(TTR)を用いたワ
ルファリンコントロールの
現状解析

北九州薬学フォーラム
2015（北九州，7月）

新行橋病院薬局

研修会 後藤渉 重症急性膵炎より敗血
症を来した１例

第18回北九州NST研
究会（北九州，2月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 森葉子 病棟薬剤業務における 
抗てんかん薬使用患者
への関わり

北九州薬学フォーラム
2015（北九州，7月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 船越康太 痛くない生活を目指して
～がん疼痛緩和におけ
る薬物療法～  

平成27年度地域医療
従事者研修会(北九
州，8月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 船越康太 オピオイドスイッチングに
て良好な鎮痛を得た症
例

第4回北九州緩和ケア
症例検討会(北九州，8
月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 熱傷治療における栄養
管理と感染管理

第5回北九州Expert 
Seminar for pharmacist
（北九州，9月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 船越康太 緩和ケアにおける薬剤使
用について

平成27年度緩和ケア
勉強会(北九州，9月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 和田朋子 深在性真菌症疑いにお
いてTPN管理中に肝障
害を生じた一例

第25回北部福岡NST
研究会(北九州，11月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 小川明美 精神科病院外来患者へ
の薬学的指導～自動車
運転の実態調査と薬剤
師としての関わりを中心
に～

平成27年度福岡県中
小病院・診療所薬剤師
研修会（福岡，6月）

堤小倉病院薬局

研修会 居塚しのぶ ＪＣＨＯ九州病院におけ
る 入退院センター業務
について

洞薬会薬局長意見交
換会（北九州，2月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 居塚しのぶ 緩和ケアで使うくすり 地域薬剤師会・JCHO
九州病院薬剤部合同
研修会（北九州，11
月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 末松文博 薬が効くメカニズム ＪＣＨＯ健康教室（北九
州，6月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 松本恵 婦人科癌カルボプラチン
投与量におけるJelliffe計
算式と日本人用GFR推
算式の比較と副作用発
現に関する調査

第26回北部九州腎と
薬剤研究会(北九州，2
月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
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 吉国健司 薬剤師の立場から考える
心臓リハビリテーション

第10回FUKUOKA 
Heart　pharmacist　
Conference（福岡，3
月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 吉国健司 薬剤師の立場から考える
心臓リハビリテーション

第10回宮崎心臓リハビ
リテーションセミナー
（宮崎，6月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 堀正三 『当院における病棟活
動』～病院の変革により
　拡大した業務に応えて
～

第216回洞薬会例会
（北九州，11月）

戸畑リハビリテーション
病院薬剤部

著書 原田桂作1)，原田敬2) 「薬と検査2015 循環器
系の疾患（肺血栓塞栓
症）」

薬局，2015年3月増刊
号Vol.66 No.4，
pp.570-585，2015

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1)，同
循環器内科2)

著書 町田聖治1)，入江利行1)，
羽生道弥2)3)(監修)

薬と検査　2015　1.高血
圧

南山堂　Vol.66 No.4 
pp.538-553，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1)，同　副院長
2)，心臓血管外科主任
部長3)

著書 町田聖治1)，入江利行1)，
羽生道弥2)3)（監修）

薬と検査　2015　6.心臓
弁膜症

南山堂　Vol.66 No.4 
pp.627-637，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1)，同　副院長
2)，心臓血管外科主任
部長3)

著書 町田聖治1)，入江利行1)，
羽生道弥2)3)（監修）

薬と検査　2015　51.感染
性心内膜炎

南山堂　Vol.66 No.4 
pp.1349-1362，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1)，同　副院長
2)，心臓血管外科主任
部長3)

著書 町田聖治，入江利行 調剤と情報　2015.8　腎
臓病薬物療法ベーシック

じほう　Vol.21 No.10 
pp.107-112，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 町田聖治，入江利行 腎臓病薬物療法トレーニ
ングブック　第10章　腹
膜透析患者の感染症治
療への関わり

じほう　pp.126-138，
2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 町田聖治，入江利行 透析患者のくすり大事典
　第3章　透析患者が合
併する他科疾患とその治
療薬　2.高尿酸血症

メディカ出版　pp.173-
179，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 町田聖治，入江利行 透析患者のくすり大事典
　第3章　透析患者が合
併する他科疾患とその治
療薬　3.脂質異常症

メディカ出版　pp.180-
187，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 町田聖治，入江利行 外来化学療法の取り組
み(103)　患者が安心し
てがん化学療法を受けら
れる環境を整えていくた
めに

薬事新報　No.2912 
pp.1088-1095，2015

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 福島将友 集中治療領域における
薬剤師の関わり

Hospha（ホスファ）
NO.2 pp.4-9

平成紫川会小倉記念病
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

著書 丸子浩1)，河原万壽美2)，
池上富子3)，池田志穂4)，
高島明美3)，田崎奈緒子
5)，二階堂綾子6)，有山由
紀子4)

北九州ＣＤＥ（北九州地
区糖尿病療養指導士）
の会

「薬と糖尿病」　vol.4 
No1 pp.101-108 2015

小倉記念病院薬剤部
1)，北九州市八幡東区
保健福祉課2)，横溝内
科クリニック3)，杉本クリ
ニック4)，北九州市立八
幡病院5)，東和病院6)

著書 後藤渉 NST活動のレベルアップ
のために知っておきたい
薬の知識　主な循環器
薬の作用機序と注意点
―食品-薬剤相互作用を
含めて

臨床栄養，127(2)，
pp.174-180，2015

製鉄記念八幡病院薬剤
部

著書 吉国健司1)，毛利正博2) 「薬と検査2015，虚血性
心疾患：（狭心症・心筋
梗塞）」

薬局，2015年3月増刊
号Vol.66 No.4，
pp.18-33，2015

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部1)，循環器内科
2)

著書 吉国健司 「実践！こうすればできる
心臓リハビリテーション」
多職種による心臓リハビ
リテーション④薬剤師の
立場から

株式会社メディカルレ
ビュー社，2015年4月，
pp.84-90，2015

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

雑誌掲載 橋口亮 そのバンコマイシン，そ
のままの用量で大丈
夫？

INFECTION 
CONTROL 2015 
VOL.24 no.9(847)55

健和会大手町病院薬剤
部

雑誌掲載 仲本あゆみ 地域中核病院における
CKD対策

薬事新報社，2015年
10月10日，pp.21-25

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

雑誌掲載 後藤康秀 血圧・コレステロール薬
ずっと飲み続けて大丈夫
ですか？

毎日新聞　第184回患
者塾　2月24日掲載　
遠賀中間医師会館（1
月24日収録）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部
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