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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 山田真裕 抗がん薬曝露防止対策
への取り組み

第18回日本医療マネ
ジメント学会（福岡,4
月）講演要旨集p.253

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 植木哲也1),村上由花1),宮
﨑晶1),眞柴晃一2)

Vancomycin注の目標トラ
フ値の設定変更が投与
量,投与期間,および腎障
害発現に及ぼす影響：抗
菌薬TDMガイドライン前
後の比較

第64回日本化学療法
学会総会（兵庫,6月）
プログラム・抄録集
p.151

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課
1),北九州市立医療セン
ター総合診療科2)

学会報告 植木哲也1,4),村上由花1),
宮﨑晶1),坂本佳子1),眞柴
晃一2),中嶋弥穂子3),中嶋

 幹郎4)

バンコマイシン注の投与
が完遂できなかった要因
の検討：抗菌薬TDMガイ
ドライン前後の比較

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.779

北九州市立医療セン
ター薬剤課1),北九州市
立医療センター総合診
療科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)

学会報告 米谷頼人 地域医療における経営
資源のマネジメント～求
められる薬剤師の役割
～「外来がん化学療法に
おける地域連携実現へ
の取り組み」

第18回日本医療マネ
ジメント学会（福岡,4
月）講演要旨集p.153

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 村上由花,宮崎晶,川迫由
希子,石田優子,石田雅巳,
谷岡直子,田中裕之,眞柴
晃一

当院における過去10年
間の緑膿菌の検出状況
と薬剤耐性の変化につ
いて

第31回日本環境感染
学会総会学術集会（京
都,2月）講演要旨集
p.473

北九州市立医療セン
ター感染対策チーム

学会報告 原田桂作1）2）,多田遼太郎
3）村木理英3）,村本眞由美
1）,名倉弘哲2）

睡眠導入薬服用中の高
齢者を対象とした睡眠満
足度に関する調査研究

第26回医療薬学会年
会講演要旨集（京都,9
月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1）,岡
山大学大学院医歯薬学
総合研究科2）,アイ薬局
3）

学会報告 今村陽子,中島一,大治万
喜子,堂薗吉彬,牛島裕貴,
福田恭輔,岡仁美,松尾麻
美,坂井蘭,高良夏海,林田
舞香,安河内亮太,横山修
子,大石貴裕,池田浩和,髙
橋浩二郎

北九州総合病院におけ
るポリファーマシーへの
薬剤師介入の問題点

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）
講演要旨集p89

北九州総合病院薬剤科

学会報告 棚田訓彰,小橋亮,今村陽
子,柏田匡広,大石貴裕,池
田浩和,髙橋浩二郎

疑義照会のデータベー
ス作成とその分析につい
て

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）
講演要旨集p167

北九州総合病院薬剤科

学会報告 中島一,今村陽子,小橋亮,
柏田匡広,大石貴裕,池田
浩和,髙橋浩二郎

GLP-1製剤導入時にお
ける薬剤師の介入とその
効果の検討

第25回日本医療薬学
会年会（京都,9月）
講演要旨集p116

北九州総合病院薬剤科

学会報告 髙橋浩二郎1,2),柏田匡広
1),小橋亮1),今村陽子1),大
石貴裕1),池田和浩1),波多
江崇3),高見祐子2),日暮愛
一郎2,4)

経験・配属年数1年未満
の看護師における薬剤イ
ンシデントの分析

第11回医療の質・安全
学会学術集会（千
葉,11月）
講演要旨集p70

1）北九州総合病院薬剤
科
2）北九州総合病院医療
安全部
3）神戸薬科大学薬学臨
床教育センター
4）北九州総合病院外科

学会報告 末武亜依子,奥美和,白石
貴寿,宇都宮奈々,近藤真
由,中村宏,面田恵

テモダール®カプセルの
簡易懸濁における薬学
的関与を行った1症例

日本臨床腫瘍薬学会
2016（鹿児島,3月）講
演要旨集p.171

九州労災病院薬剤部
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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 近藤真由,沖田健太郎,長
谷川将,栗原江未,植中英
恵,中村宏,面田恵

フィルグラスチム製剤の
先発品と後発品に関す
る臨床的検討

日本臨床腫瘍薬学会
2016（鹿児島,3月）講
演要旨集p.174

九州労災病院薬剤部

学会報告 植中英恵,沖田健太郎,末
武亜依子,臼井和明,奥美
和,中村宏,面田恵

当院におけるペグフィル
グラスチムの使用状況

日本臨床腫瘍薬学会
2016（鹿児島,3月）講
演要旨集p.175

九州労災病院薬剤部

学会報告 吉田悦朗,白石貴寿,長谷
川将,臼井和明,松永里香,
初田輝,面田恵

当院における
tazobactam/piperacillin(
TAZ/PIPC)の使用状況
について

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.101

九州労災病院薬剤部

学会報告 長谷川将,奥美和,沖田健
太郎,末武亜依子,安河内
寿成,初田輝,面田恵

当院におけるアブストラ
ル®舌下錠およびイー
フェン®バッカル錠の使
用動向と適正使用に関
する考察

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.97

九州労災病院薬剤部

学会報告 近藤真由,森田佳博,白石
貴寿,吉田悦朗,大石丸美,
初田輝,面田恵

脳梗塞再発症例におけ
る抗血栓薬の使用動向
およびエイコサペント酸
（EPA）製剤の使用状況
について

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.133

九州労災病院薬剤部

学会報告 臼井和明,森田佳博,栗原
江未,大石丸美,岩武幹乃,
初田輝,面田恵

下肢整形外科手術施行
患者におけるエドキサバ
ンの静脈血栓塞栓症の
予防効果とリスクの調査
検討

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.133

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿,上地純子,宗本
佐知子,宇都宮奈々,山村
真貴子,初田輝,面田恵

Helicobacter pylori3剤
併用療法の現状と治療
成績の比較検討

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.133

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,末武亜依子,安河内
寿成,初田輝,面田恵

血液細胞の分化系譜で
ある単球および好中球に
着目したフィルグラスチ
ム製剤の先発品と後発
品に関する臨床的検討

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集p.124

九州労災病院薬剤部

学会報告 末武亜依子,白石貴寿,宇
都宮奈々,臼井和明,栗原
江未,近藤真由,吉田悦朗,
上地純子,初田輝,面田恵

下肢整形外科手術施行
患者におけるエドキサバ
ンの腎機能別での投与
量と術後Dダイマーに関
する検討

日本腎臓病薬物療法
学会（神奈川,11月）講
演要旨集p.S183

九州労災病院薬剤部

学会報告 橋口亮 ESBL産生菌に対する
FMOXとCMZの比較～
CMZの投与量はどれくら
いにするか？～

第86回日本感染症学
会西日本地方会学術
集会, 第59回日本感
染症学会中日本地方
会学術集会, 第64回
日本化学療法学会西
日本支部総会（沖
縄,11月）講演要旨集
p.367

健和会大手町病院薬剤
部

学会報告 山下愛登1),坂本昭夫2),堀
勇太1),後藤隆1),上村宅司
1)

薬物間相互作用を考慮
したオピオイドローテー
ションによりオピオイドを
減量できた一例

第70回国立病院総合
医学会（沖縄,11月）

国立病院機構小倉医療
 センター薬剤部 1)国立

病院機構小倉医療セン
ター整形外科 2)

学会報告 磯田祥,山下愛登,堀勇太,
後藤隆,阪元孝志,上村宅
司

抗がん剤の調製時間に
影響を及ぼす因子につ
いての検討

第26回日本医療薬学
会年会（京都, 9月）

国立病院機構小倉医療
センター 薬剤部
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

学会報告 後藤隆1),下村真代2),磯田
祥1),阪元孝志1),上村宅司
1)

重量鑑査を用いた抗が
ん剤調製支援システムの
導入

第26回日本医療薬学
会年会（京都, 9月）

国立病院機構小倉医療
 センター　薬剤部 1)国

立病院機構大分医療セ
ンター　薬剤部 2)

学会報告 川道直子1)2) 経腸栄養剤がタクロリム
スの血中濃度に与える影
響について

第31回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(福
岡,2月)講演要旨集
p.540

1）産業医科大学病院
NST,2）産業医科大学病
院薬剤部

学会報告 横山雄一,浅原稔生 Eribulin投与開始時のア
ルブミン値が治療強度に
及ぼす影響

第31回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(福
岡,2月)講演要旨集
p.617

産業医科大学病院薬剤
部

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

イリノテカン使用患者に
対するアルカリ化剤の使
用頻度と下痢抑制効果
の評価

日本臨床腫瘍薬学会
学術集会2016(鹿児
島,3月)講演要旨集

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 今村健郎,横山雄一,杉原
輝洋,井上潔,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

日本臨床腫瘍薬学会
学術集会2016(鹿児
島,3月)講演要旨集

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 川道直子1),篠原義剛1),日
高博司2),浅原稔生1)

薬歴を用いた注射抗が
ん剤レジメン処方疑義照
会の内容分析

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9
月)P2022-17-PM

1）産業医科大学病院薬
剤部,2）産業医科大学
若松病院

学会報告 山下義人1),稲村由香1),安
藝友香1),大谷真帆1),植木
亮磨1),原禎博1),渡口佐登
子2)3),細田悦子2)3),長野
裕子2),中村英一郎4),井手
飛香1),篠原義剛1),浅原稔
生1)

患者サポートセンターに
おける当院での取り組み
～整形外科編～

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9
月)P1221-18-AM

1）産業医科大学病院薬
剤部,2）産業医科大学
病院看護部,3）産業医
科大学病院患者サポー
トセンター,4）産業医科
大学病院整形外科

学会報告 竹中美紗1),篠原善剛1),日
高博司2),浅原稔生1)

当院における免疫調節
薬ヒドロキシクロロキン硫
酸塩の使用状況

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9
月)P1278-18-PM

1）産業医科大学病院薬
剤部,2）産業医科大学
若松病院

学会報告 井上潔,横山雄一,蒲池英
博,篠原善剛,浅原稔生

抗がん剤曝露対策と閉
鎖式薬物移送システム
使用に伴う問題点

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9
月)P1165-18-AM

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 田尾智美,横山雄一,篠原
義剛,浅原稔生

クレアチニンクリアランス
算出方法の違いがカル
ボプラチンの投与量に及
ぼす影響

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9
月)P1123-17-AM

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 田中美佐子1),斎藤和義2),
鈴木克典2)3),稲村由香4),
寺本美江子3),小野織江1),
野田雅美4),曽我真千恵2),
長野裕子1)

「HIV感染者・エイズ患者
の在宅医療・介護の環境
整備事業　支援チーム
派遣事業」を利用し転院
調整に成功したAIDS2事
例

第30回日本エイズ学
会(鹿児島,11月)講演
要旨集p.294

1）産業医科大学病院看
護部,2）産業医科大学
病院膠原病リウマチ内
科,3）産業医科大学病
院感染制御部,4）産業
医科大学病院薬剤部

学会報告 松垣竜太郎1),中野加陽2),
賀好宏明1),舌間秀雄1),松
島康之3),佐伯覚3),足立弘
明4)

パーキンソン病患者の歩
行自立効力感に対する
薬物療法とリハビリテー
ションの併用

第34回日本神経治療
学会総会（鳥取,11月）

1)産業医科大学病院リ
ハビリテーション部,2)産
業医科大学病院薬剤
部,3)産業医科大学リハ
ビリテーション医学講
座,4)産業医科大学神経
内科学講座
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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 吉永裕助,早野絢子,川崎
美紀

絶食症例に早期に介入
するプログラムの試行と
薬剤師介入事項による
その評価

第31回静脈経腸栄養
学会学術集会（福岡,2
月）抄録集p．479

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 坪意香穂里,田代ともみ,川
崎美紀

褥瘡対策チームにおけ
る薬剤師の役割

第13回日本褥瘡学会
九州沖縄地方会学術
集会（佐賀,4月）抄録
集p．41

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部　　　
　　　　　

学会報告 吉永裕助,早野絢子,永渕
由香里,簑添香李,川崎美
紀

回復期リハビリテーション
病棟での薬剤師の役割

第9回日本在宅薬学会
学術大会（大阪,7月）
講演抄録p．110

社会医療法人陽明会 
小波瀬病院薬剤部

学会報告 早野俊行1),森園由美子1),
川崎美紀2)

介護老人保健施設にお
ける多剤併用回避への
処方提案効果

第58回日本老年医学
会学術集会（福井,6
月）講演要旨集p.117

社会医療法人陽明会か
つやま診療所薬剤部1),
社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部2)

学会報告 木村龍夫 感染症領域における薬
剤管理指導業務～テン
プレートによる標準化と
効率化～

第65回共済医学会（神
奈川,10月）

新小倉病院薬剤部,福
山大学薬学部

学会報告 岩松知美 C型肝炎治療薬ハーボ
ニー配合錠における当
院での取り組み

第65回共済医学会（神
奈川,10月）

新小倉病院薬剤部,福
岡大学薬学部

学会報告 辻本朗 Moh’s軟膏と化学療法に
て局所コントロールが可
能であった自壊を伴う進
行乳癌患者の一例

日本臨床腫瘍薬学会
　学術大会2016（鹿児
島,3月）講演要旨集
p.182

新小文字病院

学会報告 渡部善博,吉原郁夫 急性薬物中毒システム
の作成と運用について

第19回日本医薬品情
報学会総会・学術大会
（東京,6月）講演要旨
集p.119

新行橋病院　薬局

学会報告  渡部善博1),吉原郁夫1)田
口浩史2)

院外処方箋への検査値
記載とその効果について

第26回日本医療薬学
会年会（京都,9月）講
演要旨集　p1336

 新行橋病院　薬局 1)
トータル・メディカルサー
ビス さくら薬局 行橋店 
2)

学会報告 梅田陽輔,柿森祐毅 当院における腎排泄型
薬剤に対する適正使用
の実態調査

第10回日本腎臓病薬
物療法学会（神奈
川,11月）　講演要旨集
　p134

新行橋病院　薬局

学会報告 和田朋子1),後藤渉1),海塚
安郎2)

抗真菌薬投与症例にお
けるNSTの役割

第31回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(福
岡,2月)プログラム集
p.582

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),救急･集中治療部
2)

学会報告 古荘恵里,佐藤大惣,山内
豊和,後藤渉

入院支援センターにお
ける薬剤師の取り組み

第8回福岡県病院薬剤
師会学術大会（福岡,3
月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 船越康太1),髙浪英樹2),後
藤渉1)

当院緩和ケア病棟でのミ
ダゾラムによる鎮静施行
状況調査

第21回日本緩和医療
学会学術大会（京都,6
月）プログラム集p.384

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),緩和ケア外科2)

学会報告 牧野一郎1),髙浪英樹1),横
山寛明2),船越康太3),大瀬
真弓4),首藤麻里4),松永裕
也5)

急性期病棟における緩
和ケアチームのより積極
的な介入によって生じた
緩和ケア病棟での変化

第21回日本緩和医療
学会学術大会（京都,6
月）プログラム集p.478

製鉄記念八幡病院緩和
ケア外科1),心療内科2),
薬剤部3),看護部4),リハ
ビリテーション部5)
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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 和田朋子,後藤渉 感染性心内膜炎治療中
に薬剤熱が疑われた一
例

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月)プロ
グラム集p.161

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 森葉子,和田希美,後藤渉 ICUにおける病棟薬剤業
務の取り組みについて

第26回日本医療薬学
会年会2016(京都,9月)
プログラム集p.143

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 如田真貴,後藤渉 トルバプタンの長期投与
における安全性につい
ての検討

第26回日本医療薬学
会年会2016(京都,9月)
プログラム集p.134

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 安河内友香,秋山耕治,後
藤渉

肺がん患者におけるペグ
フィルグラスチムの使用
状況と有効性について
～医療経済の観点を交
えて～

第26回日本医療薬学
会年会2016(京都,9月)
プログラム集p.123

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 和田希美,後藤渉,茨城愛,
土橋卓也

実地診療における降圧
 薬の使用実態調査～勤

 務医と開業医の比較～

第39回日本高血圧学
会総会(宮城,9月)プロ
グラム集p.435

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 秋山耕治,後藤渉 胆管癌でのCDDP＋
GEMレジメンにおける腎
機能障害とシスプラチン
の投与量について

第49回日本薬剤師会
学術大会（愛知,10月）
プログラム･抄録集p.92

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 打越英恵,村上祐衣,佐藤
大惣,後藤渉

製鉄記念八幡病院にお
けるメトホルミンの使用実
態調査

第5回日本くすりと糖尿
病学会学術集会（兵
庫,10月）プログラム･抄
録集p.138

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 野口統紀子1),村上祐衣1),
佐藤大惣1),後藤渉1),野原
栄2)

DPP-4阻害薬服用患者
の週1回製剤に対する意
識調査

第54回日本糖尿病学
会九州地方会（鹿児
島,10月）プログラム・抄
録集p.143

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),糖尿病内科2)

学会報告 後藤渉 ESBL産生大腸菌血流感
染に対する抗菌薬使用
評価

第64回日本化学療法
学会西日本支部総会
（沖縄,11月）プログラ
ム･抄録集p.286

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 秋吉尚雄1),桑村恒夫1),松
尾未央子2),末松文博1),

頭頸部癌化学放射線療
法における口腔粘膜炎
に対するアズレンスルホ
ン酸Na・リドカイン・グリセ
リン混合含嗽液の運用と
効果について

第10回緩和医療薬学
会(静岡,6月),PE03-
102

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 薬剤部1),耳鼻咽喉科
2)

学会報告 阿部名月,秋吉尚雄,杉原
徹哉,上原奈緒,舛永絵里
子,松本恵,矢川結香,小倉
秀美,末松文博

バンコマイシンの処方設
計支援システムの構築

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1251-19-AM

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 有吉美幸,桑村恒夫,末松
文博

婦人科癌に対するTC療
法施行患者の副作用に
ついての調査

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1039-17-AM

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 居塚しのぶ,川久保充章,小
倉秀美,末松文博

メサドンの導入が有効で
あった一例

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1147-17-AM

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

学会報告 大西利彦1)2),川久保充章
1)2),古田彰1)3),末松文博
1)2),山本英雄1)4)

JCHO九州病院における
治験実施体制強化への

 取り組み

第37回日本臨床薬理
学会学術総会(鳥
取,12月)講演要旨集
p.240

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 治験支援センター1), 
薬剤部2),経理課3),循

 環器科4)

学会報告 小倉秀美1),矢川結香1),竹
林洋子2),末松文博1)

JCHO九州病院における
人工呼吸器装着患者の
経腸栄養開始時期の実
態

第31回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(福
岡,2月)講演要旨集
p.425

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 薬剤部1),看護部2)

学会報告 小倉秀美1),末松文博1),谷
口由美子2),古賀美砂紀2),
酒井賢一郎3)

JCHO九州病院リスクマ
ネジメント部会における
ハイリスク薬誤薬防止に
対する取り組み

医療薬学フォーラム
2016,第24回クリニカル
ファーマシーシンポジ
ウム(滋賀,6月)講演要
旨集p.209

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 薬剤部1),看護部2),内
科3)

学会報告 小倉秀美1),山澤結季1),工
藤信孝3),有吉俊二3),星野
正俊3),脇園隆二3),末松文
博1),米田哲2),高橋保彦2)

九州病院における薬薬
連携の実践-小児慢性
特定疾患を中心に-

第9回日本在宅薬学会
(大阪,7月)講演抄録集
p.131

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）,公
益社団法人八幡薬剤師
会3）

学会報告 小倉秀美,川久保充章,松
本恵,居塚しのぶ,末松文博

薬剤師外来における麻
薬導入患者への関わり

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1203-18-AM

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 川久保充章1)2),秋吉尚雄
1),居塚しのぶ1)2),末松文
博1),近藤恵子2)3),今村秀
2)3)

当院におけるタペンタ
ドールの使用実績調査

第21回日本緩和医療
学会(京都,6月)講演要
旨集p.337

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 川久保充章1)2),秋吉尚雄
1),居塚しのぶ1)2),末松文
博1)

当院におけるタペンタ
ドールの使用実績調査

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1173-17-AM

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 桑村恒夫,上津沙織,小笠
裕斗,西村直朗,末松文博

XELOX療法の副作用と
その対応に関する調査

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1038-17-PM

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 末松文博 シンポジウム「接遇の向
上-実践とその効果-及
びクレーム対応への体裁
の構築と各職種の役
割」：模擬患者が参加す
る医療安全（クレーム対
策）研修の取り組み

第1回JCHO地域医療
総合医学会(東京都,2
月)講演要旨集p.110

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 末松文博 シンポジウム「変革期に
おける健全経営のため
のアドミニストレーターの
役割」：変革期における
病院薬剤部のマネジメン
ト

第18回日本医療マネ
ジメント学会学術総会
(福岡,4月)講演要旨集
 p.151

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 西村直朗,桑村恒夫,末松
文博

プロトンポンプ阻害薬が
高用量メトトレキサート治
療における血中濃度に

 与える影響

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1052-18-PM

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 野村公子,小倉秀美,末松
文博

転倒転落防止と薬剤との
関係についての認識調
査

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1281-17-AM

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

学会報告 藤村弥生,小倉秀美,末松
文博

認知症・せん妄回診にお
ける薬学的介入事例の
分析

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1180-18-PM

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,舛永絵里子,松
本恵,桑村恒夫,末松文博

予定手術患者における
外来時服薬管理の利点
と病棟薬剤業務への影
響

第18回日本医療マネ
ジメント学会学術総会
(福岡,4月)講演要旨集
p.325

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1),高永康弘2),矢
頭直子3),辻郷裕美3),安河
内純子4),有吉雄司2),鍬塚
圭子1),宮本愛子1),末松文
博1),毛利正博5)

心筋梗塞二次予防のた
めの薬物療法と急性心
筋梗塞地域連携パス

第1回JCHO地域医療
総合医学会(東京,2月)
講演要旨集p.191

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 薬剤部1),リハビリテー
ション室2),看護部3),医
療支援部4),循環器内科
5)

学会報告 吉国健司1),高永康弘2),矢
頭直子3),辻郷裕美3),安河
内純子4),有吉雄司2),鍬塚
圭子1),宮本愛子1),末松文
博1),毛利正博5)

心筋梗塞二次予防のた
めの薬物療法と急性心
筋梗塞地域連携パス

第80回日本循環器学
会学術大会(宮城,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1),リハビリテー
ション室2),看護部3),医
療支援部4),循環器内科
5)

学会報告 吉国健司,桑村恒夫,上津
沙織,末松文博

当院における持続性G-
CSF製剤ペグフィルグラ
スチムの使用状況

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月), 
P1037-18-AM

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 心不全患者に対する心
臓リハビリテーション～薬
学的管理と服薬指導～

第20回日本心不全学
会学術集会(北海
道,10月)

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  堀正三1）,亀久美希2）,横
山昌子2）垂水美津子3）

疥癬のアウトブレイクを受
けての感染対策チーム

 の見直し～WG（ワーキ
ンググループ）を立ち上
げての取り組み～

第31回日本環境感染
学会総会・学術集会
(京都,2月)抄録集

戸畑リハビリテーション
 病院　薬剤科1）戸畑リ

ハビリテーション病院　
 看護部2）戸畑リハビリ

テーション病院　検査科

学会報告 田美香,岩尾恭寛,工藤真
裕

急性期における入院時
の持込み薬剤および継

 続状況の調査～高齢者
の多剤投薬防止に向け
て～

第26回日本医療薬学
 会年会（京都,9月）講

演要旨集p.133

福岡新水巻病院薬局

学会報告 岩尾恭寛 福岡新水巻病院におけ
る医薬品集作成業務の

 効率改善への取り組み
～電子カルテと連動した
医薬品集システムの構
築・運用を通して～

第26回日本医療薬学
 会年会（京都,9月）講

演要旨集p.168

福岡新水巻病院薬局

学会報告 入江利行 循環作動薬の基礎知識 第22回日本体外循環
技術医学会九州地方
会　冬季セミナー in 久
留米(筑後,1月)講演要
旨集p.19

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 入江利行 集中治療における薬剤
師の役割と栄養管理

第8回日本静脈経腸栄
養学会　九州支部学
術大会(福岡,10月)講
演要旨集p.20-24

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 入江利行 病棟専任薬剤師の業務
と役割

第33回日本薬学会　
九州支部大会(鹿児
島,12月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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学会報告 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

循環器疾患症例を支え
るチーム医療において薬
剤師が果たすべき役割と
は？薬剤師は心臓血管
外科術後感染症にどこま
で関われるか？

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月)講演
要旨集p.43

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)

学会報告 富田敏章,曽我弘道,町田
聖治,樽善久,入江利行

腎機能低下患者への薬
物療法適正化への取り
組み

第10回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会(神奈川,11月)講
演要旨集p.173

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友,前田朱香,清水
誉志,福地亮祐,村井悠紀,
町田聖治,入江利行

急性期病棟における薬
学的支援とその評価

第37回日本病院薬剤
師会近畿学術大会(兵
庫,1月)講演要旨集
p.37

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友 小倉記念病院における
集中治療領域での薬剤
師のかかわりについて

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(福
岡, 2月)講演要旨集
p.8

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友,前田朱香,清水
誉志,福地亮祐,村井悠紀,
町田聖治,入江利行

急性期病棟における薬
剤師のかかわり

第26回集中治療医学
会九州地方会(沖縄,6
月)講演要旨集p.21

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友,曽我弘道,前田
朱香,清水誉志,町田聖治,
入江利行

ICU,CCUでの抗菌薬に
関する薬学的支援につ
いて

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月)講演
要旨集p.142

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 曽我弘道,町田聖治,岸川
春樹,清水誉志,長谷悠紀,
入江利行

造血幹細胞移植後にお
ける血中濃度から見たプ
ログラフ®とグラセプター
®の有用性の比較検討

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月)講演
要旨集p.146

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 前田朱香,福島将友,曽我
弘道,町田聖治,入江利行

「感染性胸部大動脈瘤
術後患者の集中治療へ
のかかわりについて」

医療薬学フォーラム
2016・第24回クリニカ
ルファーマシーシンポ
ジウム(滋賀,6月) 講演
要旨集 p.168

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 前田朱香,曽我弘道,清水
誉志,福島将友,富田敏章,
岸川春樹,町田聖治,入江
利行

「維持透析中のステロイ
ド抵抗性潰瘍性大腸炎
患者にタクロリムスを使用
し,寛解導入期へ移行で
きた症例」

第26回日本医療薬学
会年会(京都,9月) 講
演要旨集p.161

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 小田原由香 病棟薬剤業務における
薬学的支援

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(福
岡, 2月)講演要旨集
p.10

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

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

EGFR阻害薬による皮膚
障害回避を目的とした予
防・支持療法マニュアル
作成とその評価

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会(鹿児島,3月)
講演要旨集p.162

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 村井悠紀,福地祐亮,前田
朱香,下河邉安妃子,萩原
里実,福島将友,富田敏章,
町田聖治,樽善久,入江利
行

簡易懸濁法の適否検討
を通じた調剤業務負担
軽減に向けた取り組み

第37回日本病院薬剤
師会近畿学術大会(兵
庫,1月)講演要旨集
p.138

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

論文 植木哲也1,10,11）,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

医療薬学, 42 (4), 
255-264, 2016.　

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)

論文 植木哲也1,3）,村上由花1),
宮﨑晶1),橋口靖1),眞柴晃
一2),中嶋幹郎3)

抗菌薬TDMガイドライン
の導入がvancomycinの1
日投与量,投与期間,総
投与量,および腎障害の
発現率に及ぼす影響

日本化学療法学会雑
誌, 64(6), 813-816, 
2016.

北九州市立医療セン
ター薬剤課1),北九州市
立医療センター総合診
療科2),長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科3)

論文 臼井和明,長谷川将,吉田
悦朗,沖田健太郎,白石貴
寿,面田恵

造影剤副作用報告書に
基づく副作用発現状況
の調査および先発品と
後発品の評価

日本職業・災害医学会
会誌,2016,in press

九州労災病院薬剤部

論文 AiIbaraki1)2),WataruGoto3
),RieIura3),MitsuhiroTomin
aga2),TakuyaTsuchihashi1)
2)

Current prescription 
status of 
antihypertensive drugs 
with special reference 
to the use of diuretics 
in Japan

Hypertension 
Research, September 
1(advanced online 
publication),2016

Hypertension 
Center,Steel Memorial 
Yawata 
Hospital1),Division of 
Hypertension,Clinical 
Research 
Institute,National 
Hospital Organization 
Kyushu Medical 
Center2),Division of 
Pharmacy,Steel 
Memorial Yawata 

 Hospital3)

著書 末吉宏成 CPRが繋いだ命 日本薬剤師会推薦図
 書薬剤師のための動

ける！救急・災害ガイ
 ドブック羊土社（4月

p21）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

著書 末吉宏成 日医災害医療チーム
（JMAT）1版の活動

北九州市医報（11月
p3-4）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

著書 橋口亮1)（関雅文編2）） 抗菌薬おさらい帳 株式会社じほう（東京),
 2016年7月

健和会大手町病院薬剤
部1),東北医科薬科大学
2)

著書 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

病気とくすり 2016　高血
圧

南山堂　Vol.67 No.4 
p.410-432,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)

著書 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

病気とくすり 2016　閉塞
性動脈硬化症

南山堂　Vol.67 No.4 
p.441-442,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)

著書 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

病気とくすり 2016　心原
性ショック

南山堂　Vol.67 No.4 
p.442-443,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)

著書 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

病気とくすり 2016　心臓
弁膜症

南山堂　Vol.67 No.4 
p.444-445,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

著書 町田聖治1),入江利行1),羽
生道弥2)

病気とくすり 2016　先天
性心疾患

南山堂　Vol.67 No.4 
p.445-446,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),同心臓血管
外科2)

著書 町田聖治1),入江利行1),大
井一弥2)

高齢者高血圧の特徴を
踏まえた薬剤選択

じほう　Vol.22 No.12 
p.1589-1591,2016

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),鈴鹿医療科
学大学薬学部2)

研修会 後藤康秀 骨粗鬆症における薬物
治療とその注意点につ

 いて-特に腎機能に影
響する薬剤-

第10回遠賀中間地区
骨粗鬆症市域連携講

 演会（北九州,2月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 後藤康秀 最近の薬剤について 潜在看護師復職セミ
 ナー（北九州,9月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 泉谷香代 褥瘡回診における薬剤
師の役割

第110回中小病院懇話
会（北九州,2月）

北九州小倉病院

研修会 泉谷香代 褥瘡回診における薬剤
師の役割

第111回中小病院懇話
会（北九州,2月）

北九州小倉病院

研修会 泉谷香代 褥瘡回診における薬剤
師の役割

第112回中小病院懇話
会（北九州,2月）

北九州小倉病院

研修会 泉谷香代 お薬と上手につきあうた
めに

H28年桜丘地域健康
講座（北九州,9月）

北九州小倉病院

研修会 米谷頼人 がん治療薬について あすかの会 平成28年
度1月例会（北九州,1
月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 経口抗癌剤における安
全管理

乳癌病薬連携セミナー
（熊本,2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 肺がん化学療法におけ
る副作用対策

第4回JASPO認定薬剤
師養成セミナー（福
岡,4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 乳がんの薬物療法につ
 いて～薬剤師の立場か

ら～

小倉薬剤師会 5月学
術研修会（北九州,5
月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 大腸癌化学療法におけ
 る安全管理-当院での

取り組み-

大腸癌Web勉強会（福
岡,9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 米谷頼人 ガイドライン改定・実臨床
の立場からCINVを考え
る

CINV Forum（北九
州,10月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山田真裕 リウマチの治療に用いる
薬剤について

地域医療連携研修会
（北九州,5月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山田真裕 注射薬混合ガイドライン
から見た無菌調剤室利
用の安全性について

無菌調剤研修会（北九
州,2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課
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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 山田真裕 オピオイド鎮痛薬の特徴 第3回　緩和薬物療法
認定薬剤師の修得へ
向けたセミナー（福
岡,11月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 末吉宏成 熊本地震に関わる活動 北九州市立八幡病院
DMAT　ACTIVITY　
REPORT（北九州,6月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 末吉宏成 熊本地震での医療支援
活動とお薬手帳

第53回くすりのセミ
ナー福岡（福岡,7月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 末吉宏成 熊本地震 日本災害医療薬剤師
学会会員報告（北九
州,9月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 末吉宏成  災害時における薬事トリ
アージ

日本集団災害医学会
JICA九州北九州開催
PhDLSプロバイダー
コース（北九州,11月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 末吉宏成 車を運転するとき注意す
べきくすり。のみ合わせ
に注意するために

けやきテラスプロジェク
ト（CAHS）（北九州,12
月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 福永竜一 疎経活血湯の治験例
（文献）に対する考察・討
論

平成28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診
療支援部薬剤課

研修会 福永竜一 頑固な便秘に用いる漢
方処方解説

平成28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診
療支援部薬剤課

研修会 福永竜一 慢性腎不全に用いる漢
方処方解説

平成28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診
療支援部薬剤課

研修会 福永竜一 生姜瀉心湯にみる生姜
と乾姜の役割（文献）に
対する考察・討論

平成28年度第9回戸畑
漢方研修会（北九州,9
月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 福永竜一 咳喘息に対する麻杏甘
石湯の治験例（文献）に
対する考察・討論

平成28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診
療支援部薬剤課

研修会 原田桂作  吸入薬概論何故薬剤師
による吸入支援が必要な
のか

第7回北九州市立八幡
病院薬薬連携講習会
（北九州,10月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 田﨑奈緒子  吸入支援症例報告
（SGD）

第7回北九州市立八幡
病院薬薬連携講習会
（北九州,10月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 原田桂作1）,原田敬2） 血管新生阻害薬ベバシ
ズマブ治療経過中に発
症した破裂急性大動脈
解離の一例

第17回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州,2月）

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1）,同
循環器内科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

研修会 岡仁美1,6),田村早苗2,6),
越智るみ2,6),高見裕子
2,5),川野尚子2,6),坂本喜
彦3,6),木原康之4,6),大治
万喜子1,6),柏田匡広1,6),
髙橋浩二郎1,6)

入院患者におけるレス
キュー麻薬の自己管理
導入に向けたマニュアル
の構築

第10回日本緩和医療
薬学会年会（静岡,6

 月）講演要旨集p135

1）北九州総合病院薬剤
科
2）北九州総合病院看護
部
3）北九州総合病院外科
4）北九州総合病院内科
5）北九州総合病院医療
安全部
6）北九州総合病院がん
サポートチーム

研修会 渡瀬美登里 重傷熱傷に対する栄養
管理の1例

第21回北九州NST研
究会（北九州,8月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 棚田訓彰 症例報告 北九州薬剤師の抗菌
化学療法カンファレン
ス(10月25日）

北九州総合病院薬剤科

研修会 棚田訓彰 大衆薬と医療用医薬品 平成28年度地域健康
セミナー
（吉田市民センター 10
月24日）

北九州総合病院薬剤科

研修会 田中美由紀 療養型病院における
NSTの取り組み

第21回北九州NST研
究会（北九州,8月）

北九州中央病院薬剤科

研修会 三輪宏樹 お薬との付き合い方 地区老人会（北九州,2
月）

北九州中央病院薬剤科

研修会 面田恵 薬剤師のTotal 
Management-アウトカム
を評価する-

薬剤師研修会（神奈
川,1月）

九州労災病院薬剤部

研修会 面田恵 薬剤部門における臨床
面および経営面への取り
組み

全国労災病院薬剤部
長会議（神奈川,6月）

九州労災病院薬剤部

研修会 白石貴寿 心臓病とお薬について 心大血管リハビリテー
ション講演会（北九
州,10月）

九州労災病院薬剤部

研修会 橋口亮 『感染症治療に関わる薬
剤師のモチベーションを
上げるコツ,教えます』

沖縄県病院薬剤師会
感染症分科会講演会
(沖縄,12月）

健和会大手町病院薬剤
部

研修会 白井薫 注射薬バーコード認証シ
ステムの導入

第218回洞薬会例会
(北九州,11月)

健和会大手町病院薬剤
部

研修会 阪元孝志 熊本地震　医療班活動
報告

平成28年度福岡地区
薬学研究会（福岡, 12
月）

国立病院機構小倉医療
 センター薬剤部

研修会 真鍋あずさ,中川武裕,阪元
孝志,上村宅司

安全管理が必要な医薬
品に対する服薬指導の
実施率向上に向けた取り
組み

第40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 川道直子 （栄養）輸液の基礎 遠賀中間薬剤師会学
術講演会(福岡,6月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 秋山直子 当院におけるNICU・
GCU・小児病棟の病棟

 薬剤業務―小児グルー
プとしての取り組みにつ
いて―

第8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 中嶋友代 糖尿病ってどんな病
気？

第11回若松健康セミ
ナー(北九州,11月)

産業医科大学若松病院

研修会 早野絢子 末梢神経障害に対する
各施設の取り組み

第5回化学療法ケアを
考える会（北九州,3月）

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部

研修会 早野絢子 がん化学療法チームで
の薬剤師の役割

第132回京都薬剤師会
　学術研修会（北九
州,11月）

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部

研修会 早野俊行 介護老人保健施設にお
ける多剤併用回避への
処方提案

第110回中小病院懇話
会(北九州,2月)

社会医療法人陽明会か
つやま診療所薬剤部

研修会 早野俊行 介護老人保健施設にお
ける多剤併用回避への
処方提案

第111回中小病院懇話
会(北九州,2月)

社会医療法人陽明会か
つやま診療所薬剤部

研修会 早野俊行 介護老人保健施設にお
ける多剤併用回避への
処方提案

第112回中小病院懇話
会(北九州,2月)

社会医療法人陽明会か
つやま診療所薬剤部

研修会 原知斉 救急医療で活躍する薬
剤師

第10回利根地区薬・薬
連携カンファレンス（埼
玉,6月）

新小文字病院

研修会 池田美幸 高齢者の睡眠薬につい
て

第110回中小病院懇話
会(北九州,2月)

新門司病院　薬局

研修会 池田美幸 高齢者の睡眠薬につい
て

第111回中小病院懇話
会(北九州,2月)

新門司病院　薬局

研修会 池田美幸 高齢者の睡眠薬につい
て

第112回中小病院懇話
会(北九州,2月)

新門司病院　薬局

研修会 吉原郁夫 地域医療連携における
薬剤師の関わり

第113回中小病院懇話
会（北九州,6月・7月）

新行橋病院　薬局

研修会 吉原郁夫 地域医療連携における
薬剤師の関わり

第114回中小病院懇話
会（北九州,6月・7月）

新行橋病院　薬局

研修会 吉原郁夫 地域医療連携における
薬剤師の関わり

第115回中小病院懇話
会（北九州,6月・7月）

新行橋病院　薬局

研修会 渡部善博 外来化学療法と内服抗
がん剤について

第132回京都薬剤師会
 学術研修会（北九

州,11月）

新行橋病院　薬局

研修会 後藤渉 病院薬剤師への招待 北九州市立守恒中学
校職業講話（北九州,7
月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 船越康太 非オピオイド鎮痛薬の特
徴

第2回緩和薬物療法認
定薬剤師の修得へ向
けたセミナー(福岡,7
月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 和田希美 地域における降圧薬使
用実態調査

北九州薬学フォーラム
2016 （北九州,7月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 和田朋子 当院における静脈栄養
管理の実際と課題

第3回九州臨床栄養懇
話会(福岡,9月)

製鉄記念八幡病院薬剤
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 後藤渉 チーム医療としての
NST -薬剤師としてどう
関わるか-

第23回注射剤・輸液に
関する懇話会（広
島,11月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 小川明美 LAI導入に薬剤師として
関わって～症例を振り返
る～

第3回LAIスキルアップ
セミナー（北九州,11
月）

堤小倉病院薬局

研修会 大西利彦1)2) 薬剤師の業務 平成28年度山口県立
下関西高等学校キャリ
アセミナー(山口,11月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
　治験支援センター1), 
薬剤部2)

研修会 小倉秀美 薬剤管理における地域
連携について

独立行政法人地域医
療機能推進機構九州
病院健康フェア(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 小倉秀美 輸液勉強会 遠賀・中間薬剤師会学
術講演会(北九州,9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 小倉秀美 腎機能と薬 八幡薬剤師会学術研
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 桑村恒夫 抗がん剤と検査値につ
いて

平成28年度 第13回八
幡薬剤師会学術研修
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 変革期におけるJCHO九
州病院薬剤部の戦略マ
ネジメント

第2回あすか製薬学術
講演会～ファーマシー
マネジメントの実際～
(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 末松文博 高齢者のポリファーマ
シーについて

JCHO九州病院高齢者
支援部会研修会(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

研修会 末松文博 新しい検査値付き院外
処方箋について

平成28年度第12回 八
幡薬剤師会学術研修
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 藤村弥生 認知症・せん妄回診にお
ける薬学的介入事例の
分析

第15回地域薬剤師会・
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 舛永絵理子1),矢川結香1),
小倉秀美1),末松文博1),藤
澤聖2),折口秀樹2)

JCHO九州病院における
大建中湯坐薬の試み

第26回北部福岡NST
研究会(北九州,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1),内科2)

研修会 宮本愛子1),吉国健司1),高
永康弘2),矢頭直子3),辻郷
裕美3),安河内純子4),有吉
雄司2),鍬塚圭子1),末松文
博1),毛利正博5)

心筋梗塞二次予防のた
めの薬物療法と急性心
筋梗塞地域連携パス

北九州薬学フォーラム
2016(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),リハビリテー
ション室2),看護部3),医
療支援部4),循環器内科
5)

研修会 吉国健司 循環器疾患ケアにおける
薬剤師の役割～心臓リ
ハビリテーションの視点
～

第12回広島循環器薬
 物治療研究会(広島,1

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 経皮吸収型β1選択性 
β遮断薬ビソプロロール
の適正使用

第33回北九州心臓リ
ハビリテーション研究
会(北九州,5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 実践！心臓リハビリテー
ション患者の薬学的管理

第5回長崎臨床薬剤師
循環器カンファランス
(長崎,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 吉国健司 JCHO九州病院における
医薬品安全管理

第218回洞薬会例会
(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 吉国健司 循環器用薬と検査値 平成28年度　第13回
八幡薬剤師会学術研
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 阿部雅雄 肺がん患者への薬学介
入事例と介入のコツ

第4回日本臨床腫瘍薬
 学会認定薬剤師養成

 セミナー（福岡,4月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 森康弘 当院における新卒薬剤
師確保のための取り組み
 

第116回洞薬会中小病
院懇話会（北九州,11
月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 森康弘 当院における新卒薬剤
師確保のための取り組み
 

第117回洞薬会中小病
院懇話会（北九州,11
月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 森康弘 当院における新卒薬剤
師確保のための取り組み
 

第118回洞薬会中小病
院懇話会（北九州,11
月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 佐藤緑 薬と食品の相互作用,
ジェネリック医薬品につ
いて

戸畑リハビリテーション
 病院　回復期リハビリ

テーション病棟　家族
会（北九州,11月）

戸畑リハビリテーション
病院　薬剤科

研修会 西愛美 麻薬の管理と取扱い 戸畑リハビリテーション
 病院　H28年度　地域

緩和ケア研修会（北九
州,11月）

戸畑リハビリテーション
病院　薬剤科

研修会 入江利行 薬を正しく理解していた
だくために

市民公開講座(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

協和発酵キリン株式会
社　社員研修会(北九
州,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療病棟での薬剤
師の役割について

持田製薬株式会社　
社員教育研修会(北九
州,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 おくすりと上手につきあう
方法

周望学舎研修会(北九
州,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 町田聖治,入江利行 「チームで心臓をまもり,
 ひとをみる」循環器疾患

患者に対する薬学的管
理について

福岡県理学療法士北
九州1地区研修会(北
九州,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
活動紹介」

第21回北九州糖尿病
療養指導士認定記念
講演会(北九州,2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 丸子浩 「糖尿病療養指導士の
役割と活動」

北九州糖尿病療養指
導士認定研修会(北九
州,8月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 清水誉志 脳卒中サポートチームに
おける薬剤師の関わり

第8回福岡県病院薬剤
師会学術大会(福岡,3
月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 福島将友 ICU・CCUにおける薬剤
師の役割

福岡県中小病院・診療
所勤務薬剤師研修会
議(福岡,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 福島将友 急性期病棟で使用され
る薬剤について

第22回呼吸療法セミ
ナー(福岡,12月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 曽我弘道 糖尿病治療薬を使いこ
なすために 薬剤師が
知っておくべきポイント

第49回北九州臨床薬
物研究会特別講演会
(北九州,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 曽我弘道 ゼヴァリン療法における
薬剤師の関わり

北九州放射免疫療法
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 前田朱香 「透析にならないための
腎臓病のお話」

市民公開講座(北九
州,3月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 前田朱香 「当院NSTにおける薬剤
師のかかわり」

第27回 北部福岡NST
研究会 (北九州,10月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 長谷悠紀 あなたはどれを飲んでい
ますか？ 　　～知って安
心,血液サラサラの薬～

市民公開講座(北九
州,3月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 長谷悠紀 腎機能低下時における
糖尿病薬の使い方

第29回北部北九州腎
と薬剤研究会(北九
州,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 萩原里実 脳卒中サポートチームに
おける薬剤師の関わり

北九州薬学フォーラム
2016(北九州,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 北島聖也 全自動ＰＴＰシート払出
装置を利用した医療安
全対策

第218回洞薬会例会
(北九州,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 大石博美 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

北九州薬学フォーラム
2016(北九州,7月)

八幡薬剤師会薬局

雑誌掲載 橋口亮 De-escalationの実際と抗
菌薬の投与日数の提案
方法

月間薬事9月号
（Vol.58 No12）2016年
9月, p.71-76, 株式会
社じほう（東京）

健和会大手町病院薬剤
部

雑誌掲載 橋口亮 大手町病院における病
棟薬剤師活動～
AntimicrobialStewardshi
pへの取り組み～

福岡県病院薬剤師会
会誌 No197,p.25-28, 
2016年11月15日

健和会大手町病院薬剤
部

その他 毛利正博1),吉国健司2),末
松文博2)

「実践したい他施設の取
り組み」薬剤師の専門性
高める心筋梗塞地域連
携パスと心臓リハビリ
テーションへの介入

サノフィ株式会社,2016
年9月e-MRファルマシ
アン

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
 循環器内科1),薬剤部
2)
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