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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 内山美智恵,坂本佳子 カルボプラチン投与量設
定における腎機能評価
値の違いが血液毒性に
及ぼす影響

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 中村希,山田真裕,村上由
花,木村祥子,根岸智奈美,
内山美智恵,坂本佳子

腎機能低下患者の薬剤
適正使用へ向けた取り
組み

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 山田真裕,村上由花,中村
希,木村祥子,根岸智奈美,
坂本佳子

調剤過誤防止システム
の有用性に関する検討

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

学会報告 末吉宏成 北九州市立八幡病院薬
剤師の熊本地震での医
療支援活動の報告

日本災害医療薬剤師
学会第6回学術大会
（岐阜,2月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

学会報告 末吉宏成 薬剤課からの情報発信 第3回日本医療安全学
会学術総会（東京,3
月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

学会報告 嶋戸理子,渡瀬美登里,柏
田匡広,池田浩和,高橋浩
二郎

がん薬物療法施行患者
におけるB型肝炎ウイル
ス再活性化予防のため
の実態調査

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 堂薗吉彬,棚田訓彰,安河
内亮太,中島一,今村陽子,
池田浩和,髙橋浩二郎

当院における抗凝固薬・
抗血小板薬チェックシー
トの運用

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 安河内亮太,今村陽子,池
田浩和,高橋浩二郎

認知症ケアチームにお
ける薬剤師の取り組みに
ついて

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 今村陽子,安河内亮太,池
田浩和,髙橋浩二郎

高齢者への睡眠薬の処
方状況調査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 小橋亮,大保孝介,棚田訓
彰,白土彩乃,髙浪優紀,堤
絵美,瀧尻沙織,松川遙佳,
池田浩和,髙橋浩二郎

中央業務疑義照会の集
積とプレアボイド報告－
病棟業務プレアボイド報
告との比較－

第20回日本医薬品情
報学会総会・学術大会
（東京,7月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 大治万喜子,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

北九州総合病院ICU病
棟における病棟薬剤業
務の現状把握

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,3月）

北九州総合病院薬剤科

学会報告 中島一1),今村陽子1),大石
貴裕1),池田浩和1),髙橋浩
二郎1),吉田綾2),山中直子
2)

インフルエンザアウトブレ
イク時の予防投与におけ
る薬剤師の介入事例

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

北九州総合病院薬剤科
1),北九州総合病院看護
部2)

学会報告 高橋浩二郎1)5),大治万喜
子1)5),岡仁美1)5),中島一
1),小橋亮1),大石貴裕1),池
田浩和1),田村早苗2)5),坂
本喜彦3)5),木原康之4)5),
山崎雅弘4)

終末期患者の退院に向
けて、モルヒネ注射薬か
らフェンタニル貼付剤へ
の変更に際し、疼痛管理
が難渋した一例

第11回日本緩和医療
薬学会年会（北海道,6
月）

北九州総合病院薬剤科
1),北九州総合病院看護
部2),北九州総合病院救
急科3),北九州総合病院
内科4),北九州総合病院
がんサポートチーム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 沖田健太郎,植中英恵,長
谷川将,末武亜依子,安河
内寿成,栗原江未,大石丸
美,岩武幹乃,白石貴寿,面
田恵

当院におけるニボルマブ
の使用状況と有害事象
について

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 石津教嗣,橋口亮,白井薫 ESBL産性菌に対する治
療戦略をFMOXから
CMZへ切り替えてみたら
～医療経済の観点から
～

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

学会報告 橋口亮 中小病院でもできます。
モチベーションをあげて
取り組める感染症診療の
関わり方

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

学会報告 橋口亮 抗菌薬のチーム医療 第34回日本TDM学会
学術大会（京都,9月）

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

学会報告 本多明香里,植松翠,斎藤
暢人,中嶋友代,日髙博司

入院患者のアレルギー
情報を用いた新たな取り
組みについて

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

産業医科大学若松病院
薬剤部

学会報告 大矢圭祐,早野絢子,吉永
裕助

化膿性脊椎炎、腸腰筋
膿瘍由来の敗血症症例
に対してMEPMの高用
量・持続点滴を行った   
1例

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

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,坪意香穂里 局所陰圧閉鎖療法
（NPWT)施行時に悪化し
た踵部褥瘡に対して外
用療法が有効であった1
例

第14回日本褥瘡学会
九州・沖縄地方会（長
崎,5月）

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,仲本あゆみ吉
永裕助,早野絢子

自覚症状を伴わないシ
ベンゾリン血中濃度高値
の一例

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部

学会報告 満永大輔,垣添和弘,末武
弘至,井無田優,渡部善博,
吉原郁夫

テンプレートを活用した
薬学的介入の向上を目
指して

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

新行橋病院薬局

学会報告 吉原郁夫1),本田哲也1),小
塙隆広2),樋渡美紀3)

異種B型肝炎ワクチン接
種時の抗体獲得率の検
討

第32回日本環境感染
学会総会・学術大会
（兵庫,2月）

新行橋病院薬局1),新小
文字病院安全感染管理
室2),新行橋病院感染管
理室3)

学会報告 如田真貴1),後藤渉1),大穂
有恒2)

透析患者におけるエル
バスビル、グラゾプレビル
の外来指導における取り
組み

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
肝臓内科2)

学会報告 池永千寿子,後藤元子,松
本知子,岩松希美,高浪英
樹,石川幹真

乳がん検診に関する女
子職員の意識調査－40
歳以上・未満の受診行
動の背景の違い－

第25回日本乳癌学会
学術総会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院乳腺
センター

学会報告 岩松希美,後藤元子,松本
知子,池永千寿子,高浪英
樹,石川幹真

乳がん検診に関する女
子職員の意識調査－職
種による受診行動、知
識、意識の比較－

第25回日本乳癌学会
学術総会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院乳腺
センター
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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 松本知子,後藤元子,池永
千寿子,岩松希美,高浪英
樹,石川幹真

乳がん検診に関する女
子職員の意識調査－受
診行動条件の整備と情
報曝露による意識の比
較－

第25回日本乳癌学会
学術総会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院乳腺
センター

学会報告 後藤元子1),東久美1),松本
知子1),池永千寿子1),岩松
希美1),高浪英樹1),石川幹
真1),田中旬子2)

乳がん検診における受
診行動条件の整備によ
る受診率と意識の変化

第25回日本乳癌学会
学術総会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院乳腺
センター1),九州大学消
化器･総合外科2)

学会報告 石川幹真1),高浪英樹1),島
田和生2),後藤元子1),東久
美1),松本知子1),池永千寿
子1),岩松希美1)

乳腺地域医療の中核とし
ての乳腺センター構築の
試み

第25回日本乳癌学会
学術総会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院乳腺
センター1),島田乳腺クリ
ニック2)

学会報告 森葉子 ICUにおける病棟薬剤業
務の取り組みについて

第9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 安河内友香 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9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 奧山由季子,村上祐衣,和
田朋子,和田希美,後藤渉

抗精神病薬による血栓
塞栓症が疑われた症例

第1回日本老年薬学会
学術大会（東京,5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)

緩和ケアチーム回診によ
る介入効果の振り返り

第11回日本緩和医療
薬学会年会（北海道,6
月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),緩和ケア外科2)

学会報告 繁田知里1),和田朋子1),後
藤渉1),海塚安郎2)

誤嚥性肺炎患者におけ
る投与熱量調査

第32回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（岡
山,2月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
救急･集中治療部2)

学会報告 和田朋子1),後藤渉1),海塚
安郎2)

血液培養陽性患者にお
ける糖加アミノ酸輸液の
使用実態調査

第32回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（岡
山,2月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
救急･集中治療部2)

学会報告 重見貴子 ラムシルマブによると思
われる薬剤性心筋障害
の2症例

日本臨床腫瘍薬学会
 学術大会2017（新潟,3

月）

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 中園武宣 当院におけるタペンタ
ドール徐放剤の使用実
績調査

第11回日本緩和医療
薬学会年会（北海道,6
月）

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 守屋久美代,鴛渕るか,永里
京子,内田香織,野村秀哉,
米丸寿幸

当院における薬局業務
評価分析の取り組み～
薬剤師人員減少危機の
克服～

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

日本海員掖済会門司掖
済会病院薬剤部

学会報告 佐藤洋文,小柳昭徳,宮村
将尚,椛田弘治,竹内綾子,
田代賢哲,後藤康秀

注射用バンコマイシン適
正投与への取り組み-腎
機能を考慮した個別の

適投与法-

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

学会報告 宮村将尚1),小柳昭徳1),佐
藤洋文1),椛田弘治1),竹内
綾子1),田代賢哲1),後藤康
秀1),戸渡まゆみ2),末廣剛
敏3)

遠賀中間医師会おんが
病院におけるNST活動-
薬剤師の関わりと症例-

第78回九州山口薬学
 大会（宮崎,9月）

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部1),遠賀中間
医師会おんが病院栄養
科2),遠賀中間医師会お
んが病院医師3)
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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,栗原江未,大石
丸美,岩武幹乃,山村真貴
子,臼井和明,植中英恵,森
田佳博,白石貴寿,面田恵

脳出血患者における降
圧薬および抗血栓薬の
服用状況や処方動向に
関する検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 宇都宮奈々,沖田健太郎,
植中英恵,長谷川将,末武
亜依子,安河内寿成,近藤
真由,吉田悦朗,白石貴寿,
面田恵

胃および食道癌の化学
療法における制吐剤の
適正使用に関する実態
調査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 臼井和明,栗原江未,安河
内寿成,吉田悦朗,大石丸
美,宇都宮奈々,松永里香,
宗本佐知子,白石貴寿,面
田恵

抗緑膿菌薬の使用動向
と緑膿菌耐性率の推移
に関する検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 吉田悦朗,臼井和明,宇都
宮奈々,近藤真由,長谷川
将,宗本佐知子,上地純子,
森田佳博,白石貴寿,面田
恵

当院におけるmicafungin
の投与量と臨床効果,安
全性に関する検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 白石貴寿,松永里香,末武
亜依子,大石丸美,近藤真
由,吉田悦朗,宇都宮奈々,
栗原江未,臼井和明,長谷
川将,沖田健太郎,面田恵

当院における病棟薬剤
業務および薬剤管理指
導業務の現状と質的向
上および効率化の推進
について

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 白石貴寿,沖田健太郎,臼
井和明,近藤真由,松永里
香,山村真貴子,安藤暢彦,
上地純子,森田佳博,面田
恵

Helicobacterpylori3剤併
用療法における使用レジ
メンおよび除菌率の推移

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

学会報告 江隈綾香1),浦﨑美菜子1),
西中秀和2),溝口玄一郎1)

当院における中心静脈
栄養の処方提案一覧表
の作成について

第66回共済医学会（京
都,10月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部
1),国家公務員共済組合
連合会新小倉病院外科
2)

学会報告 定村京太1),佐藤一雄1),小
林剛士1),渡邉晴子2),溝口
玄一郎1)

当院におけるがん化学
療法への取組み

第66回共済医学会（京
都,10月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部
1),国家公務員共済組合
連合会新小倉病院看護
部2)

学会報告 大野晃子,安永親生,吉松
正憲

経口リン吸着薬の変更に
よる腎性貧血への影響と
実測での医療経済学的
効果

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

済生会八幡総合病院腎
センター

学会報告 大野晃子,安永親生,吉松
正憲

クエン酸第二鉄水和物
へのリン吸着薬変更によ
る実測での医療経済学
的効果の検証

第62回日本透析医学
会学術集会・総会（神
奈川,6月）

済生会八幡総合病院腎
センター

学会報告 泉谷幸男1),溝上和寿1),木
村文男2),田中慎吾3)

アキシチニブ投与中、疼
痛管理不良と高度下痢
が出現し、オピオイドス
イッチングの提案で両症
状の改善を認めた1例

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

済生会八幡総合病院薬
剤科1),済生会八幡総合
病院看護部2),済生会八
幡総合病院泌尿器科3)
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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 泉谷幸男1),松尾昌治1),溝
上和寿1),村﨑恭子2),長谷
川博文3)

オキシコドン錠とワルファ
リン錠の相互作用にて
PT-INRが上昇し、ワル
ファリン錠をDOACに変
更し治療が継続できた1

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

済生会八幡総合病院薬
剤科1),済生会八幡総合
病院看護部2),済生会八
幡総合病院外科3)

学会報告 斎藤暢人1),本多明香里1),
石﨑由子2),中嶋友代1),日
髙博司1)

注射抗がん剤の投与管
理時の曝露対策状況の
調査と対策について

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

産業医科大学若松病院
薬剤部1),産業医科大学
病院薬剤部2)

学会報告 植木亮磨,横山雄一,篠原
義剛,植木哲也

高額抗がん薬の投薬量
の微量調節が医療費削
減に与える影響の試算

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 川道直子 消化器症状に用いる漢
方薬の処方状況につい
て

第32回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（岡
山,2月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 秋山直子1),福本麻美1),渡
邉俊介2),菅秀太朗2),荒木
俊介2),植木哲也1)

新生児の疼痛コントロー
ルに経口モルヒネ製剤を
使用した1例

第44回日本小児臨床
薬理学会学術集会（静
岡,10月）

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
総合周産期母子医療セ
ンター2)

学会報告 植木哲也1)2)5),實松絵美
子1),篠原義剛1),村上由花
2),宮﨑晶2),坂本佳子2),眞
柴晃一3),中嶋弥穂子4),中
嶋幹郎5)

バンコマイシンによる腎
障害発現の危険因子

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

産業医科大学病院薬剤
部1),北九州市立医療セ
ンター薬剤課2),北九州
市立医療センター総合
診療科3),崇城大学薬学
部4),長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科5)

学会報告 植木哲也1)2)5),實松絵美
子1),篠原義剛1),村上由花
2),宮﨑晶2),坂本佳子2),眞
柴晃一3),中嶋弥穂子4),中
嶋幹郎5)

バンコマイシン投与患者
におけるタゾバクタム／
ピペラシリン併用群と非
併用群の腎障害発現率
および患者背景の比較

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

産業医科大学病院薬剤
部1),北九州市立医療セ
ンター薬剤課2),北九州
市立医療センター総合
診療科3),崇城大学薬学
部4),長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科5)

学会報告 渡部美穂 ペクチン含有濃厚流動
食使用時に胃酸分泌抑
制薬中止により消化管出
血を起こした1例を通して

第32回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（岡
山,2月）

社会医療法人陽明会御
所病院薬剤部

学会報告 中川武裕 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19回日本医療マネ
ジメント学会学術総会
（宮城,7月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部

学会報告 德井志野,山口泰弘,赤﨑
大恭,浦本邦弘

C型慢性肝炎治療薬の
有効性と安全性につい
て

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター

 薬剤部

学会報告 堀勇太1),浦本邦弘1),山口
賢一郎2)

川崎病における免疫グロ
ブリン製剤の違いによる
治療効果の比較

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部1),独立行政法人
国立病院機構小倉医療
センター小児科2)

学会報告 山下愛登1),堀勇太1),後藤
隆2),浦本邦弘1),豊福篤志
3)

当院におけるオキサリプ
ラチンによるアレルギー
反応に関する検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部1),独立行政法人
国立病院機構福岡東医
療センター薬剤部2),独
立行政法人国立病院機
構小倉医療センター外
科3)
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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 竹林洋子1),末永順子1),村
島浩二2),伊藤勇1),矢川結
香3),松村孝志4)

成人人工呼吸患者にお
ける栄養評価法
(NRS2002)の有用性につ
いての検討

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,3月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
看護部ICU1),独立行政
法人地域医療機能推進
機構九州病院麻酔科2),
独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部3),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院臨床工学部門
4)

学会報告 小倉秀美1),矢川結香1),橋
本沙和2),竹林洋子3),杉本
光徳4),末松文博1),折口秀
樹5)

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2報)

第32回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（岡
山,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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院栄養部2),独立
行政法人地域医療機能
推進機構九州病院看護
部3),独立行政法人地域
医療機能推進機構九州
病院リハビリテーション
室4),独立行政法人地域
医療機能推進機構九州
病院内科5)

学会報告 末永順子1),竹林洋子1),村
島浩二2),古賀美砂紀1),小
倉秀美3),井上勝博4)

人工呼吸器管理患者の
栄養状態(NUTRICスコ
ア)は予後に影響する

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,3月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
看護部1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院麻酔科2),独立
行政法人地域医療機能
推進機構九州病院薬剤
部3),独立行政法人地域
医療機能推進機構九州
病院内科4)

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
治験受託件数増加への
取り組み

第3回地域医療総合医
学会（東京,11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),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬
剤部2),独立行政法人地
域医療機能推進機構九
州病院経理課3),独立行
政法人地域医療機能推
進機構九州病院循環器

 科4)

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－SMO・CRCと
の協働－

第38回日本臨床薬理
学会学術総会（神奈
川,12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),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬
剤部2),独立行政法人地
域医療機能推進機構九
州病院経理課3),独立行
政法人地域医療機能推
進機構九州病院循環器

 科4)

学会報告 上原奈緒,桑村恒夫,阿部
名月,末松文博

当院における過去7年間
の感染性心内膜炎症例
について

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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

学会報告 小倉秀美,川久保充章,釘
原瑤子,上津沙織,吉国健
司,桑村恒夫,末松文博

JCHO九州病院における
検査値付き処方せん発
行後の疑義照会の検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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
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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 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9回福岡県病院薬剤
師会学術大会（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

学会報告 西村直朗,桑村恒夫,末松
文博

当院における多発性骨
髄腫に対するKRd療法

 の治療成績や副作用の
検討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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

学会報告 野村公子,小倉秀美,末松
文博

高齢者糖尿病の血糖コ
ントロール目標の現状調
査

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,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

学会報告 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9回福岡県病院薬剤
師会学術大会（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

学会報告 吉国健司 薬剤師視点の心臓リハビ
リテーション～心不全患
者の薬学的管理～

第31回日本冠疾患学
会学術集会（大阪,12
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 秋吉尚雄,桑村恒夫,末松
文博

シスプラチン併用化学放
射線治療における、マグ
ネシウム補充による腎障
害抑制効果について

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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

学会報告 小倉秀美,川久保充章,釘
原瑤子,上津沙織,吉国健
司,桑村恒夫,末松文博

九州病院における検査
値付き処方せん発行後
の疑義照会の検討

第3回JCHO地域医療
総合医学会（東京,11
月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

学会報告 川久保充章,釘原瑤子,上
津沙織,居塚しのぶ,小倉秀
美,末松文博

薬剤師外来における麻
薬導入指導後の薬剤師
介入効果と課題

第11回日本緩和医療
薬学会年会（北海道,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

学会報告 川久保充章,釘原瑤子,上
津沙織,居塚しのぶ,小倉秀
美,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2報）

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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

学会報告 釘原瑤子,小倉秀美,末松
文博

JCHO九州病院における
薬剤総合評価調整加算
への取り組み

第78回九州山口薬学
大会（宮﨑,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

学会報告 小倉秀美1),出雲明彦2),酒
井賢一郎2)

経口血糖降下薬により低
血糖を発症し救急搬送さ
れた1症例

第36回福岡救急医学
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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院救急・総合診
療部2)

学会報告 吉国健司1),鍬塚圭子1),宮
本愛子1),末松文博1),折口
秀樹2)

ビソプロロール貼付剤の
使用調査

第38回日本病院薬剤
師会近畿学術大会（大
阪,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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院内科2)

学会報告 小倉秀美1),矢川結香1),桑
村恒夫1),竹林洋子2),末松
文博1),井上勝博2)

九州病院集中治療室に
おけるバンコマイシン使
用調査

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,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),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院看護部2),独立
行政法人地域医療機能
推進機構九州病院内科
3)
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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 吉国健司1),宮本愛子1),白
石史遠1),井上英一2),中野
政弘3),中村英樹4),松本一
志5),海野聡美6),川地尚子
7),古賀和代8),冨田美砂8),
馬渡由紀子8),中嶋恭子8),
松隈眞紀子8),百名洋平9),

 宮田健二9),末松文博1)

JCHO九州病院における
救急蘇生講習会の評価

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院放射線室2),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院リ
ハビリテーション室3),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院検
査室4),独立行政法人地
域医療機能推進機構九
州病院臨床工学室5),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院総
務企画課6),独立行政法
人地域医療機能推進機
構九州病院栄養部7),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院看
護部8),独立行政法人地
域医療機能推進機構九

 州病院内科9)

学会報告 末松文博1),小倉秀美1),吉
国健司1),折口秀樹2)

医師と薬剤師が協働し
て、地域で取り組むポリ
ファーマシー対策～「北
九州高齢者薬物療法研
究会」発足とその活動～

第3回JCHO地域医療
総合医学会（東京,11
月）

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院老年内科2)

学会報告 末松文博1),小倉秀美1),吉
国健司1),折口秀樹2),藤本
裕司3),成重賢司4),星野正
俊4),有吉俊二4),脇園隆二
4),土橋卓也5),後藤渉6),太
崎博美7),村本眞由美8),植
木哲也9),日高博司10),入
江利行11),園田美樹12),江
本伸哉13)

医師と薬剤師が協働し
て、地域で取り組むポリ
ファーマシー対策

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院老年内科2),公
益社団法人北九州市八
幡医師会3),公益社団法
人八幡薬剤師会4),製鉄
記念八幡病院院長5),製
鉄記念八幡病院薬剤部
6),北九州市立八幡病院
副院長7),北九州市立八
幡病院薬剤部8),産業医
科大学病院薬剤部9),産
業医科大学若松病院薬
剤部10),小倉記念病院
薬剤部11),八幡厚生病
院薬剤部12),九州国際
大学現代ビジネス学部
13)

学会報告 末永拓也1),岩尾恭寛1),工
藤真裕1),村上大輔2),大庭
奈未代3),高橋康一4)

当院における抗菌薬適
正使用推進への取り組

 み～電子カルテと連動し
た抗菌薬適正使用支援
シートの作成～

第32回日本環境感染
学会総会･学術集会
（兵庫,2月）

福岡新水巻病院薬局1),
福岡新水巻病院検査科
2),福岡新水巻病院感染
管理室3),福岡新水巻病
院泌尿器科4)

学会報告 入江利行 プレフィルドシリンジにお
けるシリンジポンプ使用
時の流量精度調査

第38回日本病院薬剤
師会近畿学術大会（大
阪,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 富田敏章,北島聖也,町田
聖治,入江利行

腎機能低下を伴う常染
色体優性多発性嚢胞腎
（ADPKD)患者に対するト
ルバプタンの使用経験

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友 手術と腎臓病薬物療法 第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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学会報告 福島将友 循環器領域で使用され
る薬剤について

第34回小倉ライブ（北
九州,5月）

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,曽我
弘道,福地祐亮,清水誉志,
富田敏章,町田聖治,入江
利行

薬剤師のＩＣＵ常駐時間
が増加することによる薬
学的支援に関する調査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

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,福地祐亮,清水誉志,
富田敏章,町田聖治,入江
利行

小倉記念病院ICU、
CCUの後方病棟におけ
る薬学的支援に関する  
 調査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 原田澪,曽我弘道,富田敏
章,町田聖治,樽善久,入江
利行

レナリドミド、ポマリドミド
の「処方鑑査・服薬指導
記録」作成とその有用性
について

第38回日本病院薬剤
師会近畿学術大会（大
阪,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 原田澪,福島将友,曽我弘
道,富田敏章,町田聖治,入
江利行

心臓血管外科病棟にお
ける薬学的介入の調査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

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,平野真健,清水誉志,
富田敏章,町田聖治,入江
利行

腎機能低下患者におけ
るnivolumabの使用経験

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 市川詩歩,富田敏章,原田
澪,北島聖也,前田朱香,曽
我弘道,横溝安妃子,町田
聖治,樽善久,入江利行

調剤室業務における動
画教材の作製と教育効
果について

第38回日本病院薬剤
師会近畿学術大会（大
阪,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 清水誉志,福島将友,山下
悟史,藤野真利子,富田敏
章,町田聖治,入江利行

脳卒中急性期における
服薬アドヒアランスの向
上への取り組み～自宅
退院パスの運用を通じて
～

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 清水誉志,福島将友,前田
朱香,町田聖治,入江利行

脳梗塞の診断により入院
したが、薬剤師の関与に
よりアシクロビル脳症が
発覚した一例

第38回日本病院薬剤
師会近畿学術大会（大
阪,2月）

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,福島
将友,前田朱香,福地祐亮,
入江利行

集中治療病棟での薬剤
師関与による薬物有害
事象回避とその医療経
済的評価について

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,3月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 曽我弘道,福島将友,前田
朱香,福地祐亮,清水誉志,
富田敏章,町田聖治,入江
利行

集中治療領域における
薬剤師のバンコマイシン
初期投与設計への介入
について

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 町田聖治,入江利行 チーム医療セッション4－
薬剤をめぐる諸問題－高
齢心不全患者に対する
服薬支援への取り組みと
薬剤の安全管理につい
て

第65回日本心臓病学
会学術集会（大阪,10
月）

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,清水誉志,富田敏章,
町田聖治,入江利行

小倉記念病院における
ポマリドミドの使用状況調
査

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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学会報告 入江利行 集中治療室への薬剤師
常駐による効果

第44回日本集中治療
医学会学術集会（北海
道,3月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福地祐亮,曽我弘道,前田
朱香,福島将友,富田敏章,
町田聖治,入江利行

慢性心不全の急性増悪
に対する薬物療法により
急性腎不全を発症した
一例

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 平野真健,山下悟史,岸川
春樹,丸子浩,富田敏章,町
田聖治,入江利行

小細胞肺がんにおける
腫瘍崩壊症候群
(Tumorlysissyndrome：
TLS)発症リスク因子の検
討

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 平野真健,山口静,岸川春
樹,町田聖治,入江利行

小細胞肺がんに対する
化学療法で腫瘍崩壊症
候群の予防対策を行っ
た2症例

日本臨床腫瘍薬学会
 学術大会2017（新潟,3

月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 清水誉志1),藤野真利子1),
木原慶子1),松本彩咲1),山
下悟史1),萩原里実2),富田
敏章1),町田聖治1),入江利
行1)

小倉記念病院における
新人薬剤師の病棟業務
への取り組み

第78回九州山口薬学
大会（宮崎,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),はーぶ調剤
薬局2)

学会報告 町田聖治1),曽我弘道1),富
田敏章1),萩原里実1),入江
利行1),玉井照美2)

服薬状況を把握した高
齢者薬物治療への取り
組み～入退院支援セン
ターでの術前休薬への
関与を通じて～

第1回日本老年薬学会
学術大会（東京,5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),平成紫川会
小倉記念病院看護部2)

学会報告 北島聖也1)清水誉志1),富
田敏章1),町田聖治1),入江
利行1),原田健司2)

リクラスト®（ゾレドロン酸）
投与後に蛋白尿を伴う急
性腎障害を発症した一
例

第11回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会・
総会（福岡,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),平成紫川会
小倉記念病院腎臓内科

 2)

学会報告 原田桂作1)2),多田遼太郎
3)4)村木理英3),村本眞由
美1),名倉弘哲2)4)

高齢者を対象とした睡眠
導入剤の使用実態調査
とPK/PDに基づく服薬支
援に関する研究

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

北九州市立八幡病院薬
剤課1),岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科救
急薬学分野2),アイ薬局
3),岡山大学薬学部4)

学会報告 亀田敬子1),管田彩乃2),臼
井和明3),松永智子4),岩切
啓太5),木本秀樹6),谷口一
成5)

九州・山口地区の労災
病院間における診療科
別抗菌薬使用量につい
ての評価

第27回日本医療薬学
会年会（千葉,11月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院門司メディカルセン
ター薬剤部1),独立行政
法人労働者健康安全機
構山口労災病院薬剤部
2),独立行政法人労働者
健康安全機構九州労災
病院薬剤部3),独立行政
法人労働者健康安全機
構長崎労災病院薬剤部
4),独立行政法人労働者
健康安全機構熊本労災
病院薬剤部5),独立行政
法人労働者健康安全機
構総合せき損センター
薬剤部6)

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220回洞薬会例会
（北九州,11月）

かつやま診療所薬剤部

研修会 山田真裕 高齢者の安全な薬物療
法

公益社団法人福岡県
看護協会北九州2地区
研修会（北九州,7月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課
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研修会 山田真裕 糖尿病の治療に用いら
れる医薬品について

糖尿病療養指導士と
患者QOLの向上を考
える会研修会（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 栄養成分（食物）と医薬
品の影響

公益社団法人福岡県
栄養士会平成29年度
福岡県生涯教育研修
会（福岡,7月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 山田真裕 小倉薬剤師会における
ポリファーマシーに関す
るアンケート調査結果

第1回ポリファーマシー
対策研修会（北九州,3
月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課

研修会 俵口奈穂美1),安藤美紀2),
野口万理子2)

聴覚障害者の医療機関
での受療配慮のための
聴覚障がい者と医療関
係者とのコミュニケーショ
ンツールの作成ｰ漫画に
よるお願い手帳ｰ

第3回聴覚障害者医療
研究集会（滋賀,2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課1),ＮＰＯ法人
マミー2)

研修会 川上莉奈 インフルエンザの対策 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薬
剤課

研修会 末吉宏成 避難所での医療支援活
動

第9回災害医療支援薬
剤師研修（宮城,10月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 末吉宏成 医療安全の基礎知識 第10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薬
剤課

研修会 田﨑奈緒子 第10回北九州ヤングＤ
Ｍの会での一言メッセー
ジの紹介

平成29年度北九州ＣＤ
Ｅの会総会（北九州,6
月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 田﨑奈緒子 気管支喘息症例報告 第9回北九州市立八幡
病院薬薬連携講習会
（北九州,6月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 防已地黄湯について 平成29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 福永竜一 大黄附子湯治験 平成29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 長引く咳に麻杏甘石湯 平成29年度第4回戸畑
漢方研修会（北九州,4
月）

北九州市立八幡病院薬
剤課

研修会 福永竜一 桂枝湯と発熱 平成29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 神秘湯の治験例（文献）
の検討

平成29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薬
剤課

研修会 宮野佳子 糖尿病に関して 第8回北九州市立八幡
病院薬薬連携講習会
（北九州,2月）

北九州市立八幡病院薬
剤課
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研修会 山内健太郎 当院での医療安全への
対策と院内処方の問い
合わせ分析

第10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薬
剤課

研修会 大保孝介 ～薬と食べ物の飲み合
わせ～

平成29年度地域健康
セミナー（北九州,7月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 大治万喜子 新病院でのICU病棟に
おける病棟薬剤業務の
現状

第50回臨床薬物研究
会（北九州,6月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 柏田匡広 がん患者の受ける薬物
療法とケア－がん化学療
法抗がん剤を使用した
治療を中心に－

北九州病院グループリ
ハビリテーション部門
講演会（北九州,10月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 柏田匡広 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

北九州薬学フォーラム
2017（北九州,7月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 髙橋浩二郎 がん患者の受ける薬物
療法とケア－がん性疼痛
の薬物療法－

北九州病院グループリ
ハビリテーション部門
講演会（北九州,10月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 髙橋浩二郎 生物学的製剤の当院で
の使用状況と薬剤師の
関わりについて

第7回北九州
ExpertSeminarforPhar
macist（北九州,2月）

北九州総合病院薬剤科

研修会 白石貴寿 意識障害・高度脱水にて
当院を救急受診後,徐脈
および完全房室ブロック
にて循環器内科へ入院
となった症例

第19回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州,2月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

研修会 末武亜依子,臼井和明,白
石貴寿,面田恵

下肢整形外科手術施行
患者におけるエドキサバ
ンと静脈血栓塞栓症との
関連性の調査

北九州薬学フォーラム
2017（北九州,7月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

研修会 長谷川将 知って得する！くすりの
豆知識

第57回くすりのセミ
ナー福岡（福岡,7月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

研修会 白石貴寿,吉田悦朗,臼井
和明,面田恵

Pasteurellamuitocida感
染症に対する抗菌薬治
療の現状および臨床的
背景に関する考察-ICT
と連携した適正使用の推
進-

第32回福岡県病院薬
剤師会感染制御研修
会（福岡,7月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

研修会 齋藤暢人 知って得するお薬の話 第21回若松はいスクー
ル（北九州,9月）

産業医科大学若松病院
薬剤部

研修会 日髙博司 高齢者がよく服用する医
薬品について

北九州保健所主催薬
のセミナー（北九州,10
月）

産業医科大学若松病院
薬剤部

研修会 日髙博司 薬の上手な使用法・服用
法

若松区産業保健委員
会研修会（北九州,3
月）

産業医科大学若松病院
薬剤部

研修会 日髙博司 病院薬剤師としての取り
組み

若松薬剤師会処方せ
ん対策研修会（北九
州,3月）

産業医科大学若松病院
薬剤部
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研修会 吉永裕助 ケアミックス病院の取り組
みから考える薬薬連携と
ポリファーマシー対策

2016年洞薬会薬局長
意見交換会（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 病院薬剤師と保険薬局
薬剤師による双方向の
情報提供を行った症例
から考える薬薬連携

第119回中小病院懇話
会（北九州,10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 病院薬剤師と保険薬局
薬剤師による双方向の
情報提供を行った症例
から考える薬薬連携

第120回、第121回中
小病院懇話会（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 柿森祐毅 多発骨折術後に深部静
脈血栓症を起こした一例

第1回みやこ薬薬連携
カンファレンス（北九
州,11月）

新行橋病院薬局

研修会 渡部善博 臨床検査値の活用法～
処方提案から副作用モ
ニタリング～

第1回みやこ薬薬連携
カンファレンス（北九
州,11月）

新行橋病院薬局

研修会 奥山由季子 抗精神病薬による肺塞
栓症が疑われた症例

第19回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
（北九州,2月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 ここが知りたい『静脈栄
養』

第4回九州臨床栄養懇
話会（福岡,7月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 静脈栄養の適正使用に
向けて～薬剤師としてど
う関わるか～

長崎県病院薬剤師会
第5回栄養と薬物療法
研修会（長崎,5月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 静脈栄養療法を適切に
行うために知っておきた
いこと

長崎大学病院NST研
修会（長崎,9月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 繁田知里,和田朋子,後藤
渉

糖加低濃度アミノ酸輸液
適正使用に向けた取り組
みとその効果の検討～
処方量の推移から～

第23回北九州NST研
究会（北九州,8月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 宗まほろ 膵癌患者さんへの薬剤
師の関わり

八幡薬剤師会薬局ビ
ジョン推進事業研修会
（北九州,11月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 野口統紀子 DPP-4阻害薬週1回製剤
への変更は患者にとって
有用か？

第30回北部九州腎と
薬剤研究会（北九州,1
月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 和田朋子,後藤渉 水分・電解質管理を考え
る～90代膿胸関連リンパ
腫疑いのTPN症例を通じ
て～

第23回北九州NST研
究会（北九州,8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～症例を通して
学んだこと～

福岡県精神科病院協
会薬剤師会平成29年
度定期総会・特別講演
会（福岡,5月）

堤小倉病院薬局

研修会 増田和久 おじさん薬剤師の在宅薬
剤業務奮戦記

医療者と仏教者の対
話集会（北九州,7月）

レインボー薬局
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研修会 椛田弘治 おんが病院におけるNST
活動（これまでの院内活
動と初めての施設訪問)

第22回北九州NST研
究会（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 近の薬剤について 2017年度潜在看護師
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 白石貴寿,面田恵 当院における病棟薬剤
業務および薬剤管理指
導業務の現状と質的向
上および効率化に向け
た取り組みについて

第20回九州・山口地区
労災病院薬剤部研修
会（筑豊,10月）

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

研修会 橋本治 現場で役に立つ消毒薬
の使い方について

平成29年度インフェク
ション・コントロール基
礎研修会（福岡,7月）

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 橋本治 環境整備に必要な消毒
の基礎知識

平成29年度感染症対
策研修会（北九州,7
月）

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 堀正三 ポリファーマシー対策に
おける当院の取り組み

第13回KAIZEN研究発
表会（北九州,8月）

戸畑リハビリテーション
病院薬剤科

研修会 堀正三 当院におけるポリファー
マシー対策について

第220回洞薬会例会
（北九州,11月）

戸畑リハビリテーション
病院薬剤科

研修会 脇田駿平 お薬手帳の活用法につ
いて

八幡東区老人クラブ連
合会会員研修会（北九
州,12月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部

研修会 江隈綾香1),浦﨑美菜子1),
西中秀和2),溝口玄一郎1)

当院における中心静脈
栄養への取り組み

第28回北部福岡NST
研究会（北九州,10月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部
1),国家公務員共済組合
連合会新小倉病院外科
2)

研修会 大石裕樹1),嶺豊春2),田上
直美3),屋地慶子4),前田智
子5),石橋幹雄6),稲村由香
7)

総合討論パネリスト 第15回九州抗HIV薬
勉強会（福岡,10月）

国立機構九州医療セン
ター薬剤部1),長崎大学
病院薬剤部2),熊本大学
病院薬剤部3),鹿児島大
学病院薬剤部4),宮崎県
立宮崎病院薬剤部5),久
留米大学病院薬剤部6),
産業医科大学病院薬剤
部7)

研修会 植木哲也 PBPMについて Mochida Pharmacy 
Seminar（北九州,9月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 病院薬剤師の病棟業務
について

ニプロ株式会社社内
研修会（北九州,12月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原義剛 大腸がんレジメンの実際 平成29年度患者のた
めの薬局ビジョン推進
事業,公益社団法人八
幡薬剤師会（北九
州,12月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 稲村由香 病院薬剤師からみた薬
薬連携

第14回九州抗HIV薬
勉強会（福岡,2月）

産業医科大学病院薬剤
部
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研修会 稲村由香 産業医科大学病院にお
ける院外処方の現状と問
題点

第6回HIV/AIDSブロッ
ク・中核拠点病院薬剤
師連絡会（東京,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 稲村由香 薬剤師の立場から 平成28年度HIV感染
者・エイズ患者の在宅
医療・介護の実地研修
（福岡,1月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 秋山直子 当院のNICU病棟での薬
剤師の役割

沖縄県小児新生児薬
剤師セミナー（沖縄,11
月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3),,野田雅美4)

HIV/AIDS出前研修
「HIV感染症治療薬と患
者指導について」

厚生労働行政推進調
査事業費補助金エイ
ズ対策研究事業HIV感
染症の医療体制の整
備に関する研究班（福
岡,9月）

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
感染制御部2),産業医科
大学病院看護部3),産業
医科大学病院ソーシャ
ルワーカー4)

研修会 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3),野田雅美4)

HIV/AIDS出前研修
「HIV感染症治療薬と患
者指導について」

厚生労働行政推進調
査事業費補助金エイ
ズ対策研究事業HIV感
染症の医療体制の整
備に関する研究班（北
九州,11月）

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
感染制御部2),産業医科
大学病院看護部3),産業
医科大学病院ソーシャ
ルワーカー4)

研修会 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3),野田雅美4)

HIV/AIDS出前研修
「HIV感染症治療薬と患
者指導について」

厚生労働行政推進調
査事業費補助金エイ
ズ対策研究事業HIV感
染症の医療体制の整
備に関する研究班（福
岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
感染制御部2),産業医科
大学病院看護部3),産業
医科大学病院ソーシャ
ルワーカー4)

研修会 赤﨑大恭,德井志野,山口
泰弘,阪元孝志,浦本邦弘

当院におけるC型慢性肝
炎治療薬の使用状況と
薬剤師の取り組みにつ
いて

第41回九州地区国立
病院薬剤師会薬学研
究会（福岡,7月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部

研修会 堀勇太 小児への上手な薬のの
ませ方

春ケ丘健康宅配便（北
九州,10月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部

研修会 松尾待池1),堀勇太1),山下
愛登1),真鍋あずさ1),坂本
峰代1),阪元孝志1),浦本邦
弘1),趙成三2)

当院における整形外科
領域の手術後に発症し
た悪心・嘔吐に関するリ
スク因子の検討

第41回九州地区国立
病院薬剤師会薬学研
究会（福岡,7月）

独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター
薬剤部1),独立行政法人
国立病院機構小倉医療
センター麻酔科2)

研修会 大西利彦1)2) 薬剤師の業務 平成29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),独
立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬
剤部2)

研修会 居塚しのぶ 鎮痛補助薬について 第4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,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

研修会 小倉秀美 看護管理職が知っておく
べき薬剤の基礎知識～
糖尿病治療薬

公益社団法人福岡県
医師会第39回看護師
卒後研修会（福岡,12
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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研修会 小倉秀美,桑村恒夫,上津
沙織

肺癌患者の症例検討 平成29年度患者のた
めの薬局ビジョン推進
事業第1回多職種連携
薬物療法症例検討会
（北九州,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

研修会 末松文博 医師と薬剤師が協働し
て、地域で取り組むポリ
ファーマシー対策～「北
九州高齢者薬物療法研
究会」発足とその成果～

第3回ポリファーマシー
対策研修会（北九
州,12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 中小病院のファーマシー
マネジメント

あすか学術講演会（福
岡,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 末松文博 新しい検査値付き院外
処方箋について～１月
開始からの現状～

遠賀中間薬剤師会学
術研修会（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 末松文博 医療の大変革期におい
て薬剤師はどう変わるか

公益社団法人福岡県
医師会第39回看護師
卒後研修会（福岡,12
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 医療の変革期は、"薬剤
師の存在意義"を示す絶
好のチャンス

薬剤師フォーラム
inFukuoka（福岡,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 阿部名月 JCHO九州病院における
ポリファーマシー対策～
退院後につなげる施設
間情報連絡書作成の試
み～

第220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 循環器疾患の薬学的管
理

公益社団法人福岡県
医師会第39回看護師
卒後研修会（福岡,12
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 薬剤師視点の心臓リハビ
リテーション～処方薬や
服薬アドヒアランスの評
価～

心不全のチーム医療
を考える会（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 桑村恒夫 看護師が知っておくべき
薬剤の基礎知識-抗がん
剤と感染関係の薬につ
いて-

公益社団法人福岡県
医師会第39回看護師
卒後研修会（福岡,12
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 抗がん剤曝露とその対
策について

第106回大分県病院薬
剤師会県南地区研修
会（大分,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 桑村恒夫 薬物療法適正化にどう関
わるか-地域基幹病院で
の取り組み-

福岡大学市民カレッジ
第51回薬学部卒後教

 育講座（福岡,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

研修会 川久保充章 薬剤師外来における麻
薬導入患者への関わり

第16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 川久保充章 薬剤師外来における麻
薬導入患者への関わり

第55回福岡県病院診
療所薬剤師研修会（福
岡,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
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研修会 藤村弥生 認知症・せん妄回診にお
ける薬剤師の関わり

JCHO九州病院高齢者
支援部会研修会（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 入江利行 新人看護師（臨床の現
場）に必要な薬の知識

北九州小倉看護専門
学校卒前教育（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 流行りの感染症と薬のお
話し

小倉記念病院市民公
開講座（北九州,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療領域における
病棟薬剤師の業務と効
果

第20回中国病院薬学
研究会（山口,1月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 薬に関する安全対策～
看護師に必要な基本的
知識～

平成29年度（第39回）
看護師卒後研修会（福
岡,10月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療病棟への薬剤
師常駐による効果

平成29年度筑豊ブロッ
ク薬剤師会学術研修
会（飯塚,10月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 岸川春樹 悪心・嘔吐対策について 化学療法ケアを考える
会（北九州,9月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 富田敏章,北島聖也,町田
聖治,入江利行

当院における常染色体
優性多発性嚢胞腎
（ADPKD)患者に対するト
ルバプタンの使用状況
の検証

第11回日本CKDチー
ム医療研究会（東
京,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 富田敏章,入江利行 検査値記載のある処方
せんについて

検査値入処方箋に基
づく疑義照会に関する
研修会（北九州地区第
3回）（北九州,12月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 原田澪 小倉記念病院における
「お薬手帳」を用いた薬
薬連携の取り組み

第120回中小病院懇話
会（北九州,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 福島将友 循環器疾患における薬
物療法

第1回学術セミナーin
北九州（北九州,8月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 山下悟史 骨粗しょう症と薬の話 小倉記念病院市民公
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 山下悟史 小倉記念病院における
「お薬手帳」を用いた薬
薬連携の取り組み

第119回中小病院懇話
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 北九州ＣＤＥの今後の展
望

北九州ＣＤＥ認定記念
研修会（北九州,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 丸子浩 北九州糖尿病療養指導
士会の活動について

福岡県糖尿病療養指
導士認定研修（北九
州,8月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 市川詩歩 小倉記念病院における
「お薬手帳」を用いた薬
薬連携の取り組み

第121回中小病院懇話
会（北九州,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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研修会 清水誉志 ポリファーマシー対策へ
の課題と患者情報提供
書について急性期病院
の取り組み

2016年洞薬会薬局長
意見交換会（北九州,2
月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 町田聖治 透析にならないための腎
臓病のお話

小倉記念病院市民公
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 町田聖治,入江利行 検査値記載のある処方
せんについて

検査値入処方箋に基
づく疑義照会に関する
研修会（北九州地区第
2回）（北九州,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 薬を正しく理解していた
だくために

小倉記念病院市民公
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 心不全患者に対して薬
剤師はどのように関わる
ことができるか？

第57回
KumamotoPharmaceuti
calCareConference（熊
本,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 米谷頼人 がん薬物療法の基礎ー
薬剤師の立場からー

平成29年度がん化学
療法看護研修（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 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 俵口奈穂美1),安藤美紀2),
野口万理子2),窪田敏夫3)

聴覚障がい者の医療機
関受療時コミュニケー
ションツール改訂

第4回聴覚障害者医療
研究集会（千葉,2月）

北九州市立医療セン
ター薬剤課1),ＮＰＯ法人
マミー2),第一薬科大学
3)

研修会 原田桂作1)2),多田遼太郎
3)4)村木理英3),村本眞由
美1),名倉弘哲2)4)

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

北九州薬学フォーラム
2017（北九州,7月）

北九州市立八幡病院薬
剤課1),岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科救
急薬学分野2),アイ薬局
3),岡山大学薬学部4)

研修会 西田直史 当院における心大血管
疾患リハビリテーションへ
のかかわり

第20回九州・山口ブ
ロック労災病院薬剤部
研修会（筑豊,10月）

労働者健康安全機構九
州労災病院門司メディカ
ルセンター薬剤部

研修会 亀田敬子 ATC/DDDsystemによる
糖尿病治療薬の使用動
向分析

第4回地域の糖尿病治
療を考える（北九州,9
月）

労働者健康安全機構九
州労災病院門司メディカ
ルセンター薬剤部

研修会 平本麻子 調剤薬局におけるポリ
ファーマシーへの取り組

第220回洞薬会例会
（北九州,11月）

一般社団法人小倉薬剤
師会

論文 渡瀬美登里1),髙橋浩二郎
1),花沢直子2),篠原義剛2),
東丈裕3),塚田順一3)

DiffuseLargeB-
CellLymphomaに対する
THP-COP療法の有効性
と安全性の検討

癌と化学療法,44
（1）,pp.53-57,2017

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

論文 渡瀬美登里1),髙橋浩二郎
1),花沢直子2),篠原義剛2),
東丈裕3),塚田順一3)

DiffuseLargeB-
CellLymphomaに対する
THP-COP療法の有効性
と安全性の検討

癌と化学療法,44
（1）,pp.53-57,2017

北九州総合病院薬剤科
1),産業医科大学病院薬
剤部2),産業医科大学病
院血液内科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,65（6）,pp.314-
323,2017

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部
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論文 白石貴寿,近藤真由,沖田
健太郎,長谷川将,臼井和
明,吉田悦朗,面田恵

高度脱水を契機としてリ
バスチグミン経皮吸収型
製剤による徐脈および完
全房室ブロックが疑われ
た症例

日本病院薬剤師会雑
誌,53（11）,pp.1401-
1404,2017

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

論文 松本恵,矢川結香,吉国健
司,小倉秀美,末松文博

入院患者における内服
薬中止理由の分析－ポ
リファーマシー対策への
課題－

日本医療マネジメント
学会雑誌,18（1）,pp.19
-23,2017

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 面田恵 論壇実態：実際のありさ
ま。実情。

薬事新報 No.2998
号,pp.647-648,2017年
6月

独立行政法人労働者健
康安全機構九州労災病
院薬剤部

雑誌掲載 吉永裕助,川崎美紀 病棟専任薬剤師と保険
薬局薬剤師による双方
向の情報提供を実践し
た訪問薬剤管理指導の1
例

在宅薬学 2017,pp.28-
37.2017年4月

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部

雑誌掲載 辻本朗 中小病院における外来
化学療法への薬剤師の
関与

薬事新報 No.3016
号,p.9,2017年10月

新小文字病院薬剤科

雑誌掲載 稲村由香 お薬手帳に表示される
ふかしぎ

日本血液製剤機構季
刊誌,p7,2017年6月

産業医科大学病院薬剤
部

雑誌掲載 末松文博 都市部高齢化の地域医
療モデルとして～医師と
の協働を実現した薬剤
部業務とポリファーマ
シー対策～

ChemipharWISELY 
No.32,pp.6-9,2017年
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

雑誌掲載 吉国健司 薬剤師視点の心臓リハビ
リテーションとは?

月刊薬事3月号,pp.671
-672,2017年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

雑誌掲載 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)

リスクマネージメント～院
内での薬剤師の活動～
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

医薬ジャーナル9月号
（Vol.53No.9）,pp.125-
130,2017年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1),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院看護部2),独立
行政法人地域医療機能
推進機構九州病院救
急・総合診療部3)

雑誌掲載 柴田木綿1),吉尾隆2)監修,
三輪高市3)編集代表,日本
精神薬学会編集

精神科薬物療法ガイド 調剤と情報,23
（5）,p.7,2017

八幡厚生病院薬剤課1),
東邦大学薬学部2),鈴鹿
医療科学大学薬学部3)

雑誌掲載 入江利行 エキスパートが注目する
新エビデンスをアップ

デート！④抗血栓薬

薬局,68（1）,pp.25-
28,2017

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 富田敏章 加齢による腎機能低下を
考える-腎機能検査値を
理解する-

北九州市医
報,723,pp.8-9,2017

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 富田敏章,入江利行 高齢者の薬物治療にお
ける効果と有害事象－検
査値（腎機能）から見た
治療の工夫－

週刊日本医事新
報,4864,pp.40-  　 
46,2017

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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雑誌掲載 前田朱香,入江利行 再考！服薬アドヒアラン
 ス　　ハイリスク薬の服薬

ノンアドヒアランス！薬剤
師介入の具体的な道

 筋！　　抗凝固薬

薬局,68（10）,pp.70-
75,2017

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 町田聖治,入江利行 ワルファリン投与患者に
対するPT-INRモニタリン
グ

調剤と情報,23
（10）,pp.17-21,2017

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書(編集
協力)

秋山直子1),石川洋一2)監
修,小児薬物療法研究会編
集

現場の困った！をエキス
パートが解決　こどもと薬
のQ&A

2017年9月25日発行,じ
ほう

産業医科大学病院薬剤
部1),国立成育医療研究
センター薬剤部2)

その他(新
聞掲載)

末松文博 北九州高齢者薬物療法
研究会を設立～多剤併
用問題で連携～

毎日新聞朝刊,4月19
日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞掲載)

末松文博 「大量併用での副作用」
防げ～高齢者の薬減ら
す研究会～

西日本新聞朝刊,4月
21日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞掲載)

末松文博 薬の飲み過ぎご用心～
ふらつき、転倒副作用相
次ぐ～

西日本新聞朝刊,9月
25日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 4月22日にポリファーマ
シー対策の講演会北九
州高齢者薬物療法研  
究会

薬事日報電子版,薬事
日報社,4月18日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 薬物療法の適正化、医
師・薬剤師が地域ぐるみ
で～北九州・八幡地区で
研究会、“減薬加算”過
半数で算定なく～

PHARMACYNEWSBR
EAK928号,じほう,4月
28日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 “薬剤師の存在意義”示
す絶好のチャンス～ポリ
ファーマシー対策で「研
究会」発足～

PHARMACYNEWSBR
EAK932号,時事解説,
じほう,5月9日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 検査値付き処方箋で疑
義照会の質「格段に向
上」～JCHO九州病院、
薬局が腎障害など見逃
さず処方変更に～

PHARMACYNEWSBR
EAK,じほう,5月29日

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 北九州高齢者薬物療法
研究会、医師・薬剤師ら
140人が参加～ポリ
ファーマシー患者の症例
検討で活発な議論～

PHARMACYNEWSBR
EAK974号,じほう,7月7
日

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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