
洞薬会業績集2018：2018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 古賀昌樹1)2),赤沢詠子
1)3),三ツ木健恭1)4),日髙
博司1)5),打和雅義1)6),森
重文弘1)7),石井裕太1)8)

一般社団法人若松薬剤
師会主催の区民向け健
康セミナーでのアンケー
ト調査結果について

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

一般社団法人若松薬剤
師会1),古賀薬局2),タケ
シタ調剤薬局若松店3),
小石調剤薬局4),産業医
科大学若松病院5),平山
薬局6),キクヤ調剤薬局
7),東二島2丁目薬局8)

学会報告 後藤康秀 遠賀中間医師会おんが
病院におけるフォーミュ
ラリーの実践

日本ジェネリック医薬
品･バイオシミラー学会
第12回学術大会(京
都,8月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

学会報告 竹内綾子,後藤康秀 おんが病院における腎
排泄型薬剤ロキソプロ
フェンの処方状況の調査

第12回腎臓病薬物療
法学会学術大会(静
岡,10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),江良円佳1),竹内
綾子1),田代賢哲1),後藤康
秀1),岩浪崇嗣2)

遠賀中間医師会おんが
病院における免疫チェッ
クポイント阻害薬の使用
症例報告

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部1),呼吸器内
科2)

学会報告 内山美智恵,坂本佳子 当院における糖尿病と膵
癌の関係

第7回くすりと糖尿病学
会学術集会(愛知,10
月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

学会報告 内山美智恵,中村希,坂本
佳子

保存期腎不全患者の高
アンモニア血症に対し、
炭酸水素ナトリウムの投
与により検査値の改善が
見られた一症例

第12回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会･
総会2018(静岡,10月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

学会報告 俵口奈穂美1),大光正男2),
芦原美咲2),大津屋美咲2),
窪田敏夫2)

薬学部5年生を対象とし
た聴覚障者への合理的
配慮のための聴覚障害
の理解と朋薬指導に関
する意識調査

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課
1),第一薬科大学地域医
療センター2)

学会報告 俵口奈穂美1),大光正男2),
芦原美咲2),大津屋美咲2),
窪田敏夫2)

薬学生の難聴疑似体験
による読話での配慮方法
の理解向上と聴覚障が
い者への朋薬指導に対
する意識

第37回日本社会薬学
会(千葉,10月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課
1),第一薬科大学地域医
療センター2)

学会報告 根岸智奈美,木村祥子,木
村早希,佐藤梢,村上由花,
水戸浩司,山田真裕,坂本
佳子

院外処方箋への検査値
表示開始に伴う疑義照
会内容の解析

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

学会報告 山田真裕1),内田まやこ2),
葉田昌生3),因間大悟4),有
吉俊二4),青木和子4),井上
章治4),島添隆雄4)5),満生
清士4),原口亨4)

緩和医療を担う薬剤師
育成のための標準教育
モデルの開発

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課
1),大阪薬科大学臨床薬
学教育研究センター
2),JCHO久留米総合病
院統括診療部薬剤科3),
公益社団法人福岡県薬
剤師会4),九州大学大学
院薬学研究院臨床育薬
学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 末吉宏成,姫野英二,山本
朗子,村本眞由美

自施設被災時を想定し
た、抗がん剤治療患者の
動向を把握するための
対策

日本災害医療薬剤師
学会第7回学術大会
(静岡,2月)

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

学会報告 末吉宏成1),毛利由佳1),阿
部倫子1),山内健太郎1),横
松恵里佳1),福永竜一1),原
田桂作1),村本眞由美1),松
石登志哉2)

小児がん化学療法安全
管理のための<患者管理
シート>使用の実態調査
と有用性

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会2018(神奈
川,3月)

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1),小児
科2)

学会報告 原田桂作1)2),多田遼太郎
3)4),座間味義人5),村木理
英4),村本眞由美1),名倉弘
哲2)

高齢者を対象とした睡眠
導入薬の使用実態調査
とPK/PDに基づく朋薬支
援に関する研究

第10回福岡県病院薬
剤師会学術大会(福
岡,1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
合研究科救急薬学分野
2),岡山大学薬学部3),ア
イ薬局4),徳島大学大学
院医歯薬学研究部臨床
薬理学分野5)

学会報告 原田桂作1)2)3),鴨志田武
4),山内健太郎1),末吉宏成
1)2),福永聡5),野口純也
2)6),上原智仁2)6),山吉隆
友2)6),村本眞由美1),篠道
弘4),木戸川秀生2)6),名倉
弘哲3),岡本好司2)6)

オキサリプラチン含有レ
ジメンによるアレルギー
発現状況と対策レジメン
の有用性について

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課1),消化
器肝臓病センター2),岡
山大学大学院医歯薬学
総合研究科救急薬学分
野3),静岡県立静岡がん
センター薬剤部4),北九
州市立八幡病院看護部
5),外科6)

学会報告 高浪優紀,渡瀬美登里,棚
田訓彰,今村陽子,柏田匡
広,大石貴裕,池田浩和

がん化学療法に伴う自
動車運転への指導に関
する当院での取り組み

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

北九州総合病院薬剤科

学会報告 棚田訓彰,渡瀬美登里,高
浪優紀,今村陽子,柏田匡
広,大石貴裕,池田浩和

外来がん化学療法患者
の自動車運転等に対す
る注意喚起における当
院での取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州総合病院薬剤科

学会報告 中島一,今村陽子,柏田匡
広,大石貴裕,池田浩和

敗血症における抗カンジ
ダ薬投与の必要性の検
討

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州総合病院薬剤科

学会報告 松尾麻美1),中島一1),今村
陽子1),柏田匡広1),大石貴
裕1),池田浩和1),福田文雄
2)

iSAPからの局所ゲンタマ
イシン持続投与により感
染症治療が行われた症
例

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

北九州総合病院薬剤科
1),整形外科2)

学会報告 渡瀬美登里,嶋戸理子,柏
田匡広,池田浩和,髙橋浩
二郎

当院におけるがん患者
指導料3算定への取り組
み

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会2018(神奈
川,3月)

北九州総合病院薬剤科

学会報告 川浪望恵1),小林大介1),窪
田敏夫2),川尻雄大1),丸山
真実1)4),都築加奈1),三井
所尊正3),瀬尾隆3),小柳香
織3),高木淳一3),木原太郎
3),田中泰三3),島添隆雄1)

｢節薬バッグ運動｣を介し
た高脂血症用剤のアドヒ
アランスに影響を及ぼす
要因の解析

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

九州大学大学院薬学研
究院臨床育薬学分野1),
第一薬科大学地域医療
薬学センター2),一般社
団法人福岡市薬剤師会
3),北九州市立八幡病院
診療支援部薬剤課4)

学会報告 臼井和明,大石丸美,岩武
幹乃,山村真貴子,安藤暢
彦,森田佳博,白石貴寿,面
田恵

白内障手術における経
口術後感染予防抗菌薬
の使用状況調査

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

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 宇都宮奈々,沖田健太郎,
長谷川将,安河内寿成,松
永里香,中道亜依子,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
適正使用推進と遵守率
の向上

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 近藤真由,吉田悦朗,大石
丸美,岩武幹乃,山村真貴
子,羽山千尋,白石貴寿,面
田恵

血清マグネシウム濃度測
定への介入と適切な投
与量設定指標の検索

第12回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会･
総会2018(静岡,10月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿,近藤真由,安藤
暢彦,中道亜依子,松永里
香,三村英恵,安河内寿成,
面田恵

経皮的冠動脈形成術に
おける造影剤腎症の発
現状況と腎保護薬の使
用実態に関する検討

第12回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会･
総会2018(静岡,10月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿,臼井和明,栗原
江未,宇都宮奈々,吉田悦
朗,近藤真由,羽山千尋,面
田恵

経皮的冠動脈形成術に
おける術後感染症の発
症状況と経口術後感染
予防抗菌薬中止の影響

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 末武亜依子,沖田健太郎,
長谷川将,安河内寿成,松
永里香,山村真貴子,三村
英恵,白石貴寿,面田恵

患者負担軽減を目的とし
たメトトレキサート排泄遅
延因子の検索-水分負
荷や尿量との関連性,他
因子の関与を検討した
広汎性発達障害の1症
例-

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会2018(神奈
川,3月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 山村真貴子,沖田健太郎,
安河内寿成,上地純子,宗
本佐知子,三村英恵,白石
貴寿,面田恵

抗がん剤調製業務にお
ける疑義照会および処
方確認内容の調査･検討

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 吉田悦朗1),白石貴寿1),臼
井和明1),宇都宮奈々1),栗
原江未1),長谷川将1),中島
信能2),岩本幸英3),面田恵
1)

診療圏内の医療機関を
対象とした動物咬傷に対
する抗菌薬投与の現状
調査

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

九州労災病院薬剤部1),
副院長兼地域連携室長
2),病院長3)

学会報告 後藤聖史1),橋口亮1),白井
薫1),中橋厚子2),古城都3),
徳田隼人4),村田厚夫4)

J-SPEEDレポーティング
フォーム(J-SPEEDr)の活
用と医薬品の関連性

第23回日本集団災害
医学会総会・学術集会
(神奈川,1月)

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部1),看護
部2),外科3),救急科4)

学会報告 川谷梨紗 当院におけるヌシネルセ
ンNa髄注施行に対する
薬剤師の関わり

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 木村修徳 安全管理が必要な医薬
品に対する朋薬指導の
実施率向上に向けた取り
組みと分析

第72回国立病院総合
医学会(兵庫,11月)

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 当院におけるイキサゾミ
ブクエン酸エステルの使
用状況と取り組み

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会2018(神奈
川,3月)

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 当院におけるイキサゾミ
ブクエン酸エステルの使
用状況と取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 山口泰弘 救急領域における簡易
懸濁法の有用性-朋薬
時飲水量について-

第21回日本臨床救急
医学会総会･学術集会
(愛知,5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 山口泰弘 救急領域における簡易
懸濁法の有用性-朋薬
時飲水量について-

第20回日本医療マネ
ジメント学会学術総会
(北海道,6月)

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 山口泰弘 当院におけるクレカプレ
ビル/ピブレンタスビルの
使用状況と取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 中村敦士 精神科施設における抗
菌薬適正使用に向けた
取り組みと課題

第33回日本環境感染
学会総会･学術大会
(東京,2月)

国立病院機構肥前精神
医療センター薬剤部

学会報告 大野晃子,安永親生,吉松
正憲

リン吸着薬の変更による
鉄代謝と貧血改善およ
び医療経済的効果

第10回福岡県病院薬
剤師会学術大会(福
岡,1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

慢性腎臓病における薬
物療法～保存期腎不全
から透析患者までのポイ
ント～

第10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 
in YAMAGUCHI(山
口,2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

経口リン吸着薬の変更に
よる鉄代謝･腎性貧血へ
の長期的影響(第2報)

第63回日本透析医学
会学術集会･総会(兵
庫,6月)

済生会八幡総合病院腎
センター

学会報告 平島惣一1),宮脇明彦1),斎
藤和義2),田中美佐子3),稲
村由香4),野田雅美5)

難治性口内炎を契機に
いわゆる｢いきなりAIDS｣
が判明し経過観察可能
であった１例

第32回日本エイズ学
会(大阪,12月)

産業医科大学病院歯科
口腔外科1),戸畑総合病
院総合内科2),産業医科
大学病院看護部3),薬剤
部4),事務部患者サービ
ス室5)

学会報告 秋山直子1),大賀優希2),一
木孝治1),荒木俊介3),植木
哲也1)

高カロリー輸液用基本液
とリン酸ナトリウム補正液
の配合変化-NICUでの
処方例における検討-

第45回日本小児臨床
薬理学会学術集会(東
京,10月)

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学医学
部小児科2),産業医科大
学病院総合周産期母子
医療センター3)

学会報告 井手飛香,稲村由香,今村
健郎,植木哲也

産業医科大学病院にお
けるラムシルマブの使用
状況調査

日本腫瘍薬学会学術
大会2018(神奈川,3月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3),野田雅美4),曽
我真千恵5),齋藤和義6),田
中良哉5)

アバカビル/ラミブジン/ド
ルテグラビル合剤錠の簡
易懸濁法を用いた経口
内朋が朋薬コンプライア
ンスの維持に寄与した一
例

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

産業医科大学病院薬剤
部1),感染制御部2),看護
部3),事務部患者サービ
ス室4),第一内科学5),戸
畑総合病院6)

学会報告 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3),野田雅美4),曽
我真千恵5),齋藤和義6),田
中良哉5)

当院におけるドルテグラ
ビルの安全性と有効性
の検討

第32回日本エイズ学
会(大阪,12月)

産業医科大学病院薬剤
部1),感染制御部2),看護
部3),事務部患者サービ
ス室4),第一内科学5),戸
畑総合病院6)

学会報告 井上潔,横山雄一,宇野由
紀子,篠原義剛,植木哲也

ベンリスタ(ベリムマブ)点
滴静注用の溶解に温度
および撹拌方法の違い
が及ぼす影響

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

産業医科大病院薬剤部
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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)2)5),實松絵美
子1),古谷頼和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
障害発現後の腎機能回
復に関連する背景因子
と生命予後に関する検
討

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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),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 川道直子,井手健太,花沢
直子,竹中美紗,稲村由香,
篠原義剛,植木哲也

産業医科大学病院にお
ける病棟薬剤業務効率
化の取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 横山雄一,篠原義剛,植木
哲也

抗がん薬専用持続注入
ポンプの使用感と5-FU
排出完了時間の正確性
に関する評価

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 本多明香里,武下恭子,齋
藤暢人,中嶋友代,日髙博
司

当院におけるベンゾジア
ゼピン(BZ)受容体作動
薬の長期処方の状況調
査および対策について

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

産業医科大学若松病院
薬剤部

学会報告 高橋治城1),西水流香菜2),
吉永裕助3),表真莉香4),河
上誠5),山田智子6)

銅欠乏改善を契機にサ
ルコペニアによる嚥下障
害も改善した一例

第33回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(神
奈川,2月)

社会医療法人陽明会小
波瀬病院脳神経外科1),
栄養科2),薬剤部3),検査
科4),リハビリテーション
科5),看護部6)

学会報告 永渕由香里,大庭拓也,米
光佑介,吉永裕助,早野俊
行

地域包括ケアシステムに
おける病院薬剤師の役
割

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部

学会報告 木村龍夫1),堀田友絵2),生
野陽子3),濱砂良一4),谷本
博徳5),大橋生嗣6),久保井
礼7),溝口玄一郎1)

当院における抗菌薬適
正使用支援の取り組み

第67回共済医学会(福
岡,10月)

新小倉病院薬剤部1),看
護部2),検査部3),泌尿器
科4),肝臓内科5),外科
6),呼吸器内科7)

学会報告 花畑理恵1),溝口玄一郎1),
白石由美子2),廣瀬俊介2),
藤本良士2)

糖尿病療養指導におけ
る｢糖尿病カンバセーショ
ンマップ｣利用の検討

第67回共済医学会(福
岡,10月)

新小倉病院薬剤部1),糖
尿病内科2)

学会報告 村上加奈,佐藤一雄,小林
剛士,中川幸,吉澤利栄,空
閑健太,溝口玄一郎

安全で効果的な経管投
与を目指した当院薬剤
部での取り組み

第67回共済医学会(福
岡,10月)

新小倉病院薬剤部

学会報告 辻本朗1),押方章吾2) イホスファミドによる意識
障害にブロマゼパム坐剤
が有効であった一例

第12回日本緩和医療
薬学会(東京,5月)

新小文字病院薬剤科1),
脳神経外科2)

学会報告 井無田優,江良円佳,渡部
善博,吉原郁夫

周術期患者の術前休止
薬に対する薬剤師の介
入

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

新行橋病院薬局

学会報告 打越英恵1),渡邉祐子1),後
藤渉1),𡈽橋卓也2)

急性期病棟における高
齢者のポリファーマシー
対策-地域連携による戦
略構築に向けて-

第2回老年薬学会
2018(東京,5月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),循環器･高血圧セ
ンター2)

学会報告 後藤渉1),打越英恵1),渡邉
祐子1),𡈽橋卓也2)

高齢者ポリファーマシー
対策－地域連携による
戦略構築に向けた取り組
み－

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),循環器･高血圧セ
ンター2)

学会報告 繁田知里1),和田朊子1),後
藤渉1),海塚安郎2)

糖加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

第33回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(神
奈川,2月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),救急･集中治療部
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 高浪英樹1),島田和生2),中
村しおり1),池永千寿子1),
岩松希美1),松本知子1),後
藤元子1),石川幹真1),下釜
達朗3),金城満3)

化学療法中に間質性肺
炎を起こした乳癌症例の
検討

第26回日本乳癌学会
(京都,5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),製鉄記念八幡
病院病理診断科3)

学会報告 如田真貴1),後藤渉1),大穂
有恒2),大江真里2),森田祐
輔2)

グレカプレビル、ピブレン
タスビルの効果と安全性
の調査

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),肝臓内科2)

学会報告 船越康太1),髙浪英樹2),後
藤渉1)

当院におけるオピオイド
誘発性便秘症に対する
ナルデメジンの使用状況
調査

第23回日本緩和医療
学会学術大会(兵庫,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 和田朊子1),後藤渉1),海塚
安郎2)

当院ICUにおける中心静
脈栄養施行状況調査

第33回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(神
奈川,2月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),救急･集中治療部
2)

学会報告 和田朊子1),後藤渉1),海塚
安郎2)

原因不明の小腸炎、吸
収不良症候群および蛋
白漏出性胃腸症患者の
一例

第6回栄養管理指導者
協議会パネルディス
カッション(鹿児島,3月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),救急･集中治療部
2)

学会報告 竹村知1),長原功騎1),久保
田政二郎1),徳丸一郎1),麻
生忠弘1),横山雄一2),蒲池
英博2),篠原義剛2),西原豊
1),植木哲也2)

産業医科大学病院にお
ける免疫チェックポイント
阻害薬の中止理由の検
討

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

田川市立病院薬剤部1),
産業医科大学病院薬剤
部2)

学会報告 阿部名月1)2),桑村恒夫
1)2),上原奈緒1)2),小川亮
介2),森本麗華2),芳賀由美
2)

抗菌薬長期投与患者に
おけるVREスクリーニング
の評価

第33回日本環境感染
学会総会･学術大会
(東京,2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),ICT2)

学会報告 阿部名月1),吉国健司1),小
倉秀美1),末松文博1),折口
秀樹2)

JCHO九州病院における
ポリファーマシーカンファ
レンスの取り組み

第28回老年医学会九
州地方会(沖縄,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),老年内科2)

学会報告 阿部名月1),吉国健司1),小
倉秀美1),末松文博1),折口
秀樹2),中村哲郎3),高木美
絵4)

JCHO九州病院における
ポリファーマシーカンファ
レンスの取り組み

第2回老年薬学会学術
大会(東京,5月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部1),老年内科2),整
形外科3),医療法人しょう
わ会正和なみき病院薬
剤課4)

学会報告 阿部名月1),吉国健司1),末
松文博1),折口秀樹2),中村
哲郎3)

JCHO九州病院における
高齢者の処方適正化へ
の取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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),老年内科2),整
形外科3)

学会報告 伊藤勇1),竹林洋子1),末永
順子1),村島浩二2),井上勝
博3),小倉秀美4),矢川結香
4),松村孝志5)

当院の人工呼吸器管理
患者の栄養療法の現状
と問題点

第45回日本集中治療
医学会学術集会(東
京,2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),麻酔科2),内科
3),薬剤部4),臨床工学室
5)

学会報告 大西利彦1)2),川久保充章
1)2),有吉美幸1)2),末松文
博1)2),古田彰1)3),山本英
雄1)4)

校正済み温度ロガー導
入による治験薬温度管
理業務効率化への取り
組み

第18回CRCと臨床試
験のあり方を考える会
議(富山,9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),経理課3),循環器
科4)
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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),有吉美幸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4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),薬
剤部2),経理課3),循環器
科4)

学会報告 大西利彦1)2),川久保充章
1)2),有吉美幸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
治験薬温度管理体制構
築への取り組み

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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),経理課3),循環器
科4)

学会報告 上津沙織,釘原瑶子,山澤
結季,吉国健司,桑村恒夫,
末松文博

検査値付き処方せん発
行後1年間の疑義照会の
解析

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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),内山明彦2)3)

当院におけるナルデメジ
ンの安全性評価

第23回日本緩和医療
学会学術大会(兵庫,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1),がんサポート
チーム2),がんセンター3)

学会報告 神宮司華子1),吉国健司1),
宮本愛子1),星木宏之2),佐
藤憲明2),末松文博1)

冠動脈バイパス術後に
おける処方適正化

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,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),リハビリテー
ション室2)

学会報告 西村直朗,桑村恒夫,末松
文博

JCHO九州病院における
再発･難治性多発性骨
髄腫に対するKRd療法
の治療成績や副作用の
検討

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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 長谷川真理子,吉国健司,
宮本愛子,神宮司華子,末
松文博

経口凝固因子直接阻害
薬の使用状況と薬剤変
更理由に関する調査

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,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

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～重症心筋
虚血患者の薬学的管理
～

Complex 
Cardiovascular 
Therapeutics 2018  
(兵庫,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 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
者に対するアプローチ～

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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 吉国健司1),阿部名月1),小
倉秀美1),末松文博1),中村
哲郎2),折口秀樹3)

高齢大腿骨頚部骨折患
者に対する処方適正化
への介入

第2回日本老年薬学会
学術大会(東京,5月)

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

学会報告 吉国健司,宮本愛子,神宮
司華子,長谷川真理子,末
松文博

外来心臓リハビリテー
ションにおける患者教育
の有効性の検討

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,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

学会報告 亀田敬子1),新生忠司2)3) 糖尿病治療薬の使用動
向および専門医と非専
門医の薬剤選択性の違
いについて

第61回日本糖尿病学
会年次学術集会(東
京,5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), 糖尿病代
謝内科2),産業医科大学
医学部第一内科学講座
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 亀田敬子,佐古渚,髙橋えり
か,木本信介,山田周平,西
田直史,福澤祐幸

高齢者における薬物療
法ガイドラインを用いた
潜在的に不適切な薬剤
(PIMs)の検出についての
評価

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,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

学会報告 明田由紀 入院を契機に骨粗鬆症
治療薬が中止された割
合とその理由について

第20回日本骨粗鬆症
学会(長崎,10月)

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 重見貴子 進行癌化学療法中に
trousseau症候群を呈し
た4例

第12回日本緩和医療
薬学会年会(東京,5月)

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 下崎香 当院における医療･介護
関連肺炎の抗菌薬使用
状況の検討

第88回日本感染症学
会西日本地方会学術
集会(鹿児島,11月)

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 平野辰弥 テリパラチド製剤使用患
者における投与開始前
の血中ＰＴＨ濃度測定の
現状

第20回日本骨粗鬆症
学会(長崎,10月)

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 糸原沙希,小川絢子,岩尾
恭寛

併用禁忌薬及びアレル
ギー禁忌薬の投薬ゼロ
を目指して～電子カルテ
と連動した｢禁忌情報
シート｣発行システムの構
築～ 

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

福岡新水巻病院薬局

学会報告 長谷川恭子1),末永拓也1),
岩尾恭寛1),工藤真裕1),大
庭奈未代2),新島奈津子3),
高橋康一4)

電子カルテと連動した抗
菌薬適正使用支援シー
トを用いた当院における
Antimicrobial Steward-
ship(AS)活動とその評価

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

福岡新水巻病院薬局1),
院内感染対策室2),外科
3),泌尿器科4)

学会報告 木原慶子,前田朱香,清水
誉志,富田敏章,町田聖治,
入江利行

慢性心不全患者の朋薬
アドヒアランス向上への
取り組み

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 小林慶子,長谷悠紀,坪根
未歩,平野真健,福島将友,
清水誉志,富田敏章,町田
聖治,入江利行

FOLFOX療法初回施行
患者におけるアプレピタ
ントの使用状況の調査

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 曽我弘道,富田敏章,前田
朱香,清水誉志,町田聖治,
入江利行

認知症ケア回診におけ
るせん妄の誘因となる薬
剤に対する取り組みにつ
いて

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 富田敏章,福島将友,清水
誉志,町田聖治,入江利行

院外処方箋に印字した
臨床検査値に関する疑
義照会内容の分析

第12回日本腎臓病薬
物療法学会学術集会･
総会2018(静岡,10月)

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,坪根
未歩,平野真健,富田敏章,
町田聖治,入江利行

カルボプラチンを含む婦
人科癌レジメンにおける
アプレピタントの使用状
況とその効果について

日本臨床腫瘍薬学会
学術大会2018(神奈
川,3月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 長谷悠紀,清水誉志,藤野
真利子,福島将友,丸子浩,
富田敏章,町田聖治,入江
利行

非活性型4因子含有プロ
トロンビン複合体製剤
(4F-PCC)の院内統一使
用マニュアルの作成とそ
の遵守状況について

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11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

学会報告 波多江沙織,坪根未歩,長
谷悠紀,前田朱香,清水誉
志,富田敏章,町田聖治,入
江利行

多職種間の情報共有に
より、認知症を有する再
発子宮頸癌患者に対し
て良好な疼痛管理が可
能となった一例

第79回九州山口薬学
大会(大分,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 波多江沙織,前田朱香,山
下悟史,清水誉志,富田敏
章,町田聖治,入江利行

膀胱癌患者に対する疼
痛管理と薬剤による副作
用の重篤化を回避した
一例

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,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,清水誉
志,富田敏章,町田聖治,入
江利行

消化管出血患者の朋用
薬剤とPPIによる出血対
策の現状に関する調査

第79回九州山口薬学
大会(大分,11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

バンコマイシン注の初期
投与による初回トラフ濃
度と腎機能障害の調査

医療薬学フォーラム
2018(東京,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 藤野真利子,清水誉志,山
下悟史,富田敏章,町田聖
治,入江利行

入社6ヶ月より脳神経外
科病棟専従となった新人
薬剤師の業務量調査と
薬学的介入について

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,2月)

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,福島
将友,清水誉志,富田敏章,
町田聖治,入江利行

末期心不全患者の呼吸
困難感に対し、入院早期
からのモルヒネの持続投
与が有効であった一症
例

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 前田朱香1),清水誉志1),隈
本伸夫2),中野しのぶ3),立
野淳子2),井上由紀3),西村
拓4),中島研5)

急性期病院における
NST活動状況と薬剤師
の関わり

第33回日本静脈経腸
栄養学会学術集会(神
奈川,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),看護部2),栄
養管理課3),外科4),救急
部5)

学会報告 町田聖治,木原慶子,前田
朱香,清水誉志,富田敏章,
入江利行

高齢慢性心不全患者の
朋薬と日常生活に関す
る問題点の検討

第2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

学会報告 町田聖治1),宮﨑博章2),入
江利行1)

多職種ICTラウンドによる
血液培養検査結果に基
づいた抗菌薬適正使用
への取り組み

第26回日本化学療法
学会総会(岡山,6月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),感染管理部
2)

学会報告 町田聖治1),宮﨑博章2),大
井慈文3),山下恵美2),戸根
智和4),福島将友1)

血液培養検査陽性患者
に対するバンコマイシン
初期投与設計と薬剤師
の介入効果について

第28回日本医療薬学
会年会(兵庫,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部1),感染管理部
2),検査技師部3),看護部
4)

学会報告 松本彩咲,原田澪,山下悟
史,清水誉志,福島将友,富
田敏章,町田聖治,入江利
行

入社6ヶ月より循環器内
科病棟専従となった新人
薬剤師の業務量調査と
薬学的介入について

近畿薬剤師合同学術
大会2018(京都,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 門田善法1),竹内裕二2) スボレキサント(ベルソム
ラ®錠)の一包化に関す
る検討

第65回九州精神医療
学会(宮崎,1月)

单ヶ丘病院薬局1),精神
科2)

学会報告
(シンポジウ
ム)

末松文博 中小･療養病院で取り組
める処方の適正化とは〜
ポリファーマシーを中心
として〜 地域で取り組む
ポリファーマシー

第1回日本病院薬剤師
会Future Pharmacist 
Forum(東京,10月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部
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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
(シンポジウ
ム)

末松文博 ポリファーマシーへのア
プローチ～患者のため
に薬剤師ができること～ 
医師と協働して地域で取
り組むポリファーマシー
対策と病診薬連携

第79回九州山口薬学
大会(大分,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
(シンポジウ
ム)

入江利行 薬剤師が様々な立ち位
置から考える感染対策 
集中治療室における感
染対策

第10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 
in YAMAGUCHI(山
口,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 後藤康秀 第50回日本薬剤師会学
術大会参加から～今実
行していること～

遠賀中間薬剤師会研
修会(北九州,1月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 後藤康秀 かかりやすい疾患･使い
やすい薬剤～薬剤師の
視点から～

直方鞍手薬剤師会定
例研修会(筑豊,7月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 後藤康秀 遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部の8年間の軌
跡

翔薬八幡営業所MS研
修会(北九州,12月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

研修会 内山美智恵 血糖降下薬の期待され
る+α効果

北九州市立医療セン
ター市民公開講座(北
九州,7月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 がん薬物療法｢支持療法
の進歩｣

北九州市立医療セン
ター研修会(北九州,   
1月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 免疫チェックポイント阻害
薬｢私たちの役目は？｣

第9回化学療法ケアを
考える会(北九州,3月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 もっと知ろう｢抗がん剤｣
免疫チェックポイント阻害
薬の副作用について

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
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 制吐薬適正使用ガイドラ
イン改定 実臨床の立場
から

第258回福岡県病院薬
剤師会筑豊支部学術
講演会(筑豊,4月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 薬の話 北九州市立医療セン
ター｢がんサロン」(北九
州,4月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 北九州エリアにおける経
口抗がん薬投与マネジメ
ントの現状

経口抗がん薬投与マ
ネジメント勉強会(北九
州,6月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 ①免疫チェックポイント阻
害薬(当院での取り組み)
②経口抗がん薬につい
て

第10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
ター診療支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 チーム医療でのスキンケ
アマネジメントの取り組み

福岡大腸癌化学療法
チームマネジメント講
演会(福岡,9月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 俵口奈穂美1),大光正男2),
芦原美咲2),大津屋美咲2),
窪田敏夫2)

聴覚障がい者への合理
的配慮方法理解のため
の難聴疑似体験の効果

第5回聴覚障害者医療
研究集会(広島,12月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課
1),第一薬科大学地域医
療センター2)
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研修会 中村希 腎機能低下患者の薬剤
適正使用へ向けた取り
組み

北九州薬学フォーラム
2018(北九州,7月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 山田真裕 薬剤師から見たポリ
ファーマシーの問題点に
ついて

Heart Rhythm Expert 
forum2018(北九州,1
月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 山田真裕 高齢糖尿病患者の薬剤
使用の特徴

公益社団法人福岡県
栄養士会平成30年度
福岡県生涯教育研修
会(福岡,10月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 山田真裕 がん化学療法と薬剤師
の役割

患者情報に基づく相互
連携薬物療法研修会
(北九州地区第3回)(北
九州,12月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 阿部倫子 小児血液腫瘍の化学療
法について

第12回北九州市立八
幡病院薬-薬連携勉強
会(福岡,3月)

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 川上莉奈 急性･慢性心不全の病態
と薬物治療～心不全リ
ピーターを減らすための
朋薬指導～

第13回北九州市立八
幡病院薬-薬連携勉強
会(福岡,11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 竜胆瀉肝湯の応用 平成30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 桂枝二越婢一湯の応用 平成30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 夏かぜの漢方処方 平成30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 三叉神経帯状疱疹の漢
方薬の応用

平成30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 季節性疾患の漢方処方
Ⅰ(感染性腸炎の漢方)

平成30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 毛利由佳 川崎病について 第12回北九州市立八
幡病院薬-薬連携勉強
会(福岡,3月)

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

研修会 今村陽子 北九州総合病院におけ
るASTの取り組み

福岡県病院診療所薬
剤師研修会(福岡,11
月)

北九州総合病院薬剤科

研修会 棚田訓彰 地域セミナー①医療用
医薬品と一般用医薬品
(大衆薬)②薬について③
薬との飲み合わせ④お
薬手帳について

平成30年度地域健康
セミナー(北九州,9月)

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

研修会 吉田悦朗,白石貴寿,臼井
和明,面田恵

地域連携および診療支
援を目的とした動物咬傷
に対する抗菌薬投与の
現状に関するアンケート
調査

第35回福岡県病院薬
剤師会感染制御研修
会(福岡,6月)

九州労災病院薬剤部

研修会 吉田悦朗,白石貴寿,臼井
和明,面田恵

地域連携および診療支
援を目的とした動物咬傷
に対する抗菌薬投与の
現状に関するアンケート
調査

第21回九州･山口地区
労災病院薬剤部研修
会(熊本,6月)

九州労災病院薬剤部

研修会 吉田悦朗1),白石貴寿1),臼
井和明1),宇都宮奈々1),栗
原江未1),長谷川将1),中島
信能2),岩本幸英3),面田恵
1)

診療圏内の医療機関を
対象とした動物咬傷に対
する抗菌薬投与の現状
調査

平成30年度全国労災
病院薬剤部会総会及
び研修会(兵庫,11月)

九州労災病院薬剤部1),
副院長兼地域連携室長
2),病院長3)

研修会 後藤聖史,橋口亮 当院におけるワクチン接
種推進のための取り組み
と課題

第36回福岡県病院薬
剤師会感染制御研修
会(福岡,11月）

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

研修会 橋口亮 薬薬連携で取り組もう！
Antimicrobial 
Stewardshipの推進と
AMR対策

第4回みやこ薬薬連携
カンファレンス(北九
州,10月) 

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

研修会 橋口亮 PitfallとTips取り揃えてま
す!!ASPを円滑にすすめ
るために

熊本県病院薬剤師会
平成30年度第4回感染
制御研究会研修会(熊
本,11月)

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

研修会 橋口亮 ASTに関わる薬剤師の
取り組み 当院における
AST活動の現状

第222回洞薬会例会
(北九州,11月)

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

研修会 橋口亮 ｢肺炎の管理についてと
ことん語り合おう。～チー
ムで取り組む肺炎予防
対策～｣薬剤師の立場か
ら

HICA 医療関連感染
防止セミナー2018 in 
AKITA(秋田,9月)

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

研修会 大石裕樹1),嶺豊春2),田上
直美3),髙林学3),屋地慶子
4),益田将吾4),石橋幹雄5),
稲村由香6)

総合討論パネリスト 第16回九州抗HIV薬
勉強会(福岡,3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),久留米
大学病院薬剤部5),産業
医科大学病院薬剤部6)

研修会 大野晃子 腎センターのチーム医療
における薬剤師の役割
～腎機能低下患者への
最適な薬物療法～

第10回愛媛腎と薬物
研究会(愛媛,8月)

済生会八幡総合病院腎
センター

研修会 稲村由香 院外処方の移行に向け
た取り組みについて

もっと学びたい薬剤師
のための｢抗HIV療法
ステップアップセミ
ナー｣(福岡,1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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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 稲村由香 平成30年度HIV感染者･
エイズ患者の在宅医療･
介護の環境整備事業｢実
地研修｣～薬剤師の立場
から～

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

研修会 稲村由香1),鈴木克典2),田
中美佐子3)

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,8月)

産業医科大学病院薬剤
部1),感染制御部2),看護
部3)

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,9月)

産業医科大学病院薬剤
部1),感染制御部2),看護
部3),事務部患者サービ
ス室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),感染制御部2),看護
部3),事務部患者サービ
ス室4)

研修会 植木哲也 バンコマイシンによる腎
障害発現の危険因子と
生命予後に関する検討

第33回北部九州腎と
薬剤研究会(北九州,8
月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 篠原義剛 大腸がん患者の症例検
討

平成29年度患者のた
めの薬局ビジョン推進
事業 公益社団法人八
幡薬剤師会(北九州,1
月)

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 本多明香里 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

北九州薬学フォーラム
2018(北九州,7月)

産業医科大学若松病院
薬剤部

研修会 蓑添香李 気をつけよう高Ca血症～
小波瀬病院の症例～

第2回みやこ薬薬連携
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1),米光佑介1),大
庭拓也1),西水流香菜2),山
田智子3),表真莉香4),河上
誠5),高橋治城6)

薬剤性摂食･嚥下障害の
早期発見にむけて

第29回北部福岡NST
研究会(北九州,11月)

社会医療法人陽明会小
波瀬病院薬剤部1),栄養
科2),看護部3),検査科
4),リハビリテーション科
5),脳神経外科6)

研修会 木村龍夫 当院におけるAST活動
報告

第222回洞薬会例会
(北九州,11月)

新小倉病院薬剤部

研修会 木村龍夫 当院における抗菌薬適
正使用支援チーム(AST)
の活動報告

H30年度第1回感染防
止対策加算個別カン
ファレンス(北九州,  10
月)

新小倉病院薬剤部

研修会 井上智文 抗凝固薬処方時におけ
る薬剤師の関わり

心不全のチーム医療
を考える会(北九州,11
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 栄養管理について～
Basic編

平成29年度患者のた
めの薬局ビジョン推進
事業 第6回在宅に関
わる知識習得の研修
会(北九州,2月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 気になるおくすりの話 あ
れこれ

傾聴ボランティア リス
の会(北九州,3月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 知って得するくすりの話 年長者の里 生き生き
福祉講座(北九州,3月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 後藤渉 ポリファーマシーへの取
り組みと課題

八幡地区医療懇話会
(北九州,3月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 高浪英樹1),池永千寿子1),
岩松希美1),松本知子1),後
藤元子1),木村英世1),石川
幹真1),島田和生2)

治療精度を高めた乳癌
周術期化学療法の検討

第54回北九州乳腺カ
ンファレンス(北九州,11
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)

研修会 船越康太 非オピオイド鎮痛薬の特
徴

第2回薬剤師のための
緩和ケア研修会(福
岡,9月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 和田朊子 静脈栄養について 第10回研修医のため
の北九州地区臨床栄
養セミナー(北九州,12
月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 渡邉祐子1),打越英恵1),後
藤渉1),𡈽橋卓也2)

急性期病棟における高
齢者のポリファーマシー
対策-地域連携による戦
略構築に向けて-

八幡病診薬連携
フォーラム(北九州,     
10月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),循環器･高血圧セ
ンター2)

研修会 檜田房男 薬薬連携を活用した外
来吸入指導の開始につ
いて

遠賀･中間薬剤師会伝
達講習会(北九州,9月)

地方独立行政法人芦屋
中央病院薬剤部

研修会 阿部名月 高齢大腿骨頚部骨折患
者に対する処方適正化
への介入

第21回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
(北九州,2月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部

研修会 阿部名月 高齢者薬物療法におけ
る薬剤師の役割～医師
と協同した処方見直しか
ら退院後の施設間連携
まで～

第72回医療薬学会公
開シンポジウム(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 有吉美幸 糖尿病はなぜこわい
の？糖尿病治療の基本
を学ぼう

第61回くすりのセミ
ナー福岡(福岡,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 大西利彦1)2) 薬剤師の業務 平成30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 上津沙織,釘原瑶子,山澤
結季,吉国健司,桑村恒夫,
末松文博

検査値付き処方せん発
行後1年間の疑義照会の
検討

第17回JCHO九州病院
薬剤部と地区薬剤師
会との合同研修会(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 桑村恒夫 抗がん剤曝露について 第22回福岡地区勤務
薬剤師会スキルアップ
セミナー(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
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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 桑村恒夫 AST活動における薬剤
師の役割と実際

2018年度認定看護師
教育課程｢感染管理｣
第2回フォローアップ研
修会(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 末松文博 医師と協働して取り組む
ポリファーマシー対策と
病診薬連携

小倉薬剤師会学術研
修会(北九州,4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 今こそ、医療の中で薬剤
師の存在意義を示すとき

平成30年度八幡薬剤
師会 医療安全講習会
(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 ポリファーマシー対策っ
て、実際どうすればいい
の?

若松あんしんネットワー
ク 第283回地域ケア研
究会講演会(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 医師と協働したポリ
ファーマシー対策と病診
薬連携

山口県薬剤師フォーラ
ム2018(山口,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 矢川結香 がん患者の栄養管理～
栄養を一から考えよう～

第24回北九州NST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

研修会 吉国健司 高齢者薬物療法におけ
る薬剤師の役割

脳卒中診療を考える会
in八幡(北九州,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 吉国健司 高齢者薬物療法におけ
る薬剤師の役割

糖尿と循環器ワーク
ショップ(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 吉国健司 超高齢化社会のための
薬剤師の取り組み 

香月･木屋瀬 地域包
括ケアを考える会(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 佐古渚 当院における電子カル
テ導入による業務改善に
ついて

第21回九州･山口ブ
ロック労災病院薬剤部
会(熊本,6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

研修会 石津教嗣 中小病院の抗菌薬適正
使用

第122,123,124回中小
病院懇話会(北九
州,11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30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 斎藤和義1),名和田雅夫1),
藤田悠哉1),田中美佐子2),
稲村由香2),曽我真千恵2),
野田雅美2),鈴木克典2)

透析導入に際して薬剤
調整を要したHIV感染症
例

第19回福岡HIV感染
症治療研究会(福岡,4
月)

戸畑総合病院内科1),産
業医科大学病院HIV
チーム2)

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 循環器系集中治療病棟
における薬剤師の業務
について

沖縄県循環器専門臨
床薬剤師カンファラン
ス(沖縄,5月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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研修会 入江利行 抗凝固療法のエビデン
スと薬薬連携の重要性に
ついて

佐賀好生館薬剤師セミ
ナー(佐賀,3月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 敗血症性DICとアンチト
ロンビン製剤について

第10回北九州  
Expert Seminar for 
Pharmacist(北九州,8
月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 北島詩歩 調剤室業務における動
画教材の作成と教育効
果について

北九州薬学フォーラム
2018(北九州,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 清水誉志 安全管理における薬剤
師の関わり

第1回｢健康日本21･医
療安全｣セミナー(北九
州,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 坪根未歩 高血圧の治療について 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 富田敏章 薬剤師と行動変容～朋
薬アドヒアランス向上の
観点から～

第12回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 藤野真利子 脳卒中患者の栄養管理
～嘔吐症状を繰り返す
患者に対しNSTで介入し
た症例～

第25回北九州NST研
究会(北九州,8月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 前田朱香 終末期心不全患者にお
ける緩和治療について

第21回北九州薬剤師
ハートカンファレンス
(北九州,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 前田朱香 心不全患者の緩和医療
における薬剤師の専門
性について考える

第72回医療薬学会公
開シンポジウム(北九
州,10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(腎臓病とお
薬について)

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 がん化学療法における
薬剤師の役割

北九州病棟薬剤師講
演会(北九州,4月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 町田聖治 腎臓病について 患者情報に基づく相互
連携薬物療法研修会
(北九州,11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
士の会について

福岡県北九州地区糖
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 丸子浩 糖尿病用薬～内朋薬の
特徴と注意点～

西地区糖尿病勉強会
(福岡,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 門田善法 当院における処方適正
化への取り組み

福精協薬剤師会第34
回研修会(福岡,12月)

单ヶ丘病院薬局

研修会 柴田木綿 薬学的介入 事例報告 一般社団法人日本病
院薬剤師会平成29年
度精神科薬物療法認
定薬剤師講習会(福
岡,2月)

八幡厚生病院薬剤課
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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

雑誌掲載 末吉宏成 ｢学び｣と｢活動｣の場に感
謝

薬事新報,No.3040,春
期特集号臨時増刊, 
p.51,2018

北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課

雑誌掲載 後藤聖史,橋口亮 ジャーナルクラブの広場 
敗血症患者におけるヒド
ロコルチゾン補助的療法

月間薬事10月号, 
60(13),p.2476,2018

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

雑誌掲載 橋口亮 ペニシリンGの投与法 J-IDEO1月号, 
3,pp.142-143,2018

公益財団法人健和会大
手町病院薬剤部

雑誌掲載 稲村由香 新春随想 薬事新報, 
No.3026,44(36),2018

産業医科大学病院薬剤
部

雑誌掲載 植木亮磨1),横山雄一1),月
光淳2),篠原義剛1),中村智
2),植木哲也1)

抗がん薬投与量の端数
切捨てに対する医師の
意識調査と医療費削減
に与える影響の試算

九州薬学会雑誌, 
72,pp.25-29,2018

産業医科大学病院薬剤
部1),千葉労災病院薬剤
部2)

雑誌掲載 日髙博司 妊婦へのインフルエンザ
ワクチンや治療薬につい
て教えてください

福岡県病院薬剤師会
会誌,No.205,pp.20-
23,2018年11月15日

産業医科大学若松病院
薬剤部

雑誌掲載 末松文博 特集｢医師･薬剤師協働
による、患者中心のポリ
ファーマシー対策｣地域-
北九州の取り組みを中
心に

月刊薬事, 
60(11),pp.2083-
2088,2018

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 末松文博 インタビュー:｢仲間を増
やして、楽しく、ワクワクし
ながら｣

福岡県病院薬剤師会
雑誌,No.203,pp.53-
58,2018

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 ｢循環器の薬と薬物療法
の鉄則｣高血圧②薬物療
法の鉄則

｢調剤と情報｣2018年9
月臨時増刊号,pp.190
-196

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 ｢循環器の薬と薬物療法
の鉄則｣④高血圧への介
入Good or Bad

｢調剤と情報｣2018年9
月臨時増刊号,pp.265
-273

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

神戸学院大学薬学会
誌,第43号,p.21,2018

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 亀田敬子1),菅田彩乃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

薬事新報, 
No.3049,pp.609-
615,2018

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),山口労災
病院薬剤部2),九州労災
病院薬剤部3),長崎労災
病院薬剤部4),熊本労災
病院薬剤部5),総合せき
損センター薬剤部6)

雑誌掲載 入江利行 急性期病院の薬剤師とし
て地域医療への貢献を
目指す

日病薬誌,54(6),pp.772
-773,2018

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 入江利行 災害医療とは 小倉薬剤師会広報,第
420号,p.1,2018年9月
号

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

雑誌掲載 入江利行 エキスパートが注目する
最新エビデンスをアップ
デート！⑤抗血栓薬

薬局,69(1),pp.34-
38,2018

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 町田聖治 ｢外来化学療法における
薬･薬連携｣第11回胃が
んの化学療法

ふくおか県薬会報,  
31(2),pp.38-41,2018

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 本態性高血圧症 薬局増刊号, 
69(4),pp.426-
450,2018

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 閉塞性動脈硬化症 薬局増刊号, 
69(4),pp.458-
459,2018

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 心原性ショック 薬局増刊号, 
69(4),pp.459-
460,2018

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 心臓弁膜症 薬局増刊号, 
69(4),pp.461-
462,2018

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 先天性心疾患 薬局増刊号, 
69(4),pp.463-
464,2018

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 がん薬物療法における
外来がん治療認定薬剤
師の役割

薬事新報, 
No.3053,pp.27-
32,2018

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

著書 面田恵 医薬品副作用アセスメン
ト

日本医薬品安全性学
会,单山堂(東
京),pp.170-174,321-
324,2018年4月23日

九州労災病院薬剤部

著書 植木哲也(編集:赤瀬朊秀) 生涯の仕事としての病院
薬剤師を志した若者へ
のメッセージ-薬剤師の
キャリアパスを考える-

ファーマシーマネジメ
ント3　薬剤部門におけ
る階層別人材育成の
理論と実践,医学アカ
デミー,2018年4月13日
発行

産業医科大学病院薬剤
部

著書(編集
協力)

秋山直子1)(監修:石川洋一
2) 編集:小児薬物療法研究
会)

現場の困った！をエキス
パートが解決 こどもと薬
のQ&A 続

じほう,2018年9月25日
発行

産業医科大学病院薬剤
部1),明治薬科大学薬学
部/小児薬物療法研究
会2)

論文 小笠裕斗1),桑村恒夫1),秋
吉尚雄1),村上聡一郎2),田
中晴生2),梅田修洋2),末松
文博1)

乳癌患者へのアナストロ
ゾール療法における朋
薬アドヒアランス評価

癌と化学療法, 
45(6),pp.965-
968,2018

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部1),外科2)

その他(テ
レビニュー
ス)

末松文博1),阿部名月1),折
口秀樹2)

特集:高齢者を襲うポリ
ファーマシー

ＮＨＫニュースブリッジ
北九州(6月8日)

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)

その他(テ
レビニュー
ス)

末松文博1),吉村順二2),成
重賢司2)

特集:在宅医療を支える
薬剤師

TVQふくおかサテライ
ト(11月23日)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
薬剤部1),八幡薬剤師会
2)
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その他(新
聞電子版
掲載)

末松文博 処方介入に｢伝えられる
文書｣スキルも重要ポイ
ント

PHARMACY 
NEWSBREAK,じほう,  
3月15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 処方の見直し、薬だけで
なく｢患者の全体像捉え
て｣

PHARMACY 
NEWSBREAK,じほう,  
8月31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 時事解説:患者の処方見
直しの情報をどうつなぐ
か～動き出す地域ぐるみ
のポリファーマシー対策
～

PHARMACY 
NEWSBREAK,じほう, 
11月16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,釘原瑶子,矢川
結香,阿部名月

入院中の薬剤情報、お
薬手帳で地域薬局に提
供～JCHO九州病院、手
帳に貼る｢退院時朋薬指
導書｣を11月から作成～

PHARMACY 
NEWSBREAK,じほう, 
11月30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1),阿部名月1),吉
国健司1),中村哲郎2),折口
秀樹3)

多剤カンファ対象患者の
薬剤数は平均2.3剤減
JCHO九州病院、処方見
直しで薬剤の｢中止｣は
244件

PHARMACY 
NEWSBREAK,じほう, 
12月14日

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