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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 高橋浩二郎1)2),髙山智司
3),山本陽一1),松浦昭仁1),
平川剛1)

学校薬剤師の薬物乱用
防止啓発訪問事業（厚
労省）を介した授業への
参加

第13回日本緩和医療薬
学会年会(千葉，6月)

小倉薬剤師会1),九州東
邦KK2),小学館集英社
プロダクション3)

学会報告 山口泰弘1),中村敦士1),浦
本邦弘1),高城沙也香2),小
柳悟3),大戸茂弘3）

人工知能（Supprot 
Vector Regression）を用
いた薬物動態解析～バ
ンコマイシン点滴静注～

第73回国立病院総合医
学会（愛知,11月）

国立病院機構小倉医療
センター 1),国立病院機
構鹿児島医療センター
2),九州大学大学院薬学
研究院　薬剤学分野3)

学会報告 山口泰弘1),中村敦士1),浦
本邦弘1),高城沙也香2),小
柳悟3),大戸茂弘3)

人工知能（Supprot 
Vector Regression）を用
いた薬物動態解析～バ
ンコマイシン点滴静注～

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

国立病院機構小倉医療
センター 1),国立病院機
構鹿児島医療センター
2),九州大学大学院薬学
研究院薬剤学分野3)

学会報告 山口泰弘1),中村敦士1),浦
本邦弘1),高城沙也香2),小
柳悟3),大戸茂弘3）

人工知能（Supprot 
Vector Regression）を用
いた薬物動態解析～バ
ンコマイシン点滴静注～

第40回日本臨床薬理学
会（東京,12月）

国立病院機構小倉医療
センター1),国立病院機
構鹿児島医療センター
2),九州大学大学院薬学
研究院薬剤学分野3)

学会報告 山口泰弘 拒薬する妄想性障害患
者に対し頻回な服薬指
導がアドヒアランス向上
に寄与した1例

第21回日本医療マネジメ
ント学会学術総会（愛知,7
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,松尾待池,野田
圭吾,千代延桜子,中村敦
士,浦本邦弘

せん妄患者早期発見の
手掛かりとなる薬剤（clue 
drug）の検討と臨床応用

第3回日本精神薬学会学
術総会（兵庫,9月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 吉田愛,山口泰弘,中嶋浩
太郎,中村敦士,浦本邦弘

当院における抗菌薬適
正使用支援チーム活動
開始後の抗菌薬使用状
況の調査

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 野田圭吾,山口泰弘,松尾
待池,千代延桜子,中村敦
士,浦本邦弘

せん妄患者発見に際し
注視すべき薬剤の検討

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 松尾待池,山口泰弘,野田
圭吾,千代延桜子,中村敦
士,浦本邦弘

臨床応用へ向けた、せん
妄患者早期発見の手掛
かりとなる薬剤の検討

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 野田圭吾,山口泰弘,松尾
待池,千代延桜子,中村敦
士,浦本邦弘

せん妄患者発見に際し
注視すべき薬剤の検討

第73回国立病院総合医
学会（愛知,11月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 松尾待池,山口泰弘,野田
圭吾,千代延桜子,中村敦
士,浦本邦弘

臨床応用へ向けた、せん
妄患者早期発見の手掛
かりとなる薬剤の検討

第73回国立病院総合医
学会（愛知,11月）

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

学会報告 園村昌弘,木村修徳,中村
敦士,浦本邦弘

カルボプラチンベースの
化学療法におけるアプレ
ピタントの併用率

第73回国立病院総合医
学会（愛知,11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 中嶋浩太郎1),山口泰弘1),
吉田愛1),中村敦士1),浦本
邦弘1),塩井川玲子2),元田
裕子2),中嶋敏紀3),武藤敏
孝3)

当院における抗菌薬適
正使用支援チーム活動
開始後の抗菌薬使用状
況の調査

第73回国立病院総合医
学会（愛知,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
ター看護部2）,国立病院
機構小倉医療センター
医局3）

学会報告 大森淳史,今村陽子,柏田
匡広,大石貴裕,池田浩和

当院における病棟薬剤
師によるバンコマイシン
の初回血中濃度と安全
性の評価

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科

学会報告 横山修子,小橋亮,永井舞,
大保孝介,大石貴裕,池田
浩和

患者支援センターにおけ
る手術前・検査前休止薬
への取り組み

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科

学会報告 嶋戸理子,渡瀬美登里,柏
田匡広,大石貴裕,池田浩
和

当院における免疫チェッ
クポイント阻害薬による免
疫関連有害事象の実態
調査

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科

学会報告 松本直也 当院整形外科患者にお
ける周術期急性腎障害
の発現状況とNSAIDsの
影響

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
（熊本,11月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科

学会報告 今村陽子1),山中直子2) 北九州総合病院におけ
る抗菌薬適正使用支援
チーム(AST)の第一歩

第34回日本環境感染学
会総会・学術集会（兵庫,2
月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科1),看護部2)

学会報告 松尾麻美1),藤川みゆき2),
今村陽子1),柏田匡広1),大
石貴裕1),池田浩和1),福田
文雄3)

当院の骨粗鬆症リエゾン
サービスにおける薬剤師
の関わり

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科1),事務部2),整形外科
3)

学会報告 茂山真悠子,原知斉 透析患者におけるルビプ
ロストンの有用性の検討

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2019（熊本,11月）

社会医療法人財団池友
会新小文字病院

学会報告 立石昂偲,山崎伯都,柏木
麻紀,吉原郁夫

手術後における抗血栓
薬再開プロトコールの導
入

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

新行橋病院薬局

学会報告 森葉子,山内豊和 抗菌薬使用届出制とＩＣ
Ｔ介入効果の評価

第34回日本環境感染学
会総会･学術集会(兵庫,2
月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 野口統紀子,繁田知里,後
藤渉

病院薬剤師から見た残
薬問題とその課題－急
性薬物中毒患者の症例
を通して－

医療薬学フォーラム2019,
第27回クリニカルファーマ
シ-シンポジウム(広島,7
月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

学会報告 和田朋子1),後藤渉1),海塚
安郎2)

経腸栄養施行時の下痢
対応について～Cdtoxin
検査の意義を考える～

第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会(東京,2
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 今村政信1),藤井裕史2）,福
重友理2）,山崎博史2）,入
江利行2）,野中敏治2）,伊
東弘樹2）,室高広2）,喜多
岡洋樹2）,茂見茜里2）,北
原隆志2）

九州・山口地区の医療機
関におけるClostridioides
（Clostridium） difficile 感
染症の診療に関する実
態調査

第67回日本化学療法学
会西日本支部総会(静
岡,11月）

長崎大学病院薬剤部1),
九州山口感染制御専
門・認定薬剤師連絡会
議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 竹下理紗,岩尾恭寛 電子カルテDBとODBC
接続した簡易懸濁情報
提供システムの運用 ～
経管投与患者への更な
る薬剤適正使用を目指し
て～

第39回医療情報学連合
大会（千葉,11月）

福岡新水巻病院薬局

学会報告 岩尾恭寛 電子カルテDBとODBC
接続した調剤支援システ
ムの構築～3枚のシート
を利用した調剤業務の強
化～

第39回医療情報学連合
大会（千葉,11月）

福岡新水巻病院薬局

学会報告 出口幾文,末永拓也,岩尾
恭寛,工藤真裕

「院外処方箋における疑
義照会プロトコル」の作
成・運用について

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

福岡新水巻病院薬局

学会報告 前田朱香 急性期病院における薬
剤師業務

The 36th  Live 
Demonstration in 
KOKURA（北九州,5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 柴田木綿 精神科専門薬剤師精神
医学セミナー「適切な薬
物療法を支援するための
精神科専門薬剤師の役
割」

第49回日本神経精神薬
理学会・第29回日本臨床
精神神経薬理学会（福
岡,10月）

八幡厚生病院薬剤課　

学会報告 柴田木綿１）2),高橋結花2),
佐藤康一2),宇野準二2),加
藤剛2),梅田賢太2),高田憲
一2),三輪高市2),天正雅美
2),野田幸裕2),吉尾隆2)

統合失調症患者の薬物
療法に関する処方実態
調査(2018年）その3～全
国60施設の統合失調症
外来患者における持効
性注射製剤の処方傾向
について

第3回日本精神薬学会・
学術総会（兵庫,9月）

八幡厚生病院薬剤課1),
精神科臨床薬学研究会
2)

学会報告 大石博美,松田健,国友美
穂,竹中涙骨,土持明子,桑
野由佳理

地域に求められる薬局機
能の実現

第５２回日本薬剤師会学
術大会（山口,10月）

八幡薬剤師会薬局

学会報告 竹内綾子,後藤康秀 ニボルマブ注が奏効し鎮
痛剤が減量できた悪性
胸膜中皮腫の症例

第13回日本緩和医療薬
学会(千葉,6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),波呂祥2)

遠賀中間医師会おんが
病院における悪性胸膜
中皮腫に対するニボル
マブ注投与の一例

第52回日本薬剤師会学
術大会(山口,10月)

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部1),呼吸器外
科2)

学会報告 白石貴寿,臼井和明,吉田
悦朗,栗原江未,羽山千尋,
長谷川将,木本秀樹,上地
純子,森田佳博,中村泰士

感染性腸炎に対する抗
菌薬投与の現状把握と
臨床的背景に関する検
討

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 吉田悦朗,白石貴寿,臼井
和明,山村真貴子,大石丸
美,上前里香,近藤真由,宇
都宮奈々,森田佳博,中村
泰士

脊椎椎弓切除術におけ
る術後感染予防抗菌薬
としてのセファゾリンの使
用状況について

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 臼井和明,吉田悦朗,宇都
宮奈々,安藤暢彦,安河内
寿成,岩武幹乃,栗原江未,
沖田健太郎,白石貴寿,中
村泰士

小児の急性上気道炎に
対する抗菌薬処方の現
状とその背景因子に関
する考察

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,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,山
村真貴子,羽山千尋,安藤
暢彦,三村英恵,白石貴寿,
中村泰士

ペムブロリズマブ投与後
の免疫関連有害事象疑
いに対して薬剤師が介
入した肺腺癌の1症例

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 安藤暢彦,近藤真由,上前
里香,岩武幹乃,木本秀樹,
三村英恵,大石丸美,上地
純子,白石貴寿,中村泰士

外来患者におけるシタグ
リプチンおよびリナグリプ
チンの長期使用状況と患
者背景因子に関する比
較検討

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 近藤真由,白石貴寿,安藤
暢彦,木本秀樹,上前里香,
岩武幹乃,宇都宮奈々,栗
原江未,長谷川将,三村英
恵,上地純子,中村泰士

ダパグリフロジン併用が
レニン-アンジオテンシン
系阻害薬服用患者の腎
機能に及ぼす影響につ
いて

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2019(熊本,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 白石貴寿，近藤真由，大石
丸美，羽山千尋，山村真貴
子，吉田悦朗，安河内寿
成，臼井和明，沖田健太
郎，森田佳博，中村泰士

慢性腎臓病患者におけ
る服薬状況とポリファー
マシーに関する背景因
子の検討

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2019(熊本,11月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 橋本治 当院における同一病棟
での疥癬アウトブレイク再
発事例

第34回日本環境感染学
会総会（兵庫，2月）

戸畑けんわ病院薬剤科

学会報告 脇田駿平1),宮城友豪2),江
隈綾香1),花畑理恵1),浦﨑
美菜子1)

当院におけるポリファー
マシーへの取り組み

第68回共済医学会（北海
道,10月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部
1),内科2)

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

難治性口内炎を契機に
AIDSが診断され経過観
察可能であった1例

第60回韓国口腔顎顔面
外科学会 総会・学術大会
(韓国済州,3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), 産
業医科大学病院薬剤部
4),産業医科大学病院事
務部患者サービス室5)

学会報告 植木哲也 病院の戦略を薬剤部に
落とし込む

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 川道直子,稲村由香,竹中
美沙,篠原義剛,植木哲也

産業医科大学病院混合
病棟での退院時処方へ
の薬剤師の関与につい
て

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 江崎翔平,横山雄一,篠原
義剛,植木哲也

閉鎖式薬物移送システ
ムの使用が抗がん薬調
製時間に及ぼす影響

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 𠮷村仁志,横山雄一,篠原
義剛,植木哲也

血管新生阻害薬投与患
者における尿蛋白定性
検査と尿蛋白/クレアチ
ニン比の相関性に関する
研究

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 井上潔,横山雄一,篠原義
剛,植木哲也

高用量メトトレキサート療
法における排出遅延に
関わるリスク因子の探索

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部

学会報告 植木亮磨 ICUでの薬剤情報共有
による医療安全性の向上

日本集中治療医学会 第3
回九州支部学術集会（熊
本,7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

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
ルテグラビル配合錠の簡
易懸濁法を用いた服薬
支援の一例

第33回日本エイズ学会
（熊本,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
畑総合病院内科6)

学会報告 井手飛香1),稲村由香1),岸
本たかね1),植木哲也1),岩
重淳司2)

ヒドロモルファンによるが
ん性疼痛治療への影響

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
緩和ケアセンター2)

学会報告 稲村由香1),尾上武志2),井
手飛香1),屏荘史2),鍋嶋洋
祐2) ,岩瀧麻衣2),竹内正
明3),渡辺徹4),山口享宏4),
森本浩章4),縄田佳志5),緒
方友登5),寺松寛明5),久原
聡志6),伊藤英明7),川元瀬
里名8),鈴木達郎8),瀬戸山
航史2),荒木優2),尾辻豊2)

心アミロイドーシス症例の
外来管理に対して薬剤
師の積極的介入により良
好なコントロールを維持
している一例

第25回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
(大阪,7月)

産業医科大学病院薬剤
部1),産業医科大学病院
第2内科学2) ,産業医科
大学病院臨床検査輸血
部3) , 産業医科大学病
院血液内科4),産業医科
大学病院リハビリテー
ション部5) ,産業医科大
学若松病院リハビリテー
ション部6),産業医科大
学病院リハビリテーショ
ン科7), 産業医科大学病
院栄養部8)

学会報告 稲村由香1),井手飛香1),浦
口眞哉2) ,岩﨑由紀子2),
井上潔1),川道直子1),林篤
志3),岩瀧麻衣3),竹内正明
4),森本浩章5),岩重淳司
5)6),塚田順一5)6)

難治性疾患の外来管理
における病院－薬局薬
剤師の連携した積極的
介入について～心アミロ
イドーシス一例より～

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

産業医科大学病院薬剤
部1),美しま薬局政庁前
店2),産業医科大学病院
第2内科学3),臨床検査
輸血部4),血液内科5),緩
和ケアセンター6) 

学会報告 船越康太1)3),髙浪英樹
2)3),矢野博子2)3),後藤渉
1),石川幹真2)3)

当院緩和ケア病棟にお
けるせん妄リスク因子の
検索

第13回日本緩和医療薬
学会年会(千葉,6月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
緩和ケア外科2),製鉄記
念八幡病院緩和ケア
チーム3)

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ポリ
ファーマシー対策-地域
連携における戦略構築-

第3回日本老年薬学会学
術大会(愛知,5月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
高血圧センター2)

学会報告 後藤渉1),野口統紀子1),井
上智文1),赤﨑祐希1),𡈽橋
卓也2),内田幸児3),堺貴代
子3),葉玉健太郎3)

地域におけるポリファー
マシー対策―薬薬連携
による戦略構築―

第52回日本薬剤師会学
術大会(山口,10月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
高血圧センター2),春の
町調剤薬局3)

学会報告 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－

第29回日本老年医学会
九州地方会(福岡,3月）

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
循環器・高血圧センター
2)

学会報告 和田希美1),井上智文1),藤
島慎一郎2),柳生圭士郎2),
入田英二2),芳賀祥江2),後
藤渉1),古賀徳之2),土橋卓
也2)

心疾患を有する患者の
退院時尿酸値と利尿薬,
尿酸治療薬使用状況

第8回臨床高血圧フォー
ラム(福岡,5月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
循環器・高血圧内科2)

学会報告 内山美智恵 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11回福岡県病院薬剤
師会学術大会（福岡,3月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

学会報告 石井隆義 がん薬剤師外来開設に
向けての取り組み～電話
相談内容調査～

第1回福岡県薬剤師会学
術大会（福岡,2月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課
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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 松田亜希子,米谷頼人,石
井隆義,坂本佳子

がん薬剤師外来開設に
向けての取り組み

日本臨床腫瘍薬学会学
術大会2019（北海道,3月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

学会報告 川上莉奈1),原田桂作1),村
本眞由美1),原田敬2)

当院における心不全患
者の入院回数と薬剤の
総投与量について

第29回医療薬学会年会
（福岡,11月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課1),循環器内科
2）

学会報告 深井希江1),久保田厚子1),
塚原邦浩1),原田晃典1),濱
崎千尋1),梅田広江2),大下
かおり2),居塚しのぶ3),小
倉秀美1)

JCHO下関医療センター
における入退院支援セン
ター開設に伴う薬剤師の
取り組み

第52回日本薬剤師会学
術大会(山口,10月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構下関医療
センター 薬剤部1),独立
行政法人地域医療機能
推進機構下関医療セン
ター 看護部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)

学会報告 有吉美幸1) 2),大西利彦1) 
2),川久保充章1) 2),末松文
博1) 2),島田正行1) 3),山本
英雄1) 4)

より円滑なCRC業務を行
うための環境整備の見直
しと改善～SMOのCRCへ
のアンケートを実施して
～

第19回CRCと臨床試験の
あり方を考える会議(神奈
川,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)

学会報告 吉国健司 多職種協働及び地域連
携による心不全患者の情
報共有

第52回日本薬剤師会学
術大会(山口,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 末松文博1),阿部名月1),矢
川結香1),秋吉尚雄1),釘原
瑶子1),高橋由紀奈1),角田
菜緒1),宮崎美穂1),星野正
俊2)

病院薬剤師と保険薬局
薬剤師との患者情報共
有への取り組み～お薬
手帳版施設間情報連絡
書作成システムの構築と
その評価～

第52回日本薬剤師会学
術大会(山口,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1), 公益社団法
人八幡薬剤師会2)

学会報告 居塚しのぶ1),濱崎千尋2),
小倉秀美2)

入退院支援センター開
設における薬剤師介入
への取り組み

医療薬学フォーラム
2019(広島,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), 独立行政法
人地域医療機能推進機
構下関医療センター 薬
剤部2)

学会報告 秋吉尚雄1),天津透彦2),末
松文博1)

当院入院患者における
持参睡眠薬の使用状況
について

第32回サイコオンコロジー
学会総会(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1), 独立行政法
人地域医療機能推進機
構九州病院精神科2)

学会報告 角田菜緒1),髙橋由紀奈1),
宮﨑美穂1),秋吉尚雄1),阿
部名月1),釘原揺子1),矢川
結香1),末松文博1),星野正
俊2)

保険薬局薬剤師との患
者情報共有への取り組
み　その2～地区薬剤師
会へのアンケート調査～

第29回日本医療薬学会
年会(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1),公益社団法
人八幡薬剤師会2)

学会報告 髙橋由紀奈1),角田菜緒1),
宮﨑美穂1),秋吉尚雄1),阿
部名月1),釘原揺子1),矢川
結香1),末松文博1),星野正
俊2)

保険薬局薬剤師との患
者情報共有への取り組
み　その1～施設間情報
連絡書を用いた退院時
指導～

第29回日本医療薬学会
年会(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1),公益社団法
人八幡薬剤師会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 宮﨑美穂1),桑村恒夫1),坪
内和哉2),芳賀由美3),森本
麗華4),末松文博1)

当院におけるAST活動と
その評価について

第29回日本医療薬学会
年会(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1),独立行政法
人地域医療機能推進機
構九州病院内科2),独立
行政法人地域医療機能
推進機構九州病院中央
検査室3),独立行政法人
地域医療機能推進機構
九州病院感染管理室4)

学会報告 大西利彦1) 2),川久保充章
1) 2),有吉美幸1) 2),中島薫
子1) ,末松文博1) 2),山本
英雄1) 3)

JCHO九州病院における
SMOとの協働による治験
実施体制強化への取り
組み

第29回日本医療薬学会
年会(福岡,11月)

独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院
治験支援センター1),薬
剤部2),循環器科3)

学会報告 末松文博 医師・薬剤師協働によ
り、地域で取り組むポリ
ファーマシー対策

第29回日本老年医学会
九州地方(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 末松文博 「医師・薬剤師の協働〜
相互理解を深めるに必
要なことを考える〜」地域
で医師と連携するには？

 第2回日本老年薬学会学
術大会(愛知,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

学会報告 末松文博 「多職種で考えるポリ
ファーマシー」医師・薬剤
師協働によるポリファー
マシー対策、さらに次の
ステップへ

 第21回日本医療マネジメ
ント学会学術総会(愛知,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

学会報告 矢川結香,吉国健司,桑村
恒夫,末松文博

施設間情報連絡書を用
いた地域の薬局薬剤師
との連携

第21回日本医療マネジメ
ント学会(愛知,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

学会報告 吉国健司,上津沙織,釘原
瑶子,山澤結季,末松文博

病院薬剤師が仲介する
保険薬局薬剤師から医
師への処方提案の取り
組み

第29回日本老年医学会
九州地方会(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 回復期から維時期心臓リ
ハビリテーションの薬学
的管理

第25回日本心臓リハビリ
テーション学会(大阪,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

学会報告 清水誉志1）,隈本伸生2）,
渡邊俊一2）,奥宏美3）,中
野しの3）,井上由紀3）,立野
淳子2）,千原英夫4）,西村
拓5）,中島研6）

脳卒中患者における経
腸栄養剤投与中の下痢
に対する酪酸菌(宮入菌)
製剤（ミヤBMⓇ）の予防
効果の検討

第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会(東京,2
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）,脳神経外
科4）,外科5）,救急科6）

学会報告 入江利行 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

学会報告 町田聖治,富田敏章,入江
利行

待機的冠動脈バイパス
手術患者における手術
前評価と手術後心臓リハ
ビリテーションに関する検
討

第3回日本老年薬学会学
術大会（愛知,5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 富田敏章,小林慶子,松本
彩咲,北島聖也,福地祐亮,
町田聖治,入江利行

腹膜透析患者における
エボカルセトの使用経験

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2019（熊本,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 清水誉志,長谷悠紀,藤野
真理子,福島将友,富田敏
章,町田聖治,入江利行

プロトロンビン複合体製
剤の投与マニュアル作成
の試み

第44回日本脳卒中学会
学術集会（神奈川,3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,北島聖也,友納保幸,
木原慶子,入江利行

便秘治療薬の使用状況
調査

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 丸子浩 福岡県における糖尿病
療養指導士会の活動

第7回日本糖尿病療養指
導学術集会（福岡,7月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友,町田聖治,入江
利行,宮崎博章 

Verigeneシステムを導入
による抗菌薬治療への影
響について

第67回日本化学療法学
会（東京,5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友 ICU領域における薬剤師
からのantimicrobial 
stewardship

日本集中治療医学会第3
回九州支部会(熊本,7月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 福島将友,北島聖也,山下
悟史,曽我弘道,前田朱香,
清水誉志,富田敏章,町田
聖治,入江利行

自動多項目遺伝子検査
装置Verigeneシステムを
導入した抗菌薬適正使
用チームの活動

第29回日本医療薬学会
（福岡,11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,上村
澪,波多江沙織,木原慶子,
富田敏章,入江利行

心不全患者の呼吸困難
感の症状緩和に対する
塩酸モルヒネの使用状況

第29回医療薬学会年会
（福岡,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1回福岡県薬剤師会学
術大会（福岡,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 長谷悠紀,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

第1回福岡県薬剤師会学
術大会（福岡,2月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 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

再発マントル細胞リンパ
腫でイブルチニブ投与中
にフルコナゾールおよび
エリスロマイシンを併用し
た一例

日本臨床腫瘍薬学会学
術大会2019（北海道,3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,前田朱
香,福島将友,清水誉志,富
田敏章,町田聖治,入江利
行

薬剤師の介入により、敗
血症に合併したテオフィ
リン中毒の早期発見につ
ながった症例

第36回日本TDM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 村井悠紀,新治嘉一,長谷
悠紀,福島将友,清水誉志,
入江利行

ヒト骨髄由来間葉系幹細
胞（テムセル®HS注）の
運用における薬剤師の
関わり

第40回日本病院薬剤師
会近畿学術大会(奈良,1
月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

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

トルバプタンの利尿効果 
予測に対する 尿浸透圧
測定の有用性

第40回日本病院薬剤師
会近畿学術大会（奈良,1
月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 小林慶子,富田敏章,福島
将友,松本彩咲,入江利行

腎機能の低下した常染
色体優性多発性嚢胞腎
(ADPKD)患者に対するト
ルバプタン投与の有用
性について

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2019（熊本,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,石躍華奈,友
納保幸,前田朱香,富田敏
章,入江利行

心臓血管外科病棟にお
ける術後患者のアドヒア
ランス向上のための一包
化調剤の有用性につい
て

第29回日本医療薬学会
年会（福岡,11月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 石躍華奈,松本彩咲,山下
悟史,曽我弘道,前田朱香,
福島将友,清水誉志,富田
敏章,町田聖治,入江利行

持参薬報告のシステム化
による薬剤師の持参薬鑑
別入力と医師の処方作
成時間に対する効果

第40回日本病院薬剤師
会近畿学術大会(奈良,1
月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 友納保幸,長谷悠紀,丸子
浩,清水誉志,富田敏章,町
田聖治,入江利行

ピッキングサポートシステ
ム導入による薬剤取り違
え防止の効果について

第40回日本病院薬剤師
会近畿学術大会（奈良,1
月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

学会報告 亀田敬子1),田口みどり2),
大石丸美3),村木龍三郎4),
中川恭宏5),長島章6),谷口
一成5)

九州・山口地区の労災病
院における糖尿病治療
薬の使用動向調査およ
び専門医と非専門医の
薬剤選択の違いについ
て

第29回医療薬学会年会
(福岡,11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1),労
働者健康安全機構山口
労災病院薬剤部2),労働
者健康安全機構九州労
災病院薬剤部3),労働者
健康安全機構長崎労災
病院薬剤部4),労働者健
康安全機構熊本労災病
院薬剤部5),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 三谷弘美 たかが便秘、されど便秘
～便秘治療薬について
～

2019年度オープンホスピ
タル(北九州,11月)

北九州小倉病院病院薬
剤科

研修会 中村敦士 抗菌薬の適正使用と精
神科におけるAMR対策

第7回精神科感染制御セ
ミナー(大分,7月)

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

研修会 浦﨑美菜子1),山下信行2) 肝臓病における痒みとそ
の顕在化に向けて

薬剤師のための肝疾患エ
リアフォーラムin北九州
（北九州,11月）

国家公務員共済組合連
合会新小倉病院薬剤部
1),肝臓内科2)

研究会 松尾麻美 intra-Soft tissue 
Antibiotics Perfusion 
(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34回北九州病院グル－
プ薬剤部会研究発表会
(北九州,6月)

社会医療法人北九州病
院北九州総合病院薬剤
科

研修会 末永美沙希 薬剤師が診断に寄与し
た1例

第6回みやこ薬薬連携カ
ンファレンス(北九州，7月)

新行橋病院薬局

研修会 和田朋子 静脈栄養について 第11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 福永竜一 呉茱萸湯の応用（片頭痛
以外）

2019年度第2回戸畑漢方
研修会（北九州,2月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
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
Ⅱ（花粉症の漢方）

2019年度第4回戸畑漢方
研修会（北九州,4月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課
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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 季節性疾患の漢方処方
Ⅲ（梅雨時不定愁訴の漢
方）

2019年度第6回戸畑漢方
研修会（北九州,8月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

研修会 福永竜一 苓桂五味甘草湯の処方
解説と応用

2019年度第8回戸畑漢方
研修会（北九州,8月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

研修会 福永竜一 茯苓四逆湯とその応用 2019年度第11回戸畑漢
方研修会（北九州,8月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

研修会 山内健太郎 がん患者治療に対する
薬剤師の安全に向けた
取り組み

第14回北九州市立八幡
病院薬-薬連携勉強会(北
九州,9月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

研修会 原田桂作 がん化学療法患者への
薬剤師のかかわり～がん
治療と心不全治療の2つ
の視点から～

第14回北九州市立八幡
病院薬-薬連携勉強会(北
九州,9月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

研修会 小川明美 統合失調症の薬物治療
を再考する－多剤大量
処方回避のための病院と
地域の薬剤師にできるこ
と－

第40回福岡県病院薬剤
師会精神科薬物療法研
修会・精神科臨床薬学研
修会（2019年度上期九州
ブロック福岡講演会）(福
岡,8月）

堤小倉病院薬局

研修会 阿部雅雄 就労と薬物療法による副
作用

第11回化学療法ケアを考
える会（北九州,3月）

戸畑共立病院薬剤部

研修会 明田由紀 当院における入院後骨
粗鬆症薬物治療の現状
とリエゾン活動における
薬剤師の関わり

Asahi Re-Bone 
Seminar(大阪,5月)

戸畑共立病院薬剤部

研修会 明田由紀 骨粗鬆症の薬物療法～
種類と特徴～

北九州ＯＬＳの会(北九
州,12月)

戸畑共立病院薬剤部

研修会 井上富夫 薬の正しい使い方と危険
ドラッグについて

中間小学校薬物乱用防
止教室(北九州,2月)

中間市立病院薬剤部

研修会 井山 恵美 併用禁忌薬及びアレル
ギー禁忌薬の投与ゼロを
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
～

北九州薬学フォーラム
2019 (北九州,7月)

福岡新水巻病院薬局

研修会 岩尾恭寛 調剤業務のあり方につい
て～ 中小病院委員の各
施設における現状 ～

第125,126,127回中小病
院懇話会(北九州,11月)

福岡新水巻病院薬局

研修会 柴田木綿 薬物療法と栄養管理 福岡精神科病院協会栄
養士会研修会（北九州,4
月）

八幡厚生病院薬剤課

研修会 後藤康秀 第51回日本薬剤師会学
術大会参加から ～
(2018/9/23～24）のトピッ
クスと2018年おんが病院
薬剤部の実績～

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
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研修会 後藤康秀 最新の薬剤について 看護師スキルアップセミ
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 宇都宮奈々 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22回九州・山口地区労
災病院薬剤部研修会(北
九州,6月)

九州労災病院薬剤部

研修会 長谷川将 最近の抗癌剤治療・医療
用麻薬

第3回地域緩和ケア多職
種カンファレンス(北九
州,10月)

九州労災病院薬剤部

研修会 橋本治 環境整備に必要な消毒
の基礎知識

平成31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 橋本治　 環境整備に用いる消毒
剤・洗浄剤の適正使用

第19回メディカルスタッフ
のための感染対策セミ
ナー（北九州，11月)

戸畑けんわ病院薬剤科

研修会 堀正三 戸畑リハビリテーション病
院におけるポリファーマ
シー対策について

第3回戸畑薬剤師会研修
会　特別講演(北九州,７
月）

戸畑リハビリテーション
病院薬剤科

研修会 堀正三 「薬が多くて困っていな
いですか？」

戸畑薬剤師会主催「お薬
フェア」（北九州,11月）

戸畑リハビリテーション
病院薬剤科

研修会 植木哲也 医療を取り巻く環境と病
院薬剤師の業務につい
て

ニプロ株式会社社内研修
会（北九州,2月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 産業医科大学病院薬剤
部の取り組みについて

日本化薬株式会社社内
研修会（北九州,6月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 保険薬局における喘息・
COPD吸入指導の改善
点の抽出

病・診・薬連携を考える会
（北九州,6月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 当院のリウマチ教室につ
いて

第11回北九州Expert 
Seminar for Pharmacist
（北九州,5月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 薬剤の基礎知識（処方せ
んの知識）

一般社団法人日本病院
会 医師事務作業補助者
コース研修会（福岡,7月）

産業医科大学病院薬剤
部

研修会 植木哲也 院外処方箋における疑
義照会簡素化プロトコー
ルの活用状況について
／ケース･スタディ：S-1が
処方された症例

産業医科大学病院薬薬
連携セミナー（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),野田雅美4)

HIV感染症治療薬と患者
指導について

福岡県保健医療介護行
政推進；福岡県HIV・エイ
ズ基礎研修会(福岡,8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,8月)

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

研修会 後藤渉 気になるおくすりの話 あ
れこれ

健康寿命プラス2年講座
(北九州,6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 佐藤大惣 患者支援センターにおけ
る薬剤師の取り組み

第224回洞薬会例会(北九
州,11月)

製鉄記念八幡病院薬剤
部

研修会 米谷頼人 経口抗がん薬単独治療
の問題点と安全管理

第7回日本臨床腫瘍学会
九州地区セミナー（福岡,1
月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 iCIにおけるチーム医療
の取り組み

第4回九州肺癌治療懇話
会(福岡,1月)

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
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　チームでの取り組み

第11回化学療法ケアを考
える会（北九州,3月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 乳癌薬物療法における
当院での取り組み

進行再発乳癌治療におけ
るshared decision making
とチーム医療(福岡,8月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 大腸癌薬物療法におけ
る有害事象対策～皮膚
障害～

第12回化学療法ケアを考
える会（北九州,9月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 米谷頼人 薬剤師外来開設～がん
薬物療法の安全性と有
効性の向上を目指して～

第224回洞薬会例会（北
九州,11月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
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
薬におけるチーム医療の
取り組み

がん免疫療法連携セミ
ナー（筑後,11月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 山田真裕 緩和薬物療法における
薬剤師の役割

第7回みやこ薬薬連携カ
ンファレンス(北九州,11
月）

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立医療センター診療
支援部薬剤課

研修会 大西利彦1) 2) 薬剤師の業務 2019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 末松文博,矢川結香 「北九州市とびうめネット
連携事業」「基幹病院と
の薬薬連携」についての
研修会

八幡薬剤師会講演会(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1),小倉秀美2),吉
国健司1),富田敏章3)

老年薬学ワークショップ
Basicコース～高齢者の
処方見直しへのアプロー
チ～

日本老年薬学会ワーク
ショップ研修会(福岡,10

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
構下関医療センター 薬
剤科2),平成紫川会小倉
記念病院 薬剤部3) 

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に
関する取り組み

多職種連携アプローチセ
ミナーin福岡(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
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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 阿部名月,矢川結香,釘原
瑶子,秋吉尚雄,宮﨑美穂,
角田菜緒,高橋由紀奈

薬薬連携に関する当院
の取り組み～施設間情
報連絡書の活用に向け
て～

第18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 当院における免疫チェッ
クポイント阻害剤の使用
状況とirAEに対する取り
組み

第12回北九州がん化学療
法チーム医療研究会(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 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

大分県病院薬剤師会学
術研修会(大分,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 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

労災病院学術講演会(東
京,1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 末松文博 実践してわかった地域で
取り組むポリファーマ
シー対策のポイント

福岡県病院薬剤師会： 慢
性期・回復期における病
棟薬剤業務セミナー(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

研修会 末松文博 医師・薬剤師協働によ
り、地域で取り組むポリ
ファーマシー対策

なのみの会400回記念講
演会 (大分,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 医師･薬剤師協働による
ポリファーマシー対策

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 実践してわかった地域で
取り組むポリファーマ
シー対策のポイント

福岡県保険医協会講演
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

研修会 末松文博 地域医療の中で、今こそ
薬剤師が存在意義を示
す絶好のチャンス

神戸薬科大学同窓会南
九州支部研修会（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 末松文博 高齢者の安全な薬物療
法を支える薬剤師の活

日本看護協会研修セン
ター(兵庫,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・薬剤師協働により
地域で取り組むポリ
ファーマシー対策

 第11回八尾薬薬連携協
議会共催研修会(愛知,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 医師との協働によるポリ
ファーマシー対策から見
えてきたもの～これから
の薬剤師に求められる病
診薬連携と患者情報の
共有化～

北海道病院薬剤師会北
空知・留萌支部学術講演
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

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

長崎Pharmacy Director 
Seminar(長崎,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 これからの薬剤師に求め
られる病診薬連携と患者
情報の共有化～医師と
の協働によるポリファー
マシー対策から見えてき
たもの～

第215回広島佐伯薬剤師
会集合研修会(広島,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 末松文博 これからの薬剤師に求め
られる病診薬連携と患者
情報の共有化～医師と
の協働によるポリファー
マシー対策から見えてき
たもの～

Mroran Pharmacy 
Director Seminar(北海
道,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,上津沙織,釘原
瑶子,山澤結季,桑村恒夫,
末松文博

腎機能が低下した外来
患者に対する疑義照会
～検査値付き処方箋発
行1年後の検討より～

第34回北部九州腎と薬剤
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

研修会 吉国健司 循環器疾患の薬学的管
理～心臓リハビリテーショ
ン指導士の立場から～

神戸薬科大学同窓会南
九州支部研修会（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 吉国健司 ポリファーマシーと過活
動膀胱

話そう！過活動膀胱セミ
ナー(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 入江利行 重症患者ケアに役立つ
薬剤の知識

第19回JSEPTIC看護部会
セミナーIN福岡（北九
州,12月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 心不全治療における薬
剤師の役割～ポリファー
マシー対策を含めて～

第7回三重高齢者薬物治
療セミナー（三重,2月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 集中治療室における病
院薬剤業務について

第4回山口県病院薬剤師
会学術講演会2019Web講
演会（山口,8月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 入江利行 心不全チーム医療にお
ける薬剤師の役割とは

第48回洞薬会総会特別
講演（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 薬を正しく理解していた
だくために

若松老人会（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 検査値の読み方（副作用
症状早期発見のヒント）

第2回休職中や職場復帰
計画中の女性薬剤師のた
めのセミナー（福岡,12月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 富田敏章 CKD-MBDへの薬剤師
の関わり

第7回博多CKD研究会
（福岡,1月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 富田敏章 透析にならないための腎
臓病のお話し～「お薬」
編～

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 丸子浩 北九州糖尿病療養指導
士の会（北九州CDEの
会）について

福岡県糖尿病療養指導
士北九州地区認定研修
会（北九州,8月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 福島将友 当院でのAST活動の現
状と今後の展望

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 福島将友 AST活動における薬剤師
の関わり

チャレンジ！感染症（北九
州,5月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 福島将友 当院におけるＡＳＴ活動
と薬剤師の関わり

第39回福岡県病院薬剤
師会感染制御研修会(福
岡,11月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部
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研修会 前田朱香 心不全の緩和ケアにお
ける薬物療法

第28回小倉在宅緩和ケア
ミーティング（北九州,6月）

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 前田朱香 病院薬剤師がになう安全
管理

第2回「健康日本21・医療
安全」セミナー（北九州,8
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～

第65回くすりのセミナー福
岡（福岡,9月)

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

研修会 村井悠紀,上村澪,福地祐
亮,福地光栄,坪根未歩,曽
我弘道,前田朱香,福島将
友,清水誉志,入江利行

小倉記念病院の入退院
支援センターにおける薬
剤師の業務

第224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 木原慶子 CKD患者でのトルバプタ
ンの利尿効果予測に対
する尿浸透圧測定の有
用性

第35回北部九州腎と薬剤
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 山田真裕 オピオイド鎮痛薬の特徴 第3回薬剤師のための緩
和ケア研修会（福岡,2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 医療用麻薬はこわくない 北九州市立医療センター
市民公開講座（北九州,10
月)

北九州市立医療セン
ター診療支援部薬剤課

研修会 亀田敬子 糖尿病治療薬の使用動
向と高齢者におけるポリ
ファーマシーの実態

合併症予防を考えた糖尿
病治療Conference(北九
州,2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 山田周平 腎機能と持参薬の適正
使用の検討

第22回九州・山口地区労
災病院薬剤部研修会(北
九州,6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 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

北九州薬学フォーラム
2019（北九州,7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 糖尿病治療薬の使用動
向が及ぼす薬剤費の変
化と処方複雑性につい
て

門司地区糖尿病治療学
術講演会（北九州,12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

論文 Tetsuya UEKI 1), Mikiro 
NAKASHIMA2)

Relationship Between 
Constipation and 
Medication

J UOEH, 41(2), pp. 145-
151, 2019

Department of Hospital 
Pharmacy, Hospital of 
the University of 
Occupational and 
Environmental Health, 
Japan1), Department of 
Pharmacy Practice, 
Graduate School of 
Biomedical Sciences, 
Nagasaki University2)

論文 大野晃子1),安永親生2),吉
松正憲2）

リン吸着薬の変更による
鉄代謝と貧血の改善およ
び医療経済学的効果

日本透析医学会雑
誌,52(1),pp.33-39,2019

済生会八幡総合病院薬
剤科1）,済生会八幡総合
病院腎センター2）

論文 打越英恵1),渡邉祐子1),後
藤渉1),𡈽橋卓也2)

高齢者のポリファーマ
シー対策-地域連携にお
ける戦略構築-

臨牀と研究,第96巻第9
号,98-102,2019

製鉄記念八幡病院薬剤
部1),製鉄記念八幡病院
高血圧センター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

雑誌掲載 岩田幸治 ジェネリック医薬品につ
いて

くす，149号，2019年1月，
pp．5

北九州小倉病院病院薬
剤科

雑誌掲載 山口泰弘 水分制限下における散
剤服用方法-簡易懸濁
法の有用性-

日本臨床救急医学会雑
誌2019年発刊,22巻1
号,p33-37

国立病院機構小倉医療
センター薬剤部

雑誌掲載 後藤渉 痛みに対する薬物療法
（各種鎮痛薬の作用・副
作用など）

Nursing Care+ －エビデ
ンスと臨床知－第2巻2
号,pp.277-284,2019

製鉄記念八幡病院薬剤
部

雑誌掲載 後藤渉 抗菌薬の適正使用につ
いて

北九州市医報,743,pp.10-
11,2019

製鉄記念八幡病院薬剤
部

雑誌掲載 佐道伸一1),原田桂作2),町
田聖治3)

「薬トレ」症例17 心房細
動における抗血栓療法
についての薬剤選択

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp563-564

地方独立行政法人長崎
市立病院機構長崎みな
とメディカルセンター薬
剤部1），地方独立行政
法人北九州市立病院機
構北九州市立八幡病院
診療支援部薬剤課2），
平成紫川会小倉記念病
院薬剤部3）

雑誌掲載 佐道伸一1),原田桂作2),町
田聖治3)

「薬トレ」症例18 心房細
動を合併した心不全コン
トロール

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp565-566

地方独立行政法人長崎
市立病院機構長崎みな
とメディカルセンター薬
剤部1），地方独立行政
法人北九州市立病院機
構北九州市立八幡病院
診療支援部薬剤課2），
平成紫川会小倉記念病
院薬剤部3）

雑誌掲載 佐道伸一1),原田桂作2),町
田聖治3)

「薬トレ」症例19 QT延長
症候群の分類と対応

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp567-568

地方独立行政法人長崎
市立病院機構長崎みな
とメディカルセンター薬
剤部1）,地方独立行政法
人北九州市立病院機構
北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課2）,平成
紫川会小倉記念病院薬
剤部3）

雑誌掲載 佐道伸一1),原田桂作2),町
田聖治3)

「薬トレ」症例20 心肺停
止の患者の治療方針と
薬物治療

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp569-570

地方独立行政法人長崎
市立病院機構長崎みな
とメディカルセンター薬
剤部1）,地方独立行政法
人北九州市立病院機構
北九州市立八幡病院診
療支援部薬剤課2）,平成
紫川会小倉記念病院薬
剤部3）

雑誌掲載 後藤康秀 フォーミュラリー最前線 
～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～

フォーミュラリーマネジメン
ト-院内フォーミュラリーか
ら地域フォーミュラリーへ-
 薬事日報社 (東京),2019
年9月1日,pp.205-213

遠賀中間医師会おんが
病院薬剤部

雑誌掲載 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),中島信能2),岩本
幸英3),面田恵1)

地域医療機関を対象とし
た動物咬傷症例におけ
る抗菌薬投与の現状調
査

日本病院薬剤師会雑誌，
55（4）,pp.417-422,2019

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)

雑誌掲載 植木哲也 薬物有害事象及び薬剤
関連エラーへの薬剤師
介入のあり方

薬事新報, No.3126, 
1241-1245, 2019

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

雑誌掲載 植木哲也 OTC医薬品とサプリメント
について

産業医大通信, No.651, 
P10-P11, 2019

産業医科大学病院薬剤
部

雑誌掲載 原田桂作 「薬トレ」症例9 急性心不
全発症時の治療方針と
薬物治療

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp547-548

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

雑誌掲載 原田桂作 「薬トレ」症例10 慢性心
不全増悪時の治療方針
と薬物治療

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp549-550

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

雑誌掲載 原田桂作 「薬トレ」症例11 糖尿病
を合併した心不全患者の
治療方針と薬物治療

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp551-552

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

雑誌掲載 原田桂作 「薬トレ」症例12　ビタミン
B1欠乏と脚気により発症
した心不全（脚気心）

「薬局」増刊号,2019
年,vol.70,No4,pp523-524

地方独立行政法人北九
州市立病院機構北九州
市立八幡病院診療支援
部薬剤課

雑誌掲載 吉国健司 「慢性心不全スタートブッ
ク」薬剤師ができる運動・
リハビリテーションに関す
るアドバイス

「調剤と情報」2019年7月
増刊号(Vol.25 
No.10),pp.132-139, 株式
会社じほう(東京)

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 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,70(1),ｐｐ43-47,2019 平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 入江利行 救急・集中治療領域で求
められる薬剤師の役割・
行動

薬局,70（13）,11（2417）-
14（2420）,2019

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 入江利行 集中治療患者における
臓器系統別評価方法の
習得⑥臓器別系統別評
価5/5：血液浄化法

日病薬誌,55(4),pp382-
384,2019

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 薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック

薬トレVol.70 No.4 ｐ531-
538,2019

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 副作用早期発見プラク
ティカルガイド

調剤と情報　Vol.25 No.2 
ｐ155-161,2019

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 腹膜透析患者の感染症
治療への関わり

腎臓病薬物療法トレーニ
ングブック第14章ｐ176-
188,2019

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

雑誌掲載 上村澪,入江利行 薬剤師が実践する急性
冠症候群患者支援の勘
所

薬局,70（12）,97（2327）-
102（2332）,2019

平成紫川会小倉記念病
院薬剤部

その他(電
子雑誌掲
載)

吉国健司 薬剤師は心リハチームに
加わり心リハ指導士を目
指そう

Pharma Tribune,2019年1
月31日,株式会社メディカ
ルトリビューン(東京)

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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