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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 高井靖1)10),芦川直也
2)10),櫻下弘志3),志方敏
幸4)10),寺崎展幸5)10), 土
岐真路6)10),前田朱香
7)10),吉国健司8),佐藤幸
人9)10)

心不全緩和ケアの薬剤
業務に関する進め方  ～
作成の経緯・薬剤師の役
割～

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

医療法人三重ハートセン
ター薬局1),医療法人澄心
会豊橋ハートセンター2),広
島大学病院3),兵庫医科大
学ささやま医療センター4), 
兵庫県立姫路循環器病セ
ンター5),聖マリアンナ医科
大学病院6),平成紫川会小
倉記念病院7),独立行政法
人地域医療機能推進機構
九州病院8),兵庫県立尼崎
総合医療センター循環器内
科9),日本病院薬剤師会第4
小委員会10)

学会報告 後藤康秀 DPC病院薬剤師の収益
と職能発揮への挑戦 ー
薬剤管理指導業務から
フォーミュラリー導入まで
の実践についてー

第2回 福岡県薬剤師会 
 学術大会（福岡,2月）

遠賀中間医師会おんが病
院薬剤部

学会報告 山村真貴子,沖田健太郎,
長谷川将,白石貴寿,中村
泰士

トリフルリジン・チピラシル
塩酸塩投与患者におけ
る好中球減少症の発現
状況と腎機能および年齢
との関連性について

日本臨床腫瘍薬学会　  
学術大会2020(第9回),   
(福岡,3月)

九州労災病院薬剤部

学会報告 植木哲也1)，中村由利子
1)，河野紗羅1)，山下義人
1)，今村健郎1)，篠原義剛
1)，桑見 崇2)，工藤信孝
2)，矢寺和博3)

顧客満足度分析を用い
た保険薬局薬剤師の自
己評価に基づく吸入指
導の課題

日本薬学会第140年会
（京都,3月）

産業医科大学病院薬剤部
1)，公益社団法人八幡薬剤
師会2)，産業医科大学医学
部呼吸器内科学3)

学会報告 横山雄一，井上潔，古谷頼
和，植木亮磨，吉村仁志，
江崎翔平，宇野由紀子，篠
原義剛，植木哲也

抗がん薬曝露対策にお
ける意識調査と閉鎖式薬
物移送システムの使用拡
大に関する検討

第30回日本医療薬学会
年会（Web,10月）

産業医科大学病院薬剤部

学会報告 實松絵美子1),河野紗羅1),
一木孝治2),植木哲也1)

産業医科大学病院にお
ける併用禁忌，薬剤アレ
ルギーに対する処方の
取り組み

第30回日本医療薬学会
年会（Web,10月）

産業医科大学病院薬剤部
1)，産業医科大学病院医療
安全管理部2)

学会報告 仲本あゆみ,永渕由香里, 
吉永裕助,早野絢子

TDMを契機に腎機能評
価方法を見直した一例

第14回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会
(Web,12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),生野陽子2),江
村佳香2),濵砂良一3),溝口
玄一郎1)

Antimicrobial 
Stewardshipについての
検証～2017年4月～
2020年3月までの3年間
～

第68回日本化学療法学
会総会（兵庫,9月）

新小倉病院薬剤部1),検査
部2),泌尿器科3)

学会報告 尾上裕太1),茂山真悠子1),
安田拓矢1),田島克啓2),  
東沙弥香2),原知斉1）

新小文字病院「健康フェ
スタ」で行った薬学実務
実習の取り組みと患者ア
ンケート調査結果

第2回福岡県薬剤師会学
術大会（福岡,2月）

新小文字病院薬剤科1),広
島国際大学薬学部2)

学会報告 古邊航太,牛島麻里亜,吉
田聖良,原知斉

当院における高齢者の
持参薬と減薬状況，今後
の展望

第2回福岡県薬剤師会学
術大会（福岡，2月）

新小文字病院薬剤科
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

学会報告 原知斉,古邊航太,牛島麻
里亜,吉田聖良

高齢者救急における薬
剤師の持参薬鑑別と減
薬の有用性

第23回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（Web,8月）

新小文字病院薬剤科

学会報告 原知斉1),安田菜々恵1),大
賀慎平2),知念将志2),石田
慎吾2)

市販の睡眠改善薬を大
量服用した一例

第42回日本中毒学会総
会・学術集会(Web,9月)

新小文字病院薬剤科1), 新
小文字病院外科2)

学会報告 末武弘至1),本田哲也1)2),
樋渡美紀3),吉原郁夫1)4)

セファゾリンNa注射用供
給停止による当院の対応
と影響

第35回日本環境感染学
会総会・学術集会(神奈
川, 2月)

新行橋病院薬局1),永田整
形外科病院薬剤室2),新行
橋病院感染管理室3),産業
医科大学若松病院薬剤部
4)　　　　　　　　　

学会報告 吉原郁夫1)2),末武弘至1),
本田哲也1)3),樋渡美紀4)

抗菌薬適正使用への貢
 献～即時的な薬剤師の

介入～

第35回日本環境感染学
会総会・学術集会(神奈
川, 2月）

新行橋病院薬局1),産業医
科大学若松病院薬剤部2),
永田整形外科病院薬剤室
3),新行橋病院感染管理室
4)

学会報告 後藤渉1),野口統紀子1),井
上智文1),赤﨑祐希1),内田
幸児2),堺貴代子2),葉玉健
太郎2)

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2回福岡県薬剤師会学
術大会(福岡,2月)

製鉄記念八幡病院薬剤部
1),春の町調剤薬局2)

学会報告 米谷頼人,石井隆義,松田
亜希子,藤谷千紘,坂本佳
子

がん薬剤師外来におけ
る アベマシクリブに対す
る薬学的介入

第30回日本医療薬学会
年会（Web,10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 大石博史 バンコマイシン持続的血
液濾過透析クリアランス
のフォローアップ時の注
意点ー濾過流量の観点
からー

第68回日本化学療法学
会総会（兵庫,9月）

独立行政法人国立病院機
構九州がんセンター薬剤部

学会報告 大石博史1)2),三角紳博1) 嘔吐によるレテルモビル
吸収率の変化がボリコナ
ゾールの薬物動態に影
響したと考えられた１症
例

第30回日本医療薬学会
年会（Web,10月）

独立行政法人国立病院機
構九州がんセンター薬剤部
1),独立行政法人国立病院
機構小倉医療センター薬剤
部2)

学会報告 山口泰弘1)4),片山陽介1),
田中誠1),高城沙也香2),松
永直哉3),小柳悟3),大戸茂
弘4)

Support Vector 
Regressionを用いたバン
コマイシン点滴の薬物動
態解析

第41回日本臨床薬理学
会学術総会（福岡,12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
機構鹿児島医療センター2),
九州大学大学院病院薬学
研究院グローバルヘルスケ
ア分野3),九州大学大学院
病院薬学研究院薬剤学分
野4)

学会報告 秋吉尚雄1),天津透彦2),山
口健也3),進藤美舟4),瀬川
明美5),居塚しのぶ1),末松
文博1)

睡眠薬アセスメントシート
の試行と評価について

緩和・支持・心のケア合同
学術大会2020(Web,8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),精神科2),緩和ケア科
3),看護部4),臨床心理士5)

学会報告 川久保充章1)2),有吉美幸
1)2),山田凌1)2),中島薫子
1),大西利彦5),末松文博
1)2),島田正行1)3),藤澤公
彦1)4)

新型コロナウイルス世界
的流行下における治験
実施施設の現状

第41回日本臨床薬理学
会学術総会(福岡,12月)

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院　治験
支援センター1),薬剤部2),
経理課3),眼科4),独立行政
法人地域医療機能推進機
構下関医療センター治験支
援センター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 桑村恒夫,上津沙織,末松
文博

乳癌化学療法における
シクロホスファミド投与時
の鼻道刺激症状に関す
る調査

第30回日本医療薬学会
年会(Web,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 医師と協働した患者中心
の処方見直しと入退院時
の情報提供

第13回日本在宅薬学会
学術大会(Web,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 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

第41回日本臨床薬理学
会学術総会(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

学会報告 中島一1),桑村恒夫1),宮﨑
美穂1),坪内和哉2),芳賀由
美3), 森本麗華4),末松文
博1)

当院の抗菌薬適正使用
支援チーム (AST) の活
動とその効果についての
検討

第35回日本環境感染学
会総会・学術集会(神奈
川,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),内科2),中央検査室3),
感染管理室4)

学会報告 中島一1),桑村恒夫1),芳賀
由美2),土屋邦喜3),末松文
博1)

整形外科領域における
セファゾリンとセフメタ
ゾールの手術部位感染
予防効果の比較

第30回日本医療薬学会
年会(Web,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),中央検査室2),整形外
科3)

学会報告 椛島寛子1),佐藤憲明1),櫻
井栄子2),角田菜緒3),吉国
健司3),峯修平4),安河内純
子4),伊藤麻美5),國廣尚子
6),鬼塚健7)

急性期病院における心
不全多職種カンファレン
ス実施患者の特徴と転帰

第26回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
(福岡,7月）

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1),看護部
2),薬剤部3),医療支援部4),
栄養部5),臨床心理室6),循
環器内科7)

学会報告 寺崎展幸1)10),高井靖
2)10),芦川直也3),櫻下弘
志4)10),志方敏幸5)10),土
岐真路6)10),前田朱香
7)10),吉国健司8),佐藤幸
人9)10)

心不全緩和ケアの薬剤
業務に関する進め方  －
呼吸苦・倦怠感について
－

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

兵庫県立姫路循環器病セ
ンター1),医療法人三重
ハートセンター薬局2),医療
法人澄心会豊橋ハートセン
ター3),広島大学病院4),兵
庫医科大学ささやま医療セ
ンター5),聖マリアンナ医科
大学病院6),一般財団法人
平成紫川会小倉記念病院
7),独立行政法人地域医療
機能推進機構九州病院8),
兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター循環器内科9),日本
病院薬剤師会第4小委員会

学会報告 志方敏幸1)10),高井靖
2)10),芦川直也3),櫻下弘
志4)10),寺崎展幸5)10),土
岐真路6)10),前田朱香
7)10),吉国健司8),佐藤幸
人9)10)

心不全緩和ケアの薬剤
業務に関する進め方 －
疼痛・食欲不振について
－

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

兵庫医科大学ささやま医療
センター1),医療法人三重
ハートセンター薬局2),医療
法人澄心会豊橋ハートセン
ター3),広島大学病院4), 兵
庫県立姫路循環器病セン
ター5),聖マリアンナ医科大
学病院6),一般財団法人平
成紫川会小倉記念病院7),
独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院8),兵
庫県立尼崎総合医療セン
ター循環器内科9),日本病
院薬剤師会第4小委員会

学会報告 入江利行 パネルディスカッション4
「重症MRSA感染症に対
する治療戦略」

第68回日本化学療法学
会総会(兵庫,9月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 入江利行 ICU多職種合同シンポジ
ウム「ICUにおける早期リ
ハビリテーションを考え
る」早期リハビリテーショ
ンにおける薬剤師の役割

日本集中治療医学会  第
4回九州支部学術集会
(Web,9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 町田聖治1),宮﨑博章2),入
江利行1),福島将友1),大井
慈文3),山下恵美4),溝口裕
美4)

Clostridium difficile 
infection（CDI）発症のリ
スク因子に関する後ろ向
き調査研究

第35回日本環境感染学
会総会・学術集会(神奈
川,2月）

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部1),同　感染管理部
2),同　臨床検査部3),　　　
同看護部4)

学会報告 町田聖治,富田敏章,入江
利行

高齢者における服用降
圧薬と血圧に関する後方
視的調査研究

第4回日本老年薬学会学
術大会(Web,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,石躍華奈,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
シナカルセトからエボカ
ルセトへの切り替えの検
討

第14回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総会
2020(Web,12月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 富田敏章 腎臓病療養指導で発揮
される薬剤師の多面的な
能力「CKD患者に循環
器用薬を使用する際の
注意点」

第30回医療薬学会年会
(Web,10月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 丸子浩 「九州CDEミーティング
　in　大分」

第58回日本糖尿病学会
九州地方会(大分,10月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 福島将友,友納保幸,村井
悠紀,坪根未歩,長谷悠紀,
曽我弘道,前田朱香,清水
誉志,入江利行

当院におけるバンコマイ
シン注の初期投与量と
TDMガイドラインとの比
較

第41回日本病院薬剤師
会　近畿学術大会
　　　(兵庫,2月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 前田朱香 心不全緩和ケアで使わ
れる!?心臓リハビリテー
ションで役立つ薬の知識

第26回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
(Web,7月)

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 前田朱香 多病床をもつ急性期病
院の心不全チーム運営
の工夫～ワーキンググ
ループ～緩和ケア

第17回日本循環器看護
学会学術集会(Web,10月)

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 前田朱香1)10),土岐真路
2)10),芦川直也3)10),櫻下
弘志4)10),志方敏幸5)10),
高井靖6)10),寺崎展幸
7)10),吉国健司8)10),佐藤
幸人9)10)

心不全緩和ケアの薬剤
業務に関する提言　心不
全緩和ケアの薬剤業務
に関する進め方-せん
妄・不眠について-

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部1),聖マリアンナ医科
大学病院2),医療法人澄心
会豊橋ハートセンター3),広
島大学病院4),兵庫医科大
学ささやま医療センター5),
医療法人三重ハートセン
ター6),兵庫県立姫路循環
器病センター7),独立行政法
人地域医療機能推進機構
九州病院8),兵庫県立尼崎
総合医療センター循環器内
科9),日本病院薬剤師会学
術第4小委員会10)

学会報告 前田朱香,入江利行 周術期における抗血栓
療法～どの時点で、何を
評価し、どう対応する？
～　虚血性心疾患のカ
テーテル治療と抗血栓療
法

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 曽我弘道,前田朱香,石躍
華奈,富田敏章,入江利行

QT延長症候群を合併し
た認知症高齢者の易怒
性に対して、認知症ケア
チームの介入により症状
の改善を認めた1例

第41回日本病院薬剤師
会　近畿学術大会(兵庫, 
2月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部
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学会報告 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

入退院支援センターに
おける薬剤師の業務～
アレルギー原因薬剤の
再投与回避に向けた取り
組み～

第41回日本病院薬剤師
会　近畿学術大会(兵庫, 
2月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 上村澪,入江利行 当院CCUにおける病棟
薬剤師の薬学的介入の
調査

日本集中治療医学会 第4
回九州支部学術集会
(Web,9月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 友納保幸,波多江沙織,木
原慶子,北島聖也,前田朱
香,富田敏章,入江利行

経カテーテル左心耳閉
鎖術後における抗凝固
療法の安全性について

第30回日本医療薬学会
年会(Web,10月)

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

学会報告 柴田木綿 抗不安薬・睡眠薬のポリ
ファーマシー対策

第50回日本神経精神薬
理学会年会・第42回日本
生物学的精神医学会年
会・第4回日本精神薬学
会総会・学術集会合同年
会(Web,8月)

八幡厚生病院薬剤課

学会報告 白石郁朗1),川上幸治
2)10),渡部善博3)10),吉永
裕助4),光永篤史5)10),田
口浩史6),夕田昌子7),西村
哲成8)10),吉原郁夫3)9)

京築地区における薬薬
連携カンファレンス設立
の意義

第2回 福岡県薬剤師会学
術大会(福岡,2月）

行橋厚生病院1),かわかみ
薬局2),新行橋病院3),小波
瀬病院4),そうごう薬局行橋
店5),さくら薬局行橋店6),新
田原聖母病院7),菜のはな
薬局8) ,産業医科大学若松
病院9),一般社団法人京都
薬剤師会10)

学会報告 亀田敬子,佐古渚,小川沙
織,木本信介,山田周平,西
田直史,福澤祐幸

高齢者の薬物療法にお
ける多剤処方と処方複雑
性に影響する要因解析

第30回医療薬学会年会
(Web,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 小林靖郎 骨粗鬆症リエゾンサービ
スにおける薬剤部の取り
組み

第22回遠賀中間地区　 
骨粗鬆症地域連携講演
会(北九州,2月)

芦屋中央病院　薬剤部

研修会 植木哲也 病院薬剤師の働き方と大
学病院としての取り組み
について

日本ベーリンガーインゲ
ルハイム株式会社　社内
講演会(Web,10月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 植木哲也 産業医科大学病院の薬
剤部の取り組みについて

小野薬品工業株式会社　
社内講演会 (Web,11月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 植木亮磨 ICUにおける薬剤師介入 洞薬会薬局長意見交換
会(北九州,2月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 植木亮磨,豊嶋健輔,植木
哲也

腎クリーゼに対する降圧
療法施行中に心停止を
来した一症例

第25回北九州薬剤師
ハートカンファレンス (北
九州,2月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 吉原郁夫 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2回　若薬研修会（北九
州,9月）

産業医科大学若松病院　　
薬剤部

研修会 吉原郁夫 知って欲しいウイルス感
染症

第304回地域ケア研究会
(北九州,10月）

産業医科大学若松病院　　
薬剤部

研修会 後藤渉 血漿分画製剤の適正使
用に向けて

第12回北九州Expert 
Seminar for Pharmacist  
(北九州,2月）

製鉄記念八幡病院薬剤部
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研修会 船越康太 1．当院での緩和ケアと
医療用麻薬の使い方
　2．在宅に向けて知って
ほしい事　―　症例を交
えて　―

製鉄記念八幡病院　緩和
ケア研修会(1回目)(北九
州,11月）

製鉄記念八幡病院薬剤部

研修会 秋山耕治 当院におけるがん化学
療法の運用について～
がん連携充実加算にむ
けた取り組み～

製鉄記念八幡病院外来
化学療法研修会(北九
州,12月）

製鉄記念八幡病院薬剤部

研修会 本田真貴 レンバチニブによる薬薬
連携の実際

製鉄記念八幡病院外来
化学療法研修会(北九
州,12月）

製鉄記念八幡病院薬剤部

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

第2回小倉腫瘍免疫連携
セミナー(北九州,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 薬剤師外来におけるア
ベマシクリブのマネジメン
トについて

乳がん学術講演会 in北
九州 2020(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
医療センター診療支援部薬
剤課

研修会 米谷頼人 薬剤師外来におけるICと
薬剤マネジメント

前立腺癌薬物治療 WEB
セミナー(Web,7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 薬剤師外来におけるが
ん薬物療法のマネジメン
ト

オンコロジー領域 WEBセ
ミナー(Web,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 薬剤師外来におけるが
ん薬物療法のマネジメン
ト

がん薬物療法 WEBセミ
ナー(Web,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 支持療法について 第1回がん治療・医療連携
に関する研修会(Web,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 乳癌薬物療法における
副作用マネジメントにつ
いて

福岡県病院薬剤師会筑
豊支部 第281回学術集会
(筑豊,10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 がん薬物療法における
副作用マネジメント

北九州市立医療センター
地域医療従事者研修会
(Web,10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 前立腺癌薬物治療のマ
ネジメント（薬剤師外来で
の取り組み）

山口県前立腺がん患者サ
ポートセミナー(Web,10
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 安全で有効ながん薬物
療法の実践

小倉薬剤師会　薬薬連携
研修会（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
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研修会 米谷頼人 ベンダムスチンの副作用
と対策　

関門リンパ腫セミナー
(Web,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

小倉薬剤師会9月学術研
修会(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 丸山真実 院外処方箋の疑義照会
解析について

第15回北九州市立八幡
病院薬-薬連携勉強会
　(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 末吉宏成 腎機能に応じた安心安
全な薬物治療管理につ
いて

第15回北九州市立八幡
病院薬-薬連携勉強会
　(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 横松恵里佳 胃がんにおける安心安
全な薬物治療管理につ
いて

第16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 大腸がんにおける安心
安全な薬物治療管理に
ついて

第16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 「特定薬剤管理指導加
算2」と「連携充実加算」
について

第16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 福永竜一 季節の漢方Ⅳ（冬の漢
方：当帰四逆加呉茱萸
生姜湯の応用）

令和2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 末松文博 多職種によるCMR(処方
見直し)チーム活動なら
びに地域でのポリファー
マシー対策

日本医療安全学会医療
安全教育セミナー(実践
編)2020 (Web,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 多職種によるCMR(処方
見直し)チーム活動なら
びに地域でのポリファー
マシー対策

熊本・ポリファーマシーを
考える会 (Web,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 医療の大変革期に薬剤
師が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～

AIZU Pharmacy Director 
Web Seminar(Web,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 西村直朗 JCHO九州病院における
アザシチジン治療経験

MDSセミナーin八幡(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 心不全パンデミックへの
“心”構え～心臓リハビリ
テーションと地域連携～

第25回大分県薬剤師学
術大会(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

7



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 がんサバイバーに対する
心臓リハビリテーション

東京薬科大学大学院薬
学研究科 薬学専攻博士
課程「未来がん医療プロ
フェッショナル養成プラ
ン」(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 阿部雅雄 当院におけるレジメンと
薬薬連携について

薬薬連携web勉強会    
(北九州,9月)

戸畑共立病院薬剤部

研修会 入江利行 今後のICUにおける薬剤
師業務の方向性～薬剤
部門マネジメントも併せ
て病院薬剤師業務の将
来を考える～

第6回京都 Pharmacist 
Expert Meeting(京都,9
月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

研修会 入江利行 今後のICUにおける薬剤
師業務の方向性～薬剤
部門マネジメントも併せ
て病院薬剤師業務の将
来を考える～

第3回広島公的病院薬剤
部長マネジメントカンファ
ランス（広島,9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

小倉薬剤師会12月学術
研修会(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 「看護職員が理解してお
くべき薬剤の基礎知識」

令和2年度(第42回)看護
師卒後研修会(福岡,12
月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

研修会 入江利行 ICUにおける薬剤師業務 北九州敗血症フォーラム
(Web,11月）

平成紫川会小倉記念病院　
薬剤部

研修会 曽我弘道 集中治療室における多
職種チームの中での薬
剤師の役割

2019年度洞薬会薬局長
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 門田善法 持続性抗精神病注射薬
剤（LAI）の当院における
使用状況について

大塚製薬社内研修会(2
月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 チーム医療の中での薬
剤師の役割

ヤンセンWebセミナー
(Web,7月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 チーム医療の中での薬
剤師の役割

ヤンセンWebセミナー
（Web,11月）

南ヶ丘病院

研修会 亀田敬子 高齢者における多剤処
方と処方複雑性につい
て～糖尿病薬物治療で
の他疾患との比較～

チーム医療と糖尿病
2020(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 T. Ueki 1,2,3), E. 
Sanematsu 1), Y. Furuya 
1), Y. Shinohara 1), Y. 
Murakami 2), A. Miyazaki 
2), Y. Sakamoto 2), M. N. 
Nakashima 4), M. 
Nakashima 3)

Relationship between 
vancomycin-associated 
nephrotoxicity and the 
number of combined 
nephrotoxic agents

Pharmazie, 75(6), pp.279-
283, 2020

Department of Hospital 
Pharmacy, Hospital of the 
University of Occupational 
and Environmental Health, 
Japan 1), Department of 
Pharmacy, Kitakyushu 
Municipal Medical Center 
2), Department of 
Pharmacy Practice, 
Graduate School of 
Biomedical Sciences, 
Nagasaki University 3), 
Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Sojo University 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

論文 植木哲也1),松岡由利子1),
河野紗羅1),山下義人1),今
村健郎1),篠原義剛1),桑見
崇2),工藤信孝2),矢寺和博
3)

顧客満足度分析を用い
た保険薬局薬剤師の自
己評価に基づく吸入指
導の課題

医療薬学, 46(1), pp.44-
54, 2020

産業医科大学病院薬剤部
1),公益社団法人八幡薬剤
師会2),産業医科大学医学
部呼吸器内科学3)

論文 秋山直子1),渡邉俊介2),菅
 秀太郎2),荒木俊介2),植
木哲也1)

NICUにおいて新生児の
疼痛管理に病棟薬剤師
が介入した1例

日本病院薬剤師会雑誌, 
56(2), pp.171-176, 2020

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)

論文 桑村恒夫,上津沙織,末松
文博

乳癌化学療法における
シクロホスファミド投与時
の鼻道刺激症状に関す
る調査

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌,17,99.1-5,2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

論文 中島一1),桑村恒夫1),芳賀
由美2),土屋邦喜3),末松文
博1)

整形外科領域における
セファゾリンとセフメタ
ゾールの手術部位感染
予防効果の比較

日病薬誌,56,pp.1452-
1457,2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院 薬剤
部1),中央検査室2),整形外
科3)

論文 入江利行1),志馬伸朗2),安
藝敬生3),畝井浩子4),座間
味義人5),添田博6),高橋佳
子7),野崎歩8),前田幹広9),
松田直之10),室井延之11),
山口均12),西村匡司13)

集中治療室における薬
剤師の活動指針

日本集中治療医学会雑
誌,27,pp.244-247,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部1),広島大学大学院
医系科学研究科救急集中
治療医学2),長崎大学病院
薬剤部3),広島大学病院薬
剤部4),徳島大学大学院臨
床薬剤学分野5),東京医科
大学病院薬剤部6),兵庫医
科大学病院薬剤部7),京都
桂病院薬剤科8),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部9),
名古屋大学大学院医学系
研究科救急・集中治療医学
10),神戸市立医療センター
中央市民病院薬剤部11),一
宮市立市民病院救命救急
センター12),徳島県立中央
病院13)

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3)

症例41：心不全患者の周
術期管理について

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp85-86

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3）

症例43：急性心不全発
症時の治療方針と薬物
治療

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp89-90

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3）

症例44：慢性心不全急
性増悪時の治療方針と
薬物治療

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp91-92

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例51：心不全患者にお
けるジゴキシンの薬物療
法

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp105-106

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例54：心不全とMRA 薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp111-112

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例61：心不全患者の高
尿酸血症

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp125-126

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部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

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3）

症例62：心房細動,慢性
腎臓病（CKD）を合併し
た心不全患者

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp127-128

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例63：慢性腎臓病
（CKD）を合併した心不
全患者の治療方針と薬
物治療

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp129-130

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3）

症例64：糖尿病を合併し
た心不全患者の治療方
針と薬物治療

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp131-132

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例67：心不全患者の不
安・抑うつ

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp137-138

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例68：心不全と胃癌 薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp139-140

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例71：心不全患者にお
ける睡眠呼吸障害

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp145-146

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例72：ビタミンB1欠乏と
脚気により発症した心不
全（脚気心）

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp147-148

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),土岐真路2), 
町田聖治3）

症例73：心不全患者の水
分・塩分管理について

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp149-150

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),聖マリアン
ナ医科大学病院薬剤部2),
小倉記念病院薬剤部3）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例74：心不全と栄養管
理

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp151-152

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例76：心不全と心臓リ
ハビリテーション

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp155-156

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 原田桂作1),町田聖治2） 症例88：心肺停止患者の
治療方針と薬物治療

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック　薬ト
レ循環器　南山堂　2020
年10月発行pp181-182

北九州市立八幡病院診療
支援部薬剤課1),小倉記念
病院薬剤部2）

著書 立石清一郎1),中谷淳子2),
篠原義剛3)（共著)

産業保健スタッフに必要
な疾患の知識と 新の治
療法、抗がん剤の副作
用に関する知識

産業保健と看護　2020年
春季増刊　P76-85（メディ
カ出版）

産業医科大学病院両立支
援科1),産業医科大学産業
保健学部2),産業医科大学
病院薬剤部3）

著書 桑村恒夫 「フローチャート抗がん薬
 副作用」1.発熱(好中球

減少症)

株式会社じほう,2020年3
月,pp.31-39,2020

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

著書 吉国健司 症例2 検査 ― 急性心筋
梗塞の早期診断

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.5-6, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例3 ニトログリセリン製
剤 ― ニトログリセリン製
剤の使用法，無効例の
対応

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.7-8, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例4 ACS二次予防 ― 
急性心筋梗塞（AMI）症
例の基本導入薬

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.9-10, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例6 ACS二次予防 ― 
急性冠症候群（ACS）患
者のLDL-C管理目標値

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.13-14, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例7 ACS二次予防 ― 
急性心筋梗塞（AMI）後
の糖尿病のコントロール

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック 「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.15-16, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例9 ACS二次予防 ― 
心筋梗塞の二次予防血
液検査データから必要
薬剤を提案し連携を図る

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.19-20, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例11 抗血小板療法 
― 急性冠症候群（ACS）
患者へのアスピリンおよ
びチエノピリジン系抗血
小板薬の適正使用

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.23-24, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例34 アスピリン喘息 
― アスピリン喘息患者の
薬物適正使用

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.69-70, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例35 心臓リハビリテー
ション ― 心臓リハビリ
テーション中に不整脈が
発覚した症例とその対応

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.71-72, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 吉国健司 症例36  心臓リハビリ
テーション ― 心臓リハビ
リテーションで発覚したβ
-blocker overdose症例と
その対応

薬剤師の臨床センスを磨
くトレーニングブック  「薬ト
レ　循環器」虚血性心疾
患株式会社南山堂,2020
年11月,pp.73-74, 2020

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院薬剤
部

著書 入江利行 Ⅳ章トピックス　集中治療
における薬剤師の役割

集中治療医学レビュー
2020-’21　－ 新主要文
献と解説－総合医学
社,2020年3月4日,pp．
230-234

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部

著書 入江利行 視点　地域連携推進委
員会の活動

福岡県薬剤師会雑
誌,33(5),p.1,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部
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形式 氏名,著者名,編者 演題,題目,書名 学会,掲載紙 所属

著書 町田聖治1),入江利行1),　
羽生道弥2)

薬局増刊号　病気とくす
り2020

南山堂,Vol.71 No.4 ｐ
428-456,ｐ464-473,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部1),北野病院心臓セ
ンター2）

著書 町田聖治,入江利行 薬トレ　薬剤師の臨床セ
ンスを磨くトレーニング
ブック　循環器

南山堂,ｐ215-298,2020 平成紫川会小倉記念病院
薬剤部

著書 福島将友,入江利行 薬局1月号 Evidence 
Update 2020 抗血栓薬

南山堂,Vol.71 No.1 ｐ42-
45,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部

著書 曽我弘道,入江利行 救急・集中治療領域の薬
剤の安全管理

救急・集中治療 Vol.32 
No.3 ｐ617-622,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部

雑誌掲載 江角悟1),小川明美2),吉川
明良3),栗原鑑三4),桑原秀
徳5),進健司6),中村友喜7)

令和元年度学術委員会
学術第2小委員会報告　
薬剤師による向精神薬
処方患者における症状
評価の実態調査

日本病院薬剤師会雑
誌,56(10),pp1207-
1213,2020

岡山大学病院1),堤小倉病
院薬局2),広島市民病院薬
剤部3),有限会社みわ薬局
4),瀬野川病院薬剤部5),飯
塚病院薬剤部6),三重県立
こころの医療センター診療
技術部薬剤室7)

雑誌掲載 末松文博1),有吉俊二2),工
藤信孝3)

患者の気持ちに寄り添う
服薬支援:患者のアドヒア
ランスを高める服薬支援
のポイント: 患者教育

看護技術, Vol.66(6),599-
604, 2020.

独立行政法人地域医療機
能推進機構九州病院 薬剤
部1),有限会社 三喜薬局2),
株式会社 サン薬局3)

雑誌掲載 末松文博 病診薬連携によるポリ
ファーマシー対策

医学のあゆみ, 
Vol.275(4),339-344, 
2020.

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 後藤渉 チーム医療への参画  －
NST－

第一薬科大学　実務実習
直前学習(Web,6月)

製鉄記念八幡病院薬剤部

その他 入江利行 この人に聞く　ICUでの
薬剤師業務の標準化を
目指して－薬剤師の活
動指針を作成

月刊薬事,Vol62 
No.11,pp.17-19,2020

平成紫川会小倉記念病院
薬剤部
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