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学会報告 金本卓,田中誠 過敏症対策をおこなったことで
ゲムシタビン+シスプラチン療
法を継続できた肝門部胆管癌の
1症例

第31回日本医療薬学会年会
（Web,10月）

国立病院機構小倉医療センター

学会報告 長谷川将,沖田健太郎,三村英
恵,木本秀樹,山村真貴子,岩武
幹乃,和泉寿紀,宇野翔,市村行
典,長島章

医療連携における薬剤師の役割
在宅治療移行における多職種連
携での薬剤師の役割～病院薬剤
師の視点から～

第69回日本職業・災害医学会学術
大会（Web,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 阿部雅雄 外来がん化学療法における薬薬
連携の取り組みの有用性評価

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021
（Web,3月）

戸畑共立病院薬剤部

学会報告 坂井雅俊,本村友和 当院のチーム医療における関節
リウマチ治療に対するMTX・生
物学的製剤の薬剤指導の実際

第36回日本臨床リウマチ学会（富
山,12月）

戸畑総合病院薬剤部

学会報告 本村友和,坂井雅俊 当院におけるリウマチケアチー
ムでの薬剤師の役割

第36回日本臨床リウマチ学会（富
山,12月）

戸畑総合病院薬剤部

学会報告 岩尾恭寛 電子カルテ DB と ODBC 接続し
た抗血栓薬中止患者検索システ
ムの構築

第31回日本医療薬学会年会
（Web,10月）

福岡新水巻病院薬局

学会報告 末永拓也,岩尾恭寛 季節性インフルエンザアウトブ
レイク時の薬剤師の取り組み
～オセルタミビル予防投与患者
一覧の作成・運用を通して～

第31回日本医療薬学会年会
（Web,10月）

福岡新水巻病院薬局

学会報告 増田つかさ1),松元知美2),井手
健太3),澁谷文恵4)

お薬手帳用「栞」で,妊娠の可
能性がある女性をサポート！～
多職種連携と患者主体の治療を
目指して～

第15回日本薬局学会学術総会
（Web,11月）

医療法人東横会たわらクリニック横浜院
1),産業医科大学医学部精神医学教室2),
産業医科大学病院薬剤部3),JCHO徳山中
央病院産婦人科4)

学会報告 橋本治 次亜塩素酸ナトリウムのピット
フォール

第9回日本感染管理ネットワーク
学会学術集会ランチョンセミナー
（web開催,5月）

戸畑けんわ病院薬剤科

学会報告 植木哲也,實松絵美子,河野紗
羅,中村由利子,川道直子,篠原
義剛

病院で医薬品が廃棄される理由
とその件数および金額に関する
検討

医療薬学フォーラム2021/第29回
クリニカルファーマシーシンポジ
ウム（Web,7月）

産業医科大学病院薬剤部

学会報告 篠原義剛1),横山雄一1),斎藤暢
人1),植木哲也1),立石清一郎2)

外来化学療法センターでの薬剤
師の両立支援の取組み

第107回日本消化器病学会総会
（Web,3月）

産業医科大学病院薬剤部1),産業医科大
学病院両立支援科2)

学会報告 篠原義剛1),横山雄一1),植木哲
也1),立石清一郎2)

外来化学療法と就労を両立して
いる患者に対する薬剤師の支援

第31回日本医療薬学会年会
（Web,11月）

産業医科大学病院薬剤部1),産業医科大
学病院両立支援科2)

学会報告 吉永裕助1),仲本あゆみ1),
西水流香菜2),里田愛美3),河崎
真莉香4),河上誠5),高橋治城6)

血清シスタチンC測定による腎
機能評価が必要であった神経性
食思不振症（Anorexia
nervosa：AN）の1例

第36回日本臨床栄養代謝学会学術
集会（Web,7月）

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)

学会報告 麻那古信之1),村田篤信2),山本
智也1),長谷川尚美2),肥田裕丈
3),井手健太4),永井努5)6),徳
谷晃7),清水善仁8),松本純弥
2),三浦健一郎2),渡邊衡一郎
9),稲田健10),奥田真弘1),橋本
亮太2)

統合失調症の薬物治療とその薬
学的管理の関連の予備的解析

第5回日本精神薬学会総会・学術
集会（Web, 8月）

大阪大学医学部附属病院薬剤部1),国立
精神・神経医療研究センター精神保健研
究所精神疾患病態研究部2),名古屋大学
医学部附属病院薬剤部3),産業医科大学
病院薬剤部4),昭和大学薬学部病院薬剤
学講座5),昭和大学附属烏山病院薬局6),
兵庫医科大学病院薬剤部7),金沢医科大
学病院薬剤部8),杏林大学医学部精神神
経科学教室9),東京女子医科大学医学部
精神医学講座10)

学会報告 村上由花,駒谷祥子,谷岡直子 当院におけるAST活動について 第36回日本環境感染学会総会・学
術集会（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抗菌薬適正使用支
援チーム

学会報告 内山美智恵,坂本佳子 Mg補充によるシスプラチンの腎
毒性の予防効果と腎障害リスク
因子の検証

第15回日本腎臓病薬物療法学会学
術集会・総会2021（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

学会報告 石井隆義,松田亜希子,藤谷千
紘,米谷頼人,坂本佳子

乳がん周術期におけるdose-
dense EC療法およびEC療法の有
害事象発現状況の調査

第31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
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学会報告 石井隆義,米谷頼人,松田亜希
子,坂本佳子

免疫チェックポイント阻害薬に
おける当院の取り組み

第3回福岡県薬剤師会学術大会
（Web,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

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

連携充実加算取得への取り組み 第31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 山田真裕1)2),岩永彩佳1)2),太
郎良純香2),遠藤千愛2),佐々木
雅子2),坂本佳子1),神代正臣2)

緩和ケアチームによる医療用麻
薬開始患者への能動的な介入へ
の取り組み

第14回日本緩和医療薬学会年会
（Web,5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
1),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緩和ケアチー
ム2)

学会報告 末吉宏成1),村本眞由美1),小野
祐一1),伊東重彦1),星野正俊
2),有吉浩文2),成重賢司2)

公立病院と地域薬剤師会の災害
協定

第26回日本災害医学会総会・学術
集会（東京,3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1),公益社団法人八幡
薬剤師会2)

学会報告 山田凌1)2),川久保充章1)2),有
吉美幸1)2),中島薫子1),花田浩
二1)3),小倉秀美1)2),原田大志
1)4)

院内CRCの取り組み改善
～治験実施率の向上を目指して
～

第21回CRCと臨床試験のあり方を
考える会議in横浜（Web,10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),内科4)

学会報告 小笠裕斗,上津沙織,柿原圭佑,
吉国健司,小倉秀美

当院における連携充実加算の算
定状況と今後の課題について

第31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 西村直朗,柿原圭佑,吉国健司,
小倉秀美

再発・難治性多発性骨髄腫に対
するIsaPd療法の治療効果や副
作用の検討

第31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 吉国健司 QOLと長期予後の改善を目指す
心臓リハビリテーションでの薬
剤師の役割

第54回日本薬剤師会学術集会
(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 矢川結香,吉国健司,桑村恒夫,
末松文博

病院・保険薬局間の双方向型患
者情報提供の取り組みとその成
果

第23回日本医療マネジメント学会
学術総会（Web,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 中島一1),吉国健司1),角田菜緒
1),椛島寛子2),櫻井栄子3),小
倉秀美1)

当院における心不全カンファレ
ンス実施患者の特徴と退院時転
帰について

第31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),リハビリテーション室2),
看護部3)

学会報告 山澤結季1),大内田奈々1),白石
由紀2),林秀俊3),吉国健司1),
相良優佳4),小倉秀美1),高橋保
彦4)

小児多職種協働チームカンファ
レンスによるポリファーマシー
への取り組み

第48回日本小児臨床薬理学会学術
集会(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),看護部2),理学療法士3),
小児科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評
価について

第14回日本緩和医療薬学会年会
(Web,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),精神科2),緩和ケア科3),
看護部4),臨床心理士5)

学会報告 友納保幸,曽我弘道,福島将友,
町田聖治,入江利行

集中治療室における薬剤師によ
る抗菌薬適正使用に向けた取り
組み

第31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 清水誉志,村井悠紀,友納保幸,
友納亜未,入江利行

便秘治療薬の使用状況調査（第
2報）

第36回日本臨床栄養代謝学会学術
集会（Web,7月）

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

学会報告 町田聖治,長谷悠紀,坪根未歩,
平野真健,入江利行

腎機能低下患者へのデノスマブ
投与による血清カルシウム値低
下の実態調査

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021
（Web,3月）

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

学会報告 町田聖治,曽我弘道,友納保幸,
富田敏章,入江利行

冠動脈疾患患者を対象とした腎
機能低下重症度と高血圧症罹患
率,服用降圧薬の関連について

第31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 富田敏章,小林慶子,松本彩咲,
石踊華奈,北島聖也,福地佑亮,
福島将友,町田聖治,入江利行

腹膜透析患者におけるエリスロ
ポエチン製剤からダプロデュス
タットへの切り替えにおけるヘ
モグロビン値の変化について

第15回日本腎臓病薬物療法学会学
術集会・総会2021(Web,11月)

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

学会報告 福島将友,小林慶子,木原慶子,
村井悠紀,福地光栄,前田朱香,
富田敏章,入江利行

脳梗塞急性期から慢性期におけ
る抗血栓療法の調査

第31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

研修会 中嶋友代 当院における糖尿病教育入院に
ついて

第9回若薬研修会（北九州,12月） 産業医科大学若松病院薬剤部

研修会 吉原郁夫 処方監査に臨床検査値を活用し
てみよう

第128回中小病院懇話会（北九
州,10月）

産業医科大学若松病院薬剤部
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研修会 吉原郁夫 高齢者のための薬物療法 第310回地域ケア研究会（北九
州,7月）

産業医科大学若松病院薬剤部

研修会 安田拓矢 新型コロナウイルス感染症対策
についてのグループ内情報共有

第225回洞薬会例会（北九州,11
月）

新小文字病院薬剤科

研修会 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)

地域における降圧薬使用実態調
査

北九州薬学フォーラム2021(北九
州,7月）

製鉄記念八幡病院薬剤部1),春の町調剤
薬局2)

研修会 山本陽一 薬局における感染予防対策と患
者アンケート実施による情報提
供の取り組みについて

第225回洞薬会例会（北九州,11
月）

たまち薬局

研修会 末吉宏成 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）患者に対する持参
薬鑑別と服薬指導

第225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」～2025年から
2040年を見据えた薬薬連携～

第17回北九州市立八幡病院薬-薬
連携勉強会(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 星野光紀 北九州市立八幡病院におけるト
レーシングレポートの解析につ
いて

第17回北九州市立八幡病院薬-薬
連携勉強会(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 下痢に対する支持療法 第17回北九州市立八幡病院薬-薬
連携勉強会(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 阿部雅雄 レジメンにおける薬薬連携～化
学療法の有害事象～

薬薬連携web勉強会（Web,9月） 戸畑共立病院薬剤部

研修会 長谷悠紀 制吐薬適正使用の考え方～経口
抗がん剤レジメンを中心に～

薬剤師がん化学療法マネージメン
トセミナー(Web,6月)

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

研修会 門田善法 LAI導入患者への入院中からの
関わりのすすめ

U40 LAI Conference in 沖縄
（web,9月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 LAI導入患者への入院中からの
関わりのすすめ

Voice ～HOPE in Schizophrenia
～（web,5月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 LAI使用における多職種の関わ
り～薬剤師の立場から～

精神科医療を考える会（福岡,6
月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 LAI使用における多職種の関わ
り～薬剤師の立場から～

チーム医療を考える会（web,6
月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 LAI使用に対するボルテックス
ミキサーの利用について+α

大塚社内研修会（北九州,12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

第3回Pharmacist conference
（web,10月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 統合失調症 薬物療法における
検査値の活用

第52回福精協北九州ブロック研修
会（北九州,2月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 多職種チームとして公認心理師
に期待すること～薬剤師の立場
から～

日本精神神経学会　第10回精神科
臨床における多職種チームの活か
し方フォーラム（web,7月）

南ヶ丘病院

研修会 門田善法 LAIの使用状況や情報提供につ
いてのアンケート調査報告

福精協薬剤師会　令和3年度定期
総会・特別講演会（福岡,5月）

南ヶ丘病院

研修会 柴田木綿 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り

洞薬会 例会・がん・中小 3 委員
会合同研修会（北九州,3月）

八幡厚生病院薬剤科

研修会 大石博美 地域に求められる薬局機能の実
現

洞薬会 例会・がん・中小 3 委員
会合同研修会（北九州,3月）

八幡薬剤師会薬局

研修会 堀正三 ポリファーマシーと健康寿命の
延伸～薬が多くて困っていない
ですか？～

沢見市民センターいちご講座（北
九州,1月）

戸畑リハビリテーション病院薬剤科
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研修会 空閑健太 予防接種について 西小倉いきいきカレッジⅡ（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

研修会 木村龍夫 AMR対策に薬剤師は求められて
いる～あなたにもできる感染症
治療への介入～

令和3年度福岡県中小病院・診療
所薬剤師研修会議（福岡,10月）

国家公務員共済組合連合会新小倉病院薬
剤部

研修会 川道直子 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

北九州薬学フォーラム2021（北九
州,7月)

産業医科大学病院薬剤部

研修会 井手健太 産業医科大学病院における認知
症患者への薬剤師の関わり

2021年度第1回産業医科大学病院
認知症センターかかりつけ医研修
会「認知症センターにおける地域
連携と多職種連携」（Web,11月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 横山雄一 連携充実加算の算定開始につい
て

令和３年度薬剤師及びがん薬物療
法に携わる医療従事者向け研修会
「がんレジメン研修会」（Web,4
月）

産業医科大学病院薬剤部

研修会 吉永裕助 地域におけるシームレスな薬学
的管理の実現を目指して

洞薬会 例会・がん・中小 3 委員
会合同研修会（北九州,3月）

小波瀬病院薬剤部

研修会 吉永裕助1),仲本あゆみ1),
西水流香菜2),山田智子3),上野
朋子4),伊藤典子5),高橋治城6)

体組成と血清シスタチンCから
考える腎機能評価の注意点

第32回北部福岡NST研究会（北九
州,11月）

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 石井隆義 血管新生阻害薬の副作用マネジ
メント

化学療法ケアを考える会（北九
州,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 藤谷千紘 当院における薬剤師と移植患者
様との関わり

造血幹細胞移植　チーム医療セミ
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 オピオイド鎮痛薬の特徴 第140回大分県病院薬剤師会
（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 リムパーザ錠を含む卵巣癌治療
の副作用マネジメント

AstraZeneca Pharmacy Seminar
（Web,12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 外来におけるICI使用患者に対
する薬剤師の取り組み

m3.com webセミナー「Lung
Cancer Medical Education in
Kyusyu」(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 薬剤師外来におけるアフィニ
トールの副作用マネジメント

Novartis Breast Cancer Web
Seminar in 福岡（Web,4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薬剤師の
取り組み

がん薬物療法web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 米谷頼人 がん薬物療法における薬薬連携 第128回中小病院懇話会（北九
州,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 がん薬剤師外来における副作用
マネジメント

沖縄県病院薬剤師会 抗がん剤の
適正使用を考える会（Web,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 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

高知県薬剤師会/高知県病院薬剤
師会 第10回がん専門部会講習会
（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 経口+注射抗がん薬治療にける
副作用マネジメント

第2回がん治療・医療連携に関す
る研修会（Web,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 治療別トレーシングレポートに
ついて

第2回がん治療・医療連携に関す
る研修会（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 外来がん化学療法の評価「連携
充実加算」について

洞薬会 例会・がん・中小 3 委員
会合同研修会（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 外来化学療法における副作用マ
ネジメント-必要とされる薬薬
連携-

薬剤師がん化学療法マネジメント
セミナー（Web,6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 山澤結季1),矢川結香1),山戸真
子1),小倉秀美1),相良優佳2),
大村隼也2),高橋保彦2)

小児長期経腸栄養施行中患者
における低セレン血症のコント
ロールに難渋した1例

第32回北部福岡NST研究会(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1),小児科2)

研修会 小笠裕斗,山戸真子,小倉秀美 がん薬物療法時の悪心・嘔吐に
注意が必要なレジメンと当院の
薬薬連携の現状について

令和3年度第5回八幡薬剤師会学術
研修会(北九州,11月)

独立行政法人地域医療機能推進機構九州
病院薬剤部

研修会 小倉秀美 基幹病院における外来での薬薬
連携

第128回中小病院懇話会（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 山戸真子 グレリン様作用薬アナモレリン
塩酸塩について～新たな「がん
悪液質治療薬」～

令和3年度第5回八幡薬剤師会学術
研修会(北九州,11月)

独立行政法人地域医療機能推進機構九州
病院薬剤部

研修会 吉国健司 心不全の再入院を防ぐ多職種連
携～心リハ薬剤師の視点から～

秋田県病院薬剤師会中小療養連携
委員会・精神科病院委員会合同講
演会(Web,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 急性期から回復期心リハまでの
知っておきたい薬の知識～看護
師,リハビリスタッフとの連携
～

第13回大山心臓リハビリテーショ
ン研究会(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

研修会 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

北九州薬学フォーラム2021(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 中島一 多職種で取り組む心不全患者に
対するチーム活動

明日から活かせる心不全治療セミ
ナー(Web,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 沖田健太郎 肺がんの薬物療法 薬薬連携web勉強会（北九州,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

研修会 入江利行 薬剤部長の新しい業務活動戦略
～私の考える集中治療業務と薬
剤部機械化戦略～

第2回大阪薬剤部マネジメントカ
ンファランス(大阪,9月）

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

研修会 丸子浩 「糖尿病療養指導士の役割と活
動」

福岡県糖尿病療養指導士北九州地
区認定研修会 第3回（Web,8月）

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

研修会 富田敏章 腎臓病療養指導士としての薬剤
師の役割

チーム医療と薬剤師(Web,10月） 平成紫川会小倉記念病院薬剤部

研修会 富田敏章 CKD患者における薬の注意点 門司薬剤師会6月度講演会(Web,6
月)

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

研修会 福島将友 新型コロナウイルス患者への抗
菌薬適正使用チームのかかわり

第225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

論文 Masahiro Yamada1),Mayako
Uchida2),Masao Hada3),Daigo
Inma4),Shunji
Ariyoshi4),Hidetoshi
Kamimura5),Tohru Haraguchi4)

Evaluation of changes in
pharmacist behaviors
following a systematic
education program on
palliative care in cancer

Curr Pharm Teach Learn, 13(4),
pp.417-422, 2021

Department of Pharmacy, Kitakyushu
Municipal Medical
Center1),Pharmaceutical Sciences
Education and Research Center for
Clinical Pharmacy, Osaka University
of Pharmaceutical
Sciences2),Department of Pharmacy,
Japan Community Health care
Organization Nankai Medical
Center3),A public interest
incorporated foundation, Fukuoka
Pharmaceutical
Association4),Department of
Pharmacy, Fukuoka University
Hospital5)
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論文 Potentially harmful
excipients in neonatal
medications: a multicenter
nationwide observational
study in Japan

J Pharm Health Care Sci, 7(1),
23, 2021

論文 堀輝1),井手健太2) 双極性障害治療において，本当
に抗うつ薬を処方してはいけな
いのか？

精神科治療学, 36（5）, pp.531-
536, 2021

福岡大学医学部精神医学教室1),産業医
科大学病院薬剤部2)

論文 関川千鶴子1),白井保之2),小原
仁3),富田敏章4),吉田智治5)

早期胃癌に対する内視鏡的粘膜
下層剥離術(ESD)症例における
抗血栓薬治療法別の在院日数の
現状

日本診療情報管理学会誌, 33
（2）, pp.44-49, 2021

平成紫川会小倉記念病院経営企画部企画
広報課1),同消化器内科2),久留米大学バ
イオ統計センター3),平成紫川会小倉記
念病院薬剤部4),北九州小倉病院院長5)

論文 内海紗良1),前田圭介2),久保田
丈太3),中谷咲良4),原田義彦
1),成田勇樹5)6),猿渡淳二7),
近藤悠希8),石塚洋一1)8),入江
徹美8),門脇大介9),平田純生
1)10)

サルコペニア患者の腎機能予測
における血清クレアチニン値
0.6 mg/dLへのround upの妥当
性評価

日本腎臓病薬物療法学会誌,
10(1), pp.3-10, 2021

熊本大学大学院薬学教育部臨床薬理学分
野1),国立長寿医療研究センター2),玉名
地域保健医療センター3),産業医科大学
病院薬剤部4),熊本大学病院薬剤部5),熊
本大学大学院薬学教育部臨床薬物動態学
分野6),熊本大学大学院薬学教育部薬物
治療学分野7),熊本大学大学院薬学教育
部薬剤情報分析学分野8),崇城大学薬学
部医療薬剤学研究室9),I＆H株式会社10)

Department of Pharmacy, National
Center for Child Health and
Development 1), Department of
Pharmacy, Saitama Medical Center 2),
Department of Pharmacy, Kagoshima
City Hospital 3), Department of
Clinical Research Center, Osaka City
General Hospital 4), Department of
Pharmacy, Osaka City General
Hospital 5), Department of Pharmacy,
Nagano Children's Hospital 6),
Division of Pharmacy, Ohara
HealthCare Foundation Kurashiki
Central Hospital 7), Department of
Pharmacy, University of Miyazaki
Hospital 8), Department of Pharmacy,
Japanese Red Cross Nagoya Daiichi
Hospital 9), Department of Pharmacy,
Anjo Kosei Hospital 10), Department
of Pharmacy, National Hospital
Organization Saga National Hospital
11), Department of Pharmacy, Teikyo
University Hospital 12), Department
of Pharmacy, Iwate Medical
University 13), Department of
Pharmacy, Kobe University Hospital
14), Department of Pharmacy, Nihon
University Itabashi Hospital 15),
Department of Pharmacy, Hyogo
Prefectural, Amagasaki General
Medical Center 16), Department of
Pharmacy, Dokkyo Medical University
Hospital 17), Department of
Pharmacy, Saitama Children's Medical
Center 18), Division of Pharmacy,
Niigata University Medical and
Dental Hospital 19), Department of
Pharmacy, Osaka Women's and
Children's Hospital 20), Department
of Pharmacy, Hospital of the
University of Occupational and
Environmental Health 21), Department
of Pharmacy, National Hospital
Organization Mie Chuo Medical Center
22), Department of Pharmacy,
Japanese Red Cross Kyoto Daiichi
Hospital 23), Department of Hospital
Pharmacy, Nagoya University Hospital
24), Department of Pharmacy,
Japanese Red Cross Otsu Hospital
25), Department of Pharmacy,
National Hospital Organization
Kyushu Medical Center 26),
Department of Pharmacy, Tokyo
Women's Medical University Hospital
27), Department of Neonatology,
Maternal and Perinatal Center, Tokyo
Women's Medical University 28),
Department of Pharmacy, National
Center for Child Health and
Development 29)

J. Saito 1), N. Nadatani 2),
M. Setoguchi 3), M. Nakao
4), H. Kimura 5), M.
Sameshima 5), K. Kobayashi
6), H. Matsumoto 7), N.
Yoshikawa 8), T. Yokoyama
9), H. Takahashi 10), M.
Suenaga 11), R. Watanabe
12), K. Imai 12), M. Obara
13), M. Hashimoto 14), K.
Yamamoto 14), N. Fujiwara
14), W. Sakata 15), H. Nagai
16), T. Enokihara 17), S.
Katayama 18), Y. Takahashi
18), M. Araki 19), K. Iino
20), N. Akiyama 21), H.
Katsu 22), K. Fushimi 23),
T. Takeda 23), M. Torimoto
24), R. Kishi 24), N.
Mitsuya 25), R. Kihara 26),
Y. Hasegawa 27), Y. Hamada
27), T. Kimura 27), M. Wada
28), A. Tanzawa 29), A.
Yamatani 29)
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論文 吉国健司1),原田桂作2),小倉秀
美1)

医薬品との相互作用の面から注
意すべき保健機能食品やその成
分などについて

機能性食品と薬理栄養, 14(6),
pp.310-314, 2021

独立行政法人地域医療機能推進機構九州
病院薬剤部1),北九州市八幡病院診療支
援部薬剤課2)

雑誌掲載 末吉宏成 熊本地震でのJMAT活動で気づけ
た被災地内支援で必要なこと

福岡県医報 The Journal of
Fukuoka Medikal association
July　2021,No.1541,p.5,2021

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 岩尾恭寛 実効力視座から考えるデータ二
次活用術 持続的効果を得るシ
ステム構築の要件 電子カルテ
DBとODBC接続した調剤支援シス
テムの概要と業務強化の実際

月刊新医療,48（3）,pp.58-
61,2021

福岡新水巻病院薬局

雑誌掲載 横山雄一 抗がん薬投与による脱毛は頭皮
のクーリングで予防できる？

ファルマシア, 57(5), p.417,
2021

産業医科大学病院薬剤部

雑誌掲載 後藤渉 緑陰随想 薬事新報,No.3210,34(747),2021 製鉄記念八幡病院薬剤部

雑誌掲載 原田桂作 心不全の緩和ケア　チーム医療
で求められる実践力を身につけ
る　心不全の身体的・精神的苦
痛に用いる実践マネジメント
（3）抗不安薬・抗うつ薬

薬局,72（2）,pp276-282,2021 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1)3),岡本好司2)3) 第1章麻酔関連薬　2.消毒薬 月刊薬事臨時増刊号,63
（3）,pp.22-27,2021

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),
同外科2),同消化器・肝臓病センター3)

雑誌掲載 吉国健司 (2) 心臓リハビリと在宅に向け
た地域連携における薬剤師の役
割

薬局,72（2）,pp.312-317,2021. 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 巻頭言 WEB学術集会の良し悪し 小倉薬剤師会広報,2021年5月号
（通算436号）

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

雑誌掲載 前田朱香 心不全の緩和ケア　チーム医療
で求められる実践力を身につけ
る
薬剤師に求められる役割は何
か？ どう実践するか？
・心不全チームにおける薬剤師
の役割

薬局,72（2）,pp.307-310,2021 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 抗コリン作用への患者フォロー
アップ⑦「ドキドキする」－動
悸

薬局,72（10）,pp.94-100,2021 平成紫川会小倉記念病院薬剤部

雑誌掲載 福島将友,入江利行 Evidence Update 2021
最新の薬物治療のエビデンスを
付加的に利用する
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！
抗血栓薬

薬局,72（1）,pp.44-47,2021 平成紫川会小倉記念病院薬剤部

雑誌掲載 町田聖治1),入江利行1),羽生道
弥2)

本態性高血圧症,閉塞性動脈硬
化症,心原性ショック,心臓弁膜
症,先天性心疾患

薬局増刊号　病気とくすり
2021,72（4）pp.436-465,pp.473-
475,pp.476-477,pp.478-
481,pp.482-483,2021

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)

雑誌掲載 柴田木綿

睡眠薬の過量服薬に対する介入
～病院薬剤師と薬局薬剤師の連
携～

調剤と情報（１月臨時増刊
号）,27(2),pp.188-193,2021 八幡厚生病院薬剤科

著書 入江利行 4.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！
4抗血栓薬

Evidence Update 2022 最新の薬
物治療のエビデンスを付加的に利
用する,南山堂,pp34-38,2021年12
月

平成紫川会小倉記念病院薬剤部

その他 園田美樹 精神科疾患（症例検討・解説） 第一薬科大学（福岡,6月・7月） 八幡厚生病院薬剤科
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その他 高井靖1)11),芦川直也2)11),佐
藤幸人3)11),志方敏幸4)11),寺
崎展幸5)11),土岐真路6)11),前
田朱香7)11),飯田真之8),櫻下
弘志9),吉国健司10)

心不全緩和ケアの薬剤業務に関
する進め方

一般財団法人 日本病院薬剤師会
2021年4月,2021

医療法人三重ハートセンター1),医療法
人澄心会豊橋ハートセンター2),兵庫県
立尼崎総合医療センター循環器内科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),神戸大学医学部附属病院
8),広島大学病院9),独立行政法人地域医
療機能推進機構九州病院10),日本病院薬
剤師会学術第4小委員会11)

その他 後藤渉 病院薬剤師業務とNST 九州女子大学講義（北九州,11
月）

製鉄記念八幡病院薬剤部

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
(福岡,6月)

製鉄記念八幡病院薬剤部
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