
【2014年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
論文・著書 周術期栄養管理における薬剤師の役割とピットフォール 林　勝次

精神科病棟における薬剤師の相談応需内容の評価
進　健司、梅田勇一、大谷達郎、牛島悠一、内田守次、草野充裕、竹本
伸輔、神村英利

短腸症候群－下咽頭がん、食道がん切除後、イレウスによる腸切除例－ 林　勝次

精神科の薬と患者ケアQ＆A 第3版 進　健司

精神科病棟での病棟薬剤業務 進　健司、林　勝次
精神科病棟における病棟薬剤業務の評価－専任薬剤師による処方提案
状況と医師の評価－

進　健司、梅田勇一、脇元一彰、大谷達郎、牛島悠一、久保陽平、内田
守次、竹本伸輔、神村英利

学会発表 外来患者への服薬指導充実のための指導実施内容の探索
牛島悠一、姥　真奈美、鬼丸貴裕、丸田嘉斗、園田恵美、大谷達郎、草
野充裕、進　健司、 金澤康範

精神科病棟における処方提案を指標とした病棟薬剤業務の評価
進　健司、梅田勇一、大谷達郎、牛島悠一、内田守次、古賀秀信、金澤
康範、竹本伸輔

後発医薬品の数量シェア率を上げるための取り組み
梅田勇一、田先由佳、進　健司、佐藤有紀、神野貴子、金澤康範、竹本
伸輔

テモダールカプセルの経管投与時における医療従事者の薬剤暴露防止
を考慮した投与手順の検討

内田守次、草野充裕、進　健司、梅田勇一、金澤康範、竹本伸輔

第16回フォーラム医療の改善活動全国大会
2014-11-14～
2014-11-15

安心の絆　in　外来化学療法室　The smile saves all
　～わたしたちも、ベッドサイドに行きたい。あなたの笑顔が見たいか
ら・・・～

馬場麻規子、鮫島絵莉子

精神神経科外来患者へのパンフレット配布によるベンゾジアゼピン系薬
剤の減薬効果

進　健司、梅田勇一、大谷達郎、牛島悠一、内田守次、天津透彦、金澤
康範、竹本伸輔

処方箋に腎機能記載後の腎排泄型薬剤に対する疑義照会実施調査
内田守次、草野充裕、石田佳織、金子華子、藤本真由美、進　健司、梅
田勇一、中嶋弘之、 金澤康範、竹本伸輔

静脈栄養療法のピットフォール 林　勝次
精神科病棟における薬剤師主導型カンファレンスの評価 大谷達郎、進　健司、牛島悠一、金澤康範、竹本伸輔
トラマドール塩酸塩カプセルとワルファリンカリウムの併用によるPT-INR
に及ぼす影響

皆元文恵、梅田勇一、金澤康範

飯塚病院における抗MRSA薬ダプトマイシンの使用実態調査 梅田勇一、内田守次、金澤康範、竹本伸輔
第56回全日本病院学会 in 福岡 2014-9-20～ オピオイド薬治療による疼痛緩和向上への取り組み 皆元文恵

術後・集中治療期における栄養管理のピットフォール－薬剤師の立場か
ら－

林　勝次

当院における脂肪乳剤の投与速度の実態調査－乳びとなった2症例を経
験して－

林　勝次、有吉裕子

【2013年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

論文・著書 ニュートリションケア 9月
管理栄養士が知っておくべき水と電解質のキホン、カルシウムイオン、リ
ン酸イオン、重炭酸イオン

林　勝次

医薬ジャーナル 6月
病棟薬剤業務実施加算の意義と今後への期待　飯塚病院における取り
組み～精神科病棟での取り組み～

進　健司、竹本伸輔

ニュートリションケア 5月 栄養療法のギモンQ&A100+9臨床応用編 林　勝次

学会発表 第15回フォーラム医療の改善活動全国大会 2013/11/9 JIN-腎- ～いつ腎機能見るの？調剤時でしょ！！～ 内田守次、草野充裕、金子華子、藤本真由美、今里啓二、中嶋弘之

2013/9/21
薬剤師による抗がん剤の規格違いオーダーの代行入力と医師の業務軽
減

荒木哲也、小田怜史、三好康介、竹本伸輔

2013/9/21
精神科病棟における病棟薬剤業務の評価　―医療従事者の相談状況と
専任薬剤師の応需状況―

脇元一彰、進　健司、梅田勇一、大谷達郎、牛島悠一、内田守次、竹本
伸輔

第75回九州山口薬学大会 2013/9/15 腎排泄型薬剤の処方状況と調剤時における疑義照会の実施状況調査
内田守次、草野充裕、久保陽平、今里啓二、石田佳織、金子華子、藤本
真由美、進　健司、梅田勇一、中嶋弘之、竹本伸輔

第7回日本緩和医療薬学会年会 2013/9/15 緩和医療に関する薬剤師教育支援の実施と今後の課題 松本　梓、梅田勇一、竹本伸輔

第64回日本東洋医学会学術総会 2013/5/31 飯塚病院における附子・烏頭の使用量と季節性の使用量変化の検討 久保陽平、金澤康範、矢野博美、田原英一

第28回日本静脈経腸栄養学会 2月21日-22日 refeeding syndrome（RS）を呈した神経性食思不振症（AN）の一症例
林　勝次 、田中　誠 、鮎川勝彦 、中塚昭男 、田中あづさ 、渡辺恵里子
、有吉裕子 、境　香奈

第8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

2月16日-17日 病院薬剤師の視点から見た漢方の役割～東西医療の融合を目指して～ 久保陽平

第23回日本医療薬学会年会

日本病院薬剤師会雑誌、50(6）、759-763、2014

第76回九州山口薬学大会

第24回日本医療薬学会年会

第29回日本静脈経腸栄養学会

2014-9-27～
2014-9-28

2014-2-27～
2014-2-28

2014-11-23～
2014-11-24

消化器外科、第37巻第13号、1989-2000、2014

九州薬学会会報、68、11-14、2014

NST栄養療法トレーニングブック、150-160、2014、じほう 東京

精神科の薬と患者ケアQ＆A 第3版、141-144、2014、じほう 東京

病棟薬剤業務ハンドブック、133-153、2014、じほう 東京



【2012年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

学会発表
2012/10/27～
2012/10/28

精神科病棟における薬剤師の処方提案実施状況調査 進　健司 、梅田勇一 、脇元一彰 、大谷達郎 、内田守次 、竹本伸輔

2012/10/27～
2012/10/28

九州山口地区の病院における「感染症罹患時の就業制限規則」に関する
アンケート調査

梅田勇一 、室　高広 、内田守次 、三好康介 、竹本伸輔 、中村権一 、神
村英利

2012/10/27～
2012/10/28

アレルギー情報登録システムによる副作用報告状況の調査 内田守次 、梅田勇一 、進　健司 、金澤康範 、竹本伸輔

2012/10/27～
2012/10/28

オキシコドンによる呼吸抑制に対してナロキソンを適正使用し緩解し得た
一症例

是澤文恵 、梅田勇一 、林　勝次 、牧野毅彦 、竹本伸輔

2012/10/27～
2012/10/28

薬剤師の”輸液力”の見せどころ－NST介入症例における提案と実践－ 林　勝次 、秀島里沙

第6回日本緩和医療薬学会年会
2012/10/6～
2012/10/7

がん疼痛管理の薬物療法に関する処方実態調査 松本　梓 、梅田勇一 、竹本伸輔

2012/2/23～
2012/2/24

地域の医療連携を栄養管理面から強化していくアクションプランの立案 林　勝次 、鮎川勝彦

2012/2/23～
2012/2/24

絶食患者のTPN処方調査の結果と今後の取り組みについて 林　勝次 、千々和敦子 、秀島里沙

【2011年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

論文・著書 九州薬学会会報 2011年10月 お薬手帳に対する配付意識向上と配付数増加のための対策の効果
梅田勇一 、室　高広 、田中　明子 、千々和敦子 、進　健司 、吉村真理
、金澤康範 、竹本伸輔

処方設計にチャレンジ　これでわかる静脈栄養
法

2011年9月 薬剤師の”輸液力”を発揮する-NSTにおける薬剤師の提案と実践 林　勝次

Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2011年3月
Population pharmacokinetic analysis of meropenem in Japanese adult
patients

Muro T, Sasaki T, Hosaka N, Umada Y, Takemoto S, Yamamoto H,
Kamimura H,
　Higuchi S, Karube Y

福岡大学薬学集報 2011年3月
Carbapenem系抗菌薬の適正使用推進を目的とした医療薬学的アプロー
チに関する研究

室　高広

学会発表
第10回日本医療マネジメント学会　九州・山口連
合大会

2011/11/18～
2011/11/19

内服薬配送システムの構築とその効果 中嶋弘之 、井上文江 、金澤康範 、林　真由美 、福村文雄

第21回日本医療薬学会年会
2011/10/01～
2011/10/02

集団を対象とする心理教育の有用性 進　健司 、小河芳江 、室　高広 、竹本伸輔

第56回日本透析医学会
2011/6/17～
2011/6/19

当院における血液透析（HD）患者の降圧薬の推移 田先　由佳 、久保　陽平 、木村　廣志、武田　一人 、竹本　伸輔

第16回北部福岡NST研究会
2011/03/25～
2011/03/25

短腸症候群と甲状腺機能低下症にて栄養管理に難渋した症例 林　勝次

第100回筑豊臨床栄養研究会
2011/02/25～
2011/02/25

飯塚病院におけるNST加算の現状および問題点とその解決策 林　勝次 、石原雄一郎 、田中あづさ 、松尾裕子 、鮎川勝彦

第26回日本静脈経腸栄養学会
2011/02/17～
2011/02/18

飯塚病院におけるNST加算の現状および問題点とその解決策 林　勝次 、石原雄一郎 、田中あづさ 、松尾裕子 、鮎川勝彦

第22回日本医療薬学会年会

第27回日本静脈経腸栄養学会



【2010年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
論文・著書 日本病院薬剤師会雑誌 1月 入院患者へのがん化学療法における薬剤師のリスクマネジメントへの取り組みとその評価 鰐口 和也、室 高広、荒木 哲也、竹本 伸輔
学会発表 第4回日本緩和医療薬学会 9月25日-26日 SGAを用いたフェンタニル貼付剤の効果発現に寄与する栄養指標の検討 鰐口和也、乗鞍由紀、林　勝次、竹本伸輔

学会発表 第8回日本認知心理学会 5月29日
公開シンポジウム　医療安全への認知心理学からのアプローチ
　「病院薬剤部における薬剤事故防止の取り組み」

中嶋弘之、福村文雄、井上文江、林　真由
美、篠崎睦子、金澤康範、竹本伸輔、鮎川

学会発表 第90回筑豊臨床栄養研究会 4月28日 飯塚病院NSTこの1年（平成21年度） 林　勝次

【2009年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

論文・著書 日本病院薬剤師会雑誌 11月 カルバペネム系抗菌薬のde-escalationを目的とした感染対策チームの教育的介入効果と問題点
室 高広、三好 康介、梅田 勇一、竹本 伸
輔、中村 権一、神村 英利、加留部 善晴

論文・著書 日本病院薬剤師会雑誌 9月 断続的卒後研修における顧客満足度分析の有用性－精神科薬物療法研修会での試み－
神村 英利、園田 美樹、金子 幸弘、古賀 正
臣、進 健司、中村 健二、辻 泰弘、大石 了

論文・著書 新薬と臨牀 1月10日 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」に関する結晶析出の検討 荒木哲也 、鰐口和也 、竹本伸輔

学会発表 第19回日本医療薬学会年会 10月24日-25日
薬剤師による栄養療法の科学的評価と提案
　　～短腸症候群（回盲部残存回腸20cm）の栄養管理を通して～

林 勝次

学会発表 第19回日本医療薬学会年会 10月24日-25日 統合失調症患者教育（お薬教室）の現状と課題
松本 梓、梅田 勇一、進 健司、林 勝次、竹
本 伸輔

学会発表 第19回日本医療薬学会年会 10月24日-25日 福岡県病院薬剤師会による実務実習準備状況および課題の調査
室 高広、篠原 義剛、田中 和江、石丸 隆
之、塩塚 昭一、二神 幸次郎

学会発表 第19回日本医療薬学会年会 10月24日-25日 ICTによるde-escalationを目的としたcarbapenem系抗菌薬に対する教育的介入の効果と問題点
三好 康介、室 高広、梅田 勇一、竹本 伸
輔、中村 権一、神村 英利、加留部 善晴

学会発表
第8回日本医療マネジメント学会 第8回九州・山口連合大
会

9月22日-23日 残置薬削減への取り組み　－不具合再発防止策－
中嶋 弘之、梅田 勇一、舛永 朋子、千々和
敦子、竹本 伸輔

学会発表 第9回日本医薬情報学会 7月18日-19日 当院における副作用情報入力システムによる情報収集と解析
犬丸 麻衣子、荒木 哲也、松永 尚子、竹本
伸輔

学会発表 日本薬学会 第129年会 3月26日 お薬手帳配付率向上のための各種対策の効果と薬剤師の意識変化
田中明子 、梅田勇一 、千々和敦子 、進
健司 、吉村真理 、金澤康範 、竹本伸輔

【2008年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
論文・著書 九州薬学会会報 10月 術後入院期間に影響を与える因子 舛永朋子 、室　高広 、竹本伸輔 、神村英

論文・著書
Japanese Journal of Pharmaceutical Health Care and
Sciences

8月
Optimal Usage of Meropenem Based on Recommended Regimen
　Derived from Monte Carlo Simulation

Muro T, Takemoto S, Kamimura H, Karube
Y

論文・著書 医療薬学 2月 薬剤師を対象とした手指衛生に関する実態調査と勉強会の有用性 梅田勇一 、室　高広 、竹本伸輔
論文・著書　 医療ジャーナル 5月 地域医療支援病院における学生実習の現状と課題 室　高広

学会発表 第29回日本臨床薬理学会年会 12月4日
カルボプラチン点滴静注剤「サンド」使用成績調査における臨床検査値を用いた安全性に関する評
価

竹本伸輔 、佐々木忠徳 、黄前尚樹 、白澤
吉哲 、大西潤 、鈴木正論 、林淳雄 、
　佐原敏之 、鰐口和也

学会発表 第10回フォーラム　医療の改善活動 10月31日 知ってますか！？飲んでるお薬　～お薬手帳を渡したい～
田中明子 、進　健司 、千々和敦子 、梅田
勇一 、吉村真理 、金澤康範 、竹本伸輔

学会発表 第41回日本薬剤師会学術大会 10月12日 飯塚病院における危険薬に関する調剤過誤防止対策の試み
林　勝次 、梅田勇一 、舛永朋子 、犬丸麻
衣子 、千々和敦子 、西　智子 、
　鰐口和也 、中嶋弘之 、竹本伸輔

学会発表 第18回日本医療薬学会年会 9月20日 Monte Carlo simulationをもちいたmeropenemの推奨投与方法の推定
室　高広 、竹本伸輔 、神村英利 、加留部
善晴

【2007年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

学会発表 第17回 日本医療薬学会年会 9月30日
（株）麻生飯塚病院外来化学療法室における薬剤師による
　服薬指導の有用管理

鰐口和也 、荒木哲也 、竹本伸輔

学会発表 第17回 日本医療薬学会年会 9月29日 再発急性前骨髄性白血病に三酸化ヒ素が奏効した症例とその薬品管理 荒木哲也 、鰐口和也 、竹本伸輔

学会発表 第70回 九州山口薬学大会 9月23日 TQM手法を用いた退院時服薬指導実施率向上に向けての取り組み
松永尚子 、梅田勇一 、大津有加 、岩見有
希子 、金澤康範 、
 　吉村真理 、竹本伸輔

学会発表 第70回 九州山口薬学大会 9月23日 飯塚病院における薬剤管理指導コミニュケーションスキル学生実習 村瀬美貴 、室　高広 、荒木哲也 、竹本伸

学会発表 第70回 九州山口薬学大会 9月23日 飯塚病院における実務実習モデルコアカリキュラムと現状の比較
室　高広 、荒木哲也 、土井章子 、吉柳富
次郎 、竹本伸輔

学会発表 第70回 九州山口薬学大会 9月23日 （株）麻生飯塚病院における持参薬チェックの有用性評価 鰐口和也 、吉村真理 、竹本伸輔



【2006年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
論文・著書 地域医療支援病院における「お薬手帳」の利用状況調査 3月1日 日本病院薬剤師会雑誌 42(3) : 355-358, 2006-03 室 高広、梅田勇一、竹本伸輔
論文・著書 抗MRSA 薬およびcarbapenem系抗菌薬適正使用化の試 11月1日 日本化学療法会誌 54（6）：511-519,2006-11 室 高広、秀島里沙、中村権一、神村英利

論文・著書
NST専門薬剤師の役割と展望－薬剤がもたらす栄養管理
上の諸問題－

10月1日 臨床外科 : 宮崎 勝 : 医学書院東京都 : 1341-1348, 2006-10 林 勝次

○飯塚病院薬剤部における外来化学療法室の現状と問題点 鰐口和也、荒木哲也、竹本伸輔
○院内メール配信を用いた薬剤師教育の実施と効果の検討 秀島里沙、室 高広、竹本伸輔
○薬剤師を対象とした手指衛生に関する意識調査と知識の評価 梅田勇一、室 高広、竹本伸輔
○血糖コントロール状態と術後入院期間の関係について 舛永朋子、室 高広、竹本伸輔、神村英利

○抗菌薬使用量抑制に対する各種試みの効果に関する研究
室 高広、秀島里沙、梅田勇一、中村権一、
竹本伸輔、神村英利、加留部善晴

学会発表 第 69 回 九州山口薬学大会 9月17日 飯塚病院における持参薬確認システムの現状と問題点
持尾佳代子、鰐口和也、瓜生悦子、西智
子、吉村真理、金沢、竹本

【2005年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
学会発表 第 15 回 日本医療薬学会年会 10月1日-2日 お薬手帳の入院患者持参薬内容チェックに対する有用性調査 室 高広 、梅田勇一 、竹本伸輔

学会発表 第 68 回 九州山口薬学大会 9月17日-19日 当院精神科病棟におけるお薬教室の有用性の検討
瓜生悦子 、竹本伸輔 、室 高広 、永光円美
、秀島里沙 、田中文子 、吉岡良一

学会発表 第 20 回 日本環境感染学会総会 2月25日-26日 大規模急性期病院における院内器具類消毒ガイドラインの施行と影響の把握 室 高広 、倉重貴彰 、中村権一
学会発表 第 23 回 日本国際保健医療学会西日本地方会 3月5日 インドネシア地震津波災害援助活動での薬剤管理における活動報告と問題点 室 高広

【2004年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

学会発表 第 42 回 日本糖尿病学会九州地方会 10月22日-23日 ナテグリニドが投与された糖尿病患者の傾向について
犬丸麻衣子、竹本伸輔、江藤　隆、小寺隆
元、名取省一

学会発表 第 26 回 日本中毒学会総会 7月9日 当院における中毒カルテ作成の試み
秀島里沙 、穂坂直美 、中村朋子 、真名子
順一 、鮎川勝彦

【2003年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者

論文・著書 EBMに基づく院内感染対策Q＆A 10月 国立病院大阪医療センター感染対策委員会 : 株式会社　南江堂東京 : 57-57, 2003
原　司 、波多江新平 、白阪琢磨 、武田　裕
、藤田直久 、井上　栄 、賀来満夫　他

学会発表 第 5 回 フォーラム 医療の改善活動全国大会 in 金沢 11月8日 当直業務の改善 古賀佳恵

【2000年】
種別 雑誌／学会・研究会名 年月日 表題／演題 著者／発表者
論文・著書 九州薬学会会報 54,：47 - 51 ．2000 新しい技術によるDI業務の改善とマニュアル化 室　高広、田中忠広、黒岩　信、田代邦博

論文・著書 九州薬学会会報 54,：97 - 101 ．2000 自家製剤桂枝茯苓丸（生薬）の処方状況および製剤方法の改善
黒岩　信、原　司、室　高広、田中忠広、内
田豊二、瀬戸俊哉、田代邦博、
 　長谷川賞吾、三潴忠道、古田一史

論文・著書 九州薬学会会報 54,：87 - 96 ．2000 漢方診療専門医が処方する漢方薬以外の処方状況
黒岩　信、原　司、田代邦博、長谷川賞吾、
三潴忠道、古田一史

CAPDクリティカルパスへの取り組み
大久保佳恵、原　司、室　高広、田中忠広、
黒岩　信、田代邦博

J-SETシステムの当院における運用状況の報告 田中忠広、室　高広、黒岩　信、田代邦博

ケアマネジャー兼務の総合病院薬剤師における現状と問題点
室　高広、林　勝次、黒岩　信、原　司、田
代邦博

桂枝茯苓丸煎剤の保存安定性の検討（1）
原　司、室　高広、田中忠広、黒岩　信、田
代邦博、清水袈裟光

循環器・心臓血管外科・内科混合病棟での服薬指導開始と問題点
最上桜子、黒岩　信、田代邦博、縄田千恵
子、安藤廣美

循環器科病棟での服薬指導開始と問題点
原　陽子、黒岩　信、田代邦博、花岡夏子、
岡松秀一

整形外科・眼科混合病棟での服薬指導開始と問題点
秋吉菜穂、黒岩　信、田代邦博、上田香代
子、廣石悟朗、新井　堅

煎じ薬を主とした漢方処方箋の院外発行と問題点 黒岩　信、原　司、田代邦博

内科混合病棟での服薬指導開始と問題点
栢岡珠美、黒岩　信、田代邦博、谷口真由
美、橋口悦子

訪問服薬指導業務における留意点と改善点
林　勝次、田代邦博、黒岩　信、室　高広、
田中忠広

学会発表 第16回 日本医療薬学会年会

学会発表

9月30日-10月1日

第64回 九州山口薬学大会 11月10日-12日
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