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著書・商業誌

当院における経口糖尿病薬の服薬コンプライアンス プラクティス Vol.24 No5 2007. 9.10
◎浜野峰子, 朝倉俊治, 松井扶貴子, 富田健一 
, 梅野美一

GNRI
ワンステップアップ 

栄養アセスメント基礎編 
（医歯薬出版）

2010年10月発売 ◎北英士

糖尿病教室における薬物療法の講義 月刊薬事 Vol.53.No.5(2011) ◎浜野峰子

摂食嚥下障害チームにおける薬剤師の活動 月刊薬事 Vol.53.No.9(2011) ◎北英士

NSTにおいて薬剤師の専門性をいかに発揮するか 薬事新報
第2830号 

2014年3月27日 ◎北英士

原著論文

転院時における病院薬剤師間連携の一症例 九州薬学会会報 第58号 2004
◎北英士, 永野俊玲, 朝倉俊治, 後藤玲子 
, 武山正治

地域県病薬薬剤師会における感染制御専門薬剤師への意識調査と感染対策の取り組みの現状 日本病院薬剤師会雑誌 第43巻 11号 2007 ◎伊東弘樹, 後藤俊元, et al

再発多発性骨髄腫に対するボルテゾミブ療法における副作用発現頻度と発現時期の調査 医療薬学 Vol.36.No.4(2010)
◎槇枝大貴, 久枝真一郎, 木下英樹 
, 内田まやこ, 池末裕明, 三嶋一登, 渡邉裕之 
, 末安正典, 宮本敏浩, 江頭伸昭, 大石了三

血清アルブミン値と年齢との関連性の検討～急性期病院における調査から～ 静脈経腸栄養 Vol.25.No.6(2010)
◎北英士, 伊東弘樹, 染矢浩美, 平島智子 
, 野田武, 井上真, 石松裕和, 阿部浩子

バンコマイシンとシクロスポリンの薬物血中濃度測定におけるTDXFLXとARCHITECTアナライザーの比較
検討

九州薬学会会報 第65号 2011 ◎永野俊玲, 後藤俊元, 浜野峰子, 岩崎慎也 
, 佐藤雄介, 朝倉俊治

緩和ケア, 在宅医療, 後発医薬品使用に関する薬薬連携の実態調査 九州薬学会会報 第68号 2014
◎永野俊玲, 堀美保, 安倍真由美, 尾形美絵 
, 紀雅之, 権玲奈, 佐藤雄介, 菅田佳子 
, 槇原洋子, 菅田哲治, 森一生

大分県病院薬剤師会会報掲載

がん化学療法における急性悪心・嘔吐に対するステロイド投与量の適正 大分県病院薬剤師会会報 Vol.42.No.1(2010) ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治

電子カルテシステムと連動したがん化学療法システムの導入と運用 大分県病院薬剤師会会報 Vol.42.No.2(2011) ◎久枝真一郎, 佐藤雄介, 永野俊玲, 朝倉俊治

大分赤十字病院におけるチーム医療の推進に関する報告～厚生労働省医政局長通知（医政発0430第1号）の
発出をうけて～

大分県病院薬剤師会会報 Vol.43.No.1(2011) ◎永野俊玲, 浜野峰子, 岩崎慎也, 久枝真一郎 
, 山添太一朗, 佐藤雄介, 朝倉俊治

トラマドール経口即効製剤の使用実態に関する調査 大分県病院薬剤師会会報 Vol.43.No.2(2012) ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治

抗血栓薬の手術時と消化管内視鏡実施時における休薬基準表の作成 大分県病院薬剤師会会報 Vol.44.No.1(2012) ◎山添太一朗, 岩崎慎也, 永野俊玲, 朝倉俊治

糖尿病入院患者に対する降圧薬の処方状況と入院による血圧への影響 大分県病院薬剤師会会報 Vol.44.No.1(2012) ◎浜野峰子, 朝倉俊治, 梅野美一

当院におけるダビガトランエテキシラートの使用状況の調査 大分県病院薬剤師会会報 Vol.44.No.2(2013) ◎岩崎慎也, 永野俊玲, 朝倉俊治

大分赤十字病院におけるNK1受容体拮抗剤の使用状況 大分県病院薬剤師会会報 Vol.45.No.2(2014) ◎久枝真一郎

薬物療法を医師と共に検討した膵神経内分泌腫瘍の一症例 大分県病院薬剤師会会報 Vol.46.No.2(2015) ◎久枝真一郎, 朝倉俊治

演題・テーマ・タイトル等 学会名・研究会名等 発表年. 月 発表者 備考

学会発表

薬剤師の栄養療法に関する知識向上のために～大分県病院薬剤師会栄養輸液研修会をとおして～ 第１７回 
日本医療薬学会年会

2007. 9
◎阿部浩子, 伊東弘樹, 井上真, 北英士
, 染矢浩美, 武山正治

前橋

当院におけるワルファリン抗凝固療法の現状 第71回 
日本循環器学会総会学術集会

2007. 3 ◎岩崎慎也, 永野俊玲, 朝倉俊治, 岩尾哲 神戸

大分赤十字病院におけるNSTの現状と課題 第４３回 
日本赤十字社医学会総会

2007. 10 ◎北英士, 石田哲也, 吉田雅文 大分

Harris-Benedict計算式による必要カロリーの考え方～実際の投与カロリーとその転帰～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎伊東弘樹, 井上真, 北英士, 石松裕和 

, 平島智子, 衛藤加奈子, 森本敏彦, 伊藤洋二 

, 野田武, 染矢浩美, 阿部浩子

京都

高齢者における栄養評価を考える～有用な栄養マーカーの探索～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎野田武, 井上真, 北英士, 衛藤加奈子 

, 平島智子, 伊藤洋二, 森本敏彦, 石松裕和 

, 染矢浩美, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価におけるT-Choの位置付け（その1）～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎石松裕和, 北英士, 井上真, 衛藤加奈子 

, 平島智子, 伊藤洋二, 森本敏彦, 野田武 

, 染矢浩美, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価におけるＴＰの位置付け（その2）～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎平島智子, 井上真, 北英士, 染矢浩美 

, 石松裕和, 野田武, 伊藤洋二, 森本敏彦 

, 衛藤加奈子, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価におけるA/Gの位置付け（その3）～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎染矢浩美, 井上真, 北英士, 石松裕和 

, 平島智子, 衛藤加奈子, 森本敏彦, 伊藤洋二 

, 野田武, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価におけるBUNおよびCreの位置付け（その4）～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎伊藤洋二, 井上真, 衛藤加奈子, 平島智子 

, 北英士, 森本敏彦, 野田武, 石松裕和 

, 染矢浩美, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価もおけるBMIの位置付け（その５）～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会 2008. 2
◎北英士, 井上真, 衛藤加奈子, 平島智子 
, 伊藤洋二, 森本敏彦, 野田武, 石松裕和 
, 染矢浩美, 伊東弘樹, 阿部浩子

京都

栄養評価におけるNaおよびKの位置付け(その6)～大分県下の症例よりAlbとの相関について考える～
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎森本敏彦, 伊藤洋二, 衛藤加奈子, 平島智子 

, 北英士, 伊東弘樹, 井上真, 野田武 

, 石松裕和, 染矢浩美, 阿部浩子

京都

大分県下におけるEN施行症例の実態
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎井上真, 伊東弘樹, 北英士, 石松裕和 

, 平島智子, 衛藤加奈子, 森本敏彦, 伊藤洋二 

, 野田武, 染矢浩美, 阿部浩子

京都

大分県下における経腸栄養剤の使用実態調査
第２３回 

日本静脈経腸栄養学会
2008. 2

◎阿部浩子, 北英士, 井上真, 衛藤加奈子 

, 平島智子, 伊藤洋二, 森本敏彦, 野田武 

, 石松裕和, 染矢浩美, 伊東弘樹

京都

大分赤十字病院におけるリネゾリド注射薬の使用状況
医療薬学フォーラム2008 

第１６回 
クリニカルファーマシー 

2008. 7 ◎永野俊玲, 後藤俊元, 宗広樹, 朝倉俊治 東京

経口タクロリムスの薬物血中トラフ値が適正値に到達しなかった難治性潰瘍性大腸炎の一症例
第１８回 

日本医療薬学会年会 2008. 9
◎北英士, 永野俊玲, 木下忠彦, 石田哲也 
, 朝倉俊治 札幌

複数薬剤を服用している患者における副作用歴
第４４回 

日本赤十字社医学会総会 2008. 10 ◎浜野峰子, 朝倉俊治 釧路

当院に導入した服薬指導支援システムと医薬品情報検索システム
第４１回 

日本薬剤師学術大会 2008. 10 ◎山添太一朗, 永野俊玲, 朝倉俊治 宮崎

大分赤十字病院におけるオキシコドンの使用状況
第４１回 

日本薬剤師学術大会 2008. 10 ◎永野俊玲, 園部千賀子, 朝倉俊治 宮崎

クローン病における栄養療法の現状と緩解維持療法におけるHalf EDの推奨
第２４回 

日本静脈経腸栄養学会 2009. 1 ◎北英士, 石田哲也 鹿児島

大分県下3施設における胃全摘術施行患者の栄養管理の実態
第２４回 

日本静脈経腸栄養学会
2009. 1

◎伊東弘樹, 井上真, 北英士, 石松裕和 

, 染矢浩美, 阿部浩子
鹿児島

栄養状態と免疫能の関係～臨床検査値と注射薬抗生剤からその関係に迫る～
第２４回 

日本静脈経腸栄養学会
2009. 1

◎石松裕和, 伊東弘樹, 井上真, 衛藤加奈子 

, 平島智子, 北英士, 伊藤洋二, 野田武 

, 森本敏彦, 染矢浩美, 阿部浩子

鹿児島

外科領域の化学療法施行時におけるステロイド初回投与量の適正化 第４５回 
日本赤十字社医学会総会

2009. 10 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 久枝真一郎, 朝倉俊治 
, 福澤謙吾

前橋

電子カルテシステムと連動したがん化学療法レジメンシステムの導入と運用 第１９回 
日本医療薬学会年会

2009. 10 ◎久枝真一郎, 永野俊玲, 佐藤雄介, 朝倉俊治 長崎

がん化学療法における急性悪心・嘔吐に対するステロイド投与量の適正化 第７１回 
九州山口薬学大会

2009. 11 ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治 別府

バンコマイシンとシクロスポリンの血中薬物濃度測定機器の比較検討 第７２回 
九州山口薬学大会

2010. 9 ◎永野俊玲, 後藤俊元, 朝倉俊治 下関

緩和医療領域における薬剤師の関与 第４回 
日本緩和医療薬学会

2010. 9 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 久枝真一郎, 朝倉俊治 鹿児島

プレドニゾロン服用患者に対する糖尿病薬の処方状況 第４８回 
日本糖尿病学会九州地方会

2010. 10 ◎浜野峰子, 朝倉俊治, 梅野美一 別府

がん化学療法施行時におけるステロイド量の調節による制吐作用の検証 第４６回 
日本赤十字社医学会総会

2010. 11 ◎宗広樹, 永野俊玲, 久枝真一郎, 佐藤雄介 
, 朝倉俊治

仙台

がん化学療法施行時におけるステロイド量の調節による制吐作用の検証 第２０回 
日本医療薬学会年会

2010. 11 ◎永野俊玲, 久枝真一郎, 佐藤雄介, 朝倉俊治 千葉

在宅酸素療法(HOT)導入の慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者を対象としたGNRIの有効性の検証 [第１報] 第２６回 
日本静脈経腸栄養学会

2011. 2 ◎北英士, 西村文宏, 伊東弘樹 名古屋

潰瘍性大腸炎におけるタクロリムスのTDM 第２８回 
日本TDM学会・学術大会

2011. 6 ◎後藤俊元, 永野俊玲, 朝倉俊治 広島

フェンタニル経皮吸収製剤の使用状況に関する調査 第５回 
日本緩和医療薬学会年会

2011. 9 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 久枝真一郎, 朝倉俊治 幕張

シスプラチンの投与前後における腎毒性を考慮した効率的な輸液量と点滴時間の設定に関する検討 第２１回 
日本医療薬学会年会

2011. 10 ◎永野俊玲, 久枝真一郎, 佐藤雄介, 朝倉俊治 神戸

ステロイド薬と糖尿病薬併用時における低血糖発現状況の調査 第４９回 
日本糖尿病学会九州地方会

2011. 10 ◎浜野峰子, 朝倉俊治, 立川裕史, 梅野美一 福岡

抗がん剤レジメンシステムによる抗がん剤注射施行患者の入院期間の適正化 第４7回 
日本赤十字社医学会総会

2011. 10 ◎久枝真一郎, 西口幸代, 佐藤雄介, 永野俊玲 
, 朝倉俊治

福井

トラマドール経口即効製剤の使用実態に関する調査 第７３回 
九州山口薬学大会

2011. 11 ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治 那覇

DPC対象病院における有効性と経済性を考慮したバンコマイシンの適正使用に関する検討

第５４回 
日本感染症学会 

中日本地方学会学術集会 
第５９回 

日本化学療法学会西日本支部総会

2011. 11 ◎永野俊玲, 後藤俊元 奈良

慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者を対象としたGNRIの有効性の検討 [第２報] 第２７回 
日本静脈経腸栄養学会

2012. 2 ◎北英士, 伊東弘樹, 髙橋健, 石田哲也 
, 朝倉俊治

神戸

当院におけるダビガトランエテキシラートの使用状況の調査 第６回 
日本腎臓病薬物療法学会学術集会

2012. 9 ◎岩崎慎也, 永野俊玲, 朝倉俊治 札幌

トラマドール経口即効製剤の使用実態に関する調査 第６回 
日本緩和医療薬学会年会

2012. 10 ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治 神戸

１日１回投与型のフェンタニル経皮吸収製剤へのオピオイドローテーションの実態に関する検討 第６回 
日本緩和医療薬学会年会

2012. 10 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 西明子, 朝倉俊治 神戸

トラマドール経口即効製剤の使用実態に関する調査 第４８回 
日本赤十字社医学会総会

2012. 10 ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治 高松

糖尿病入院患者に対する降圧薬の処方状況と入院による血圧への影響 第５０回 
日本糖尿病学会九州地方会

2012. 10 ◎浜野峰子, 朝倉俊治, 梅野美一 久留米

手術適応予定の外来患者を対象とした薬剤師の介入による抗血液凝固薬の服薬鑑査業務 第２２回 
日本医療薬学会年会

2012. 10 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 西明子, 朝倉俊治 新潟

大分赤十字病院におけるクローン病に対する栄養療法の現状 第２８回 
日本静脈経腸栄養学会

2013. 2 ◎北英士, 高橋健, 東玲子, 神田貴子 
, 朝倉俊治, 石田哲也

金沢

骨転移痛に対して純粋オキシコドン注射剤が有効であった２症例 第７回 
日本緩和医療薬学会年会

2013. 9 ◎佐藤雄介, 永野俊玲, 久枝真一郎, 朝倉俊治 千葉

GC療法におけるゲムシタビン投与に対する骨髄抑制の影響 第２３回 
日本医療薬学会年会

2013. 9 ◎久枝真一郎, 永野俊玲,佐藤雄介, 朝倉俊治 仙台

大分赤十字病院の腎臓病教室における薬剤師の取り組み 第２３回 
日本医療薬学会年会

2013. 9 ◎岩崎慎也, 金田幸司, 副田明美, 浜野香奈 
, 徳丸茂史, 永野俊玲, 朝倉俊治

仙台

当院におけるオキシコドン注射液の使用実態に関する報告 第４８回 
日本赤十字社医学会総会

2013. 10 ◎永野俊玲, 佐藤雄介, 朝倉俊治 和歌山

当院の血液透析施行患者におけるCKD-MBD管理の現状調査 第７回 
日本腎臓病薬物療法学会学術集会

2013. 10 ◎岩崎慎也, 永野俊玲, 朝倉俊治 広島

当院におけるグリベンクラミドの処方状況 第２回 
くすりと糖尿病学会学術集会

2013. 11 ◎浜野峰子, 朝倉俊治, 梅野美一 東京

大分赤十字病院におけるクローン病に対する栄養療法の現状（第２報） 第２９回 
日本静脈経腸栄養学会

2014. 2 ◎北英士, 高橋健, 神田貴子, 東玲子 
, 森山直美, 朝倉俊治, 石田哲也

横浜

薬物治療を医師と共に検討した膵神経内分泌腫瘍の一症例 第76回 
九州山口薬学大会

2014. 11 ◎久枝真一郎, 永野俊玲, 朝倉俊治 長崎

大分赤十字病院におけるクローン病に対する栄養療法の現状（第３報） 第３０回 
日本静脈経腸栄養学会

2015. 2 ◎北英士, 高橋健, 神田貴子, 東玲子 
, 森山直美, 朝倉俊治, 石田哲也

神戸

当院におけるオセルタミビルの予防投与の検証 第３０回 
日本環境感染学会

2015. 2 ◎後藤俊元, 鎌田善子, 高橋健 神戸

講演・講義

大分赤十字病院の外来化学療法への取り組み 大分乳癌セミナー2007 2007. 4 ◎永野俊玲 大分

抗菌薬TDM測定及び解析の基礎 感染対策研修会 2009. 2 ◎永野俊玲 大分

抗がん剤レジメンシステム運用の利点と課題 大分肺癌治療講習会 2009. 6 ◎永野俊玲 大分

抗がん剤投与時の悪心・嘔吐に対する薬物療法 オンコロジー研修会 2009. 7 ◎久枝真一郎 大分

新人のための薬理学 大分県看護協会 
平成２１年度研修会

2009. 7 ◎永野俊玲 大分

中心静脈栄養法について
大分県病院薬剤師会 
栄養輸液研修会 2009. 10 ◎山添太一朗 大分

中心静脈栄養法における症例提示 大分県病院薬剤師会 
栄養輸液研修会

2009. 10 ◎北英士 大分

がん化学療法の現状と問題点

大腸癌治療ガイドライン講座 
－番外編－ 

大腸癌治療ガイドライン講座 
運営委員会

2010. 2 ◎永野俊玲 大分

くすりとの上手なつき合い方 別府市市民公開講座 2010. 6 ◎浜野峰子 別府

臨床における栄養アセスメントについて
なのみの会 

（中津薬剤師会） 2010. 12 ◎北英士 中津

健康食品について正しく理解しましょう 高血圧市民講座 2011. 11 ◎岩崎慎也 大分

当院における感染対策とTDM
大分県病院薬剤師会 
感染対策研修会 2011. 12 ◎後藤俊元 大分

乳がんの診断と治療
大分県薬剤師会 
認定薬剤師講習会 2012. 1 ◎久枝真一郎 大分

膀胱癌に対するGC療法による骨髄抑制が投与スケジュールに与える影響
大分県病院薬剤師会 
オンコロジー研修会 2013. 1 ◎久枝真一郎 大分

がん薬物療法「乳がん」
大分県薬剤師会 
認定薬剤師講習会 2013. 1 ◎久枝真一郎 大分

抗がん剤治療の薬の話
大分赤十字病院 
患者交流会 2013. 2 ◎久枝真一郎 大分

当院におけるNK1受容体拮抗剤の使用状況 癌・炎症セミナー 2013. 7 ◎久枝真一郎 大分

明日から取り組める薬剤師としてのがん医療へのかかわり方
日田玖珠地区地域 

がん医療従事者（薬剤師）研修会 2013. 11 ◎久枝真一郎 日田

抗がん剤治療の話 ひまわりの会 2014. 2 ◎久枝真一郎 大分

がん薬物療法「乳がん」
第５回 

がん薬物療法認定薬剤師講習会 
（大分県薬剤師会）

2014. 2 ◎久枝真一郎 大分

臨床栄養の実践～クローン病の栄養管理～ 栄養輸液研究会 2014. 3 ◎北英士 大分

肺癌で使用される経口分子標的薬の副作用対策
大分県病院薬剤師会 
オンコロジー研修会 2014. 10 ◎久枝真一郎 大分

院内研修会

NST活動について 大分赤十字病院NST委員会 
NST勉強会

2009. 7 ◎山添太一朗 大分

当院におけるがん化学療法への薬剤師の関わり 大分赤十字病院 
学術講演会

2010. 11 ◎久枝真一郎 大分

薬剤師からみた当院の胃部分切除におけるクリニカルパスの検証
大分赤十字病院 
クリニカルパス大会 2011. 2

◎佐藤雄介, 後藤俊元, 永野俊玲, 西口幸代 
, 長尾望美, 木下忠彦　 大分

簡易懸濁法 大分赤十字病院 
クリニカルパス大会

2011. 10 ◎山添太一朗 大分

大腿骨頚部骨折パスにおける薬剤師の関わりと現状 大分赤十字病院 
クリニカルパス大会

2012. 9 ◎後藤俊元, 河村誠一 大分

薬剤管理指導業務およびパスの現状と課題 大分赤十字病院 
クリニカルパス大会

2013. 2 ◎後藤俊元 大分

薬剤師会関係発表

大分赤十字病院におけるNSTの現状と課題
第１２回 

日赤九州ブロック薬剤師研修会 2007. 6 ◎北英士, 石田哲也, 吉田雅文, 朝倉俊治 福岡

病態に応じたTPN管理により電解質異常が是正された一症例
第１３回 

大分県薬剤師学術大会 2008. 1
◎山添太一朗, 北英士, 石田哲也, 永野俊玲 
, 朝倉俊治 大分

大分赤十字病院における電子カルテシステム－薬剤部関係－ 第１３回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2008. 7 ◎佐藤雄介 熊本

抗がん剤による嘔吐に対するデキサメタゾンの使用状況
第１４回 

大分県薬剤師学術大会 2009. 1 ◎久枝真一郎, 永野俊玲, 朝倉俊治 大分

腎臓病教室における薬剤師の取り組み 第１４回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2009. 7 ◎岩崎慎也, 朝倉俊治 福岡

緩和ケア領域における薬剤師の関与
第１４回 

日赤九州ブロック薬剤師研修会 2009. 7 ◎久枝真一郎, 永野俊玲, 佐藤雄介, 朝倉俊治 福岡

化学療法施行時におけるステロイド投与量の調節による制吐作用の検証 第１５回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2010. 7 ◎佐藤雄介 熊本

抗悪性腫瘍剤処方加算算定に向けた患者向け内服抗がん剤説明文書の作成
第１６回 

大分県薬剤師学術大会 2011. 2
◎久枝真一郎, 佐藤雄介, 永野俊玲, 牧裕子 
, 朝倉俊治 大分

当院におけるゲムシタビンの投与量および減量割合の実態調査 大分県病院薬剤師会 
オンコロジー研修会

2011. 6 ◎久枝真一郎 大分

ホルモン抵抗性前立腺がん患者に用いるDP/DEC療法の患者服薬シートの作成と評価 第１６回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2011. 7 ◎山添太一朗 長崎

臨床栄養における薬剤師の業務～薬剤師のリーダーシップ計画～ 第１６回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2011. 7 ◎北英士 長崎

糖尿病入院患者に対する降圧薬の処方状況と入院による血圧への影響 第１７回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2012. 6 ◎浜野峰子 熊本

抗血栓薬の手術時と消化管内視鏡実施時における休薬基準表の作成 第１７回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2012. 6 ◎山添太一朗 熊本

がん化学療法時の悪心嘔吐に対する処方提案 大分県病院薬剤師会 
８月例会

2012. 8 ◎久枝真一郎 大分

腎機能低下患者における糖尿病薬の使用状況 大分県病院薬剤師会 
１０月例会

2013. 10 ◎浜野峰子 大分

骨転移痛に対して純粋オキシコドン注射剤が有効であった２症例 大分県病院薬剤師会 
１２月例会

2013. 12 ◎佐藤雄介 大分

GC療法におけるゲムシタビン投与に対する骨髄抑制の影響 第１８回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2013. 6 ◎久枝真一郎 福岡

ネフローゼを伴う膜性腎症に対する薬物療法に関与した一症例 第１回 
大分県病院薬剤師会症例検討会

2013. 7 ◎岩崎慎也 大分

薬物治療を医師と共に検討した膵神経内分泌腫瘍の一症例 第19回 
日赤九州ブロック薬剤師研修会

2014. ７ ◎久枝真一郎 熊本

心電図変化からピルジカイニド中毒が疑われた腎機能低下患者の一症例 第3回 
大分県病院薬剤師会症例検討会

2015. 2 ◎岩崎慎也 大分


