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がん化学療法におけるG-CSF製剤の使用状況と適正使用に対する問題点

草信晴美 第19回日本医療薬学会年会

長崎

H21/10/24,25

抗菌薬感受性と使用薬剤の実態調査

滝波省悟 第19回日本医療薬学会年会

長崎

H21/10/24,25

呼吸器疾患患者を対象とした吸入指導への取り組み
過去６年間におけるNSAIDsの使用状況と抗潰瘍薬の使用状況 －院内講演会前後の
比較－

第48回日本薬学会・日本薬剤師会・
安尾哲郎 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 徳島
術大会
第49回日本薬学会・日本薬剤師会・
織田広美 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 米子
術大会

H21/11/7,8
H22/11/6,7

アプレピタントの適正使用のための使用実態調査

草信晴美 第20回日本医療薬学会年会

千葉

H22/11/13,14

抗菌薬使用状況とレボフロキサシン体制大腸菌の動向

滝波省悟 第20回日本医療薬学会年会

千葉

H22/11/13,14

院内における持参薬管理業務の導入と有用性について

安尾哲郎 第20回日本医療薬学会年会

千葉

H22/11/13,14

がん化学療法とチーム医療 －肺がんを中心に－

藤井宏美

岡山

H23.7.16

抗がん剤の内服薬に関する副作用調査

草信晴美 第21回日本医療薬学会年会

神戸

H23/10/1,2

薬剤耐性グラム陰性桿菌の現状調査

滝波昇悟 第21回日本医療薬学会年会

神戸

H23/10/1,2

集中治療領域における薬剤師の参加と活動状況

安尾哲郎 第21回日本医療薬学会年会

神戸

H23/10/1,2

がん化学療法チームにける薬剤師の役割

第50回日本薬学会・日本薬剤師会・
渡邊麻里子日本病院薬剤師会 中国四国支部学 高松
術大会

－手足症候群を中心に－

第27回岡山県病院薬剤師会癌薬物
療法研究会

H23/11/12,13

集中治療領域におけるチーム医療への薬剤師の参加と活動状況

安尾哲郎 第15回日本臨床救急医学会

熊本

H24/6/16,17

がん化学療法時の薬・薬連携の必要性

藤井宏美

岡山

Ｈ24/11/7

当院におけるトラマドールカプセルの使用状況

第51回日薬・薬剤師会・日病薬中国
山城可奈絵
四国支部学術大会

松江

H24/11/10,11

周術期管理チームにおける薬剤師の活動状況

第51回日本薬学会・日本薬剤師会・
野﨑皓子 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 松江
術大会

H24/11/10,11

チーム連携が有効であった食道癌の一例

三垣知子 第7回日本緩和医療薬学会

千葉

H25/9/15,16

病棟薬剤業務実施加算算定に向けたモデル病棟での取り組み

安尾哲郎 第23回日本医療薬学会年会

仙台

H25/9/21,22

グリゾチニブによる悪心のコントロールに苦慮した一例

藤井宏美 第23回日本医療薬学会年会

仙台

H25/9/21,22

プレアボイド事例の現状調査と活用に向けた取り組み
岡山県薬剤師会のJPALSへの取り組み

－登録状況と今後の問題点－

おかやま がん化学療法薬・薬セミ
ナー

第52回日本薬学会・日本薬剤師会・
高森智敬 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 松山
術大会
第52回日本薬学会・日本薬剤師会・
安尾哲郎 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 松山
術大会

H25/10/26,27
H25/10/26,27

薬物相互作用を考慮したNSTサポートによる持続する下痢が改善した２症例

大橋智子 第17回日本病態栄養学会

大阪

H26/1/11,12

ICU/HCU病棟における抗MRSA薬適正使用に関する薬剤師の介入状況

安尾哲郎 第17回日本臨床救急医学会

宇都宮

H26/5/31,6/1

外来化学療法と外来輸血件数および輸血関連有害事象発現に関する検討

草信晴美 第19回日本緩和医療学会学術大会

神戸

H26/6/20,21

プレアボイド・薬学的介入症例の現状調査とその活用 －症例検討会の実施による医療
辻佑香里 第24回日本医療薬学会年会
安全への貢献－

名古屋

H26/9/27,28

フッ化ピリミジン系抗がん剤とワ－ファリン錠の相互作用についての調査

名古屋

H26/9/27,28

草信晴美 第24回日本医療薬学会年会

オピオイドローテーションにより1日1回型フェンタニル貼付剤に変更した症例のQOLに関
草信晴美 第8回日本緩和医療薬学会
する検討

松山

第53回日本薬学会・日本薬剤師会・
C型慢性肝炎におけるシメプレビル+ペグインターフェロン+リバビリン3剤併用療法の使用
水嶋萌美 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 広島
状況調査
術大会
第53回日本薬学会・日本薬剤師会・
入退院サポートセンターにおける薬剤師の関わり
伏見友里 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 広島
術大会

H26/10/3～5
H26/11/8,9
H26/11/8,9

消化器症状の緩和に関する事例

草信晴美 岡山緩和ケア薬剤師カンファレンス

岡山

H27/9/13

抗悪性腫瘍薬内服中の多剤投与についての後方視的解析

藤井宏美 第53回日本癌治療学会学術集会

京都

H27/10/29

外来窓口における薬学的指導への取り組み

第54回日本薬学会・日本薬剤師会・
木下晴菜 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 高知
術大会

H27/10/31

脳卒中患者に対する薬学的背景の検証とチームでの取り組み

高森智敬 第25回日本医療薬学会年会

横浜

H27/11/21～23

カンジダ血症のリスク因子と抗真菌薬の使用状況に関する検討

滝波昇悟 第25回日本医療薬学会年会

横浜

H27/11/21～23

監物英男 第25回日本医療薬学会年会

横浜

H27/11/21～23

岡山県における喘息死ゼロ作戦に向けた薬剤師の取り組み
脳卒中診療における薬剤師の取り組み 急性期

（第2報）

－川崎病院での取り組み－

安尾哲郎 第4回 岡山脳卒中チームケア研究会 岡山

H28/3/19

SGLT2阻害薬の適正使用を目的とした服薬指導についての検討

安原直紀 日本薬学会 第136年会

横浜

H28/3/27

ポリファーマシーの現状調査と改善に向けた取り組み

河本純平 第26回日本医療薬学会年会

京都

H28/9/17～19

脳梗塞発症患者におけるt-PA製剤の使用状況と投与前後の薬物療法の調査

第55回日本薬学会・日本薬剤師会・
横山杏香 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 岡山
術大会

腎機能障害患者における脳卒中の発症病型とNOACの適正使用調査

高森智敬

第11回日本腎臓病薬物療法学会 学
横浜
術集会・総会2016

H28/11/5,6
H28/11/19,20

第11回日本腎臓病薬物療法学会 学
福岡
術集会・総会2017

腎機能低下患者に対する医薬品適正使用に向けた取り組み

高森智敬

当院における薬剤師外来の取り組み

第56回日本薬学会・日本薬剤師会・
塚本絢子 日本病院薬剤師会 中国四国支部学 徳島
術大会

H29/10/21,22

化学療法患者を対象とした口内炎の発生状況とその対策についての調査

草信晴美 第27回日本医療薬学会年会

横浜

H29/11/3～5

東京

H30/5/25～27

中咽頭がん患者の頚部難治性疼痛に対してケタミンが奏功し良好な疼痛コントロールが
木下晴菜 第12回日本緩和医療薬学会年会
得られた１例
緩和ケア病棟担当薬剤師として患者の終活にかかわれた１例について

第1回日本緩和医療学会中国四国支
藤原真亜子
松江
部学術大会

虚血性心疾患発症患者における入院時のHbA1c,LDL-Cおよび糖尿病治療薬使用状況
第7回日本くすりと糖尿病学会学術集
河本純平
名古屋
の調査
会

H29/9/30,10/1

H30/9/8
H30/10/13,14

腎機能低下患者を対象とした入院時における持参薬適正使用についての調査

高森智敬

第12回日本腎臓病薬物療法学会 学
浜松
術集会・総会2018

H30/10/20,21

抗菌薬適正使用支援チームの活動が抗菌薬の使用状況に及ぼす影響の検討

立石翼

第57回日本薬学会・日本薬剤師会・
日本病院薬剤師会 中国四国支部学 米子
術大会

H30/11/10,11

オクトレオチド持続投与により腹部症状が著明改善した一例

第2回日本緩和医療学会中国四国支
藤原真亜子
広島
部学術大会

R1/8/30,31

抗菌薬適正使用支援活動が抗菌薬の使用状況に及ぼす影響の検討

立石翼

R1/11/2～4

第29回日本医療薬学会年会

福岡

