
令和元年 10 月 

会員各位 

 

青森県病院薬剤師会 

会 長 田村健悦 

 

青森県病院薬剤師会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き   令和元年 10 月 27 日（日） 9：30 ～ 16：15  

     ところ   県民福祉プラザ ４階 県民ホール 

            青森市中央 3 丁目 20－30 

☎ 017－777－9191 

 

参加費   1000 円 

 

 

 

 

共  催  青森県病院薬剤師会 

株式会社大塚製薬工場 

 

 

 

 

当日参加の会員には、日病薬病院薬学認定薬剤師制度の受講シールあるいは研修センター

の受講シールのいずれかを交付します。 

また、『生涯研修記録』には 2.5 単位と各自記録下さい。 
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Ⅰ．開会の辞                          9：30 ～   9：35 

会長 田村 健悦 先生 
   

Ⅱ．会員研究発表 1                  9：35 ～ 10：19 

―― 座長 幸坂 英明  先生（外ヶ浜中央病院） 

 

1. 院外処方箋を用いたアレルギー情報の共有化 

青森労災病院 薬剤部 ○畑山未来、中野有瑛、工藤滉大、馬場啓貴 

 西舘尚子、坂口修治、中村一成 

 

2. 骨粗鬆症外来と当院 OLS における薬剤師の役割について 

十和田市立中央病院 薬局 ○小原和、三好幸法、栗山稔 

 

3. 院外処方箋の事前合意プロトコールの導入とその効果 

八戸市立市民病院 薬局  ○榊教克、南和志、石倉一樹、田村健悦 

 

4. 高齢糖尿病患者のインスリン自己注射チェックシートの分析 

村上病院 薬剤科 ○阿部俊郎 

村上病院 看護部 穐元麻美、畠山素子、小泉恵 

村上病院 糖尿病内科 増田光男 

 

Ⅲ．会員研究発表 2                  10：19 ～ 11：14 

―― 座長 新岡 琢也  先生（つがる総合病院） 
 

5. 抗菌薬使用量サーベイランスに基づく前立腺生検術後感染予防抗菌薬適正使用支援 

八戸市立市民病院 薬局 ○谷内良英、南和志、田村健悦 

 

6. 多剤耐性緑膿菌モニタリングにおける Antibiotic Heterogeneity Index（AHI）の 

有用性に関する検討 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部・弘前大学医学部附属病院  感染制御センター 

 ○東野優花、岡村祐嗣、津山博匡 

弘前大学医学部附属病院 検査部・弘前大学医学部附属病院  感染制御センター 

 井上文緒、萱場広之 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 新岡丈典 
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7. 抗がん剤の廃棄状況 

青森県立中央病院 薬剤部 ○加賀碧美、千葉典子、木村雅子、増田朱美 

 柴田美代子、山本章二 

 

8. ベバシズマブ投与患者における尿蛋白（定量・定性）と投与中止の実際 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 ○伊藤梢、細井一広、中川潤一 

今良仁、畑山昂大、新岡丈典 

 

9. 当院でのオキサリプラチン誘発性末梢神経障害の傾向と併用薬による予防効果 

黒石市国民健康保険黒石病院 薬剤科○早狩亮、渡邉記祥、岡崎圭祐、中村文博 

 三上順子、大平尚武、神雅昭 

黒石市国民健康保険黒石病院 外来化学療法室  

清水妙子、長尾朋恵 

 

Ⅳ．委員会報告                          11：20 ～ 11：50 

座長  矢田 康司 先生（むつ総合病院） 

①  病院薬剤業務評価推進委員会      11：20  ～  11：30 

「青森県内各診療施設における薬剤業務の現状分析」 

病院薬剤業務評価推進委員 福士 涼子 先生 

②  教育研修委員会           11：30  ～  11：40 

「認定・専門薬剤師研修会プロジェクトについて」 

教育研修委員長 新岡 丈典 先生 

③ プレアボイド委員会   優秀事例発表  11：40  ～  11：50 
    「乳児に対し、カリウム製剤の過量投与を未然に回避できた一例」 

八戸市立市民病院 石亀 奈津子 先生 
 

 
休憩（昼食） 11：50～12：30 

 

Ⅴ．共催講演                   12：30  ～  13：00 

                       座長 中村 一成 先生 

「病院からの質問と製剤安定供給に対する企業の取り組み」 
   株式会社大塚製薬工場 

 

休憩（昼食） 11：50～12：30 

休憩・準備 13：00～13：05 
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Ⅵ．特別講演                 13：05  ～  14：05 

座長 田村 健悦 先生 

「フォーミュラリーに関する最近の話題」 

 
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 部長 田中 恒明 先生 

 
 

休憩・準備 14：05～14：15 
 

 
 
Ⅶ．会員研究発表 3                    14：15  ～ 15：10 
            ―― 座長  清水 美貴子 先生（青森大学薬学部） 

 

10. 半減期の長い薬物の３次式による薬物動態解析の試み 

―バロキサビルマルボキシルを例にー 

七福薬局むつ・七福薬局研究所 ○大久保正 

七福薬局研究所 田中真理子 

七福薬局 大久保七枝 

タンポポ薬局 大久保節子 

小金井ファーマシー 大久保美穂 

 

11. バンコマイシン高用量投与を要した症例における血中濃度低値リスク因子の検討 

八戸市立市民病院 薬局 ○川村和宏、南和志、石倉一樹、田村健悦 

 

12. 心房細動患者におけるリバーロキサバンの血中濃度に及ぼす薬物動態関連遺伝子多型の 

影響 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 ○飯塚芽依、中川潤一、上野桂代、新岡丈典 

弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座  

 金城貴彦、富田泰史 

 

13. 当院におけるボリコナゾール血中濃度測定例での血中濃度分布と、血中濃度に基づく 

用量調整の重要性に関する検討 

青森県立中央病院 薬剤部 ○若佐谷佳苗、長内克嘉、平野龍一、山本章二 

 

14. 生体肝移植後早期におけるレシピエントの回復と点滴持続静注タクロリムスの 

クリアランス変化率との関連 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 ○中川潤一、東野優花、岡村祐嗣、新岡丈典 

弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座 

 石戸圭之輔、木村憲央、脇屋太一、袴田健一 

 

休憩・準備 14：05～14：15 
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Ⅷ．会員研究発表 4                   15：10  ～ 15：54  
            ―― 座長  小野 朋子 先生（青森市民病院） 

 

15. 服薬アドヒアランスに影響を及ぼす要因に関する検討 

―岩木健康増進プロジェクト健診の参加者を対象とした調査結果より― 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 ○今良仁、工藤正純、金澤佐知子 

 小原信一、細井一広、照井一史 

 中川潤一、津山博匡、阿保成慶、兵藤塁 

 相内尚也、世永早紀、畑山昴大 

 松本誠也、川口聖也、伊藤梢、新岡丈典 

弘前大学大学院医学研究科 むつ下北地域医療学講座 

  島田美智子 

弘前大学大学院医学研究科 脳卒中・血管内科学講座 

 成田育代 

弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座  

井原一成、中路重之 

 

16. 当院循環器科・泌尿器科病棟における処方提案および相談応需に関する検討 

むつ総合病院薬剤部 薬剤科 ○清川明慶、矢田康司 

 

17. 整形外科病棟におけるリファンピシン服用患者の薬物動態学的相互作用に関する調査 

弘前大学医学部附属病院 薬剤部 ○成田彩乃、津山博匡、新岡丈典 

 

18. 八戸圏域における抗不安薬・睡眠薬の処方実態に関する調査のための小規模研究 2018 

八戸赤十字病院 薬剤部 ○鈴木敏、竹林優佳 

湊病院 薬剤部 小笠原久美子 

さくら病院 薬局 中居香織、渡千恵 

八戸市立市民病院 薬局 齊藤照尚 

八戸平和病院 薬剤部 山口亜弥子 

サンケア南部薬局 飯田正彦 

青森労災病院 薬剤部 中村一成 

 

Ⅸ．学術奨励金授与                   15：54  ～ 16：10  
 
         
Ⅹ．閉会の辞               16：10  ～ 16：15 

副会長 山本 章二 先生 

 

問い合わせ：青森県病院薬剤師会 教育研修委員会委員長 新岡 丈典 

青森県病院薬剤師会 事務局 八戸市立市民病院 薬局内  

TEL 0178-72-5142 

E-mail aobyo@hospital.hachinohe.aomori.jp 

担当 南 和志、石亀 奈津子 

mailto:aobyo@hospital.hachinohe.aomori.jp

