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急性期病院における栄養スクリーニングの取り組みについて 頼光翔
島田杏子、馬庭祐子、糸川佳容子、田
中淳子、筑後一徳、徳家敦夫

第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会（品川区、
東京都）

2019/2/15

医師等に対するQT延長患者の情報提供に向けた取り組み 石原 裕介
伊藤 太一、陶山 裕平、原 妃紗子、
原 直之、安食 健一、横手 克樹

第28回日本医療薬学会年会（神戸市，兵庫県） 2018/11/25

トラスツズマブ　エムタンシンの副作用発現状況調査 山田　弓美 頼光　翔、園山　智宏、横手　克樹 第28回日本医療薬学会年会（神戸市，兵庫県） 2018/11/25

妊婦の薬物療法におけるカウンセリングに関する調査－奇形
発生や胎児へのリスク認識及び妊娠継続意思の変化－

今岡美紀子 布野優子、横手克樹 第28回日本医療薬学会年会（神戸市,兵庫県） 2018/11/24

島根県立中央病院における臨床研究・治験事務局業務の効率
化

島田杏子
安食綾子、青木裕子、目黒昌美、石田
こずえ、別所一房美、安食健一、徳家
敦夫、小阪真二

第57回全国自治体病院学会（郡山市，福島県） 2018/10/19

統合情報システムにおける一般名処方機能追加による効果 尾﨑　俊幸
頼光　翔、園山　智宏、安食　健一、
横手　克樹

第57回全国自治体病院学会（郡山市福島県） 2018/10/19

病棟薬剤師からの副作用情報収集方法変更に伴う効果の検討 園山智宏
石原裕介、頼光翔、尾﨑俊幸、布野優
子、山﨑奈緒美、勝部直美、安食健
一、新田真紀、横手克樹

第21回日本医薬品情報学会　総会・学術大会（鈴
鹿市、三重県）

2018/7/1

島根県立中央病院における妊娠中の薬服用に関するカウンセ
リング業務　～カウンセリング後の服薬状況と出産状況の調

布野優子
今岡美紀子、吉松祐利加、平野榮作、
寺西正充、横手克樹

日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会（徳島市蔵本町、徳島県）

2017/10/22

冠動脈ステント留置患者への薬剤管理指導に関する調査　～
指導箋を用いた服薬指導およびお薬手帳への情報シール貼付

仲谷翼
山本悠太、伊藤太一、村上彩子、雫文
子、石原裕介、平野榮作、横手克樹

第56回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤
師会　中国四国支部学術大会（徳島市蔵本町、徳

2017/10/21

島根県立中央病院における過去５年間のプレアボイド報告に
関する調査

吉岡美智子
景山修介、山崎弘湖、尾崎俊幸、平野
榮作、横手克樹

第56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術大会（徳島市蔵本町、徳島

2017/10/21

入退院サポートセンターへの常駐による薬剤師業務の実施状
況

山崎紗恵
石原裕介、島田杏子、勝部直美、平野
榮作、横手克樹

第56回全国自治体病院学会（千葉市美浜区、千葉
県）

2017/10/20

高カロリー輸液を利用した造血幹細胞移植患者の栄養管理状
況

頼光翔
山本悠太、村上彩子、島林逸人、園山
智宏、平野榮作、横手克樹、竹下和
男、吉岡尚徳、吾郷浩厚

第39回日本造血細胞移植学会総会（松江市、島根
県）

2017/3/3

当院におけるダプトマイシンの使用状況の調査 森山史就
新山哲央、横手克樹、平野榮作、竹下
和男

第55回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤
師会　中国四国支部学術大会（岡山市、岡山県）

2016/11/6

抗精神病薬または抗うつ薬服用中の便秘症患者に対するルビ
プロストンの有効性と安全性に関する調査

景山修介
山崎弘湖、島林逸人、勝部直美、安食
健一、平野榮作、横手克樹、竹下和男

第55回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤
師会　中国四国支部学術大会（岡山市、岡山県）

2016/11/5

調剤薬局からの院外処方せんに対する情報提供内容の調査ー
2016年度診療報酬改定前後での比較ー

山本悠太
雫文子、尾崎俊幸、園山智宏、平野榮
作、横手克樹、竹下和夫

日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会（岡山市、岡山県）

2016/11/5

当院における後発医薬品導入への取り組み 陶山裕平
新山哲央、園山智宏、平野榮作、横手
克樹、竹下和男、徳家敦夫

第55回全国自治病院学会（富山）（富山市、富山
県）

2016/10/20

全病棟薬剤師によるVCMのTDM業務実施に向けての取り組み 横手克樹
森山史就、新山哲央、安食健一、園山
智宏、平野榮作、竹下和男、徳家敦夫

本医療薬学会（京都市、京都府） 2016/9/19

島根県立中央病院の向精神薬多剤投与に対する診療報酬改定
の影響

勝部直美
安食健一、原直之、寺西正充、平野榮
作、横手克樹、竹下和男

第25回日本医療薬学会年会（横浜市、神奈川県） 2015/11/23

分子標的薬による甲状腺機能低下症の発現状況および甲状腺
機能検査の実施状況

頼光翔

島林逸人、山田弓美、園山智宏、平野
榮作、横手克樹、竹下和男、村瀬哲
也、泉谷悟、櫻下弘志、西垣内亮、佐
伯康之、松尾裕彰

第25回日本医療薬学会年会（横浜市、神奈川県） 2015/11/23

常用薬情報を利用した処方入力支援機能の開発と有用性に関
する調査

石原裕介
安食健一、横手克樹、園山智宏、平野
榮作、竹下和男、小阪真二

第25回日本医療薬学会年会（横浜市、神奈川県） 2015/11/21

デノスマブ投与患者における低カルシウム血症の発現に関す
る要因の検討

山崎弘湖
村上彩子、陶山裕平、島林逸人、頼光
翔、山田弓美、園山智宏、平野榮作、
横手克樹、竹下和男

第54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術大会（高知市、高知県）

2015/11/1

ラモトリギンの適正使用状況及び皮膚障害に関する調査 雫文子
湯山千明、原妃紗子、勝部直美、安食
健一、平野榮作、横手克樹、竹下和男

第54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術大会（高知県高知市、文化
プラザかるぽーと）

2015/10/31

がん患者指導管理料3に関連した薬剤師業務の評価 園山智宏
島林逸人、頼光翔、山田弓美、平野榮
作、横手克樹、竹下和男

第54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術大会（高知市、高知県）

2015/10/31

院内における配合変化実例の収集と再発防止に向けた取り組
み

尾﨑俊幸
新山哲央、福田恵美子、園山智宏、平
野榮作、横手克樹、竹下和男

第54回全国自治体病院学会（函館市、北海道） 2015/10/8

島根県立中央病院におけるオピオイド誘発の便秘症に対する
ルビプロストンカプセルの有効性と安全性に関する調査

島林逸人
頼光翔、山﨑奈緒美、平野榮作、横手
克樹、竹下和男

第23回クリニカルファーマシーシンポジウム医療
薬学フォーラム2015（名古屋国際会議場）

2015/7/5

島根県立中央病院におけるオキシコドン注射剤へのオピオイ
ドスイッチングの現状

頼光翔
島林逸人、山崎奈緒美、陶山裕平、平
野榮作、横手克樹、竹下和男

日本薬学会第135年会(神戸市､兵庫県) 2015/3/26

静注用busulfan投与における投与量および支持療法に関する
調査

園山智宏

伊藤太一、陶山裕平、島林逸人、頼光
翔、山田弓美、平野榮作、横手克樹、
竹下和男、岡﨑翔一郎、池田直人、若
山聡雄、吾郷浩厚

第37回 日本造血細胞移植学会総会(神戸市,兵庫
県)

2015/3/7

冠動脈ステント留置患者への薬剤管理指導に関する調査～初
回ステント留置患者への服薬指導と抗血小板薬の服薬状況～

村上彩子
雫文子、石原裕介、森山史就、平野榮
作、横手克樹、竹下和男

第53回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会 中国四国支部学術大会(広島市､広島県)

2014/11/8

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤の初回
投与患者に対するＢ型肝炎スクリーニング検査の実施状況

伊藤太一
島林逸人、頼光翔、山田弓美、園山智
宏、平野榮作、横手克樹、竹下和男

第53回 日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会 中国四国支部学術大会(広島市、広島県)

2014/11/8

妊婦・授乳婦へのカウンセリング業務の効率化を目的とした
管理システムの作成

布野優子
今岡美紀子、平野榮作、山田弓美、安
食健一、園山智宏、横手克樹、竹下和
男、小阪真二

全国自治体病院学会(宮崎市、宮崎県) 2014/10/30

炭酸リチウムの適正使用に向けた病棟薬剤師の関わり 安食健一
勝部直美、福田恵美子、園山智宏、横
手克樹、平野榮作、竹下和男

第24回日本医療薬学会年会(名古屋市、愛知県) 2014/9/28

注射指示入力画面への支援機能追加による院内指針遵守率と
感受性率への影響

新山哲央
森山史就、安食健一、園山智宏、福田
恵美子、横手克樹、平野榮作、竹下和

第24回日本医療薬学会年会(名古屋市､愛知県) 2014/9/28

薬剤師による疑義照会処方に対する処方修正への取り組み 尾﨑俊幸
山﨑奈緒美、島田杏子、湯山千明、安
食健一、寺西正充、平野榮作、横手克
樹、竹下和男

第24回日本医療薬学会年会(名古屋市、愛知県) 2014/9/27

島根県立中央病院における救急医療領域での薬剤師業務 寺西正充
日本医療薬学会第54回公開シンポジウム(松江市、
島根県)

2014/8/9

疑義照会時における臨床検査値の確認に関する調査 原  妃紗子
尾崎 俊幸、上代 紗恵、田部 祐利
加、平野　榮作、後藤　澄子、岩成

第7回 島根県薬剤師学術大会(出雲市､島根県) 2013/11/17

心臓カテーテル検査前における抗血小板薬の服薬確認に関す
る調査

石原裕介
森山史就、島田杏子、横手克樹、安食
健一、園山智宏、平野榮作、後藤澄
子、岩成治

第7回島根県薬剤師学術大会(出雲市, 島根県) 2013/11/17

持参薬管理支援システムの構築と運用 陶山裕平
石原 裕介、原 和輝、安食 健一、
横手　克樹、平野　榮作、後藤　澄

第52回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会 中国四国支部学術大会(愛媛県松山市)

2013/10/27

臨床検査値に基づいた疑義照会に関する調査 原　妃紗子
尾崎 俊幸、上代 紗恵、田部 祐利
加、平野　榮作、後藤　澄子、岩成

第52回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会･中国四国支部学術大会(松山市､愛媛県)

2013/10/27

がん地域連携パスにおける薬・薬連携の現状
～薬剤情報提供書を用いた情報共有～

園山　智宏 益田市薬剤師会学術研修会(益田市,島根県) 2013/10/19

腎機能に注意が必要な薬剤の適正使用に向けた取り組み 原　直之
新山 哲央、石原 裕介、田部 祐利
加、安食 健一、平野 榮作、竹下
和男、後藤　澄子、岩成　治

第52回全国自治体病院学会(京都市左京区宝ヶ池,
京都府)

2013/10/17

がん地域連携パスにおける薬剤情報提供書を用いた薬・薬連
携に関するアンケート調査

頼光　翔
園山智宏、山田弓美、島林逸人、平野
榮作、後藤澄子、岩成　治

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会第12回島根支部学術集会(出
雲市大社町､島根県)

2013/9/28

心臓カテーテル検査前における抗血小板薬の服薬確認に関す
る調査

石原裕介
森山史就、島田杏子、横手克樹、安食
健一、園山智宏、平野榮作、後藤澄
子、岩成治

第23回日本医療薬学会年会(仙台市, 宮城県) 2013/9/22

島根県立中央病院におけるプレアボイド報告から見た病棟業
務の現状

尾﨑　俊幸
新山 哲央、金子 奈緒美、園山 智
宏、横手 克樹、平野 榮作、後藤
澄子、岩成　治

第23回日本医療薬学会年会(仙台市宮城県) 2013/9/22

ハイリスク薬に対する薬剤管理指導支援機能の構築と運用 島田杏子
原和輝、安食健一、園山智宏、横手克
樹、平野榮作、竹下和男、後藤澄子、

医療薬学ﾌｫｰﾗﾑ2013 第21回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
(金沢市,石川県)

2013/7/20



妊婦・授乳婦の薬物療法におけるカウンセリングに関する調
査

今岡美紀子
布野優子、平野榮作、後藤澄子、岩成
治

医療薬学ﾌｫｰﾗﾑ2013 第21回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
(石川県立音楽堂 もてなしﾄﾞｰﾑ地下広場)

2013/7/20

常用薬が原因で救命救急センターに入院したと思われる症例
の過去3年間の調査

寺西　正充
森山 史就、安食 健一、園山 智
宏、横手 克樹、平野 榮作、後藤
澄子、今岡　友紀

第16回日本臨床救急医学会総会･学術集会(千代田
区,東京都)

2013/7/12

当院でのプレアボイド報告への取り組み 尾﨑俊幸
島根県病院薬剤師会ﾌﾟﾚｱﾎﾞｲﾄﾞ報告委員会(出雲市
島根県)

2013/6/1

消化管GVHDに対するベクロメタゾン腸溶性カプセルの使用経
験

島林逸人
島林逸人、頼光翔、原弓美、原和輝、
園山智宏、平野榮作、後藤澄子、今岡
友紀、岡崎翔一郎、景山康生、若山聡

第35回日本造血細胞移植学会総会(金沢市、石川
県)

2013/3/9

電子カルテシステムにおけるＴＤＭ業務支援ツール構築によ
る業務の効率化

森山史就
新山哲央、横手克樹、安食健一、園山
智宏、平野榮作、後藤澄子、今岡友
紀、小阪真二

第32回医療情報学連合大会(新潟市、新潟県) 2012/11/15

麻薬管理システムによる手術部の定数配置麻薬に対する保管
管理体制の充実と効率化

安食健一
竹下和男、園山智宏、横手克樹、卜蔵
俊仁、平野榮作、後藤澄子、今岡友
紀、狩野芳子、佐々木敦子、小阪真二

第32回医療情報学連合大会(第13回日本医療情報学
会学術大会)(新潟市、新潟県)

2012/11/15

注射指示入力画面への支援機能追加による適正使用への取り
組み
～腎機能に基づいた抗菌薬等の処方入力支援～

新山哲央
石原裕介、尾﨑俊幸、安食健一、福田
恵美子、横手克樹、平野榮作、後藤澄
子、今岡友紀

日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師会 中国
四国支部学術大会(松江市、根県)

2012/11/11

腎機能に応じた注射薬監査への取り組み 石原裕介
新山哲央、尾﨑俊幸、安食健一、福田
恵美子、平野榮作、後藤澄子、今岡友

第51回日本薬学会､日本薬剤師会､日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会(松江市、島根県)

2012/11/11

電子カルテに蓄積されたデータを利用した内服薬の腎機能別
投与量チェック業務について

田部祐利加
原和輝、島田杏子、福田恵美子、横手
克樹、平野榮作、後藤澄子、今岡友紀

第51回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会(松江市、島根県)

2012/11/11

病棟業務における疑義照会の登録機能の改善～登録機能の変
更前後における疑義照会に関する調査～

上代紗恵
尾崎俊幸、安食健一、園山智宏、平野
榮作、後藤澄子、今岡友紀

第51回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会(松江市、島根県)

2012/11/11

医薬品適正使用に対する取り組み-医薬品情報管理室と病棟薬
剤師との連携-

布野優子
金子奈緒美、園山智宏、安食健一、原
和輝、尾崎俊幸、新山哲央、平野榮
作、後藤澄子、今岡友紀

日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師会 中国
四国支部学術大会(松江市、島根県)

2012/11/11

NICU処方監査の効率化と標準化に向けた取り組み 山本花菜
原直之、安食健一、金子奈緒美、平野
榮作、後藤澄子、今岡友紀

第51回全国自治体病院学会(高松市、香川県) 2012/11/8

電子カルテと連動した特定生物由来製品管理システムの構築
第2報

尾﨑俊幸
安食健一、頼光翔、福田恵美子、卜藏
俊仁、竹下和男、平野榮作、後藤澄子

第22回日本医療薬学会年会(新潟市、新潟県) 2012/10/28

救命救急病棟及びＩＣＵへの新規入院患者における常用薬の
関与が疑われた症例について

寺西正充
森山史就、安食健一、園山智宏、横手
克樹、平野榮作、後藤澄子、今岡友紀

第22回日本医療薬学会年会(新潟市､新潟県) 2012/10/27

東日本大震災に伴う医薬品供給に関する島根県立中央病院の
対応-供給制限や停止等への対応-

原和輝
安食健一、金子奈緒美、園山智宏、平
野榮作、後藤澄子、丸井英宣、金聲
根、今岡友紀

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会第11回島根支部学術集会(松
江市、島根県)

2012/9/29

がん地域連携パスにおける薬薬連携の取り組み 園山智宏
園山智宏、原弓美、頼光翔、島林逸
人、上代紗恵、平野榮作、後藤澄子、

医療薬学ﾌｫｰﾗﾑ2012 第20回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
(福岡市、福岡県)

2012/7/14

エルネオパ&reg;採用によるTPN調製業務及び微量元素充足率
への影響

頼光翔
島田杏子、福田恵美子、平野榮作、後
藤澄子、今岡友紀

医療薬学ﾌｫｰﾗﾑ2012 第20回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
(福岡市、福岡県)

2012/7/14

新バーコードを活用した特定生物由来製品管理システムの構
築

安食健一
平成23年度医薬品包装ｾﾐﾅｰ(日本包装技術協会関東
支部主催)(渋谷区、東京都)

2012/3/16

がん化学療法における服薬指導 原弓美 がん化学療法に関する研究会(松江市、島根県) 2012/3/3

造血幹細胞移植後のCMV感染症に対するvalgancyclovir適正使
用に向けて

園山智宏
原和輝、原弓美、頼光翔、島林逸人、
平野榮作、後藤澄子、今岡友紀、景山
康生、若山聡雄、吾郷浩厚

第34回 日本造血細胞移植学会総会(大阪市、大阪
府)

2012/2/25

当院の持参薬確認業務について 原和輝 第19回薬剤管理指導研修会(松江市､島根県) 2011/12/3

簡易懸濁法およびOD錠の導入による調剤業務効率化の検討 古川奈津子
松原千明、金子奈緒美、安食健一、布
野優子、卜蔵俊仁、平野榮作、後藤澄
子、今岡友紀

第6回島根薬剤師学術大会(出雲市､島根県) 2011/11/20

持参薬の安全管理に向けた取り組み～持参薬管理業務の現状
とアンケート調査～

原直之
原和輝、島田杏子、横手克樹、平野榮
作、後藤澄子、今岡友紀

第50回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会(高松市､香川県)

2011/11/13

調剤業務効率化に向けた簡易懸濁法およびOD錠の導入 古川奈津子
松原千明、金子奈緒美、安食健一、布
野優子、卜蔵俊仁、平野榮作、後藤澄
子、今岡友紀

第50回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師
会 中国四国支部学術大会(高松市､香川県)

2011/11/12

東日本大震災に伴う医薬品の供給制限・停止等への対応につ
いて

園山智宏
原和輝、安食健一、金子奈緒美、平野
榮作、後藤澄子、丸井英宣、金聲根、
今岡友紀

全国自治体病院学会 第50回記念大会(千代田区、
東京都)

2011/10/19

がん地域連携パスについて 園山智宏
第6回 出雲がん化学療法ﾚｼﾞﾒﾝｾﾐﾅｰ(ﾚｼﾞﾒﾝｸﾗﾌﾞ)(島
根県薬剤師会出雲簸川支部学術研修会)(出雲市、

2011/10/11

島根県立中央病院における医薬品配合変化情報の収集に向け
た取り組み

尾﨑俊幸
安食健一、園山智宏、竹下和夫、平野
榮作、後藤澄子、今岡友紀

第21回日本医療薬学会年会(神戸市、兵庫県) 2011/10/2

島根県立中央病院におけるパニツムマブ療法の副作用発現に
関する調査

島林逸人
頼光翔、新山哲央、原弓美、原和輝、
園山智宏、金子奈緒美、平野榮作、後
藤澄子、今岡友紀

第21回日本医療薬学会年会(神戸市、兵庫県) 2011/10/2

救命救急病棟入院患者の常用薬確認により薬剤起因性が疑わ
れた症例について

寺西正充
尾崎俊幸、横手克樹、福田恵美子、園
山智宏、金子奈緒美、安食健一、平野
榮作、後藤澄子、今岡友紀

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会第10回島根支部学術集会(松
江市、島根県)

2011/9/17


