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発表年月日 発表者 学会名・研究会 場所 演題 

7月 24日 松下久美 日本医薬品情報学会 浜松 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠に対する安全性情報の活用 

7月 24日 瀧 祐介 日本医薬品情報学会 浜松 かかりつけ手帳を活用した地域医療連携へのかかわり 

7月 24日 後藤貴裕 日本医薬品情報学会 浜松 病院・保険薬局における一包化調剤に関するｱﾝｹｰﾄ調査 

8月 7日 松下久美 
静岡県病院薬剤師会 

新人研修会 ﾃｰﾏ別研修 
静岡市 妊婦授乳婦への薬物治療の基礎知識 

11月 13日 松下久美 第 20回日本医療薬学会年会 幕張市 
菊川市立総合病院と小笠薬剤師会保険薬局におけるパンフレ

ットを用いた妊婦授乳婦の標準化 

11月 23日 
北川俊朗 

日下豊史 
第 43回東海薬剤師学術大会 静岡市 薬剤師による地域連携ｼｽﾃﾑの構築を目指して 

11月 23日 松下久美 第 43回 東海薬剤師学術大会 静岡市 
菊川市立総合病院と小笠薬剤師会保険薬局におけるパンフレ

ットを用いた妊婦授乳婦の標準化 

11月 30日 瀧 祐介 島田医師会 島田市 お薬手帳～導入の経過と現状について 

2月 20日 山城博和 薬-薬セミナー 北海道 札幌市 薬薬連携について 

2月 20日 瀧 祐介 愛知県薬剤師会総会 名古屋市 地域医療連携とお薬手帳について 

3月 瀧 祐介 調剤と情報(薬学雑誌)  かかりつけ手帳の取り組み 



平成 23年度 

発表年月日 氏名 学会名・研究会・雑誌名 場所 演題 

4月 21日 日下 豊史 
静岡県病院薬剤師会西部支部例会 

会員報告 
浜松 「薬剤と思われる、催不整脈の症例」 

10月 山城 博和 Pharma Scope Vol.13  － 「持参薬管理を考える」 

10月 1日 山城 博和 第 21回日本医療薬会 神戸 「回復期リハビリテーション科病棟における薬剤師の必要性」 

10月 1日 後藤 貴裕 第 21回日本医療薬会 神戸 「薬剤科によるリスク回避（ﾌﾟﾚｱﾎﾞｲﾄﾞ）の現状と事例解析」 

10月 1日 松下 久美 第 21回日本医療薬会 神戸 「炭酸リチウムの TDMにおける薬剤師の関わり」 

10月 19日 山城 博和 
全国自治体病院学会 第 50回記念

大会 
東京 「副作用情報の共有化の必要性に関する調査」 

10月 19日 瀧 祐介 
全国自治体病院学会 第 50回記念

大会 
東京 「電子カルテに付随した電子薬歴の導入について」 

10月 山城 博和 日本病院薬剤師会雑誌 病院紹介 － 「個人の力をチームで生かす」 

11月 瀧 祐介 
静岡県病院薬剤師会西部支部例会 

会員報告 
浜松 「電子カルテに付随した電子薬歴の導入について」 

11月 18日 瀧 祐介 
静岡県病院薬剤師西部支部東ブロ

ック会 
掛川 「災害支援薬剤師報告」 

11月 19日 斎藤 博司 
第 6回医療の質・安全学会学術集

会 
東京 「血管収縮剤の血管外漏出事例と処置方法の院内統一」 

12月 10日 松下 久美 
県病院薬剤師会 妊婦授乳婦専門

薬剤師研修会 
静岡 「妊婦・授乳婦への薬物治療」      講師 

12月 17日 松下 久美 はなみずき薬局 勉強会   「妊婦・授乳婦への薬物治療の注意点」講師 

1月 山城 博和 パス最前線 2011秋号 － 「お薬手帳を活用した地域薬薬連携」 

2月 12日 山城 博和 県病院薬剤師会 学術大会 静岡 「回復期リハビリテーション科病棟における薬剤師の必要性 

3月 22日 小柳 愛子 
副作用研究会 会員報告 症例提

示 
浜松 ｽﾃｰﾌﾞﾝｽ・ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群が疑われた 1例 

3月 1日 瀧 祐介 静岡県病院薬剤師会会報 － 「災害派遣医療チームに参加して」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 24年度 

全国学会発表 

発表年月日 学会名 演題 発表者 

6月 23日 日本ジェネリック学会 ジェネリック医薬品推進における病院薬剤師の可能性 山城博和 

7月 7日 日本医薬品情報学会 
静岡県病院薬剤師会における妊婦・授乳婦薬物療法専門薬剤師

研修会のあり方 
松下久美 

10月 27日 日本医療薬学会 病棟薬剤師カンファレンスの有用性の検討 小柳愛子 

10月 27日 日本医療薬学会 地域保険薬局との合同勉強会を通しての薬薬連携の取り組み 瀧 祐介 

10月 27日 日本医療薬学会 精神科領域における退院後お薬手帳調査 栗原 梢 

11月 8日 全国自治体病院学会  薬剤師による代行入力と今後の展望 山城博和 

12月 2日 日本臨床薬理学会 
高校生を対象としたランダム化比較試験の信頼性確保における

CRCの役割 
松下久美 

地方ブロック大会発表 

発表年月日 大会名 演題 発表者 

9月 1日 CRCと臨床試験のあり方を考える会議 
高校生を対象としたランダム化比較試験の信頼性確保における

CRCの役割 
松下久美 

11月 18日 日本病院薬剤師東海ブロック 薬剤師の病棟常駐による適切な薬物治療への関わり 後藤貴裕 

2月 17日 
静岡県病院薬剤師学術大会 

（最優秀賞獲得） 
病棟薬剤師カンファレンスの有用性の検討 小柳愛子 

論文・雑誌・取材等 

発表年月日 雑誌名 タイトル 筆者 

5月 月刊薬事 5月号 全国誌 Front page もう一つのチーム医療のあり方 薬剤科 

7月 アルフレッサ発行「Fresh Leaf」 YAKUJIN 薬物治療を一本の線に 7月号 瀧 祐介 

9月 病院薬剤師業務マニュアル 第 5版 TDM（薬物血中濃度モニタリング）について 山城博和 

10月 Clinical Research  Professionals 
高校生を対象としたランダム化比較試験の信頼性確保における

CRCの役割 
松下久美 

1月 キッセイ雑誌 「KISSEI KUR」 第 4回 病院薬剤部門における地域医療安全への取り組み 薬剤科 

静岡県病院薬剤師会関連 

発表年月日 大会・研修会名等 内容 発表者 

7月 18日 県病院薬剤師会 西部支部例会 回復期病棟における病棟薬剤師の必要性 会員報告 後藤貴裕 

12月 15日 県病院薬剤師会 妊婦授乳婦 SSRI服用中に妊娠が判明した症例  講師 松下久美 

1月 県病院薬剤師会 会報 62号 病棟薬剤師業務に必要な考え方  執筆 山城博和 

1月 22日 静岡県自治体病院協議会 病棟薬剤師配置加算の現状報告  発表 山城博和 

2月 17日 静岡県病院薬剤師学術大会 病棟薬剤師配置加算算定病院として  シンポジスト 瀧 祐介 

 

 

 

 

 


