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学会発表等
HCI International 2011
Conference.

9-14,July, 2011
Orland,
Florida, USA

What Label Design of Ampule for Injection, Do
you want ?

山口大学病院 Hiroyuki Furukawa

学会発表等
IC研究会－フローレンス
クラブ第3回学術集会

1905年7月3日 東京
スポンジ汚染の緑膿菌と患者から分離される緑膿菌
との関連性

山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第59回日本化学療法学会
総会

2011.6 札幌
Clostridium difficileの芽胞に対する次亜塩素酸ナ
トリウムの消毒効果

山口大学病院
小林晃子, 尾家重治, 古
川裕之

学会発表等
71st International
congress of FIP

3-8, Sept., 2011
Hyderabad,
India

VISUAL IMPROVEMENT IN THE LABEL DESIGN OF
INJECTABLE DRUGS CAN DECREASE HUMAN ERROR

山口大学病院 Hiroyuki Furukawa

学会発表等
71st International
congress of FIP

2011.9.3-8
Hyderabad,
India

The development of the adverse drug reaction
detection system in the cooperation of the
community pharmacy and the hospital pharmacy

山口大学病院

Kyoji Kouda, Yuko
Nagasawa, Hisako
Yoshimoto, Hiroyuki
Furukawa

学会発表等
第１１回　ＣＲＣと臨床
試験のあり方を考える会
議

2011.9.24-25 岡山
CRAを対象とした病院見学ツアー開催の取り組みと今
後の展望

山口大学病院

篠﨑寛一、有馬秀樹、福
井幸枝、吉若知英子　、
乗安里佳、下瀬茂美　、
古川裕之、梅本誠治、
坂井田功

学会発表等
第11回CRCと臨床試験のあ
り方を考える会議 2011
in 岡山

2011.09.24 岡山
シンポジウム②製造販売後調査～現状と課題～「医
療機関からみた製造販売後調査」

山口大学病院 有馬秀樹

学会発表等
第11回CRCと臨床試験のあ
り方を考える会議 2011
in 岡山

2011.09.25 岡山
曖昧な認識のまま使用している用語の検討～臨床試
験にかかわる問題の調査報告と効率化に向けた提案
５～

山口大学病院

鈴木千恵子、有馬秀樹、
井草千鶴、久保田篤司、
寺元　剛、松岡悦子、松
嶋由紀子、水井貴詞、古
川裕之、神谷　晃

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
投与量計算の正解率比較に基づく注射剤添付文書の
『用法・用量』記載方法の提案

山口大学病院
西川直也、高砂美和子、
上田冴子、山田美穂、古
川裕之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会　平成23年10月1日
（土）、2日(日)

2011.10.1-2 神戸
未承認薬・適応外薬使用に関する倫理審査体制の整
備

山口大学病院

○構木　泰信1,2、濱田
淑恵2、梅本　誠治2、古
川　裕之1,2、坂井田
功2,3

学会発表等 山口大学病院

1 山口大学医学部附属病
院　薬剤部、2山口大学
医学部附属病院　臨床試
験支援センター、3 山口
大学大学院　医学系研究
科　消化器病態内科学

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸 薬薬連携による副作用シグナル検出システムの構築 山口大学病院
幸田恭治、長澤悠子、吉
本久子、古川裕之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
効率的な薬剤管理指導業務に向けての標準化への取
り組み

山口大学病院

吉本久子　幸田恭治　渡
邊正規　宮野早代　長澤
悠子　植松俊成　吉本和
代　山縣未揺　日野千恵
子　植松直美　西本麻理
子　古川裕之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
ソラフェニブの投与量並びに適正使用に関する実態
調査

山口大学病院

大坪泰昭、松田俊之、合
澤啓二、政　賢悟、松永
尚、北岡朋子、宇都直
哉、平賀元、近藤元三、
濱田哲暢、古川裕之、寺
田智祐、齋藤秀之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
イマチニブの投与量並びに適正使用に関する実態調
査

山口大学病院

合澤啓二、北岡朋子、宇
都直哉、政　賢悟、大坪
泰昭、松永尚、近藤元
三、濱田哲暢、福永栄
子、松田俊之、平賀元、
寺田智祐、齋藤秀之

平成22年度　学会・研究会等における報告一覧（山口大学医学部附属病院 薬剤部）
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学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
エルロチニブの投与量並びに適正使用に関する実態
調査

山口大学病院

林稔展、北岡朋子、宇都
直哉、平賀元、近藤元
三、大坪泰昭、政　賢
悟、合澤啓二、松田俊
之、小早川高徳、濱田哲
暢、松永尚、寺田智祐、
齋藤秀之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
定期的検査を要する医薬品の検査実施率向上につい
て

山口大学病院
坂井康仁、幸田恭治、上
田藍、古川裕之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2
添付文書中のあいまいな表現(定期的)に対する医療
者の理解

山口大学病院
上田藍、矢賀和子、坂井
康仁、幸田恭治、古川裕
之

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
ワルファリンとフッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤併
用患者における相互作用に関する実態調査

山口大学病院

磯部邦彌、大坪泰昭、伊
東真由子、平岡ひろ子、
岡智之、塚原邦浩、光岡
尚代、益成宏、渡邉博
之、三堀史郎、山本武
史、俣賀隆

学会発表等
第21回日本医療薬学会年
会

2011.10.1-2 神戸
院外処方箋全面発行に向けた課題と取り組み　－入
院患者への安全・安心な薬物療法の提供を目指して
－

山口大学病院

廣實　清司、内田　豊、
古川　裕之、笠井　直
樹、水津　賢治、杉山
美由紀

学会発表等 第73回九州山口薬学大会 2011.11.12-13 沖縄 病院・診療所での活動（気仙沼市立病院） 山口大学病院 尾崎　正和

学会発表等 -病院薬剤師の視点で- 山口大学病院

学会発表等 第73回九州山口薬学大会 2011.11.12-13 沖縄 添付文書中のあいまいな表現に対する医療者の理解 山口大学病院
矢賀和子、上田藍、坂井
康仁、幸田恭治、古川裕
之

学会発表等 第73回九州山口薬学大会 2011.11.12-13 沖縄
薬－薬連携による副作用シグナル検出システムの構
築

山口大学病院

長澤悠子、幸田恭治、植
松直美、日野千恵子、清
水忠司、藤本正雄、岡幸
夫、若松輝明、吉本久
子、古川裕之

学会発表等 第73回九州山口薬学大会 2011.11.12-13 沖縄
投与量計算の正解率からみえる教育の現状と注射剤
添付文書の『用法・用量』記載方法の提案

山口大学病院
高砂美和子、西川直也、
上田冴子、山田美穂

学会発表等
The 10th East Asia
Conference on Infection
Control and Prevention

2011.11 Busan Environmental Contamination by MDROs. 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
The 10th East Asia
Conference on Infection
Control and Prevention.

2011.11 Busan
MRSA Contamination of Air While Changin
Bedclothes and Quilt Use for Patients With
MRSA.

山口大学病院
山崎博史, 尾家重治, 宮
野直之, 古川裕之

学会発表等
第32回日本臨床薬理学会
年会

2011.12.01 浜松
使用成績調査におけるIRB準備業務の効率化のための
チェックシートの作成

山口大学病院
有馬秀樹、篠崎寛一、幸
田恭治、梅本誠治、坂井
田　功、古川裕之

学会発表等
第32回日本臨床薬理学会
年会

2011.12.01 浜松
効率的な治験実施の為の検討と提案３～事前インタ
ビューシートの標準化と活用による情報共有の推進
～

山口大学病院

寺元　剛、有馬秀樹、井
草千鶴、久保田篤司、鈴
木千恵子、松岡悦子、松
嶋由紀子、水井貴詞、神
谷　晃、古川裕之

学会発表等
第32回日本臨床薬理学会
年会

2011.12.01 浜松

「事前ヒアリング」「スタート・アップ・ミーティ
ング」「キック・オフ・ミーティング」の実態調査
からの治験の効率化に向けた提案～曖昧な用語の検
討２～

山口大学病院

井草千鶴、有馬秀樹、久
保田篤司、鈴木千恵子、
寺元　剛、松岡悦子、松
嶋由紀子、水井貴詞、神
谷　晃、古川裕之

学会発表等
第33回日本臨床薬理学会
年会

2011.12.01 浜松
合併症、侵襲・・・曖昧な認識のまま使用していま
せんか？～曖昧な用語の検討３～

山口大学病院

松岡悦子、有馬秀樹、井
草千鶴、久保田篤司、鈴
木千恵子、寺元　剛、松
嶋由紀子、水井貴詞、神
谷　晃、古川裕之
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学会発表等
第32回日本臨床薬理学会
年会

2011.12.1～3 浜松
治療を目的として使用される未承認薬・適応外医薬
品に関する審査体制の現状調査

山口大学病院
○構木泰信1)2)　濱田淑
恵2) 梅本誠治2) 古川裕
之1)2)　坂井田　功2)

学会発表等 日本薬学会第132年会 2012.3.28-31 札幌
Styrene maleic acid copolymer(SMA)を利用した
Cisplatin高分子誘導体の物理化学的性質

山口大学病院
税所篤行、中村秀明、原
田元、大坪泰昭、前田
浩、古川裕之

学会発表等

平成22年度　独立法人国
立病院機構東海北陸ブ
ロック「医療安全管理研
修」

2011.1.17 名古屋 医薬品の安全管理 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第14回クリニカルデータ
マネジメント年会

2011.1.27 東京

臨床データかは，患者から発生する-臨床データを正
確かつ効率的に集積するために-Clinical data
generated from the patient- For accumulating
clinical data, accurately and efficiently

山口大学病院 古川裕之

学会発表等
平成22年度日本病院薬剤
師会「医薬品安全管理責
任者」講習会

2011.1.27 東京 効果的なインシデント分析方法について 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
平成22年度感染制御専門
薬剤師講習会

2011.1 東京 消毒剤の適正使用の推進（Q&A） 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成22年度院内感染対策
研修会

2011.1 熊本 滅菌と消毒 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成22年度日本病院薬剤
師会「医薬品安全管理責
任者」講習会

2011.2.10 大阪 効果的なインシデント分析方法について 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
日本医療マネジメント学
会第8回岡山県支部学術大
会

2011.2.19 倉敷（岡山）
報道事例から学ぶ2011: 安心で安全な薬物治療に必
要な視点

山口大学病院 古川裕之

学会発表等
日本医療マネジメント学
会第4回大阪支部学術大会

2011.2.26 高槻（大阪）
シンポジウム「チ-ムマネジメントから見た医療安
全」

山口大学病院 古川裕之

学会発表等
アナタの常識はワタシの常識ではない　-情報伝達エ
ラーを防止する-

山口大学病院

学会発表等 Kids Support In 山口 明治38年7月3日 山口市 学校で使用する消毒剤について 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第2回奈良県病院薬剤師会
薬剤師のための感染制御
セミナー

2011.2 奈良 消毒・滅菌のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第9回東海院内感染対策
フォーラム

2011.2 名古屋 消毒・滅菌のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第26回日本環境感染学会
総会

2011.2 横浜 環境の消毒 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成22年度日本病院薬剤
師会「医薬品安全管理責
任者」講習会

2011.3.3 東京 効果的なインシデント分析方法について 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
平成22年度日本病院薬剤
師会「医薬品安全管理責
任者」講習会

2011.3.11 大阪 効果的なインシデント分析方法について 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第9回日本予防医学リスク
マネジメント学会学術総
会

2011.3 福岡市 院内感染防止のための環境づくり 山口大学病院 尾家重治

学会発表等 日本看護協会CRC研修会 2011.6.4 清瀬（東京） 臨床試験・治験の実施体制③ 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第１回山口県栄養士会病
院栄養士協議会研修会

2011.6.11 山口
ラテン風味の「薬」の話　-栄養管理と「薬」の深い
関係-

山口大学病院 古川裕之

学会発表等 第28回日本TDM学会 2011.6.18 広島
ランチョンセミナー「薬剤師の臨床研究に必要な倫
理的手続き

山口大学病院 古川裕之

学会発表等
　おっと，そのままでは，トラブルが発生するか
も・・」

山口大学病院

学会発表等
平成23年度石川県看護協
会研修会

2011.6.24 金沢（石川） 新人看護研修「与薬時の基本的知識」 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
平成23年度富山県看護協
会研修会

2011.6.27 富山 医療安全対策Ⅰ　磨こう ! 　リスクを見る眼 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第25回広島院内感染対策
研究会

2011.6 広島 消毒・滅菌のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第230回熊本県滅菌消毒法
講座

2011.6 熊本 EBMに基づく消毒薬の選択法 山口大学病院 尾家重治

学会発表等 山口医学会総会 2011.7.16 宇部（山口） 山口大学病院 古川裕之
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学会発表等
第14回福岡県病院薬剤師
会感染制御研修会

2011.7 福岡 消毒剤の選び方 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成23年度医療安全に関
する講演会

2011.7 熊本 院内感染対策における滅菌と消毒について 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
日本手術看護学会山口分
会

2011.7 宇部 手術室における感染対策 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第4回医療関連対策セミ
ナー

2011.7 名古屋 消毒剤の選び方 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
日本病院薬剤師会CRC養成
研修会2011

2011.8.24 東京 治験・臨床研究に関連する最新の話題2011 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第352回八戸地区病院薬剤
師会薬学例会

2011.8.26 八戸（青森） 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院

学会発表等
第12回器機と感染カン
ファレンス

2011.8 新潟 環境消毒の実際 山口大学病院 尾家重治

学会発表等 Phama Talk KAGAWA 1st 2011.8 高松 消毒・滅菌のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成23年度病院栄養関係
職員安全対策研修会

2011.8 山口 食中毒と消毒 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成23年度（第18回）病
院清掃受託責任者講習

2011.8 広島 職業感染の防止法 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
山口県看護協会平成23年
度医療安全研修会

2011.9.20 防府（山口） 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院

学会発表等

日本予防医学リスクマネ-
ジメント学会第4回北陸地
方会　医療安全フォーラ
ム　2011in Kanazawa

2011.9.30 金沢（石川） STOP !! メディケーションエラー 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －安心で安全な薬物治療のために－ 山口大学病院

学会発表等
備北地域感染対策学術講
演会

2011.9 三次 消毒の実際 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成23年度（第18回）病
院清掃受託責任者講習

2011.9 福岡 職業感染の防止法 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第18回院内感染対策セミ
ナー

2011.9 福岡 消毒と滅菌のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等

産業医科大学病院　平成
23年度　第2回医療安全
（医療事故防止）職員全
体研修会

2011.10.11 北九州（福岡） 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院

学会発表等
日本臨床薬理学会「CRCリ
フレッシュ研修会2011」

2011.10.15 東京 治験・臨床研究に関連する最新の話題2011 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
岐阜県看護協会　平成23
年度医療安全研修会

2011.10.22 岐阜 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院

学会発表等

平成23年度国公私立大学
病院医療技術職員研修
臨床研究（治験）コー
ディネーター養成研修

2011.10.25 東京 治験薬概要書と治験実施計画書の読み方 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
第3回和歌山県病院薬剤師
会　医薬品安全管理に関
する学術講演会

2011.10.25 和歌山 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院

学会発表等
製薬企業対象安全管理セ
ミナー2011

2011.10.28 大阪 安全管理への“ちょっと科学的”なアプローチ 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
－医薬品使用時の安全管
理における10年間の取り
組みと今後－

山口大学病院

学会発表等
3rd Global Quality
Assurance Conference

2011.11.13 京都 We want to utilize our treasure effectively. 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 -From a medical institution- 山口大学病院

学会発表等
第16回南大阪薬剤師業務
研究会

2011.11.16 堺（大阪） 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －アナタの常識はワタシの常識ではない　- 山口大学病院
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学会発表等
第31回医療情報学連合大
会

2011.11.22 鹿児島
ワークショップ「情報の構造化による医療事故・ヒ
ヤリハット情報の利活用」

山口大学病院 古川裕之

学会発表等
メディケーションエラー事例を有効に活用するため
に」

山口大学病院

学会発表等
第31回医療情報学連合大
会

2011.11.23 鹿児島
共同企画「処方せん記載方法変更に伴う諸課題につ
いて」

山口大学病院 古川裕之

学会発表等 内服薬「一回量処方」化は 進んでいるのか? 山口大学病院

学会発表等
日本病院薬剤師会　平成
23年度医薬品安全管理責
任者講習会

2011.11.25 東京 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －ちょっと科学的”なアプローチ　- 山口大学病院

学会発表等
平成23年度第12回第2種滅
菌技師認定講習会

2011.11 大阪 消毒剤の使い方について 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
第11回感染防止及び滅菌
業務研究会

2011.11 広島 消毒と滅菌のガイドライン 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
日本病院薬剤師会　平成
23年度医薬品安全管理責
任者講習会

2011.12.9 博多（福岡） 安心で安全な薬物治療のために 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 －ちょっと科学的”なアプローチ　- 山口大学病院

学会発表等
日本病院薬剤師会　治験
事務局担当者セミナー
2012

2011.12.16 大阪 公知申請・・・とは? 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
日本病院薬剤師会　薬剤
師のための臨床研究セミ
ナー

2011.12.17 大阪 日本病院薬剤師会の取り組み 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 -倫理審査委員会＆利益相反審査委員会＋α- 山口大学病院

学会発表等
日本病院薬剤師会主催 薬
剤師のための臨床研究セ
ミナー

2011.12.17 大阪 タイプ別に学ぶ　倫理審査委員会申請の手順 山口大学病院 構木泰信

学会発表等 信州諏訪感染セミナー 2012.12 諏訪 消毒のチェックポイント 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
平成23年度第12回第2種滅
菌技師認定講習会

2012.12 横浜 消毒剤の使い方について 山口大学病院 尾家重治

学会発表等
日本病院薬剤師会　製薬
企業対象安全管理セミ
ナー2011

2012.1.12 東京 安全管理への“ちょっと科学的”なアプローチ 山口大学病院 古川裕之

学会発表等
－医薬品使用時の安全管
理における10年間の取り
組みと今後－

山口大学病院

学会発表等
日本病院薬剤師会　薬剤
師のための臨床研究セミ
ナー

2012.1.13 東京 日本病院薬剤師会の取り組み 山口大学病院 古川裕之

学会発表等 -倫理審査委員会＆利益相反審査委員会＋α- 山口大学病院

学会発表等
日本病院薬剤師会主催 薬
剤師のための臨床研究セ
ミナー

2012.1.13 東京 タイプ別に学ぶ　倫理審査委員会申請の手順 山口大学病院 構木泰信

学会発表等
日本病院薬剤師会　治験
事務局担当者セミナー
2012

2012.1.14 東京 公知申請・・・とは? 山口大学病院 古川裕之

論文
Analysis of Questionnaire Data Concerning Bar
Codes Printed on Ampoule Labels

山口大学病院

10. Masaomi Kimura,
Hiroyuki Furukawa,
Hitoshi Tsukamoto,
Michiko Okura, Fumito
Tsuchiya

Drug Information
Journ

2010 44(6) 693-702

論文
アナタの常識はワタシの常識ではない　-報道事例か
ら学ぶ 2010-

山口大学病院 古川裕之
島根県病院薬剤師会雑
誌

2010 No.69 61-67

論文
Disinfection methods for spores of Bacillus
atrophaeus, B. anthracis, Clostridium tetani,
C. botulinum and C. difficile.

山口大学病院

Oie S, Obayashi A,
Yamasaki H, Furukawa
H, Kenri T, Takahashi
M, Kawamoto K, Makino
S

Biol Pharm Bull 2011 34 1325-1329

論文 環境消毒 山口大学病院 尾家重治 感染制御 2011 7(1) 32-35

論文 注射剤のミキシング（混注）と消毒 山口大学病院 尾家重治 感染制御 2011 7(2) 133-136

論文 「食」関連器材の消毒 山口大学病院 尾家重治 感染制御 2011 7(3) 231-234



分　類 学会、研究会等の名称 発表年月日 発表地名 演　題 病院名 発表者 雑誌、新聞名 掲載年月日 巻　号　頁　年 その他
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論文 病室内の消毒 山口大学病院 尾家重治 感染制御 2011 7(4) 334-338

論文 ネブライザーおよび加湿器関連用具の消毒 山口大学病院 尾家重治 感染制御 2011 7(5) 430-435

論文 アシネトバクターの病院内分布 山口大学病院 尾家重治 感染と消毒 2011 18(1) 33-38

論文 消毒・滅菌の基本 山口大学病院 尾家重治 臨床と研究 2011 88(5) 585-590

論文 感染対策問題集第3回滅菌・消毒・洗浄 山口大学病院 尾家重治 INFECTION CONTROL 2011 20(6) 627-630

論文 ロタ・ノロウイルス吐瀉物の院内消毒 山口大学病院 尾家重治 日本医事新報 2011 4527 79-80

論文 消毒の実際 山口大学病院 尾家重治 日本医事新報 2011 4554 81-85

論文
なぜ，内服薬処方せん記載方法の変更が必要だった
のか

山口大学病院 古川裕之 薬剤学 2011 71(2) 82-84

論文
添付文書とインタビューフォームの読み方のポイン
ト

山口大学病院 古川裕之 Clinical Pharmacist 2011 3(3) 46-51

論文 チェックシートを用いた副作用モニタリング 山口大学病院
古川裕之，幸田恭治，吉
本久子，長澤悠子

Clinical Pharmacist 2011 3(5) 42-47

論文 検証　医薬品使用時の安全管理　10年の取り組み 山口大学病院 古川裕之 Clinical Pharmacist 2011 3(6) 56-61

論文 製造販売後調査における問題事例の分析 山口大学病院
有馬秀樹，篠崎寛一，幸
田恭治，古川裕之

Clinical Research
Professionals

2011 No.23 14-18

論文 国際化が及ぼす製造販売後調査への影響 山口大学病院
有馬秀樹，篠崎寛一，幸
田恭治，梅本政治，坂井
田功，古川裕之

Clinical Research
Professionals

2011 No.25 43323

論文 大腸癌に対するペプチドワクチン療法の進歩と展望 山口大学病院

硲　彰一，吉田浩二，篠
崎寛一，井上由佳，前田
祥成，新藤芳太郎，鈴木
伸明，吉村　清，吉野茂
文，角田卓也，古川裕
之，中村祐輔，岡　正朗

Biotherapy 2011 25(6) 857-861

論文
 Analysis of Questionnaire Data Concerning the
Role of Printed Marks in the Safety of Using of
Transdermal Patches

山口大学病院

 Masaomi Kimura,
Hiroyuki Furukawa,
Hitoshi Tsukamoto,
Michiko Okura, Fumito
Tsuchiya

 International
Journal of
Ergonomics

2011  1(1)  1-11

論文
医療機関を対象とした事前ヒアリングに関する調査
報告と治験実施の効率化に向けた検討 

山口大学病院

 寺元　剛、有馬秀樹、
井草千鶴、久保田篤司、
鈴木千恵子、松岡悦子、
松嶋由紀子、水井貴詞

 日本病院薬剤師会雑
誌

 2012  48（1）  51-55

著書 ポケット版治療薬UP-TO-DATE2011 山口大学病院 尾家重治（分担執筆） メディカルレビュー社 2011.1

著書 新版　消毒と滅菌のガイドライン 山口大学病院 尾家重治（共著） へるす出版 2011.2

著書
微生物胞子―制御と対策―　第3章医療環境　第1節
院内感染

山口大学病院 尾家重治（分担執筆）
株式会社サイエンス
フォーラム

2011.4

著書
薬剤師のための感染制御マニュアル　第3版　消毒薬
の基礎知識

山口大学病院 尾家重治（分担執筆） 薬事日報社 2011.12.20

著書 ポケット版治療薬 up to date 2011 山口大学病院 古川裕之（分担執筆） メディカルレビュー社 2011

著書 くすりの小箱 山口大学病院 古川裕之（分担執筆） 南山堂 2011

著書
Smart nurse Books 04「ナビトレ 絶対に間違えては
いけないハイリスク薬」

山口大学病院 古川裕之（単著） メディカ出版 2011

著書 第13改訂　調剤指針 山口大学病院 古川裕之（分担執筆） 薬事日報社 2011
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