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【研究テーマ】 

1. 臨床薬学に関する研究 

2. 遺伝子デリバリーに関する研究 

3. 感染制御に関する研究 

 

【論文発表】 

A 欧文 

(A-a) 原著論文 

1. T. Nakamura, M. Teshima, T. Kitahara, H. Sasaki, M. Uematsu, T. Kitaoka, M. 

Nakashima, K. Nishida, J. Nakamura, S. Higuchi: Sensitive and real-time method 

for evaluating corneal barrier considering tear flow, Biol. Pharm. Bull., 33, 

107-110 (2010). (IF:1.810) 

2. T. Kurosaki, T. Kitahara, S. Kawakami, Y. Higuchi, A. Yamaguchi, H. Nakagawa, Y. 

Kodama, T. Hamamoto, M. Hashida, H. Sasaki: Gamma-polyglutamic acid-coated 

vectors for effective and safe gene therapy, J. Control Release, 142, 404-410 

(2010). (IF: 5.949) 

3. T. Kurosaki, T. Kitahara, S. Fumoto, K. Nishida, K. Yamamoto, H. Nakagawa, Y. 

Kodama, N. Higuchi, T. Nakamura, H. Sasaki: Chondroitin sulfate capsule system 

for efficient and secure gene delivery, J. Pharm. Pharm. Sci., 13, 351-361 (2010). 

(IF: 2.055) 

 

 

B 邦文 

(B-a) 原著論文 

1. 兒玉幸修, 樋口則英, 森田光貴, 佐藤加代子, 濵本知之, 藤 秀人, 北原隆志, 佐々

木 均: 市販ソフトを用いた制吐療法設計支援システムの開発とその評価, 日本病院

薬剤師会雑誌, 46, 1261-1264 (2010). 

2. 手嶋無限, 北原隆志, 町田 毅, 岩松洋之, 相川康博, 佐々木 均: 後発医薬品の使用

と代替調剤に関する実態調査, 九州薬学会会報, 64, 71-74 (2010). 

 

(B-b) 総説 

1. 北原隆志, 佐々木 均: 感染制御専門薬剤師の役割と認定制度, 医薬ジャーナル, 46,  

2711-2715 (2010). 

2. 中川博雄, 北原隆志, 佐々木 均: 治療における 近の新薬の位置付け〈薬効別〉新薬

の広場 抗ウイルス薬 抗インフルエンザ薬,  医薬ジャーナル, 46, 344-348 

(2010). 

3. 松永典子, 北原隆志: 血液凝固阻止剤のリスク, 調剤と情報, 16, 1134-1138 (2010). 



4. 中川博雄, 北原隆志: ICT の役割と導入実例, 月刊薬事, 52, 1257-1261 (2010). 

5. 北原隆志: 感染制御のための TDM の実際, 月刊薬事, 52, 81-85 (2010). 

 

 

【学会発表】 

A 国際学会 

 (A-b) 一般講演 

1. Hitoshi Sasaki, T. Kurosaki, H. To, T. Kitahara: Pulmonary gene delivery of hybrid 

vector, lipopolyplex containing N-lauroylsarcosine, via systemic route. FIP PSWC 

AAPS Annual Meeting, New Orleans (Nov. 2010). 

2. Tomoaki Kurosaki, T. Kitahara, T. Nakamura, H. Sasaki: Ternary complexes of pDNA 

with cationic polymer and anionic polymer for secure gene delivery systems. FIP 

PSWC AAPS Annual Meeting, New Orleans (Nov. 2010). 

3. Hitoshi Sasaki, T. Kurosaki, H. To, T. Nakamura, T. Kitahara: Influence of disease 

stage on polyplex and lipoplex mediated gene delivery in murine hepatitis. 70th 

International Congress of FIP, Lisbon (28 August - 2 September 2010). 

 

B 国内学会 

(B-a) 招待講演，特別講演，受賞講演 

1. 北原隆志: 感染制御専門薬剤師の役割と地域連携. 第 72 回九州山口薬学大会, 山口, 

(2010.9). 

 

(B-b) 一般講演 

1. 松永典子, 中村忠博, 田中茉莉子, 冨松規子, 樋口則英, 濱本知之, 藤秀人, 北原隆

志, 佐々木均: 市販データベースを利用した薬剤マスタメンテナンスの検討. 平成

21 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議, 岡山 (2010.1). 

2. 稲岡奈津子, 手嶋無限, 田中茉莉子, 水田夕貴, 中島憲一郎, 濱本知之, 藤秀人, 北

原隆志, 佐々木均: 長崎大学病院における腹膜透析療法の実態調査. 日本薬学会第

130 年会, 岡山 (2010.3). 

3. 佐藤加代子, 上村理沙, 兒玉幸修, 樋口則英, 藤秀人, 北原隆志, 佐々木均: 炭酸カ

ルシウムと胃酸分泌抑制剤との併用による副作用発言について. 日本薬学会第 130 年

会, 岡山 (2010.3). 

4. 北原隆志, 濱田久之, 龍恵美, 濱本知之, 藤秀人, 佐々木均, 河野茂: 地域薬剤師・

薬学部学生へのフィジカルアセスメント習得に対する取り組み. 日本薬学会第 130 年

会, 岡山 (2010.3). 

5. 濱本知之, 中川博雄, 松永典子, 江頭かの子, 佐藤加代子, 宗像千恵, 能勢誠一, 嶺

豊春, 大脇裕一, 中嶋幹郎, 藤秀人, 北原隆志, 佐々木均: モデル・コアカリキュラ

ムに基づいた６年制実務実習プログラムの作成および大学院生実習での試行による評

価. 日本薬学会第 130 年会, 岡山 (2010.3). 

6. 黒崎友亮, 北原隆志, 兒玉幸修, 藤秀人, 濱本知之, 佐々木均: γ-Polyglutamic 



acid 被膜型遺伝子ベクターの開発. 第 26 回日本 DDS 学会, 大阪 (2010.6) 

7. 北原隆志, 浜田久之, 佐々木均, 河野茂: 多職種連携による「薬剤師のためのフィジ

カルアセスメントコース」の開講. 第 42 回日本医学教育学会, 東京 (2010.7). 

8. 有吉貴美代, 宗像千恵, 龍恵美, 高田正史, 北條美能留, 池田津奈子, 北原隆志, 

佐々木均: 徐放性オキシコドン導入時の嘔気・嘔吐における患者リスク因子の検討. 

第 4 回日本緩和医療薬学会年会, 鹿児島 (2010.9). 

9. 北原隆志, 今村政信, 一山公祐, 中川博雄, 中村忠博, 藤秀人, 佐々木均: 清潔手術

における術後感染予防抗菌薬の使用実態調査. 第 43 回日本薬剤師会学術大会, 長野 

(2010.10). 

10. 兒玉幸修, 樋口則英, 江頭かの子, 中嶋幹郎, 中村忠博, 藤秀人, 北原隆志, 佐々木

均: ネダプラチン含有レジメンにおける制吐療法の実態調査と催吐リスクの検証. 第

20 回日本医療薬学会年会, 幕張 (2010.11). 

11. 冨松規子, 樋口則英, 中村忠博, 藤秀人, 北原隆志, 佐々木均: メトホルミン塩酸塩

の腎障害患者を対象とした適正使用調査と低血糖発言の危険因子の解析. 第 20 回日

本医療薬学会年会, 幕張 (2010.11). 

12. 中川博雄, 橋口さおり, 原田忠幸, 川端浩一, 永田ゆき子, 佐道紳一, 今村政信, 森

下竜二, 山本稔, 荒木隆秀, 北原隆志, 佐々木均: 錠剤分割調剤における手指消毒法

および分割器具の細菌汚染の実態調査. 第 20 回日本医療薬学会年会, 幕張 

(2010.11). 

13. 馬場安里, 北原隆志, 松田淳一, 柳原克紀, 佐々木均: 長崎大学病院におけるレボフ

ロキサシン500mg製剤採用前後の使用実態調査. 第58回日本化学療法学会西日本支部

総会, 大分 (2010.11). 

 

【特許】 

1.  薬物送達複合体: 佐々木均，黒崎友亮，北原隆志，藤秀人，由井克之，平山謙二，森

田公一, 特願 2010-43186, 平成 22 年 2 月 26 日 

 

【学会役員等】 

1. 長崎県病院薬剤師会理事 

2. 日本病院薬剤師会感染制御専門薬剤師研修委員会委員 

3. 日本病院薬剤師会第 5小委員会委員 

 

 

 

【過去の研究業績総計】 

原著論文（欧文） 22 編 （邦文） 32 編 

総説  （欧文） 0 編 （邦文） 1 編 

著書  （欧文） 0 編 （邦文） 6 編 

紀要  （欧文） 0 編 （邦文） 8 編 

特許 1 件 


