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【研究テーマ】 

1. 後発医薬品の適正使用に関する基礎的および臨床薬学的研究 

2. 臨床での調剤・医療コミュニケーションを基盤とする実学研究 

3. 医薬品の薬効・副作用に関する評価法の開発 
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(B-d) 紀要、その他 
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【学会発表】 

A 国際学会 

(A-b) 一般講演 
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sleep disorder. 45th ASHP Midyear Clinical Meeting 2010. Anaheim, CA, 

USA, December (2010). 

 

B 国内学会  
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1. 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、平成 22 年 3 月、

岡山 

2. 水野恭伸、中嶋幹郎、坂本仁美、浦田秀子、大町いづみ、榊原隆三、北市   

清幸、松本幸子、赤司千波、正木基文、畑山  範、薬剤師と看護職、それぞ

れの立場からみた多職種連携の問題点：ワークショップとアンケート調査結

果から、日本薬学会第 130 年会、平成 22 年 3 月、岡山 

3. 中嶋幹郎、荒木良介、中嶋弥穂子、中村純三、佐々木均、八坂貴宏、注射薬

の後発医薬品に関する品質及び安全性の評価、第 4 回日本ジェネリック医薬

品学会学術大会、平成 22 年 6 月、さいたま 

4. 荒木良介、八坂貴宏、向江俊彦、大脇裕一、西田孝洋、中村純三、中嶋     

弥穂子、中嶋幹郎、市販注射薬の先発医薬品と後発医薬品における同等性の

検討（3）：塩酸リトドリン注射薬の品質及び安全性、医療薬学フォーラム

2010 第 18 回クリニカルファーマシーシンポジウム、平成 22 年 7 月、広島 

5. 藤井貴玄、田中栄美、荒木良介、大脇裕一、西田孝洋、中村純三、中嶋     

弥穂子、中嶋幹郎、市販注射薬の先発医薬品と後発医薬品における同等性の

検討（4）：ナファモスタットメシル酸塩注射薬の品質及び安全性、医療薬学

フォーラム 2010 第 18 回クリニカルファーマシーシンポジウム、平成 22 年

7 月、広島 

6. 手嶋無限、坂本仁美、北市清幸、榊原隆三、赤司千波、松本幸子、大町     

いづみ、浦田秀子、中嶋幹郎、畑山 範、長崎薬学・看護学連合コンソーシ

アムにおける大学間連携早期体験学習を通じた在宅医療と福祉に関する統

合教育プログラムの実践、第 72 回九州山口薬学大会、平成 22 年 9 月、下関 

7.  中嶋幹郎、手嶋無限、下田賢一郎、中村忠博、佐々木均、草野真央、上松   

聖典、北岡 隆、電気生理学的手法を用いた点眼製剤設計における急性角膜

障害の軽減に関する検討、第 30 回日本眼薬理学会、平成 22 年 10 月、東京 

8.  坂本仁美、手嶋無限、水野恭伸、北市清幸、榊原隆三、林  俊介、牧山嘉見、

川久保麻美、永峯卓哉、赤司千波、松本幸子、正木基文、新田章子、横尾    

誠一、大町いづみ、浦田秀子、麓伸太郎、中嶋幹郎、畑山 範、長崎薬学・

看護学連合コンソーシアムにおける先進的医療人教育プログラムの展開：在

宅医療施設での大学間連携早期体験学習、第 41 回日本看護学会－地域看護

－、平成 22 年 10 月、大津 

9. 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、平成 22 年 11 月、千葉 

 



  

10. 手嶋無限、坂本仁美、水野恭伸、北市清幸、榊原隆三、林  俊介、牧山        

嘉見、川久保麻美、永峯卓哉、赤司千波、松本幸子、正木基文、新田           

章子、横尾誠一、大町いづみ、浦田秀子、麓伸太郎、中嶋幹郎、畑山 範、

在宅医療と福祉に関する統合教育プログラムにおける大学間連携早期体験

学習の試み：長崎薬学・看護学連合コンソーシアムにおける取組、第 20 回

日本医療薬学会年会、平成 22 年 11 月、千葉 

11. 中嶋幹郎、手嶋無限、下田賢一郎、中村忠博、佐々木均、草野真央、上松   

聖典、北岡 隆、急性角膜障害の軽減を目的とした点眼製剤設計の検討、第

20 回日本医療薬学会年会、平成 22 年 11 月、千葉 

12. 植木哲也、長井惠子、大江宣春、中嶋弥穂子、西田孝洋、中村純三、中嶋      

幹郎、入院患者における便秘発症の危険因子に関するケース・コントロール

研究、第 27 回日本薬学会九州支部大会、平成 22 年 12 月、長崎 

13. 手嶋無限、中嶋幹郎、大脇裕一、中村忠博、佐々木均、三浦陽子、上松聖典、

北岡 隆、硝子体内注射の投与部位の違いによる硝子体内および網脈絡膜内

濃度推移の比較、第 27 回日本薬学会九州支部大会、平成 22 年 12 月、長崎 

 

【研究費取得状況】 

1.  オンチップ細胞計測技術を用いた心毒性評価法の開発と後発注射薬の品質

試験への応用、日本学術振興会 科学研究費補助金基盤研究（C）（研究代表

者） 

 

【学会役員等】 

1.  日本医療薬学会評議員 

2.  日本 TDM 学会評議員 

3.  日本ジェネリック医薬品学会評議員 

4.  九州山口薬学会理事 

5.  長崎県薬剤師会理事 

    

【過去の研究業績総数】 

原著論文   （欧文） 81 編  （邦文） 30 編 

 総説     （欧文）  1 編 （邦文）  5 編 

 著書     （欧文）  1 編 （邦文）  7 編 

紀要・その他 （欧文）  1 編 （邦文） 22 編  

特許                   1 件 

 


