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●論文掲載 

1) ○福田 健吾，吉田 高子，且股 英樹，梶原 慶三：チーム医療で取り組む病院薬剤師の訪問薬剤業務

～在宅高齢者の服薬支援の向上を目指して～，道薬誌，2007 Dec; 25(12): 82-84． 

2) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床 NST における薬剤師の役割～とある薬剤師の関わり

から考察する～，北海道病院薬剤師会誌，2011; 81: 21-24． 

3) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床 NST における薬剤師の役割/第 2 報～薬剤師・管理栄

養士共同回診を開始して～，北海道病院薬剤師会誌，2012; 83: 15-18． 

4) ○山口 晶司，福田 健吾：療養型病院における持参薬業務の分析から見出された意義と問題点，北海道

病院薬剤師会誌，2014; 86: 21-24． 

5) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：長期療養型病院における栄養スクリーニング法の検討～高リス

ク者を予測する因子の探索～，ヘルスケアレストラン，2014 ; 22(8): 16-17． 

6) ○小川 佳枝，福田 健吾，梶原 慶三：経管栄養管理症例① 経管栄養を施行する腎臓病高齢者の退院

に際し，表出した新たな問題とその解決に向けて～苦慮した事例から顧みる～，ヒューマン・ニュートリ

ション 栄養管理の理論と実践，2015; 38: 56-63． 

7) ○福田 健吾，山口 晶司：療養型病院における薬剤管理指導の意義～処方提案，薬物療法の質の向上へ

～，医薬ジャーナル，2016; 52(5): 1327-1332． 

8) ○福田 健吾，山口 晶司：療養型病院における薬剤管理指導の意義～処方提案，薬物療法の質の向上へ

～，北海道病院薬剤師会誌，2016; 90: 25-28． 

9) ○福田 健吾，山口 晶司：療養型病院における持参薬業務～持参薬の現況と薬剤中止、ポリファーマシ

ーへのかかわり～，週刊薬事新報，2017; 3010: 972-975． 

10) ○三浦 美代子，田雁 万結，山田 幸佳，福田 健吾，押味 和夫，白潟 智一，菅 渉，宮城島 拓

人，根本 珠恵，梶原 慶三：LGL（Large granular lymphocytes）の直径，日本検査血液学会，2018; 19(2): 

146-152． 

11) ○福田 健吾，小川 佳枝：寝たきり高齢患者における体重変動から見る中心静脈栄養の適正投与量と薬

剤師の関わり，週刊薬事新報，2019; 3108: 788-791． 

12) ○福田 健吾，荒井 宏人，山口 顕司，元木 孝，松井 里恵，井上 直子，田中 順子，高岩 徹幸，

重共 孝一，高柳 昌宏：CKD 患者に対する薬薬連携と病院薬剤師の役割～くしろ CKD ネットワークの

活動を通して～，道薬誌，2021 Feb; 38(2): 62-63． 

13) ○福田 健吾，高柳 昌宏，田中 和紀，岡田 実継：感染制御認定薬剤師による集合型研修会の開催が

歯科医師の抗菌薬適正使用意識に与える影響についてのプレポスト調査，日薬誌，2022 Jan; 74(1): 27-33． 

14) ○尾越 克輝，福田 健吾，田中 順子，菅野 雄太，高柳 昌宏：釧路地域感染制御ネットワークの構

築に向けて～釧路病薬薬剤師会員に対する現状調査より～，北海道病院薬剤師会誌，2022; 102: 9-13． 

 

●学会発表（口頭） 

1) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床 NST における薬剤師の役割～とある薬剤師の関わり

から考察する～，第 58 回北海道薬学大会要旨集，2011; p57． 

2) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床における長期入院患者の１年間の栄養状態の推移と，



真の高リスク患者を抽出する為の判定基準の検討，日本静脈経腸栄養学会，2012 Jan; 27(1): 352． 

3) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床 NST における薬剤師の役割/第 2 報～薬剤師・管理栄

養士共同回診を開始して～，第 59 回北海道薬学大会要旨集，2012; p56． 

4) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床 NST における薬剤師の役割，日本静脈経腸栄養学会，

2013 Mar; 28(3): SUP20．第 10 回道東 NST ネットワーク研究会にて発表 

5) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：療養病床における高リスク者を抽出するための，客観的および

主観的評価を取り入れた栄養評価基準の探索，日本静脈経腸栄養学会，2013 Jan; 28(1): 335． 

6) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：長期療養型病院における栄養スクリーニング法の検討～高リス

ク者を予測する因子とは，日本静脈経腸栄養学会，2014 Jan; 29(1): 307． 

7) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：薬剤師、管理栄養士 2 職種ラウンドの取り組み～NST 加算未

算定の療養型病院における有用性～，日本静脈経腸栄養学会，2015 Jan; 30(1): 258． 

8) ○福田 健吾，柏崎 勇誠，小川 佳枝，梶原 慶三：ミールラウンドが療養型病院における食事摂取者

のフォローと NST 活動の活発化に貢献する，日本静脈経腸栄養学会，2017 Jan; 32(Suppl): 462． 

9) ○福田 健吾，小川 佳枝，柏崎 勇誠：長期療養型病院に入院する高齢者において留意すべき栄養学的

因子の検討，日本静脈経腸栄養学会，2018 Jan; 33(Suppl): 263． 

10) ○福田 健吾，小川 佳枝：寝たきり高齢患者における体重変動から見る中心静脈栄養の適正投与量，日

本静脈経腸栄養学会，2019 Jan; 34(Suppl): 561． 

11) ○大屋 太郎，工藤 優子，玉川 淳一，林 正敏，三林 大介，宮井 一之，福田 健吾，元木 孝，

松尾 陽介，市川 正人，金安 真人，田中 貴之，大越 健吾，伊藤 哲慶，里見 啓，阿部なつき，

斉藤 弘毅，高柳 昌宏，高岩 徹幸，田中 和紀：釧路市における CKD への取り組みと保険薬局業務

への影響の調査，第 66 回北海道薬学大会要旨集，2019; p14． 

12) ○福田 健吾：介護スタッフとブリストルスケールを共有した療養病棟NSTにおける取り組みの可能性，

日本静脈経腸栄養学会，2020 Jan; 35(Suppl): 102（紙面発表）． 

13) ○森田 駿平，山口 晶司，福田 健吾：薬歴カンファレンスを通した処方提案から中小病院薬剤師のス

キルアップを目指して，第 69 回北海道薬学大会要旨集，2022; p35． 

 

●学会発表（ポスター） 

1) ○福田 健吾，吉田 高子，且股 英樹，梶原 慶三：チーム医療で取り組む病院薬剤師の訪問薬剤業務

～在宅高齢者の服薬支援の向上を目指して～，日本薬剤師会学術大会要旨集，2007; 41: 317． 

2) ○山口 晶司，福田 健吾：療養型病院における持参薬業務の分析から見出された意義と問題点，第 60

回北海道薬学大会要旨集，2013; 37． 

3) ○長崎 淳彦，玉川 淳一，山口 顕司，福田 健吾，千田 泰健：釧路臨床薬学研究会におけるアピキ

サバン錠の有効性および安全性の検討，医療薬学会年会講演要旨集 ，2013 ;23: 450． 

4) ○小川 佳枝，福田 健吾，梶原 慶三：経管栄養を施行する腎臓病高齢者の退院に際し、出現した新た

な問題と解決に向けて～苦慮した事例から顧みる～，日本静脈経腸栄養学会，2015 Jan; 30(1): 304． 

5) ○福田 健吾，山口 晶司：療養型病院における薬剤管理指導の意義～処方提案，薬物療法の質の向上へ

～，第 62 回北海道薬学大会要旨集，2015; 36． 

6) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：長期療養型病院入院患者の 1 年生存率を評価する指標の検討～

CONUT 変法の有用性～，日本静脈経腸栄養学会，2016 Jan; 31(1): 491． 

7) ○柏崎 勇誠，小川 佳枝，福田 健吾，梶原 慶三：NST 理学療法士が立ち上げたミールラウンドチー

ム～ST 不在の医療療養型病院における症例から検討する～，日本静脈経腸栄養学会，2017 Jan; 

32(Suppl): 580． 



8) ○山口 晶司，福田 健吾：薬剤総合評価調整加算を算定した患者における医薬品中止内容の調査，第 65

回北海道薬学大会要旨集，2018;46． 

9) ○福田 健吾，荒井 宏人，山口 顕司，玉川 淳一，大久保徳之，元木 孝，松井 里恵，田中 順子，

長崎 淳彦，高岩 徹幸，松田 俊之，高柳 昌宏：くしろ CKD ネットワークにおける釧路病院薬剤師

会の取り組みと薬剤師業務調査，第 66 回北海道薬学大会要旨集，2019; p41． 

10) ○福田 健吾，荒井 宏人，山口 顕司，元木 孝，松井 里恵，井上 直子，田中 順子，高岩 徹幸，

重共 孝一，高柳 昌宏：CKD 患者に対する薬薬連携と病院薬剤師の役割～くしろ CKD ネットワークの

活動を通して～，第 53 回日本薬剤師会学術大会要旨集，2020; 53: 74． 

11) ○田中 順子，福田 健吾，尾越 克輝，菅野 雄太，鎌田 裕介，栗田 征幸，大森 健太郎，長崎 淳 

彦，高柳 昌宏：釧路地域感染制御ネットワークの構築にむけて～釧路病薬会員に対する現状調査より～，

第 68 回北海道薬学大会要旨集，2021; 24． 

12) ○福田 健吾：療養型病院における抗菌薬届出制の効率的な導入と長期的効果の検証，第 69 回北海道薬

学大会要旨集，2022; p48． 

 

●その他地方会 

1) ○山口 晶司，福田 健吾：療養型病院における持参薬業務の分析から見出された意義と問題点，第 10

回釧路病院薬剤師会会員発表会要旨集，2013． 

2) ○福田 健吾，山口 晶司：療養型病院における薬剤管理指導の実務とその意義，第 11 回釧路病院薬剤

師会会員発表会．2014/2/21． 

3) ○長崎 淳彦，玉川 淳一，山口 顕司，福田 健吾，千田 泰健：新薬の評価について地域での取り組

み，釧路病院薬剤師会学術講演会．2014/4/18． 

4) ○福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：薬剤師、管理栄養士 2 職種ラウンドを始めて～療養型病院での

活動～，第 3 回札幌栄養情報ネットワーク研究会，2014/5/10． 

5) ○小川 佳枝，福田 健吾，梶原 慶三：療養型病院から在宅系施設へ退院時の栄養引き継ぎに関する 1

症例，第 3 回札幌栄養情報ネットワーク研究会，2014/5/10． 

6) ○長崎 淳彦，玉川 淳一，山口 顕司，福田 健吾，千田 泰健：釧路臨床薬学研究会におけるアピキ

サバン錠の有効性および安全性の検討，第 42 回臨床薬剤師循環器フォーラム．2014/11/7． 

7) ○福田 健吾，小川 佳枝，松井 千佳子，白潟 智一，岡田 実継，梶原 慶三：歯科医師と連携し，

院内で行なった口腔アセスメントモデル事業，第 4 回札幌栄養情報ネットワーク研究会，2015/5/9． 

8) ○福田 健吾，山口 晶司：食品、医薬品の BCAA 製剤を使いこなし退院まで導いた非代償性肝硬変の

症例と薬剤師の関わり，釧路病院薬剤師会学術講演会（一般演題）．2016/1/15． 

9) ○福田 健吾：NST 専門薬剤師～栄養あるところに薬剤師もあり～，第 13 回釧路病院薬剤師会会員発表

会．2016/2/19． 

10) ○福田 健吾：「禁煙補助薬を使って上手に禁煙」のススメ～あなたに合わせた禁煙の方法を見つけまし

ょう！～，禁煙推進市民公開講座（釧路）．2016/5/26． 

11) ○福田 健吾，小川 佳枝：釧路中央病院に CDEJ 誕生！～当院における糖尿病治療薬の使用現状から資

格取得まで～，釧路 CDE 研究会 NEXT DECADE．2016/6/10． 

12) ○柏崎 勇誠，福田 健吾，小川 佳枝，梶原 慶三：ST 不在の療養型病院で始めたミールラウンド活

動，道東 NST ネットワーク研究会第 14 回学術集会．2016/10/1． 

13) ○福田 健吾：糖尿病治療薬、なぜあなたにこの薬が使われるの？みんなが分かるように解説します，く

しろ糖尿病サポーター研修会．2016/11/19． 

14) ○福田 健吾：糖尿病薬の使い分けと釧路中央病院における処方状況ついて，釧路病院薬剤師会学術講演



会（一般演題）．2017/4/14． 

15) ○福田 健吾：透析時における血圧コントロール～薬物療法の視点から～，釧根地区臨床工学技士会 平

成 29 年度秋セミナー（特別講演）．2017/11/24． 

16) ○福田 健吾：くしろ CKD ネットワーク始動に向けて～病院薬剤師の役割、そして薬剤師教育にも活か

すために～，第 15 回釧路病院薬剤師会会員発表会．2018/2/16． 

17) ○福田 健吾：CKD 進展予防のために薬剤師が出来ること～くしろ CKD ネットワークにおける CKD シ

ールへの取り組み～，第 4 回釧根地区透析実践臨床講演会．2018/6/9． 

18) ○福田 健吾：「くしろ CKD ネットワーク」に関する薬剤師業務調査の経過報告と今後の課題＜病院薬剤

師編＞，釧路薬剤師会学術講演会．2019/1/31． 

19) ○福田 健吾：地域医療提供体制構築に向けて、薬薬連携はどうあるべきか～釧路の未来のために、地域

の薬薬連携について語り合ってきました～，次世代薬剤師研修会 伝達講習．2019/3/14． 

20) ○福田 健吾：釧路根室地域糖尿病療養指導士（CDEL）のススメ～地域の糖尿病患者のために薬剤師が

できること～，釧路病院薬剤師会 学術講演会．2019/4/12． 

21) ○田中 順子，福田 健吾，菅野 雄太，高柳 昌宏：みんなで取り組む AMR 対策にむけて～釧路病薬

会員に対する現状調査より～，第 8 回感染制御薬剤師専門セミナー（釧路病院薬剤師会）．2019/6/7 

22) 大屋 太郎，福田 健吾：くしろ CKD ネットワーク 活動について，釧路薬剤師会学術講演会．2019/6/18 

23) 大屋 太郎，福田 健吾：くしろ CKD ネットワーク 活動について，釧路薬剤師会学術講演会．2019/11/6 

24) ○福田 健吾：歯科医師の先生方にもきっと役立つ抗菌薬のお話，釧路歯科医師会．2019/12/14 

25) 福田 健吾，大屋 太郎：くしろ CKD ネットワーク経過報告，釧路薬剤師会 Web 学術講演会．2020/12/15 

26) ○福田 健吾：抗菌薬シリーズ第 1 回～抗菌薬を使うときに考える 4 つのポイント，第 1 回釧路地域感染

制御ネットワーク薬剤師部会セミナー．2021/4/21 

27) ○福田 健吾，大屋 太郎：くしろ CKD ネットワークにおける薬剤師の取り組み～CKD シール貼付活動
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