
第50回日本薬剤師会学術大会

＝一般演題採択結果＝

登録番号 演題番号 セッション カテゴリー 日時 会場 演題名

10000 P-12-551 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 1万円で薬局内のパソコンを簡単・便利に自動化しよう！

10001 P-5-255 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 長期実務実習において薬学生が患者説明会の講師を務めることによる効果について（第2報）

10002 O-01-01 口頭発表1 医薬品適正使用（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 薬剤服用歴からみる耳鼻科・小児科領域における抗菌薬適正使用の実態調査

10003 P-2-193 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 異業種の手法を薬局運営に取り組んだ事例

10005 O-26-01 口頭発表26 かかりつけ薬剤師・薬局（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 職能アピールを絡めた、かかりつけ薬剤師としての実践報告～何をすればかかりつけ薬剤師として認められるのか～

10006 P-9-367 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 薬物乱用防止活動の一環としてのダンスイベントの活動報告　STOP The DRUG Campaign

10007 P-2-155 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査値を活用する服薬指導

10008 P-12-552 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 調剤在庫システムの在庫整合性と有用度改善

10009 P-10-398 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 当保険薬局における終末期患者への在宅訪問指導の現状（第２報）

10010 P-2-117 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局プレアボイド事例の収集と活用

10011 P-1-001 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 薬局における健康フェア開催での早期発見が受診勧奨につながった例

10012 P-2-153 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 果たして睡眠は血糖コントロールに影響を及ぼすのか

10013 P-2-119 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬剤師のエラーとストレスマネジメント　-介入試験の結果から-

10014 O-29-01 口頭発表29 災害医療、危機管理（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 宮古薬剤師会の台風10号岩泉町災害時活動について

10015 O-26-02 口頭発表26 かかりつけ薬剤師・薬局（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 番号札の新しい使い方～プライバシー保護＋α～

10016 O-53-01 口頭発表53 禁煙支援 ／医療倫理  10月8日（日）　13：45～14：45　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 年齢の高低による薬剤師の道徳的感受性の違い

10017 P-9-368 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学園祭を利用した「薬物乱用防止教育」の実施－学園祭企画：「薬物乱用防止教育をみんなで考える2016」の報告

10018 P-9-369 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 「くすり教育」を取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践

10019 P-9-362 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） クリッカー（授業応答システム）を用いた「薬物乱用防止教育」における双方向授業の実践（その３）

10020 P-9-363 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） ロールプレイを取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践

10021 P-9-364 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 「喫煙・飲酒防止教育」を導入した「薬物乱用防止教育」の実践

10022 P-9-365 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 養護教諭および学校薬剤師に対する新たな「薬物乱用防止教育法」の指導者研修

10023 P-3-203 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域活動としての健康情報の学習会は地域住民のヘルスリテラシーを高める効果がある～当薬局における地域学習会の取り組み～

10025 P-3-204 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 震災後における同一地域内での薬局の集約化と、地域住民へのサービスの拡大

10026 P-12-528 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 院外薬局との合同勉強会の取り組み（歯科心身症の病態と薬物治療）

10027 P-12-570 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 湿布薬処方枚数制限の効果

10028 O-01-02 口頭発表1 医薬品適正使用（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） エスフルルビプロフェン・ハッカ油製剤の有用性に関する調査報告

10029 O-26-03 口頭発表26 かかりつけ薬剤師・薬局（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師が関与することで高齢者CKDは変わるのか？～かかりつけ薬剤師が腎機能を評価する取り組み～

10030 P-10-399 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅医療において薬剤師介入後に服薬状況が悪化した事例

10031 P-9-376 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校薬剤師新聞に、薬を知ろう「お薬なぜなにコーナー」を設けて　

10032 P-12-531 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 保険薬局の視点にたった疑義照会簡素化プロトコルの作成について～大阪回生病院と淀川区薬剤師会の実践報告～

10033 P-10-459 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 2016年しまだ大井川マラソンにおけるアンチドーピング意識調査

10034 O-17-01 口頭発表17 健康サポート薬局（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 地域特性（外国人労働者）を考える ～健康サポート薬局としての地域活動～

10035 O-46-01 口頭発表46 薬薬連携（1） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 当薬局における院外処方疑義照会プロトコールによる業務改善状況及び残薬解消の取り組みについて

10036 P-2-118 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 医薬品リスク管理計画（ＲＭＰ）の認知度調査と今後の課題

10037 P-2-120 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 当保険薬局において調剤ミス防止システムを導入することにより判明したエラー傾向と対策について

10038 O-26-04 口頭発表26 かかりつけ薬剤師・薬局（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師による患者宅訪問の有用性の検討

10039 P-2-194 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 国連GHSに対応した化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度と医療器材・試薬・医薬品の流通への反映の取り組み

10040 P-8-361 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 鹿児島県産のツボ作り黒酢から健康サポート薬局の方向性を考えてみると

10041 P-12-571 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 東京薬剤師会の歴史（明治21-45年)

10042 P-11-513 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 山口県薬剤師会会員薬局における医療用麻薬の取扱い状況と問題点

10043 O-54-01 口頭発表54 副作用、相互作用、イベントモニタリング 10月8日（日）　15：00～16：00　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 経口抗がん剤における副作用モニタリングチェックシートを用いた薬薬連携

10044 O-33-01 口頭発表33 生涯学習 10月8日（日）　13：45～14：45　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 千葉県における有資格離職者の復職支援事業

10045 P-5-256 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬学実務実習実施状況の確認方法に関する試行－病院･薬局で重複する目標および代表的疾患の体験の進捗について－

10046 O-41-01 口頭発表41 地域包括ケア、地域連携（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 利用者向け「アロマテラピー学習会」の取り組み

10047 P-5-257 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 保険薬局における長期実務実習で薬剤師による褥瘡ケアを体験し、患者説明会講師につながった経験報告

10049 O-26-05 口頭発表26 かかりつけ薬剤師・薬局（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師に関する意識調査

10050 P-2-121 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 調剤過誤・ヒヤリハット解析
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10051 P-11-478 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） お薬手帳による防犯活動

10052 P-9-377 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 小学校における手洗い、うがいやマスクの実施状況とインフルエンザに対する認識及び発生状況から私達が出来ることとは！！

10053 P-6-279 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 兵庫県病院薬剤師会主催の新入局研修会のふり返り調査

10054 P-12-529 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 山梨県における薬薬連携に関する意識調査

10055 P-11-479 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 常勤薬剤師1名の小規模薬局における在宅業務および地域連携を目指した取り組み

10056 O-13-01 口頭発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） お薬手帳の利用効果及びICT化への課題の分析

10057 P-2-051 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） チェックシートを用いた吸入治療薬手技の評価

10058 O-01-03 口頭発表1 医薬品適正使用（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 疑義照会の実情と課題～医師の思いと薬剤師の思い～

10059 O-41-02 口頭発表41 地域包括ケア、地域連携（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 他職種連携に強い薬剤師をめざした西宮市薬剤師会「在宅塾」への取り組み

10060 P-8-334 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 市販薬に対する意識調査

10061 P-9-378 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 夜間定時制高等学校の照度改善

10062 O-27-01 口頭発表27 かかりつけ薬剤師・薬局（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） ジェネリック使用率87％を達成して見えた今後の課題

10063 O-20-01 口頭発表20 がん化学療法・緩和医療 10月8日（日）　17：30～18：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 死にゆく患者へのかかわりの中で

10064 O-27-02 口頭発表27 かかりつけ薬剤師・薬局（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師を導入することで「かかりつけ薬局」になり得るかを検討する

10065 P-1-002 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 私たちはもともと『かかりつけ』だった～１３年の区民向け薬剤師職能啓発アンケートから見えるもの～

10066 P-2-195 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 国内外におけるスイッチOTCの現状

10067 P-10-452 ポスター発表21 チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 由利調剤薬局における医療機関への情報提供の現状

10068 O-27-03 口頭発表27 かかりつけ薬剤師・薬局（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 多職種連携による在宅における薬学的管理推進モデル事業（患者のための薬局ビジョン推進事業）について

10069 O-09-01 口頭発表9 服薬指導、薬歴管理（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 残薬問題～地域住民はいかに考え対応しているか～

10070 P-2-154 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ドライブスルー実施に伴う利点と課題

10071 P-11-480 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 在宅医療における多職種の連携・協働の場とは

10072 P-1-003 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 病薬連携への保険薬局からのアプローチ～かかりつけ薬剤師を目指して～

10073 O-34-01 口頭発表34 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 希望郷いわて国体･希望郷いわて大会におけるアンチ・ドーピング活動

10074 P-11-465 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 一般ドラッグストアにおける漢方製剤適正使用へのアプローチ（その3）-通院中の相談者への対応-

10075 P-2-196 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 湿布薬の診療報酬改定（70枚制限）による影響及び医療費削減への寄与についての比較検討

10076 P-11-464 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） ＱＯＬを向上させる漢方薬の剤形検討と将来像

10077 P-12-544 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 北海道薬剤師会における道民からの電話相談－過去10年間における海外製医薬品の相談－

10078 O-55-01 口頭発表55 チーム医療（1） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 緩和ケア普及啓発イベントを実施した事で繋がる多職種連携

10079 O-46-02 口頭発表46 薬薬連携（1） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） ひたちなか健康ＩＴネットワークにおける薬薬連携

10080 O-37-01 口頭発表37 在宅医療、介護福祉（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 長野県薬剤師会における患者のための薬局ビジョン推進事業への取組～「薬剤師のおためし訪問」事業～

10081 P-5-243 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 中学２年生における職場体験学習の実施報告

10082 O-08-01 口頭発表8 薬局経営、医療経済、流通 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） セルフメディケーション税制創設に伴う明細・領収書発行の取り組み

10083 O-49-01 口頭発表49 学校薬剤師（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 公益法人事業における学校薬剤師支援活動・学校養護教諭向け講演会の企画と開催

10084 P-10-456 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 日本水泳連盟が運用する「薬の相談窓口」でのアンチ・ドーピングへの貢献

10085 P-2-102 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 広島西医療センターにおける、薬剤部主導の後発医薬品使用促進について

10086 O-13-02 口頭発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） ソーシャルワーカーと連携して患者負担金を軽減した一例

10087 P-10-400 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 小児在宅医療における服薬介助者に着目して処方提案ができた１例について

10088 P-3-205 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域住民のニーズを満たす健康サポート機能の検証と今後の課題

10089 P-6-280 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 3年目薬剤師を主な対象とした症例検討研修会実施報告

10090 O-07-01 口頭発表7 薬物乱用防止 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 「薬育」授業から「薬物乱用防止」教室へ繋げる意義

10091 O-41-03 口頭発表41 地域包括ケア、地域連携（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 高齢者三姉妹へのテーラーメイド支援（２）～環境の変化によるドネペジル塩酸塩、メマンチン塩酸塩の用量調整～

10093 P-3-206 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 門前薬局でのかかりつけ薬局業務における検体測定室の活用方法の検討

10094 P-8-335 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 処方せんを持たずに入れる薬局とは？OTCに力を入れている薬局と、来局された消費者へのアンケートを通して見えたもの

10095 O-20-02 口頭発表20 がん化学療法・緩和医療 10月8日（日）　17：30～18：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） がん性疼痛に対するトラマドール塩酸塩徐放錠の有効性と安全性に関する検討

10096 O-34-02 口頭発表34 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 国際空道連盟初めてのドーピング検査に向けて

10097 P-12-530 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 施設を超えた連携の新しい形～がん関連処方箋でビビらないために～

10098 O-37-02 口頭発表37 在宅医療、介護福祉（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 在宅緩和医療における訪問薬剤管理指導での保険薬局薬剤師の役割

10099 P-10-457 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 「アスリートのためのドーピング防止シール」の作成とその有用性の検討

10100 P-2-053 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 当薬局における重複投薬・相互作用等防止加算の算定状況と今後の課題
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10101 P-12-569 ポスター発表35 行政、広報 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 「高齢者くすりの相談室（事例集）」の継続発行とその評価～静岡県民の医療リテラシーを高めるために～

10102 P-2-054 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 吸入薬における使用実態評価と今後の吸入指導の重要性

10103 P-2-156 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ろう者に対する日本手話による服薬支援の重要性～ろう者向けお薬相談会の中から～

10104 O-53-02 口頭発表53 禁煙支援 ／医療倫理  10月8日（日）　13：45～14：45　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 小児科受診の保護者に対する禁煙啓蒙

10105 P-3-207 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 健康サポート薬局による地域活動

10106 P-11-481 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 仙台市薬剤師会の劇団「案山子」の活動について～市民の認知症に関する理解を深める～

10107 P-8-360 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） サプリメントの利用に関する実態調査を基にした地域健康の把握に関する研究

10108 P-2-157 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 患者年齢はリトドリン塩酸塩錠の服薬アドヒアランスに影響する：当院外来での観察研究

10109 O-24-01 口頭発表24 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 甲府市行政からの委託事業としての検体測定室～地域保健活動と薬剤師育成支援

10110 P-2-158 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） MMSEを指標とした「服薬自己管理」のカットオフ値の検討

10111 O-23-01 口頭発表23 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 糖尿病の早期発見・・検体測定室を利用した住民の健康意識調査から、行動変容モデルを考え支援する

10112 O-36-01 口頭発表36 薬学教育、実務実習 10月8日（日）　17：30～18：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） ふるさと実習をより良いものとするための甲府市薬剤師会の取り組み～薬局実務実習における集合研修の有益性を考える～

10113 P-6-281 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 高度薬学管理機能を担う調剤薬局を目指して実施した研修の取り組み

10114 O-17-02 口頭発表17 健康サポート薬局（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 健康サポート薬局としての取組

10115 O-05-01 口頭発表5 医療安全対策、リスクマネジメント（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 調剤業務トータル支援ＩＴシステムの開発（第28報）投薬台撮影カメラを利用した患者対応の事例報告

10116 P-5-258 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬学部実務実習　実りある集合実習のあり方（第二報　薬剤師会主催の集合実習）

10117 P-6-295 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 地域で結ぶ災害医療認定制度構築へ向けて（第三報　より充実した実践型研修を目指して）

10118 O-37-03 口頭発表37 在宅医療、介護福祉（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 小児在宅医療への取り組みを開始して

10119 P-5-259 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬局実務実習開始早期からの継続的な服薬指導を行うための効率的な方法の検討

10120 O-49-02 口頭発表49 学校薬剤師（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校給食での食器洗浄度に対する改善策―洗浄度改善チャートの改訂―

10121 P-3-208 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 薬局にPepperがやってきた！健康サポートにおける活用の効果と課題

10122 P-3-209 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 穴水町健康推進課と町内の保険薬局が共同で取り組む健康教室

10123 P-7-313 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） おくすり手帳交付時クリアカバーの有無による持参率変化に関する取り組み

10124 P-2-055 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） あしび薬局菖蒲池店に来局された片頭痛患者について

10125 P-2-056 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 平成28年診療報酬改定が精神科領域処方箋に及ぼす影響第2報～治療に及ぼす影響～

10126 P-5-260 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 新人薬剤師に求める基本的な社会的スキルに関する研究　～アンケート結果にみる現場のニーズ～

10127 O-07-02 口頭発表7 薬物乱用防止 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 小学生における薬物乱用防止に関する意識調査

10128 P-2-057 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 481店舗で実施したブラウンバッグ運動の取り組み報告

10129 O-04-06 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 薬剤師および介護職員が遭遇したノンコンプライアンス（服薬遵守違反）事例の調査

10130 P-11-482 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 薬局薬剤師による多職種連携研修会における事例提供を介した地域医療・介護への介入効果とその影響

10131 P-12-545 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 調剤業務トータル支援ITシステムの開発（第29報）ITシステムによる医薬品在庫管理（薬価改定時の対応）

10132 P-10-401 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 市販の保湿入浴剤（2eドゥーエ：資生堂）を用いた老人性（乾燥性）皮膚掻痒症患者のQOL改善と薬剤減量へのアプローチ

10133 O-53-03 口頭発表53 禁煙支援 ／医療倫理  10月8日（日）　13：45～14：45　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 受動喫煙による児童への影響と保護者の喫煙様式（平成28年度熊谷市受動喫煙検診結果・フォローアップ検診結果から）

10134 P-2-197 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 在庫融通リスト導入による廃棄額の変化　－店舗間の在庫転送の徹底－

10135 P-1-005 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 地域活動推進事業「まちのお薬相談室」に取り組む―地域医療を支える薬局・薬剤師をめざして―

10136 P-1-004 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬局・薬剤師の普及促進を目的としたお薬教室の試み

10137 P-2-199 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局薬剤師による疑義照会の医療経済学的効果に関する研究～外来処方せんを対象として～

10138 P-2-198 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局薬剤師による疑義照会の医療経済学的効果に関する研究～在宅処方せんを対象として～

10139 P-11-505 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 中学1年生を対象とした喫煙防止教育

10140 P-8-336 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 医療費・医薬品の適正使用に対する一般生活者の意識調査

10141 O-49-03 口頭発表49 学校薬剤師（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校教員へのエピペンの適正使用を分かりやすく伝える方法

10142 P-5-261 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 記憶と記録の残るこども薬剤師体験　第2報 ～小規模薬局でもできる体験プログラムの作成～

10143 P-2-058 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査と監査

10144 O-41-04 口頭発表41 地域包括ケア、地域連携（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 精神科病院の門前に立地する保険薬局の存在意義

10145 P-11-483 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） かかりつけ薬剤師が『いつもそこにいる安心感』を目指して～玉川砧薬剤師会の多職種連携を活用した薬剤師の相談機能の発信～

10146 P-2-138 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ビスホスホネート系薬剤服用患者における口腔ケアの多施設共同調査

10147 P-1-006 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 東京都西多摩地域におけるかかりつけ薬剤師の現状について

10148 P-10-402 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 高齢者向け住宅における薬剤師としての取り組み

10149 P-9-391 ポスター発表19 環境、公衆衛生 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 医薬品等の廃棄物分別における意識調査



第50回日本薬剤師会学術大会
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登録番号 演題番号 セッション カテゴリー 日時 会場 演題名

10152 P-8-337 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 「健康サポート薬局」機能からみた検体測定室の意義と有効活用について

10153 P-2-059 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 重複投薬・相互作用防止加算への取り組みについて

10154 P-8-356 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 健康食品が原因と思われる検査値異常をきたした1例

10155 P-8-357 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 低GIチョコレートの糖尿病患者への嗜好品としての可能性を探る

10156 P-5-244 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 「おおむら健康福祉まつり」来場者における血糖測定調査報告～過去4年分のアンケート調査～　

10157 P-8-358 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 患者インタビューが有効であったサプリメントが関与するプレアボイド事例

10158 P-2-129 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局における薬剤師の薬物療法の安全確保等への貢献に関する調査研究　鹿児島県薬剤師会平成28年度疑義照会事例収集事業報告

10159 O-37-04 口頭発表37 在宅医療、介護福祉（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 認知症患者の食欲不振、抑うつ気分に抑肝散加陳皮半夏の処方提案が奏功した三例

10160 P-10-403 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 保険薬局における在宅緩和医療推進のための「医療用麻薬」に関する現状調査

10161 P-6-296 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 地域密着型災害対策研修会実施による薬局薬剤師の災害対応力向上への検討

10162 P-5-262 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 臨床薬理を志向した薬学生によるクリニカル・ミーティングの実践

10163 O-49-04 口頭発表49 学校薬剤師（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 薬剤師によるくすり教育の参画「くすりの正しい使い方」ポスターコンク－ルを通じての認識向上の取り組み（第２報）

10164 O-09-02 口頭発表9 服薬指導、薬歴管理（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） ポリファーマシー状態患者における漫然投与薬中止の処方提案と服薬支援

10165 O-07-03 口頭発表7 薬物乱用防止 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 小学生の薬物乱用に対する意識に及ぼす学校薬剤師による教育の影響

10166 P-10-404 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 千葉市在宅医療介護対応薬剤師認定事業を受託して～初年度開催報告～

10167 P-10-405 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） ワードの差し込み印刷機能を活用した日めくり服薬カレンダーの作成

10168 P-12-559 ポスター発表30 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 江戸川区における無菌調剤室 共同利用の現状について

10169 O-55-02 口頭発表55 チーム医療（1） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 特別養護老人ホームにおけるアルツハイマー型認知症患者に対するチーム医療連携システム構築の必要性

10170 P-1-007 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ同意患者の薬局（薬剤師）に対する意識調査～患者が求める薬剤師像とは～

10171 P-10-406 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） かかりつけ薬局の役割を担うための在宅薬剤管理への取り組み

10172 O-46-03 口頭発表46 薬薬連携（1） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 都城市北諸県郡地区における薬薬連携の取り組みについて

10173 P-5-245 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 地域における禁煙教育 ～大学安全衛生部との連携による職員・学生向け禁煙教育を実施して～

10174 P-3-210 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） キョーワオレンジカフェ（認知症カフェ）開催による地域貢献の試み

10175 O-15-01 口頭発表15 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 漢方医人列伝 浅田宗伯の和胆洋器説

10176 O-46-04 口頭発表46 薬薬連携（1） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 疑義照会の解析によるがん患者に対する薬局機能の質的向上の検討

10177 P-2-122 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） モナリザ効果と医薬品の棚札変更による調剤ミス防止の取り組み

10178 O-05-02 口頭発表5 医療安全対策、リスクマネジメント（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） ビスフォスフォネート系製剤の処方オーダー時の専用入力画面の新規作成について～予算化なしでの薬剤師による処方オーダー画面の作成業務から～

10179 P-1-008 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 若手薬剤師の地域活動実施に向けてのサポートプログラムの運用

10180 P-11-507 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 保険薬局におけるリーフレットを用いた簡易支援による禁煙試行率の検討

10181 O-54-02 口頭発表54 副作用、相互作用、イベントモニタリング 10月8日（日）　15：00～16：00　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 乳児乳糖アレルギー患者における薬剤の選択

10182 P-2-200 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） デッドストック解消サイト「D.S-fine（ディーエスフィーネ）」の開発とその小分取引によるデッドストック解消の成果について

10183 P-6-282 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 地域大学病院専門医と連携した吸入指導研修会への取り組み

10184 P-2-060 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 児童と保護者を対象とした薬の適正使用テキストと体験実習による薬教育の評価（第4報）―親子でわくわくおくすり教室―

10185 P-10-450 ポスター発表21 チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） (一社)所沢市薬剤師会における院外処方箋に対してのアンケート調査報告～処方医との情報共有の重要性～

10186 O-29-02 口頭発表29 災害医療、危機管理（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 服薬中断リスクと災害時の服薬支援を考える

10187 P-2-159 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） イソバイドシロップの苦みを緩和する清涼飲料水

10188 O-17-03 口頭発表17 健康サポート薬局（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 地域住民との信頼関係から生まれた健康サポート薬局

10189 P-2-062 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ヘリコバクター・ピロリ除菌におけるパック製剤の有用性の検証

10190 O-49-05 口頭発表49 学校薬剤師（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 給食室衛生管理の「見える化」をめざして        ～食中毒発生時にも生かされた小平市学校薬剤師会の取り組み～

10191 P-9-379 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 東京都学校薬剤師会による食物アレルギー緊急対応の取り組みの現状と展望

10192 P-12-532 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 一般社団法人札幌薬剤師会における薬薬連携推進活動─経口抗がん薬治療に関する連携の現状と課題─

10193 P-5-246 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） チャオの会　～地域の保健活動で薬剤師ができること～

10194 O-09-03 口頭発表9 服薬指導、薬歴管理（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 当社におけるお薬手帳用シールを活用した残薬確認と調整について

10195 P-5-263 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 「おくすりカフェ」運営を通じた、薬剤師の育成

10196 P-1-009 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師制度導入による満足度の検証～患者、薬剤師双方の視点から～

10197 O-14-01 口頭発表14 OTC医薬品、セルフメディケーション 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 地域で唯一の薬局だからできること

10198 P-8-338 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） OTC（漢方薬・各種製剤）・サプリメントを用いた代替医療による医療費抑制事例

10199 P-12-546 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 医薬品情報「DI Gifu」第100号発行までの26年間の歩み

10200 P-2-063 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） （公社）神奈川県薬剤師会に於ける薬局プレアボイド活動の実施報告
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10201 O-41-05 口頭発表41 地域包括ケア、地域連携（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域包括ケアシステムを見据えた多職種連携研修会で得られた成果と課題

10202 P-11-484 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域活動、薬剤師によるウォーキング大会の取り組み

10203 P-1-010 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬局の機能拡大に向けた取り組み～かかりつけ薬剤師とかかりつけ栄養士の連携～

10204 P-1-011 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 重複投薬・相互作用等防止加算の傾向と、かかりつけ薬局の役割

10207 P-2-160 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 調剤薬局での栄養相談 ~薬剤師と管理栄養士の連携~

10208 O-01-04 口頭発表1 医薬品適正使用（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 保険薬局における高齢糖尿病患者の腎機能評価にもとづいた疑義照会に関する検討

10209 P-11-485 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 品川区南大井地区における吸入指導

10210 O-09-04 口頭発表9 服薬指導、薬歴管理（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 高齢者における内服薬の剤型の違いによる服薬状況についての意識調査

10211 P-1-012 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 「症状別簡易フローチャート」を利用した適切なＯＴＣ販売による、地域のヘルスケアへの貢献を目指して

10212 P-10-408 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 担当者会議における薬剤師の役割

10213 P-2-161 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） レルベアへ切り替えた患者へのアドヒアランスに関するアンケート調査

10214 P-12-572 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 医学部・薬学部・看護学部・教育学部学生が共同で行う未就学児に対する医療・保健教育活動と参加学生の意識に関する報告

10215 P-10-409 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 訪問看護師との連携を目的とした業務同行実習について

10216 O-38-01 口頭発表38 在宅医療、介護福祉（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 薬局と老健施設との連携

10217 P-5-247 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 検体測定室に対するニーズ調査と在り方の検討

10218 O-55-03 口頭発表55 チーム医療（1） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） ラメルテオンによる睡眠相後退症候群治療における処方介入事例

10219 P-12-547 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 簡便かつ信頼性の高い家庭用血圧測定・管理システムの構築：保険薬局におけるスマートフォン対応血圧測定器導入に関する質的研究

10220 P-5-248 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 地域歯科医師会との連携による禁煙支援の取組み～健康フェアにおける肺年齢測定～

10221 O-27-04 口頭発表27 かかりつけ薬剤師・薬局（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 残薬調整から医薬品適正処方・使用、多職種連携へ繋げる　かかりつけ薬剤師の可能性

10222 P-2-064 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査値記載処方箋の活用状況と展望

10223 O-50-01 口頭発表50 学校薬剤師（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 適環境進化のための季節対応

10224 P-2-162 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局における外国人対応の現状とこれから

10225 O-09-05 口頭発表9 服薬指導、薬歴管理（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 投薬時以外に服薬状況確認を行った症例

10226 P-12-573 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 薬剤師の職業性ストレスと精神健康との関連に関する研究

10227 O-38-02 口頭発表38 在宅医療、介護福祉（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 薬局薬剤師提案により訪問薬剤管理指導を開始後、半固形化を導入することで生活改善へと繋がった経管栄養の事例

10228 P-10-410 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅医療における地域特性から考える薬剤師の訪問管理

10229 P-2-103 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） NSAIDs外用剤の後発医薬品変更に関する検討

10230 P-2-123 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 一般社団法人岡山県薬剤師会における医療専門弁護士を交えた医療安全への取り組み（第6報）

10231 P-2-065 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 八戸市近郊での残薬重複等の疑義照会調査の報告

10232 O-55-04 口頭発表55 チーム医療（1） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3）  薬局薬剤師としてがん化学療法を受ける患者を支えるために～薬局自らアクションを起こしたチーム医療への取り組み～

10233 P-8-339 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） セルフメディケーションの求められる時代において現在ある取り組みを再度考える

10234 P-2-067 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 睡眠薬の減量に関する薬局薬剤師の関わり方

10235 P-6-283 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 「学生のための漢方講座」～受講生の満足度調査～

10236 P-8-340 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 検体測定室の取り組み ～実績とその評価～

10237 O-55-05 口頭発表55 チーム医療（1） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 服薬アドヒアランス・治療満足度向上への取り組みの有用性の検証

10238 P-3-211 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 小松南部地域におけるカルシウム摂取のアンケート調査報告（第2報）

10239 P-2-163 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬剤師によるビグアナイド残薬調整の有効性と課題

10240 O-10-01 口頭発表10 服薬指導、薬歴管理（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 保険薬局における小児アトピー性皮膚炎の疑われる患者の来局状況と取り組み ～スキンケアトライアル手帳を活用して

10241 P-5-265 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 地域薬剤師会における市民啓発活動（第３報）中学生のための初級薬学講座～薬の秘密を確かめよう

10242 P-2-066 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 処方元クリニックと連携したメコバラミン錠の適正使用に関する取り組み

10243 P-10-411 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 八尾市薬剤師会における在宅医療推進の取り組み

10244 P-2-164 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 糖尿病患者のためのフットケア認知度上昇へのアプローチ

10245 P-5-267 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 早期臨床体験での学生の質問と学び

10246 P-12-575 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 小型卓上試験機を用いたワルファリンカリウム錠（PTP包装）の取り出しやすさの検討

10247 P-12-574 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 門前薬局からの脱却、そして地域の調剤薬局を目指して

10248 O-10-02 口頭発表10 服薬指導、薬歴管理（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 行動科学に基づく薬剤師の介入が骨粗鬆症重症化予防に及ぼす影響～Pharma Act Project～

10249 P-8-341 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 七味の歴史と漢方の関わりから考える、現代人に適した七味唐辛子の開発について

10250 P-11-486 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 外来患者の認知症治療薬使用状況の実態調査について
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10251 P-3-212 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 健康サポート薬局としての取り組み「栄養相談」-管理栄養士の介入が服薬指導に生かされた例-

10253 O-33-02 口頭発表33 生涯学習 10月8日（日）　13：45～14：45　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 熊本県内の学術研修会の評価と課題について－プロフェッショナルスタンダード（PS）の活用－

10254 P-9-380 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 八戸市学校薬剤師会の認定こども園における園薬剤師活動について

10255 P-12-565 ポスター発表33 品質管理、製剤試験、治験・臨床試験 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 人を対象とする医学系研究に関する倫理講習会における薬剤師の意識調査

10256 P-6-297 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 保険薬局のおける、災害用の医療用医薬品の備蓄とその管理について（第２報）

10257 O-20-03 口頭発表20 がん化学療法・緩和医療 10月8日（日）　17：30～18：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 抗がん剤治療を行う患者への薬局版クリティカルパスを用いた副作用チェックの取り組み（大腸がん・乳がんの症例を基に　第2報）

10258 P-10-458 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 江戸川区薬剤師会スポーツファーマシスト委員会の活動スポーツ愛好家に正しい薬の理解と健康増進の普及・啓発を

10259 O-42-01 口頭発表42 地域包括ケア、地域連携（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域医療連携システムの情報共有により服薬指導を行い、保険薬局から病院へ患者情報の提供が行われた症例

10260 P-11-506 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 薬局薬剤師の禁煙支援により禁煙に成功した一症例

10261 P-1-013 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 　アンケートから見える患者が求める「かかりつけ薬剤師」像

10262 P-7-314 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） お薬手帳カバーを利用した岩国市の緑内障患者情報共有に関する取り組み

10263 P-11-487 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 「みんなの”高齢者見守り・SOS”ウォークラリー」活動報告

10264 P-2-061 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 周術期における睡眠導入剤服用患者のせん妄への影響について

10265 P-11-467 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 煎じ薬の煎じ方及び服用方法に対する実態調査

10266 P-12-566 ポスター発表33 品質管理、製剤試験、治験・臨床試験 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 分包後内部の温度及び湿度の測定

10267 P-1-014 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師の対象となる患者層とアプローチ方法の考察

10268 P-12-533 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） ソーシャルネットワークを用いた薬薬連携の今後の展望短期間の病院勤務を得ることにより薬薬連携の重要性を感じて

10269 O-42-02 口頭発表42 地域包括ケア、地域連携（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 薬局薬剤師が認知症対策に貢献できること

10270 P-10-413 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅でとりまく近況と今後について～症例を踏まえて～［クリーンベンチの活用例も含め］

10271 P-2-140 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 抗精神病薬における意識障害の実態調査

10272 P-12-534 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） がん治療レジメン名が掲載された院外処方箋に対する保険薬剤師の取り組み

10273 O-01-05 口頭発表1 医薬品適正使用（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 薬剤師会、病院、行政の協働による市民に対する医薬品適正使用の啓発事業について

10274 P-8-342 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） ドラッグストア（OTC）における、近年の漢方ニーズの変化　～漢方の知識習得の必要性～

10275 P-11-488

10276 P-3-213 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 薬局を地域住民のコミュニティの場へ～健康サポート薬局としての挑戦～

10277 O-42-03 口頭発表42 地域包括ケア、地域連携（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 暮らしの安心プロジェクト～孤立死・孤独死を防ぐ地域包括ケア活動～について

10278 P-8-343 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 漢方薬を適正に使えているか？　～体質との相違調査～

10279 P-5-249 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 慢性腎臓病対策を多職種と連携し、患者指導及び住民啓発を行なった～福島薬剤師会の医療における地域活動～

10280 P-1-015 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 地域住民に対する啓発活動から、真の「かかりつけ薬剤師・薬局」への道を探る

10281 O-05-03 口頭発表5 医療安全対策、リスクマネジメント（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 調剤過誤防止を目的としたGS1コードリーダーハンディターミナルの導入評価

10282 P-10-412 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 食事摂取困難な入院がん化学療法施行患者へのHPNの導入、及び副作用モニタリングを行うことで自宅退院が可能となった１例

10283 P-11-516 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 当院における外来化学療法実施大腸癌患者の苦痛スクリーニング状況

10284 P-2-104 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウムに関する患者アンケート調査

10285 P-2-068 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局の薬剤師によるビスホスホネート製剤の治療効果向上を目指した医薬連携の取り組み

10286 P-8-344 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 間違ったセルフメディケーションの是正

10287 P-10-414 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅がん末期患者におけるとんぷく箱の有用性の検証

10288 P-11-489 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 介護施設と共同して、ICTを利用した「服薬支援ロボ」の導入をきっかけにして、多職種連携や地域包括ケアシステムの構築

10289 O-38-03 口頭発表38 在宅医療、介護福祉（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 施設入居者の服薬管理から見えてきた多職種連携の重要性

10290 O-10-03 口頭発表10 服薬指導、薬歴管理（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局薬剤師の介入による小児吸入治療のアドヒアランス向上を目指した取り組み

10291 P-11-466 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 漢方医学的考察を基にした保険調剤における繁用漢方薬の服薬指導

10292 P-2-165 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 患者情報の共有と有効活用への取り組み

10293 O-38-04 口頭発表38 在宅医療、介護福祉（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 訪問診療への同行から伺える終末期における在宅業務に対する高度薬学管理機能の必要性

10294 P-11-469 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 漢方薬中の生薬成分に関する研究（6）オウゴン配合漢方薬のバイカリン量

10295 O-23-02 口頭発表23 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 行政と連携した市民向け講演会～地域住民の健康のための取り組み～

10296 P-2-105 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） オーソライズドジェネリックが薬局の後発医薬品の使用促進に与える影響について

10297 P-2-069 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局における長期投与される薬剤の効果測定方法の検討

10298 O-25-01 口頭発表25 医薬品情報、IT化 10月8日（日）　13：45～14：45　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 医薬品卸MSによる医薬品市販後情報収集システム「PEM-MS」の活用

10299 O-42-04 口頭発表42 地域包括ケア、地域連携（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） オレンジカフェ（認知症カフェ）での薬剤師の関わるべき姿

10300 P-2-124 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 千葉県内保険薬局における調剤事故発生時の対応状況調査報告

取り下げ



第50回日本薬剤師会学術大会

＝一般演題採択結果＝

登録番号 演題番号 セッション カテゴリー 日時 会場 演題名

10301 P-1-016 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 糖尿病患者への継続的介入によるかかりつけ制度に求められる要素の検討

10302 O-47-01 口頭発表47 薬薬連携（2） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 「お薬手帳」の活用でシームレスな薬学的管理を実践するための課題

10303 P-2-070 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査値を利用した処方鑑査の取り組み

10304 P-2-072 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） フェブキソスタット錠の使用調査

10305 P-11-515 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） アファチニブによる有害事象に影響を及ぼす因子の探索

10306 P-12-535 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 「テレフォン服薬サポート」を活用した外来がん化学療法における薬薬連携の一症例

10307 P-2-166 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 自宅での医薬品の管理状況に関する調査

10308 P-2-201 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 回避余地がある有効期限切れ医薬品の削減～アップル薬局流医薬品サルベージ術～

10309 P-1-017 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 十勝地区における「かかりつけ薬剤師」制度の現状と課題

10310 P-10-415 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 訪問薬剤管理指導における訪問医の初回往診への同行のメリット・デメリットについて

10311 P-6-298 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 緊急時対応ができる薬剤師を増やすための活動

10312 O-34-03 口頭発表34 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 今後取り組むアンチ・ドーピング活動の方向性に対する考察～アスリート及びその関係者へのアンケート調査から見えてくるもの～

10313 O-56-01 口頭発表56 チーム医療（2） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 有料老人介護施設における減薬について

10314 O-54-03 口頭発表54 副作用、相互作用、イベントモニタリング 10月8日（日）　15：00～16：00　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） アンジオテンシン受容体拮抗薬／ヒドロクロロチアジド利尿剤配合薬における高尿酸血症の発現について

10315 P-2-071 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 医療ビッグデータを活用したポリファーマシーに関する解析　―まずは80歳以上での適正化が職能の発揮どころ―

10316 P-11-491 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 診療所医師と薬剤師の連携に向けた処方せん様式変更に伴う残薬管理に関する調査研究

10317 P-2-141 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 抗ヒスタミン薬によるインペアード・パフォーマンスを検出するための調査票作成の検討

10318 P-2-167 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児における服薬指導のニーズと指導内容の明確化

10319 O-42-05 口頭発表42 地域包括ケア、地域連携（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 近隣地域における薬局－薬局連携

10320 O-10-04 口頭発表10 服薬指導、薬歴管理（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局薬剤師の薬学的ケアの実践状況に関する全国調査－行動評価指標による国際比較および服薬指導に関する意識－

10321 P-10-416 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 保険薬局における地域医療連携～つながりのある在宅緩和医療のために(第二報)

10322 P-11-468 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 漢方薬におけるコンプライアンス向上についての考察～患者アンケートによる服用時点、効果実感等の視点から～

10323 P-6-299 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 災害対策～糸魚川市大規模火災をふまえて～

10324 O-27-05 口頭発表27 かかりつけ薬剤師・薬局（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師 VS ポリファーマシー

10325 O-17-04 口頭発表17 健康サポート薬局（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） はじめました「献血サポート薬局」

10326 P-11-490 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） かかりつけ薬剤師としての地域活動への取り組み会員、非会員へ意識調査

10327 P-11-492 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） ファーマシューティカルケア第１４報～みんなの健康展２０１６の取組～

10328 P-2-073 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 重複投薬・相互作用等防止加算の意識を高めるためのプレアボイド事例の活用方法

10329 P-5-266 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） カウンター実習における漢方及び薬膳教育の活用の実例

10330 P-10-417 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 調剤薬局の在宅医療における患者様及び他職種からの意見調査

10331 P-10-418 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 脳梗塞を合併したレビー小体型認知症に対してリバスチグミンからの切り替えで低用量長期間投与ガランタミンが有効だった1症例

10332 P-12-553 ポスター発表29 	感染対策、HIV ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 当薬局におけるインフルエンザ罹患者の予防接種率と感染経路の調査

10333 P-2-074 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 福祉施設（老人ホーム等）の一包化調剤の標準化

10334 P-2-168 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 散薬に対する乳幼児のコンプライアンス向上及び服薬方法の検討

10335 O-10-05 口頭発表10 服薬指導、薬歴管理（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 吸入指導と理解度の実態

10336 P-2-169 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 園児・小学生の昼食後服薬の現状と課題

10337 P-3-214 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） OTC医薬品の適正使用に関する検討-健康サポート薬局に常駐する薬剤師に求められること-

10338 P-5-250 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬局の検体測定が三原市の委託事業となった初年度報告　　　　～三原薬剤師会「糖尿病リスク測定」における3年目の取り組み～

10339 P-2-125 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） リスクマネジメントの観点から考えるハンディ端末の有用性の検討

10341 P-12-561 ポスター発表31 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 高カロリー輸液間欠投与小児患者のエネルギー摂取量と総蛋白の評価

10342 O-38-05 口頭発表38 在宅医療、介護福祉（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 認知症を合併した高齢喘息患者の在宅医療への介入

10343 O-34-04 口頭発表34 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） あるプロスポーツ団体選手へのアンチドーピング活動から見た医薬品適正使用について

10344 P-8-345 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 薬剤師による唾液を用いた口腔内衛生の確認と歯科受診への行動変容効果

10345 P-3-217 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域密着型薬局の健康サポート薬局取得を目指した取り組み　～真の健康サポート薬局を考える～

10346 P-1-018 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 薬局における地域イベント（イベント名：薬局へ行こうウイーク）における参加者と薬局スタッフの行動変容の考察

10347 P-5-268 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬学生実務実習における薬物乱用防止教育についてースモールグループディスカッションを活用した体験的学習についてー

10348 P-7-315 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） スマホと連動した新規お薬手帳サポートシール：2016年度インフルエンザシーズンでの利用解析

10349 O-47-02 口頭発表47 薬薬連携（2） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 処方追加・変更につながった症例から考えるトレーシングレポートの有用性

10350 O-02-01 口頭発表2 医薬品適正使用（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 外来患者の残薬の現状と薬学的介入による医療費削減への取り組み
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10351 P-6-284 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾（CPC-12）の活動状況と対策

10352 O-54-04 口頭発表54 副作用、相互作用、イベントモニタリング 10月8日（日）　15：00～16：00　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） ポリファーマシーが及ぼすワルファリンのPT-INR値への影響に関する検討

10353 P-5-269 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 改訂モデル・コアカリキュラムを見据えた方略見直し実習の実践報告

10354 P-11-493 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 外来でのC型肝炎治療薬の服薬支援~地域包括ケアシステムの構築~

10355 O-47-03 口頭発表47 薬薬連携（2） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） よりよい薬薬連携を推進するために保険薬局薬剤師と病院薬剤師合同ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催して

10356 P-1-019 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師機能の現状と介入効果の評価

10357 O-17-05 口頭発表17 健康サポート薬局（1） 10月8日（日）　13：45～14：45　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 健康サポート薬局の地域活動参画

10358 P-10-419 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 訪問診療における薬剤師同行は、医師の処方変更にどのように関与しているか？

10359 P-2-126 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） リスク回避にも配慮した持参薬関連業務への薬剤師の取り組み

10360 O-50-02 口頭発表50 学校薬剤師（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校薬剤師　指導助言力の向上を目指して

10362 O-18-01 口頭発表18 健康サポート薬局（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 健康相談窓口に向けて　薬局にて血糖値測定 ～測定開始からその後の経過・展開について～

10363 O-15-02 口頭発表15 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局製剤。香蘇散の剤形による精油含量の検討

10364 P-10-420 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 人口減少社会を支える在宅医療の将来性に関する一考察

10365 O-29-03 口頭発表29 災害医療、危機管理（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 住吉区薬剤師会が行った災害医療訓練（災害薬事研修をヒントに）

10366 P-2-076 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 平塚中郡薬剤師会における疑義照会を取り巻く概況調査

10367 P-2-106 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局におけるジェネリック医薬品の選択基準に関する実態調査

10368 P-2-075 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査値記載処方箋の応需実態と薬剤師の意識調査から見えてきた検査値活用への検討

10369 P-2-077 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児医療における保険薬局での問題点とその改善策

10371 P-10-421 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 当薬局における無菌調剤の必要性と実績調査

10372 P-2-127 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 漢方エキス剤の計数調剤エラー防止の取り組み

10373 P-2-170 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児用抗生剤に関する服用状況及び服薬指導について

10374 O-43-01 口頭発表43 地域包括ケア、地域連携（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 薬剤師ができる地域貢献～市民健康まつりへの参加を通じて

10375 O-43-02 口頭発表43 地域包括ケア、地域連携（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 患者のための薬局ビジョン推進事業における多職種連携の取り組み

10376 P-12-548 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 越前堀薬局における処方箋メール受付の試み

10377 O-28-01 口頭発表28 かかりつけ薬剤師・薬局（3） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 患者のための薬局ビジョン実現に向けた薬局実態調査

10378 O-02-02 口頭発表2 医薬品適正使用（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 院外処方箋実態調査 ～ポリファーマシーの改善に向けて～

10379 P-12-557 ポスター発表30 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 再現性の高いシロップ剤の調剤手法の検討

10380 P-10-422 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 独自のフォーマットを用いた薬剤師の在宅医療の現状調査～制度改革を指向した問題点の抽出～

10381 P-9-388 ポスター発表19 環境、公衆衛生 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 鳥インフルエンザ発生への対応について

10382 P-1-020 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師に関する意識調査

10383 P-2-171 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） コーチングスタイルを用いた薬局薬剤師の支援による血糖コントロールの効果～HbA1cはどれだけ下がるか?!～

10384 O-11-01 口頭発表11 服薬指導、薬歴管理（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 緑内障治療における点眼薬の実態調査

10385 P-2-107 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） てんかん患者に対する後発医薬品変更後の影響に関する調査

10386 P-2-108 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 抗がん剤の後発医薬品使用による医療費削減効果に関する研究

10387 P-10-423 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 知的障害をもつ独居患者における在宅管理

10388 P-1-021 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 薬局における管理栄養士介入による患者のＱＯＬ向上、ポリファーマシーの改善についての症例報告

10389 O-28-02 口頭発表28 かかりつけ薬剤師・薬局（3） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 薬局薬剤師による地域医療への貢献 ～地域活動を通して貢献できること～

10390 P-10-424 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅における携帯型ディスポーザブル注入ポンプの導入・使用例～外因子による影響と対策～

10391 P-10-425 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 薬剤師としての認知症患者との関わり

10393 P-6-285 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 新人薬剤師の研修における、メンター制度導入の結果と今後の課題

10394 P-1-022 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 患者が求める「かかりつけ薬局」と「薬剤師の意識」についての調査

10395 O-18-02 口頭発表18 健康サポート薬局（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 地域包括ケアシステムを意識した薬局開設から地域包括支援センターを委託されるまで

10396 P-11-494 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 在宅医療に関するアンケート調査で見えた地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割と今後の課題

10397 P-6-300 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 立川市における災害時医療体制の構築

10398 P-12-549 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 福島県薬剤師会が行った「キビタン健康ネット」推進普及事業の成果検証

10399 P-2-078 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 5年以上の突合点検結果より、保険薬剤師として注意すべきこと

10400 P-2-128 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 介護老人保健施設における落薬データ収集のとりくみと今後の課題
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10401 P-10-426 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 施設在宅に於ける調剤薬局薬剤師の役割と、看護師サポートの必要性

10402 P-9-389 ポスター発表19 環境、公衆衛生 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 薬局管理栄養士との連携～糖尿病の重症化予防～

10403 O-11-02 口頭発表11 服薬指導、薬歴管理（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 処方箋に記載された臨床検査値を活用した疑義照会事例の報告

10404 P-2-079 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局来局患者におけるブラウンバッグの普及と潜在的な必要性の考察

10405 P-8-346 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） お薬手帳を利用した要指導医薬品及び一般用医薬品の服薬管理

10406 P-7-316 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） お薬手帳の活用に対する意識調査

10407 O-18-03 口頭発表18 健康サポート薬局（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） かかりつけ薬剤師と健康サポート薬局の現状

10408 P-2-081 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） アリピプラゾールにより処方はどのように変化するか？－アリピプラゾール処方前後比較から－

10409 P-2-130 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 医療用医薬品におけるRMPの普及率調査及び添付文書との副作用情報の比較

10411 O-28-03 口頭発表28 かかりつけ薬剤師・薬局（3） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師の満足度に与える要因分析

10412 P-3-215 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 健康サポート薬局における運動および栄養介入指導の効果

10413 O-23-03 口頭発表23 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） がん体験をきっかけに始めたがん検診啓発活動で気付いたこと

10414 O-02-03 口頭発表2 医薬品適正使用（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 保険薬局に何が出来るか～突合縦覧点検から5年～

10415 P-7-317 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） お薬手帳の持参率からみる服薬管理の傾向と対策

10416 P-2-173 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 吸入ステロイドの実態調査～うがいと息止め、デバイストラブルについて～

10417 P-12-536 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 疑義照会簡素化プロトコール運用による医療適正化

10418 P-6-301 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 大分県薬剤師会の災害用備蓄医薬品に関する検討

10419 P-9-381 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 薬物乱用防止教室の継続による成果～小学校高学年における喫煙・飲酒に関するイメージ調査からみえてきたもの～

10420 P-3-219 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 健康サポート薬局としての取り組み　～ＳＭＢＧ（血糖自己測定）を用いた食後血糖値測定会を実施して～

10421 O-18-04 口頭発表18 健康サポート薬局（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 薬局機能の強化のためのロコモ度チェックと検体測定室～秋のげんきまつりでの健康サポート事業～

10422 P-3-216 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 薬剤師による地域活動

10423 P-10-427 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 居宅中心の在宅薬局からの報告と問題点

10424 P-3-218 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 保険薬局における薬剤師と管理栄養士の連携～地域の健康をトータルにサポートできる薬局作りを目指して～

10425 P-10-451 ポスター発表21 	チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 医療連携の推進につなげるための『服薬情報提供書』

10426 P-12-543 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 気象・環境の変化と喘息治療薬処方患者の保険薬局への来局動向の関連性

10427 P-2-080 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 湿布薬７０枚制限には医療費削減効果があったのか？

10428 P-10-428 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 薬剤師による嚥下機能評価の有用性

10429 P-11-495 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 板橋区休日調剤薬局開局事業への対応～「小児用医薬品セット」の貸し出し～

10430 P-7-319 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 服薬情報提供書を介した処方提案への取り組み

10432 P-6-286 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 薬剤師卒後研修の充実とインターンシップ実施による新卒薬剤師定着率について

10433 P-2-142 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ジスチグミン臭化物錠によるコリン作動性クリーゼの防止を目的とした当薬局の取り組み

10434 P-3-220 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域のニーズに合った健康サポート薬局のあり方

10435 P-3-221 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域に求められる健康サポート薬局を目指して

10436 P-6-287 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 「薬剤師臨床セミナー」参加者に対するアンケート調査結果２０１７－薬剤師の資質向上を目指して（第４報）－

10437 P-2-172 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 高血圧患者の服薬支援をNSTと骨粗鬆症マネージャーの側面からフォーカスする

10438 P-2-174 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 塩分チェックシートを用いた高血圧治療中患者の塩分摂取状況と減塩に対する意識調査～時間栄養学を意識した提案を行うために～

10439 P-10-429 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 新規患者が来局して ～居宅への道のり～

10440 P-1-023 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 居宅療養管理指導からかかりつけ薬剤師指導に切り替えた事例

10441 P-5-251 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 入江薬局本店における白内障手術患者・加齢黄斑変性治療患者へのアンケート結果を踏まえて考える薬局薬剤師のありかた

10442 P-3-222 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 地域住民への健康フェア　－健康の維持・増進のために薬局ができること－

10443 P-7-318 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） お薬手帳への副作用記載状況と副作用被疑薬についての患者認識率の調査

10444 O-21-01 口頭発表21 健康サポート薬局（3） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 来局患者における健康意識と健康サポートへの取り組み

10445 O-19-01 口頭発表19 健康食品、サプリメント 10月8日（日）　16：15～17：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 特定保健用食品の使用実態からみる保険薬剤師の課題

10446 O-25-02 口頭発表25 医薬品情報、IT化 10月8日（日）　13：45～14：45　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） Wi-Fiモジュールを用いたIoT機器の開発と医療分野への活用

10447 O-02-04 口頭発表2 医薬品適正使用（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 『医薬品適正使用』の啓発への取り組み ～養護教諭との連携により学校から家庭への普及を目指す～

10448 P-9-382 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校「採光及び照明」検査結果から見えてきた全教室への大型テレビ導入事例の問題点と改善策について

10449 P-2-175 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） レコーディングを活用した睡眠薬服用患者への服薬指導について

10450 P-2-176 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬剤師だからできる骨粗鬆症への介入～お薬手帳の有効利用～
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10451 O-43-03 口頭発表43 地域包括ケア、地域連携（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 健康啓発活動を継続する意義

10452 P-10-430 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） Furuta Methodsを活用した薬剤師介入よる褥瘡改善例

10453 O-50-03 口頭発表50 学校薬剤師（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校環境における簡易測定法の研究

10454 O-50-04 口頭発表50 学校薬剤師（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校給食施設におけるゴキブリ生息数調査とその評価法に関する検討

10456 P-10-431 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅療養高齢者の服薬困難の実態及び係るコストの算出と薬剤師が貢献できる服薬困難者への服薬支援の可能性の検討（第一報）

10457 P-2-131 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬剤監査支援システムの導入による調剤過誤対策と効果について

10458 P-6-288 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 「レゴシリアスプレイ」で理想の薬剤師像を描く

10459 P-6-302 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 大規模災害を想定した墨田区薬剤師会の体制整備

10460 P-8-348 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 簡易血糖測定会を通してセルフメディケーションに薬剤師から積極的に関わる試みー食後高血糖に着目してー

10461 O-47-04 口頭発表47 薬薬連携（2） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） ホームページを利用した「中信がん薬薬連携勉強会」支援の取り組み

10462 P-2-144 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） NSAIDs継続服用患者における胃潰瘍治療薬の処方状況

10463 O-39-01 口頭発表39 在宅医療、介護福祉（3） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） Research and development of a robot to change the world's medicine care.～薬剤師の手による服薬支援ロボットの研究開発～

10464 P-7-320 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 緑内障と抗コリン薬　－調剤薬局にできること－

10465 O-29-04 口頭発表29 災害医療、危機管理（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 墨田区医師会災害医療ロジスティックス研修会に薬剤師が参加する意義

10466 O-28-04 口頭発表28 かかりつけ薬剤師・薬局（3） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 当薬局における自動配薬機『eお薬さん』を利用した服薬コンプライアンス改善例

10467 P-10-432 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 多職種連携による在宅医療を目指した薬局薬剤師の課題と取り組み

10468 P-10-461 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 地域マラソン大会におけるアンケートクイズを用いたアンチ・ドーピング啓発活動～スポーツファーマシスト認知度向上を目指して～

10469 P-2-139 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 高血圧患者に対するナトリウム含有健胃消化薬の処方変更提案とその結果

10471 P-11-508 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 薬科大学生の喫煙状況と喫煙に関する意識調査

10472 P-11-496 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 在宅センター化への取り組みと成功事例

10473 P-3-223 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 健康サポート薬局におけるOTC医薬品販売について

10474 P-1-024 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 保険薬局における、お薬相談事業について（第2報）

10475 P-9-383 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 仙台市立学校プール水の3か年間に亘った定期検査結果と反省から28年度の検査で見えてくるものは

10476 P-9-384 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校環境衛生基準に関連した質問（Q）に対し、実証に基づいた回答 (A) の事例について

10477 O-11-03 口頭発表11 服薬指導、薬歴管理（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 服薬支援システムと患者指導箋を用いた高血圧症、糖尿病、脂質異常症の三疾患の治療効果の検証

10479 P-7-307 ポスター発表14 	薬剤管理、病棟薬剤業務 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 退院時の適切な薬品費請求に関する薬剤師の取り組み

10480 O-14-02 口頭発表14 OTC医薬品、セルフメディケーション 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 「セルフメディケーション研修」のアンケート調査から見えるセルフメディケーションに関する薬剤師の意識改革との今後の課題

10481 P-7-321 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 吸入剤服用における紙媒体と動画媒体の有用性について

10482 P-7-322 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） アイトラッカーを用いたPMDAホームページにおける視線解析研究

10483 P-2-177 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局におけるDOAC服用患者のアドヒアランス向上を目指した情報提供の手法構築

10484 P-1-025 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師による独居患者への在宅介入～認知症と糖尿病を合併した２症例～

10485 O-05-04 口頭発表5 医療安全対策、リスクマネジメント（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 各種調剤監査システムの客観的および主観的評価

10486 P-2-178 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 折り畳み服薬カレンダーの使用経験について

10487 P-10-433 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 認知症患者における服薬支援装置導入について

10488 P-12-554 ポスター発表29 	感染対策、HIV ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） わかば薬局中央店におけるHIV治療チームの取り組み

10489 O-08-02 口頭発表8 薬局経営、医療経済、流通 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 卸売販売業者における「その他厚生労働省令で定める者」への医薬品の適正な販売について

10490 P-2-145 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 糖尿病患者の歯周病への関心や現状と保険薬剤師の関わり方

10491 P-8-349 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） セルフメディケーションと医療機関受診に対する患者意識の調査

10492 O-21-02 口頭発表21 健康サポート薬局（3） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 女性の健康支援のための薬剤師研修プログラム参加者調査報告　かかりつけ薬剤師が行う女性の健康支援の課題と展望

10493 P-1-026 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 「かかりつけ薬剤師」における薬学的管理の質的・量的研究

10494 P-11-509 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） OTC医薬品のニコチンパッチを用いて行った禁煙支援が成功した一例～かかりつけ薬剤師の可能性を探る～

10495 O-33-03 口頭発表33 生涯学習 10月8日（日）　13：45～14：45　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 「健康サポート薬局・かかりつけ薬剤師」養成のための取り組み

10496 P-2-082 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ボノプラザンを用いたピロリ除菌療法の除菌率について

10497 O-02-05 口頭発表2 医薬品適正使用（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） ビタミンB1の表記について～日本人の食事摂取基準および経腸栄養剤からの考察～

10498 O-15-03 口頭発表15 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局製剤・紫雲膏の低温溶出による製造方法

10499 P-10-434 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅業務導入時における医療機関への情報提供依頼の円滑化についての取り組み

10500 O-21-03 口頭発表21 健康サポート薬局（3） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 紫外線対策啓発活動を通じた地域保育園との関わり
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10501 O-43-04 口頭発表43 地域包括ケア、地域連携（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 保険調剤薬局における無菌調剤の問題点と更なる将来性

10502 P-11-510 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 調剤薬局における来局者のhealth literacyの向上と禁煙サポート

10503 P-3-202 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場3 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403-G405前） 調剤薬局での“うたごえサロン”実施報告～地域に必要とされる健康サポート薬局を目指して～

10504 O-50-05 口頭発表50 学校薬剤師（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 高校生集団における化学物質過敏症の可能性に関する研究

10505 P-2-132 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 施設調剤におけるインシデント防止対策について

10506 P-12-537 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 基幹病院との薬薬連携の実施における今後の課題

10507 O-21-04 口頭発表21 健康サポート薬局（3） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 若者世代の健康意識調査からみるこれからの予防医療の在り方

10508 P-2-179 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 英語版くすりのしおりの作成数増加に向けた取り組み～2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて～

10509 O-25-03 口頭発表25 医薬品情報、IT化 10月8日（日）　13：45～14：45　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 保険薬局ハンドブック発刊から考える薬剤師会の課題と将来の施策

10510 O-47-05 口頭発表47 薬薬連携（2） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 病院サイドから考察する保険薬局における服薬指導とお薬手帳の活用～病院薬剤師実務研修を経験して～

10511 P-2-180 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 眼科領域における「重複投与・相互作用等防止加算」に関する取り組み

10512 O-20-04 口頭発表20 がん化学療法・緩和医療 10月8日（日）　17：30～18：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 高齢者および多職種への医療用麻薬についての理解調査～麻薬教育認定薬剤師の立場から～

10513 O-03-01 口頭発表3 医薬品適正使用（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） スタチン系薬剤中止後にコレステロール値低下作用が長期継続した一症例

10514 O-07-04 口頭発表7 薬物乱用防止 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 若者のイッキ飲みに関する実態及び意識に関する調査結果（1）～高校生等に対する啓発資料の作成に向けて～

10515 P-11-519 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 徐放性オキシコドン導入時の悪心・嘔吐回避を目的とした患者リスク因子の検討

10516 P-2-083 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 緑内障患者の安全な薬物治療に向けて保険薬剤師が果たすべき役割

10517 P-12-538 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 検査値付き処方箋発行に向けた病院と地区薬剤師会の取り組み

10518 P-9-366 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 「薬物乱用防止講演会」についてのアンケート調査

10519 P-10-435 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 認知症により単独通院が困難になった患者を支援する家族へのアプローチ

10520 P-9-385 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校環境衛生活動ＷＥＢ調査の有用性について

10521 P-2-084 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 疑義照会への取組みとその傾向について

10522 O-34-05 口頭発表34 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（1） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 次世代のアスリートに対するアンチドーピング講習とサポート経験

10523 O-03-02 口頭発表3 医薬品適正使用（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） （一社）長崎県薬剤師会における「多量服薬者訪問相談モデル事業」について

10524 P-10-436 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 北海道地区における在宅患者への注射薬の無菌調剤に関する調査

10525 P-7-308 ポスター発表14 	薬剤管理、病棟薬剤業務 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） ALS患者における分割調剤の事例報告

10526 O-48-01 口頭発表48 薬薬連携（3） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 院外処方箋への臨床検査値表示とその有用性評価

10527 P-7-323 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 服薬情報提供ツールとしてのお薬手帳の活用

10528 P-2-192 ポスター発表7 	薬局経営、医療経済、流通 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 内服用デッドストック医薬品の現状と有効活用について

10529 O-53-04 口頭発表53 禁煙支援 ／医療倫理  10月8日（日）　13：45～14：45　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 薬剤師による禁煙支援の今後の展望―新たなテーマ「受動喫煙防止“煙活（えんかつ）”宣言」-

10530 P-8-350 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 薬剤師と薬局コンシェルジュによるセルフメディケーション推進活動

10531 P-1-027 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 文京区薬剤師会お薬整理相談バッグ運動の報告

10532 O-28-05 口頭発表28 かかりつけ薬剤師・薬局（3） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 患者からの質問に対する薬剤師の対応に関する実態調査

10533 O-39-02 口頭発表39 在宅医療、介護福祉（3） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 医療用麻薬および医療材料研修を通じて薬剤師の在宅業務の実態調査

10534 P-4-225 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） アウトリーチ型健康イベントの意義と薬局・薬剤師の機能強化について～秋のげんき祭りでの健康サポート事業～

10536 P-10-437 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 特別養護老人ホーム職員との連携による薬剤服用歴管理指導の新たなスタート―施設職員へのアンケート調査から―

10537 P-11-497 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） コミュニティ・カフェを活用した健康意識向上と地域連携拠点としての取り組み

10538 P-7-309 ポスター発表14 	薬剤管理、病棟薬剤業務 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 生活減案－特別養護老人ホーム3施設における減薬の実践取り組みやすい減薬アプローチ－

10539 P-1-028 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師に関するアンケート調査～薬剤師と患者の意識の差

10540 P-5-270 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 「薬栄連携（薬剤師と管理栄養士の連携）実習」の紹介－実習生に薬局の役割を考えてもらうための工夫－

10541 O-03-03 口頭発表3 医薬品適正使用（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） バンコマイシンクリアランスに影響を与える因子としての血液がん患者群に関する考察

10542 P-1-029 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 患者からの相談対応に関するアンケート調査から考察したかかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能

10543 P-10-438 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 低コストで、リスク軽減の施設配置薬管理の取り組み

10544 P-9-390 ポスター発表19 環境、公衆衛生 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 足立区薬剤師会によるセルフメディケーションとしての漢方薬を広げる地域活動

10545 O-39-03 口頭発表39 在宅医療、介護福祉（3） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 次世代の保険薬剤師のあり方　ーフィジカルアセスメント指導者養成研修を通してー

10546 O-48-02 口頭発表48 薬薬連携（3） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域における吸入デバイス使用の標準化を目指した取り組みについて～吸入サポーター認定における吸入療法の有用性向上について～

10547 O-43-05 口頭発表43 地域包括ケア、地域連携（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域包括ケアにおける検体測定室の意義

10548 P-1-030 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 残薬に関する患者の意識・実態調査

10549 O-05-05 口頭発表5 医療安全対策、リスクマネジメント（1） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 退院後または転医後における処方の継続に関する事例の分析～薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の報告事例から～

10550 P-2-085 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） バルプロ酸ナトリウムの使用変遷と炭酸リチウムおよび消化性潰瘍治療薬の併用処方比較
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10551 P-2-086 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 精神科における睡眠導入薬の処方変遷と背景-ロゼレム 、ベルソムラはベンゾジアゼピン系薬剤の代わり？-

10552 O-44-02 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） ワールドカフェによる多職種連携へのアプローチ～長野県薬剤師会の取り組みについて～

10553 P-5-252 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 『疑義照会を取り入れたこども薬剤師体験教室を実施して』藤沢市薬剤師会広報委員会活動報告

10554 O-21-05 口頭発表21 健康サポート薬局（3） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 否定的医療報道がアドヒアランスに与える影響

10555 P-9-386 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校薬剤師活動における通常業務との問題点、課題と工夫

10556 P-2-181 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 「あなたの患者さん吸入薬吸えてますか？」　吸入薬指導と改善について

10557 O-15-04 口頭発表15 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局製剤購入者への使用感、効果の実感のアンケート調査

10558 P-12-558 ポスター発表30 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 軟膏の混合調剤における手練りと機械練りの安定性の検証

10559 P-12-568 ポスター発表34 医療倫理 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 江戸川区薬剤師会倫理委員会の現状について

10560 O-31-01 口頭発表31 かかりつけ薬剤師・薬局（4） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） お薬・健康相談会の継続実施と他職種連携による効果と今後の課題

10561 O-44-03 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 沖縄県薬剤師会が行った薬局薬剤師による県内３箇所の離島・へき地におけるアウトリーチ型健康とおくすり相談事業

10562 P-2-087 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 気象薬学の体系

10563 P-2-133 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） シロップ剤の在庫管理方法

10564 P-2-134 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局のキッズスペースにおける絵本の清浄度調査　その２

10566 P-1-031 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ指名制度の診療科による利用状況の調査

10567 P-12-539 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 病院薬剤部と保険薬局とのDr.JOYを用いた薬薬連携

10568 O-35-01 口頭発表35 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 冬季アジア札幌大会におけるスポーツファーマシストによる啓発活動について

10569 O-19-02 口頭発表19 健康食品、サプリメント 10月8日（日）　16：15～17：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 医薬品形状の機能性表示食品を対象とした崩壊試験調査結果報告（第2報）

10570 P-2-183 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 乳幼児に与える散剤のペースト化に必要な水分量の最適化と後発医薬品への適用に関する研究

10571 P-2-182 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 疑義照会に関するアンケート調査から「重複投薬・相互作用等防止加算」を考察する

10572 P-2-135 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 調剤薬局における業務標準化の取り組みーISO9001取得を目指してー

10573 O-56-02 口頭発表56 チーム医療（2） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 地域保健所　地域医師会と連携した　糖尿病による眼合併症予防の取り組み

10574 P-11-498 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域包括ケア体験型イベントによる薬局のアクセス機能の有用性評価

10575 P-2-146 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） C型肝炎治療薬使用後追跡調査

10576 P-10-439 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 薬剤師が在宅療養支援に介入を続けることにより薬物治療が適正化された1症例

10577 O-31-02 口頭発表31 かかりつけ薬剤師・薬局（4） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 世帯かかりつけ薬剤師による薬学的ケアにより期待される付加的効果

10578 P-2-184 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 保険薬局における精神疾患患者に対する症状説明ツールの作成と運用状況について

10579 O-31-03 口頭発表31 かかりつけ薬剤師・薬局（4） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 保険薬局に対する郡山市民の意識調査　市民は我々に何を求めているのか

10580 P-10-440 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 他職種からみた薬剤師の在宅訪問

10581 P-1-032 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師介入後の総合的評価　～ここまでするのかかかりつけ～

10582 O-06-01 口頭発表6 医療安全対策、リスクマネジメント（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 社会検証薬学（6）遺伝子組換え製剤は人血液由来製剤より安全か？

10583 P-12-540 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 地域におけるプレアボイドWebシステムのKPIとしての活用と課題

10584 O-44-04 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 保険薬局の薬剤師が外来から始める訪問薬剤管理指導の事例

10585 P-1-033 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師の現状と課題

10586 O-39-04 口頭発表39 在宅医療、介護福祉（3） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） おくすり整理そうだんバッグ事業を通した臨床的意義の検証～残薬整理から患者様の意識変化まで～

10587 P-1-034 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 「テレフォン服薬サポート」～かかりつけ薬剤師制度における調剤薬局の取り組み～

10588 P-7-324 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 障害のある子どもへの服薬支援の取り組み

10589 P-10-441 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015を用いた有料老人ホーム入居者の薬物療法の現状調査

10590 O-30-01 口頭発表30 災害医療、危機管理（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 災害時における地区薬剤師会の役割

10591 P-5-253 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 検体測定室におけるＨｂＡ1ｃ・脂質簡易測定とアンケート調査の報告

10592 O-36-02 口頭発表36 薬学教育、実務実習 10月8日（日）　17：30～18：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 薬剤師の視点によるジェネリック医薬品の使用促進啓発を学ぶ方策としてのSGDの活用

10593 P-4-226 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 地域における健康・福祉の情報ステーションとしての薬局を目指して　パート６～未病対策には薬剤師・管理栄養士の介入が不可欠～

10594 P-6-289 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 保険薬局薬剤師の知識向上のためのDI活動

10595 P-10-442 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 当薬局でのポリファーマシー対策

10596 O-30-02 口頭発表30 災害医療、危機管理（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 地域薬剤師会と災害拠点病院の連携による災害時通信手技の確立

10597 P-7-325 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 長野赤十字病院入退院センターにおける、お薬手帳持参率向上のための取組

10598 P-4-227 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局に係る技能習得型研修「研修会B」を開催してみて

10599 P-12-541 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 薬薬連携の基に成功した松戸市立病院における院外処方せんへの検査値記載の取り組み

10600 P-6-303 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 当院薬剤部における災害意識アンケートからみえた今後の課題
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10601 P-5-271 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬学生海外研修プログラムのさらなる発展に向けた取り組み

10602 P-2-088 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 妊娠・授乳と薬の服用に関する知識や意識の現状

10603 P-6-304 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 災害拠点病院と連携した災害訓練の実施と評価　～災害時に活動できる薬剤師を目指して～

10604 O-25-04 口頭発表25 医薬品情報、IT化 10月8日（日）　13：45～14：45　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） クラウドを利用した情報管理のススメ－文書管理システム、コミュニケーションツールの活用について－

10605 O-03-04 口頭発表3 医薬品適正使用（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 関節リウマチ患者に対する抗リウマチ薬アドヒアランスの実態調査

10606 O-51-01 口頭発表51 学校薬剤師（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 神奈川県立学校における学校環境衛生検査の実施状況報告（平成２８年度）

10607 P-10-443 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 医療研修施設ニプロiMEPにおける在宅医療研修について

10608 O-44-05 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域包括ケアシステム推進に向けた薬事情報センターの役割とこれから　

10609 P-4-228 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 保険薬局における薬剤師と管理栄養士の連携についてと今後の課題

10610 P-9-371 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 地域協力体制による計画的学校薬剤師活動についてH29（保健所・教育委員会との連携による環境衛生調査等）

10611 O-03-05 口頭発表3 医薬品適正使用（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 疑義照会からみた薬局プレアボイド事例

10612 O-35-02 口頭発表35 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 軟式野球公認指導員講習会への公認スポーツファーマシストの参加について

10613 P-2-136 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） ダイエー薬局におけるヒヤリ・ハット情報収集の取り組み

10614 P-2-089 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 患者から薬剤師へ投薬時外の相談事例の実態調査

10615 P-12-563 ポスター発表32 	薬物動態(TDM・投与計画) ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） ジクロフェナク点眼薬の眼房水中アルブミンへの結合および併用薬と脂肪酸の阻害効果

10616 P-2-090 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 緑内障患者へ禁忌薬剤が処方されたとき…　適切でスピーディな対応のために

10617 P-7-326 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 地域薬局における電子的服薬情報の有効利用について

10618 P-12-520 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 鈴鹿亀山地域における薬薬連携推進のためのアンケート調査について（第一報）

10619 O-14-03 口頭発表14 OTC医薬品、セルフメディケーション 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 糖尿病リスク測定を地域に定着させるための3年間の活動実績

10620 P-12-562 ポスター発表31 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 阪神調剤薬局における、栄養・輸液研修の取り組み

10621 P-2-185 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局での嚥下指導～薬剤師の介入による地域医療への貢献～

10622 P-2-091 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 検査値開示処方箋と薬薬連携を活かしたトレーシングレポートの有用性　～さらなる安全かつ有効な薬物療法を目指して～

10623 P-7-327 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） お薬手帳カバーを利用した岩国市の腎機能低下患者に対する取り組み

10624 O-16-01 口頭発表16 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 五苓散の造粒による流動性の改善

10625 P-2-092 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 神経内科領域における残薬をかんがえる

10626 P-2-109 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 医療用医薬品最新品質情報集（ブルーブック）の作成とその活用方法の提案

10627 O-56-03 口頭発表56 チーム医療（2） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 薬剤師の在宅褥瘡対策ケアチーム参加による医療支援の取り組み　症例報告と今後の課題について

10628 P-2-186 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬剤師と患者の認識の違いによる服薬指導の失敗例とその改善策

10629 P-11-499 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 認知症早期発見への薬剤師による支援の検討

10630 O-35-03 口頭発表35 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 日本ラグビーフットボール協会におけるアンチ・ドーピング教育啓発活動

10631 P-10-444 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅医療（輸液療法）における薬剤師の取り組みと学習（第1報）

10632 P-11-500 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） ポリファーマシーに関する医療・介護従事者の意識調査を踏まえた薬剤師介入の取り組み

10634 O-52-01 口頭発表52 学校薬剤師（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 知識構成型ジグソー法を取り入れた食物アレルギー対応研修会　-アナフィラキシー発症と救急対応のシミュレーションにむけて―

10635 O-06-02 口頭発表6 医療安全対策、リスクマネジメント（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） ハイリスク薬に関する調剤過誤防止のための日次棚卸の有用性の検討

10636 P-4-229 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 地域の薬局と共同開催した「健康サポートサロン」報告

10637 P-10-445 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅医療における慢性疾患合併ADL低下患者への関わり～現状の分析とアウトカム～

10638 O-16-02 口頭発表16 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） カルボシステインドライシロップによる一包化調剤の品質劣化

10639 P-6-290 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 薬局薬剤師を対象とした認知行動療法的手法を用いた研修プログラムの開発～短時間で興味を抱かせるプレ研修の構築～

10640 P-4-230 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 保険薬局における栄養士の取り組み

10641 O-30-03 口頭発表30 災害医療、危機管理（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 「大規模災害時　民間船舶を活用した内閣府の医療支援実証」における薬剤師支援活動の検証

10642 O-16-03 口頭発表16 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 自転公転遠心式軟膏混練機による混合条件の検討

10643 O-51-02 口頭発表51 学校薬剤師（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 食とドーピングのミッシング・リンクを埋める～学校薬剤師と栄養教諭との協働への第一歩～

10644 P-2-110 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 当社におけるチェックシートを用いたジェネリック医薬品の選定

10645 P-5-272 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬局薬剤師における高血圧に関する知識の定着のための教育効果の検討

10646 O-04-01 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 保険薬局における腎排泄性薬剤の処方監査の実態と課題

10647 O-51-03 口頭発表51 学校薬剤師（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 学校薬剤師による手洗い教室について～小学校と認定こども園での取組み～

10648 O-11-04 口頭発表11 服薬指導、薬歴管理（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 服薬状況スコア活用から見えてきたこと ～2017節薬バッグ運動～

10649 O-11-05 口頭発表11 服薬指導、薬歴管理（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 残薬調整の取り組みについて

10650 P-8-351 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 薬局薬剤師がお客様から受ける質問相談対応の傾向と分析
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10651 P-1-035 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 一人薬剤師店舗におけるかかりつけ薬剤師制度運用方法

10652 O-19-03 口頭発表19 健康食品、サプリメント 10月8日（日）　16：15～17：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 広島県民と医療・介護従事者に対するアンケート調査による健康食品利用実態と健康被害発生状況調査

10654 O-31-04 口頭発表31 かかりつけ薬剤師・薬局（4） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬剤師制度を国民に普及・発展させる方法の構築

10655 P-11-501 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域医療連携における糖尿病患者情報の共有－糖尿病チーム会議KDM78に参加して－

10656 O-39-05 口頭発表39 在宅医療、介護福祉（3） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 地域薬局における個人宅への在宅訪問の分析と考察～五年間84名の分析から～

10658 O-31-05 口頭発表31 かかりつけ薬剤師・薬局（4） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 「おくすりバッグ」の取り組みから始まる多職種連携 ～今後の課題と方策～

10659 O-04-02 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） トレーシングレポートによる処方提案後にメトホルミン処方の減量、削除に至った1症例

10660 P-10-460 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） スポーツイベントにおけるブース出展及び大会参加を利用した薬剤師によるアウトリーチ活動について

10661 P-2-111 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 睡眠関連QOLを用いた質問紙作成に関する基礎的検討―ジェネリック医薬品の臨床評価に向けて―

10662 O-22-01 口頭発表22 健康サポート薬局（4） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 疾患の早期発見を目的とした予防医療トリアージセンターの機能 －薬局が医療の入口となる意義－

10663 P-2-112 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 山口県における後発医薬品使用促進の取り組み　～行政と薬剤師会の連携報告～

10664 P-10-446 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅訪問薬剤管理指導の実態調査と今後の展望

10665 P-10-447 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 患者中心の減薬の取り組みと実績

10666 P-2-093 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 口腔内崩壊錠の認知度と服用状況

10667 O-25-05 口頭発表25 医薬品情報、IT化 10月8日（日）　13：45～14：45　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 薬局におけるICT化の必要性と効用＜ICTが描く薬局と薬剤師の未来とは＞

10668 P-1-036 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 残薬調整における薬剤師の介入効果

10669 P-1-037 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） タブレットＰＣを使った皮膚疾患への取り組み

10671 O-40-01 口頭発表40 在宅医療、介護福祉（4） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 無菌調剤設備の共同利用によるHPNを必要とする患者への対応事例報告

10672 O-14-04 口頭発表14 OTC医薬品、セルフメディケーション 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 薬局薬剤師のセルフメディケーションへの意識と現状

10673 O-23-04 口頭発表23 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（1） 10月9日（月･祝）　12：30～13：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 服用薬理解度向上、健康増進のための地域活動

10674 P-2-094 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 妊婦・授乳婦における安全な薬剤選択をサポートする情報の創成とその有用性評価

10675 P-1-038 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） ノルマ化されないかかりつけ薬剤師の取り組み

10676 P-11-502 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 板橋区における認知症声かけ訓練の実施について

10677 P-10-463 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 競技者と薬剤師におけるアンチ・ドーピングに関する現状調査及び普及への取り組み

10678 P-2-187 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 調剤報酬改定から1年後の、疑義照会から見えてきた対人業務の動向

10679 P-6-305 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 医師会・江戸川区・医療関係団体合同防災訓練及び災害時情報共用システムを使った発災直後のシミュレーション訓練について

10680 O-48-03 口頭発表48 薬薬連携（3） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 薬薬連携におけるフィジカルアセスメント研修会の取り組み

10681 O-06-03 口頭発表6 医療安全対策、リスクマネジメント（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 薬剤監査システムの有効性について

10682 P-1-039 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 健康保険組合と保険薬局薬剤師との前期高齢者に対する共同介入事業

10683 P-8-352 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） セルフメディケーション推進における一般用医薬品販売等に関する実態調査

10684 P-11-471 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） キビタン健康ネットの普及に関するアンケート調査

10685 P-2-113 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） コンタクトレンズ使用者における適正製剤の選択とジェネリック医薬品変更のメリット

10686 O-44-06 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地区薬剤師会と地区訪問看護部会の薬看連携

10687 P-7-328 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） がん患者の緩和ケアに視点をおいた薬薬連携についての検討

10688 O-12-01 口頭発表12 服薬指導、薬歴管理（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 熊本地震に関するアンケート調査から見えた炎症性腸疾患患者への服薬指導における今後の課題

10689 O-40-02 口頭発表40 在宅医療、介護福祉（4） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 薬局（薬剤師）からのアプローチにより居宅療養管理指導に至った一例

10690 O-51-04 口頭発表51 学校薬剤師（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 地域児童の歯科衛生としてのフッ化物洗口に対する学校薬剤師の関わり

10691 P-12-521 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 薬薬連携による残薬調整疑義照会プロトコル導入とその効果

10692 O-36-03 口頭発表36 薬学教育、実務実習 10月8日（日）　17：30～18：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 薬学教育実務実習アドバンスプログラム 八尾ユニット（連携）について

10693 P-2-148 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 細菌カウンタと口腔水分計を用いた口腔内環境の口腔内関連副作用への影響（第一報）―健常人の口腔環境の現状と測定影響因子―

10694 P-8-347 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 健康イベント参加者に対する薬剤師の検体測定と管理栄養士の栄養指導のニーズ調査

10695 P-2-095 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 標準化スギ花粉エキス服用患者における抗アレルギー薬の併用について

10696 P-5-264 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実務実習トライアルについての岐阜薬科大学附属薬局の取り組み

10697 P-5-254 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 薬学部１年生を対象とした薬剤師の職域と薬剤師像に関する意識調査

10698 O-24-02 口頭発表24 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 薬局を活用した糖尿病対策－医薬連携愛知モデルの構築について－

10699 P-4-231 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局の周知と地域が求めるその機能

10700 P-11-517 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 北海道地区のA会員保険薬局での注射薬無菌調製の取り組みに関する実態調査
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10701 P-10-448 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅患者のデータ解析による服薬コンプライアンスと嚥下困難の予測と、それらの実践導入の試み

10702 P-10-454 ポスター発表21 チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 認知症ケアチームへの薬剤師の取り組みについて

10703 P-4-232 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 薬剤師の地域サロン参加による健康サポートのとりくみ

10704 P-5-273 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 支部薬剤師会が行う薬局実務実習における無菌調製実習

10705 O-24-03 口頭発表24 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 薬局におけるインフルエンザウイルス検査による受診勧奨と予防啓発

10706 P-9-370 ポスター発表17 	薬物乱用防止 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 児童参加体験型の薬物乱用防止教育の効果

10707 P-2-115 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 後発医薬品の溶出試験において類似性が認められにくい薬剤の特徴に関する調査研究

10708 P-2-114 ポスター発表3 後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 医療用麻薬の後発品変更への課題

10709 O-22-02 口頭発表22 健康サポート薬局（4） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 調剤薬局における禁煙プログラム「ascure」を活用した禁煙支援の取り組み報告

10710 P-6-276 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 処方の再設計および提案力向上のための卒後教育プログラムの検証

10711 O-12-02 口頭発表12 服薬指導、薬歴管理（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 痒みの評価スケールの服薬指導への活用

10712 O-04-03 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） SGLT2阻害薬服用患者における薬効調査及び副作用予防を目的とした飲水量調査

10713 P-10-393 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 患者にとって満足のできる在宅訪問にするための実態調査

10714 O-12-03 口頭発表12 服薬指導、薬歴管理（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） リウマチ専門医の近隣薬局におけるメトトレキサート服用患者の服薬状況と副作用理解度の調査

10715 O-36-05 口頭発表36 薬学教育、実務実習 10月8日（日）　17：30～18：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 方略を見直した試行的実習における取り組み

10716 P-2-096 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児のアレルギー性疾患治療におけるロイコトリエン受容体拮抗薬の比較解析

10717 P-6-306 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 熊本地震から得たもの・伝えたいこと～被災地薬局の立場より～

10718 P-1-040 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 地域で活動する薬剤師が抱える夢・理想・課題への研究

10719 O-16-04 口頭発表16 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ／漢方（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 桂枝湯の成分生薬の粒度による煎じ効果

10720 P-9-372 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 学校薬剤師による段階的な薬育講義の実施に向けた取り組み

10721 O-45-01 口頭発表45 地域包括ケア、地域連携（5） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 墨田区薬剤師会における訪問薬剤管理指導業務促進に対する取組みとその後～在宅医療服薬支援のための拠点事業を実施して～

10722 P-6-292 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 救急・災害医療の現場で活用しやすいお薬手帳の検討　第1報　　－救急隊員への聞き取り調査によるお薬手帳（試作版）の作成－

10723 P-11-472 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域医療連携システム「あじさいネット」への参画による有用性と地域連携のあり方について９～登録患者の情報閲覧に関する調査～

10724 P-4-233 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康相談会来局者と参加スタッフに対する意識調査と薬局のあり方に対する施策

10725 P-4-234 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 保険薬局における薬剤師と管理栄養士による食事・栄養相談の事例と考察

10728 O-45-02 口頭発表45 地域包括ケア、地域連携（5） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） HIV陽性患者に対する健康サポート薬局としての機能～AIDS文化フォーラムin京都において～

10729 P-1-041 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 患者と共に歩むかかりつけ薬剤師の実践・在宅へつなぐ視点

10730 P-11-473 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域の退院支援ルールへ薬剤師の連携に関する文言を追加する取り組み

10732 P-1-042 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師の必要性～地域に密着した薬局を目指して～

10733 O-12-04 口頭発表12 服薬指導、薬歴管理（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） ジェネリック医薬品を否定する週刊誌記事に対する薬剤師としての科学的評価

10734 P-2-097 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） リフィル処方による患者本位の医薬分業に向けた薬局の取り組み～「マイクロTDM」による定量的評価業務～

10735 P-2-098 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 「マイクロTDM」による保険薬局の定量的薬効評価の取り組み～より簡便さを目指したdried blood spot（DBS）法の導入～

10736 P-9-373 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） （一社）福島薬剤師会における学校薬剤師委員会の取り組み～第2報～

10737 P-11-474 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 茨城県大洗・常澄地区における多職種連携の取り組み

10738 P-2-188 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 服薬中断した症例から薬学的知見による分割調剤を考える

10739 O-14-05 口頭発表14 OTC医薬品、セルフメディケーション 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） マヌカハニーup-to-date ～終末期医療での役立て方と新規採択論文に見るUMFマヌカハニーの新たな可能性～

10740 O-32-01 口頭発表32 かかりつけ薬剤師・薬局（5） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 地域薬局における医療用麻薬在庫の現状と課題

10741 P-11-511 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 患者に寄り添う禁煙指導ができる薬局チェーンの実現を目指した「タバコ」に対する意識調査

10742 O-54-05 口頭発表54 副作用、相互作用、イベントモニタリング 10月8日（日）　15：00～16：00　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） ベンゾジアゼピン系薬が便秘におよぼす影響に関する予備的調査

10743 P-1-043 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬局・薬剤師に関するアンケート調査

10744 P-2-143 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） Mechanism-based inhibitionモデル並びに拮抗阻害モデルによるCYP2D6の薬物間相互作用の予測－paroxetine及びmetoprololの併用－

10745 P-6-274 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 当薬局の実務実習の工夫

10746 P-4-235 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 「健康サポート薬局」に対する意識調査からみた問題点の検討～地域医療における薬剤師職能の向上を目指して～

10748 P-1-045 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 在宅インスリン療法の服薬支援

10749 O-36-04 口頭発表36 薬学教育、実務実習 10月8日（日）　17：30～18：30　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 阪神・淡路大震災から22年 ～忘れない、そして伝える。次世代へ～　被災地西宮での薬学教育における取組み

10750 O-35-04 口頭発表35 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 体育系学部大学生を対象としたアンチ・ドーピング講義内容の検討　-アンチ・ドーピングの担い手としての薬剤師-
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10751 O-51-05 口頭発表51 学校薬剤師（3） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 離島の学校環境衛生検査とその評価に関する研究

10752 P-2-116 ポスター発表4 	医療安全対策、リスクマネジメント ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 全国意識調査からみる薬剤師のHazardous. Drugへの意識と曝露対策についての研究

10753 P-8-353 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 保険薬局で対応したOTC医薬品等に関する相談内容と相談者背景

10754 O-52-02 口頭発表52 学校薬剤師（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 地域で期待される学校薬剤師へ　～薬剤師としての職能を子供たちのため、更に発揮していくために～

10755 O-52-03 口頭発表52 学校薬剤師（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） 離島環境衛生検査と地域薬剤師会の取り組み

10756 P-2-189 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児におけるアジスロマイシン細粒服薬アドヒアランス実態調査

10757 O-13-03 口頭発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） トレーシングレポートが専門医への円滑な受診に繋げ、認知症の早期薬物治療に至った一例

10758 P-2-149 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 糖尿病治療薬以外の薬剤による低血糖に関するアンケート調査

10759 O-06-04 口頭発表6 医療安全対策、リスクマネジメント（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 弊社のアクシデント・インシデントレポートの変遷

10760 O-35-05 口頭発表35 スポーツファーマシスト、アンチドーピング（2） 10月8日（日）　16：15～17：15　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 岩手県教育委員会および岩手県体育協会との連携による《2016希望郷いわて国体･希望郷いわて大会》に向けたアンチ･ドーピング活動

10761 P-12-524 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 江東区薬剤師会における豊洲地区での薬薬連携の取り組み

10762 P-7-329 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 電子お薬手帳利用者９９名における、薬剤情報に対する意識変化

10763 P-12-555 ポスター発表29 	感染対策、HIV ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 春日井市におけるインフルエンザサーベイランス～流行動向とワクチン接種時期調査～

10764 P-6-277 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 薬剤師の卒後教育における現状と課題

10765 P-8-359 ポスター発表16 健康食品、サプリメント ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 医薬品との相互作用を含む健康食品・サプリメント情報の現状調査と、新たなデータベース構築の検討

10767 O-32-02 口頭発表32 かかりつけ薬剤師・薬局（5） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬局をめざして、薬局ができること～その2～

10768 O-48-04 口頭発表48 薬薬連携（3） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 国立病院機構名古屋医療センターの電子カルテ情報共有を中心とした金鯱薬薬連携研究会活動報告

10769 P-2-100 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 帯状疱疹で受診した高齢者に対するファムシクロビル錠処方時の医療機関との簡易的クリニカルパスに関する報告

10770 P-12-576 ポスター発表36 その他 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 視能訓練士国家試験の出題問題（眼科薬理学）の分析と考察

10771 O-22-03 口頭発表22 健康サポート薬局（4） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 地域に貢献できる健康サポート薬局を目指して～ねもカフェからみる地域活動の取り組みと今後の展望～

10772 P-4-236 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局としての取り組みと今後の課題

10773 P-11-475 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 治療に困難が生じた事例における薬剤師介入の試み

10774 O-22-04 口頭発表22 健康サポート薬局（4） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 栄養ケアサポートとポリファーマシーの取り組み

10775 P-1-044 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） ノルマ化しない「かかりつけ薬剤師」の取り組み

10776 P-2-147 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） Ca拮抗薬服用中における浮腫の出現頻度調査を基にした副作用モニタリングの検証

10777 P-4-237 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局を目指した一般事務職の育成と課題

10778 O-40-03 口頭発表40 在宅医療、介護福祉（4） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 「生まれてから退院したことがない」小児心臓疾患患者の在宅移行事例

10779 P-11-476 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 鳥取県薬剤師会「もの忘れ相談薬局」の取組み（第一報）

10780 P-6-275 ポスター発表10 	薬学教育、実務実習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 「こどもクスリ教室」の開催を振り返って

10781 P-10-462 ポスター発表22 	スポーツファーマシスト、アンチドーピング ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 熊本県薬剤師会による地域活動－熊本城マラソンの健康相談およびアンチ・ドーピング活動を通して－

10782 P-9-392 ポスター発表19 環境、公衆衛生 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 米国での薬剤師によるワクチン投与の有効性に関する調査―日米の薬学生に対するアンケート調査より－

10783 P-8-354 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） アレルギー性鼻炎用OTC薬の効果に関する検討

10784 P-8-355 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） ＯＴＣ医薬品の販売経験の少ない薬剤師でも、適切な情報提供ができるためのツール活用法

10785 P-10-394 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 介護老人健康保健施設における薬剤師の取り組み

10787 P-7-312 ポスター発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 患者と薬剤師をつなぐ電子お薬手帳の利活用-電子お薬手帳の利用実態調査-

10788 P-11-518 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 食道癌患者の化学療法に伴う粘膜障害に対し、半夏瀉心湯を使用し効果があった一例

10789 P-4-238 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 調剤併設型ドラッグストアにおける妊娠・授乳婦への薬物療法支援について

10790 P-10-395 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） すずらん薬局が携わる施設における薬のセット方法の考察

10791 P-5-242 ポスター発表9 特定健診、特定保健指導、地域保健活動 ポスター会場5 （東京国際フォーラム　G棟4階 G404） 地域における薬剤師会の役割　　～高齢者を対象としたまちかど個別相談会開催の試み～

10792 P-10-396 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 在宅療養支援における薬剤師評価の共有と多職種連携の実際　～精神・神経疾患事例を中心に～

10793 P-8-330 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 指先健康チェックを用いた薬剤師による地域貢献への取り組み

10794 P-12-550 ポスター発表28 	医薬品情報、IT化 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 飲み忘れゼロを目指したIoT薬箱開発

10795 O-40-04 口頭発表40 在宅医療、介護福祉（4） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 同行訪問（ＯＪＴ）により分かった在宅医療における薬剤師の役割

10796 P-2-190 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 肝炎治療における服薬状況と副作用の啓発について

10797 P-6-291 ポスター発表12 	災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 熊本地震時の医薬品供給と備蓄体制の最適化へ　ー各災害フェーズでの医薬品需給分析からー

10798 O-08-03 口頭発表8 薬局経営、医療経済、流通 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 蒲田薬剤師会における、面分業遂行のための医薬品調達及びコスト削減の対策システム

10800 P-9-374 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 長崎県下の小・中学校の保健体育科教諭向け研修会における学校薬剤師の活動の見える化と啓発資材の情報共有の取組に関する考察
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10801 P-11-504 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 医療情報・調剤情報共有システムを活用したかかりつけ薬剤師活動

10802 O-32-03 口頭発表32 かかりつけ薬剤師・薬局（5） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） かかりつけ薬局　かかりつけ薬剤師の認知度アンケート結果について

10804 P-4-239 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局における検体測定室の現状と課題～健康維持から受診勧告まで～

10805 P-6-293 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 災害時の保険薬局の役割について　～熊本地震の経験から考える～

10806 P-2-099 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 高齢者への処方実態と多剤併用・有害事象への取り組み例

10807 P-8-333 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 生理に関する問題に対する意識の調査

10808 P-11-470 ポスター発表23 	漢方(薬局製剤を除く) ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 不眠症を漢方で治療中の患者の随伴症状についての報告

10809 O-30-04 口頭発表30 災害医療、危機管理（2） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 安定ヨウ素剤配布会での川内薬剤師会の取り組み

10810 O-24-04 口頭発表24 特定健診、特定保健指導、地域保健活動（2） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 薬局外での薬剤師活動

10812 P-10-397 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 遠隔服薬サポートシステムを使用したコンプライアンスデータ収集に基づくIOT活用と服薬支援

10813 P-1-046 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 平成28年度調剤報酬改定1年後における保険薬局の対応状況

10814 P-1-047 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 患者様へ「かかりつけ薬剤師」の機能の紹介と実施

10815 P-1-048 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師が在籍する薬局の業務分析

10816 P-1-050 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） かかりつけ薬剤師を指名している患者の行動分析および意識調査

10817 O-33-04 口頭発表33 生涯学習 10月8日（日）　13：45～14：45　 第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402） 生涯学習研修グループ「四木会」におけるお薬手帳の有益事例報告検討

10818 P-10-453 ポスター発表21 	チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 無菌製剤を経験して〈第二報〉～クリーンベンチを設置して良かったこと～

10819 P-11-514 ポスター発表26 	がん化学療法・緩和医療 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 調剤薬局におけるTS-1（ティーエスワン）レジメン管理表の改善アンケート調査

10820 P-11-503 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 薬学生から見た、地域コミュニティと薬剤師の関わり

10821 O-13-04 口頭発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 電子お薬手帳を利用した患者と医療従事者の情報連携の有用性について

10822 P-11-477 ポスター発表24 地域包括ケア、地域連携 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 地域で必要とされる調剤薬局になる為の患者アンケート調査

10823 O-44-01 口頭発表44 地域包括ケア、地域連携（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 震災に伴うチラーヂンＳ供給危機に対する山武郡市薬剤師会と医薬連携の取組み

10824 O-13-05 口頭発表13 薬剤情報提供、お薬手帳 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610） 電子お薬手帳導入薬局における情報連携の有用性について

10825 O-32-04 口頭発表32 かかりつけ薬剤師・薬局（5） 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510） 地域住民に於ける「かかりつけ薬剤師」の認知度と期待

10826 P-2-151 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） NSAIDs等の皮膚用外用剤の使用に伴う有害事象の検討：Drug Event Monitoring (DEM)で報告されたイベントの解析

10827 O-08-04 口頭発表8 薬局経営、医療経済、流通 10月9日（月･祝）　14：00～15：00　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 札幌市及び東京都港区における普通郵便を利用した医療用医薬品配送の検討（冬の北海道、夏の東京で室温輸送が可能か）

10828 P-12-567 ポスター発表33 品質管理、製剤試験、治験・臨床試験 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 薬局薬剤師が治験コーディネーター（以下CRC）を経験する事で得られるもの

10829 P-12-556 ポスター発表29 	感染対策、HIV ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 抗HIV薬の院外処方発行状況とその傾向

10830 P-12-522 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 愛媛県全域における小児吸入指導の標準化を目指した認定制度の取り組み

10831 P-8-331 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 薬局で実施した地域活動の健康イベント（薬局へ行こうウィーク）における来局者と薬局スタッフの行動変容の考察

10832 P-1-049 ポスター発表1 	かかりつけ薬剤師・薬局 ポスター会場1 （東京国際フォーラム　A棟2階 ロビー） 薬局で実施した健康イベント（薬局へ行こうウイーク）における患者・参加者と薬局スタッフの行動変容の考察

10833 P-7-310 ポスター発表14 	薬剤管理、病棟薬剤業務 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 入院患者における多剤併用の実態及びアドヒアランスの関連性に関する調査

10834 P-12-523 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） BFH認定施設における授乳婦薬物療法に対する取り組みと今後の課題についての検討

10835 P-12-525 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 臨床検査値と身体情報が記載された処方せんによる疑義照会件数・内容の変化

10836 P-4-240 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 健康サポート薬局取得のための取り組みと課題

10838 O-52-04 口頭発表52 学校薬剤師（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第21会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA1＋A2） インフルエンザ～学級閉鎖を防ぐために―　空気検査6年間のデータから見えてきたもの　－

10839 P-2-052 ポスター発表2 医薬品適正使用 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 残薬調整における医療費削減への取り組み

10840 P-8-332 ポスター発表15 OTC医薬品、セルフメディケーション ポスター会場8 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407） 薬局で実施した地域活動の健康イベント（薬局へ行こうウイーク）における患者と薬局スタッフの行動変容の考察

10841 O-45-03 口頭発表45 地域包括ケア、地域連携（5） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 行政と薬剤師会の協働で一般市民向け「肺の生活習慣に関する講演会」を開催して

10842 P-4-241 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 地域活動の健康イベント(薬局へ行こうウィーク)による患者さんと薬局スタッフの行動変容の考察

10843 O-22-05 口頭発表22 健康サポート薬局（4） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 多職種連携による認知症早期発見の仕組み作りに向けた取り組み

10844 P-9-375 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 小学校に於けるフッ化物洗口の有効性検討と薬剤師による洗口液調製が学校保健活動に与える影響

10845 P-2-150 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 酸化マグネシウム服用中に房室ブロックが発現した1症例

10846 O-04-04 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 臨床検査値の活用による疑義照会の問い合わせ件数及び内容への影響

10847 P-11-512 ポスター発表25 	禁煙支援 ポスター会場11（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（1）） 禁煙支援に利用できるコーチングツールについて

10848 P-2-191 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 調剤薬局におけるインチェックを用いた吸気量測定

10849 P-10-449 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 保険薬局が行う栄養サポート～在宅訪問における管理栄養士との連携の有用性～

10850 P-12-564 ポスター発表32 薬物動態(TDM・投与計画) ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 山口県立総合医療センターにおけるバンコマイシン注のTDMの現状について
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10851 P-4-224 ポスター発表8 健康サポート薬局 ポスター会場4 （東京国際フォーラム　G棟4階 G403） 薬局で実施した健康イベント（薬局へ行こうウイーク）における患者・参加者と薬局スタッフの行動変容の考察

10852 P-2-152 ポスター発表6 服薬指導、薬歴管理 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 小児の医薬品服用方法に関する保護者の意識調査

10853 P-10-455 ポスター発表21 	チーム医療 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 東京医科大学病院における外来処方せんの疑義照会プロトコールとその運用効果

10854 P-12-526 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 精神疾患患者における退院時服薬指導書の有用性に関する実態調査

10855 P-12-527 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 新宿区薬剤師会と大久保病院薬剤科との合同勉強会の変遷

10856 O-56-04 口頭発表56 チーム医療（2） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第22会場 （JPタワー 4階 カンファレンスルームA3） 在宅療養を望む終末期がん患者を他職種協働により支えた症例

10858 P-7-311 ポスター発表14 	薬剤管理、病棟薬剤業務 ポスター会場7 （東京国際フォーラム　G棟4階 G407-G409前） 配薬ボックスを通して見えてきた高齢者福祉施設の抱える問題とその解決に向けての薬剤師の役割

10859 O-20-05 口頭発表20 がん化学療法・緩和医療 10月8日（日）　17：30～18：30　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） TS-1（ティーエスワン）の外来化学療法における身体所見に関する副作用評価の再考について－調剤薬局におけるレジメン管理を基に－

10860 P-2-137 ポスター発表5 副作用、相互作用、イベントモニタリング ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 薬局内簡易検体測定器の活用によるステロイド長期服用患者におけるステロイド性糖尿病の早期発見を目指して

10863 P-9-387 ポスター発表18 	学校薬剤師 ポスター会場9 （東京国際フォーラム　G棟4階 G408） 荏原学校薬剤師会で検査を行った教室内ホルムアルデヒド濃度と室内温度との相関性について　-学校環境衛生管理における課題-

10864 O-18-05 口頭発表18 健康サポート薬局（2） 10月8日（日）　15：00～16：00　 第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502） 健康サポート薬局の地域活動～りんごCAFEを開催して

10865 O-46-05 口頭発表46 薬薬連携（1） 10月9日（月･祝）　10：15～11：15　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） がん患者への服薬指導における薬薬連携の重要性

10866 P-6-278 ポスター発表11 生涯学習 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 模擬学会発表が薬剤師の学会発表活動に与える影響について

10867 P-6-294 ポスター発表12 災害医療、危機管理 ポスター会場6 （東京国際フォーラム　G棟4階 G405） 今後起こり得る有事の薬剤師の支援活動の在り方等について考える　―支援薬剤師を対象としたアンケート調査結果から―

10868 P-12-542 ポスター発表27 薬薬連携 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 金鯱薬薬連携研究会活動報告～電子カルテ閲覧による服薬支援事例集～

10869 P-2-101 ポスター発表3 	後発医薬品 ポスター会場2 （東京国際フォーラム　A棟6階 ロビー） 臨床検査値から見た先発医薬品と後発医薬品の同等性に関する検討～メバロチン錠とプラバスタチンNa錠を対象として～

10870 P-12-560 ポスター発表30 薬局製剤、調剤技術、院内製剤 ポスター会場12（東京国際フォーラム　G棟地下2階 セミナー室（2）） 販売価格から見た薬局製剤の現状

10871 P-10-407 ポスター発表20 在宅医療、介護福祉 ポスター会場10（東京国際フォーラム　G棟7階 ラウンジ） 地域に開かれた社会資源として、調剤薬局を活用するために～日常介護に対する幅広いニーズに対応～

10872 O-45-04 口頭発表45 地域包括ケア、地域連携（5） 10月9日（月･祝）　9：00～10：00　 第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409） 地域住民の健康相談薬局を目指した調剤薬局の取り組み事例

10873 O-04-05 口頭発表4 医薬品適正使用（4） 10月8日（日）　17：30～18：30　 第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602） 当薬局における臨床検査値活用、お薬手帳を利用した連携について


