
一般演題　口頭発表

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	学術委員会	副委員長	 近藤　幸男
	 石川県薬剤師会	副会長	 柏原　宏暢

O-01-01 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
	 （株）パルス	パルス薬局	東室蘭店	［北海道］	 姫氏原　亮

O-01-02 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
	 株式会社クリオネ	美しが丘薬局	［北海道］	 北村　　哲

O-01-03 疑義照会の実情と課題～医師の思いと薬剤師の思い～
	 サンプラザ調剤薬局	［大阪府］	 小高奈津美

O-01-04 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
	 Heart株式会社スマイル薬局	［大阪府］	 山元　眞弓

O-01-05 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
	 一般社団法人	豊中市薬剤師会	［大阪府］	 西田　明代

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	生涯学習委員会	委員	 笠原　徳子
	 石川県薬剤師会	常務理事	 綿谷　敏彦

O-02-01 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
	 一般社団法人京都府薬剤師会	/	舞鶴薬剤師会	［京都府］	 桐村　昌典

O-02-02 院外処方箋実態調査 ～ポリファーマシーの改善に向けて～
	 公益社団法人相模原市薬剤師会	医療保険委員会	［神奈川県］	 佐藤　幸栄

O-02-03 保険薬局に何が出来るか～突合縦覧点検から5年～
	 中央薬局グループ研修センター	［埼玉県］	 大竹　真史

O-02-04 『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～

	 小平市薬剤師会おくすり教育検討委員会	［東京都］	 三宅　暁子

O-02-05 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～
	 大分県勤労者医療生活協同組合	大分協和病院	［大分県］	 野田　　武

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	生涯学習委員会	委員	 髙田めぐみ
	 石川県薬剤師会	学術委員	 坂野由宇希

O-03-01 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
	 滋賀県薬剤師会、京都府薬剤師会	/	明徳調剤薬局	宇治駅前店	［京都府］	 太田　　司

O-03-02 （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
	 一般社団法人長崎県薬剤師会	［長崎県］	 七嶋　和孝



O-03-03 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
	 日本薬科大学	臨床薬学教育センター	［埼玉県］	 松村　光紗

O-03-04 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
	 株式会社メディカル長栄	さつき調剤薬局	［宮城県］	 西城　俊彦

O-03-05 疑義照会からみた薬局プレアボイド事例
	 滋賀県薬剤師会	会営薬局	［滋賀県］	 柏川　紗希

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	生涯学習委員会	委員	 高畠　啓輔
	 石川県薬剤師会	学術委員	 石川　和宏

O-04-01 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
	 八王子薬剤センター薬局	［東京都］	 小島　絵美

O-04-02 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
	 一般社団法人三重県薬剤師会会営津調剤薬局	［三重県］	 大野　真之

O-04-03 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
	 株式会社ファーマダイワ	しょうぶ薬局	［熊本県］	 新　　温司

O-04-04 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
	 株式会社ファーマみらい全快堂薬局寺地店	［新潟県］	 小林　圭輔

O-04-05 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
	 有限会社カリス	フィール調剤薬局寿店	［北海道］	 越智　哲夫

O-04-06 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
	 有限会社あい調剤薬局南町店	［長崎県］	 田中　秀和

■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）

	 座長：八王子薬剤師会	［東京都］	 岡部　礼典
	 石川県薬剤師会	理事	 森戸　敏志

O-05-01 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

	 すずらん薬局	［奈良県］	 南　　陽介

O-05-02 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～

	 独立行政法人神戸市立西神戸医療センター薬剤部	［兵庫県］	 大音　和重

O-05-03 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
	 フロンティア薬局	中の島店	［北海道］	 佐藤　雄一

O-05-04 各種調剤監査システムの客観的および主観的評価
	 株式会社ワイシィアイ	あおば薬局	［静岡県］	 平田　真也

O-05-05 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～

	 日本医療機能評価機構	［東京都］	 大野　郁子



■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）

	 座長：八王子薬剤師会	［東京都］	 堀越　健一
	 石川県薬剤師会	副会長	 崔　　吉道

O-06-01 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？
	 有限会社	ビー・イー・エス・ティー	［滋賀県］	 林　　一雄

O-06-02 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
	 八王子薬剤センター薬局	［東京都］	 岡田　寛征

O-06-03 薬剤監査システムの有効性について
	 薬局マツモトキヨシ野田宮崎店	［千葉県］	 平塚　尚之

O-06-04 弊社のアクシデント・インシデントレポートの変遷
	 富士薬局	［群馬県］	 石塚　雅彦

■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）

	 座長：町田市薬剤師会	副会長	［東京都］	 大谷　芳彦
	 八王子薬剤師会	［東京都］	 稲葉　二朗

O-07-01 「薬育」授業から「薬物乱用防止」教室へ繋げる意義
	 品川薬剤師会	［東京都］	 早坂　幹生

O-07-02 小学生における薬物乱用防止に関する意識調査
	 アスカ薬局	［東京都］	 佐谷　怜子

O-07-03 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
	 名古屋市学校薬剤師会	/	東京薬科大学	［愛知県］	 山口　一丸

O-07-04 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～

	 東京薬科大学	［東京都］	 高田　穂南

■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）

	 座長：大田区薬剤師会	副会長	［東京都］	 田中　敏郎
	 石川県薬剤師会	専務理事	 澤野　和彦

O-08-01 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
	 株式会社	ユネット	清風薬局	［熊本県］	 白石　貴裕

O-08-02 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
	 株式会社スズケン	世田谷事業所	［東京都］	 加藤麻起子

O-08-03 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
	 一般社団法人	蒲田薬剤師会	［東京都］	 近　洋一郎

O-08-04 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）

	 株式会社メディカルシステムネットワーク	［東京都］	 鈴木　重正



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 加藤　　肇
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 寺山啓一郎

O-09-01 残薬問題～地域住民はいかに考え対応しているか～
	 一般社団法人	山梨県薬剤師会	生涯学習委員会	［山梨県］	 野澤　雄樹

O-09-02 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
	 株式会社本町調剤薬局	［新潟県］	 川口　優樹

O-09-03 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
	 木島薬品	［長野県］	 土方　秀和

O-09-04 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
	 株式会社まろん	［東京都］	 齊藤　麗美

O-09-05 投薬時以外に服薬状況確認を行った症例
	 ベガファーマ株式会社	学術委員会	［大阪府］	 永井　絢子

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 中川建太郎
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 秋山宗一郎

O-10-01 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

	 （株）サノ・ファーマシー	佐野薬局中通一丁目店	［秋田県］	 堀野　　玄

O-10-02 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～

	 杉岡調剤薬局	［福岡県］	 杉岡　勇樹

O-10-03 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
	 総合メディカル株式会社そうごう薬局流山おおたかの森店	［千葉県］	 石黒　奈緒

O-10-04 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－

	 慶應義塾大学大学院薬学研究科	病院薬学講座	［東京都］	 富永　佳子

O-10-05 吸入指導と理解度の実態
	 フォレスト南大沢薬局	［東京都］	 藤田　一成

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 谷本　昌義
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 犬伏　洋夫

O-11-01 緑内障治療における点眼薬の実態調査
	 ガレヌス北小岩調剤薬局	［東京都］	 清水袈裟光

O-11-02 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
	 株式会社サエラ	［富山県］	 炭岡　孝志



O-11-03 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

	 （株）大洋メディカルサプライ	薬局統括部	学術課DI室	［千葉県］	 村瀬　貴弘

O-11-04 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～
	 一般社団法人	福岡市薬剤師会	［福岡県］	 小柳　香織

O-11-05 残薬調整の取り組みについて
	 大阪府藤井寺保健所	［大阪府］	 山内　祥子

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 寺山啓一郎
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 加藤　　肇

O-12-01 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

	 医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院	［熊本県］	 寺本　拓哉

O-12-02 痒みの評価スケールの服薬指導への活用
	 株式会社ファーマダイワ	チューリップ薬局	［熊本県］	 新　　雪乃

O-12-03 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

	 ファーコス薬局イルカ	/	株式会社	ファーコス	/	城西国際大学薬学部	［千葉県］	 秋山恵美子

O-12-04 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
	 七福薬局むつ	［青森県］	 大久保　正

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 秋山宗一郎
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	委員	 中川建太郎

O-13-01 お薬手帳の利用効果及びICT化への課題の分析
	 国立研究開発法人科学技術振興機構	/	文部科学省科学技術・学術政策研究所	［東京都］	 伊藤　裕子

O-13-02 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
	 ハロー薬局	［岩手県］	 袴田　達也

O-13-03 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

	 ハザマ薬局	［大阪府］	 長井　晴教

O-13-04 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
	 一般社団法人	滋賀県薬剤師会	［滋賀県］	 岡林　陽介

O-13-05 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
	 一般社団法人	滋賀県薬剤師会	［滋賀県］	 高山　紗綾



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 土屋千雅子
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 石井由喜雄

O-14-01 地域で唯一の薬局だからできること
	 有限会社	ABCファーマシー	ハート調剤薬局西山店	［新潟県］	 高坂　祥菜

O-14-02 「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

	 公益社団法人	神奈川県薬剤師会地域保健委員会	［神奈川県］	 宇井　　敬

O-14-03 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
	 一般社団法人三原薬剤師会	［広島県］	 玉浦　秀一

O-14-04 薬局薬剤師のセルフメディケーションへの意識と現状
	 ティエス調剤薬局	白水店	［兵庫県］	 石井　宏明

O-14-05 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～

	 （株）ティーズプランニング	［東京都］	 吉江　隆範

■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）

	 座長：多摩市薬剤師会	会長	［東京都］	 小坂　一郎
	 大田区薬剤師会	常任理事	［東京都］	 亀井　一男

O-15-01 漢方医人列伝 浅田宗伯の和胆洋器説
	 昭和大学薬学部	［東京都］	 塩原　仁子

O-15-02 薬局製剤。香蘇散の剤形による精油含量の検討
	 くま薬局人形町店、薬局製剤学会、日本漢方協会	［東京都］	 安倍真知子

O-15-03 薬局製剤・紫雲膏の低温溶出による製造方法
	 薬局製剤学会	［神奈川県］	 高山　留美

O-15-04 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
	 株式会社エヌ・エム・アイ	柳橋薬局	［新潟県］	 今井　陽介

■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）

	 座長：夫婦橋薬局	 永島　奈津
	 大田区薬剤師会	理事	［東京都］	 黒田　泰子

O-16-01 五苓散の造粒による流動性の改善
	 薬局製剤学会	［神奈川県］	 田中　美穗

O-16-02 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
	 公益社団法人東京都薬剤師会	［東京都］	 梅沢　綾子

O-16-03 自転公転遠心式軟膏混練機による混合条件の検討
	 八王子薬剤センター薬局	［東京都］	 長谷川和輝

O-16-04 桂枝湯の成分生薬の粒度による煎じ効果
	 薬局製剤学会	［神奈川県］	 中村さやか



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員長	 篠原　昭典
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 土屋千雅子

O-17-01 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～
	 ゆうせい薬局	［大阪府］	 長田　拓也

O-17-02 健康サポート薬局としての取組
	 保険調剤薬局つつみ	［宮崎県］	 高山日出美

O-17-03 地域住民との信頼関係から生まれた健康サポート薬局
	 ウエサカ薬局	［埼玉県］	 細野美佐子

O-17-04 はじめました「献血サポート薬局」
	 一般社団法人松原市薬剤師会	［大阪府］	 磯野　元三

O-17-05 健康サポート薬局の地域活動参画
	 一般社団法人品川薬剤師会	すばる薬局	［東京都］	 原山眞理子

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 岩下　哲哉
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 上原　健嗣

O-18-01 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～

	 マロン薬局鶴川店	［東京都］	 宮田　　弥

O-18-02 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
	 （株）かくの木	［埼玉県］	 畑中　典子

O-18-03 かかりつけ薬剤師と健康サポート薬局の現状
	 一般社団法人日本薬局協励会	［東京都］	 岩間　雄一

O-18-04 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～

	 一般社団法人岡崎薬剤師会	［愛知県］	 青木　裕明

O-18-05 健康サポート薬局の地域活動～りんごCAFEを開催して
	 りんご薬局立花店	［東京都］	 勝野　純子

■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）

	 座長：八王子薬剤師会	［東京都］	 小林　祐希
	 石川県薬剤師会	理事	 山﨑　敏誉

O-19-01 特定保健用食品の使用実態からみる保険薬剤師の課題
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局山形さくら町店	［山形県］	 星野　智紀

O-19-02 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）
	 公益社団法人日本薬剤師会	試験検査センター委員会	［岐阜県］	 中村　弘揮



O-19-03 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

	 公益社団法人広島県薬剤師会	［広島県］	 有村　典謙

■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）

	 座長：東京女子医科大学東医療センター	薬剤部長	 伊東　俊雅
	 ミキ薬局	日暮里店	 長久保久仁子

O-20-01 死にゆく患者へのかかわりの中で
	 株式会社和商水島薬局	［北海道］	 佐々木　寛

O-20-02 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
	 京都府立医科大学附属病院薬剤部	/	京都府立医科大学附属病院疼痛緩和医療部	［京都府］	 森尾佳代子

O-20-03 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）

	 株式会社保生堂薬局	［東京都］	 小黒　　智

O-20-04 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～

	 薬局タローファーマシー	［福島県］	 政井　　学

O-20-05 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－

	 らいふ薬局佐賀県医療センター好生館前店	［佐賀県］	 中尾　妃佐

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	副委員長	 山田　充訓
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 石井由喜雄

O-21-01 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
	 桜台薬局	［東京都］	 阿部ひとみ

O-21-02 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

	 特定非営利活動法人HAP	［東京都］	 宮原富士子

O-21-03 紫外線対策啓発活動を通じた地域保育園との関わり
	 八王子薬剤センター薬局	［東京都］	 阿部佐和子

O-21-04 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
	 葵薬局目黒駅前店	［東京都］	 小林　晃洋

O-21-05 否定的医療報道がアドヒアランスに与える影響
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局三崎店	［東京都］	 森山　京英



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 新井田純坪
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 宮原富士子

O-22-01 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－

	 グリーンメディック薬局	［大阪府］	 中根　美穂

O-22-02 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
	 株式会社ワイツファーマ（ポプリ薬局）	［茨城県］	 小畑　敦史

O-22-03 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～

	 ねもと薬局グループ	［茨城県］	 根本ひろ美

O-22-04 栄養ケアサポートとポリファーマシーの取り組み
	 なの花薬局	［大阪府］	 一文字　歩

O-22-05 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
	 マスカット薬局	倉敷店	［岡山県］	 安倉　　央

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 川名賢一郎
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 水野　正彦

O-23-01 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

	 公益社団法人甲府市薬剤師会生涯学習委員会	［山梨県］	 木曽川真吾

O-23-02 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～
	 一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会	［神奈川県］	 大久保敦子

O-23-03 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
	 T&Tタウンファーマ株式会社	タウン薬局	［広島県］	 平野　清子

O-23-04 服用薬理解度向上、健康増進のための地域活動
	 一般社団法人品川薬剤師会	すばる薬局	［東京都］	 村田　宗一

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 大野　郁子
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 小谷　　知

O-24-01 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
	 公益社団法人甲府市薬剤師会	［山梨県］	 中村　由喜

O-24-02 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－
	 金城学院大学薬学部、NPO法人生活習慣病対策臨床研究・普及機構	［愛知県］	 吉川　昌江

O-24-03 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
	 九州保健福祉大学薬学部	［宮崎県］	 河内　明夫



O-24-04 薬局外での薬剤師活動
	 株式会社トモズ	薬局メディコ板橋店	［東京都］	 柏木　辰美

■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）

	 座長：北区薬剤師会	副会長	［東京都］	 岡村　　聡
	 東京都薬剤師会	医療保険委員会	副委員長	 冨岡　正博

O-25-01 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
	 東邦薬品株式会社	［東京都］	 浅野　貴代

O-25-02 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
	 国立療養所	長島愛生園	［岡山県］	 久保　泰地

O-25-03 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
	 公益社団法人神奈川県薬剤師会医療介護保険委員会	［神奈川県］	 藤本　直樹

O-25-04 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－

	 株式会社グリーンメディック	グリーンメディック薬局緑丘	［大阪府］	 笠嶋　智子

O-25-05 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＞
	 グリーンメディック薬局	［大阪府］	 多田　耕三

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 皿澤　康志
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 新井田純坪

O-26-01 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～

	 黒石薬局	［青森県］	 大川　誠也

O-26-02 番号札の新しい使い方～プライバシー保護＋α～
	 株式会社	コム・メディカル	蔵王調剤薬局	［新潟県］	 安澤　泰永

O-26-03 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～

	 名北調剤	コスモス調剤薬局	しろとり店	［愛知県］	 渡邉　真弓

O-26-04 かかりつけ薬剤師による患者宅訪問の有用性の検討
	 株式会社パワーファーマシー	［栃木県］	 加藤　雅貴

O-26-05 かかりつけ薬剤師に関する意識調査
	 一般社団法人山梨県薬剤師会	医薬・環境情報委員会	［山梨県］	 赤池　久男

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 小谷　　知
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 川名賢一郎

O-27-01 ジェネリック使用率87％を達成して見えた今後の課題
	 （有）加賀屋薬局	かがや薬局	［秋田県］	 柳原　弘子



O-27-02 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
	 ひまわり調剤薬局	［福井県］	 上田　泰之

O-27-03 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

	 一般社団法人岩手県薬剤師会	［岩手県］	 熊谷　明知

O-27-04 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
	 ファルメディコ株式会社	ハザマ薬局	加美南店	［大阪府］	 久保田直之

O-27-05 かかりつけ薬剤師 VS ポリファーマシー
	 株式会社ファルマ	弘前調剤センター	［青森県］	 高橋　和希

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 串田　一樹
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 井手口直子

O-28-01 患者のための薬局ビジョン実現に向けた薬局実態調査
	 一般社団法人京都府薬剤師会	［京都府］	 小川　泰弘

O-28-02 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～
	 株式会社アルプ	［石川県］	 小松　千絵

O-28-03 かかりつけ薬剤師の満足度に与える要因分析
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局	新庄店	［山形県］	 近藤　美保

O-28-04 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
	 山本保健薬局	［大阪府］	 横田　　修

O-28-05 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
	 一般社団法人茨木市薬剤師会	［大阪府］	 松浦　正佳

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	災害対策委員会	委員長	 松田　祐一
	 東京都薬剤師会	災害対策委員会	委員	 小田　真也

O-29-01 宮古薬剤師会の台風10号岩泉町災害時活動について
	 クローバー薬局飯岡店	［岩手県］	 内田　一幸

O-29-02 服薬中断リスクと災害時の服薬支援を考える
	 医療法人財団	正清会三陸病院	［岩手県］	 加藤　昭一

O-29-03 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）
	 一般社団法人	住吉区薬剤師会	［大阪府］	 栗生　正也

O-29-04 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
	 鐘ヶ渕薬局	［東京都］	 吉田　香里



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	災害対策委員会	副委員長	 川久保　孝
	 東京都薬剤師会	災害対策委員会	委員	 菅野健太郎

O-30-01 災害時における地区薬剤師会の役割
	 一般社団法人	北区薬剤師会	［東京都］	 岡村　　聡

O-30-02 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
	 大阪急性期・総合医療センター	薬局	/	一般社団法人	住吉区薬剤師会	［大阪府］	 藤江　直輝

O-30-03 「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

	 一般社団法人兵庫県薬剤師会	［兵庫県］	 大川　恭子

O-30-04 安定ヨウ素剤配布会での川内薬剤師会の取り組み
	 川内薬剤師会	［鹿児島県］	 野元　健一

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 大竹　　毅
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 岩下　哲哉

O-31-01 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
	 たんぽぽ薬局株式会社	［富山県］	 畠山　規明

O-31-02 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
	 福岡市薬剤師会薬局七隈店	［福岡県］	 加藤　正久

O-31-03 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
	 一般社団法人郡山薬剤師会	［福島県］	 押尾　　茂

O-31-04 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
	 株式会社アピスファーマシー	アピス薬局勝どき店	［東京都］	 若松　大地

O-31-05 「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～
	 公益社団法人新潟県薬剤師会	［新潟県］	 荏原　健志

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 上原　健嗣
	 東京都薬剤師会	薬局業務委員会	委員	 皿澤　康志

O-32-01 地域薬局における医療用麻薬在庫の現状と課題
	 ファーコス薬局	用賀三丁目	［東京都］	 佐藤里穂子

O-32-02 かかりつけ薬局をめざして、薬局ができること～その2～
	 若葉薬局	［千葉県］	 平井　政彦

O-32-03 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
	 一般社団法人	蒲田薬剤師会	［東京都］	 籾山　文義

O-32-04 地域住民に於ける「かかりつけ薬剤師」の認知度と期待
	 福岡市南区薬剤師会	［福岡県］	 女賀　信子



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	生涯学習委員会	委員	 佐藤　博之
	 石川県薬剤師会	理事	 今庄　恵子

O-33-01 千葉県における有資格離職者の復職支援事業
	 一般社団法人千葉県薬剤師会	薬局委員会	［千葉県］	 竹田　恒一

O-33-02 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－

	 公益社団法人	熊本県薬剤師会	［熊本県］	 高濱　　寛

O-33-03 「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
	 一般社団法人日本女性薬剤師会	［東京都］	 小縣　悦子

O-33-04 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
	 株式会社	モリモト薬局	［北海道］	 小大塚直子

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	アンチ・ドーピング活動推進ワーキンググループ	副委員長	 瀬谷　雅行
	 東京都薬剤師会	アンチ･ドーピング活動推進ワーキンググループ	委員	 長谷川真帆

O-34-01 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
	 一般社団法人岩手県薬剤師会	［岩手県］	 佐藤　大峰

O-34-02 国際空道連盟初めてのドーピング検査に向けて
	 マリンカ薬局	［東京都］	 三刀屋　亮

O-34-03 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～

	 山形県薬剤師会	［山形県］	 須藤　迪依

O-34-04 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
	 プラス企画	プラス薬局	野里店	［大阪府］	 武山　和也

O-34-05 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
	 穴水あおば薬局（株式会社ニイザ）	/	株式会社リーチハイアー	/	北海道ボブスレー・スケルトン連盟	/		
	 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟	/	北陸アンチドーピング研究会	［石川県］	 岡田　政彦

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	アンチ・ドーピング活動推進ワーキンググループ	委員	 高松　謙悟
	 東京都薬剤師会	アンチ・ドーピング活動推進ワーキンググループ	委員	 對崎利香子

O-35-01 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
	 一般社団法人北海道薬剤師会アンチ・ドーピング特別対策委員会	［北海道］	 坂田　祐樹

O-35-02 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
	 一般社団法人徳島県薬剤師会公認スポーツファーマシスト委員会	［徳島県］	 萬野　行子

O-35-03 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
	 日本ラグビーフットボール協会	アンチ・ドーピング委員会	［東京都］	 関水　康成



O-35-04 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－

	 順天堂大学医学部附属順天堂医院	薬剤部	［東京都］	 中島　勇三

O-35-05 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

	 一般社団法人	岩手県薬剤師会	［岩手県］	 野舘　敬直

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	実務実習委員会	委員	 輿水　　淳
	 東京都薬剤師会	実務実習委員会	委員	 田極　淳一

O-36-01 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～

	 公益社団法人	甲府市薬剤師会	［山梨県］	 飯野　　智

O-36-02 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
	 福岡市薬剤師会薬局七隈店	［福岡県］	 金子絵里奈

O-36-03 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
	 一般社団法人八尾市薬剤師会	［大阪府］	 南　　雅子

O-36-04 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

	 一般社団法人	西宮市薬剤師会	［兵庫県］	 中川　尚美

O-36-05 方略を見直した試行的実習における取り組み
	 八王子薬剤センター駅前薬局	［東京都］	 依田　直樹

■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）

	 座長：品川薬剤師会	［東京都］	 白井　健之
	 浅草薬剤師会	［東京都］	 前田　桂吾

O-37-01 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～

	 一般社団法人長野県薬剤師会	［長野県］	 高田　弘子

O-37-02 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
	 多摩薬局	［東京都］	 増田　佳織

O-37-03 小児在宅医療への取り組みを開始して
	 有限会社メディテック	ますだ薬局守山店	［滋賀県］	 藤田　宗宏

O-37-04 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
	 ハザマ薬局	［大阪府］	 藤永　智也



■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）

	 座長：品川薬剤師会	［東京都］	 荻野　哲也
	 町田市薬剤師会	［東京都］	 高橋　克也

O-38-01 薬局と老健施設との連携
	 一般社団法人箕面市薬剤師会	箕面市薬剤師会薬局	［大阪府］	 山田　清久

O-38-02 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

	 佐野薬局将軍野店	［秋田県］	 上遠野剛司

O-38-03 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
	 会営いな薬局	［長野県］	 矢代　才和

O-38-04 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
	 株式会社なの花北海道	なの花薬局恵庭黄金店	［北海道］	 佐々木智道

O-38-05 認知症を合併した高齢喘息患者の在宅医療への介入
	 笹菊薬品株式会社	みどり台調剤薬局	［新潟県］	 金照智弓城

■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）

	 座長：練馬区薬剤師会	［東京都］	 栗原　雄治
	 北多摩薬剤師会	［東京都］	 池嶋　　謙

O-39-01 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～

	 株式会社	矢野調剤薬局	［神奈川県］	 篠川　雅司

O-39-02 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
	 一般社団法人札幌薬剤師会	［北海道］	 高橋　崇泰

O-39-03 次世代の保険薬剤師のあり方 －フィジカルアセスメント指導者養成研修を通して－
	 一般社団法人	滋賀県薬剤師会	［滋賀県］	 村瀬利恵子

O-39-04 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～

	 公益社団法人鹿児島県薬剤師会	地域医療委員会	［鹿児島県］	 丸野桂太郎

O-39-05 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～
	 まるさん堂薬局	［長野県］	 刈間　　香

■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）

	 座長：練馬区薬剤師会	［東京都］	 関口　博通
	 北多摩薬剤師会	［東京都］	 宇津木直人

O-40-01 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
	 株式会社サニーファーマシー	サニー薬局	［東京都］	 保坂　洋二

O-40-02 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
	 ニシイチ薬局	［兵庫県］	 新居　伸吾



O-40-03 「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
	 株式会社ナチュラルライフ	らいふ薬局	［福井県］	 川崎　博行

O-40-04 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
	 一般社団法人埼玉県薬剤師会	［埼玉県］	 池田里江子

■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）

	 座長：練馬区薬剤師会	［東京都］	 前田眞理子
	 江東区薬剤師会	［東京都］	 山崎　敦代

O-41-01 利用者向け「アロマテラピー学習会」の取り組み
	 株式会社協同プランニング	虹いろ薬局	本店	［岡山県］	 前田　尚子

O-41-02 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
	 一般社団法人西宮市薬剤師会	地域医療部	［兵庫県］	 野開恵美子

O-41-03 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～

	 （株）ヤマザワ薬品	仙台本部	［宮城県］	 上畑日登美

O-41-04 精神科病院の門前に立地する保険薬局の存在意義
	 合資会社中田薬店	ゆう薬局	［岐阜県］	 中田　裕介

O-41-05 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
	 一般社団法人宗像薬剤師会	［福岡県］	 坂口　尚登

■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）

	 座長：練馬区薬剤師会	［東京都］	 斎藤　恭子
	 板橋区薬剤師会	［東京都］	 保坂　洋二

O-42-01 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

	 八尾市立病院	［大阪府］	 小枝　伸行

O-42-02 薬局薬剤師が認知症対策に貢献できること
	 タウン薬局曙店	［広島県］	 原　　友樹

O-42-03 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
	 一般社団法人岸和田市薬剤師会	［大阪府］	 前田　悦嗣

O-42-04 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
	 一般社団法人東広島薬剤師会	東広島介護支援専門員連絡協議会	［広島県］	 中島　啓介

O-42-05 近隣地域における薬局－薬局連携
	 やままる薬局	［埼玉県］	 山丸　淳司



■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）

	 座長：東京都港区薬剤師会	 柏　　教子
	 町田市薬剤師会	［東京都］	 橋本　　登

O-43-01 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
	 流山市薬剤師会	［千葉県］	 山口　直紀

O-43-02 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
	 一般社団法人	福岡市薬剤師会	東支部	［福岡県］	 大平　悠介

O-43-03 健康啓発活動を継続する意義
	 瑠璃光薬局	［石川県］	 中山紗也香

O-43-04 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
	 株式会社メディカルグリーン	［栃木県］	 上野　将明

O-43-05 地域包括ケアにおける検体測定室の意義
	 SFC薬局幸手中央店	［埼玉県］	 関谷　陽子

■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）

	 座長：文京区薬剤師会	［東京都］	 新井　　悟
	 南多摩薬剤師会	［東京都］	 伊藤　　威

O-44-01 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
	 山武郡市薬剤師会	［千葉県］	 鈴木　俊宏

O-44-02 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～
	 一般社団法人	長野県薬剤師会	介護保険委員会	［長野県］	 角間　英子

O-44-03 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

	 一般社団法人	沖縄県薬剤師会	［沖縄県］	 笠原　大吾

O-44-04 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
	 一般社団法人福岡市薬剤師会	［福岡県］	 井手　純司

O-44-05 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
	 公益社団法人福岡県薬剤師会薬事情報センター	［福岡県］	 神　　雅子

O-44-06 地区薬剤師会と地区訪問看護部会の薬看連携
	 一般社団法人	葛飾区薬剤師会	/	株式会社アペックス（クリーン薬局新小岩）	［東京都］	 高野　善文

■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）

	 座長：八王子薬剤師会	［東京都］	 添石　遼平
	 練馬区薬剤師会	［東京都］	 齋藤　英男

O-45-01 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～

	 一般社団法人墨田区薬剤師会	［東京都］	 関谷　恒子



O-45-02 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～

	 法円坂メディカル株式会社	法円坂薬局	［大阪府］	 迫田　直樹

O-45-03 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
	 おいのもり調剤薬局	［山形県］	 加藤　　淳

O-45-04 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
	 オリーブ薬局	［東京都］	 浅尾　一夫

■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）

	 座長：エコ薬局	 宮川　昌和
	 東京都薬剤師会	薬・薬連携委員会	委員	 永井　勇治

O-46-01 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

	 株式会社友愛メディカル	友愛薬局ひたちなか店	［茨城県］	 砂押　直樹

O-46-02 ひたちなか健康ＩＴネットワークにおける薬薬連携
	 友愛薬局	ひたちなか店	/	株式会社	友愛メディカル	/	ひたちなか薬剤師会	［茨城県］
	 名越	ソッヴィリヤック	ヴァッティ

O-46-03 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
	 一般社団法人都城市北諸県郡薬剤師会会営かかりつけ薬局支援センター	［宮崎県］	 吉田啓太郎

O-46-04 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
	 フタツカ薬局	京都桂病院前	［京都府］	 松本　萌子

O-46-05 がん患者への服薬指導における薬薬連携の重要性
	 メディ菊川薬局	［石川県］	 北山　朱美

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	薬・薬連携委員会	委員	 松本　雄介
	 東京都薬剤師会	薬・薬連携委員会	委員	 黒田　雅子

O-47-01 「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
	 社会福祉法人京都社会事業財団	西陣病院	薬剤部	［京都府］	 三宅　健文

O-47-02 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
	 株式会社フロンティア	フロンティア薬局本宮店	［滋賀県］	 片上　智裕

O-47-03 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プを
開催して

	 徳山薬剤師会	/	徳山中央病院	［山口県］	 瀬上　直輝

O-47-04 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
	 一般社団法人松本薬剤師会	/	中信がん薬薬連携ワーキンググループ	/	ほんじょう薬局	［長野県］	 淺野未代子

O-47-05 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～

	 株式会社アインホールディングス	［東京都］	 松村　敦子



■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）

	 座長：西多摩薬剤師会	副会長	［東京都］	 田中　三広
	 オガワ薬局	若宮店	［東京都］	 小川　達也

O-48-01 院外処方箋への臨床検査値表示とその有用性評価
	 （一社）福岡市薬剤師会	［福岡県］	 竹野　将行

O-48-02 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～

	 一般社団法人堺市薬剤師会	/	スマイル薬局	［大阪府］	 宮川　道英

O-48-03 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
	 独立行政法人	地域医療機能推進機構	群馬中央病院	［群馬県］	 新木　美枝

O-48-04 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

	 一般社団法人名古屋市薬剤師会	［愛知県］	 間瀬　定政

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	学校保健委員会	委員	 吉田　　稔
	 東京都薬剤師会	学校保健委員会	委員	 林　　敦子

O-49-01 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
	 公益社団法人	甲府市薬剤師会	［山梨県］	 武藤　　司

O-49-02 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－
	 山口県学校薬剤師会	［山口県］	 尼崎美奈子

O-49-03 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
	 第二どうとく薬局	［愛知県］	 日比野正範

O-49-04 薬剤師によるくすり教育の参画「くすりの正しい使い方」ポスターコンクールを通じての
認識向上の取り組み（第2報）

	 公益社団法人江戸川区薬剤師会	［東京都］	 藤井　　修

O-49-05 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～

	 小平市学校薬剤師会	［東京都］	 大原　美夏

■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）

	 座長：東京都薬剤師会	学校保健委員会	委員	 井戸　久夫
	 東京都薬剤師会	学校保健委員会	委員	 梅田　　茂

O-50-01 適環境進化のための季節対応
	 有限会社	田西薬局	［北海道］	 田西　洋三

O-50-02 学校薬剤師　指導助言力の向上を目指して
	 一般社団法人長岡市薬剤師会学校薬剤師委員会	［新潟県］	 仙田　唯子

O-50-03 学校環境における簡易測定法の研究
	 一般社団法人東京都学校薬剤師会	［東京都］	 石川　哲也



O-50-04 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
	 一般社団法人東京都学校薬剤師会	［東京都］	 亀崎　信明

O-50-05 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
	 松本薬剤師会	［長野県］	 福澤　正人

■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）

	 座長：東京都学校薬剤師会	 杉下順一郎
	 東京都学校薬剤師会	 田中　順子

O-51-01 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）
	 公益社団法人神奈川県薬剤師会	公衆衛生・学薬委員会	［神奈川県］	 神原　大輔

O-51-02 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～

	 公益社団法人	鹿児島県薬剤師会	薬事情報センター	［鹿児島県］	 惠谷　誠司

O-51-03 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～
	 一般社団法人	秋田県薬剤師会学校薬剤師部会	［秋田県］	 藤井　愛実

O-51-04 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
	 たかだ調剤薬局	［大分県］	 是永　仁司

O-51-05 離島の学校環境衛生検査とその評価に関する研究
	 一般社団法人東京都学校薬剤師会	［東京都］	 井上優美子

■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）

	 座長：東京都学校薬剤師会	会長	 井上優美子
	 東京都薬剤師会	学校保健委員会	委員	 安西眞理子

O-52-01 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－

	 虎薬局	/	本郷学校薬剤師会	［東京都］	 新井田純坪

O-52-02 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～

	 一般社団法人	兵庫県薬剤師会	［兵庫県］	 高尾　一人

O-52-03 離島環境衛生検査と地域薬剤師会の取り組み
	 公益社団法人鹿児島市薬剤師会	［鹿児島県］	 長野　慎治

O-52-04 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 －

	 一般社団法人	西宮市薬剤師会	［兵庫県］	 高橋眞理子



■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）

	 座長：東京都薬剤師会	生涯学習委員会	委員	 髙橋たつ子
	 八王子薬剤師会	副会長	［東京都］	 森田二三江

O-53-01 年齢の高低による薬剤師の道徳的感受性の違い
	 杏林堂薬局	/	浜松医科大学	健康社会医学講座	［静岡県］	 尾関佳代子

O-53-02 小児科受診の保護者に対する禁煙啓蒙
	 株式会社和商水島薬局3・10店	［北海道］	 新敷　祐士

O-53-03 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）

	 いるか薬局	/	群馬パース大学保健科学部	/	NPO法人日本小児禁煙研究会	/		
	 一般社団法人熊谷薬剤師会	［埼玉県］	 黒沢　和夫

O-53-04 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」－

	 一般社団法人福岡市薬剤師会	［福岡県］	 財津　孝次

■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）

	 座長：八王子薬剤師会	［東京都］	 藤井　千文
	 石川県薬剤師会	常務理事	 西上　　潤

O-54-01 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
	 タケシタ調剤薬局	［熊本県］	 堀川　達史

O-54-02 乳児乳糖アレルギー患者における薬剤の選択
	 出口薬局	［大阪府］	 松永　光樹

O-54-03 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

	 たていし調剤薬局	［大分県］	 副島　誠三

O-54-04 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
	 株式会社フロンティア	フロンティア薬局本宮店	［滋賀県］	 高井　佳江

O-54-05 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
	 たかだ調剤薬局	［大分県］	 奥村　英伸

■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）

	 座長：東京医科大学八王子医療センター	薬剤部長	 奥山　　清
	 東京都港区薬剤師会	副会長	 青木　美子

O-55-01 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
	 一般社団法人中野区薬剤師会	［東京都］	 川村　洋介

O-55-02 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

	 セルレア薬局	［茨城県］	 小松崎真吾

O-55-03 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
	 アポロメディカルホールディングス株式会社	ひまわり調剤薬局	［福島県］	 熊谷　拓朗



O-55-04  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～

	 株式会社保生堂薬局	［東京都］	 原田　典子

O-55-05 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
	 Heart株式会社	スマイル薬局	［大阪府］	 小川　尚子

■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）

	 座長：東京医科大学八王子医療センター	薬剤部主査	 髙坂　　聡
	 玉川砧薬剤師会	会長	［東京都］	 髙野　和則

O-56-01 有料老人介護施設における減薬について
	 みよの台薬局	［東京都］	 内田　文子

O-56-02 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
	 一般社団法人八尾市薬剤師会	［大阪府］	 山下　章子

O-56-03 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

	 株式会社ファーマケーション	青葉の杜薬局	［宮城県］	 佐々木素直

O-56-04 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
	 株式会社ファーマみらい全快堂薬局市民店	［新潟県］	 山寺　　徹




