
一般演題　ポスター発表

示説時間
演題番号奇数� 10月8日（日）� 16:00～17:30
演題番号偶数� 10月9日（月・祝）� 11:00～12:30

■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）

P-1-001 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
	 有限会社	杏仁薬局	［山形県］	 佐藤　貴幸

P-1-002 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～

	 一般社団法人	練馬区薬剤師会	休日薬事相談委員会	［東京都］	 三浦　典子

P-1-003 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～
	 株式会社ファーマックス	平鹿調剤薬局東店	［秋田県］	 成田　　大

P-1-004 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
	 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室（佐藤幸吉記念教室）	［埼玉県］	 力丸　千央

P-1-005 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－

	 一般社団法人徳島県薬剤師会	薬事情報センター	［徳島県］	 山下　久紀

P-1-006 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
	 一般社団法人	西多摩薬剤師会	［東京都］	 田中　三広

P-1-007 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～
	 株式会社ミック	エムハート薬局まつば店	［愛知県］	 白井　牧子

P-1-008 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
	 株式会社ぼうしや薬局	［兵庫県］	 井上　良祐

P-1-009 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～
	 アピス薬局	岡本店	［兵庫県］	 奥村　拓朗

P-1-010 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～

	 アップル薬局はこのもり店	［栃木県］	 飛鳥馬　宏

P-1-011 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
	 株式会社アップルケアネット	アップル薬局	新小岩店	［東京都］	 五十嵐理央

P-1-012 「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

	 アイワ薬品株式会社	［宮城県］	 大山　　寛

P-1-013 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
	 栗林公園前薬局	［香川県］	 須那　満代

P-1-014 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
	 フタツカ薬局	［兵庫県］	 石丸　武史



P-1-015 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
	 メロディー薬局	すみよし公園店	［大阪府］	 辻野　仁志

P-1-016 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
	 明治薬科大学・地域医療コース	［東京都］	 佐々木　円

P-1-017 十勝地区における「かかりつけ薬剤師」制度の現状と課題
	 （株）まつもと薬局	［北海道］	 余西　竜弘

P-1-018 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

	 株式会社実務薬学総合研究所	［東京都］	 水　八寿裕

P-1-019 かかりつけ薬剤師機能の現状と介入効果の評価
	 株式会社	メディカル・コア	［福島県］	 鍛治内大輔

P-1-020 かかりつけ薬剤師に関する意識調査
	 アリス薬局	下宿店	［静岡県］	 勝間田　豊

P-1-021 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

	 台場薬局	［東京都］	 杉田八重子

P-1-022 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
	 株式会社医療経営研究所	［宮城県］	 富永　敦子

P-1-023 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
	 平成調剤薬局	/	文京区薬剤師会	［東京都］	 平野　良枝

P-1-024 保険薬局における、お薬相談事業について（第2報）
	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	会営	臨海薬局	/	公益社団法人	江戸川区薬剤師会	［東京都］	 平岡　良枝

P-1-025 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～
	 クリオネ住ノ江薬局	［北海道］	 大沢　光平

P-1-026 「かかりつけ薬剤師」における薬学的管理の質的・量的研究
	 千葉県薬剤師会	薬事情報センター	［千葉県］	 飯嶋　久志

P-1-027 文京区薬剤師会お薬整理相談バッグ運動の報告
	 一般社団法人文京区薬剤師会	/	スエヤス調剤薬局文京店	［東京都］	 島田　淳史

P-1-028 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
	 こぐま薬局	/	京都北薬剤師会	［京都府］	 中西　昭人

P-1-029 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

	 東京薬科大学薬学部	［東京都］	 能城　裕希

P-1-030 残薬に関する患者の意識・実態調査
	 明治薬科大学・地域医療コース	［東京都］	 吉田　湧輔

P-1-031 かかりつけ指名制度の診療科による利用状況の調査
	 望星薬局	［神奈川県］	 喜多村拓央

P-1-032 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～
	 クリエイトファーマシーまごころ薬局山内店	［沖縄県］	 高木　英子

P-1-033 かかりつけ薬剤師の現状と課題
	 東邦大学薬学部薬局経営研究部	［千葉県］	 和田　陽花



P-1-034 「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～
	 株式会社ナカジマ薬局	［北海道］	 高橋　和也

P-1-035 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
	 （株）大新堂	フタツカ薬局西新町	［兵庫県］	 芝　　幸子

P-1-036 残薬調整における薬剤師の介入効果
	 一般社団法人岡崎薬剤師会	［愛知県］	 鶴田　　啓

P-1-037 タブレットPCを使った皮膚疾患への取り組み
	 一心堂薬局	［千葉県］	 佐藤　勝利

P-1-038 ノルマ化されないかかりつけ薬剤師の取り組み
	 稲垣薬局	溝口店	［神奈川県］	 土岐　弥生

P-1-039 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
	 たーとす薬局	/	株式会社メディアラート	［東京都］	 山村　博子

P-1-040 地域で活動する薬剤師が抱える夢・理想・課題への研究
	 株式会社ファーコス	［埼玉県］	 高山美奈子

P-1-041 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
	 一般社団法人ヘルスプランニング金沢	菜の花薬局	［石川県］	 安田　幸子

P-1-042 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～
	 株式会社	新生堂薬局	［福岡県］	 川村　義和

P-1-043 かかりつけ薬局・薬剤師に関するアンケート調査
	 株式会社健晴	三原薬局	［埼玉県］	 細川　玄機

P-1-044 ノルマ化しない「かかりつけ薬剤師」の取り組み
	 稲垣薬局	溝口店	［神奈川県］	 松本　朋生

P-1-045 在宅インスリン療法の服薬支援
	 りんご薬局	立花店	［東京都］	 川村妃砂子

P-1-046 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
	 一般社団法人岐阜県薬剤師会	［岐阜県］	 鈴木　　学

P-1-047 患者様へ「かかりつけ薬剤師」の機能の紹介と実施
	 マツモトキヨシ阿佐ヶ谷パールセンター店	［東京都］	 宮田　佳奈

P-1-048 かかりつけ薬剤師が在籍する薬局の業務分析
	 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室	［岐阜県］	 金地　夏実

P-1-049 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

	 らくだ薬局	［岡山県］	 五島　俊作

P-1-050 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
	 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室	［岐阜県］	 國府田真綾

■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）

P-2-051 チェックシートを用いた吸入治療薬手技の評価
	 公益財団法人	大原記念倉敷中央医療機構	倉敷中央病院	薬剤部	［岡山県］	 亀井　健人



P-2-052 残薬調整における医療費削減への取り組み
	 株式会社ジャストメディクス	くすのき薬局	野口	［愛知県］	 高木　　翔

P-2-053 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
	 多摩薬局	［東京都］	 石井　亮子

P-2-054 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
	 公立玉名中央病院	［熊本県］	 西　　正浩

P-2-055 あしび薬局菖蒲池店に来局された片頭痛患者について
	 あしび薬局菖蒲池店	［奈良県］	 森川　　晋

P-2-056 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～
	 古川調剤薬局	［宮城県］	 佐藤　悠人

P-2-057 481店舗で実施したブラウンバッグ運動の取り組み報告
	 クラフト株式会社	薬局事業部	地域連携グループ	［東京都］	 谷田部江美

P-2-058 検査と監査
	 有限会社	ホケン堂	土屋薬局小山	［東京都］	 土屋　雅信

P-2-059 重複投薬・相互作用防止加算への取り組みについて
	 ひかわ調剤薬局	［東京都］	 片山　　隼

P-2-060 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－

	 帝京大学薬学部	［東京都］	 小川　敦史

P-2-061 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
	 医療法人潤心会	熊本セントラル病院	薬剤科	［熊本県］	 東矢　　恵

P-2-062 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
	 大牟田中央薬局	［福岡県］	 坂本　豊伸

P-2-063 （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
	 公益社団法人	神奈川県薬剤師会	リスクマネジメント委員会	［神奈川県］	 原　　和夫

P-2-064 検査値記載処方箋の活用状況と展望
	 阿蘇中央薬局	［熊本県］	 塚本　賢児

P-2-065 八戸市近郊での残薬重複等の疑義照会調査の報告
	 一般社団法人八戸薬剤師会	［青森県］	 阿達　昌亮

P-2-066 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
	 カメイ調剤薬局吹田豊津店	［大阪府］	 甲斐　茂男

P-2-067 睡眠薬の減量に関する薬局薬剤師の関わり方
	 アカンサス薬局	［石川県］	 金田　孝子

P-2-068 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

	 愛知学院大学薬学部	臨床薬剤学	［愛知県］	 渡邊　法男

P-2-069 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
	 株式会社あさひ調剤	［東京都］	 山下　伸樹

P-2-070 検査値を利用した処方鑑査の取り組み
	 すこやか薬局	［千葉県］	 伊原　恵子



P-2-071 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－

	 近畿大学薬学部	/	マルゼン薬局	［大阪府］	 馬渕　賢幸

P-2-072 フェブキソスタット錠の使用調査
	 一般社団法人ヘルスプランニング金沢	輪島菜の花薬局	［石川県］	 中村　修二

P-2-073 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
	 コスモス調剤薬局大浜店	［愛知県］	 梅田　敦嗣

P-2-074 福祉施設（老人ホーム等）の一包化調剤の標準化
	 大洋薬局山王2号店	［千葉県］	 中嶋　弘樹

P-2-075 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
	 株式会社フォーラル	［東京都］	 野村加奈恵

P-2-076 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
	 公益社団法人平塚中郡薬剤師会	［神奈川県］	 飯塚　敏美

P-2-077 小児医療における保険薬局での問題点とその改善策
	 一般社団法人大田区薬剤師会	［東京都］	 千葉　憲一

P-2-078 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
	 わかば薬局	阿佐谷店	［東京都］	 沢田　英之

P-2-079 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
	 明治薬科大学・地域医療コース	［東京都］	 立澤　綾梨

P-2-080 湿布薬70枚制限には医療費削減効果があったのか？
	 たかだ調剤薬局	［大分県］	 永石　　潤

P-2-081 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－

	 株式会社カンソウ	さくら薬局	［大阪府］	 藤澤　里真

P-2-082 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
	 有限会社	サン・ショウ	［青森県］	 神原　教行

P-2-083 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
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局板橋店	［東京都］	 山嵜　智代

P-2-084 疑義照会への取組みとその傾向について
	 有限会社C&Y	あい薬局海老名店	［神奈川県］	 渡邊沙蓉子

P-2-085 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
	 株式会社カンソウ	さくら薬局	［大阪府］	 永田佐代子

P-2-086 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？－

	 株式会社カンソウ	さくら薬局	［大阪府］	 牧野　　透

P-2-087 気象薬学の体系
	 一般社団法人千葉県薬剤師会	社会薬学委員会	［千葉県］	 伊藤　　均

P-2-088 妊娠・授乳と薬の服用に関する知識や意識の現状
	 一般社団法人くすりの適正使用協議会	［東京都］	 恩田　威俊

P-2-089 患者から薬剤師へ投薬時外の相談事例の実態調査
	 しらゆり調剤薬局	［鹿児島県］	 山口　裕次



P-2-090 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
	 ライフ薬局綾瀬店	［東京都］	 吉岡　加織

P-2-091 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～

	 株式会社ファーマシィ	アゼリア薬局	［和歌山県］	 中村紀美子

P-2-092 神経内科領域における残薬をかんがえる
	 ラッキーバッグ株式会社	さくら通り薬局	［岩手県］	 畠山　彩芳

P-2-093 口腔内崩壊錠の認知度と服用状況
	 アイン薬局友部旭町店	［茨城県］	 佐久間香奈

P-2-094 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
	 名城大学薬学部医薬品情報学研究室	［愛知県］	 榊原千寿子

P-2-095 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
	 株式会社ホミネおおぞら薬局有玉店	［静岡県］	 阿久津　輝

P-2-096 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
	 株式会社カンソウ	さくら薬局	［大阪府］	 池田　英子

P-2-097 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～

	 （株）薬正堂すこやか薬局グループ	［沖縄県］	 比嘉　浩一

P-2-098 「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～

	 （株）薬正堂すこやか薬局グループ	［沖縄県］	 比嘉　朋子

P-2-099 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
	 エムシー関東株式会社	ペパーミント薬局	［栃木県］	 船見　正範

P-2-100 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

	 株式会社メディカメント	サカエ薬局	山陽店	［岡山県］	 久山　翔司

■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）

P-2-101 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～

	 あんず薬局佐和店	［茨城県］	 鈴木　澄代

P-2-102 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
	 独立行政法人国立病院機構	広島西医療センター	［広島県］	 幸吉　　明

P-2-103 NSAIDs外用剤の後発医薬品変更に関する検討
	 東ファーマシー（株）ゆうゆう薬局	［長崎県］	 水町　隆平

P-2-104 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
	 （株）ファーマみらい	全快堂薬局川岸町店	［新潟県］	 早川　博明

P-2-105 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
	 シップヘルスケアファーマシー東日本（株）	［東京都］	 舟橋　智広



P-2-106 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
	 一般社団法人	大田区薬剤師会	［東京都］	 中畔　勇一

P-2-107 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
	 東邦大学薬学部実践医療薬学研究室	［千葉県］	 松本のどか

P-2-108 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
	 東邦大学薬学部実践医療薬学研究室	［千葉県］	 早川　美妃

P-2-109 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
	 国立医薬品食品衛生研究所	［東京都］	 吉田　寛幸

P-2-110 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
	 わかくさ薬局	［静岡県］	 永吉　和恵

P-2-111 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－

	 就実大学薬学部	医薬品情報解析学	［岡山県］	 佐藤　小雪

P-2-112 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～
	 一般社団法人山口県薬剤師会	保険薬局部会	後発医薬品使用促進ワーキンググループ	［山口県］	 清水　忠司

P-2-113 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
	 （株）なの花北海道	［北海道］	 清原　　萌

P-2-114 医療用麻薬の後発品変更への課題
	 ファーコス薬局	あい	［東京都］	 五十嵐千恵

P-2-115 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
	 名城大学薬学部	医薬品情報学研究室	［愛知県］	 杉浦　莉奈

■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）

P-2-116 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
	 中津市立中津市民病院	薬剤科	［大分県］	 上ノ段友里

P-2-117 薬局プレアボイド事例の収集と活用
	 旭薬みどりがおか薬局	［北海道］	 渡邊　大貴

P-2-118 医薬品リスク管理計画（RMP）の認知度調査と今後の課題
	 一般社団法人三重県薬剤師会	医療安全対策委員会	［三重県］	 山路　弘隆

P-2-119 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－
	 （株）ヒーリング・サポート	はるかぜ薬局	［山形県］	 堤　　俊也

P-2-120 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

	 株式会社ミック	エムハート薬局芥見店	［岐阜県］	 吉田　和美

P-2-121 調剤過誤・ヒヤリハット解析
	 株式会社アルカ	［兵庫県］	 向井　政博

P-2-122 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
	 ウエルシア薬局太田宝泉店	［群馬県］	 萩原　　博



P-2-123 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）

	 一般社団法人岡山県薬剤師会	［岡山県］	 岡崎　順哉

P-2-124 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
	 一般社団法人千葉県薬剤師会	医療安全管理委員会	［千葉県］	 小峰　千鶴

P-2-125 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
	 （株）ぼうしや薬局	リスクマネジメント委員会	［兵庫県］	 伊藤　未来

P-2-126 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
	 兵庫県立姫路循環器病センター薬剤部	［兵庫県］	 大谷　祐子

P-2-127 漢方エキス剤の計数調剤エラー防止の取り組み
	 秋本薬局横浜西口2号店	［神奈川県］	 小澤　竹博

P-2-128 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
	 医療法人医誠会	介護老人保健施設エスペラル近江八幡	［滋賀県］	 小澤　洋子

P-2-129 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

	 鹿児島県薬剤師会医療安全委員会	［鹿児島県］	 岸本　　真

P-2-130 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
	 慶應義塾大学薬学部医療薬学・社会連携センター	社会薬学分門	［東京都］	 木上　大樹

P-2-131 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
	 株式会社ミック	エムハート薬局久保新町店	［愛知県］	 伊藤　　仁

P-2-132 施設調剤におけるインシデント防止対策について
	 株式会社グリーンメディック	グリーンメディック薬局	［大阪府］	 通山　晶子

P-2-133 シロップ剤の在庫管理方法
	 クスリのナカヤマ薬局	［神奈川県］	 堀井　崇弘

P-2-134 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
	 市民調剤薬局	とやの店	［新潟県］	 田代　智也

P-2-135 調剤薬局における業務標準化の取り組み－ISO9001取得を目指して－
	 株式会社グリーンメディック	グリーンメディック薬局	［大阪府］	 細川　　卓

P-2-136 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
	 株式会社ダイエー	［神奈川県］	 長畑　陽子

■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）

P-2-137 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

	 らいふ薬局	［佐賀県］	 松永美穂子

P-2-138 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
	 愛媛大学医学部附属病院薬剤部	［愛媛県］	 渡邉　真一

P-2-139 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
	 たかだ調剤薬局	［大分県］	 東　美樹子



P-2-140 抗精神病薬における意識障害の実態調査
	 神女薬局	［山口県］	 高橋　祥浩

P-2-141 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
	 V・drug	広見薬局	/	名城大学薬学部	病院薬学研究室	［岐阜県］	 村田　明隆

P-2-142 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
	 有限会社久間薬局	［香川県］	 妻鹿久仁子

P-2-143 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－

	 株式会社類家大学堂薬局	大学堂薬局	柏崎	［青森県］	 平岡　秀夫

P-2-144 NSAIDs継続服用患者における胃潰瘍治療薬の処方状況
	 株式会社あさひ調剤	アイン薬局上尾駅前店	［埼玉県］	 廣田　純江

P-2-145 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
	 株式会社アインファーマシーズアイン薬局田上店	［長崎県］	 小形依久子

P-2-146 C型肝炎治療薬使用後追跡調査
	 一般社団法人メディカプラン京都すこやか薬局	［京都府］	 谷上　哲平

P-2-147 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
	 一般社団法人北多摩薬剤師会	［東京都］	 鈴木　邦彦

P-2-148 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－

	 名城大学薬学部	医薬品情報学研究室	［愛知県］	 川上　ゆい

P-2-149 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
	 らいふ薬局	［佐賀県］	 中野　一樹

P-2-150 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
	 医療法人社団寿量会	熊本機能病院薬剤部	［熊本県］	 木村美紗子

P-2-151 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

	 東京理科大学薬学部	［千葉県］	 小林　祥史

■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）

P-2-152 小児の医薬品服用方法に関する保護者の意識調査
	 株式会社リーフ	きぬばし薬局	［栃木県］	 真鍋健太郎

P-2-153 果たして睡眠は血糖コントロールに影響を及ぼすのか
	 ウラン薬局	［東京都］	 高山千佳子

P-2-154 ドライブスルー実施に伴う利点と課題
	 一般社団法人唐津東松浦薬剤師会薬局	［佐賀県］	 久保　博嗣

P-2-155 検査値を活用する服薬指導
	 旭薬	みどりがおか薬局	［北海道］	 居城　裕也

P-2-156 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～
	 株式会社アピオス	ダイガク薬局	むろまち	［京都府］	 大熊理恵子



P-2-157 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
	 小阪産病院	［大阪府］	 萱野佳世子

P-2-158 MMSEを指標とした「服薬自己管理」のカットオフ値の検討
	 社会福祉法人東京有隣会	有隣病院	薬剤科	［東京都］	 近藤　幸男

P-2-159 イソバイドシロップの苦みを緩和する清涼飲料水
	 （株）ヤマザワ薬品	中央店	［宮城県］	 橘内　智絵

P-2-160 調剤薬局での栄養相談 ～薬剤師と管理栄養士の連携～
	 株式会社セプタフタツカ薬局中山寺店	［兵庫県］	 青山佳世子

P-2-161 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
	 一般社団法人	大阪ファルマプラン	あおぞら薬局	［大阪府］	 津森　美保

P-2-162 薬局における外国人対応の現状とこれから
	 株式会社フォーラル	［東京都］	 杉山奈央子

P-2-163 薬剤師によるビグアナイド残薬調整の有効性と課題
	 株式会社なの花北海道	なの花薬局千歳店	［北海道］	 清水友里加

P-2-164 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
	 （株）コム・メディカル	えちご調剤薬局	［新潟県］	 長谷川明人

P-2-165 患者情報の共有と有効活用への取り組み
	 イースト薬局	［千葉県］	 藤波　宏忠

P-2-166 自宅での医薬品の管理状況に関する調査
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局行田新店	［埼玉県］	 井桁　晶子

P-2-167 小児における服薬指導のニーズと指導内容の明確化
	 株式会社サンドラッグファーマシーズ	［東京都］	 村上　理恵

P-2-168 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
	 クリーン薬局または株式会社アペックス	［東京都］	 成田佳世子

P-2-169 園児・小学生の昼食後服薬の現状と課題
	 セイコードーさつき野薬局	［新潟県］	 本田　　哲

P-2-170 小児用抗生剤に関する服用状況及び服薬指導について
	 すみれ薬局	［島根県］	 飯田　好昭

P-2-171 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?!～

	 （株）西部ファーマシー	ひまわり調剤薬局	大野原	［香川県］	 合田　千枝

P-2-172 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
	 花さくら薬局（福岡県）	［福岡県］	 野口　時恵

P-2-173 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～
	 有限会社	創志白澤会	やまぶき薬局	［岩手県］	 高井　　謙

P-2-174 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～

	 薬局はなみずき	［福岡県］	 林田　　諭

P-2-175 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
	 総合メディカルファーマシー中部株式会社	ハロー薬局中小田井店	［愛知県］	 矢部　輝義



P-2-176 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～
	 一般社団法人	新潟市薬剤師会	薬局業務委員会	情報収集	薬薬連携班	［新潟県］	 市橋　直子

P-2-177 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
	 有限会社	徳吉薬局	［鳥取県］	 徳吉　雄三

P-2-178 折り畳み服薬カレンダーの使用経験について
	 しいのみセンター薬局	［岐阜県］	 谷　　知彦

P-2-179 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～

	 東京慈恵会医科大学分子疫学研究部	［東京都］	 野村　香織

P-2-180 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
	 新お茶の水薬局	［東京都］	 濱野眞紀子

P-2-181 「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
	 大手町薬局メディカルファラオ	［岡山県］	 横山　泰之

P-2-182 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
	 一般社団法人千葉県薬剤師会	分業委員会	［千葉県］	 横田秀太郎

P-2-183 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

	 株式会社アイリスファーマ	［東京都］	 福田　春香

P-2-184 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
	 レモン薬局伊奈店（シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社）	［埼玉県］	 長崎　正晃

P-2-185 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～
	 総合メディカル・ファーマシー中部株式会社ハロー薬局豊田竜神店	［愛知県］	 金田　陽平

P-2-186 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
	 大洋薬局佐倉店	［千葉県］	 稲葉　康之

P-2-187 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
	 株式会社フォーリーフ	のぞみ薬局本店	［広島県］	 宗岡　美紗

P-2-188 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
	 株式会社大和調剤センター中央薬局	［東京都］	 田中　聡一

P-2-189 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
	 慈恵会西田病院	薬剤部	［大分県］	 脇田　翔子

P-2-190 肝炎治療における服薬状況と副作用の啓発について
	 竹内調剤薬局	［東京都］	 高見　優子

P-2-191 調剤薬局におけるインチェックを用いた吸気量測定
	 らいふ薬局	川副店	［佐賀県］	 田中　沙織

■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）

P-2-192 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
	 近畿大学薬学部	［大阪府］	 中村　武夫



P-2-193 異業種の手法を薬局運営に取り組んだ事例
	 有限会社ジョーブメディカル	このみ薬局広見店	［静岡県］	 渡邉　範久

P-2-194 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

	 株式会社	カワニシ	高松支店	品質管理課	［香川県］	 村島　葉子

P-2-195 国内外におけるスイッチOTCの現状
	 ケミスト	アンド	ファーマシスト	［福岡県］	 今里　　泰

P-2-196 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

	 （有）半田調剤センター	［徳島県］	 福田　久輝

P-2-197 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－
	 （株）ヤマザワ薬品	上山店	［山形県］	 伊藤　　優

P-2-198 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～

	 東邦大学薬学部実践医療薬学研究室	［千葉県］	 藤枝　正輝

P-2-199 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～

	 東邦大学薬学部実践医療薬学研究室	［千葉県］	 須賀　　瞳

P-2-200 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

	 フォルテ調剤薬局	/	一般社団法人札幌薬剤師会	［北海道］	 大久保太郎

P-2-201 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～
	 アップル薬局館林店	［群馬県］	 根本江里子

■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 G403-405前）

P-3-202 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～

	 開田ゆう薬局	［京都府］	 四方　勝教

P-3-203 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～

	 一般社団法人大阪ファルマプラン	あおぞら薬局	［大阪府］	 宇都宮励子

P-3-204 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
	 つくし薬局本店	［岩手県］	 町田　理美

P-3-205 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
	 志宝薬局	国分寺店	［東京都］	 柴田　淑子

P-3-206 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
	 シーエスグループ	株式会社横須賀薬局	森のシティ薬局	［千葉県］	 鈴木　康友

P-3-207 健康サポート薬局による地域活動
	 ピノキオ薬局	忠節店	［岐阜県］	 蓮田　明文

P-3-208 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
	 株式会社オオノ	ひかり薬局福室	［宮城県］	 今　麻都香



P-3-209 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
	 石川県薬剤師会能登北部支部穴水班	/	サエラ薬局	［石川県］	 宮本　啓悟

P-3-210 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
	 キョーワ調剤薬局	栄生店	［愛知県］	 晒谷信之介

P-3-211 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）
	 てまり南部薬局	［石川県］	 銭田　真里

P-3-212 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－

	 株式会社大和調剤センター	中央薬局	［東京都］	 信安　恵見

P-3-213 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～

	 株式会社大新堂	フタツカ薬局なんばパークス店	［大阪府］	 佐藤周一郎

P-3-214 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－

	 株式会社トモズ	薬局トモズ成城南口店	［東京都］	 内藤　玲子

P-3-215 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
	 さくらい薬局	［愛知県］	 長尾　沙季

P-3-216 薬剤師による地域活動
	 コクミン薬局	ポートタウン東店	［大阪府］	 松野　　寛

P-3-217 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～

	 黒田薬局	［東京都］	 松島　美菜

P-3-218 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～

	 ABC薬局	水無瀬店	［大阪府］	 松本　延子

P-3-219 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～

	 ブリック薬局	新大阪店	［大阪府］	 森本　定則

P-3-220 地域のニーズに合った健康サポート薬局のあり方
	 （有）ふたば薬局	［神奈川県］	 川島　淳子

P-3-221 地域に求められる健康サポート薬局を目指して
	 ゆう薬局グループ	［京都府］	 武田紗代子

P-3-222 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－
	 あしび薬局北町店	［奈良県］	 藤田　真弓

P-3-223 健康サポート薬局におけるOTC医薬品販売について
	 明治薬科大学	［東京都］	 福田　量子

■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）

P-4-224 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

	 ポピー薬局	［神奈川県］	 浅野目まりこ



P-4-225 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～

	 一般社団法人岡崎薬剤師会	［愛知県］	 長尾麻美子

P-4-226 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～

	 すずらん薬局舟入店	［広島県］	 石田　斐子

P-4-227 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
	 アオキ薬局	/	公益社団法人	江戸川区薬剤師会	［東京都］	 那須　英司

P-4-228 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
	 株式会社ダイエー	［神奈川県］	 西原　幸孝

P-4-229 地域の薬局と共同開催した「健康サポートサロン」報告
	 しあわせ薬局	小泉店	/	大和郡山市薬剤師会	［奈良県］	 池邉晋一郎

P-4-230 保険薬局における栄養士の取り組み
	 ゆう薬局グループ	［京都府］	 中山　京子

P-4-231 健康サポート薬局の周知と地域が求めるその機能
	 株式会社大和調剤センター	アトム薬局	［東京都］	 藤原　祥子

P-4-232 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
	 株式会社大和調剤センター	アトム薬局	［東京都］	 森下　　信

P-4-233 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
	 富士薬局グループ（有限会社富士薬局、株式会社フラント）	［群馬県］	 友田　　健

P-4-234 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
	 （株）エムワン	アカネ薬局箕面稲店	［大阪府］	 新畑依里子

P-4-235 「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～

	 有限会社ファーマティカ・たけの調剤薬局	［茨城県］	 竹野　信吾

P-4-236 健康サポート薬局としての取り組みと今後の課題
	 大野あけぼの薬局	［青森県］	 齊藤　　仁

P-4-237 健康サポート薬局を目指した一般事務職の育成と課題
	 ゆう薬局グループ	［京都府］	 近藤　良祐

P-4-238 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
	 株式会社	スギ薬局	［愛知県］	 矢部　和昭

P-4-239 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～
	 千里プラス薬局	［大阪府］	 松本　朋子

P-4-240 健康サポート薬局取得のための取り組みと課題
	 永冨調剤薬局	［大分県］	 永冨　将寛

P-4-241 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

	 げんき堂薬局	［佐賀県］	 久松　開人



■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）

P-5-242 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～
	 一般社団法人	千葉市薬剤師会	情報・広報委員会	［千葉県］	 加藤　　学

P-5-243 中学2年生における職場体験学習の実施報告
	 株式会社メディカルグリーン	［栃木県］	 占部真由美

P-5-244 「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～

	 新大村薬局	/	大村東彼薬剤師会	［長崎県］	 峰　　邦彦

P-5-245 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～

	 一般社団法人岡山県薬剤師会	［岡山県］	 中力　清志

P-5-246 チャオの会 ～地域の保健活動で薬剤師ができること～
	 （有）秩父薬剤師会調剤センター道生薬局	［埼玉県］	 吉田　将彦

P-5-247 検体測定室に対するニーズ調査と在り方の検討
	 （株）ヤマザワ薬品	高砂店	［宮城県］	 菊池　洋平

P-5-248 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～
	 一般社団法人岡山県薬剤師会	［岡山県］	 西崎　洋一

P-5-249 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～

	 一般社団法人福島薬剤師会	［福島県］	 直箟　晋一

P-5-250 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～

	 一般社団法人	三原薬剤師会	［広島県］	 森広　亜紀

P-5-251 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

	 入江薬局本店	［東京都］	 入江　純子

P-5-252 『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

	 一般社団法人藤沢市薬剤師会	広報委員会	［神奈川県］	 露木　聡史

P-5-253 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
	 有限会社武蔵野市薬剤師会調剤薬局	/	一般社団法人武蔵野市薬剤師会	［東京都］	 高嶋　佳子

■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）

P-5-254 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
	 帝京大学薬学部	［東京都］	 中村　英里

P-5-255 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）

	 エムハート薬局芥見店	［岐阜県］	 森　　厚司



P-5-256 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－

	 千葉科学大学	薬学部	医療薬学教育センター	［千葉県］	 宮崎　　工

P-5-257 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

	 エムハート薬局芥見店	［岐阜県］	 谷口　理奈

P-5-258 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）
	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	［東京都］	 黒田　雅子

P-5-259 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
	 池袋あうる薬局	［東京都］	 宮澤　　薫

P-5-260 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～

	 エビラファーマシー	/	神戸薬科大学	薬学臨床教育センター	［兵庫県］	 中尾　幸代

P-5-261 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～

	 有限会社	不知火メディクス	センター薬局	［福岡県］	 権藤　雅彦

P-5-262 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
	 北里大学薬学部保険薬局学	［東京都］	 小川　彩佳

P-5-263 「おくすりカフェ」運営を通じた、薬剤師の育成
	 株式会社エフアンドエフ	なでしこ薬局	/	株式会社エフアンドエフ	人材開発部	［栃木県］	 小西　恵理

P-5-264 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

	 岐阜薬科大学附属薬局	［岐阜県］	 寺町ひとみ

P-5-265 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

	 公益社団法人相模原市薬剤師会	［神奈川県］	 澤田　寛之

P-5-266 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
	 （有）ウエサカ薬局	グリーン薬局	［埼玉県］	 大林　裕幸

P-5-267 早期臨床体験での学生の質問と学び
	 帝京大学薬学部	［東京都］	 齋藤百枝美

P-5-268 薬学生実務実習における薬物乱用防止教育について 
－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－

	 一般社団法人玉川砧薬剤師会	［東京都］	 小林由美子

P-5-269 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
	 株式会社大和調剤センター	アトム薬局	［東京都］	 太田　利恵

P-5-270 「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－

	 ABC薬局	川添店	［大阪府］	 芦田　泰弦

P-5-271 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
	 北里大学薬学部保険薬局学	［東京都］	 川上　美好

P-5-272 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
	 株式会社ツルハ	［北海道］	 高田　一輝



P-5-273 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
	 一般社団法人	八代薬剤師会	学術教育委員会	/	八代薬剤師会センター薬局	［熊本県］	 佐藤良太郎

■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）

P-6-274 当薬局の実務実習の工夫
	 くすのき薬局	［奈良県］	 薮内亜史彦

P-6-275 「こどもクスリ教室」の開催を振り返って
	 株式会社	スター薬局	［香川県］	 浦上　勇也

■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）

P-6-276 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
	 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構	［東京都］	 塚本由弥子

P-6-277 薬剤師の卒後教育における現状と課題
	 株式会社なの花北海道	研修運営委員会	［北海道］	 奥田　夏美

P-6-278 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
	 株式会社サンメディック	教育チーム	［宮城県］	 鈴木すみれ

P-6-279 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
	 市立川西病院	薬剤科	［兵庫県］	 高子　優子

P-6-280 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
	 株式会社	阪神調剤薬局	［兵庫県］	 田中　里佳

P-6-281 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
	 株式会社	阪神調剤薬局	東兵庫エリア	［兵庫県］	 川船　庸子

P-6-282 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
	 一般社団法人佐賀県薬剤師会学術疾病委員会	［佐賀県］	 古川　武史

P-6-283 「学生のための漢方講座」～受講生の満足度調査～
	 けいりん漢方研究会	［東京都］	 小岩井慎哉

P-6-284 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾（CPC-12）の活動状況と対策
	 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾	［東京都］	 田端　　康

P-6-285 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
	 （株）トミザワ薬局	教育研修部	［宮城県］	 齋藤　五郎

P-6-286 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
	 有限会社ブルークロス	［高知県］	 橋崎　友厚

P-6-287 「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）－

	 一般社団法人札幌薬剤師会・学術研修委員会	［北海道］	 志賀　弘康

P-6-288 「レゴシリアスプレイ」で理想の薬剤師像を描く
	 みどり薬局	/	一般社団法人	浅草薬剤師会	［東京都］	 田中　雪葉



P-6-289 保険薬局薬剤師の知識向上のためのDI活動
	 クラフト株式会社	さくら薬局大阪蒲生店	［大阪府］	 濱口有輝子

P-6-290 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～

	 日本大学薬学部	/	CBT-A服薬支援研究会	［千葉県］	 渡邉　文之

■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）

P-6-291 熊本地震時の医薬品供給と備蓄体制の最適化へ  
－各災害フェーズでの医薬品需給分析から－

	 公益社団法人	熊本県薬剤師会	［熊本県］	 大森　眞樹

P-6-292 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－

	 日土物産株式会社	［福岡県］	 宮岡恵美子

P-6-293 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～
	 薬局セントラルファーマシー長嶺	［熊本県］	 天方　奉子

P-6-294 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－

	 株式会社ハートフェルト	［熊本県］	 稲葉　一郎

P-6-295 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）
	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	/	ながつま薬局	［東京都］	 永妻　伸介

P-6-296 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
	 一般社団法人岡山県薬剤師会相互扶助委員会	［岡山県］	 寺井　竜平

P-6-297 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）
	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	会営臨海薬局	［東京都］	 池野　栄佑

P-6-298 緊急時対応ができる薬剤師を増やすための活動
	 有限会社薬園堂薬局	［千葉県］	 柳　　直樹

P-6-299 災害対策～糸魚川市大規模火災をふまえて～
	 アポロメディカルホールディングス株式会社	アイランド薬局	糸魚川店	［新潟県］	 矢島　　薫

P-6-300 立川市における災害時医療体制の構築
	 一般社団法人立川市薬剤師会	［東京都］	 石原　一生

P-6-301 大分県薬剤師会の災害用備蓄医薬品に関する検討
	 公益社団法人	大分県薬剤師会	災害対策委員会	［大分県］	 加藤　博和

P-6-302 大規模災害を想定した墨田区薬剤師会の体制整備
	 一般社団法人墨田区薬剤師会	［東京都］	 濱野　明子

P-6-303 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
	 四国こどもとおとなの医療センター	［香川県］	 荒川　友理

P-6-304 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～

	 株式会社ファーマシィ	アゼリア薬局	［和歌山県］	 森本　千佳



P-6-305 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

	 みさき薬局	/	公益社団法人	江戸川区薬剤師会	［東京都］	 北川　太郎

P-6-306 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～
	 上益城郡薬剤師会	［熊本県］	 今村　弘樹

■ポスター発表13� 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）

P-7-307 退院時の適切な薬品費請求に関する薬剤師の取り組み
	 松波総合病院	薬剤部	［岐阜県］	 黒宮　浩嗣

P-7-308 ALS患者における分割調剤の事例報告
	 株式会社大和調剤センター	アトム薬局	［東京都］	 倉田みのり

P-7-309 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－

	 ミライ☆在宅委員会	/	藤ファーマシーあおば奈良店	［神奈川県］	 大島　幸徳

P-7-310 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
	 北海道薬科大学	［北海道］	 加賀菜都美

P-7-311 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

	 みどり薬局	/	株式会社フィッツケアサービス	［富山県］	 羽岡　昌紀

■ポスター発表14� 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）

P-7-312 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－
	 有限会社ティ辞書企画	［埼玉県］	 田代　朋子

P-7-313 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
	 キョーワ薬局	四日市西店	［三重県］	 中西　博也

P-7-314 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
	 国立病院機構岩国医療センター	/	一般社団法人	岩国薬剤師会	［山口県］	 尾崎　誠一

P-7-315 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

	 ワタナベ薬局上宮永店	［大分県］	 松本　康弘

P-7-316 お薬手帳の活用に対する意識調査
	 株式会社富士薬品	［埼玉県］	 新田　　朱

P-7-317 お薬手帳の持参率からみる服薬管理の傾向と対策
	 ひのき薬局	［埼玉県］	 大湊　　崇

P-7-318 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
	 （有）ティーアールのぞみ薬局	［熊本県］	 長谷川浩三

P-7-319 服薬情報提供書を介した処方提案への取り組み
	 株式会社セントフォローカンパニー	SFC薬局結城山川新宿店	/	株式会社アルファーム	［茨城県］	 沼倉　貴史



P-7-320 緑内障と抗コリン薬 －調剤薬局にできること－
	 薬局くすりの福太郎浦安駅前店	［千葉県］	 武藤　俊憲

P-7-321 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
	 東京理科大学薬学部	［千葉県］	 木下　果鈴

P-7-322 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
	 東京理科大学薬学部	［千葉県］	 高橋　美和

P-7-323 服薬情報提供ツールとしてのお薬手帳の活用
	 いちご薬局	［東京都］	 三浦　啓一

P-7-324 障害のある子どもへの服薬支援の取り組み
	 東京都立北療育医療センター	薬剤検査科	［東京都］	 塩地　園代

P-7-325 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
	 長野赤十字病院	［長野県］	 關内　和葵

P-7-326 地域薬局における電子的服薬情報の有効利用について
	 公益社団法人江戸川区薬剤師会	［東京都］	 大林　武史

P-7-327 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
	 国立病院機構	岩国医療センター	/		
	 就実大学大学院医療薬学研究科疾病治療薬学専攻最適薬物療法学分野病態画像解析学	［山口県］	 徳永　智典

P-7-328 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
	 慶應義塾大学病院薬剤部	［東京都］	 金沢　和幸

P-7-329 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
	 せり薬局	［滋賀県］	 射手矢雄一

■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）

P-8-330 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
	 株式会社アカカベ	［大阪府］	 西口　宏一

P-8-331 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

	 第一調剤薬局	森店	［大分県］	 今田屋耕一郎

P-8-332 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

	 おおご調剤薬局	［群馬県］	 平澤　秀和

P-8-333 生理に関する問題に対する意識の調査
	 帝京大学薬学部	［東京都］	 安藤久美子

P-8-334 市販薬に対する意識調査
	 ゆう薬局グループ	高の原店	［京都府］	 石岡　隆明

P-8-335 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

	 一般社団法人	日本薬局協励会	関東甲信越合同支部	/	すみれ薬局	［神奈川県］	 市川　　浩

P-8-336 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
	 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室	［千葉県］	 森内　千晴



P-8-337 「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
	 栗林公園前薬局	［香川県］	 細川　雅代

P-8-338 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
	 一般社団法人日本薬局協励会	/	有限会社藤岡薬局	［新潟県］	 藤岡　　弘

P-8-339 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
	 マリーン調剤薬局仙塩利府病院前店	［宮城県］	 畠山　拓也

P-8-340 検体測定室の取り組み ～実績とその評価～
	 アサヒ調剤薬局	北斗支店	［北海道］	 中野　拓次

P-8-341 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
	 調剤薬局amanoコスモ栄ビル店	［愛知県］	 久納　秀俊

P-8-342 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～
	 （株）サンドラッグファーマシーズ	［東京都］	 落合　佳宏

P-8-343 漢方薬を適正に使えているか？ ～体質との相違調査～
	 （株）サンドラッグファーマシーズ	［東京都］	 荒武　豊文

P-8-344 間違ったセルフメディケーションの是正
	 （株）ファーマケーション	青葉の杜薬局	［宮城県］	 菅原　茂樹

P-8-345 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
	 慶應義塾大学薬学部	医療薬学・社会連携センター社会薬学部門	/		
	 慶應義塾大学薬学部附属薬局	［東京都］	 岩田　紘樹

P-8-346 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
	 アポロメディカルホールディングス株式会社	アイランド薬局岡小名店	［福島県］	 鈴木　靖子

P-8-347 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
	 慶應義塾大学薬学部附属薬局	［東京都］	 林　　直子

P-8-348 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 
－食後高血糖に着目して－

	 イオンリテール株式会社	イオン薬局	守山店	［愛知県］	 小弁野剣太

P-8-349 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
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局大森店	［東京都］	 高橋　結香

P-8-350 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
	 ユタカ調剤薬局	［滋賀県］	 橋川　　源

P-8-351 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
	 ツルハ八戸売市店	［青森県］	 玉田麻利子

P-8-352 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
	 （株）なの花薬局北海道	［北海道］	 近井　祐太

P-8-353 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
	 有限会社	つちばし薬局	［高知県］	 宮田　祥一

P-8-354 アレルギー性鼻炎用OTC薬の効果に関する検討
	 九州保健福祉大学薬学部	［宮崎県］	 本屋　敏郎

P-8-355 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
	 株式会社ぱぱす調剤運営部	［東京都］	 山崎　　透



■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）

P-8-356 健康食品が原因と思われる検査値異常をきたした1例
	 株式会社スター薬局	［香川県］	 石井　慶一

P-8-357 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
	 有限会社フレンド	フレンド薬局	星ノ宮	［栃木県］	 向芝　貴裕

P-8-358 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
	 株式会社メディカル・コア	ふたば薬局	［福島県］	 佐藤　博泰

P-8-359 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

	 アルフレッサ株式会社医薬情報部	［東京都］	 岩尾　彩子

P-8-360 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
	 有限会社	サンコーファーマシー	［徳島県］	 柴田　　愛

P-8-361 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
	 タバタ薬局	［鹿児島県］	 森園　幹峰

■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）

P-9-362 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）

	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 田中　啓太

P-9-363 ロールプレイを取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践
	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 坂本　明音

P-9-364 「喫煙・飲酒防止教育」を導入した「薬物乱用防止教育」の実践
	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 櫻井　七恵

P-9-365 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
	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 宇佐見則行

P-9-366 「薬物乱用防止講演会」についてのアンケート調査
	 釧路市学校薬剤師会	［北海道］	 佐藤　方彦

P-9-367 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

	 株式会社大和調剤センター	［東京都］	 松岡　　寛

P-9-368 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

	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 瀬戸　勇貴

P-9-369 「くすり教育」を取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践
	 北陸大学薬学部	/	薬物治療連携研究会	SHELL事業	［石川県］	 沢田　遼多

P-9-370 児童参加体験型の薬物乱用防止教育の効果
	 名城大学薬学部・薬学研究科病態解析学I	［愛知県］	 柳本　佳南



■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）

P-9-371 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）

	 山鹿地区薬剤師会	［熊本県］	 逆瀬川　剛

P-9-372 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
	 星薬科大学	［東京都］	 齋藤　勇太

P-9-373 （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～
	 一般社団法人	福島薬剤師会	学校薬剤師委員会	［福島県］	 佐藤　晋作

P-9-374 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

	 長崎県薬剤師会	［長崎県］	 手嶋　無限

P-9-375 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

	 あおかた調剤薬局	［長崎県］	 鈴木智香子

P-9-376 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
	 鹿児島県薬剤師会（学校保健公衆衛生委員会）	［鹿児島県］	 鶴田　総宏

P-9-377 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！！

	 株式会社メディカルキャビネット	つむぎ薬局	［茨城県］	 斎藤　修子

P-9-378 夜間定時制高等学校の照度改善
	 豊島区学校薬剤師会	［東京都］	 内山　友里

P-9-379 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
	 東京都文京区本郷学校薬剤師会	［東京都］	 古米　弘幸

P-9-380 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
	 八戸市学校薬剤師会	［青森県］	 小池　智彦

P-9-381 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～

	 有限会社	創志白澤会	やまぶき薬局	［岩手県］	 畠山　　歩

P-9-382 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

	 狭山市薬剤師会	［埼玉県］	 松谷　美樹

P-9-383 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

	 仙台市学校薬剤師会	［宮城県］	 佐々木慎一

P-9-384 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
	 仙台市学校薬剤師会	［宮城県］	 横田　勝司

P-9-385 学校環境衛生活動WEB調査の有用性について
	 岐阜県学校薬剤師会	［岐阜県］	 山田　雅英

P-9-386 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
	 初生薬局	［静岡県］	 西島　由仁



P-9-387 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－

	 一般社団法人荏原薬剤師会	/	田辺薬局株式会社	［東京都］	 柳谷　隆宏

■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）

P-9-388 鳥インフルエンザ発生への対応について
	 北海道宗谷総合振興局保健環境部保健行政室	［北海道］	 宮前　進一

P-9-389 薬局管理栄養士との連携～糖尿病の重症化予防～
	 健ナビ薬樹薬局矢向	［神奈川県］	 小山　芳明

P-9-390 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
	 一般社団法人足立区薬剤師会	［東京都］	 荻澤　晴美

P-9-391 医薬品等の廃棄物分別における意識調査
	 あおい薬局初生店	［静岡県］	 佐々木卓哉

P-9-392 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－

	 神戸学院大学薬学部	［兵庫県］	 和田　彩那

■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）

P-10-393 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
	 ラッキーバッグ株式会社	とよま薬局	［宮城県］	 吉田　和生

P-10-394 介護老人健康保健施設における薬剤師の取り組み
	 医療法人育和会	育和会記念病院	薬剤部	［大阪府］	 久岡　清子

P-10-395 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
	 株式会社アイドラッグ	すずらん薬局グループ	［静岡県］	 杉本　みさ

P-10-396 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～

	 ゆう薬局グループ	［京都府］	 菅生　　柊

P-10-397 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

	 一般社団法人北多摩薬剤師会	［東京都］	 宇津木直人

P-10-398 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）
	 株式会社ミック	エムハート薬局笠松店	［岐阜県］	 渡邉佐智代

P-10-399 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
	 （株）サニーファーマシー	サニー薬局	［東京都］	 内田　　亨

P-10-400 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
	 株式会社メディカル長栄	かえで調剤薬局	［宮城県］	 小坂　　良

P-10-401 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

	 道北調剤薬局	［北海道］	 富樫真実子



P-10-402 高齢者向け住宅における薬剤師としての取り組み
	 ハッピー薬局天山店	［愛媛県］	 佐川　禎朗

P-10-403 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
	 岩手医科大学薬学部地域医療薬学講座	［岩手県］	 松浦　　誠

P-10-404 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～
	 一般社団法人千葉市薬剤師会	在宅介護委員会	［千葉県］	 武田　郁子

P-10-405 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
	 たかだ調剤薬局	［大分県］	 冨永　　賢

P-10-406 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
	 代々木薬局	［山口県］	 原田　裕介

P-10-407 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～

	 一般社団法人筑紫薬剤師会	［福岡県］	 竹下　洋平

P-10-408 担当者会議における薬剤師の役割
	 株式会社フォーラル	［東京都］	 小川　雅樹

P-10-409 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
	 一般社団法人	三重県薬剤師会	医療介護保険委員会	［三重県］	 中澤　直美

P-10-410 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
	 3丁目薬局	［東京都］	 鈴木　正史

P-10-411 八尾市薬剤師会における在宅医療推進の取り組み
	 一般社団法人八尾市薬剤師会	［大阪府］	 奥村　隆司

P-10-412 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

	 一般社団法人福井県薬剤師会	水仙薬局	［福井県］	 前田　康裕

P-10-413 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］
	 仁天堂薬局	［神奈川県］	 中嶋　麻澄

P-10-414 在宅がん末期患者におけるとんぷく箱の有用性の検証
	 有）みやぎ保健企画	つばさ薬局	［宮城県］	 小倉　正嗣

P-10-415 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
	 薬局わかば	［東京都］	 水越　淳友

P-10-416 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）
	 あおもり健康企画	大野あけぼの薬局	［青森県］	 西村　美和

P-10-417 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
	 サンドラッグ大津美崎薬局	［滋賀県］	 熱海　　学

P-10-418 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

	 （株）サンメディカル	調剤薬局山鼻店	［北海道］	 濱野　宏美

P-10-419 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？
	 株式会社中屋薬局	薬局アクアファーマシー	［神奈川県］	 鷲山　　毅

P-10-420 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
	 大阪市立大学大学院	［大阪府］	 奥田　徳子



P-10-421 当薬局における無菌調剤の必要性と実績調査
	 徳永薬局株式会社	在宅医療部	［東京都］	 鈴木　秀香

P-10-422 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～

	 東京薬科大学	一般用医薬品学教室	［東京都］	 泉　　昌孝

P-10-423 知的障害をもつ独居患者における在宅管理
	 青横ファーマシー薬局	大井町店	［東京都］	 済藤　美香

P-10-424 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～

	 株式会社メディカメント	サカエ薬局真壁店	［岡山県］	 河田　英之

P-10-425 薬剤師としての認知症患者との関わり
	 株式会社サンキュードラッグ	［山口県］	 永安　公一

P-10-426 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
	 稲垣薬局	桜町店	［東京都］	 石谷まゆみ

P-10-427 居宅中心の在宅薬局からの報告と問題点
	 かくの木薬局新堀店	［埼玉県］	 	矢口　泰子

P-10-428 薬剤師による嚥下機能評価の有用性
	 メイプル薬局	薬局事業推進室	［静岡県］	 小澤　浩基

P-10-429 新規患者が来局して ～居宅への道のり～
	 株式会社アペックス	上平井クリーン薬局	［東京都］	 小澤　　翼

P-10-430 Furuta Methodsを活用した薬剤師介入よる褥瘡改善例
	 株式会社ファーマ・プラス	プラス薬局高崎吉井店	［群馬県］	 小黒佳代子

P-10-431 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）

	 株式会社	矢野調剤薬局	［神奈川県］	 鈴木　則子

P-10-432 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
	 株式会社大和調剤センター	中央南薬局	［東京都］	 後藤　歩美

P-10-433 認知症患者における服薬支援装置導入について
	 秋山薬局第3支店	［東京都］	 石田　　聖

P-10-434 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
	 株式会社サンクール	あしたば薬局東札幌店	［北海道］	 中村　展也

P-10-435 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
	 株式会社ティーズプランニングかしのき薬局	［埼玉県］	 福原　和也

P-10-436 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
	 北海道薬剤師会病診委員会	/	小樽市立病院	［北海道］	 前田　直大

P-10-437 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－

	 株式会社大和調剤センター	中央薬局	［東京都］	 福田佑見子

P-10-438 低コストで、リスク軽減の施設配置薬管理の取り組み
	 株式会社	中央薬局	［北海道］	 伊藤　裕康



P-10-439 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
	 ネオプラスファーマ株式会社	虹薬局南千里店	［大阪府］	 富永　由美

P-10-440 他職種からみた薬剤師の在宅訪問
	 一般社団法人ヘルプランニング金沢	菜の花薬局	［石川県］	 中谷　浩子

P-10-441 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

	 愛知学院大学	［愛知県］	 権藤　早紀

P-10-442 当薬局でのポリファーマシー対策
	 ふくしま薬局	［東京都］	 竹内　　朋

P-10-443 医療研修施設ニプロiMEPにおける在宅医療研修について
	 のぞみ薬局	［愛知県］	 金井　啓太

P-10-444 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）
	 （株）スパーテル医薬品情報室	［石川県］	 杉田　尚寛

P-10-445 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～
	 アーク調剤薬局	［山梨県］	 平賀　一貴

P-10-446 在宅訪問薬剤管理指導の実態調査と今後の展望
	 一般社団法人大田区薬剤師会	［東京都］	 佐川　雅夫

P-10-447 患者中心の減薬の取り組みと実績
	 ミライ☆在宅委員会	［神奈川県］	 橋本　　登

P-10-448 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

	 一般社団法人メディカプラン京都	すこやか薬局東山店	［京都府］	 三歸　大知

P-10-449 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～
	 （株）薬正堂すこやか薬局グループ	［沖縄県］	 當眞　　彩

■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）

P-10-450 （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～

	 一般社団法人所沢市薬剤師会	/	北里大学薬学部社会薬学部門	［埼玉県］	 加藤　　剛

P-10-451 医療連携の推進につなげるための『服薬情報提供書』
	 株式会社ぼうしや薬局	田寺東店	［兵庫県］	 一丸　智司

P-10-452 由利調剤薬局における医療機関への情報提供の現状
	 株式会社ファーマックス	由利調剤薬局	［秋田県］	 齊藤　浩平

P-10-453 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～
	 仁天堂薬局本店	［神奈川県］	 湯川　　仁

P-10-454 認知症ケアチームへの薬剤師の取り組みについて
	 兵庫県立西宮病院	［兵庫県］	 篠原　瑠璃

P-10-455 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
	 東京医科大学病院薬剤部	［東京都］	 石垣　友理



■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）

P-10-456 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
	 IMSグループ	医療法人社団	明芳会	高島平中央総合病院	/	日本水泳連盟	［東京都］	 中村　由雅

P-10-457 「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
	 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	［東京都］	 藤本　和子

P-10-458 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

	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	スポーツファーマシスト委員会	/		
	 （有）きくや薬局	はるえファーマシー	［東京都］	 野渡　靖弘

P-10-459 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
	 合同会社みどりや薬局	［静岡県］	 清水　雅之

P-10-460 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

	 一般社団法人秋田県薬剤師会	医薬品情報センター	［秋田県］	 嶋田　逸大

P-10-461 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～

	 一般社団法人松戸市薬剤師会	［千葉県］	 小松崎康文

P-10-462 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－

	 公益社団法人	熊本県薬剤師会	［熊本県］	 豊留　裕司

P-10-463 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
	 明治薬科大学・地域医療コース	［東京都］	 菊地　勇人

■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））

P-11-464 QOLを向上させる漢方薬の剤形検討と将来像
	 松浦薬業株式会社	［愛知県］	 良知　紀子

P-11-465 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－

	 （株）ヤマザワ薬品	東鹿島店	［宮城県］	 菊地　順子

P-11-466 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
	 漢方専門薬局	博濟	［埼玉県］	 福島　　毅

P-11-467 煎じ薬の煎じ方及び服用方法に対する実態調査
	 秋本薬局横浜西口2号店	［神奈川県］	 梶原　　綾

P-11-468 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～

	 サンドラッグ常盤平薬局	［千葉県］	 滝澤　麻美

P-11-469 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
	 東京薬科大学薬学部	［東京都］	 三巻　祥浩



P-11-470 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
	 株式会社アマノ	［愛知県］	 伊藤　公一

■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））

P-11-471 キビタン健康ネットの普及に関するアンケート調査
	 奥羽大学薬学部	［福島県］	 大原　宏司

P-11-472 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～

	 長崎中央調剤薬局	［長崎県］	 黒須　玄太

P-11-473 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
	 白河薬剤師会在宅推進委員会	［福島県］	 三科　龍平

P-11-474 茨城県大洗・常澄地区における多職種連携の取り組み
	 ねもと薬局しろくま店	［茨城県］	 渡邉　一弘

P-11-475 治療に困難が生じた事例における薬剤師介入の試み
	 ねもと薬局病院前店	［茨城県］	 廣瀬　大介

P-11-476 鳥取県薬剤師会「もの忘れ相談薬局」の取組み（第一報）
	 一般社団法人鳥取県薬剤師会	/	小林薬局マロニエ店	［鳥取県］	 小林　康治

P-11-477 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
	 イオン薬局ショッパーズ福岡店	［福岡県］	 西　真由子

P-11-478 お薬手帳による防犯活動
	 株式会社アルカ	［兵庫県］	 足立　健輔

P-11-479 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
	 さいとう調剤薬局信楽店	［滋賀県］	 中島　満尭

P-11-480 在宅医療における多職種の連携・協働の場とは
	 一般社団法人浅草薬剤師会	/	みすじ薬局	［東京都］	 石井　隆明

P-11-481 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～
	 一般社団法人仙台市薬剤師会	［宮城県］	 桑島　邦彦

P-11-482 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

	 金時薬局	［岡山県］	 須江　和由

P-11-483 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～

	 一般社団法人玉川砧薬剤師会	［東京都］	 堀　　匡志

P-11-484 地域活動、薬剤師によるウォーキング大会の取り組み
	 株式会社	ひむかメディカル	［宮崎県］	 永田　裕介

P-11-485 品川区南大井地区における吸入指導
	 南大井薬局	［東京都］	 荻野　哲也

P-11-486 外来患者の認知症治療薬使用状況の実態調査について
	 一般社団法人福島薬剤師会	/	きりん調剤薬局	［福島県］	 矢吹　　純



P-11-487 「みんなの“高齢者見守り・SOS”ウォークラリー」活動報告
	 ゴダイ調剤薬局	増位店	［兵庫県］	 森保　貴典

P-11-488 取り下げ
	

P-11-489 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

	 瑠璃光薬局	［石川県］	 中谷　隆正

P-11-490 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
	 小笠袋井薬剤師会	学術委員会	［静岡県］	 青野　祐一

P-11-491 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
	 昭和大学大学院薬学研究科	［東京都］	 瀬戸小百合

P-11-492 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～
	 一般社団法人大牟田薬剤師会	［福岡県］	 工藤　克己

P-11-493 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～
	 東京都立広尾病院	［東京都］	 横川　千恵

P-11-494 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

	 ぷらんたん薬局	［福島県］	 佐藤　一樹

P-11-495 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～
	 一般社団法人板橋区薬剤師会	［東京都］	 高橋　　賢

P-11-496 在宅センター化への取り組みと成功事例
	 （株）マツモトキヨシファーマシーズ	調剤薬局マツモトキヨシ新松戸3丁目店	［千葉県］	 岡崎　正彦

P-11-497 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
	 ゆう薬局	［京都府］	 尾崎　真彩

P-11-498 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
	 一般社団法人	秋田県薬剤師会	健康情報拠点推進委員会	/	佐野薬局広面店	［秋田県］	 高橋　真理

P-11-499 認知症早期発見への薬剤師による支援の検討
	 ツルハ東根中央店	［山形県］	 鈴木　知絵

P-11-500 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
	 みやぎ保健企画つばさ薬局	［宮城県］	 金田　早苗

P-11-501 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－
	 一般社団法人京都コムファ	あゆみ薬局	［京都府］	 上原　章兵

P-11-502 板橋区における認知症声かけ訓練の実施について
	 一般社団法人	板橋区薬剤師会	［東京都］	 高橋　英喜

P-11-503 薬学生から見た、地域コミュニティと薬剤師の関わり
	 日本薬科大学	臨床薬学教育センター	［埼玉県］	 福井　麻人

P-11-504 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
	 クオール薬局郡山店	［福島県］	 持丸　　淳



■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））

P-11-505 中学1年生を対象とした喫煙防止教育
	 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室	［東京都］	 氏家　規元

P-11-506 薬局薬剤師の禁煙支援により禁煙に成功した一症例
	 スギヤマ薬局千代田店	［愛知県］	 森　真希子

P-11-507 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
	 一般社団法人	長崎市薬剤師会	［長崎県］	 古賀　靖夫

P-11-508 薬科大学生の喫煙状況と喫煙に関する意識調査
	 横浜薬科大学	［神奈川県］	 田口　真穂

P-11-509 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～

	 株式会社メディカメント	サカエ薬局	西大寺南店	［岡山県］	 森本　　匠

P-11-510 調剤薬局における来局者のhealth literacyの向上と禁煙サポート
	 （株）横浜菊名薬局	［神奈川県］	 深谷　真紀

P-11-511 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

	 ラッキーバッグ株式会社	霞城薬局	［山形県］	 櫻井可奈子

P-11-512 禁煙支援に利用できるコーチングツールについて
	 銀明堂薬局グループヒカタ薬局	［和歌山県］	 原　　隆亮

■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））

P-11-513 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
	 一般社団法人	山口県薬剤師会	医療安全委員会	［山口県］	 大坪　泰昭

P-11-514 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
	 らいふ薬局	佐賀県医療センター好生館前店	［佐賀県］	 光吉杏美香

P-11-515 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
	 名城大学薬学部	医薬品情報学	［愛知県］	 加藤　美琴

P-11-516 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
	 山形県立中央病院薬剤部	［山形県］	 小野　裕紀

P-11-517 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
	 北海道薬剤師会	病診委員会	/	北海道薬科大学	［北海道］	 佐藤　秀紀

P-11-518 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
	 徳島市民病院	［徳島県］	 森　　理保

P-11-519 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
	 長崎大学病院薬剤部	［長崎県］	 角川貴美代



■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））

P-12-520 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）
	 一般社団法人鈴鹿亀山薬剤師会	［三重県］	 磯貝　正人

P-12-521 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
	 クラフト株式会社	さくら薬局ひたちなか店	［茨城県］	 石川真由美

P-12-522 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
	 ひまわり薬局	［愛媛県］	 立川登美子

P-12-523 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
	 立川相互病院	［東京都］	 鹿目小百合

P-12-524 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
	 一般社団法人江東区薬剤師会		［東京都］	 山崎　敦代

P-12-525 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
	 横浜市南区薬剤師会	［神奈川県］	 大村　正克

P-12-526 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
	 金沢大学附属病院薬剤部	［石川県］	 坪内　清貴

P-12-527 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
	 東京都保健医療公社	大久保病院薬剤科	［東京都］	 城田　幹生

P-12-528 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）
	 東京医科歯科大学歯学部附属病院	薬剤部	［東京都］	 星子　　謙

P-12-529 山梨県における薬薬連携に関する意識調査
	 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］	 渡邊　雅人

P-12-530 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～
	 長野県薬剤師会会営薬局	/	一般社団法人松本薬剤師会	/		
	 中信がん薬薬連携推進ワーキンググループ	［長野県］	 村田　稔弥

P-12-531 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～

	 一般社団法人淀川区薬剤師会	［大阪府］	 廣田　憲威

P-12-532 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－

	 一般社団法人札幌薬剤師会病診委員会	［北海道］	 今井　桂子

P-12-533 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

	 水上薬局	［山口県］	 冨永　佳敬

P-12-534 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
	 株式会社アインファーマシーズ	アイン薬局福山蔵王店	［広島県］	 三好　尚哉

P-12-535 「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
	 株式会社ナカジマ薬局	［北海道］	 染谷　光洋

P-12-536 疑義照会簡素化プロトコール運用による医療適正化
	 コクミン薬局	神大病院前店	［兵庫県］	 上原　崇雄



P-12-537 基幹病院との薬薬連携の実施における今後の課題
	 フタツカ薬局	中央市民病院前	［兵庫県］	 吉田　孝茂

P-12-538 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
	 ほし薬局	/	新庄最上薬剤師会	［山形県］	 星　　利佳

P-12-539 病院薬剤部と保険薬局とのDr.JOYを用いた薬薬連携
	 株式会社望星薬局	［神奈川県］	 村田まり子

P-12-540 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
	 一般社団法人愛媛県薬剤師会	/	愛媛県病院薬剤師会	/	愛媛大学医学部附属病院薬剤部	［愛媛県］	 田中　　守

P-12-541 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
	 松戸市立病院	［千葉県］	 生島　五郎

P-12-542 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～
	 一般社団法人	名古屋市薬剤師会	［愛知県］	 長谷川摂子

■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））

P-12-543 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
	 名城大学薬学部	/	サエラ薬局	［愛知県］	 岩出賢太郎

P-12-544 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－

	 一般社団法人北海道薬剤師会医薬情報センター	［北海道］	 奥村　康子

P-12-545 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）

	 すずらん薬局	［奈良県］	 吉川香奈美

P-12-546 医薬品情報「DI Gifu」第100号発行までの26年間の歩み
	 一般社団法人岐阜県薬剤師会	ぎふ薬事情報センター委員会	［岐阜県］	 松原　　渚

P-12-547 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

	 千葉大学大学院薬学研究院・薬学部	［千葉県］	 高橋　　蓮

P-12-548 越前堀薬局における処方箋メール受付の試み
	 越前堀薬局	［東京都］	 犬伏　洋夫

P-12-549 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
	 一般社団法人福島県薬剤師会	［福島県］	 島貫　英二

P-12-550 飲み忘れゼロを目指したIoT薬箱開発
	 株式会社	共栄メディカル	企画開発部	コスモ薬局	/	慶應義塾大学医学部循環器内科	［兵庫県］	 礒部　　裕

P-12-551 1万円で薬局内のパソコンを簡単・便利に自動化しよう！
	 アット薬局	中央店	［神奈川県］	 渡辺　　太

P-12-552 調剤在庫システムの在庫整合性と有用度改善
	 コスモ薬局桐陽台店	［広島県］	 荒川　正人



■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））

P-12-553 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
	 株式会社バンテージ	朝霧台あおば薬局	［石川県］	 石川　典子

P-12-554 わかば薬局中央店におけるHIV治療チームの取り組み
	 外苑企画商事わかば薬局中央店	［千葉県］	 松本　葉子

P-12-555 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～
	 一般社団法人	春日井市薬剤師会	/	青空薬局	西萩原店	［愛知県］	 内藤　暁宏

P-12-556 抗HIV薬の院外処方発行状況とその傾向
	 石川県立中央病院	薬剤部	［石川県］	 下川千賀子

■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））

P-12-557 再現性の高いシロップ剤の調剤手法の検討
	 株式会社マル・コーポレーション	［千葉県］	 山崎　匡友

P-12-558 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
	 グリーンファーマシー株式会社	［岡山県］	 眞田　聡介

P-12-559 江戸川区における無菌調剤室 共同利用の現状について
	 公益社団法人	江戸川区薬剤師会	会営	臨海薬局	［東京都］	 小野　幸夫

P-12-560 販売価格から見た薬局製剤の現状
	 大阪府	ひだか薬局	［大阪府］	 日高　眞理

■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））

P-12-561 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
	 一般社団法人福井県薬剤師会	水仙薬局	［福井県］	 坂谷　英亨

P-12-562 阪神調剤薬局における、栄養・輸液研修の取り組み
	 株式会社	阪神調剤薬局	［兵庫県］	 森松　智之

■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））

P-12-563 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
	 九州保健福祉大学薬学部	［宮崎県］	 高村　徳人

P-12-564 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
	 山口県立総合医療センター薬剤部	［山口県］	 玉重　良樹



■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））

P-12-565 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
	 琉球大学医学部附属病院臨床研究管理センター	［沖縄県］	 亀田　美保

P-12-566 分包後内部の温度及び湿度の測定
	 なぎさ薬局	［鹿児島県］	 佐藤　康行

P-12-567 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
	 なかよし薬局（株式会社イノベイションオブメディカルサービス）	［神奈川県］	 滝澤　聖一

■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））

P-12-568 江戸川区薬剤師会倫理委員会の現状について
	 万仁堂	石井漢方薬局	/	公益社団法人江戸川区薬剤師会	［東京都］	 石井　和子

■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））

P-12-569 「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～

	 公益社団法人静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター	［静岡県］	 大石　順子

■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））

P-12-570 湿布薬処方枚数制限の効果
	 一般財団法人	住友病院	［大阪府］	 豊濱　　隆

P-12-571 東京薬剤師会の歴史（明治21-45年）
	 東京海道病院	薬剤科	/	日本薬史学会	［東京都］	 五位野政彦

P-12-572 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

	 千葉大学薬学部	［千葉県］	 小峰　優香

P-12-573 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
	 西船橋薬局	［千葉県］	 宮入　京子

P-12-574 門前薬局からの脱却、そして地域の調剤薬局を目指して
	 メディカルコスモ（株）リフレ薬局上桜木店	［宮城県］	 小松　浩子

P-12-575 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
	 帝京大学薬学部	［東京都］	 山田　礼子

P-12-576 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
	 仙台医健専門学校	［宮城県］	 江戸　清人




