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9 月 23 日（土)  15:10 - 9 月 24 日（日）  14:30    

D 棟 3 階廊下 

ポスター示説 奇数番号 9 月 23 日（土)  15:10 － 16:10  偶数番号 9 月 24 日（日）  13:30 － 14:30 

 

P-1 日本列島に関する旅行薬学・渡航薬学－松山大学薬学

部感染症学研究室における卒業研究事例－ 

○牧 純，関谷 洋志，岩井 聡，岩城 洋己，小川 

優太，下司 莉子，樋野 千春，玉井 栄治(松山大

学薬学部感染症学研究室)，秋山 伸二，難波  

弘行(松山大学薬学部臨床薬学研究室) 

P-2 薬学生が実務実習で遭遇する倫理的問題―学生レポ

ートの分析より― 

○足立 智孝(亀田医療大学看護学部) 

P-3 薬学生に対する認知症サポーター養成講座実施後の

認知症患者に対する意識調査 

○廣谷 芳彦，川口 莉奈，岡本 知佳，大竹  

由起，川須 菖，浦嶋 庸子，池田 賢二(大阪大谷

大学薬学部臨床薬剤学講座) 

P-4 特別養護老人ホームにおける薬学生インターンシッププ

ログラムの構築 

○三木 晶子，藤井 景子，西川 智美，吉田  

和 子 ， 髙 田  亜 美 ， 増 田  隆 志 ， 正 木  秀 典 

(株式会社  サエラ) 

P-5S EBM に対する薬剤師の認識モデルの構築及び関連要

因の検討 －経過報告－ 

○楠本 芽以，庄司 雅紀，荒川 行生(大阪薬科

大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 光子(大阪 

薬科大学 社会薬学・薬局管理学研究室) 

P-6 米国の薬局でのフィールドワーク実践報告―アクティブ

ラーニングを取り入れた海外薬学研修に向けた試み― 

○玉巻 欣子，田内 義彦(神戸薬科大学) 

P-7 薬剤師の英語の必要性に関する調査研究 －病院薬剤

師と薬局薬剤師の比較－ 

○大野 拓恵，柳本 ひとみ，加藤 隆治，板倉  

宏予，梅田 純代，グレゴリー サムソノー，山田 

 惠，黒澤 菜穂子(北海道薬科大学) 

P-8 経口液剤投薬瓶の破損原因に関する調査 ○宮下 宙子，高橋 喜統，伊藤 理奈，丹羽 修 

(金沢医科大学病院 薬剤部) 

P-9S 市民大学連携講座後のセルフメディ ケーション行動と

OTC 医薬品に関する意識調査 

○三浦 由奈，廣谷 芳彦，浦嶋 庸子，池田  

賢二(大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座) 

P-10S 平成 28 年度調剤報酬改定後の一包化加算の妥当性

検討 

○小田 東國，菅野 敦之(明治薬科大学 臨床 

薬学部門) 

P-11S 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランへの取り組み 第

一報   ～医師への意識調査と抗菌薬処方実態を分

析して～ 

○竹端 尚美，林 昭文(（有）静岡健康企画 こと

ぶき薬局)，三室 良子，吉岡 優子(たまち薬局)，

中村 ほなみ(ひまわり薬局)，米澤 由希子(みかん 

薬局)，山本 知佐子(いちご薬局) 

P-12 外来での対応が入院の原因となっている可能性の研究 ○大石 瑞穂，中島 理恵，渡邉 純輝(日本大学

薬学部)，関 利一，平井 利幸(ひたちなか総合病

院)，亀井 美和子(日本大学薬学部)，白神 誠 

(帝京平成大学薬学部) 

P-13 薬局薬剤師のお薬手帳を介した簡便な介入が「薬剤師

と薬への意識」に与える効果 

○庄司 雅紀，荒川 行生(大阪薬科大学臨床実

践薬学研究室)，恩田 光子(大阪薬科大学社会 

薬学・薬局管理学研究室) 

P-14 オレキシン受容体拮抗薬スボレキサントの使用状況と患

者動向―服薬指導の現状と課題― 

○山本 幸代(有限会社フレンズ調剤薬局) 

P-15 Quality Indicators for Responsible Use of Medicines: A 

Systematic Review 

○藤田 健二，Moles Rebekah，Chen Timothy 

(シドニー大学薬学部) 

P-16S 医師と薬物師の連携による多剤処方是正事例における

有害事象・副作用に関与した薬物の特徴 

○米田 武司，樽井 那奈，藤澤 有，松下 円香，

宮﨑 菜見，荒川 行生(大阪薬科大学 臨床実践

薬学研究室)，秋下 雅弘(東京大学医学部附属病

院  老 年 病 科 ) ， 恩 田  光 子 ( 大 阪 薬 科 大 学  

社会薬学・薬局管理学研究室) 

P-17S 多剤併用の是正に向けて薬剤師から医師へ問題提起

及び処方提案する際の工夫 

○宮﨑 菜見，西岡 愛，庄司 雅紀，荒川 行生

(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，秋下  

雅弘(東京大学医学部附属病院 老年病科)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-18 トレーシングレポート活用による問題解決手段の構築 ○楠瀬 拓也，下路 静佳，岩出 賢太郎，佐々木 

浩登，大幡 将基，力本 悠貴，坂本 悠(株式会社 

サエラ サエラ薬局) 

P-19 回復期リハビリテーション病棟での薬剤師業務の現状と

課題 

○中嶋 淑枝，箱﨑 歩美，豊澤 敦，牛尾 幸子 

(東京勤労者医療会 みさと協立病院) 

P-20S 一般用医薬品販売制度の相違点から考える訪日外客に

よる医薬品使用の適正化に向けた課題とその解決案 

○畠山 菜穂，藤本 和子，小林 典子，岩田  

紘樹，山浦 克典(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) 

P-21S チャート化による風邪様症状の分類と OTC 薬成分の対

応の試み 

○野崎 圭祐，松岡 楽，牧田 有里香，荒川  

行生(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-22S ツールを用いた面談の実施前後における、風邪様症状

の生活者支援に関する薬剤師等の意識・知識・自信の

変化 

○牧田 有里香，野崎 圭祐，松岡 楽，荒川  

行生(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 
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P-12 外来での対応が入院の原因となっている可能性の研究 ○大石 瑞穂，中島 理恵，渡邉 純輝(日本大学

薬学部)，関 利一，平井 利幸(ひたちなか総合病

院)，亀井 美和子(日本大学薬学部)，白神 誠 

(帝京平成大学薬学部) 

P-13 薬局薬剤師のお薬手帳を介した簡便な介入が「薬剤師

と薬への意識」に与える効果 

○庄司 雅紀，荒川 行生(大阪薬科大学臨床実

践薬学研究室)，恩田 光子(大阪薬科大学社会 

薬学・薬局管理学研究室) 

P-14 オレキシン受容体拮抗薬スボレキサントの使用状況と患

者動向―服薬指導の現状と課題― 

○山本 幸代(有限会社フレンズ調剤薬局) 

P-15 Quality Indicators for Responsible Use of Medicines: A 

Systematic Review 

○藤田 健二，Moles Rebekah，Chen Timothy 

(シドニー大学薬学部) 

P-16S 医師と薬物師の連携による多剤処方是正事例における

有害事象・副作用に関与した薬物の特徴 

○米田 武司，樽井 那奈，藤澤 有，松下 円香，

宮﨑 菜見，荒川 行生(大阪薬科大学 臨床実践

薬学研究室)，秋下 雅弘(東京大学医学部附属病

院  老 年 病 科 ) ， 恩 田  光 子 ( 大 阪 薬 科 大 学  

社会薬学・薬局管理学研究室) 

P-17S 多剤併用の是正に向けて薬剤師から医師へ問題提起

及び処方提案する際の工夫 

○宮﨑 菜見，西岡 愛，庄司 雅紀，荒川 行生

(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，秋下  

雅弘(東京大学医学部附属病院 老年病科)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-18 トレーシングレポート活用による問題解決手段の構築 ○楠瀬 拓也，下路 静佳，岩出 賢太郎，佐々木 

浩登，大幡 将基，力本 悠貴，坂本 悠(株式会社 

サエラ サエラ薬局) 

P-19 回復期リハビリテーション病棟での薬剤師業務の現状と

課題 

○中嶋 淑枝，箱﨑 歩美，豊澤 敦，牛尾 幸子 

(東京勤労者医療会 みさと協立病院) 

P-20S 一般用医薬品販売制度の相違点から考える訪日外客に

よる医薬品使用の適正化に向けた課題とその解決案 

○畠山 菜穂，藤本 和子，小林 典子，岩田  

紘樹，山浦 克典(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) 

P-21S チャート化による風邪様症状の分類と OTC 薬成分の対

応の試み 

○野崎 圭祐，松岡 楽，牧田 有里香，荒川  

行生(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-22S ツールを用いた面談の実施前後における、風邪様症状

の生活者支援に関する薬剤師等の意識・知識・自信の

変化 

○牧田 有里香，野崎 圭祐，松岡 楽，荒川  

行生(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 
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P-23S 風邪様症状面談支援ツールを介した対応による、生活

者の相談意向への影響 

○松岡 楽，野崎 圭祐，牧田 有里香，荒川  

行生(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-24 患者様が薬局を選ぶ理由、薬局に求めるもの ○石川 寿仁(ツルハ古川南店)，阿部 真也，今野 

章之，吉町 昌子，後藤 輝明(ツルハ調剤運営 

本部) 

P-25 待ち時間削減のために～薬局で出来ることはないのか

～ 

○小林 美絵(薬局くすりの福太郎海神店)，宮本 

 英輝(薬局くすりの福太郎豊富店)，齋藤 博文(薬

局くすりの福太郎東雲店)，杉 直人，峯岸 昇， 

野村 和彦(株式会社くすりの福太郎本部) 

P-26S 多剤併用の是正に向けた患者情報の収集及び医師と

の患者情報の共有の工夫 

○西岡 愛，宮崎 菜見，庄司 雅紀，荒川 行生 

(大阪薬科大学 臨床実践薬学研究室)，秋下  

雅弘(東京大学医学部附属病院 老年病科)，恩田 

光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理学 

研究室) 

P-27 糖尿病教室の参加経験者に対する意識調査～効果的

なプログラムの検討に向けて～ 

○岡部 佳郎(公益財団法人東京都保健医療公社

東部地域病院 薬剤科,日本大学薬学部薬事管

理学研究室)，亀井 美和子(日本大学薬学部薬事

管理学研究室)，渡邉 文之(日本大学薬学部薬剤

師教育センター)，松本 啓一(公益財団法人 

東京都保健医療公社東部地域病院 薬剤科) 

P-28 気になる患者訪問の歴史 ～当院グループでの試み～ ○小澤 知博(汐田総合病院 薬剤部)，唐澤  

淳子，十市 隆弘，小橋 紀子(株式会社 ヒュー 

メディカ)，串田 一樹(昭和薬科大学) 

P-29 医療提供施設としての薬局 ビジョナリー・カンパニー的

なる一考察 

○寺尾 元賀(神戸未来総研) 

P-30 医療機関と保険薬局のサービス品質評価と継続意志の

関連性：医薬分業のモデル分析 

○櫻井 秀彦，古田 精一(北海道薬科大学) 

P-31S 保険薬局に対する患者の選択思考とニーズ ○富士川 尚礼，秋山 伸二(松山大学薬学部)， 

藤原 隆一郎(愛ファーマシー株式会社 あんず 

薬局)，岩村 樹憲(松山大学薬学部) 

P-32 デッドストック抗悪性腫瘍薬の使用期限切れによる廃棄

状況について 

○中村 武夫(近畿大学薬学部)，蒲谷 亘，増田 

 信也，佐藤 優子，木村 えり(リバイバルドラッグ) 

P-33 あおぞら薬局における無料低額診療事業対応に関する

患者の意識調査 

○廣田 憲威，小笠 美奈子，小西 美奈子，稲垣 

 あい，永富 ちえ，宇都宮 励子(一般社団法人 

 大阪ファルマプラン あおぞら薬局) 

P-34 薬局待合室におけるデジタルサイネージの効果、掲示

物との比較 

○下平 秀夫(富士見台調剤薬局,帝京大学薬学

部)，渡辺 ゆりか，翁長 みどり，木下 教之(東京

理科大学薬学部)，山田 千穂(富士見台調剤薬

局)，根岸 健一(東京理科大学薬学部)，上村  

直樹(富士見台調剤薬局,東京理科大学薬学部) 

P-35S 薬学部学生の薬剤師在宅医療参画に関する問題点の

抽出 

○村瀬 惇，松野 純男，長楽 寿子，大鳥 徹， 

北小路 学(近畿大学薬学部) 

P-36 超高齢社会において存続可能な在宅医療に関する考

察 

○奥田 徳子(大阪私立大学大学院) 

P-37S 在宅医療において高 K 血症となった腸瘻の CKD 患者

に対し薬剤師の栄養学・薬学的アプローチにより血中 K

濃度の改善に至った一例 

○高橋 果歩，福石 信之(金城学院大学薬学部

薬 理 学 教 室 ) ， 杉 山  秀 樹 ( 医 療 法 人  杉 山 

クリニック)，浅井 治行(株式会社 浅井薬局) 

P-38 地域在住高齢者を対象とした認知症に関する介護予防

調査 

○小武家  優子，鉄本 愛，庄野 文馨，衛藤 

 梓，伊藤  晴樹，窪田 敏夫，森内 宏志，吉武 

 毅人(第一薬科大学 地域医療薬学センター) 

P-39 在宅緩和ケアに関わる薬局薬剤師が、終末期のがん患

者に対応する態度を形成するプロセスに関する研究 

○菊地 真実(ふくろう薬局,早稲田大学人間科学 

総合研究センター) 

P-40S 在宅における薬剤師関与の希望増加についての調査

研究 

○森 大樹(北海道薬科大学 薬事管理学分野)，

古田 精一(北海道薬科大学 地域医療薬学分

野)，岸本 桂子(北海道薬科大学 薬事管理学 

分野) 

P-41 特別養護老人ホーム入居者に対する薬剤師の関与とア

ウトカム 

○橋本 良太，藤井 景子，吉田 和子，岩出 

 賢太郎，下路 静佳，正木 秀典(サエラ薬局)， 

恩田 光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理 

学研究室) 

P-42 特別養護老人ホーム入居者の排便コントロールへの薬

剤師の介入 

○岩出 賢太郎，藤井 景子，橋本 良太，吉田 

和子，下路 静佳，正木 秀典(サエラ薬局) 

P-43 介護施設における多職種連携方法を考える ○藤井 景子，廣末 味稚子，徳留 愛水，橋本 

良太，吉田 和子，岩出 賢太郎，下路 静佳， 

正木 秀典(サエラ薬局) 

P-44 保険薬局における中心静脈栄養療法患者への在宅訪

問業務の 2 事例 

○中川 史津(薬局セブンファーマシー本店)，奥野 

雅子(薬局セブンファーマシー朱雀店)，七海 陽子

(薬局セブンファーマシー本店) 

P-45 調剤薬局における末期癌患者の自宅での看取りへの取

り組み 

小川 由実，奥 美和，寺島 晴子，橋口 良美， 

安封 尚子，佐藤 未希，半田 桃子，長野 明子， 

○土谷 加代子(有限会社イトーヤク) 
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P-34 薬局待合室におけるデジタルサイネージの効果、掲示

物との比較 

○下平 秀夫(富士見台調剤薬局,帝京大学薬学

部)，渡辺 ゆりか，翁長 みどり，木下 教之(東京

理科大学薬学部)，山田 千穂(富士見台調剤薬

局)，根岸 健一(東京理科大学薬学部)，上村  

直樹(富士見台調剤薬局,東京理科大学薬学部) 

P-35S 薬学部学生の薬剤師在宅医療参画に関する問題点の

抽出 

○村瀬 惇，松野 純男，長楽 寿子，大鳥 徹， 

北小路 学(近畿大学薬学部) 

P-36 超高齢社会において存続可能な在宅医療に関する考

察 

○奥田 徳子(大阪私立大学大学院) 

P-37S 在宅医療において高 K 血症となった腸瘻の CKD 患者

に対し薬剤師の栄養学・薬学的アプローチにより血中 K

濃度の改善に至った一例 

○高橋 果歩，福石 信之(金城学院大学薬学部

薬 理 学 教 室 ) ， 杉 山  秀 樹 ( 医 療 法 人  杉 山 

クリニック)，浅井 治行(株式会社 浅井薬局) 

P-38 地域在住高齢者を対象とした認知症に関する介護予防

調査 

○小武家  優子，鉄本 愛，庄野 文馨，衛藤 

 梓，伊藤  晴樹，窪田 敏夫，森内 宏志，吉武 

 毅人(第一薬科大学 地域医療薬学センター) 

P-39 在宅緩和ケアに関わる薬局薬剤師が、終末期のがん患

者に対応する態度を形成するプロセスに関する研究 

○菊地 真実(ふくろう薬局,早稲田大学人間科学 

総合研究センター) 

P-40S 在宅における薬剤師関与の希望増加についての調査

研究 

○森 大樹(北海道薬科大学 薬事管理学分野)，

古田 精一(北海道薬科大学 地域医療薬学分

野)，岸本 桂子(北海道薬科大学 薬事管理学 

分野) 

P-41 特別養護老人ホーム入居者に対する薬剤師の関与とア

ウトカム 

○橋本 良太，藤井 景子，吉田 和子，岩出 

 賢太郎，下路 静佳，正木 秀典(サエラ薬局)， 

恩田 光子(大阪薬科大学 社会薬学・薬局管理 

学研究室) 

P-42 特別養護老人ホーム入居者の排便コントロールへの薬

剤師の介入 

○岩出 賢太郎，藤井 景子，橋本 良太，吉田 

和子，下路 静佳，正木 秀典(サエラ薬局) 

P-43 介護施設における多職種連携方法を考える ○藤井 景子，廣末 味稚子，徳留 愛水，橋本 

良太，吉田 和子，岩出 賢太郎，下路 静佳， 

正木 秀典(サエラ薬局) 

P-44 保険薬局における中心静脈栄養療法患者への在宅訪

問業務の 2 事例 

○中川 史津(薬局セブンファーマシー本店)，奥野 

雅子(薬局セブンファーマシー朱雀店)，七海 陽子

(薬局セブンファーマシー本店) 

P-45 調剤薬局における末期癌患者の自宅での看取りへの取

り組み 

小川 由実，奥 美和，寺島 晴子，橋口 良美， 

安封 尚子，佐藤 未希，半田 桃子，長野 明子， 

○土谷 加代子(有限会社イトーヤク) 
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P-46 地域薬局における潜在的ロコモティブシンドロームリスク

者把握の意義とスクリーニング手法の検討 

○梶原 敏道，古賀 三由紀(株式会社ププレひま

わり)，石橋 勇，高本 健彦，石井 智紋(福山平成

大学福祉健康学部)，広瀬 雅一(福山大学薬学

部)，岡本 伸也，岡田 昌浩(尾道市立市民病院)，

徳毛 孝至(公立学校共済組合中国中央病院)， 

杉原 成美(福山大学薬学部) 

P-47 治療中疾患のあるお客様への風邪薬販売について ○西川 智也(ツルハ温山荘前店)，阿部 真也， 

五 十 嵐  健 祐 ( ツ ル ハ 調 剤 運 営 本 部 ) ， 玉 田  

麻利子(ツルハ八戸売市店)，馬渡 扶美子(ツルハ

八戸市民病院前店)，吉町 昌子，後藤 輝明(ツル

ハ調剤運営本部) 

P-48 地域住民を対象とした地域薬局連携型健康支援システ

ムの構築 

○徳毛 孝至(公立学校共済組合中国中央病院)，

今村 浩二(株式会社ザグザグ)，木村 直昭，平野 

健，大澤 智，辻田 吉則(株式会社ププレひまわ

り)，岡本 伸也(尾道市立市民病院)，田中 哲郎， 

小嶋 英二朗，杉原 成美(福山大学薬学部) 

P-49 薬学生による高齢者を対象とした「健康講話」取り組み

の効果と課題 

○谷口 美保子，八木 敬子，池田 宏二，江本 

憲昭(神戸薬科大学 臨床薬学研究室) 

P-50S セルフメディケーション推進に向けた、子供と保護者のく

すり教育に関する調査研究 

○米田 智哉，松原 里那，岸本 桂子，村上  

美穂(北海道薬科大学 社会薬学系 薬事管理学 

分野) 

P-51 「目指す地域医療とは ～病気だけをみるのではなく、生

活・生き方・地域をみる～」地域医療ワークショップの実

施 

○秋山 伸二(松山大学薬学部)，永井 康徳，松重 

明，永吉 裕子(医療法人 ゆうの森)，酒井 郁也

( 松 山 大 学 薬 学 部 ) ， 小 林  直 人 ( 愛 媛 大 学 

医学部)，松岡 一郎(松山大学薬学部) 

P-52 熊本地震にて支援にあたった薬剤師が抱えた問題点に

関する質的研究 

○松元 亨平(岡山大学大学院医歯薬学総合研究

所 救急薬学)，小比賀 美香子(岡山大学大学院

医歯薬学総合研究所 総合内科学)，大谷 尚(名

古屋大学大学院 教育発達科学研究科)，名倉 

弘哲(岡山大学大学院医歯薬学総合研究所 

救急薬学) 

P-53 長崎県五島市と東京都西東京市における多職種連携の

現状と比較 

○弘中 駿(株式会社田無薬品)，田中 秀和(有限

会社あい調剤薬局南町店)，中村 洋司(株式会社

田無薬品)，上村 直樹，根岸 健一(東京理科大学

薬学部)，水 八寿裕(実務薬学総合研究所)， 

伊集院 一成(株式会社田無薬品,東京理科大学 

薬学部,実務薬学総合研究所) 

P-54S 地域が求める医療のあり方と医療専門職の役割 ○和田 陽子，秋山 伸二(松山大学薬学部)，松重 

明，永吉 裕子(医療法人 ゆうの森)，宮部 香里 

(松山大学薬学部)，小林 直人(愛媛大学医学

部)，難波 弘行(松山大学薬学部)，永井 康徳 

(医療法人 ゆうの森) 

P-55 薬局における医療材料・医療機器類に関する業務の実

態 

○七海 陽子，中川 史津，奥野 雅子，藤本 

 裕子，山本 由美子(薬局セブンファーマシー) 

P-56 「くすり教育」と「喫煙・飲酒防止教育」を取り入れた「薬

物乱用防止教育」の実施と事前アンケート調査結果 

○宇佐見 則行，瀬戸 勇貴，沢田 遼多，田中  

啓太，坂本 明音，櫻井 七恵，中市 脩，堀本  

孝典，山本 理沙(北陸大学薬学部生体環境薬学 

講座) 

P-57 認知機能増強薬（スマートドラッグ）に対する大学生の意

識に関する研究 

○山本 緑(保健医療経営大学)，石井 祐次(九州

大学大学院薬学研究院) 

P-58S 小学校における薬物乱用防止教室授業計画の過程 ○佐藤 綾香，庄野 あい子，赤沢 学(明治薬科

大学 公衆衛生・疫学研究室) 

P-59 スポーツファーマシストに対しての認知度と必要性に関

する調査報告 

○森 愛里(サエラ薬局古市店)，岩出 賢太郎， 

下路 静佳(サエラ薬局) 

P-60S 子育て中の母親が持つ子供の薬に対する疑問とその解

決方法に関する調査 

○山下 葵弓，波多江 崇，田岡 京将，長井  

梨紗，柳 真奈美(神戸薬科大学 薬学臨床教育

セ ン タ ー ) ， 荻 野  知 佐 子 ， 笠 谷  君 代 ， 平 田  

ひとみ，矢羽野 早代(兵庫県播磨薬剤師会)， 

濵 口  常 男 ( 神 戸 薬 科 大 学  薬 学 臨 床 教 育 

センター) 

P-61 教育委員会、校長、養護・担任教諭と連携した、学校薬

剤師と薬学実務実習生による保護者参加型「くすり教

室」 

○安部 恵(一般社団法人松戸市薬剤師会,松戸 

市学校薬剤師会,日本大学薬学部薬剤師教育 

センター)，安藤 秀人(一般社団法人松戸市薬剤

師会,松戸市学校薬剤師会)，佐藤 勝巳(一般 

社団法人松戸市薬剤師会) 

P-62 子ども体験教室を通じてかかりつけ薬局として地域に貢

献する取り組み 

○前田 智昭，山崎 浩平，烏賀陽 真穂，坂田  

一惠，河村 美和，和田 久美子(つばき薬局) 

P-63S 遺伝子検査を利用した疾病予防に効果的な疾患ならび

に改善策に対する意識調査 

○髙橋 伸明，松岡 浩史，村上 仁生，角南 

友佳子，町支 麻佑子，大宮 佳純，内野 結花， 

志摩 亜季保，道原 明宏(福山大学 薬学部 

病態生理・ゲノム機能学研究室) 

P-64 コミュニティ FM 放送番組「聴けば効く薬の時間」による

薬局薬剤師の専門性と役割についての啓発活動の事

例報告 

○ 横 井  正 之 ( 株 式 会 社 パ ス カ ル シ ス テ ム 

パスカル薬局) 
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P-54S 地域が求める医療のあり方と医療専門職の役割 ○和田 陽子，秋山 伸二(松山大学薬学部)，松重 

明，永吉 裕子(医療法人 ゆうの森)，宮部 香里 

(松山大学薬学部)，小林 直人(愛媛大学医学

部)，難波 弘行(松山大学薬学部)，永井 康徳 

(医療法人 ゆうの森) 

P-55 薬局における医療材料・医療機器類に関する業務の実

態 

○七海 陽子，中川 史津，奥野 雅子，藤本 

 裕子，山本 由美子(薬局セブンファーマシー) 

P-56 「くすり教育」と「喫煙・飲酒防止教育」を取り入れた「薬

物乱用防止教育」の実施と事前アンケート調査結果 

○宇佐見 則行，瀬戸 勇貴，沢田 遼多，田中  

啓太，坂本 明音，櫻井 七恵，中市 脩，堀本  

孝典，山本 理沙(北陸大学薬学部生体環境薬学 

講座) 

P-57 認知機能増強薬（スマートドラッグ）に対する大学生の意

識に関する研究 

○山本 緑(保健医療経営大学)，石井 祐次(九州

大学大学院薬学研究院) 

P-58S 小学校における薬物乱用防止教室授業計画の過程 ○佐藤 綾香，庄野 あい子，赤沢 学(明治薬科

大学 公衆衛生・疫学研究室) 

P-59 スポーツファーマシストに対しての認知度と必要性に関

する調査報告 

○森 愛里(サエラ薬局古市店)，岩出 賢太郎， 

下路 静佳(サエラ薬局) 

P-60S 子育て中の母親が持つ子供の薬に対する疑問とその解

決方法に関する調査 

○山下 葵弓，波多江 崇，田岡 京将，長井  

梨紗，柳 真奈美(神戸薬科大学 薬学臨床教育

セ ン タ ー ) ， 荻 野  知 佐 子 ， 笠 谷  君 代 ， 平 田  

ひとみ，矢羽野 早代(兵庫県播磨薬剤師会)， 

濵 口  常 男 ( 神 戸 薬 科 大 学  薬 学 臨 床 教 育 

センター) 

P-61 教育委員会、校長、養護・担任教諭と連携した、学校薬

剤師と薬学実務実習生による保護者参加型「くすり教

室」 

○安部 恵(一般社団法人松戸市薬剤師会,松戸 

市学校薬剤師会,日本大学薬学部薬剤師教育 

センター)，安藤 秀人(一般社団法人松戸市薬剤

師会,松戸市学校薬剤師会)，佐藤 勝巳(一般 

社団法人松戸市薬剤師会) 

P-62 子ども体験教室を通じてかかりつけ薬局として地域に貢

献する取り組み 

○前田 智昭，山崎 浩平，烏賀陽 真穂，坂田  

一惠，河村 美和，和田 久美子(つばき薬局) 

P-63S 遺伝子検査を利用した疾病予防に効果的な疾患ならび

に改善策に対する意識調査 

○髙橋 伸明，松岡 浩史，村上 仁生，角南 

友佳子，町支 麻佑子，大宮 佳純，内野 結花， 

志摩 亜季保，道原 明宏(福山大学 薬学部 

病態生理・ゲノム機能学研究室) 

P-64 コミュニティ FM 放送番組「聴けば効く薬の時間」による

薬局薬剤師の専門性と役割についての啓発活動の事

例報告 

○ 横 井  正 之 ( 株 式 会 社 パ ス カ ル シ ス テ ム 

パスカル薬局) 
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P-65S 地域住民への高血圧予防に関するショート講義の実施

とその理解度調査 

○吉田 雄一朗，田村 安希，松岡 浩史，道原 

明宏(福山大学 薬学部 病態生理・ゲノム機能学 

研究室) 

P-66 小児救急外来における乳幼児誤飲事故の実態調査 ○冨永 麻里子，五十嵐 崇，菅野 浩(済生会 

横浜市東部病院 薬剤部) 

p-67 HPV ワクチン接種勧奨差し控え（2013 年 6 月)の妥当性

の検証―厚生労働省調査資料と米国 VAERS DATA が

示すこと 

○片平 洌彦，榎 宏朗(健和会 臨床・社会薬学 

研究所) 

P-68 精神疾患患者理解の共有化と薬剤師の「役割」（第 75

報）－精神疾患からの回復を妨げている要因について

の一考察－ 

○石田 悟(藤代健生病院)，佐生 明雄(ひまわり 

薬局室蘭店) 

P-69 保険薬局も無料低額診療事業の対象に ○中谷 浩子，武田 美香，後藤 奈美子，西山 

早織，雄谷 麻里，前田 英子(一般社団法人ヘル

スプランニング金沢 菜の花薬局)，吉原 和代， 

伍賀 道子(公益社団法人石川勤労者医療協会 

 城北病院)，塚崎 晴美(公益社団法人石川勤労

者医療協会 羽咋診療所)，山内 美穂(一般社団 

法人ヘルスプランニング金沢 菜の花薬局) 

P-70 医薬品個人輸入代行 Web サイト取り扱い医薬品の評価 ○岸本 桂子(北海道薬科大学 薬事管理学分野) 

P-71 一般用医薬品の広告のあり方に関する研究 ○神楽 綾乃，中島 理恵，久保 寿々香，亀井 

美和子(日本大学薬学部)，白神 誠(帝京平成大

学薬学部) 

P-72S 製薬企業の薬事関連コンプライアンスに関する研究 ○鈴木 躍士，中島 理恵，亀井 美和子(日本 

大学薬学部)，白神 誠(帝京平成大学薬学部) 

P-73S 持続性選択的 DPP-4 阻害剤トレラグリプチンコハク酸塩

錠の経済性評価の試み 

○深井 慶大，中島 理恵，亀井 美和子(日本 

大学薬学部)，白神 誠(帝京平成大学薬学部) 

P-74S 治癒切除不能な進行・再発の大腸がんに対するレゴラフ

ェニブ水和物投与の経済性評価 

○新倉 匠，中島 理恵，亀井 美和子(日本大学 

薬学部)，白神 誠(帝京平成大学薬学部) 

P-75 インターネットを用いたカフェイン含有製品の情報の調

査に基づくカフェイン摂取量に関する考察 

新名 さお理，○川添 禎浩(京都女子大学家政学

部食物栄養学科) 

P-76 栄養学および食品衛生学を学ぶ大学生におけるサプリ

メント摂取状況の調査（第７報） 

○山下 正道(日本大学 生物資源科学部 くらしの

生物学科 食と健康研究室)，伊藤 順子(横浜 

薬科大学) 

P-77S 糖尿病患者におけるスタチン服用実態調査 ○小川 諒(鈴鹿医療科学大学薬学部)，黒川  

梨佐，森田 祐奈，湯浅 將平(ほほえみ柳山 

薬局)，長南 謙一(鈴鹿医療科学大学薬学部) 
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P-78 ワルファリンと相互作用のある納豆菌含有一般用医薬品

の添付文書と外箱情報における問題点 

○大塚 邦子，桑原 諒，鈴木 啓太郎，細野  

哲司(横浜薬科大学感染予防学研究室)，内田  

直樹(昭和大学医学部臨床薬理学部門)，安原  

一(昭和大学医学・医療振興財団) 

P-79 フェキソフェナジン塩酸塩錠の OTC 医薬品における製

品間の品質の比較検討 

○久保 儀忠，清野 樹，八木 直美，柴山 良彦 

(北海道医療大学薬学部) 

P-80 メンタルサポート実施による薬学生から患者の立場に立

てる薬剤師への成長 

○金子 裕美，丸山 泰令，村上 理，高田 直樹， 

木暮 喜久子(学校法人 医学アカデミー 薬学 

ゼミナール) 

 


