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10 月 7 日（日)  12:00 - 10 月 8 日（月）  11:40    

ポスター会場（2 号館 2 階） 
ポスター示説 10月 8日（月)  奇数番号 10:00 － 10:50  偶数番号  10:50 － 11:40 

 

P-1 医薬部外品及び機能性表示食品における疲労関連表

示の比較解析 

○齋藤 充生(ヘルスヴィジランス研究会,日本医薬

情報センター)，林 譲，矢島 毅彦(ヘルスヴィジラ

ンス研究会,) 

P-2S 機能性表示食品の外箱表記に関する調査 ○森 美穂，島内 あかり，矢島 聖子，西尾 裕

斗，堺 千紘，玉木 啓文，伊野 陽子(岐阜薬科大

学 実践薬学大講座 薬局薬学研究室)，寺町 ひ

とみ(岐阜薬科大学 実践薬学大講座 病院薬学

研究室)，中村 光浩(岐阜薬科大学 実践薬学大

講座 医薬品情報学研究室)，井口 和弘(岐阜薬

科大学 実践薬学大講座 薬局薬学研究室) 

P-3S 若年層におけるエナジードリンクの使用実態と意識に関

する調査 

○穐間 睦，高橋 瑞穂(東邦大学薬学部社会薬

学研究室) 

P-4S セルフメディケーションにおける総合感冒薬の選択と薬

剤師のかかわり 

○引木 優眞(北海道科学大学 薬学部)，岸本 桂

子(昭和大学 薬学部)，櫻井 秀彦(北海道科学大

学 薬学部) 

P-5 一般用医薬品のファモチジン製剤を対象とした品質の

比較検討 

○久保 儀忠，木下 桃子，柴山 良彦(北海道医

療大学薬学部) 

P-6 日本のドーピング陽性率を低下させるための薬剤師の

役割について 

○進藤 大典、滝川 洋平、小沼 直子(日本大学

薬学部健康・スポーツ科学研究室) 

P-7 スポーツ指導者におけるアンチ・ドーピング教育への意

識調査に関する研究 

○小沼 直子(日本大学薬学部 健康・スポーツ科

学研究室,昭和女子大学大学院 生活機構研究

科 生活機構学専攻)，中島 理恵(日本大学薬学

部 薬事管理学研究室)，安部 恵(日本大学薬学

部 薬剤師教育センター)，進藤 大典(日本大学

薬学部 健康・スポーツ科学研究室) 

P-8S ドーピングに関する意識から考える競技者へのスポーツ

ファーマシストのアプローチ 

○廣中 彩加(北海道科学大学 薬学部)，岸本 桂

子(昭和大学 薬学部)，櫻井 秀彦(北海道科学大

学 薬学部) 

P-9 日本のアンチ・ドーピング活動における薬剤師の役割に

関する検討～オーストラリアとの比較を踏まえて～ 

○家入 夕季(株式会社 秋本薬局)，中島 理恵

(日本大学薬学部 薬事管理学研究室)，小沼 直

子，進藤 大典(日本大学薬学部 健康・スポーツ

科学研究室) 

P-10 アジアの薬学生が考える未来の薬剤師に求められる資

質～アジア太平洋薬学生シンポジウム（APPS）のワーク

ョップ～ 

○中島 大理(学校法人医学アカデミー薬学ゼミナ

ール)，後町 陽子(ハイズ株式会社)，鈴木 良風，

真柄 詩織，鎌倉 七星，藤田 大介(学校法人医

学アカデミー薬学ゼミナール)，平島 光博(薬ゼミト

ータルラーニング)，村上 理，木暮 喜久子(学校

法人医学アカデミー薬学ゼミナール) 

P-11 在日外国人を対象とした薬剤師の英語使用に関するア

ンケート調査 

○黒澤 菜穂子，柳本 ひとみ，梅田 純代，大野 

拓恵，加藤 隆治，板倉 宏予，グレゴリー サムソノ

ー，山田 惠(北海道科学大学 薬学部) 
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P-12 薬局における外国人患者への対応実態に関するアンケ

ート調査 2018 

○恩田 威俊，工藤 香代子，栗原 理，上場 理

江，内山 ひろこ，岸野 淳二，下村 文恵，黒川 

寛之，高橋 洋一郎(（一社）くすりの適正使用協議

会 くすりのしおりコンコーダンス委員会)，野村 香

織(東京慈恵会医科大学) 

P-13 地域在住高齢者を対象とした栄養評価と低栄養の要因

に関する調査 

○小武家 優子，伊藤  晴樹，岡村  直樹，森下 

孔一朗，秋吉 美咲，岩元  友美，大塩  侑里，

衛藤  梓，窪田  敏夫，吉武  毅人(第一薬科

大学 地域医療薬学センター) 

P-14S サルコペニアの予防に向けた高齢者の生活指導に活用

する薬剤師用情報集の作成 

○賀来 瑛宏，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 社会薬学

部門) 

P-15 ロコモティブシンドロームリスクのスクリーニングにおける

握力測定の有用性 

○小野 貴大(福山大学薬学部)，徳毛 孝至(公立

学校共済組合中国中央病院)，梶原 敏道(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，瀬

尾 誠(福山大学薬学部)，岡田 昌浩(尾道市立市

民病院)，杉原 成美(福山大学薬学部) 

P-16S ロコモティブシンドローム～薬剤師としてアプローチ出来

ること～ 

宮本 英輝(南千住調剤薬局)，○峯岸 昇，阿部 

真也，吉町 昌子(ツルハ HD グループ調剤薬事

部)，後藤 輝明(ツルハ HD グループ調剤運営本

部) 

P-17 健康サポート薬局におけるフレイル予防のための骨粗

鬆症の早期発見と取り組み 

○緒方 直美，宇部 忍，飯田 裕子(クラフト株式

会社 さくら薬局) 

P-18S 大規模災害時に求められる必須医薬品の検証 ○山下 莉乃，村木 惇人(岡山大学大学院医歯

薬学総合研究科救急薬学分野)，神田 晴生，江

上 祥一，富永 孝治，小林 祐司(熊本県薬剤師

会)，名倉 弘哲(岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科救急薬学分野) 

P-19 NDB オープンデータを用いた保険薬局でのジェネリック

医薬品の変更率に影響を与える医薬品の分析 

辻田 祐一，○三浦 智之(サエラ薬局) 

P-20S 保険薬局におけるプライバシー保護に対する来局患者

の意識および要望 

○高橋 亮憲，岩田 紘樹，藤本 和子，小林 典

子，山浦 克典(慶應義塾大学薬学部 社会薬学

部門) 

P-21 お薬手帳に対する意識調査 ○鈴木 正和(調剤薬局ツルハドラッグ茂原店)，阿

部 真也，山口 浩(ツルハＨＤ)，松岡 佑弥(ツル

ハ鎌取店)，深山 翔太(ツルハ本納店)，内澤 由

佳(調剤薬局ツルハドラッグ茂原店)，市原 晃，野

村 和彦(ツルハ調剤運営本部)，吉町 昌子，後藤 

輝明(ツルハＨＤ) 

P-22 居宅療養管理指導におけるＱＯＬ改善を目的とした介入

例 

○大谷 哲平，中川 直人(メディカプラン京都 す

こやか薬局) 

P-23 在宅医療に関わる薬局薬剤師の役割と実践 －「生活

化」という概念からの検討－ 

○菊地 真実(ふくろう薬局,早稲田大学人間総合

研究センター) 

P-24S 薬剤師が在宅業務で行う高齢者総合的機能評価

（CGA）ツール作成のための予備的文献調査 

○大西 祐輔，荻原 康平，堀井 徳光，武藤 香

絵，井上 直子，大嶋 繁(城西大学薬学部 薬局

管理学研究室) 
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P-25 在宅医療における薬剤師とケアマネジャーの連携推進

のための取り組み 

○金澤 幸江(ポプリ薬局,東京理科大学薬学部)，

落司 郁子(土浦調剤薬局)，小竹 孝子，関口 明

美(さくらい薬局)，横田 喜子(南山堂薬局) 

P-26S 自記式質問紙方式による乾癬患者の患部所見と掻痒と

の相関性の検討 

○里 和也，大石 信雄(慶應義塾大学薬学部社

会薬学部門)，岩田 紘樹，小林 典子(慶應義塾大

学薬学部社会薬学部門,慶應義塾大学薬学部付

属薬局)，藤本 和子(慶應義塾大学薬学部社会薬

学部門)，山浦 克典(慶應義塾大学薬学部社会薬

学部門,慶應義塾大学薬学部付属薬局) 

P-27S 外来患者の処方医と薬剤師に対する評価の服薬アドヒ

アランスへの影響 

○真口 拓也，櫻井 秀彦(北海道科学大学薬学

部) 

P-28 服薬アドヒアランスに関する意図的／非意図的な中断行

動に関する実証研究 

○櫻井 秀彦(北海道科学大学)，森藤 ちひろ(流

通科学大学)，岸本 桂子(昭和大学) 

P-29S 「抗うつ薬の服薬アドヒアランス向上に向けた薬局薬剤

師による介入効果に関する無作為化比較試験」 -study 

protocol- 

○島田 京司，庄司 雅紀，恩田 光子(大阪薬科

大学社会薬学・薬局管理学研究室) 

P-30 患者の服薬指導満足度の変化から見た薬局薬剤師対

象の認知行動療法的アプローチを活用した服薬支援研

修の検証 

○田沼 和紀(株式会社カメガヤ（フィットケア・デ

ポ）,日本大学薬学部,CBT-A 服薬支援研究会)，

渡邉 文之(日本大学薬学部,CBT-A 服薬支援研

究会)，前田 初代(CBT-A 服薬支援研究会)，斉

藤 延孝(株式会社シーエスグループ本部)，亀井 

美和子(日本大学薬学部) 

P-31S 乳幼児服薬支援ツールの検討 ―乳幼児の服薬指導

に対する薬剤師の意識とニーズの調査― 

○近藤 玖美花，小林 典子，藤本 和子，岩田 

紘樹，山浦 克典(慶應義塾大学薬学部 社会薬

学部門) 

P-32 保険薬局における患者質問の傾向と把握 ○逸見 孝広，三浦 裕幸(札幌臨床検査センター

株式会社 ノルデン薬局)，谷 秀彰(札幌臨床検

査センター株式会社 医薬事業部)，櫻井 秀彦

(北海道科学大学 薬学部) 

P-33 薬局薬剤師向け「認知行動療法的アプローチを用いた

服薬支援」プレ研修の有効性の検討 ～薬の電話相談

の担当者を対象として～ 

○前田 初代(CBT-A 服薬支援研究会)，田沼 和

紀(CBT-A 服薬支援研究会,株式会社カメガヤ（フ

ィットケアデポ） ,日本大学薬学部 )，渡邉  文之

(CBT-A 服薬支援研究会,日本大学薬学部)，亀井 

美和子(日本大学薬学部) 

P-34S うつ病・うつ状態患者の薬局と薬剤師へのニーズ分析 ○小田 綾乃，野田 久美子，櫻井 秀彦(北海道

科学大学薬学部) 

P-35S 聴覚障がい者が求める薬局・薬剤師の対応 ○中田 絵梨，櫻井 秀彦(北海道科学大学薬学

部) 

P-36S 患者の「薬剤師と薬への意識」の被影響要因の検討 －

患者属性に着目した解析－ 

○北潟 和也，庄司 雅紀，恩田 光子(大阪薬科

大学 薬局管理学・社会薬学研究室) 

P-37 介護サービス拒否患者に対する薬剤師の取り組み ○萩原 裕美，藤田 珠理(薬局ホームケアファー

マシー田無店)，水 八寿裕((株)実務薬学総合研

究所)，伊集院 一成(東京理科大学) 

P-38 患者が抱く薬局薬剤師からの質問に対する戸惑いやネ

ガティブな感情 

○岸本 桂子(昭和大学薬学部社会薬学部門)，櫻

井 秀彦(北海道科学大学薬学部薬事管理学分

野) 

P-39 外来患者の薬歴活用による見守りが必要な患者を抽出

するための要因分析 

○塚本 篤史(薬局ホームケアファーマシー田無

店)，水 八寿裕(（株）実務薬学総合研究所)，伊集

院 一成(東京理科大学) 
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P-40 自動車運転に影響を及ぼす医薬品に対する薬局薬剤

師の対応調査 

○福田 八寿絵(帝京大学医療共通教育研究セン

ター)，中村 英里(帝京大学薬学部)，高橋 賢(板

橋区薬剤師会)，齋藤 百枝美(帝京大学薬学部) 

P-41S 患者の「理解と注意意識」と患者属性の関連性について

の検討 

○金岡 洋行，庄司 雅紀，恩田 光子(大阪薬科

大学 臨床実践薬学研究室) 

P-42S 薬学的疑義照会の不対応事例に関する医師の認識 ○日上 健太，大石 信雄(慶應義塾大学薬学部

社会薬学部門)，林 直子(慶應義塾大学薬学部附

属薬局)，岩田 紘樹，小林 典子(慶應義塾大学薬

学部社会薬学部門,慶應義塾大学薬学部附属薬

局)，藤本 和子(慶應義塾大学薬学部社会薬学部

門)，山浦 克典(慶應義塾大学薬学部社会薬学部

門,慶應義塾大学薬学部附属薬局) 

P-43 ケアミックス型病院における薬剤師病棟配置の評価 ○畑本 慶太，桑原 のぞみ，村端 恵里圭，河田 

優希，村瀬 正，福島 孝弘，姫野 梨花，吉住 友

希(武蔵ヶ丘病院 薬剤部) 

P-44S 公的統計データを用いた薬局薬剤師数の経年変化に

関する調査 

○西尾 裕斗，矢島 聖子，島内 あかり，森 美

穂，堺 千紘，玉木 啓文，伊野 陽子(岐阜薬科大

学薬局薬学研究室)，寺町 ひとみ(岐阜薬科大学

病院薬学研究室)，中村 光浩(岐阜薬科大学医薬

品情報学研究室)，井口 和弘(岐阜薬科大学薬局

薬学研究室) 

P-45S 公的統計データを用いた薬局の薬剤師数分布に関する

現状調査 

○矢島 聖子，西尾 裕斗，島内 あかり，森 美

穂，堺 千紘，玉木 啓文，伊野 陽子(岐阜薬科大

学 薬局薬学研究室)，寺町 ひとみ(岐阜薬科大

学 病院薬学研究室)，中村 光浩(岐阜薬科大学 

医薬品情報学研究室)，井口 和弘(岐阜薬科大学 

薬局薬学研究室) 

P-46 製薬会社におけるメディカル部門のコールセンターの役

割の変化 

○出口 照実(ノバルティスファーマ株式会社 メデ

ィカル本部 メディカル情報・コミュニケーショング

ループ) 

P-47S 日本におけるリフィル処方せん導入の検討 ○前田 あゆみ，菅野 敦之(明治薬科大学) 

P-48S リフィル処方箋に対する薬剤師の意識調査 ○亀田 遼太朗，高橋 瑞穂(東邦大学薬学部) 

P-49S 諸外国における調剤助手の業務と教育制度に関する研

究 

○小間 貴洋，城間 輝来里，中島 理恵(日本大

学薬学部薬事管理学研究室)，白神 誠(帝京平成

大学薬学部) 

P-50 緊急避妊薬の適正使用と乱用防止へ向けた多面的な

取組み－適切な周知教育と近赤外分析法による偽造個

人輸入製品の鑑別－ 

○大塚 邦子(横浜薬科大学感染予防学研究室)，

本田 洸樹(武蔵野大学製剤学研究室)，坂本 知

昭(国立医薬品食品衛生研究所)，服部 祐介，大

塚 誠(武蔵野大学製剤学研究室) 

P-51 「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」についての一考

察 

○小薮 幹夫，廣田 憲威(一般社団法人 大阪フ

ァルマプラン 社会薬学研究所) 

P-52 無料低額診療事業の保険調剤薬局の適用外課題の問

題について  第一報 問題の経緯と所在 

○榎 宏朗，片平 洌彦(健和会 臨床・社会薬学

研究所)，佐藤 智仁(三郷市議会議員)，廣川 献

一(健和会 臨床・社会薬学研究所) 

P-53 信義則が薬剤師に求めるもの：医療過誤裁判例からの

考察 

○鈴木 政雄，齊藤 龍太郎，福島 紀子(帝京平

成大学薬学部) 

P-54 日本・英国及び WHO における HPV ワクチン副反応疑

い報告の実態 

○片平 洌彦，榎  宏朗(健和会 臨床・社会薬学

研究所) 
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P-55 サリドマイド製剤安全管理手順（ＴＥＲＭＳ）逸脱事例の

解析 

○松下 緋菜(大阪大学薬学部)，白國 優子，一條 

知昭，田 雨時，高木 達也(大阪大学大学院薬学

研究科) 

P-56 HPV ワクチン被害者連絡会との繋がりを通じて ○五十嵐 香理奈，竹端 尚美(（有）静岡健康企

画 ことぶき薬局)，吉岡 優子，三室 良子(（有）静

岡健康企画 たまち薬局)，中村 ほなみ(（有）静岡

健康企画 ひまわり薬局)，山本 知佐子(（有）静岡

健康企画 いちご薬局)，聞間 明子(（医）静岡健

生会 三島共立病院) 

P-57 医薬品副作用データベース(JADER)を用いた ALK 阻

害薬の有害事象発現状況の検討 

○中山 敏光，堤 大輔，安部 恵，渡邉 文之，林 

宏行(日本大学薬学部 薬剤師教育センター) 

P-58 難病患者との薬剤師の関わり ～今後あるべき薬剤師

像の一つの提案～ 

○清水 竜(株式会社 E-BOND ホールディングス 

薬局医療情報研究所,特定非営利活動法人 希少

難病ネットつながる,特定非営利活動法人 東京難

病団体連絡協議会)，香取 久之(特定非営利活動

法人 希少難病ネットつながる)，塩月 清和(株式

会社 E-BOND ホールディングス 薬局医療情報研

究所) 

P-59 看護師養成教育における薬害教育に必要なこととは何

か－質問紙法を用いた考察 

○田中 健一(埼玉県立大学 保健医療福祉学部) 

P-60 「薬害教育」を体系的に位置づけるための視点：多声的

薬害概念と技術者倫理教育の導入 

○佐藤 嗣道(東京理科大学薬学部薬学科) 

P-61S 親(保護者)対象のくすり教育の環境づくりに関する調査 ○坂東 香織，出向 和之，村上 美穂，櫻井 秀

彦(北海道科学大学薬学部) 

P-62S 小学校担当学校薬剤師の「くすり教育」実施の現状と今

後の課題 

○中島 康貴，安部 恵(日本大学薬学部薬剤師

教育センター)，小林 直子(日本大学医学部附属

板橋病院)，堤 大輔，中山 敏光，渡邉 文之(日

本大学薬学部薬剤師教育センター) 

P-63 新人薬剤師・実務実習生の考える地域医療で活躍する

薬剤師に必要な知識・技能 

○原田 義主，久保 智，笹川 賢一，原 和夫(株

式会社 わかば) 

P-64S 薬局実務実習におけるセルフメディケーション実習の実

施状況と学生のニーズに基づいた事前学習の構築 

○大島 彩，小林 典子，藤本 和子，岩田 紘樹，

山浦 克典(慶應義塾大学薬学部 社会薬学部門) 

P-65 薬局実務実習における通所介護施設実習を通した薬学

生の学び 

○堀 祐輔，福本 紗，尾上 涼子，藤﨑 玲子，田

中 玲子(東京薬科大学服属薬局) 

P-66 農学系短大生における、遺伝子組換えに関する講義の

知識定着の評価 

○山下 正道(日本大学 生物資源科学部 くらしの

生物学科) 

P-67 えひめジョブチャレンジ U-15 事業中学生職場体験学習

『薬剤師』を受入れて 

○秋山 伸二，柴田 和彦，松岡 一郎(松山大学

薬学部)，神野 雅司(愛媛県保健福祉部健康衛生

局薬務衛生課 )，田中  守 (愛媛県病院薬剤師

会,)，宮内 芳郎(愛媛県薬剤師会)，野元 裕(松山

大学薬学部) 

P-68 薬学生の難聴疑似体験による読話での配慮方法の理

解向上と聴覚障がい者への服薬指導に対する意識 

○俵口 奈穂美(北九州市立医療センター)，大光 

正男，芦原 美咲，大津屋 美咲，窪田 敏夫(第一

薬科大学地域医療薬学センター) 
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P-69 松山大学大学院医療薬学研究科における寄生虫学教

育－社会薬学の視点より 

○牧 純(松山大学、大学院医療薬学研究科、医

療薬学部感染症学) 

P-70 自己学習用ポケットサイズツール作成の検討 ○安部 拓朗(調剤薬局ツルハドラッグ会津湯川

店)，佐藤 宏平(株式会社ツルハ)，山口 浩，阿部 

真也(株式会社ツルハ HD)，野村 和彦(株式会社

ツルハ)，吉町 昌子，後藤 輝明(株式会社ツルハ

HD) 

P-71S 「薬学生のキャリア選択に影響する因子～長期実務実

習の影響に着目して～」 

○剣持 栞(東邦大学 社会薬学研究室) 

P-72S 薬局薬剤師の「やりがい」質問票(YARIGAI-10)の信頼

性・妥当性の検証 

○石谷 有梨佳，庄司 雅紀，恩田 光子(社会薬

学・薬局管理学研究室) 

P-73 調剤・地域薬局における専門能力の発揮機会と職務満

足の関係性－日英比較研究－ 

○三島 重顕(大阪経済大学 経営学部 経営学

科) 

P-74 デッドストック向精神薬の有効活用および使用期限切れ

による廃棄の現状について 

○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，近澤 生(リバイバル

ドラッグ) 

P-75 薬の不動在庫管理に関するルール改善による損失軽減

効果について 

○滝 雄貴，土屋 貴志(友愛メディカル 友愛薬局

みらい平店)，松本 昌章，玉井 典子，尾崎 裕一

(友愛メディカル) 
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