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プログラム

――――会員総会――――

会員総会
9 月 14 日(日) 9:30-10:00

開会式

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)

――――開会式――――

9 月 14 日(日) 10:00-10:10

第 33 年会長挨拶

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)

――――第 33 年会会長挨拶――――

9 月 14 日(日) 10:10-10:40

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)

第３３年会長挨拶

演 者： 福島 紀子(慶應義塾大学薬学部)

――――――――――
特別講演
9 月 14 日(日) 10:40-11:50

特別講演 ――――――――――

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)
座 長： 宮本 法子(東京薬科大学薬学部)

特別講演

「十年介護・母を地域で看取って～医療と介護の真の連携とは？～」
演 者： 町 亞聖(フリーアナウンサー)

教育講演
―――――――――――
9 月 14 日(日) 13:30-14:30

教育講演 ―――――――――――

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)
座 長： 福島 紀子(慶應義塾大学薬学部)

教育講演

「『保健環境力』を高めよう ～すべては一人の行動から始まる～」
演 者： 村瀬 誠(株式会社天水研究所)
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9 月 14 日(日) 16:00-18:30

2014

シンポジウム ――――――――――

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)

シンポジウム１ 「変革の時代に応えるために ～薬剤師に求めること～」
座 長： 亀井 美和子(日本大学薬学部)
S1-1

医療イノベーション～在宅医療における ICT の活用～

○遠矢純一郎(医療財団法人プラタナス 桜新町アー
バンクリニック)

S1-2

薬物治療イノベーション～遺伝子情報を活かしたテーラ

○橋本康弘(株式会社シリコンバレーテック)

ーメイド投薬～
S1-3

健康支援イノベーション～セルフ健康チェック～

9 月 15 日(月・祝) 14:40-17:10

○川添高志(ケアプロ株式会社)

マルチメディア講堂(1 号館地下 1 階)

シンポジウム２ 「変革の時代に応える ～薬剤師の先駆的取り組み～」
座 長： 上村 直樹(東京理科大学薬学部)
S2-1

薬剤師ができる自殺予防の取り組み

○向井 勉(市民調剤薬局)

S2-2

がん化学療法における外来での薬学的介入

○土屋 裕伴(医療法人社団愛友会 上尾中央総合

S2-3

患者さんにクレアチニン値を聞いてみました

病院薬剤部)
○天本 耕一郎(一般社団法人長崎県薬剤師会)

～長崎県における薬物療法提供体制強化事業～

ワークショップ
――――――――――
9 月 15 日(月・祝) 10:00-12:00

ワークショップ ――――――――――

355 教室(2 号館 3 階)

ワークショップ A 「くすり相談の電話対応のポイント～見えない相手と信頼関係を築く～」
酒井 貴美子(グラクソ・スミスクライン株式会社)

9 月 15 日(月・祝) 10:00-12:00

151/155/156 教室(2 号館 1 階)

ワークショップ B 「ゲームで楽しく学ぶ！薬局での感染症防止対策の基本と実践」
松田 俊之((独)労働者健康福祉機構 横浜労災病院薬剤部)
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ランチョンセミナー――――――――――

355 教室(2 号館 3 階)
座 長：濃沼政美（帝京平成大学薬学部）
共 催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー1 「口腔内崩壊錠の崩壊時間に関する社会的問題点」
演 者： 倉田 なおみ(昭和大学薬学部)

9 月 15 日(月・祝) 12:20-13:20

B55 教室(2 号館地下 1 階)
座 長：折井孝男(NTT 東日本関東病院薬剤部)
共 催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2 「薬剤師によるこれからの薬物相互作用マネジメント」
演 者： 大野 能之(東京大学医学部附属病院薬剤部)

市民講座
――――――――――――
9 月 13 日(土) 14:00-16:00

市民講座――――――――――――

B55 教室(2 号館地下 1 階)

市民講座 「薬のホント！食のホント！」
演 者： 今津 嘉宏(芝大門いまづクリニック 院長)
篠原 久仁子(フローラ薬局 代表取締役)
乙木 愛(フローラ薬局 管理栄養士)

17

社会薬学 (Jpn.j.Soc.Pharm.) Vol.33

一般演題

Suppl.

2014

――――――――― 一般演題―――――――――

9 月 14 日(日) 10：00－9 月 15 日(月・祝) 17：30
エントランスホール（1 号館 1 階及び 3 号館 1 階）
ポスター示説

奇数番号

9 月 14 日(日)

14：50－15：40

偶数番号

9 月 15 日(月・祝)

13：30－14：20

Ⅰ：教育に関する分野
P1

バイタルサイン・フィジカルアセスメント実習の評価

○秋山 伸二，酒井 郁也(松山大学薬学部 臨床薬学教
育研究センター)，山脇 孝(愛媛大学医学部 総合医学
教育センター)，山口 巧，高取 真吾(松山大学薬学部
臨床薬学教育研究センター)，田中 亮裕，荒木 博陽(愛
媛大学医学部 附属病院薬剤部)，高田 清式(愛媛大学
医学部 総合臨床研修センター)，小林 直人(愛媛大学
医学部 総合医学教育センター)，難波 弘行(松山大学
薬学部 臨床薬学教育研究センター)

P2

4 年次生のフィジカルアセスメント実習における技

○栫 福美，重光 美希(第一薬科大学

能習得の実情と習得に関連する要因の分析

野)，安藤 伸一郎(第一薬科大学

実務実習教育セン

ター)，小武家 優子(第一薬科大学
大光 正男(第一薬科大学

P3

社会薬学分

社会薬学分野)，

社会薬学分野,第一薬科大

学

実務実習教育センター)，吉武 毅人(第一薬科大

学

社会薬学分野)

認知行動療法的アプローチによる服薬支援を実践す

○渡邉 文之，椎名 未貴(日本大学薬学部,認知行動療

るための薬局薬剤師研修プログラムの構築

法的アプローチによる服薬支援研究会)，田沼 和紀
(株式会社カメガヤ,認知行動療法的アプローチによ
る服薬支援研究会)，前田 初代(認知行動療法的アプ
ローチによる服薬支援研究会)，内田 琴子(認知行動
療法的アプローチによる服薬支援研究会,仁成会高木
病院)，原 和夫(望星薬局)，亀井 美和子(日本大学薬
学部)

P4

薬学生におけるアレルギー児童キャンプ体験学習の

○小武家 優子，高橋 沙季，入江 良賢，木村 光太朗

参加報告および教育的効果の検討―第 43 回ふくおか

(第一薬科大学

病院サマーキャンプ―

正男(第一薬科大学
第一薬科大学

臨床薬学講座

臨床薬学講座

臨床薬学講座

ー)，吉武 毅人(第一薬科大学
薬学分野)
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実務実習教育センタ
臨床薬学講座
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ラジオ番組を利用した新たなコミュニケーション能

○神山 祐樹，遠藤 英里香，村舘 薫，伊藤 翼，森下

力開発教育システムの構築

慎吾(奥羽大学薬学部)，田中 瑞紀(郡山コミュニティ
放送（KOCO ラジ）)，藤田 愛理(㈱コスモファーマ)，
多根井 重晴(奥羽大学薬学部)，山本 郁男(前九州保
健福祉大学薬学部)，宇佐見 則行(奥羽大学薬学部,
北陸大学薬学部)

P6

薬剤師の英語力向上を目指した実践英語教育プログ

○梅田 純代，柳本 ひとみ，板倉 宏予，大野 拓恵，

ラム構築の試み

グレゴリー サムソノー，黒澤 菜穂子，山田 惠(北海
道薬科大学)

P7

変革の時代に応える薬剤師を輩出するためのリメデ

○呉 理紗子，石坂 裕之，田島 豊，松本 健吾，山下

ィアル教育の重要性～薬ゼミが考えるリメディアル

真功，今吉 奈穂，木村 允俊，佐々 龍範，佐々木 勇

教育のご提案～

輔，木暮 喜久子(学校法人医学アカデミー

薬学ゼミ

ナール)
P8

社会薬学的活動を視野に入れた有鉤条虫に関する卒

○牧 純，関谷 洋志，末廣 卓也，大西 俊輔，森田 有

業研究

貴，田中 千尋，中村 友紀，中村 円香(松山大学薬学
部感染症学研究室)，谷本 慎也(株）レデイ薬局)，玉
井 栄治(松山大学薬学部感染症学研究室)

P9

P10

薬学部学生の性格と社会的スキル―YG 性格検査と

○西本 亜沙美，高橋 瑞穂(東邦大学

臨床病態学研

KiSS-18 による検討―

究室)

薬剤師に求められる医療倫理―初期仏教の慈悲の観

○中村 洋司(株式会社田無薬品,高野山大学文学部)，

念より―

伊集院 一成(株式会社田無薬品,東京理科大学薬学
部)，上村 直樹，根岸 健一(東京理科大学薬学部)，
前谷 彰(高野山大学文学部)

Ⅱ：薬剤師業務に関する分野
P11

口腔内崩壊錠の服用実態調査

○菅野 敦之，青木 純子(明治薬科大学

地域医療コ

ース)，山﨑 映理香(とまと薬局)，石井 文由(明治薬
科大学

地域医療コース)

P12

服薬支援に関する患者の薬剤師に対する評価

○松浦 汐里，櫻井 秀彦(北海道薬科大学)

P13

服薬アドヒアランスと服薬阻害要因に関する実証研

○桂 志保里，小山内 康徳(北海道薬科大学)，木村 礼

究

志(㈱クリオネ)，高杉 公彦(センター薬局)，児玉 啓
史(（有）フォーサイト)，佐藤 大峰(ゆぐち薬局)，
櫻井 秀彦(北海道薬科大学)

P14

服薬アドヒアランスの向上のための基礎的研究

○松木 彩(北海道薬科大学)，佐々木 麻友，横川 加
寿男(メイプル調剤薬局)，櫻井 秀彦，古田 精一，島
森 美光(北海道薬科大学)，早瀬 幸俊(北海道薬科大
学,メイプル調剤薬局)
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保険薬局における患者属性と服薬指導評価に関する

○高山 晴好，櫻井 秀彦(北海道薬科大学)

調査研究
P16

ADHD 児に対する薬物治療に関して母親はどのような

○片瀬 創平，岸本 桂子(慶應義塾大学薬学部

社会

不安を抱えているのだろうか？

薬学講座)，海老原 毅，米山 明，長瀬 美香(心身障
害児総合医療療育センター)，福島 紀子(慶應義塾大
学薬学部

P17

社会薬学講座)

保険薬局調剤記録を用いた末梢循環改善薬リマプロ

○田代 康壽貴(まごころ薬局

ストアルファデクス製剤に関する服薬状況調査

(まごころ薬局

菊川店)，新納 靖規

道原店)，米田

博文(まごころ薬局

菊川店)，串田 一樹(昭和薬科大学)
P18

お薬手帳の活用率と今後の展望

○山口 拓也，須田 哲史，島田 昌典，稲田 学，松﨑
裕子，伊藤 一(株式会社イノベイションオブメディカ
ルサービス)，鈴木 順子(北里大学薬学部社会薬学部
門)

P19

インターネットがもたらす医薬品販売の将来

-問

題点の抽出とルールの効果について-

○渡辺 朋子，佐藤 有希(東邦大学薬学部)，大谷 勇
作 ( 医 療 環 境 情 報 研 究 所 ) ， Bachynsky
John(University of Alberta)，串田 一樹(昭和薬科
大学)

P20

漢方薬の飲みやすさと証との関係についての検討

○三宅 祐加(平成調剤薬局
子，大橋 哲也(平成調剤薬局

P21

岐大前店)，朝倉 恵美
本店)

精神疾患患者理解の共有化と薬剤師の「役割」
（第 67

○石田 悟(津軽保健生活協同組合･藤代健生病院)，佐

報）～非定型神経遮断薬の安全性と“人薬”につい

生 明雄(北海道保健企画・苫小牧ひまわり薬局)

て
P22

P23

精神疾患患者理解の共有化と薬剤師の「役割」
（第 68

○佐生 明雄(北海道保健企画・苫小牧ひまわり薬局)，

報）～患者と考える薬を使わない幻聴対策～

石田 悟(津軽保健生活協同組合・藤代健生病院)

長期処方患者の登録制度を用いた薬局薬剤師による

○赤沢 学(明治薬科大学,日本アプライド・セラピュ

介入効果評価

ーティクス学会保険薬局委員会)，山村 真一(日本ア
プライド・セラピューティクス学会保険薬局委員会,
保険薬局経営者連合会,プライマリーファーマシー)，
福岡 勝志(日本アプライド・セラピューティクス学会
保険薬局委員会,日本調剤株式会社)，緒方 宏泰(日本
アプライド・セラピューティクス学会保険薬局委員
会)

P24

薬剤師職能に関する検討―地域薬局のあり方につい

○赤木 佳寿子(一橋大学大学院社会学研究科・院)，

ての方向性と地域の人々のうけとる薬剤師の姿―

笠原 徳子(よつ葉薬局)
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薬剤師による腎機能を考慮した処方鑑査・疑義照会

○近藤 悠希，石塚 洋一(熊本大学大学院生命科学研

実施に影響する因子の分析

究部（薬学系） 薬剤情報分析学分野)，重盛 恵理(株
式会社南日本薬剤センター)，入倉 充(第一薬科大学
臨床薬剤学分野)，門脇 大介，平田 純生(熊本大学薬
学部

臨床薬理学分野,熊本大学薬学部附属育薬フロ

ンティアセンター)，前村 毅(株式会社南日本薬剤セ
ンター)，入江 徹美(熊本大学大学院生命科学研究部
（薬学系）

薬剤情報分析学分野,熊本大学薬学部附

属育薬フロンティアセンター)
P26

疑義照会記録データの分析：ハイリスク薬、診療科、 ○庄崎 沙耶(北海道薬科大学)，岩佐 洋之(ツルハ)，
処方変更に着目した検討

櫻井 秀彦(北海道薬科大学)，阿部 真也(ツルハ)，菅
原 仁(北海道薬科大学)，吉町 昌子(ツルハ)，野呂瀬
崇彦，島森 美光，早瀬 幸俊(北海道薬科大学)，後藤
輝明(ツルハ)

Ⅲ：薬局に関する分野
P27

地域薬局におけるプレアボイドによる患者貢献

○山本 広介，秦野 和樹，平野 統久，杉浦 伸哉(株
式会社

P28

保険医療におけるジェネリック医薬品の適正使用

スギ薬局)

○藤田 樹弘，藤田 幸恵，真崎 哲哉(フジタ薬局)，
鈴木 順子，矢後 和夫(北里大学薬学部)

P29

ジェネリック医薬品使用促進への取り組みとその効

○竹内 香(日本調剤

野毛薬局)，齋藤 浩昭(日本調

果

剤 （株） 横浜支店)，福岡 勝志(日本調剤 （株）
教育情報部)

P30

滋賀県湖南地域における保険薬局における OTC 等の

○横井 正之，外池 克成，村杉 紀明，福岡 美紀，村

質問・相談の実態調査

瀬 利恵子(（一社）びわこ薬剤師会びわこゼミナー
ル)，冨山 直樹(（一社）びわこ薬剤師会びわこゼミ
ナール,立命館大学薬学部)

P31

薬局機能に関する患者満足度に関する研究

○小関 有希乃，櫻井 秀彦(北海道薬科大学)

P32

調剤薬局の経営問題と医業経営コンサルタントの事

○鈴木 聡，桑原 雅毅，須田 稔，眞鍋 一((公社)医

業開発に関する考察

業経営コンサルタント協会東京支部調剤薬局研究会)

デッドストック医薬品の廃棄の現状

○中村 武夫(近畿大学薬学部)，蒲谷 亘(カバヤ薬

P33

局)，増田 信也(リバイバルドラッグ)，増井 政昭，
金井 郷太郎，守屋 大(カバヤ薬局)，安部 雅之，伊
内 秋夫(徳島県薬剤師会小松島支部)
P34

P35

地域包括診療料加算診療所との連携におけるかかり

○吉岡

つけ薬局の活動

まち薬局)，小林 豊子(静岡田町診療所)

一般用ロキソプロフェン Na 錠の品質評価ならびにイ

○久保 儀忠，下口谷 貴，八木 直美(北海道医療大学

ンターネットにおける販売方法に関する調査

薬学部)
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薬局の社会貢献～薬局は、女性の社会進出を支援で

○江端 さおり，山本 大介，深町 伸子，石川 直樹，

きるか～

豊島 研一，日高 玲於，鈴木 順子(北里大学薬学部社

中間報告

会薬学部門)
P37

首都圏薬局における災害対策の促進要因の分析

○岸本 桂子(慶應義塾大学薬学部

社会薬学講座)，

廣瀬 明香(日本赤十字社医療センター 薬剤部)，福島
紀子(慶應義塾大学薬学部

社会薬学講座)

Ⅳ：地域医療に関する分野
P38

在宅医療における介護職との連携状況と薬物治療アウト

○宮村 実沙紀，恩田 光子，倉橋 絢子，青木 友紀，

カムの関連~厚生労働科学研究からの報告~

廣岡 真里，生田 貴廣，藤井 真吾(大阪薬科大学 臨
床実践薬学研究室)，七海 陽子(アドバンス・ファーマリサ
ーチオフィス)，荒川 行生(大阪薬科大学 臨床実践薬
学研究室,国立保健医療科学院)，今井 博久(国立保健
医療科学院)

P39

在宅医療における医療職との連携状況と薬物治療アウト

○倉橋 絢子，恩田 光子，宮村 実沙紀，青木 友紀，

カムの関連 ~厚生労働科学研究からの報告~

廣岡 真理，生田 貴廣，藤井 真吾(大阪薬科大学 臨
床実践薬学研究室)，七海 陽子(アドバンス・ファーマリサ
ーチオフィス)，荒川 行生(大阪薬科大学 臨床実践薬
学研究室)，今井 博久(国立保健医療科学院)

P40

在宅医療における医師－薬剤師間での患者情報の共

○藤井 真吾，恩田 光子，平野 章光，春日 美香，高

有状況と、薬物治療アウトカムとの関連

田 百合菜，正野 貴子，岡本 夏実(大阪薬科大学 臨
床実践薬学研究室)，七海 陽子(アドバンス・ファーマリサ
ーチオフィス)，荒川 行生(大阪薬科大学 臨床実践薬
学研究室)，今井 博久(国立保健医療科学院)

P41

在宅医療に携わる薬剤師の現状調査～在宅医療を推

○佐野 敦彦(昭和大学 薬学部,田辺薬局株式会社)，

進する薬剤師教育プログラム作成に向けて～

伊藤 洵子，柴田 佳太，吉富 莉絵，中田 亜希子，赤
川 圭子，山元 俊憲(昭和大学 薬学部)

P42

訪問薬剤管理業務に関する薬剤師の意識調査

○塚本 篤史(株式会社 田無薬品)，伊集院 一成(株式
会社 田無薬品,東京理科大学)，根岸 健一(東京理科
大学)

P43

P44

在宅医療に関わる薬剤師の患者に対する直接接触行

○菊地 真実(早稲田大学大学院人間科学研究科,ふくろ

為の必要性の認識と行為頻度について

う薬局)

北海道における高齢者施設の処方薬管理に関する実

○近藤 千春(北海道薬科大)，西部 浩，阿部 倫子(北

態調査

日本調剤)，櫻井 秀彦(北海道薬科大)，杉森 祐子(日総
ふれあいケアサービス)，古田 精一，島森 美光(北海道
薬科大)，樋栄 邦直(北日本調剤)，小林 要(ほくたけＨ
Ｄ)，早瀬 幸俊(北海道薬科大,ほくたけＨＤ)

P45

介護老人保健施設における薬剤師の薬学的介入ポイン

○丸岡 弘治(医療法人協友会 介護老人保健施設 横

トの分析

浜あおばの里薬剤科)，岸本 桂子，福島 紀子(慶應義
塾大学 薬学部 社会薬学講座)
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地域包括ケアシステムでの医薬品適正使用に関する研

○榊原 幹夫(スギ薬局,名城大学薬学部病院薬学研究

究

室,NPO 法人医薬品適正使用推進機構)，髙瀬 義昌

～処方薬数削減による患者の QOL の向上～

(（医社）至髙会たかせクリニック)，亀井 浩行(名城大学
薬学部病院薬学研究室)，鍋島 俊隆(NPO 法人医薬品
適正使用推進機構,名城大学薬学部地域医療薬局学講
座)
P47

訪問薬局における 6 年間の在宅患者追跡調査

○立岡 雅子(ひかわ調剤薬局（柳原訪問薬局研修
生）)，織田 靖子，伊藤 久仁子，坂田 純子(柳原訪問薬
局)

P48

在宅での服薬支援１７年の実践から

○安田 幸子，針田 昌子，中西 剛明，中西 晶子(菜の
花薬局)

P49

P50

P51

P52

在宅医療で求められる薬剤師力 ～在宅カンファに参

○大水 瑛子，野藤 なつみ，阿部 恵，平岡 沙織，舛甚

加して～

路子(大野あけぼの薬局)

医療材料供給における薬剤師の役割 ～ 他職種連携

○平岡 沙織，野藤 なつみ，大水 瑛子，臺丸谷 卓，舛

を通して ～

甚 路子(大野あけぼの薬局)

地域住民参加型健康イベント参加者に対する糖尿病に

○木谷 司(調剤薬局ツルハドラッグ岩見沢大和店)，阿

関する啓蒙活動報告 ～自己血糖測定と HbA1c 測定を

部 真也，佐々木 壮大，杉山 裕之，吉町 昌子，後藤

通して～

輝明(株式会社ツルハ 調剤運営本部)

地域住民参加型健康イベント参加者における、自己採

○十河 弘樹(調剤薬局ツルハドラッグ 中の島店)，阿部

血セルフチェックの実施状況及び啓蒙活動報告

真也，佐々木 壮大，杉山 裕之，吉町 昌子，後藤 輝
明(株式会社ツルハ 調剤運営本部)

P53

P54

地域住民参加型健康イベントにおける多種のセルフチ

○伊藤 侑(調剤薬局ツルハドラッグ 小樽店)，阿部 真

ェック体験によるセルフメディケーションに対する啓蒙活

也，佐々木 壮大，杉山 裕之，吉町 昌子，後藤 輝明

動の試み

(株式会社ツルハ 調剤運営本部)

セルフメディケーションに薬剤師が関わる有益性の探索

○松本 亜里沙，柴田 佳大，赤川 圭子(昭和大学 薬学

－市販の胃薬購入者を対象として－

部 社会健康薬学講座 地域医療薬学部門)，中村 明弘
(昭和大学 薬学部 薬物療法学講座 薬剤学部門)，山
元 俊憲(昭和大学 薬学部 薬物療法学部門 臨床薬学
部門)，倉田 なおみ(昭和大学 薬学部 社会健康薬学
講座 地域医療薬学部門)

P55

店頭における医療機関を明示した受診勧奨の試み

○板倉 侑美，野口 朋美，財津 十和子，佐藤 佳代
子，櫻井 研，平野 統久，杉浦 伸哉(株式会社スギ薬
局)

P56

地域連携で取り組む共同薬物治療管理の現状と課題

○原 和夫(昭和大学薬学部)，深井 麻子，渡邉 文之
(日本大学薬学部)，倉田 なおみ(昭和大学薬学部)，亀
井 美和子(日本大学薬学部)

P57

多摩直下型地震に対する事業継続計画（BCP）の策定

○園部 尭仁(株式会社 田無薬品)，吉山 友二(北里大

による職員間の災害対応の意識変化

学 薬学部)，根岸 健一(東京理科大学 薬学部)，伊集
院 一成(株式会社 田無薬品,東京理科大学 薬学部)
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薬剤師会と大学との協働による子育て支援事業から見

○辻 華子(神戸薬科大学 薬学臨床教育センター)，笠

えてきた母親と薬剤師とのコミュニケーションエラーとそ

谷 君代，坂口 知子，中川 素子，野口 栄(播磨薬剤師

の対応策の試行

会)，長谷川 由佳，三木 有咲(神戸薬科大学 薬学臨床
教育センター)，水田 恵美，矢羽野 早代(播磨薬剤師
会)，波多江 崇(神戸薬科大学 薬学臨床教育センター)

P59

これからの薬局機能と薬剤師職能・職責－OTC の適正

○羽田 正純(株式会社ココカラファイン 人財採用部)，

供給・適正使用を通じた地域貢献のために－

鈴木 順子(北里大学 薬学部)

Ⅴ：公衆衛生活動に関する分野
P60

札幌市における薬物乱用防止教室及びくすり教育に関

○中山 章(札幌学校薬剤師会,北海道医療大学薬学

する実施状況と教育資材作成を通じた健康教育への取

部)，齊藤 倫子(北海道医療大学薬学部)，飛山 毅(札幌

り組み

学校薬剤師会,札幌薬剤師会)，高村 茂生，田中 稔泰
(札幌学校薬剤師会)，田中 早苗，狩谷 良孝(札幌学校
薬剤師会,札幌薬剤師会)，横山 峰雄(札幌薬剤師会)，
唯野 貢司(北海道医療大学薬学部)，宮下 元樹(札幌学
校薬剤師会)

P61

向精神薬における薬物乱用並びに薬物依存の現状とそ

○浦田 千裕，宮本 法子(東京薬科大学薬学部)

の対策
P62

小・中学生への継続的な防煙授業の取り組みによる効

○谷口 美保子，沼久内 祐子(神戸薬科大学 臨床薬学

果と今後の課題

研究室)，波多江 崇(神戸薬科大学 薬学臨床教育セン
ター)，八木 敬子，江本 憲昭(神戸薬科大学 臨床薬学
研究室)

P63

医療系大学における薬物乱用防止啓発活動にについ

○小島 尚(帝京科学大学)，宮澤 眞紀(神奈川県衛生研

て

究所)，井上 みち子(東京薬科大学)，西澤 啓子，堀江
勉(足立区薬剤師会)，坂口 武洋(川村学園女子大学)，
安田 一郎(東京薬科大学)

P64

薬物乱用防止啓発活動による一般市民の意識調査～

○田口 真穂(横浜薬科大学,(一社)横浜市薬剤師会)，

第２回「薬物乱用防止キャンペーン」in 横濱より～

寺師 三千彦((一社)横浜市薬剤師会)，高橋 和彦，埴岡
伸光，森 和也，宇佐美 英治，篠塚 達雄(横浜薬科大
学)，向井 秀人((一社)横浜市薬剤師会)

P65

学園祭を利用した薬物乱用防止啓発活動－薬物乱用

○宇佐見 則行(北陸大学薬学部,奥羽大学薬学部)，遠

防止教育を皆で考える－

藤 英里香，村舘 薫，伊藤 翼，森下 慎吾，多根井 重
晴(奥羽大学薬学部)，山本 郁男(前九州保健福祉大学
薬学部)

P66

医療情報の需要と薬剤師の役割

○安澤 直幸，須田 哲史，島田 昌典，稲田 学，松﨑
裕子，伊藤 一(（株）イノベイションオブメディカルサービ
ス)，鈴木 順子(北里大学薬学部社会薬学部門)
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Ⅵ：安全に関する分野
P67

インターネットを介した医療用性感染症治療薬の個人輸

○大塚 邦子(横浜薬科大学 感染予防学研究室,昭和

入における問題点

大学医学部薬理学講座臨床薬理学部門)，内田 直樹
(昭和大学医学部薬理学講座臨床薬理学部門)，小林
真一(昭和大学臨床薬理研究所)，安原 一(昭和大学医
学・医療振興財団)，細野 哲司，鈴木 啓太郎(横浜薬科
大学 感染予防学研究室)

P68

医師、薬剤師によるサリドマイド製剤安全管理手順

○服部 祥子(大阪大学薬学部)，白國 優子，山口 進

（TERMS®）の評価アンケートに対する時系列共起ネット

康，服部 千鶴子(大阪大学大学院薬学研究科)，加藤

ワーク解析

平太(大阪大学薬学部)，久保 輝佳(大阪大学大学院薬
学研究科)，高木 達也(大阪大学大学院薬学研究科,大
阪大学微生物病研究所)，那須 正夫(大阪大学大学院
薬学研究科)

P69

医療過誤を起こした薬剤師の職業復帰とその対応

○下根 光香子，岸本 桂子，福島 紀子(慶應義塾大学
薬学部 社会薬学講座)

P70

がん化学療法時に併発する口内炎に対する予防研究

○寒河江 照美(一般財団法人慈山会医学研究所付属
坪井病院)，深町 伸子(北里大学薬学部)，田崎 政則，
佐藤 孝行(一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井
病院)，鈴木 順子(北里大学薬学部)

P71

海外における HPV ワクチン副反応被害報告と補償・訴

○片平 洌彦(新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研

訟の実態（第 1 報）

究科,健和会 臨床・社会薬学研究所)，榎 宏朗(新潟医
療福祉大学大学院 医療福祉学研究科)

Ⅶ：法律・制度に関する分野
P72

P73

P74

P75

P76

医療過誤裁判から考察する薬剤師の役割－１ 医療へ

○鎌形 祐介，牛方 加菜，早苗 栞里，田中 咲希，平

の不信から治療を拒否する患者と薬剤師

賀 秀明，秋本 義雄(東邦大学薬学部)

医療過誤裁判から考察する薬剤師の役割－２ 薬剤に

○早苗 栞里，牛方 加菜，鎌形 祐介，田中 咲希，平

よる副作用が予想される患者と薬剤師

賀 秀明，秋本 義雄(東邦大学薬学部)

医療過誤裁判から考察する薬剤師の役割－３ 薬剤師

○田中 咲希，牛方 加菜，鎌形 祐介，早苗 栞里，平

による記録の重要性

賀 秀明，秋本 義雄(東邦大学薬学部)

医療過誤裁判から考察する薬剤師の役割－４ 患者又

○牛方 加菜，鎌形 祐介，早苗 栞里，田中 咲希，平

は看護者からの情報収集及び薬学的指導のあり方

賀 秀明，秋本 義雄(東邦大学薬学部)

医療過誤裁判から考察する薬剤師の役割－５ 薬局薬

○大橋 綾子(株・健栄 みずき薬局成田店)，平賀 秀

剤師に患者又は看護者からの情報収集及び薬学的指

明，秋本 義雄(東邦大学薬学部)

導
P77

医事関係訴訟における提訴期間，訴訟期間及び解決期

○平賀 秀明，秋本 義雄(東邦大学薬学部医療薬学教

間の関連性とそれら期間に影響を与える要因について

育センター薬事法学研究室)

の分析
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P78

改正薬剤師法が与える薬剤師業務への影響の考察

○秋本 義雄，平賀 秀明(東邦大学薬学部)

P79

裁判事例とヒヤリ・ハット解析から、新たなチーム医療モ

○塩入 葵，鈴木 政雄(帝京平成大学薬学部)

デル提案への異種学問領域の融合
Ⅷ：情報に関する分野
P80

デジタルサイネージ(DS)が薬局での患者待機時間に与

○上村 直樹，翁長 みどり(東京理科大学薬学部,富士

える効果

見台調剤薬局)，渡辺 ゆりか，根岸 健一(東京理科大学
薬学部)

P81

P82

獣医療における抗がん剤の安全な取扱い～ヒト用抗が

○鈴木 門之，岸本 桂子，福島 紀子(慶應義塾大学

ん剤添付文書における取扱いに関する記載の調査～

薬学部 社会薬学講座)

病院・薬局から見た医療用医薬品卸の機能―情報提供

○櫻井 秀彦(北海道薬科大学)，恩田 光子(大阪薬科大

サービスの実証を中心に―

学)，丹野 忠晋(跡見学園女子大学)，林 行成(広島国際
大学)，山田 玲良(札幌大学)

Ⅸ：その他
P83

東京薬科大学ボランティア団体 IVOLEA の設立と活動

○浅見 友一(東京薬科大学・薬学部)，渡邉 那奈(八王

報告

子薬剤センター薬局)，井上 恵太，細川 加奈子，臼澤
良一，多田 一彦(特定非営利活動法人 遠野まごころネ
ット)，宮本 法子(東京薬科大学・薬学部)

P84

薬学生による地域交流～アロマセラピーを用いた実践

○丸山 健，増田 早紀，西部 有香，吉村 太志，黛 省

活動を通して～

吾，光永 健太，山田 哲也，田中 祥子，宮本 法子(東
京薬科大学 薬学部)

P85

原子力発電所事故時の安定ヨウ素剤に関する当面の課

○功刀 恵美子(ぷらんたん薬局ささや)，鈴木 晃代，佐

題と薬剤師の役割

藤 典子，遠藤 きよ子，高橋 まり子(ぷらんたん薬局)，
佐藤 政男(元徳島文理大学薬学部)

P86

UDP-N-アセチルグルコサミンのグルクロン酸抱合に対

○百武 郁美，佐藤 隆司，渡辺 一弘(北海道薬科大学)

する影響
P87

ワルファリンの CYP 活性に及ぼす EGCG の影響
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○石黒 由梨，佐藤 隆司，渡辺 一弘(北海道薬科大学)

