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一般演題　口頭発表

■口頭発表1 医療安全対策、リスクマネジメント（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第6会場（海峡メッセ下関　8階　801会議室）

座長：山口県薬剤師会　理事　　相本　由美

O-01-1 トシリズマブ患者サポートプログラム「ビリーブ」の有用性の検討
株式会社深井薬局　聖園調剤薬局［北海道］　　若林　昭敬

O-01-2 透析患者の処方監査業務に効果があったヒヤリ・ハット対策の一例
～疑義照会件数からの調査～

八王子薬剤センター薬局［東京都］　　大瀧　　翔

O-01-3 地域支援体制加算とプレアボイド報告収集事業
一般社団法人　久留米三井薬剤師会［福岡県］　　杉本奈緒美

O-01-4 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30年度疑義照会事例収集事業報告-

公益社団法人鹿児島県薬剤師会　医療安全委員会［鹿児島県］　　岸本　　真

O-01-5 ＰＡＤＣ法で「副作用報告」「ヒヤリハット」「プレアボイド報告」を身近で魅力あるものに
する取組。

島根県薬剤師会鹿足支部［島根県］　　三浦　謙二

O-01-6 プレアボイド報告の質的評価
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］　　小島　昌徳

■口頭発表2 医療安全対策、リスクマネジメント（2）、副作用、相互作用、イベントモニタリング
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第6会場（海峡メッセ下関　8階　801会議室

座長：山口県薬剤師会　保険薬局部会理事　　大坪　泰昭

O-02-1 調剤業務トータル支援ＩＴシステムの開発（第32報）
「理想の解析ソフト確立に向けた検討」

すずらん薬局［奈良県］　　南　　陽介

O-02-2 愛知県薬剤師会流プレアボイド事例収集の効率的手法について
一般社団法人愛知県薬剤師会　開局部会　調剤過誤分科会［愛知県］　　梶浦宏太郎

O-02-3 薬の副作用を捉えるデータサイエンス－日本の公開データ活用の現状と今後の課題－
大鵬薬品工業株式会社［東京都］　　澤田　克彦

O-02-4 特定の患者背景を考慮した抗不整脈薬の選択とモニタリング
医療法人社団悠仁会　後藤病院［広島県］　　井上　映子

O-02-5 ランソプラゾールによるCollagenouscolitisが疑われた症例に対し薬局薬剤師として介
入を行った1例

株式会社友愛メディカル　友愛薬局　松戸駅前店［千葉県］　　関根　大介

■口頭発表3 薬学教育、実務実習（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：北海道薬剤師会　副会長　　斉藤　晃雄
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モーニングセミナー 10 月 14 日（月・祝）　8:00 ～ 8:50

■モーニングセミナー 1 本当は怖くて楽しい吸入支援～あなたの指導大丈夫？
第2会場（下関市民会館　2階　中ホール）

座長：山口県済生会下関総合病院　副院長兼呼吸器科科長　　小畑　秀登

MS1
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　呼吸器内科　病院教授　　駒瀬　裕子

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

■モーニングセミナー 2 より良い地域連携のための当院の取り組み 
－抗がん剤治療を中心にー

第4会場（海峡メッセ下関　10階　国際会議場）

座長：独立行政法人　労働者健康安全機構　山口労災病院　薬剤部長　　船越　幸代

MS2
広島大学病院　教授・薬剤部長　　松尾　裕彰

共催：日本ケミファ株式会社

■モーニングセミナー 3 薬剤師として知っておきたい関節リウマチ治療の現在  
～生物学的製剤の安全性を含めて～

第8会場（下関市生涯学習プラザ　1-2階　海のホール）

座長：山口大学医学部附属病院　薬剤部　薬剤部長/教授　　北原　隆志

MS3
九州大学大学院医学研究院　医学教育講座　教授　　新納　宏昭

共催：田辺三菱製薬株式会社

■モーニングセミナー 4 地域連携からの無菌調製～保険薬局での抗がん剤調製への取り組み～
第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：株式会社成和薬局　　戸田　康紀

MS4
徳永薬局株式会社　　小林　輝信

共催：日科ミクロン株式会社

■モーニングセミナー 5 リウマチ治療薬、なぜこんなに多い？  
～医師が期待、本当に必要な薬剤指導とは～

第16会場（シーモール　4階　シーモールホールA+B）

座長：東北大学病院　教授・薬剤部長　　眞野　成康

MS5
東北大学病院臨床研究センター　特任教授　　石井　智徳

共催：アッヴィ合同会社
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■口頭発表6 健康サポート薬局（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：山口県薬剤師会　常務理事　　原　　洋司

O-06-1 健康サポート薬局の取組　その３
保険調剤薬局　つつみ［宮崎県］　　高山日出美

O-06-2 「健康サポート薬局」に対する意識調査と今後の課題
ベル薬局　伊野店［高知県］　　大久保紗世子

O-06-3 健康サポート薬局における健康サポートの効果の研究～パイロットスタディ～
ウエサカ薬局［埼玉県］　　細野美佐子

O-06-4 メディカルモール内薬局における臨床判断と受診勧奨
タイヘイ薬局　メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　伊藤　智平

O-06-5 健康サポート薬局として配食部門開始から２年目。服薬管理ならびに他職種との連携等へ
の取り組み

くすりのみずしま薬局［北海道］　　佐々木　寛

■口頭発表7 健康サポート薬局（2）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：北海道薬剤師会　常務理事／（株）なの花北海道　代表取締役社長　　大倉　　康

O-07-1 当薬局における健康イベントの状況と課題
ひがし調剤薬局［青森県］　　沢目　智香

O-07-2 生きいきと自分らしく生きるために～地域の検診率を上げるお手伝い～
地域社会に貢献できる薬局を目指して

(株)ヤマザワ薬品　仙台本部［宮城県］　　上畑日登美

O-07-3 地域活動による境港市健診へのＤＸＡ導入について
増谷薬局蓮池店［鳥取県］　　増谷美喜子

O-07-4 臨床推論に繋がる病態生理研修が薬局薬剤師の服薬指導や健康相談に与えた変化の調査
株式会社　なの花西日本［大阪府］　　桑島　俊惠

O-07-5 Pepperが薬局から飛び出した２～薬剤師とコラボ始めたよ！～
株式会社オオノ　ひかり薬局・プラザ薬局［宮城県］　　今　真都香

■口頭発表8 災害医療、危機管理（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　理事　　家本亜希子

O-08-1 薬剤師職能に期待する災害時公衆衛生活動に関する研究～避難所における対物衛生管理～
帝京大学大学院公衆衛生学研究科（研究員）［東京都］　　桑名　由佳

O-08-2 災害時における学校薬剤師の公衆衛生活動のためのマニュアル作成について
（公社）熊本県薬剤師会　公衆衛生・学校保健委員会［熊本県］　　平山　秀幸

O-08-3 行政薬剤師のための災害時生活衛生対策研修
大阪府健康医療部［大阪府］　　辻野　悦次
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O-03-1 時間外電話相談内容の傾向と新人薬剤師の教育指導への活用について
福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］　　松本　　茜

O-03-2 薬剤師在宅医療推進事業における研修会のありかたについて
一志調剤薬局 新町店［三重県］　　瀧　　千尋

O-03-3 八尾市実務実習における代表的な8疾患の理解度調査～地域チーム医療を担う薬剤師養成
プログラム八尾ユニットでの取り組み～

一般社団法人八尾市薬剤師会［大阪府］　　奥村　隆司

O-03-4 シナリオ・シミュレーション教育の導入
－多人数を対象とした双方向型授業を目指して－

鈴鹿医療科学大学［三重県］　　八重　徹司

O-03-5 薬学的基礎知識向上への取り組み～入社１年目～３年目薬剤師知識到達度確認試験の結
果からみる今後の教育課題の考察～

協和ケミカル株式会社［愛知県］　　森　　弘考

■口頭発表4 薬学教育、実務実習（2）、薬剤管理、病棟薬剤業務
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：岩国市医療センター医師会病院　薬剤部長　　木本　和伸

O-04-1 実務実習事前実習における模擬薬局を活用した患者・来局者応対と服薬指導の有用性の検討
北里大学薬学部［東京都］　　川上　美好

O-04-2 改訂コアカリに基づく薬局実務実習における８疾患への対応状況
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　高木　淳一

O-04-3 当院における医薬品等破損の実態調査
加古川中央市民病院　薬剤部［兵庫県］　　岡崎　彰仁

O-04-4 頻脈症状に対する薬剤選択に介入したWPW症候群の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院薬剤部［大分県］　　山代　栄士

O-04-5 山口県病院薬剤師会診療報酬対策特別委員会活動（第三報）
山口県病院薬剤師会　診療報酬対策特別委員会［山口県］　　久保田厚子

■口頭発表5 がん化学療法・緩和医療、感染対策、HIV
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：（独）国立病院機構　岩国医療センター　薬剤部長　　松久　哲章

O-05-1 品川薬剤師会会員による患者評価の業務標準化に向けた挑戦
一般社団法人品川薬剤師会［東京都］　　原山真理子

O-05-2 高用量オピオイド注射薬から貼付剤にオピオイドスイッチングした症例
ピノキオ薬局　忠節店［岐阜県］　　蓮田　明文

O-05-3 レンバチニブ有害事象への対応～病院研修でつながった顔の見える関係を活かして～
ひかり薬局 台原［宮城県］　　新谷　裕子

O-05-4 外来化学療法による副作用対策に向けた指導平準化の取組み
薬局マツモトキヨシ 草加三丁目店［埼玉県］　　大石　卓也

O-05-5 インフルエンザの予防接種啓蒙と治療の経済性について
一般社団法人横浜市薬剤師会［神奈川県］　　山田　真幸
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■口頭発表6 健康サポート薬局（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：山口県薬剤師会　常務理事　　原　　洋司

O-06-1 健康サポート薬局の取組　その３
保険調剤薬局　つつみ［宮崎県］　　高山日出美

O-06-2 「健康サポート薬局」に対する意識調査と今後の課題
ベル薬局　伊野店［高知県］　　大久保紗世子

O-06-3 健康サポート薬局における健康サポートの効果の研究～パイロットスタディ～
ウエサカ薬局［埼玉県］　　細野美佐子

O-06-4 メディカルモール内薬局における臨床判断と受診勧奨
タイヘイ薬局　メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　伊藤　智平

O-06-5 健康サポート薬局として配食部門開始から２年目。服薬管理ならびに他職種との連携等へ
の取り組み

くすりのみずしま薬局［北海道］　　佐々木　寛

■口頭発表7 健康サポート薬局（2）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：北海道薬剤師会　常務理事／（株）なの花北海道　代表取締役社長　　大倉　　康

O-07-1 当薬局における健康イベントの状況と課題
ひがし調剤薬局［青森県］　　沢目　智香

O-07-2 生きいきと自分らしく生きるために～地域の検診率を上げるお手伝い～
地域社会に貢献できる薬局を目指して

(株)ヤマザワ薬品　仙台本部［宮城県］　　上畑日登美

O-07-3 地域活動による境港市健診へのＤＸＡ導入について
増谷薬局蓮池店［鳥取県］　　増谷美喜子

O-07-4 臨床推論に繋がる病態生理研修が薬局薬剤師の服薬指導や健康相談に与えた変化の調査
株式会社　なの花西日本［大阪府］　　桑島　俊惠

O-07-5 Pepperが薬局から飛び出した２～薬剤師とコラボ始めたよ！～
株式会社オオノ　ひかり薬局・プラザ薬局［宮城県］　　今　真都香

■口頭発表8 災害医療、危機管理（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　理事　　家本亜希子

O-08-1 薬剤師職能に期待する災害時公衆衛生活動に関する研究～避難所における対物衛生管理～
帝京大学大学院公衆衛生学研究科（研究員）［東京都］　　桑名　由佳

O-08-2 災害時における学校薬剤師の公衆衛生活動のためのマニュアル作成について
（公社）熊本県薬剤師会　公衆衛生・学校保健委員会［熊本県］　　平山　秀幸

O-08-3 行政薬剤師のための災害時生活衛生対策研修
大阪府健康医療部［大阪府］　　辻野　悦次
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O-03-1 時間外電話相談内容の傾向と新人薬剤師の教育指導への活用について
福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］　　松本　　茜

O-03-2 薬剤師在宅医療推進事業における研修会のありかたについて
一志調剤薬局 新町店［三重県］　　瀧　　千尋

O-03-3 八尾市実務実習における代表的な8疾患の理解度調査～地域チーム医療を担う薬剤師養成
プログラム八尾ユニットでの取り組み～

一般社団法人八尾市薬剤師会［大阪府］　　奥村　隆司

O-03-4 シナリオ・シミュレーション教育の導入
－多人数を対象とした双方向型授業を目指して－

鈴鹿医療科学大学［三重県］　　八重　徹司

O-03-5 薬学的基礎知識向上への取り組み～入社１年目～３年目薬剤師知識到達度確認試験の結
果からみる今後の教育課題の考察～

協和ケミカル株式会社［愛知県］　　森　　弘考

■口頭発表4 薬学教育、実務実習（2）、薬剤管理、病棟薬剤業務
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：岩国市医療センター医師会病院　薬剤部長　　木本　和伸

O-04-1 実務実習事前実習における模擬薬局を活用した患者・来局者応対と服薬指導の有用性の検討
北里大学薬学部［東京都］　　川上　美好

O-04-2 改訂コアカリに基づく薬局実務実習における８疾患への対応状況
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　高木　淳一

O-04-3 当院における医薬品等破損の実態調査
加古川中央市民病院　薬剤部［兵庫県］　　岡崎　彰仁

O-04-4 頻脈症状に対する薬剤選択に介入したWPW症候群の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院薬剤部［大分県］　　山代　栄士

O-04-5 山口県病院薬剤師会診療報酬対策特別委員会活動（第三報）
山口県病院薬剤師会　診療報酬対策特別委員会［山口県］　　久保田厚子

■口頭発表5 がん化学療法・緩和医療、感染対策、HIV
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：（独）国立病院機構　岩国医療センター　薬剤部長　　松久　哲章

O-05-1 品川薬剤師会会員による患者評価の業務標準化に向けた挑戦
一般社団法人品川薬剤師会［東京都］　　原山真理子

O-05-2 高用量オピオイド注射薬から貼付剤にオピオイドスイッチングした症例
ピノキオ薬局　忠節店［岐阜県］　　蓮田　明文

O-05-3 レンバチニブ有害事象への対応～病院研修でつながった顔の見える関係を活かして～
ひかり薬局 台原［宮城県］　　新谷　裕子

O-05-4 外来化学療法による副作用対策に向けた指導平準化の取組み
薬局マツモトキヨシ 草加三丁目店［埼玉県］　　大石　卓也

O-05-5 インフルエンザの予防接種啓蒙と治療の経済性について
一般社団法人横浜市薬剤師会［神奈川県］　　山田　真幸
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O-11-3 在宅がん化学療養生活を安全に支える為に
有限会社　渡辺薬局［山口県］　　渡辺　智子

O-11-4 多職種と連携した薬局薬剤師の在宅訪問業務の推進について
公益社団法人静岡県薬剤師会［静岡県］　　河西きよみ

O-11-5 在宅薬剤業務におけるバイタルサイン(新バイタルサイン)導入について
昭和薬科大学［東京都］　　長南　謙一

■口頭発表12 医薬品適正使用（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／山口県済生会下関総合病院薬剤部　薬剤部長　　中村　英治

O-12-1 小児の誤飲に関する調査
株式会社レデイ薬局［香川県］　　佐々木莉佳

O-12-2 服薬情報提供書を活用したより良い医薬連携を目指して～処方提案採用事例からの考察～
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　鶴田　達也

O-12-3 当院におけるアセトアミノフェン高用量投与患者の肝機能検査の実施状況について
焼津市立総合病院［静岡県］　　渡部　紘三

O-12-4 レセプトデータを用いた八王子市の保険薬局における腎機能低下時に注意が必要な薬剤
の処方状況の調査

八王子薬剤センター駅前薬局［東京都］　　小林　祐希

O-12-5 薬学管理料の効果調査について
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

■口頭発表13 医薬品適正使用（2）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：一般社団法人　山口県薬剤師会　理事　　藤本　孝司

O-13-1 薬剤耐性対策アクションプランに対する薬剤師の意識変化調査とワークショップ
一般社団法人岡山県薬剤師会学術委員［岡山県］　　加藤　景三

O-13-2 朝霞地区をモデルとして薬剤師会、保険者、医師会及び大学が協働して行った患者のため
の相談事業（ポリファーマシー対策）

一般社団法人朝霞地区薬剤師会［埼玉県］　　畑中　典子

O-13-3 「レセプトデータを利用した、薬剤師による『多量服薬者訪問相談事業』の結果について」
一般社団法人長崎県薬剤師会［長崎県］　　下坂　　健

O-13-4 処方の疑義照会・確認の簡素化対応の導入～調剤薬局と病院内調剤対応の個別化～
国立病院機構広島西医療センター［広島県］　　尾崎　誠一

O-13-5 病棟における次亜塩素酸ナトリウムの使用実態とその対策
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　白木　尚美

■口頭発表14 医薬品適正使用（3）、後発医薬品、薬剤疫学
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口大学医学部附属病院薬剤部　薬剤主査　　税所　篤行
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O-08-4 小型飛行機を利用した災害時の医薬品・薬剤師の輸送
一般社団法人福島薬剤師会［福島県］　　直箟　晋一

O-08-5 調剤薬局における災害対処一例～クロノロジーを振り返って～
センター薬局上川店［北海道］　　石田　絢也

■口頭発表9 災害医療、危機管理（2）、環境、公衆衛生
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：地方独立行政法人　山口県立病院機構　山口県立総合医療センター　薬剤部　部長　　白野　陽正

O-09-1 墨田区薬剤師会における薬剤師の災害対応力向上への取組み
一般社団法人墨田区薬剤師会［東京都］　　吉田　香里

O-09-2 ハリケーンIdai被害に対するモザンビークでの国際緊急援助隊医療チームによる医療支
援活動の紹介

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］　　恵谷　誠司

O-09-3 日本の生活者における情報源としての薬剤師の利用と健康行動開始との関連の分析
東京大学大学院薬学系研究科 ITヘルスケア社会連携講座［東京都］　　野々村拡展

O-09-4 放射線ファーマシストが行う福島県民相談応需活動に関する調査研究
一般社団法人福島県薬剤師会［福島県］　　鍛治内大輔

■口頭発表10 在宅医療、介護福祉（1）
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：北海道薬剤師会　厚生堂調剤薬局　　香川　隆樹

O-10-1 在宅療養において、継続フォローすることでPIMsの発見により個別最適化に繋がった一例
和駅東調剤薬局［和歌山県］　　谷畑　正志

O-10-2 経口補水液が患者の命を救ったプレアボイド症例　－原点は薬剤師の機転から－
株式会社いずみ薬局［滋賀県］　　太田　　司

O-10-3 練馬区における薬局薬剤師と高齢者の在宅医療に対する認識の違いと今後の可能性
アスカ薬局［東京都］　　佐谷　怜子

O-10-4 チームで取り組む在宅医療
アオノ薬局ふみはま店［千葉県］　　小林七菜子

O-10-5 長野県薬剤師会における在宅医療参画支援の取り組み
-在宅に行こう　行ってどうする　ガイドブックをバージョンアップ報告-

一般社団法人長野薬剤師会介護保険委員会［長野県］　　若田　直樹

■口頭発表11 在宅医療、介護福祉（2）
10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　保険薬局部会　理事　　田村　有基

O-11-1 失敗事例から考えた患者に寄り添う在宅医療
（株）ひまわり薬局千代原店［京都府］　　古和田千寿

O-11-2 千葉市在宅医療介護対応薬剤師認定事業を受託して～ 3年目の検証～
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
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O-11-3 在宅がん化学療養生活を安全に支える為に
有限会社　渡辺薬局［山口県］　　渡辺　智子

O-11-4 多職種と連携した薬局薬剤師の在宅訪問業務の推進について
公益社団法人静岡県薬剤師会［静岡県］　　河西きよみ

O-11-5 在宅薬剤業務におけるバイタルサイン(新バイタルサイン)導入について
昭和薬科大学［東京都］　　長南　謙一

■口頭発表12 医薬品適正使用（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／山口県済生会下関総合病院薬剤部　薬剤部長　　中村　英治

O-12-1 小児の誤飲に関する調査
株式会社レデイ薬局［香川県］　　佐々木莉佳

O-12-2 服薬情報提供書を活用したより良い医薬連携を目指して～処方提案採用事例からの考察～
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　鶴田　達也

O-12-3 当院におけるアセトアミノフェン高用量投与患者の肝機能検査の実施状況について
焼津市立総合病院［静岡県］　　渡部　紘三

O-12-4 レセプトデータを用いた八王子市の保険薬局における腎機能低下時に注意が必要な薬剤
の処方状況の調査

八王子薬剤センター駅前薬局［東京都］　　小林　祐希

O-12-5 薬学管理料の効果調査について
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

■口頭発表13 医薬品適正使用（2）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：一般社団法人　山口県薬剤師会　理事　　藤本　孝司

O-13-1 薬剤耐性対策アクションプランに対する薬剤師の意識変化調査とワークショップ
一般社団法人岡山県薬剤師会学術委員［岡山県］　　加藤　景三

O-13-2 朝霞地区をモデルとして薬剤師会、保険者、医師会及び大学が協働して行った患者のため
の相談事業（ポリファーマシー対策）

一般社団法人朝霞地区薬剤師会［埼玉県］　　畑中　典子

O-13-3 「レセプトデータを利用した、薬剤師による『多量服薬者訪問相談事業』の結果について」
一般社団法人長崎県薬剤師会［長崎県］　　下坂　　健

O-13-4 処方の疑義照会・確認の簡素化対応の導入～調剤薬局と病院内調剤対応の個別化～
国立病院機構広島西医療センター［広島県］　　尾崎　誠一

O-13-5 病棟における次亜塩素酸ナトリウムの使用実態とその対策
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　白木　尚美

■口頭発表14 医薬品適正使用（3）、後発医薬品、薬剤疫学
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口大学医学部附属病院薬剤部　薬剤主査　　税所　篤行
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O-08-4 小型飛行機を利用した災害時の医薬品・薬剤師の輸送
一般社団法人福島薬剤師会［福島県］　　直箟　晋一

O-08-5 調剤薬局における災害対処一例～クロノロジーを振り返って～
センター薬局上川店［北海道］　　石田　絢也

■口頭発表9 災害医療、危機管理（2）、環境、公衆衛生
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：地方独立行政法人　山口県立病院機構　山口県立総合医療センター　薬剤部　部長　　白野　陽正

O-09-1 墨田区薬剤師会における薬剤師の災害対応力向上への取組み
一般社団法人墨田区薬剤師会［東京都］　　吉田　香里

O-09-2 ハリケーンIdai被害に対するモザンビークでの国際緊急援助隊医療チームによる医療支
援活動の紹介

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］　　恵谷　誠司

O-09-3 日本の生活者における情報源としての薬剤師の利用と健康行動開始との関連の分析
東京大学大学院薬学系研究科 ITヘルスケア社会連携講座［東京都］　　野々村拡展

O-09-4 放射線ファーマシストが行う福島県民相談応需活動に関する調査研究
一般社団法人福島県薬剤師会［福島県］　　鍛治内大輔

■口頭発表10 在宅医療、介護福祉（1）
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：北海道薬剤師会　厚生堂調剤薬局　　香川　隆樹

O-10-1 在宅療養において、継続フォローすることでPIMsの発見により個別最適化に繋がった一例
和駅東調剤薬局［和歌山県］　　谷畑　正志

O-10-2 経口補水液が患者の命を救ったプレアボイド症例　－原点は薬剤師の機転から－
株式会社いずみ薬局［滋賀県］　　太田　　司

O-10-3 練馬区における薬局薬剤師と高齢者の在宅医療に対する認識の違いと今後の可能性
アスカ薬局［東京都］　　佐谷　怜子

O-10-4 チームで取り組む在宅医療
アオノ薬局ふみはま店［千葉県］　　小林七菜子

O-10-5 長野県薬剤師会における在宅医療参画支援の取り組み
-在宅に行こう　行ってどうする　ガイドブックをバージョンアップ報告-

一般社団法人長野薬剤師会介護保険委員会［長野県］　　若田　直樹

■口頭発表11 在宅医療、介護福祉（2）
10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　保険薬局部会　理事　　田村　有基

O-11-1 失敗事例から考えた患者に寄り添う在宅医療
（株）ひまわり薬局千代原店［京都府］　　古和田千寿

O-11-2 千葉市在宅医療介護対応薬剤師認定事業を受託して～ 3年目の検証～
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
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O-16-5 調剤在庫管理の同時性とセキュア性の両立　-処方出庫処理ｰ
コスモ薬局桐陽台店［広島県］　　荒川　正人

■口頭発表17 薬薬連携（1）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事／周南記念病院　薬剤科　科長　　今田　時雄

O-17-1 次世代薬剤師指導者研修会北海道開催の効果検証
一般社団法人北海道薬剤師会［北海道］　　坂田　祐樹

O-17-2 地域におけるポリファーマシー対策－薬薬連携による戦略構築－
製鉄記念八幡病院［福岡県］　　後藤　　渉

O-17-3 「経口抗がん薬指導内容情報報告書」と「服薬情報提供書（トレーシングレポート）」の交換
による情報共有・薬薬連携の一例

秋島薬局大森店［東京都］　　登坂紀一朗

O-17-4 ひたちなか地域における節薬バッグ推進事業と残薬解消に向けた取り組み
それいゆ薬局［茨城県］　　小橋川　祥

O-17-5 お薬手帳カバーを利用した腎機能障害と緑内障の情報共有に関する取り組みに関するア
ンケート調査

一般社団法人岩国薬剤師会［山口県］　　中村　嘉孝

■口頭発表18 服薬指導、薬歴管理（1）
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事　　土井　健藤

O-18-1 小児患者の医薬品適正使用を推進するための薬局テレホンサポート
たんぽぽ薬局（株）［岐阜県］　　横井　貴明

O-18-2 取り下げ

O-18-3 患者または家族からの電話・来局問い合わせ対応事例と投薬時に医師への情報提供が必要
と思われた事例について

レインボー薬局［大阪府］　　村本　裕子

O-18-4 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対して化学療法終了12ヶ月以上経過後にB型肝炎ウ
イルス再活性化を来した一症例

大分大学医学部附属病院薬剤部［大分県］　　白岩　　健

■口頭発表19  薬局製剤、調剤技術、院内製剤、漢方（薬局製剤を除く）、健康食品、サプリ
メント、医療倫理

10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：下関市立市民病院　薬剤部長　　松岡　　宏

O-19-1 健康サポート薬局への提案。一番簡単な薬局製剤をやってみましょう！便秘薬3号の作
成！口頭発表7回目の薬剤師より提案。

あおば薬局［福島県］　　佐藤　真裕

O-19-2 煎じ液の生薬粒経の違いによる煎出量の効果
薬局製剤学会・日本漢方協会［神奈川県］　　高山　留美
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O-14-1 沼津薬剤師会と行政の連携による高齢者への医薬品適正使用に関する啓発活動
一般社団法人　沼津薬剤師会［静岡県］　　春田　晴美

O-14-2 減薬から考えるQOLの改善と医療財政
カメイ調剤薬局［大阪府］　　須賀　恒子

O-14-3 後発品ステロイド軟膏混合時の安定性に関する検討
フロンティア薬局帯広店［北海道］　　新田　将愛

O-14-4 地域の健康イベント参加者における後発医薬品に対する意識調査
一般社団法人八尾市薬剤師会［大阪府］　　森田　圭一

O-14-5 シロスタゾールとクロピドグレルの認知症予防に関する比較検討
株式会社なの花北海道［北海道］　　渋谷ひとみ

■口頭発表15 地域包括ケア、地域連携（1）
10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：下関市薬剤師会　理事　　神田　英美

O-15-1 薬局薬剤師による外来服薬支援の現状と地域医療への貢献にむけた課題
株式会社アインファーマシーズ　かしわや薬局栗山店［茨城県］　　大津　　崇

O-15-2 地域に求められる薬局機能の実現
八幡薬剤師会薬局［福岡県］　　大石　博美

O-15-3 薬局薬剤師が服薬指導時に患者の認知力低下に気づいた時、早期の社会的支援を目指し地
域包括支援センターに繋ぐ市薬共通の方法

一般社団法人さいたま市薬剤師会［埼玉県］　　佐藤　彰浩

O-15-4 地域密着型かかりつけ薬局（ファーマカフェ）の取組み
株式会社コクミン［大阪府］　　森脇　まり

O-15-5 （一社）久留米三井薬剤師会における自立支援地域ケア会議アドバイザー派遣システムの
構築と総合事業への参画

一般社団法人　久留米三井薬剤師会［福岡県］　　吉永　美恵

O-15-6 茅ヶ崎寒川薬剤師会による薬局在宅業務の支援・行政との連携
一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会［神奈川県］　　小林きぬ子

■口頭発表16 薬剤情報提供、お薬手帳、医薬品情報、IT化
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事／代々木薬局　薬局長　原田　裕介

O-16-1 保険薬局薬剤師の情報提供による医療費適正化への貢献
東京薬科大学［東京都］　　山見咲桜里

O-16-2 災害時の調剤情報としてのお薬手帳の活用事例
株式会社パルス　パルス薬局野幌店［北海道］　　宮元　良輔

O-16-3 患者のお薬手帳に対する認識と持参率向上への取り組み
フレンド薬局自治医大駅前店［栃木県］　　小林　侑樹

O-16-4 薬局における会員向けDI室設置に向けた薬局内データベースの構築
一般社団法人　福岡市薬剤師会薬局　七隈店［福岡県］　　鴨川　元一
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O-16-5 調剤在庫管理の同時性とセキュア性の両立　-処方出庫処理ｰ
コスモ薬局桐陽台店［広島県］　　荒川　正人

■口頭発表17 薬薬連携（1）
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事／周南記念病院　薬剤科　科長　　今田　時雄

O-17-1 次世代薬剤師指導者研修会北海道開催の効果検証
一般社団法人北海道薬剤師会［北海道］　　坂田　祐樹

O-17-2 地域におけるポリファーマシー対策－薬薬連携による戦略構築－
製鉄記念八幡病院［福岡県］　　後藤　　渉

O-17-3 「経口抗がん薬指導内容情報報告書」と「服薬情報提供書（トレーシングレポート）」の交換
による情報共有・薬薬連携の一例

秋島薬局大森店［東京都］　　登坂紀一朗

O-17-4 ひたちなか地域における節薬バッグ推進事業と残薬解消に向けた取り組み
それいゆ薬局［茨城県］　　小橋川　祥

O-17-5 お薬手帳カバーを利用した腎機能障害と緑内障の情報共有に関する取り組みに関するア
ンケート調査

一般社団法人岩国薬剤師会［山口県］　　中村　嘉孝

■口頭発表18 服薬指導、薬歴管理（1）
10月13日(日)　16:20 ～ 17:20　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事　　土井　健藤

O-18-1 小児患者の医薬品適正使用を推進するための薬局テレホンサポート
たんぽぽ薬局（株）［岐阜県］　　横井　貴明

O-18-2 取り下げ

O-18-3 患者または家族からの電話・来局問い合わせ対応事例と投薬時に医師への情報提供が必要
と思われた事例について

レインボー薬局［大阪府］　　村本　裕子

O-18-4 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対して化学療法終了12ヶ月以上経過後にB型肝炎ウ
イルス再活性化を来した一症例

大分大学医学部附属病院薬剤部［大分県］　　白岩　　健

■口頭発表19  薬局製剤、調剤技術、院内製剤、漢方（薬局製剤を除く）、健康食品、サプリ
メント、医療倫理

10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：下関市立市民病院　薬剤部長　　松岡　　宏

O-19-1 健康サポート薬局への提案。一番簡単な薬局製剤をやってみましょう！便秘薬3号の作
成！口頭発表7回目の薬剤師より提案。

あおば薬局［福島県］　　佐藤　真裕

O-19-2 煎じ液の生薬粒経の違いによる煎出量の効果
薬局製剤学会・日本漢方協会［神奈川県］　　高山　留美
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O-14-1 沼津薬剤師会と行政の連携による高齢者への医薬品適正使用に関する啓発活動
一般社団法人　沼津薬剤師会［静岡県］　　春田　晴美

O-14-2 減薬から考えるQOLの改善と医療財政
カメイ調剤薬局［大阪府］　　須賀　恒子

O-14-3 後発品ステロイド軟膏混合時の安定性に関する検討
フロンティア薬局帯広店［北海道］　　新田　将愛

O-14-4 地域の健康イベント参加者における後発医薬品に対する意識調査
一般社団法人八尾市薬剤師会［大阪府］　　森田　圭一

O-14-5 シロスタゾールとクロピドグレルの認知症予防に関する比較検討
株式会社なの花北海道［北海道］　　渋谷ひとみ

■口頭発表15 地域包括ケア、地域連携（1）
10月13日(日)　17:30 ～ 18:30　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：下関市薬剤師会　理事　　神田　英美

O-15-1 薬局薬剤師による外来服薬支援の現状と地域医療への貢献にむけた課題
株式会社アインファーマシーズ　かしわや薬局栗山店［茨城県］　　大津　　崇

O-15-2 地域に求められる薬局機能の実現
八幡薬剤師会薬局［福岡県］　　大石　博美

O-15-3 薬局薬剤師が服薬指導時に患者の認知力低下に気づいた時、早期の社会的支援を目指し地
域包括支援センターに繋ぐ市薬共通の方法

一般社団法人さいたま市薬剤師会［埼玉県］　　佐藤　彰浩

O-15-4 地域密着型かかりつけ薬局（ファーマカフェ）の取組み
株式会社コクミン［大阪府］　　森脇　まり

O-15-5 （一社）久留米三井薬剤師会における自立支援地域ケア会議アドバイザー派遣システムの
構築と総合事業への参画

一般社団法人　久留米三井薬剤師会［福岡県］　　吉永　美恵

O-15-6 茅ヶ崎寒川薬剤師会による薬局在宅業務の支援・行政との連携
一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会［神奈川県］　　小林きぬ子

■口頭発表16 薬剤情報提供、お薬手帳、医薬品情報、IT化
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事／代々木薬局　薬局長　原田　裕介

O-16-1 保険薬局薬剤師の情報提供による医療費適正化への貢献
東京薬科大学［東京都］　　山見咲桜里

O-16-2 災害時の調剤情報としてのお薬手帳の活用事例
株式会社パルス　パルス薬局野幌店［北海道］　　宮元　良輔

O-16-3 患者のお薬手帳に対する認識と持参率向上への取り組み
フレンド薬局自治医大駅前店［栃木県］　　小林　侑樹

O-16-4 薬局における会員向けDI室設置に向けた薬局内データベースの構築
一般社団法人　福岡市薬剤師会薬局　七隈店［福岡県］　　鴨川　元一
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O-22-1 下関市の保険薬局による摂食嚥下障害のスクリーニング調査
一般社団法人下関市薬剤師会［山口県］　　中川　明人

O-22-2 服薬情報等提供から考えるコミュニケーター薬剤師のあり方
株式会社サンドラッグファーマシーズ［東京都］　　村上　理恵

O-22-3 LINE・SMS機能を用いた投薬後の継続的な患者フォローの自動化の有用性と生産性向上
イントロン株式会社　藤沢薬局［埼玉県］　　鎌田　　悠

O-22-4 保険薬局におけるがん専門薬剤師による外来がん薬物治療患者応対についての患者アン
ケート調査

総合メディカル株式会社　そうごう薬局天神中央店［福岡県］　　下川友香理

O-22-5 救急外来における小児科処方の解析
徳島赤十字病院［徳島県］　　武本　聡美

■口頭発表23 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤、特定健診、特定保健指導、地域保健活動
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：一般社団法人下関市薬剤師会　常務理事　　中川　明人

O-23-1 ビタミンＢ１の表記について～内服用ビタミン製剤からの考察～
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

O-23-2 保険調剤薬局における無菌調剤の現状と更なる将来性についてｰ実際の処方例を通してｰ
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　上野　将明

O-23-3 鹿児島マラソン2019出走者への薬剤師の薬の適正使用啓発および体調チェックによる安
全確保等への貢献に関する調査研究

公益社団法人　鹿児島市薬剤師会［鹿児島県］　　濱田知津子

O-23-4 14年の地域保健活動から得られたこと夏休み親子対象講座の開催を通じて
一般社団法人山梨県薬剤師会　生涯学習員会［山梨県］　　遠藤　　晃

■口頭発表24 在宅医療、介護福祉（3）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：（一社）山口県薬剤師会　理事　　越智　志穂

O-24-1 医療機関含む医療福祉従事者と連携した在宅医療の取組
くすりのラブ薬局　岡南店［岡山県］　　定金　浩嗣

O-24-2 配薬カート導入による安全性・時間効率の向上を通した地域医療への貢献
薬局マツモトキヨシ 上野毛店［東京都］　　石渡　　匡

O-24-3 在宅医療に関わる薬剤師スキルラダーの作成と妥当性検証
株式会社パワーファーマシー中央薬局鶴田北店［栃木県］　　亀井　聖平

O-24-4 老々介護から認々介護へ薬剤師の在宅訪問の意義
法円坂メディカル株式会社　西宮センター薬局［兵庫県］　　石上　まみ

O-24-5 薬剤師の訪問診療同行による、施設在宅患者の薬剤コスト削減効果と提言
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
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O-19-3 日本で創方された漢方薬について
北里大学東洋医学総合研究所　漢方鍼灸治療センター［東京都］　　緒方　千秋

O-19-4 健康食品に対する保険薬局の取り扱い状況と薬剤師の意識調査
ワタナベ薬局上宮永店［大分県］　　松本　康弘

O-19-5 薬剤師の研究活動補助における課題
有限会社あい調剤薬局南町店［長崎県］　　田中　秀和

■口頭発表20 薬物乱用防止、学校薬剤師（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第19会場（下関グランドホテル　3階　望潮）

座長：一般社団法人　北海道薬剤師会　専務理事　　柳瀬　義博

O-20-1 薬物乱用防止教室実施後の、乱用に関わる内容及び生徒同士の薬の融通に関するアンケー
ト調査結果より

日本歯科大学新潟病院 薬剤科［新潟県］　　竹野　敏彦

O-20-2 子どもの受動喫煙防止対策に資するPM2.5濃度とタバコ煙に関するコホート研究
株式会社シーエムオー　三林薬局［群馬県］　　黒沢　和夫

O-20-3 健康教育分野における学校薬剤師の役割
日本大学薬学部［千葉県］　　中島　理恵

O-20-4 山口県におけるくすり教育：学校薬剤師の関わりの現状と課題
山口県学校薬剤師会［山口県］　　小林　晃子

O-20-5 学校薬剤師によるお薬教育のあゆみ　～大分市薬剤師会の試み～
公益社団法人　大分市薬剤師会　学校・保健委員会［大分県］　　松尾　成真

■口頭発表21 学校薬剤師（2）、禁煙支援
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第19会場（下関グランドホテル　3階　望潮）

座長：山口県薬剤師会　理事　　年光　久美

O-21-1 神奈川県の学校薬剤師による薬物乱用防止活動実施報告（2018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］　　八木　洋子

O-21-2 「HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint）の考え方を取り入れた給食室
検査についてー検査票改訂と手引の作成ー」

公益社団法人江戸川区薬剤師会［東京都］　　野崎　京子

O-21-3 小学生に対する学校薬剤師活動のPRについて
一般社団法人秋田県薬剤師会学校薬剤師部会［秋田県］　　鈴木　　豊

O-21-4 認定こども園調乳室の衛生環境把握と検査の必要性
山口県学校薬剤師会［山口県］　　尼崎美奈子

O-21-5 薬局薬剤師の禁煙支援にむけた喫煙者の禁煙意識調査
株式会社アインファーマシーズ　古賀調剤薬局　愛野店［長崎県］　　辻　　賢一

■口頭発表22 服薬指導、薬歴管理（2）、その他（1）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：山口県薬剤師会　理事／山口赤十字病院　薬剤部長　　尼崎　正路
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O-22-1 下関市の保険薬局による摂食嚥下障害のスクリーニング調査
一般社団法人下関市薬剤師会［山口県］　　中川　明人

O-22-2 服薬情報等提供から考えるコミュニケーター薬剤師のあり方
株式会社サンドラッグファーマシーズ［東京都］　　村上　理恵

O-22-3 LINE・SMS機能を用いた投薬後の継続的な患者フォローの自動化の有用性と生産性向上
イントロン株式会社　藤沢薬局［埼玉県］　　鎌田　　悠

O-22-4 保険薬局におけるがん専門薬剤師による外来がん薬物治療患者応対についての患者アン
ケート調査

総合メディカル株式会社　そうごう薬局天神中央店［福岡県］　　下川友香理

O-22-5 救急外来における小児科処方の解析
徳島赤十字病院［徳島県］　　武本　聡美

■口頭発表23 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤、特定健診、特定保健指導、地域保健活動
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：一般社団法人下関市薬剤師会　常務理事　　中川　明人

O-23-1 ビタミンＢ１の表記について～内服用ビタミン製剤からの考察～
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

O-23-2 保険調剤薬局における無菌調剤の現状と更なる将来性についてｰ実際の処方例を通してｰ
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　上野　将明

O-23-3 鹿児島マラソン2019出走者への薬剤師の薬の適正使用啓発および体調チェックによる安
全確保等への貢献に関する調査研究

公益社団法人　鹿児島市薬剤師会［鹿児島県］　　濱田知津子

O-23-4 14年の地域保健活動から得られたこと夏休み親子対象講座の開催を通じて
一般社団法人山梨県薬剤師会　生涯学習員会［山梨県］　　遠藤　　晃

■口頭発表24 在宅医療、介護福祉（3）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：（一社）山口県薬剤師会　理事　　越智　志穂

O-24-1 医療機関含む医療福祉従事者と連携した在宅医療の取組
くすりのラブ薬局　岡南店［岡山県］　　定金　浩嗣

O-24-2 配薬カート導入による安全性・時間効率の向上を通した地域医療への貢献
薬局マツモトキヨシ 上野毛店［東京都］　　石渡　　匡

O-24-3 在宅医療に関わる薬剤師スキルラダーの作成と妥当性検証
株式会社パワーファーマシー中央薬局鶴田北店［栃木県］　　亀井　聖平

O-24-4 老々介護から認々介護へ薬剤師の在宅訪問の意義
法円坂メディカル株式会社　西宮センター薬局［兵庫県］　　石上　まみ

O-24-5 薬剤師の訪問診療同行による、施設在宅患者の薬剤コスト削減効果と提言
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
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O-19-3 日本で創方された漢方薬について
北里大学東洋医学総合研究所　漢方鍼灸治療センター［東京都］　　緒方　千秋

O-19-4 健康食品に対する保険薬局の取り扱い状況と薬剤師の意識調査
ワタナベ薬局上宮永店［大分県］　　松本　康弘

O-19-5 薬剤師の研究活動補助における課題
有限会社あい調剤薬局南町店［長崎県］　　田中　秀和

■口頭発表20 薬物乱用防止、学校薬剤師（1）
10月13日(日)　14:00 ～ 15:00　第19会場（下関グランドホテル　3階　望潮）

座長：一般社団法人　北海道薬剤師会　専務理事　　柳瀬　義博

O-20-1 薬物乱用防止教室実施後の、乱用に関わる内容及び生徒同士の薬の融通に関するアンケー
ト調査結果より

日本歯科大学新潟病院 薬剤科［新潟県］　　竹野　敏彦

O-20-2 子どもの受動喫煙防止対策に資するPM2.5濃度とタバコ煙に関するコホート研究
株式会社シーエムオー　三林薬局［群馬県］　　黒沢　和夫

O-20-3 健康教育分野における学校薬剤師の役割
日本大学薬学部［千葉県］　　中島　理恵

O-20-4 山口県におけるくすり教育：学校薬剤師の関わりの現状と課題
山口県学校薬剤師会［山口県］　　小林　晃子

O-20-5 学校薬剤師によるお薬教育のあゆみ　～大分市薬剤師会の試み～
公益社団法人　大分市薬剤師会　学校・保健委員会［大分県］　　松尾　成真

■口頭発表21 学校薬剤師（2）、禁煙支援
10月13日(日)　15:10 ～ 16:10　第19会場（下関グランドホテル　3階　望潮）

座長：山口県薬剤師会　理事　　年光　久美

O-21-1 神奈川県の学校薬剤師による薬物乱用防止活動実施報告（2018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］　　八木　洋子

O-21-2 「HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint）の考え方を取り入れた給食室
検査についてー検査票改訂と手引の作成ー」

公益社団法人江戸川区薬剤師会［東京都］　　野崎　京子

O-21-3 小学生に対する学校薬剤師活動のPRについて
一般社団法人秋田県薬剤師会学校薬剤師部会［秋田県］　　鈴木　　豊

O-21-4 認定こども園調乳室の衛生環境把握と検査の必要性
山口県学校薬剤師会［山口県］　　尼崎美奈子

O-21-5 薬局薬剤師の禁煙支援にむけた喫煙者の禁煙意識調査
株式会社アインファーマシーズ　古賀調剤薬局　愛野店［長崎県］　　辻　　賢一

■口頭発表22 服薬指導、薬歴管理（2）、その他（1）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第7会場（海峡メッセ下関　8階　804会議室）

座長：山口県薬剤師会　理事／山口赤十字病院　薬剤部長　　尼崎　正路
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O-27-4 「おくすり整理そうだんバッグ」を活用した入退院時における薬薬連携
公益社団法人鹿児島県薬剤師会［鹿児島県］　　丸野桂太郎

O-27-5 残薬管理・保管バッグを用いた服薬支援事業
一般社団法人文京区薬剤師会［東京都］　　島田　淳史

■口頭発表28 かかりつけ薬剤師、薬局（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：三浦薬局　　三浦　哲也

O-28-1 かかりつけ薬剤師における患者ケアの意義と多職種連携
平和堂薬局［静岡県］　　大木　明代

O-28-2 かかりつけ薬剤師がもつべき機能について検証した1症例
秋本薬局　細江店［山口県］　　秋本　直子

O-28-3 保険薬局における、がん治療患者に対する専門性を活かした取り組み
一般社団法人みやぎ保健企画つばさ薬局［宮城県］　　菊地奈保子

O-28-4 「かかりつけ薬剤師」制度利用の有無から見える、求められる薬局薬剤師像
あけぼの薬局都賀店［千葉県］　　高原　協子

O-28-5 小児領域における患者ニーズの現状と保険薬局が取り組むべき役割についての考察
(株)なの花北海道［北海道］　　桂　志保里

■口頭発表29 OTC医薬品、セルフメディケーション
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：北海道薬剤師会　副会長　　清水　　大

O-29-1 当薬局グループにおける要指導医薬品・第一類医薬品とセルフメディケーション税制対象
医薬品の販売状況調査研究

株式会社　ユネット　清風薬局［熊本県］　　白石　貴裕

O-29-2 セルフメディケーション研修会における参加者の意欲向上に関する調査
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］　　鈴木　大介

O-29-3 滋養強壮剤の服用が健康維持に与える影響について
日本専門薬局同志会　中国連合会［山口県］　　渡辺　宗男

O-29-4 保険適用で医療機関にかかったケースとOTC薬購入で治療したケースの患者負担金の比較
株式会社医薬品情報センター［宮城県］　　藤野　　平

O-29-5 沖縄県の薬局の無い離島での“健康とおくすり相談会”を通した住民のセルフメディケー
ションの向上

一般社団法人　沖縄県薬剤師会［沖縄県］　　笠原　大吾

■口頭発表30 地域包括ケア、地域連携（2）
10月14日(月・祝)　9:10 ～ 10:10　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／有限会社　長門中央薬局　代表取締役　　川上　英宏

O-30-1 薬剤師とケアマネジャーの連携による継続性のある服薬管理の仕組み『古河モデル』構築
のための研究

古河薬剤師会［茨城県］　　宇田　和夫
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■口頭発表25 在宅医療、介護福祉（4）、その他（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：一般社団法人　下関市薬剤師会　副会長　　浜田　幹生

O-25-1 他職種と行う在宅患者同行訪問（ＯＪＴ）によりわかった相互に考える在宅医療における
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

O-25-2 服薬支援装置を使用して認知症・糖尿病が改善した１症例
つくし薬局［岩手県］　　菊池　優子

O-25-3 小規模薬局における在宅用麻薬持続注入製剤の無菌調製と在宅患者訪問薬剤管理指導
七福薬局むつ［青森県］　　大久保　正

O-25-4 セレンが処方された症例紹介
山本保健薬局［大阪府］　　横田　　修

O-25-5 在宅患者への遠隔服薬指導導入は「対面の補完」になりうるのか～遠隔服薬指導の実施報
告及び課題について

HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　原　　敦子

■口頭発表26 学校薬剤師（3）
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：山口県薬剤師会　理事　　河田　尚己

O-26-1 離島での学校薬剤師活動の意義そして展望
公益社団法人鹿児島市薬剤師会［鹿児島県］　　町田　　亘

O-26-2 平成30年度全国学校保健調査結果
公益社団法人日本薬剤師会学薬広報ワーキンググループ［東京都］　　神原　大輔

O-26-3 ノンアルコール飲料に関する小学生のイメージとは？
(株)エーアンドエム　しなの薬局長岡赤十字病院前店［新潟県］　　安澤　泰永

O-26-4 薬剤師が関わる「思春期講座」の試み
(株)くすりのマルト調剤事業部　地域医療推進課［福島県］　　松崎登志子

O-26-5 指定都市における学校薬剤師の活動状況と報酬の関係
東京薬科大学［東京都］　　市川　史隆

■口頭発表27 かかりつけ薬剤師、薬局（1）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　理事　　池田　良子

O-27-1 保険薬局の健康サポート機能の見える化と県民の健康意識について
～薬剤師の役割理解を深めるPHRの有用性～

一般社団法人滋賀県薬剤師会［滋賀県］　　高山　紗綾

O-27-2 かかりつけ機能×健康サポート機能の充実を目指して
サンプラザ調剤薬局［大阪府］　　早川　智子

O-27-3 沖縄県におけるかかりつけ薬剤師・健康サポート薬局の認知度と求められる機能の関係
東京薬科大学［東京都］　　荒木　靖也
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O-27-4 「おくすり整理そうだんバッグ」を活用した入退院時における薬薬連携
公益社団法人鹿児島県薬剤師会［鹿児島県］　　丸野桂太郎

O-27-5 残薬管理・保管バッグを用いた服薬支援事業
一般社団法人文京区薬剤師会［東京都］　　島田　淳史

■口頭発表28 かかりつけ薬剤師、薬局（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：三浦薬局　　三浦　哲也

O-28-1 かかりつけ薬剤師における患者ケアの意義と多職種連携
平和堂薬局［静岡県］　　大木　明代

O-28-2 かかりつけ薬剤師がもつべき機能について検証した1症例
秋本薬局　細江店［山口県］　　秋本　直子

O-28-3 保険薬局における、がん治療患者に対する専門性を活かした取り組み
一般社団法人みやぎ保健企画つばさ薬局［宮城県］　　菊地奈保子

O-28-4 「かかりつけ薬剤師」制度利用の有無から見える、求められる薬局薬剤師像
あけぼの薬局都賀店［千葉県］　　高原　協子

O-28-5 小児領域における患者ニーズの現状と保険薬局が取り組むべき役割についての考察
(株)なの花北海道［北海道］　　桂　志保里

■口頭発表29 OTC医薬品、セルフメディケーション
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：北海道薬剤師会　副会長　　清水　　大

O-29-1 当薬局グループにおける要指導医薬品・第一類医薬品とセルフメディケーション税制対象
医薬品の販売状況調査研究

株式会社　ユネット　清風薬局［熊本県］　　白石　貴裕

O-29-2 セルフメディケーション研修会における参加者の意欲向上に関する調査
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］　　鈴木　大介

O-29-3 滋養強壮剤の服用が健康維持に与える影響について
日本専門薬局同志会　中国連合会［山口県］　　渡辺　宗男

O-29-4 保険適用で医療機関にかかったケースとOTC薬購入で治療したケースの患者負担金の比較
株式会社医薬品情報センター［宮城県］　　藤野　　平

O-29-5 沖縄県の薬局の無い離島での“健康とおくすり相談会”を通した住民のセルフメディケー
ションの向上

一般社団法人　沖縄県薬剤師会［沖縄県］　　笠原　大吾

■口頭発表30 地域包括ケア、地域連携（2）
10月14日(月・祝)　9:10 ～ 10:10　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／有限会社　長門中央薬局　代表取締役　　川上　英宏

O-30-1 薬剤師とケアマネジャーの連携による継続性のある服薬管理の仕組み『古河モデル』構築
のための研究

古河薬剤師会［茨城県］　　宇田　和夫
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■口頭発表25 在宅医療、介護福祉（4）、その他（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：一般社団法人　下関市薬剤師会　副会長　　浜田　幹生

O-25-1 他職種と行う在宅患者同行訪問（ＯＪＴ）によりわかった相互に考える在宅医療における
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

O-25-2 服薬支援装置を使用して認知症・糖尿病が改善した１症例
つくし薬局［岩手県］　　菊池　優子

O-25-3 小規模薬局における在宅用麻薬持続注入製剤の無菌調製と在宅患者訪問薬剤管理指導
七福薬局むつ［青森県］　　大久保　正

O-25-4 セレンが処方された症例紹介
山本保健薬局［大阪府］　　横田　　修

O-25-5 在宅患者への遠隔服薬指導導入は「対面の補完」になりうるのか～遠隔服薬指導の実施報
告及び課題について

HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　原　　敦子

■口頭発表26 学校薬剤師（3）
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第13会場（シーモールパレス　3階　ダイヤモンドの間）

座長：山口県薬剤師会　理事　　河田　尚己

O-26-1 離島での学校薬剤師活動の意義そして展望
公益社団法人鹿児島市薬剤師会［鹿児島県］　　町田　　亘

O-26-2 平成30年度全国学校保健調査結果
公益社団法人日本薬剤師会学薬広報ワーキンググループ［東京都］　　神原　大輔

O-26-3 ノンアルコール飲料に関する小学生のイメージとは？
(株)エーアンドエム　しなの薬局長岡赤十字病院前店［新潟県］　　安澤　泰永

O-26-4 薬剤師が関わる「思春期講座」の試み
(株)くすりのマルト調剤事業部　地域医療推進課［福島県］　　松崎登志子

O-26-5 指定都市における学校薬剤師の活動状況と報酬の関係
東京薬科大学［東京都］　　市川　史隆

■口頭発表27 かかりつけ薬剤師、薬局（1）
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第14会場（シーモール　2階　シーモールシアター 1）

座長：山口県薬剤師会　理事　　池田　良子

O-27-1 保険薬局の健康サポート機能の見える化と県民の健康意識について
～薬剤師の役割理解を深めるPHRの有用性～

一般社団法人滋賀県薬剤師会［滋賀県］　　高山　紗綾

O-27-2 かかりつけ機能×健康サポート機能の充実を目指して
サンプラザ調剤薬局［大阪府］　　早川　智子

O-27-3 沖縄県におけるかかりつけ薬剤師・健康サポート薬局の認知度と求められる機能の関係
東京薬科大学［東京都］　　荒木　靖也
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O-32-5 アンチ・ドーピング教育におけるうっかりドーピング防止カードゲームの有用性
コスモファーマ　ほたる調剤薬局　上富良野店［北海道］　　元井　晴奈

■口頭発表33 チーム医療、薬薬連携（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：北海道薬剤師会　常務理事／ KKR札幌医療センター　薬剤科　顧問　　遠藤　一司

O-33-1 長期入院統合失調症患者の抗精神病薬減量を試みた症例
医療法人光風会　宗像病院　薬剤課［福岡県］　　金子　幸弘

O-33-2 門前ドクターとの信頼関係構築における患者へのメリット
フレンド薬局 風ノ宮［栃木県］　　向芝　貴裕

O-33-3 薬・薬連携のための連携ツールの作成
～平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業における病院実務実習を通じて～

公益社団法人　熊本県薬剤師会　地域医療委員会［熊本県］　　佐藤良太郎

O-33-4 優良事例で示す、VPCSを活用したトレーシングレポート共有化システムによる多職種連
携推進事業について

公益社団法人　福岡県薬剤師会［福岡県］　　田中　洋介

O-33-5 外来がん化学療法の服薬支援および副作用に対するモニタリングの効果
鹿児島県薬剤師会［鹿児島県］　　御手洗洋一

■口頭発表34 薬薬連携（3）
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　常務理事／徳山中央病院　薬剤部長　　佐藤　真也

O-34-1 ポリファーマシーに着目した薬局薬剤師と病院薬剤師の連携～新潟県の取り組み～
公益社団法人新潟県薬剤師会［新潟県］　　宮川　哲也

O-34-2 シームレスな薬物療法を目指した保険調剤薬局の取り組み
～在宅療養に向けた保険調剤薬局薬剤師と病院薬剤師の連携～

大陸薬局 野崎支店［和歌山県］　　大岡　直貴

O-34-3 改正薬機法を指向した「薬－薬連携体制」の構築
～投薬期間中のフォロー業務の標準化と服薬情報提供書運用～

JCHO熊本総合病院　薬剤部［熊本県］　　藤井憲一郎

O-34-4 医療機関との連携強化にむけたトレーシングレポートの活用と課題
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局淀店［京都府］　　長谷川真希

O-34-5 さいたま市における薬-薬連携に関するアンケート調査
―保険薬局薬剤師・病院薬剤師の現状と課題に関する検討―

さいたま赤十字病院［埼玉県］　　町田　　充
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O-30-2 当薬局が地域包括ケアシステムの一翼を担うまで
アイランド薬局　平田店［福島県］　　中澤　佑哉

O-30-3 「暮らし」の観点から多職種連携を構築する「在宅塾」の新しい展開
一般社団法人　西宮市薬剤師会［兵庫県］　　金光　伴訓

O-30-4 地域とつながる・つなげる薬局～『ねもカフェ』から～
ねもと薬局グループ［茨城県］　　根本みゆき

O-30-5 薬剤師と行政・訪問リハビリテーションが連携して対応した事例の報告
つくし薬局本店［岩手県］　　藤田　佳克

O-30-6 薬局薬剤師にできる糖尿病患者支援ってなんだろう？―「尿糖sunプラス」活動―
くるみ薬局　香貫店［静岡県］　　星　　瑞江

■口頭発表31 地域包括ケア、地域連携（3）、その他（3）
10月14日(月・祝)　10:20 ～ 11:20　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／株式会社成和薬局　　戸田　康紀

O-31-1 退院前カンファレンスに参加した２事例の紹介と参加して見えてきたこと
有限会社しろやま　シスター薬局［兵庫県］　　杉本　香織

O-31-2 TAG開催を通じた薬剤師と地域の介護・医療に係る職種との連携について
流山市薬剤師会［千葉県］　　山口　直紀

O-31-3 保険薬局での認知症早期発見とその対応法の修得のための研修会開催の取り組み
一般社団法人福島薬剤師会［福島県］　　山口　由弥

O-31-4 地域連携における医師への意識調査
～大阪市天王寺区５病院・近隣保険薬局における問い合わせ項目の統一と簡素化について～

四天王寺病院　薬局［大阪府］　　石倉久美子

O-31-5 薬剤師・薬局の健康サポートによる地域医療情報連携ネットワーク普及への貢献
広島県健康福祉局薬務課［広島県］　　上田　健太

O-31-6 地域医療を支える医療・健康情報発信のあり方
ゴダイ薬局　氷上店［兵庫県］　　奥野　浩史

■口頭発表32 スポーツファーマシスト、アンチドーピング
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事　　田坂　照彦

O-32-1 アンチドーピング活動から得た、健康食品等からの鉄の摂取に関する情報提供のあり方に
ついて

(有)プラス企画　プラス薬局　歌島店［大阪府］　　武山　和也

O-32-2 TheGlobalDrugReferenceOnlineJapanの実習を加えたアンチ・ドーピング講義の
検証

順天堂大学医学部附属順天堂医院［東京都］　　中島　勇三

O-32-3 熊谷市薬剤師会で実施した薬剤師のためのアンチ・ドーピング研修
みやび薬局［埼玉県］　　小関　恭子

O-32-4 岡山県薬剤師会アンチ・ドーピング活動報告専属スポーツファーマシスト制度の有効例
一般社団法人岡山県薬剤師会アンチ・ドーピング特別委員会［岡山県］　　立花　義章
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O-32-5 アンチ・ドーピング教育におけるうっかりドーピング防止カードゲームの有用性
コスモファーマ　ほたる調剤薬局　上富良野店［北海道］　　元井　晴奈

■口頭発表33 チーム医療、薬薬連携（2）
10月14日(月・祝)　10:10 ～ 11:10　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：北海道薬剤師会　常務理事／ KKR札幌医療センター　薬剤科　顧問　　遠藤　一司

O-33-1 長期入院統合失調症患者の抗精神病薬減量を試みた症例
医療法人光風会　宗像病院　薬剤課［福岡県］　　金子　幸弘

O-33-2 門前ドクターとの信頼関係構築における患者へのメリット
フレンド薬局 風ノ宮［栃木県］　　向芝　貴裕

O-33-3 薬・薬連携のための連携ツールの作成
～平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業における病院実務実習を通じて～

公益社団法人　熊本県薬剤師会　地域医療委員会［熊本県］　　佐藤良太郎

O-33-4 優良事例で示す、VPCSを活用したトレーシングレポート共有化システムによる多職種連
携推進事業について

公益社団法人　福岡県薬剤師会［福岡県］　　田中　洋介

O-33-5 外来がん化学療法の服薬支援および副作用に対するモニタリングの効果
鹿児島県薬剤師会［鹿児島県］　　御手洗洋一

■口頭発表34 薬薬連携（3）
10月14日(月・祝)　11:20 ～ 12:20　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　常務理事／徳山中央病院　薬剤部長　　佐藤　真也

O-34-1 ポリファーマシーに着目した薬局薬剤師と病院薬剤師の連携～新潟県の取り組み～
公益社団法人新潟県薬剤師会［新潟県］　　宮川　哲也

O-34-2 シームレスな薬物療法を目指した保険調剤薬局の取り組み
～在宅療養に向けた保険調剤薬局薬剤師と病院薬剤師の連携～

大陸薬局 野崎支店［和歌山県］　　大岡　直貴

O-34-3 改正薬機法を指向した「薬－薬連携体制」の構築
～投薬期間中のフォロー業務の標準化と服薬情報提供書運用～

JCHO熊本総合病院　薬剤部［熊本県］　　藤井憲一郎

O-34-4 医療機関との連携強化にむけたトレーシングレポートの活用と課題
株式会社アインファーマシーズ　アイン薬局淀店［京都府］　　長谷川真希

O-34-5 さいたま市における薬-薬連携に関するアンケート調査
―保険薬局薬剤師・病院薬剤師の現状と課題に関する検討―

さいたま赤十字病院［埼玉県］　　町田　　充
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O-30-2 当薬局が地域包括ケアシステムの一翼を担うまで
アイランド薬局　平田店［福島県］　　中澤　佑哉

O-30-3 「暮らし」の観点から多職種連携を構築する「在宅塾」の新しい展開
一般社団法人　西宮市薬剤師会［兵庫県］　　金光　伴訓

O-30-4 地域とつながる・つなげる薬局～『ねもカフェ』から～
ねもと薬局グループ［茨城県］　　根本みゆき

O-30-5 薬剤師と行政・訪問リハビリテーションが連携して対応した事例の報告
つくし薬局本店［岩手県］　　藤田　佳克

O-30-6 薬局薬剤師にできる糖尿病患者支援ってなんだろう？―「尿糖sunプラス」活動―
くるみ薬局　香貫店［静岡県］　　星　　瑞江

■口頭発表31 地域包括ケア、地域連携（3）、その他（3）
10月14日(月・祝)　10:20 ～ 11:20　第15会場（シーモール　2階　シーモールシアター 2）

座長：山口県薬剤師会　理事／株式会社成和薬局　　戸田　康紀

O-31-1 退院前カンファレンスに参加した２事例の紹介と参加して見えてきたこと
有限会社しろやま　シスター薬局［兵庫県］　　杉本　香織

O-31-2 TAG開催を通じた薬剤師と地域の介護・医療に係る職種との連携について
流山市薬剤師会［千葉県］　　山口　直紀

O-31-3 保険薬局での認知症早期発見とその対応法の修得のための研修会開催の取り組み
一般社団法人福島薬剤師会［福島県］　　山口　由弥

O-31-4 地域連携における医師への意識調査
～大阪市天王寺区５病院・近隣保険薬局における問い合わせ項目の統一と簡素化について～

四天王寺病院　薬局［大阪府］　　石倉久美子

O-31-5 薬剤師・薬局の健康サポートによる地域医療情報連携ネットワーク普及への貢献
広島県健康福祉局薬務課［広島県］　　上田　健太

O-31-6 地域医療を支える医療・健康情報発信のあり方
ゴダイ薬局　氷上店［兵庫県］　　奥野　浩史

■口頭発表32 スポーツファーマシスト、アンチドーピング
10月14日(月・祝)　9:00 ～ 10:00　第17会場（シーモール　4階　シーモールホールC）

座長：山口県薬剤師会　理事　　田坂　照彦

O-32-1 アンチドーピング活動から得た、健康食品等からの鉄の摂取に関する情報提供のあり方に
ついて

(有)プラス企画　プラス薬局　歌島店［大阪府］　　武山　和也

O-32-2 TheGlobalDrugReferenceOnlineJapanの実習を加えたアンチ・ドーピング講義の
検証

順天堂大学医学部附属順天堂医院［東京都］　　中島　勇三

O-32-3 熊谷市薬剤師会で実施した薬剤師のためのアンチ・ドーピング研修
みやび薬局［埼玉県］　　小関　恭子

O-32-4 岡山県薬剤師会アンチ・ドーピング活動報告専属スポーツファーマシスト制度の有効例
一般社団法人岡山県薬剤師会アンチ・ドーピング特別委員会［岡山県］　　立花　義章
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