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P-018 各種吸入デバイスにおけるピットホールの検証および適正使用に向けての継続的介入
明治薬科大学・地域医療コース［東京都］　　熊坂　美悠

P-019 スギ花粉症舌下免疫療法の治療経過と効果についてのアンケート調査
あい薬局海老名店［神奈川県］　　上脇　仁美

P-020 当薬局における服薬管理困難な患者へのサポートに関する症例報告
サカエ薬局　山陽店［岡山県］　　久山　翔司

P-021 ベンゾジアゼピン系薬剤減量の取り組みを評価するための調査
有限会社　静岡健康企画　たまち薬局［静岡県］　　吉岡　優子

P-022 剤形変更による服薬アドヒアランス向上の意識調査
コクミン薬局大阪府立病院前店［大阪府］　　上原　崇雄

P-023 「吸入指導評価に係る情報提供書」における評価分析
はやい薬局［静岡県］　　鵜飼　　淳

P-024 患者の便秘に関する意識調査
アップル薬局まつしま店［東京都］　　臼澤亜矢子

P-025 ベゲタミンⓇ配合錠A・B販売中止後の処方変更に伴うCP値の変化解析
(株)カンソウ　さくら薬局［大阪府］　　牧野　　透

P-026 非定型抗精神病薬処方における抗不安薬・睡眠薬の併用解析
(株)カンソウ　さくら薬局［大阪府］　　藤澤　里真

P-027 アトピー性皮膚炎外用薬混合処方と併用薬の比較解析について
（株）カンソウ　さくら薬局［大阪府］　　池田　英子

P-028 抗精神病薬のクロルプロマジン換算値と薬剤性パーキンソン症候群治療剤との関連性
（株）カンソウ　さくら薬局[大阪府]　　石本　　愛

P-029 第3世代、第4世代抗うつ薬と併用される向精神薬の処方動向解析
（株）カンソウ　さくら薬局［大阪府］　　永田佐代子

P-030 薬学的管理の早期介入に向けた高齢者処方状況の検討
～処方箋（レセプトデータ）分析から～

和同会薬局［東京都］　　山本美智子

P-031 看護師による整形外科術後疼痛管理の現状～術後急性痛への薬学的介入に向けて～
就実大学薬学部［岡山県］　　毎熊　隆誉

P-032 外来透析患者の高リン酸血症治療薬スクロオキシ水酸化鉄の剤形変更によるアドヒアラ
ンスの変化とその調査報告

ベンリー薬局［福岡県］　　石田　恭久

P-033 薬局における麻薬調剤時の問題点
小出保健堂薬局［大阪府］　　銭塚　　誠

P-034 慢性腎臓病患者の一般用医薬品適正使用を目指した登録販売者研修プログラムの有用性
評価

公益社団法人鹿児島県薬剤師会［鹿児島県］　　川畑　信浩

P-035 医療事故裁判例から考える精神科処方の現状と薬剤師の課題
柳井薬剤師会［山口県］　　井向　雅美

P-036 ポリファーマシー対策事業に向けたワークショップ研修内容とアンケート結果
一般社団法人朝霞地区薬剤師会［埼玉県］　　喜納　美枝

98

一般演題　ポスター発表

■ポスター発表 医薬品適正使用、薬剤疫学
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-001 小児科門前薬局における疑義照会事例及び処方変更に伴うアウトカムの調査
きむら調剤薬局　牟礼店［香川県］　　越野　優希

P-002 啓発パンフレットを用いたベンゾジアゼピン系薬剤適正使用の取り組み
株式会社日本アポック　ポプラ薬局［埼玉県］　　谷代　良太

P-003 愛知県内保険薬局における薬学的疑義照会の不対応事例に関する実態調査
慶應義塾大学薬学部社会薬学部門［東京都］　　加藤　光彦

P-004 院外処方箋に印字された検査値を活用するためのシステム整備とその評価
福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］　　松永　広幹

P-005 調剤薬局におけるジギタリス中毒への介入事例
一般社団法人京都コムファ なごみ薬局［京都府］　　上原　章兵

P-006 新規に応需した高齢者入所施設調剤における疑義照会の状況と処方変更提案について
エムハート薬局関ケ原店［岐阜県］　　水野　智仁

P-007 薬局における腎機能情報を用いたプレガバリン投与患者の処方設計に関する調査研究
株式会社フォーラル［東京都］　　村上　裕之

P-008 認知症患者を含むベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用状況
つばさ薬局［山口県］　　上村　健司

P-009 あゆみ薬局におけるゾフルーザⓇ錠使用後調査
一般社団法人京都コムファ　あゆみ薬局［京都府］　　安孫子眞紀

P-010 オピオイド製剤における副作用の比較解析
（株）カンソウ　さくら薬局［大阪府］　　新谷　怜悧

P-011 当薬局における向精神薬およびスボレキサント、ラメルテオンの処方推移
薬局セントラルファーマシー長嶺［熊本県］　　澤田　理沙

P-012 当薬局におけるトレーシングレポートを用いた処方提案の内容と課題
（株）たかだ調剤薬局［大分県］　　梅野　智美

P-013 薬局における抗菌薬調剤指数（eDOTi）の提案と抗菌薬の調剤実態
どりぃむ薬局［長崎県］　　北村　　光

P-014 エチゾラムの30日処方制限前後の処方動向の比較と高齢者の長期使用状況についての考察
一般社団法人みやぎ保健企画つばさ薬局［宮城県］　　金田　早苗

P-015 電子薬歴システムを利用した腎排泄型薬剤の処方管理への取り組み
株式会社パルス パルス薬局めぐみの店［北海道］　　作並　雅幸

P-016 クラリスロマイシン及び同剤と混合の可能性のある医薬品、食品のpH
株式会社ファルマリンク　ファミリー薬局　のなか店［岐阜県］　　亀山　千里

P-017 小児服用におけるドライシロップ剤とシロップ剤の選択基準の評価
明治薬科大学［東京都］　　金田　　颯
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P-056 気象薬学　上皮細胞と常在細菌への影響研究
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-057 経口血糖降下薬投与患者における持効型溶解インスリン製剤投与の意義について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　永田　雪絵

P-058 FreeStyleリブレⓇ導入後の実態調査
久留米大学　医療センター［福岡県］　　寺崎　友理

P-059 薬剤師は2型糖尿病患者のセルフケア能力を高める関り方をすべきだ
金沢大学薬学系［石川県］　　橋本　佳奈

P-060 血清リチウム濃度測定の実態調査
光の丘病院［広島県］　　卜部　深幸

■ポスター発表 後発医薬品
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-061 ブロチゾラム錠の先発医薬品使用理由の調査
東ファーマシー（株）ゆうゆう薬局［長崎県］　　江口　麻夏

P-062 後発医薬品数量シェア分析～地域差は何故生じるのか～
第一薬科大学　臨床薬剤学分野［福岡県］　　柴田　祥宗

P-063 ほっかいどう・おくすり情報室における道民からのジェネリックに関する相談の変遷
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-064 混合軟膏を実際に調整し性状・使用感を確認した上で後発医薬品変更を提案した事例報告
エムハート薬局土岐西本町店［岐阜県］　　神谷幸之介

P-065 後発医薬品品質確保対策事業で実施された公的試験機関による品質試験について
国立医薬品食品衛生研究所［神奈川県］　　吉田　寛幸

■ポスター発表 医療安全対策、リスクマネジメント
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-066 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者への対応～
一般社団法人　徳島県薬剤師会［徳島県］　　宮崎　恭治

P-067 保険薬局移転に伴う医療安全対策活動と1年経過時の評価
有限会社倉吉ドラッグ　西倉薬局［鳥取県］　　黒木　大介

P-068 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者への法的対応～
一般社団法人徳島県薬剤師会［徳島県］　　伊内　秋夫

P-069 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者の情報共有～
一般社団法人徳島県薬剤師会［徳島県］　　栗山　貴子

P-070 「休薬が必要な経口抗がん剤」適正使用の取り組み
独立行政法人国立病院機構関門医療センター［山口県］　　山崎富士子

P-071 一包化監査支援システム（PROOFIT１D）と薬剤師の監査時間の比較研究
市民調剤薬局　とやの店［新潟県］　　田代　智也
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P-037 かかりつけ薬剤師に対する意識調査
コクミン薬局大阪南医療センター前店［大阪府］　　堀切さやか

P-038 地域かかりつけ薬局におけるCKDシールへの関わりと今後の課題について
株式会社いわま薬局　さくらいわま薬局［秋田県］　　京野　　誠

P-039 患者の相談事例に24時間対応する薬剤師の貢献と評価
しらゆり調剤薬局［鹿児島県］　　山口　裕次

P-040 保険薬局における腎機能検査値活用手順の均一化
株式会社ナカジマ薬局［北海道］　　染谷　光洋

P-041 地域フォーミュラリに向けた取り組み
～施設療養患者における消化性潰瘍用剤処方に対する介入報告～

株式会社メディカルガーデン［神奈川県］　　吉田　純也

P-042 複数のレスキューを処方された患者への薬袋を活用した正しい服用方法の啓発
HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　原田　真一

P-043 ポリファーマシーに関する実態調査-メディカルガーデン式減薬メソッド-
ガーデン薬局中央店［神奈川県］　　渡部　雄紀

P-044 在宅患者を対象とした薬剤師の処方提案による減量および中止の実態調査
HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　八田　詩子

P-045 福井県薬剤師会による腎排泄型薬剤適正使用推進事業と参加薬剤師の意識変化
一般社団法人福井県薬剤師会［福井県］　　堀　　和子

P-046 高齢者のポリファーマシー解消に向けて～服用薬剤調整支援料算定の事例から～
株式会社ホロン　すずらん薬局本店［広島県］　　高見　　学

P-047 本邦初の薬剤師会、保険者、医師会および大学が協働で実施したポリファーマシー改善相
談事業のアンケート結果報告

一般社団法人朝霞地区薬剤師会［埼玉県］　　清水　勝子

P-048 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量における医師と薬剤師の連携
アーク調剤薬局［山梨県］　　湯山　康彦

P-049 保険薬局における高齢患者の腎機能調査
たんぽぽ薬局（株）［富山県］　　山本　　愛

P-050 港北区薬剤師会と横浜労災病院とのプロトコール運用について
（プロトコールの協働作成と評価）

港北区薬剤師会［神奈川県］　　市川　　浩

P-051 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臨床における有用
性評価

名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　高津亜希子

P-052 発熱性好中球減少症に対する抗菌薬使用状況調査
大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部［大分県］　　末延　道太

P-053 取り下げ

P-054 残薬調整でアピール！薬剤師のかかりつけ機能～薬剤師職能の評価を高める戦略的活動～
一般社団法人藤沢市薬剤師会　情報提供委員会［神奈川県］　　後藤　君代

P-055 拡張Clark式（演者の考案式）による小児薬用量の推定
タカラ薬局わかば［福岡県］　　浦　　公統
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P-056 気象薬学　上皮細胞と常在細菌への影響研究
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-057 経口血糖降下薬投与患者における持効型溶解インスリン製剤投与の意義について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　永田　雪絵

P-058 FreeStyleリブレⓇ導入後の実態調査
久留米大学　医療センター［福岡県］　　寺崎　友理

P-059 薬剤師は2型糖尿病患者のセルフケア能力を高める関り方をすべきだ
金沢大学薬学系［石川県］　　橋本　佳奈

P-060 血清リチウム濃度測定の実態調査
光の丘病院［広島県］　　卜部　深幸

■ポスター発表 後発医薬品
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-061 ブロチゾラム錠の先発医薬品使用理由の調査
東ファーマシー（株）ゆうゆう薬局［長崎県］　　江口　麻夏

P-062 後発医薬品数量シェア分析～地域差は何故生じるのか～
第一薬科大学　臨床薬剤学分野［福岡県］　　柴田　祥宗

P-063 ほっかいどう・おくすり情報室における道民からのジェネリックに関する相談の変遷
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-064 混合軟膏を実際に調整し性状・使用感を確認した上で後発医薬品変更を提案した事例報告
エムハート薬局土岐西本町店［岐阜県］　　神谷幸之介

P-065 後発医薬品品質確保対策事業で実施された公的試験機関による品質試験について
国立医薬品食品衛生研究所［神奈川県］　　吉田　寛幸

■ポスター発表 医療安全対策、リスクマネジメント
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-066 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者への対応～
一般社団法人　徳島県薬剤師会［徳島県］　　宮崎　恭治

P-067 保険薬局移転に伴う医療安全対策活動と1年経過時の評価
有限会社倉吉ドラッグ　西倉薬局［鳥取県］　　黒木　大介

P-068 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者への法的対応～
一般社団法人徳島県薬剤師会［徳島県］　　伊内　秋夫

P-069 このような事故を防げるか？～薬物過量服用傾向にある患者の情報共有～
一般社団法人徳島県薬剤師会［徳島県］　　栗山　貴子

P-070 「休薬が必要な経口抗がん剤」適正使用の取り組み
独立行政法人国立病院機構関門医療センター［山口県］　　山崎富士子

P-071 一包化監査支援システム（PROOFIT１D）と薬剤師の監査時間の比較研究
市民調剤薬局　とやの店［新潟県］　　田代　智也
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P-037 かかりつけ薬剤師に対する意識調査
コクミン薬局大阪南医療センター前店［大阪府］　　堀切さやか

P-038 地域かかりつけ薬局におけるCKDシールへの関わりと今後の課題について
株式会社いわま薬局　さくらいわま薬局［秋田県］　　京野　　誠

P-039 患者の相談事例に24時間対応する薬剤師の貢献と評価
しらゆり調剤薬局［鹿児島県］　　山口　裕次

P-040 保険薬局における腎機能検査値活用手順の均一化
株式会社ナカジマ薬局［北海道］　　染谷　光洋

P-041 地域フォーミュラリに向けた取り組み
～施設療養患者における消化性潰瘍用剤処方に対する介入報告～

株式会社メディカルガーデン［神奈川県］　　吉田　純也

P-042 複数のレスキューを処方された患者への薬袋を活用した正しい服用方法の啓発
HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　原田　真一

P-043 ポリファーマシーに関する実態調査-メディカルガーデン式減薬メソッド-
ガーデン薬局中央店［神奈川県］　　渡部　雄紀

P-044 在宅患者を対象とした薬剤師の処方提案による減量および中止の実態調査
HyugaPharmacy株式会社きらり薬局［福岡県］　　八田　詩子

P-045 福井県薬剤師会による腎排泄型薬剤適正使用推進事業と参加薬剤師の意識変化
一般社団法人福井県薬剤師会［福井県］　　堀　　和子

P-046 高齢者のポリファーマシー解消に向けて～服用薬剤調整支援料算定の事例から～
株式会社ホロン　すずらん薬局本店［広島県］　　高見　　学

P-047 本邦初の薬剤師会、保険者、医師会および大学が協働で実施したポリファーマシー改善相
談事業のアンケート結果報告

一般社団法人朝霞地区薬剤師会［埼玉県］　　清水　勝子

P-048 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量における医師と薬剤師の連携
アーク調剤薬局［山梨県］　　湯山　康彦

P-049 保険薬局における高齢患者の腎機能調査
たんぽぽ薬局（株）［富山県］　　山本　　愛

P-050 港北区薬剤師会と横浜労災病院とのプロトコール運用について
（プロトコールの協働作成と評価）

港北区薬剤師会［神奈川県］　　市川　　浩

P-051 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臨床における有用
性評価

名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　高津亜希子

P-052 発熱性好中球減少症に対する抗菌薬使用状況調査
大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部［大分県］　　末延　道太

P-053 取り下げ

P-054 残薬調整でアピール！薬剤師のかかりつけ機能～薬剤師職能の評価を高める戦略的活動～
一般社団法人藤沢市薬剤師会　情報提供委員会［神奈川県］　　後藤　君代

P-055 拡張Clark式（演者の考案式）による小児薬用量の推定
タカラ薬局わかば［福岡県］　　浦　　公統
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P-089 抗精神病薬投与による糖・血清脂質代謝への影響について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　瓜生　明宏

P-090 医師会共同利用施設におけるDPP-4阻害薬の副作用実態調査
大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部［大分県］　　加藤　博和

P-091 C型肝炎治療薬DAAの相互作用回避のための取り組み
医療法人創起会　くまもと森都総合病院　薬剤部［熊本県］　　山田　邦夫

P-092 リバスタッチⓇ及びイクセロンⓇ使用におけるかぶれ対策の実態調査
株式会社フレンド　薬師寺調剤薬局［栃木県］　　古木　美佑

P-093 ST合剤の先発品と後発品における血小板数減少の副作用発現の比較検討
久留米大学病院薬剤部［福岡県］　　小山千寿子

P-094 ST合剤の先発品と後発品における腎機能障害発現の比較検討
久留米大学病院薬剤部［福岡県］　　今村　英恵

P-095 エリスロポエチン製剤使用中に後天性続発性赤芽球癆を併発した腎性貧血の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部［大分県］　　藤野　　優

P-096 平成29年度DrugEventMonitoring（DEM）で報告されたエスフルルビプロフェン使用
に伴う有害事象の検討

東京理科大学薬学部［千葉県］　　佐藤　嗣道

P-097 新薬（11薬剤）使用に伴う有害事象の検討：平成30年度DrugEventMonitoring（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］　　中村　卓弥

P-098 副作用指導における副作用管理支援システム「マディア・スピーク（R）」の有用性評価
株式会社ホロン　すずらん薬局　庚午店［広島県］　　青原　美佳

P-099 アミオダロンによる肺胞出血に対してステロイドパルス療法が著効した1症例
山口県済生会下関総合病院［山口県］　　藤田　淳志

P-100 ステロイド性骨粗鬆症による骨折を予防するための薬剤師介入研究
ウエルシア薬局［埼玉県］　　新井　一也

P-101 副作用自覚症状チェックシートを用いた介入調査の結果と今後の薬剤師の課題について
東京薬科大学　［東京都］　　木村　尚統

P-102 重複投薬・相互作用等防止加算を算定したプレアボイド事例の報告
株式会社アイドラッグ　すずらん薬局瀬名中央店［静岡県］　　松田夕妃乃

P-103 抗ヒスタミンOTC薬を安全に一般市民へ提供するためのインターネットを用いたインペ
アード・パフォーマンスの実態調査

名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　後藤麻里奈

P-104 居宅療養管理指導時に経験した処方薬の製剤的特徴が問題点となった事例
株式会社秋本薬局［神奈川県］　　松本早耶香

P-105 当薬局におけるDI活動　～副作用報告の取り組み～
多摩薬局［東京都］　　中村　理樹

P-106 Secureな環境における副作用ファジー検索システムの構築
明治薬科大学［東京都］　　菅野　敦之

P-107 患者の自覚症状に基づく副作用確認システムの作動性に関する調査
株式会社ホロン　すずらん薬局紙屋町ビル店［広島県］　　杉本　祥子

102

P-072 鑑査レンジ導入前後でのインシデント事例の変化
二葉薬局　京町［宮崎県］　　山口　佳奈

P-073 乳棒・乳鉢を使用した粉砕化調剤時の錠剤飛散防止のための器具の開発とその評価
山口大学医学部附属病院［山口県］　　硲　貴和子

P-074 薬局内におけるヒヤリ・ハット事例の検討と調剤過誤への対策
株式会社ティーズプランニング ひのき薬局 与野店［埼玉県］　　大湊　　崇

P-075 JCHO下関医療センターにおける入退院支援センター開設に伴う薬剤師の取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構　下関医療センター［山口県］　　深井　希江

P-076 保険薬局による使用済み注射針回収の現状と適切な対応（千葉県）
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］　　中村　達也

P-077 術前抗血栓薬の薬学的管理　-医療安全と施設間連携を目指して-
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　橋田　知子

P-078 調剤業務トータル支援ITシステムの開発（第33報）
分析ソフトより得たデータを用いた２店舗間の未然に防がれたエラーの分析

すずらん薬局［奈良県］　　吉川香奈美

P-079 調剤薬局におけるインシデント事例と防止策
株式会社　アルカ［兵庫県］　　濱本　崇宏

P-080 当院での持参薬報告、処方システム導入後の薬剤師業務
一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター［熊本県］　　山下　俊平

P-081 当院におけるビスホスホネート製剤の経管投与の実態調査
地域医療機能推進機構　徳山中央病院　［山口県］　　藤井　佑太

P-082 調剤過誤防止のため調剤監査システムを導入したぷらんたん薬局の取り組み
ぷらんたん薬局［福島県］　　佐藤　一樹

P-083 新人薬剤師が起こした調剤過誤
てらわき薬局［鹿児島県］　　四元　雄太

P-084 簡易的な調剤監査システム導入による調剤過誤防止対策とその効果について
あさひ調剤薬局［長崎県］　　野口　大之

P-085 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に対する対策について
（第2報）

エムハート薬局芥見店［岐阜県］　　吉田　和美

P-086 自社におけるインシデント、調剤過誤の原因とその対策を考える
ラッキーバッグ株式会社　金山調剤薬局［山形県］　　高橋　　慧

P-087 HUMANVSFUJIFILM監査システムの有用性及び短所
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

■ポスター発表 副作用、相互作用、イベントモニタリング
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-088 保険薬局における疑義照会による臨床的影響度の評価について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　小林　風貴
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P-089 抗精神病薬投与による糖・血清脂質代謝への影響について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　瓜生　明宏

P-090 医師会共同利用施設におけるDPP-4阻害薬の副作用実態調査
大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部［大分県］　　加藤　博和

P-091 C型肝炎治療薬DAAの相互作用回避のための取り組み
医療法人創起会　くまもと森都総合病院　薬剤部［熊本県］　　山田　邦夫

P-092 リバスタッチⓇ及びイクセロンⓇ使用におけるかぶれ対策の実態調査
株式会社フレンド　薬師寺調剤薬局［栃木県］　　古木　美佑

P-093 ST合剤の先発品と後発品における血小板数減少の副作用発現の比較検討
久留米大学病院薬剤部［福岡県］　　小山千寿子

P-094 ST合剤の先発品と後発品における腎機能障害発現の比較検討
久留米大学病院薬剤部［福岡県］　　今村　英恵

P-095 エリスロポエチン製剤使用中に後天性続発性赤芽球癆を併発した腎性貧血の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部［大分県］　　藤野　　優

P-096 平成29年度DrugEventMonitoring（DEM）で報告されたエスフルルビプロフェン使用
に伴う有害事象の検討

東京理科大学薬学部［千葉県］　　佐藤　嗣道

P-097 新薬（11薬剤）使用に伴う有害事象の検討：平成30年度DrugEventMonitoring（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］　　中村　卓弥

P-098 副作用指導における副作用管理支援システム「マディア・スピーク（R）」の有用性評価
株式会社ホロン　すずらん薬局　庚午店［広島県］　　青原　美佳

P-099 アミオダロンによる肺胞出血に対してステロイドパルス療法が著効した1症例
山口県済生会下関総合病院［山口県］　　藤田　淳志

P-100 ステロイド性骨粗鬆症による骨折を予防するための薬剤師介入研究
ウエルシア薬局［埼玉県］　　新井　一也

P-101 副作用自覚症状チェックシートを用いた介入調査の結果と今後の薬剤師の課題について
東京薬科大学　［東京都］　　木村　尚統

P-102 重複投薬・相互作用等防止加算を算定したプレアボイド事例の報告
株式会社アイドラッグ　すずらん薬局瀬名中央店［静岡県］　　松田夕妃乃

P-103 抗ヒスタミンOTC薬を安全に一般市民へ提供するためのインターネットを用いたインペ
アード・パフォーマンスの実態調査

名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　後藤麻里奈

P-104 居宅療養管理指導時に経験した処方薬の製剤的特徴が問題点となった事例
株式会社秋本薬局［神奈川県］　　松本早耶香

P-105 当薬局におけるDI活動　～副作用報告の取り組み～
多摩薬局［東京都］　　中村　理樹

P-106 Secureな環境における副作用ファジー検索システムの構築
明治薬科大学［東京都］　　菅野　敦之

P-107 患者の自覚症状に基づく副作用確認システムの作動性に関する調査
株式会社ホロン　すずらん薬局紙屋町ビル店［広島県］　　杉本　祥子
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P-072 鑑査レンジ導入前後でのインシデント事例の変化
二葉薬局　京町［宮崎県］　　山口　佳奈

P-073 乳棒・乳鉢を使用した粉砕化調剤時の錠剤飛散防止のための器具の開発とその評価
山口大学医学部附属病院［山口県］　　硲　貴和子

P-074 薬局内におけるヒヤリ・ハット事例の検討と調剤過誤への対策
株式会社ティーズプランニング ひのき薬局 与野店［埼玉県］　　大湊　　崇

P-075 JCHO下関医療センターにおける入退院支援センター開設に伴う薬剤師の取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構　下関医療センター［山口県］　　深井　希江

P-076 保険薬局による使用済み注射針回収の現状と適切な対応（千葉県）
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］　　中村　達也

P-077 術前抗血栓薬の薬学的管理　-医療安全と施設間連携を目指して-
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　橋田　知子

P-078 調剤業務トータル支援ITシステムの開発（第33報）
分析ソフトより得たデータを用いた２店舗間の未然に防がれたエラーの分析

すずらん薬局［奈良県］　　吉川香奈美

P-079 調剤薬局におけるインシデント事例と防止策
株式会社　アルカ［兵庫県］　　濱本　崇宏

P-080 当院での持参薬報告、処方システム導入後の薬剤師業務
一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター［熊本県］　　山下　俊平

P-081 当院におけるビスホスホネート製剤の経管投与の実態調査
地域医療機能推進機構　徳山中央病院　［山口県］　　藤井　佑太

P-082 調剤過誤防止のため調剤監査システムを導入したぷらんたん薬局の取り組み
ぷらんたん薬局［福島県］　　佐藤　一樹

P-083 新人薬剤師が起こした調剤過誤
てらわき薬局［鹿児島県］　　四元　雄太

P-084 簡易的な調剤監査システム導入による調剤過誤防止対策とその効果について
あさひ調剤薬局［長崎県］　　野口　大之

P-085 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に対する対策について
（第2報）

エムハート薬局芥見店［岐阜県］　　吉田　和美

P-086 自社におけるインシデント、調剤過誤の原因とその対策を考える
ラッキーバッグ株式会社　金山調剤薬局［山形県］　　高橋　　慧

P-087 HUMANVSFUJIFILM監査システムの有用性及び短所
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

■ポスター発表 副作用、相互作用、イベントモニタリング
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-088 保険薬局における疑義照会による臨床的影響度の評価について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　小林　風貴
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P-123 化学療法施行中の患者における副作用情報収集のツールを作成し利用した一例と今後の
展望

株式会社フレンド　フレンド調剤自治医大東店［栃木県］　　高橋　　舞

P-124 取り下げ

P-125 薬剤師がPOSを実施する際に直面するプロブレムの数とその内容：文献的考察
ゴダイ調剤薬局　増位店［兵庫県］　　仙波　貴広

P-126 当薬局における服薬情報等提供の活用実態について
のぞみ薬局本店［広島県］　　日高　良昌

P-127 小児患者及び保護者の抱える服薬上の問題点の調査
ダイエーモリシア津田沼店薬局［千葉県］　　小林　将大

P-128 小児用抗菌薬散剤の苦味軽減のための服用上の工夫に対する味覚の実態調査
株式会社秋本薬局［神奈川県］　　浜崎　　萌

P-129 糖尿病網膜症患者に対する良好な服薬アドヒアランスの確保ために
株式会社ティーズプランニング［東京都］　　小林　浩司

P-130 小児科処方薬の散剤および水剤混合時の味の調査
望星薬局［神奈川県］　　斉藤　智子

P-131 疑義照会簡素化プロトコル導入における効果について
パルス薬局［北海道］　　中田　裕貴

P-132 増加するADHD患児に保険薬局薬剤師はどう対応するか
-ADHD患児への対応に関する保険薬局薬剤師を対象としたインターネット調査-

名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　柴田　華帆

P-133 3か月以上にわたり6剤以上の併用薬がある患者への多剤併用に対する意識調査
うさぎ薬局［東京都］　　向　真由実

P-134 心房細動・甲状腺機能低下症の患者へのかかりつけ薬剤師の役割について
青空薬局［鳥取県］　　網崎由佳子

P-135 チラシを用いた薬局での相談対応による円滑な対人業務の推進と患者のニーズに合った
情報提供の必要性

東京薬科大学［東京都］　　上村　静香

P-136 透析患者における皮膚掻痒症の発症率と薬剤師介入の意義
セイユー堂薬局稙田店［大分県］　　松岡　克典

P-137 処方医との副作用情報・服薬状況の共有による処方変更事例
株式会社ウェルパーク［埼玉県］　　丸山　拓郎

P-138 トレーシングレポートの活用及び服用期間を通じたフォローアップによりアドヒアラン
ス改善及び服薬介助の負担軽減につながった例

株式会社パワーファーマシー　中央薬局　今泉店［栃木県］　　船見　正範

P-139 論文抄読会およびトレーシングレポート活用研修会の継続的な取り組みで得られた成果
と課題

NPO法人  くすりと地域医療を考える会・MEBiUS［栃木県］　　真鍋健太郎

P-140 患者の治療効果に合わせた糖尿病薬の検討と処方提案による効果
（株）TGN　ウォンツ薬局三次店［広島県］　　荒谷　卓男
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P-108 ニボルマブ投与後に重度の下痢を発症した非小細胞肺癌の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部［大分県］　　川元　崇志

P-109 経口血糖降下薬により低血糖を発症し救急搬送された１症例
JCHO下関医療センター薬剤部［山口県］　　藤村　弥生

■ポスター発表 薬局製剤、調剤技術、院内製剤
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-110 自動調剤棚は対人業務に貢献できるか
（株）霧島市民薬局［鹿児島県］　　前田竜太郎

P-111 簡易懸濁法の導入による調剤時間の短縮効果について
エムハート薬局笠松店［岐阜県］　　櫻井真理子

P-112 各種軟膏剤およびクリーム剤と混和したタクロリムス軟膏の安定性評価
昭和薬科大学［東京都］　　井上　能博

P-113 散剤調剤ロボット導入による患者待ち時間の短縮効果について
エムハート薬局　各務原店［岐阜県］　　森　　厚司

P-114 Ｖ型分包機の手技による秤量精度の検証
（株）太陽薬局　屋形原店［福岡県］　　森山健次郎

■ポスター発表 服薬指導、薬歴管理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-115 患者自身による適正な点眼を目指して―有用な点眼指導ツールをつくる
ラッキーバッグ株式会社　霞城薬局［山形県］　　櫻井可奈子

P-116 服薬アドヒアランスの指標としての服薬時イベント
（株）アインファーマシーズ　アイン薬局　豊岡店［北海道］　　加藤まどか

P-117 血液検査に対する意識調査
株式会社ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本［島根県］　　松隈　一希

P-118 薬剤師の介入により減薬が可能であった2症例
アーク調剤薬局［長野県］　　今城　宏文

P-119 メタアナリシスを用いた薬剤師による吸入指導の有用性の検討
千葉県薬剤師会薬事情報センター［千葉県］　　鷲尾　夢香

P-120 外国人患者対応に役立つ既存多言語ツールの整理並びに薬局実務への活用と注意点につ
いて

株式会社ウェルパーク　ウェルパーク薬局 東浦和駅前店［埼玉県］　　池浦　　恵

P-121 対面での服薬指導により発見した有害事象～アドヒアランスの改善及び減薬にも成功し
た一症例～

株式会社スター薬局［香川県］　　瀧川　和広

P-122 平成堂薬局グループにおける薬剤師の職能を活かして患者の不利益を取り除いた事例
平成堂薬局グループ［福岡県］　　待鳥　宏和
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P-108 ニボルマブ投与後に重度の下痢を発症した非小細胞肺癌の一症例
大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部［大分県］　　川元　崇志

P-109 経口血糖降下薬により低血糖を発症し救急搬送された１症例
JCHO下関医療センター薬剤部［山口県］　　藤村　弥生

■ポスター発表 薬局製剤、調剤技術、院内製剤
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-110 自動調剤棚は対人業務に貢献できるか
（株）霧島市民薬局［鹿児島県］　　前田竜太郎

P-111 簡易懸濁法の導入による調剤時間の短縮効果について
エムハート薬局笠松店［岐阜県］　　櫻井真理子

P-112 各種軟膏剤およびクリーム剤と混和したタクロリムス軟膏の安定性評価
昭和薬科大学［東京都］　　井上　能博

P-113 散剤調剤ロボット導入による患者待ち時間の短縮効果について
エムハート薬局　各務原店［岐阜県］　　森　　厚司

P-114 Ｖ型分包機の手技による秤量精度の検証
（株）太陽薬局　屋形原店［福岡県］　　森山健次郎

■ポスター発表 服薬指導、薬歴管理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-115 患者自身による適正な点眼を目指して―有用な点眼指導ツールをつくる
ラッキーバッグ株式会社　霞城薬局［山形県］　　櫻井可奈子

P-116 服薬アドヒアランスの指標としての服薬時イベント
（株）アインファーマシーズ　アイン薬局　豊岡店［北海道］　　加藤まどか

P-117 血液検査に対する意識調査
株式会社ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本［島根県］　　松隈　一希

P-118 薬剤師の介入により減薬が可能であった2症例
アーク調剤薬局［長野県］　　今城　宏文

P-119 メタアナリシスを用いた薬剤師による吸入指導の有用性の検討
千葉県薬剤師会薬事情報センター［千葉県］　　鷲尾　夢香

P-120 外国人患者対応に役立つ既存多言語ツールの整理並びに薬局実務への活用と注意点につ
いて

株式会社ウェルパーク　ウェルパーク薬局 東浦和駅前店［埼玉県］　　池浦　　恵

P-121 対面での服薬指導により発見した有害事象～アドヒアランスの改善及び減薬にも成功し
た一症例～

株式会社スター薬局［香川県］　　瀧川　和広

P-122 平成堂薬局グループにおける薬剤師の職能を活かして患者の不利益を取り除いた事例
平成堂薬局グループ［福岡県］　　待鳥　宏和
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P-158 ブラウンバッグ代替アイテム使用による薬剤削減効果
株式会社ツルハ［神奈川県］　　松井　　洸

■ポスター発表 薬剤管理、病棟薬剤業務
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-159 人工膝関節置換術（TKA）中の関節周囲カクテル注射の組成が術後の疼痛に及ぼす影響
熊本赤十字病院薬剤部［熊本県］　　山縣　美月

P-160 回復期リハビリ病棟での減薬による転倒・転落への影響とその取り組み
医療法人　西宮回生病院　薬剤部［兵庫県］　　前田　悠里

P-161 小児及びGCU病棟での病棟薬剤業務の構築とその有用性について
宮崎県立宮崎病院　薬剤部［宮崎県］　　岩切　詩子

P-162 持参薬鑑別に関するインシデントの要因分析とその対策
久留米大学病院　薬剤部［福岡県］　　大石かおる

P-163 デング熱患児への薬物治療に対する薬剤師の介入
国立病院機構岩国医療センター［山口県］　　安田　大輝

P-164 薬局薬剤師による残薬の整理活動がもたらす効果についての検討
 一般社団法人国立市薬剤師会［東京都］　　下平　秀夫

P-165 薬学的介入を行ったTAFRO症候群の1例
大分記念病院［大分県］　　田泓　夏花

P-166 病棟薬剤業務における居宅療養管理指導へ繋がった1例
～保険調剤薬局薬剤師との協働による退院時共同指導料2算定を目指して～

地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市民病院 薬剤部［福岡県］　　土屋　　貴

■ポスター発表 薬局経営、医療経済、流通
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-167 保険薬局におけるセルフメディケーション推進活動の動向および潜在的医療費節減効果
に関する調査解析

有限会社ウインファーマ［神奈川県］　　鈴木　伸悟

P-168 疑義照会による医療費への影響と、今後の医療費削減に対する取り組みの検討
アリス薬局下宿店［静岡県］　　勝間田　豊

P-169 保険薬局における疑義照会による薬剤費削減効果について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　山本恵梨香

P-170 薬局薬剤師の薬学的介入により年代別に回避されるリスクと医療経済効果
福岡大学大学院薬学研究科臨床薬剤学分野［福岡県］　　高口　寛子

P-171 「こども薬局」への参加が、保護者の「調剤待ち許容時間」に及ぼす影響
Fizz-DI、ひより薬局［兵庫県］　　児島　悠史

P-172 吉南薬剤師会による薬局備蓄リストの活用報告と今後の展開
～高い患者サービスに向けて～

一般社団法人吉南薬剤師会［山口県］　　大田　修三
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P-141 男性薬剤師における婦人科処方の服薬指導のかかわり方
グリーンファーマシー株式会社［大阪府］　　土廣　篤史

■ポスター発表 薬剤情報提供、お薬手帳
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-142 高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤減薬時のトレーシングレポート作成による情報
共有の有効性

ラッキーバッグ株式会社はやせ薬局［岩手県］　　谷地　千明

P-143 調剤薬局におけるお薬手帳を用いた処方監査の特徴と経済効果
岐阜薬科大学　実践社会薬学研究室［岐阜県］　　上田祐稀乃

P-144 小児科門前薬局におけるお薬手帳の有効活用と有用性の検討
～「お薬の飲ませ方」等の貼付による付加機能の実践～

ＭＡＣアドバイザリー株式会社［北海道］　　宮崎　太郎

P-145 小児が服用する散剤を溶解・懸濁するのに必要な水の量の調査
神女薬局［山口県］　　杉江　　大

P-146 プレアボイド事例からみるお薬手帳の重要性
あおぞら薬局［鹿児島県］　　新納　俊一

P-147 薬剤師の患者への想いが通じた症例　　～熱い想いは必ず届く～
（有）メディシーナ　あき薬局［大阪府］　　古島　彩代

P-148 服薬情報提供書から読み取る多職種からの情報提供の重要性について
コスモス調剤薬局大塚店［愛知県］　　山田　純也

P-149 当薬局におけるお薬手帳持参率の調査
一般社団法人 泉州メディカ たかさご薬局［大阪府］　　北山　雅大

P-150 調剤薬局におけるお薬手帳の活用術
かもの宮薬局［神奈川県］　　井上　善之

P-151 ファモチジン口腔内崩壊錠の品質比較と一包化調剤に伴う品質劣化
公益社団法人東京都薬剤師会　衛生試験所［東京都］　　梅沢　綾子

P-152 お薬手帳の電子化普及に関する課題と解決に向けた取り組み
明治薬科大学・地域医療コース［東京都］　　柳　　成寛

P-153 京都第二赤十字病院と近隣保険薬局との連携におけるチェックシート導入への取り組み
府庁前ゆう薬局［京都府］　　今井　梓嵯

P-154 ヘルスケアアプリケーションの実態及び継続性に関する調査研究
－電子お薬手帳の継続利用を進めるために－

河北総合病院薬剤部［東京都］　　折井　孝男

P-155 電子お薬手帳利用者の分析と機能評価および今後の課題について
サン薬局五位堂店［奈良県］　　山崎　裕己

P-156 電子版お薬手帳認知度調査
大牟田中央薬局［福岡県］　　田島賢次朗

P-157 血液透析患者が服用する内服薬に含まれる医薬品添加物のリンの含有調査
～医師への情報提供～

一般財団法人　霞ヶ浦成人病研究事業団　霞ヶ浦薬剤センター薬局［茨城県］　　高澤　麻美
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P-158 ブラウンバッグ代替アイテム使用による薬剤削減効果
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宮崎県立宮崎病院　薬剤部［宮崎県］　　岩切　詩子
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P-163 デング熱患児への薬物治療に対する薬剤師の介入
国立病院機構岩国医療センター［山口県］　　安田　大輝

P-164 薬局薬剤師による残薬の整理活動がもたらす効果についての検討
 一般社団法人国立市薬剤師会［東京都］　　下平　秀夫

P-165 薬学的介入を行ったTAFRO症候群の1例
大分記念病院［大分県］　　田泓　夏花

P-166 病棟薬剤業務における居宅療養管理指導へ繋がった1例
～保険調剤薬局薬剤師との協働による退院時共同指導料2算定を目指して～

地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市民病院 薬剤部［福岡県］　　土屋　　貴

■ポスター発表 薬局経営、医療経済、流通
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-167 保険薬局におけるセルフメディケーション推進活動の動向および潜在的医療費節減効果
に関する調査解析

有限会社ウインファーマ［神奈川県］　　鈴木　伸悟

P-168 疑義照会による医療費への影響と、今後の医療費削減に対する取り組みの検討
アリス薬局下宿店［静岡県］　　勝間田　豊

P-169 保険薬局における疑義照会による薬剤費削減効果について
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］　　山本恵梨香

P-170 薬局薬剤師の薬学的介入により年代別に回避されるリスクと医療経済効果
福岡大学大学院薬学研究科臨床薬剤学分野［福岡県］　　高口　寛子

P-171 「こども薬局」への参加が、保護者の「調剤待ち許容時間」に及ぼす影響
Fizz-DI、ひより薬局［兵庫県］　　児島　悠史

P-172 吉南薬剤師会による薬局備蓄リストの活用報告と今後の展開
～高い患者サービスに向けて～

一般社団法人吉南薬剤師会［山口県］　　大田　修三
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P-141 男性薬剤師における婦人科処方の服薬指導のかかわり方
グリーンファーマシー株式会社［大阪府］　　土廣　篤史

■ポスター発表 薬剤情報提供、お薬手帳
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-142 高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤減薬時のトレーシングレポート作成による情報
共有の有効性

ラッキーバッグ株式会社はやせ薬局［岩手県］　　谷地　千明

P-143 調剤薬局におけるお薬手帳を用いた処方監査の特徴と経済効果
岐阜薬科大学　実践社会薬学研究室［岐阜県］　　上田祐稀乃

P-144 小児科門前薬局におけるお薬手帳の有効活用と有用性の検討
～「お薬の飲ませ方」等の貼付による付加機能の実践～

ＭＡＣアドバイザリー株式会社［北海道］　　宮崎　太郎

P-145 小児が服用する散剤を溶解・懸濁するのに必要な水の量の調査
神女薬局［山口県］　　杉江　　大

P-146 プレアボイド事例からみるお薬手帳の重要性
あおぞら薬局［鹿児島県］　　新納　俊一

P-147 薬剤師の患者への想いが通じた症例　　～熱い想いは必ず届く～
（有）メディシーナ　あき薬局［大阪府］　　古島　彩代

P-148 服薬情報提供書から読み取る多職種からの情報提供の重要性について
コスモス調剤薬局大塚店［愛知県］　　山田　純也

P-149 当薬局におけるお薬手帳持参率の調査
一般社団法人 泉州メディカ たかさご薬局［大阪府］　　北山　雅大

P-150 調剤薬局におけるお薬手帳の活用術
かもの宮薬局［神奈川県］　　井上　善之

P-151 ファモチジン口腔内崩壊錠の品質比較と一包化調剤に伴う品質劣化
公益社団法人東京都薬剤師会　衛生試験所［東京都］　　梅沢　綾子

P-152 お薬手帳の電子化普及に関する課題と解決に向けた取り組み
明治薬科大学・地域医療コース［東京都］　　柳　　成寛

P-153 京都第二赤十字病院と近隣保険薬局との連携におけるチェックシート導入への取り組み
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－電子お薬手帳の継続利用を進めるために－

河北総合病院薬剤部［東京都］　　折井　孝男

P-155 電子お薬手帳利用者の分析と機能評価および今後の課題について
サン薬局五位堂店［奈良県］　　山崎　裕己

P-156 電子版お薬手帳認知度調査
大牟田中央薬局［福岡県］　　田島賢次朗

P-157 血液透析患者が服用する内服薬に含まれる医薬品添加物のリンの含有調査
～医師への情報提供～
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P-188 産学官民連携による「薬草の里づくり事業」への参画
～日向市東臼杵郡薬剤師会の取り組み第２報～

千代田病院［宮崎県］　　甲斐　晃弘

■ポスター発表 健康サポート薬局
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-189 プレアボイド事例から見える薬剤師の役割
-薬剤師のスキル向上と患者さんの利益を守るために-

栗林公園前薬局［香川県］　　細川　雅代

P-190 便秘ツールから始める健康サポート薬局への第一歩
グリーンファーマシー株式会社　みどり薬局　りんくう店［大阪府］　　鄭　　賢卿

P-191 健康サポート薬局の現状と課題～薬局で受けたい検査から検証する～
みどり薬局［東京都］　　柴田　淑子

P-192 健康サポート薬局における肥満・アルコール代謝関連遺伝子検査を活用した「健康フェア」
の実施

一般財団法人　緑風会　緑風会薬局［広島県］　　春日　真由

P-193 検体測定室利用者分析から見る保険薬局の求められる役割について
（株）関西メディコ［奈良県］　　巽　　　清

P-194 健康サポート薬局における服用薬剤調整支援業務の成果と課題
（株）医薬品情報センター　古川調剤薬局宮崎店［宮城県］　　佐藤　佑介

P-195 ロジステック回帰分析法を活用した保険薬局における患者満足度の要因分析
一般社団法人 大阪ファルマプラン　あおぞら薬局［大阪府］　　廣田　憲威

P-196 薬局における骨密度計測イベントの有効性-1-
アップル薬局　小岩店［東京都］　　本島　利奈

P-197 Withwalk～糖尿病運動療法に対する調剤薬局の介入と効果について～
株式会社ダテ薬局［岡山県］　　朝田　　央

P-198 骨密度測定会の実施による骨量への意識付けに対する効果検証
株式会社メディカメント　サカエ薬局［岡山県］　　奥山　勝敏

P-199 宝達志水町における健康サポート薬局の活動報告
瑠璃光薬局［石川県］　　佐藤　里美

P-200 当薬局での健康相談会・健康講演会実施報告
株式会社大平　タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　古瀬　由奈

P-201 「大型商業施設」での健康相談会の活動報告
～より多くの地域住民の健康を支援するために～

そうごう薬局　新下関店［山口県］　　行友　啓悟

P-202 保険薬局が取り組むノルディックウォークを通した健康サポートの提案
アーク調剤薬局［山梨県］　　久保田賢治

P-203 アムスラーチャートを利用し黄斑疾患の早期発見と治療に繋げた一例
アポロメディカルホールディングス株式会社　アイランド薬局八山田店［福島県］　　熊谷　拓朗

P-204 健康サポート薬局として、地域連携の取り組みと課題
株式会社サンクール　あしたば薬局石狩店［北海道］　　松永　雅和
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P-173 春日井活薬プロジェクトによる経済効果の検証
一般社団法人春日井市薬剤師会［愛知県］　　塚本　知男

P-174 (株)はいやくにおけるファーマシーアシスタント（非薬剤師）教育の実施
株式会社はいやく　おおさわ薬局［静岡県］　　長崎　　脩

P-175 東京都内の病院における医薬品の出納・保管管理に関する調査結果
～発注・保管・再利用・廃棄・返品・不動在庫の現状～

東京都福祉保健局健康安全部薬務課［東京都］　　河野　安昭

P-176 疑義照会簡素化プロトコル導入により期待される負担軽減の検証
株式会社フロンティア　フロンティア薬局三戸店［青森県］　　臼井　　孝

P-177 高額デッドストック医薬品の有効活用について
近畿大学薬学部［大阪府］　　中村　武夫

P-178 当薬局における非薬剤師による薬の取り揃えの現状と今後の課題
(株)ミック エムハート薬局久保新町店［愛知県］　　伊藤　　仁

■ポスター発表 OTC医薬品、セルフメディケーション
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-179 一般用目薬の点眼指導は誰がする？―アンケートとビデオ画像の結果から改善策を考える
―点眼後のふき取りはタテそしてヨコ―

徳島文理大学　香川薬学部［香川県］　　池田　博昭

P-180 複合型医薬品企業における問合せ内容の傾向及び薬効分類別の分析
株式会社富士薬品［埼玉県］　　松本　　哲

P-181 訪日イスラム教徒へのOTC医薬品のハラル情報提供
大阪大谷大学　薬学部［大阪府］　　前田　安耶

P-182 調剤薬局における患者の健康に対する意識調査
株式会社サンクール　あしたば薬局北大前店［北海道］　　佐々木真理絵

P-183 在日外国人の健康不安に関する調査および補助ツール実用化に向けての評価
明治薬科大学［東京都］　　寺山　雅美

P-184 要指導医薬品「ロキソニンＳ外用薬シリーズ」に関する意識調査に基づくセルフメディ
ケーションの推進

エーピー薬局［熊本県］　　半田真紀子

P-185 第1類医薬品からみる地域のセルフメディケーションニーズについて
株式会社ウェルパーク　ウェルパーク薬局東浦和駅前店［埼玉県］　　柄本　将徳

P-186 栄養指導による効果の実際
株式会社　アルカ［兵庫県］　　向井　政博

■ポスター発表 漢方（薬局製剤を除く）
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-187 疎経活血湯による味覚と体調の関連調査
市民調剤薬局亀田向陽店［新潟県］　　高橋　春秋
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～日向市東臼杵郡薬剤師会の取り組み第２報～
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みどり薬局［東京都］　　柴田　淑子

P-192 健康サポート薬局における肥満・アルコール代謝関連遺伝子検査を活用した「健康フェア」
の実施

一般財団法人　緑風会　緑風会薬局［広島県］　　春日　真由

P-193 検体測定室利用者分析から見る保険薬局の求められる役割について
（株）関西メディコ［奈良県］　　巽　　　清

P-194 健康サポート薬局における服用薬剤調整支援業務の成果と課題
（株）医薬品情報センター　古川調剤薬局宮崎店［宮城県］　　佐藤　佑介

P-195 ロジステック回帰分析法を活用した保険薬局における患者満足度の要因分析
一般社団法人 大阪ファルマプラン　あおぞら薬局［大阪府］　　廣田　憲威

P-196 薬局における骨密度計測イベントの有効性-1-
アップル薬局　小岩店［東京都］　　本島　利奈

P-197 Withwalk～糖尿病運動療法に対する調剤薬局の介入と効果について～
株式会社ダテ薬局［岡山県］　　朝田　　央

P-198 骨密度測定会の実施による骨量への意識付けに対する効果検証
株式会社メディカメント　サカエ薬局［岡山県］　　奥山　勝敏

P-199 宝達志水町における健康サポート薬局の活動報告
瑠璃光薬局［石川県］　　佐藤　里美

P-200 当薬局での健康相談会・健康講演会実施報告
株式会社大平　タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　古瀬　由奈

P-201 「大型商業施設」での健康相談会の活動報告
～より多くの地域住民の健康を支援するために～

そうごう薬局　新下関店［山口県］　　行友　啓悟

P-202 保険薬局が取り組むノルディックウォークを通した健康サポートの提案
アーク調剤薬局［山梨県］　　久保田賢治

P-203 アムスラーチャートを利用し黄斑疾患の早期発見と治療に繋げた一例
アポロメディカルホールディングス株式会社　アイランド薬局八山田店［福島県］　　熊谷　拓朗

P-204 健康サポート薬局として、地域連携の取り組みと課題
株式会社サンクール　あしたば薬局石狩店［北海道］　　松永　雅和
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P-173 春日井活薬プロジェクトによる経済効果の検証
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P-174 (株)はいやくにおけるファーマシーアシスタント（非薬剤師）教育の実施
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P-175 東京都内の病院における医薬品の出納・保管管理に関する調査結果
～発注・保管・再利用・廃棄・返品・不動在庫の現状～

東京都福祉保健局健康安全部薬務課［東京都］　　河野　安昭

P-176 疑義照会簡素化プロトコル導入により期待される負担軽減の検証
株式会社フロンティア　フロンティア薬局三戸店［青森県］　　臼井　　孝

P-177 高額デッドストック医薬品の有効活用について
近畿大学薬学部［大阪府］　　中村　武夫

P-178 当薬局における非薬剤師による薬の取り揃えの現状と今後の課題
(株)ミック エムハート薬局久保新町店［愛知県］　　伊藤　　仁

■ポスター発表 OTC医薬品、セルフメディケーション
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-179 一般用目薬の点眼指導は誰がする？―アンケートとビデオ画像の結果から改善策を考える
―点眼後のふき取りはタテそしてヨコ―

徳島文理大学　香川薬学部［香川県］　　池田　博昭

P-180 複合型医薬品企業における問合せ内容の傾向及び薬効分類別の分析
株式会社富士薬品［埼玉県］　　松本　　哲

P-181 訪日イスラム教徒へのOTC医薬品のハラル情報提供
大阪大谷大学　薬学部［大阪府］　　前田　安耶

P-182 調剤薬局における患者の健康に対する意識調査
株式会社サンクール　あしたば薬局北大前店［北海道］　　佐々木真理絵

P-183 在日外国人の健康不安に関する調査および補助ツール実用化に向けての評価
明治薬科大学［東京都］　　寺山　雅美

P-184 要指導医薬品「ロキソニンＳ外用薬シリーズ」に関する意識調査に基づくセルフメディ
ケーションの推進

エーピー薬局［熊本県］　　半田真紀子

P-185 第1類医薬品からみる地域のセルフメディケーションニーズについて
株式会社ウェルパーク　ウェルパーク薬局東浦和駅前店［埼玉県］　　柄本　将徳

P-186 栄養指導による効果の実際
株式会社　アルカ［兵庫県］　　向井　政博

■ポスター発表 漢方（薬局製剤を除く）
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-187 疎経活血湯による味覚と体調の関連調査
市民調剤薬局亀田向陽店［新潟県］　　高橋　春秋
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P-221 調剤薬局における自己血糖測定器データマネジメントソフト（Medilink）を用いた患者
サービスの実用性の検討

平成薬局［福岡県］　　松下　真和

P-222 かかりつけ薬剤師の取り組みが患者及び薬剤師業務に与える効果
岩手医科大学薬学部地域医療薬学分野［岩手県］　　高橋　　寛

P-223 Googleマッピングを用いたかかりつけ薬局一元化の地域状況分析方法の紹介
株式会社ユナイテッドファーマシー　ひかり調剤薬局［三重県］　　加藤　亮太

P-224 多職種連携のもと、『かかりつけ薬局』としての役割を発揮した一例
赤井薬局　鴻之台店［三重県］　　濃野　伸子

P-225 かかりつけ薬局として健康サポート機能・地域社会における連携体制の強化を行う取り組み
サエラ薬局倉敷店［岡山県］　　堀井　　梢

P-226 アウトリーチ型健康相談会を活用した要介護状態とならないためのフレイル対策事業
～ H30年度薬局ビジョン推進事業報告～

公益社団法人富山県薬剤師会［富山県］　　今村　理佐

P-227 札幌中心部における「くすりと健康のクイズ&パネル展」の開催効果の検討
一般社団法人札幌薬剤師会・かかりつけ薬局委員会［北海道］　　大房　洋一

P-228 地域に根差した薬局の取り組み～キッズファーマシーの開催～
株式会社健晴　三原薬局［埼玉県］　　細川　玄機

P-229 ICT活用によりかかりつけ薬剤師が介入に成功した事例
和同会薬局［東京都］　　田中　祥子

P-230 主に処方箋を応需している医療機関の違いによって異なる、かかりつけ薬剤師の実態調査
ぼうしや調剤薬局　南店［兵庫県］　　藤本久美子

P-231 「患者のための薬局ビジョン」「薬機法改正」に基づくかかりつけ薬剤師養成研修の実施
～意識改革からアウトカムまで～

株式会社グラム　調剤事業本部　業務推進室［東京都］　　児玉眞由美

■ポスター発表 在宅医療、介護福祉
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-232 IT医療ネットワークを活用し、減薬に成功した1症例
株式会社マスカット薬局［岡山県］　　金本　拓始

P-233 在宅薬剤活動におけるバイタルサイン（新バイタルサイン）導入における症例報告
株式会社メディカルリンク  かいばな薬局［三重県］　　中川　　歩

P-234 介護施設における服薬手技の実態
薬局セントラルファーマシー長嶺［熊本県］　　沼田　朋和

P-235 老々介護の途中に介護者が死去後、多職種連携により在宅医療を維持できた1症例（第2報）
コンプライアンス向上への取組み

エムハート薬局芥見店［岐阜県］　　北原　　敏

P-236 疼痛が原因で睡眠導入剤を過剰服用していた認知症高齢者症例
ファーコス薬局あい［東京都］　　酒匂　智祥

P-237 薬局提案型訪問薬剤管理推進への取り組み
二葉薬局　野尻［宮崎県］　　米倉　杏奈
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P-205 薬局薬剤師を対象とした肥満・アルコール代謝関連遺伝子検査を活用した「健康フェア」
の提案

公益社団法人広島県薬剤師会 会営二葉の里薬局［広島県］　　三浦　常代

P-206 骨粗鬆症による骨折予防に薬局が貢献できること
サエラ薬局　倉敷店［岡山県］　　高尾　陽子

P-207 カネマタ薬局における健康サポート薬局への取り組み
～薬剤師と管理栄養士との連携による地域健康拠点つくり～

カネマタ薬局船橋北口店［千葉県］　　大沼　　光

P-208 管理栄養士が活躍する調剤薬局を目指して～東海道薬局での取り組み～
東海道薬局［静岡県］　　望月ゆかり

P-209 調剤併設ドラッグストアの多職種連携による疾病悪化の抑制・改善
サンキュードラッグ平野薬局［福岡県］　　有本　江里

P-210 「薬局の健康イベントが参加者のセルフケア意識等に与える影響の評価
-骨粗鬆症の早期発見および予防に向けて-」

ぼうしや調剤薬局田寺東店［兵庫県］　　里　　尚也

P-211 地域住民への公開講座開催
二葉薬局　堤［宮崎県］　　森山　周太

P-212 地域市民への手洗いチェッカー体験実施報告
(有)二葉薬局［宮崎県］　　戸高　裕貴

■ポスター発表 かかりつけ薬剤師、薬局
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-213 抗リウマチ薬投与患者の担当薬剤師として肝機能増悪患者へ介入した一例
株式会社ゆうホールディングス　日吉ゆう薬局［京都府］　　尾崎　麻理

P-214 DOAC変更時に服薬管理ができていないことが発覚し、１週間ごとの服薬チェックによ
り再出血の予防が出来たと考えられる一例

株式会社マスカット薬局［岡山県］　　大呂　真史

P-215 多発性骨髄腫治療を開始した視覚障害者に対し身近な薬剤師として有効な服薬指導を
行ったか

株式会社桜木薬局［東京都］　　矢作　　惠

P-216 ポリファーマシー対策！よくわかる局内手順書作り
メロディー薬局　すみよし公園店［大阪府］　　土井和加子

P-217 保険薬局かかりつけ薬剤師による患者の継続的服薬支援
～服薬ケアプランを活用した取り組み～

(株)ナカジマ薬局［北海道］　　奈良　　豪

P-218 かかりつけ薬剤師業務客観的評価の試み
日本調剤　島大薬局［島根県］　　金田　昌之

P-219 かかりつけ薬局による受診勧奨の有用性
株式会社メディカル・コア　ふたば薬局［福島県］　　佐藤　博泰

P-220 患者本位の医薬分業の実現に向けた薬局機能の検討
アイ調剤薬局川内店［徳島県］　　高原　　愛
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P-221 調剤薬局における自己血糖測定器データマネジメントソフト（Medilink）を用いた患者
サービスの実用性の検討

平成薬局［福岡県］　　松下　真和

P-222 かかりつけ薬剤師の取り組みが患者及び薬剤師業務に与える効果
岩手医科大学薬学部地域医療薬学分野［岩手県］　　高橋　　寛

P-223 Googleマッピングを用いたかかりつけ薬局一元化の地域状況分析方法の紹介
株式会社ユナイテッドファーマシー　ひかり調剤薬局［三重県］　　加藤　亮太

P-224 多職種連携のもと、『かかりつけ薬局』としての役割を発揮した一例
赤井薬局　鴻之台店［三重県］　　濃野　伸子

P-225 かかりつけ薬局として健康サポート機能・地域社会における連携体制の強化を行う取り組み
サエラ薬局倉敷店［岡山県］　　堀井　　梢

P-226 アウトリーチ型健康相談会を活用した要介護状態とならないためのフレイル対策事業
～ H30年度薬局ビジョン推進事業報告～

公益社団法人富山県薬剤師会［富山県］　　今村　理佐

P-227 札幌中心部における「くすりと健康のクイズ&パネル展」の開催効果の検討
一般社団法人札幌薬剤師会・かかりつけ薬局委員会［北海道］　　大房　洋一

P-228 地域に根差した薬局の取り組み～キッズファーマシーの開催～
株式会社健晴　三原薬局［埼玉県］　　細川　玄機

P-229 ICT活用によりかかりつけ薬剤師が介入に成功した事例
和同会薬局［東京都］　　田中　祥子

P-230 主に処方箋を応需している医療機関の違いによって異なる、かかりつけ薬剤師の実態調査
ぼうしや調剤薬局　南店［兵庫県］　　藤本久美子

P-231 「患者のための薬局ビジョン」「薬機法改正」に基づくかかりつけ薬剤師養成研修の実施
～意識改革からアウトカムまで～

株式会社グラム　調剤事業本部　業務推進室［東京都］　　児玉眞由美

■ポスター発表 在宅医療、介護福祉
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-232 IT医療ネットワークを活用し、減薬に成功した1症例
株式会社マスカット薬局［岡山県］　　金本　拓始

P-233 在宅薬剤活動におけるバイタルサイン（新バイタルサイン）導入における症例報告
株式会社メディカルリンク  かいばな薬局［三重県］　　中川　　歩

P-234 介護施設における服薬手技の実態
薬局セントラルファーマシー長嶺［熊本県］　　沼田　朋和

P-235 老々介護の途中に介護者が死去後、多職種連携により在宅医療を維持できた1症例（第2報）
コンプライアンス向上への取組み

エムハート薬局芥見店［岐阜県］　　北原　　敏

P-236 疼痛が原因で睡眠導入剤を過剰服用していた認知症高齢者症例
ファーコス薬局あい［東京都］　　酒匂　智祥

P-237 薬局提案型訪問薬剤管理推進への取り組み
二葉薬局　野尻［宮崎県］　　米倉　杏奈
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P-205 薬局薬剤師を対象とした肥満・アルコール代謝関連遺伝子検査を活用した「健康フェア」
の提案

公益社団法人広島県薬剤師会 会営二葉の里薬局［広島県］　　三浦　常代

P-206 骨粗鬆症による骨折予防に薬局が貢献できること
サエラ薬局　倉敷店［岡山県］　　高尾　陽子

P-207 カネマタ薬局における健康サポート薬局への取り組み
～薬剤師と管理栄養士との連携による地域健康拠点つくり～

カネマタ薬局船橋北口店［千葉県］　　大沼　　光

P-208 管理栄養士が活躍する調剤薬局を目指して～東海道薬局での取り組み～
東海道薬局［静岡県］　　望月ゆかり

P-209 調剤併設ドラッグストアの多職種連携による疾病悪化の抑制・改善
サンキュードラッグ平野薬局［福岡県］　　有本　江里

P-210 「薬局の健康イベントが参加者のセルフケア意識等に与える影響の評価
-骨粗鬆症の早期発見および予防に向けて-」

ぼうしや調剤薬局田寺東店［兵庫県］　　里　　尚也

P-211 地域住民への公開講座開催
二葉薬局　堤［宮崎県］　　森山　周太

P-212 地域市民への手洗いチェッカー体験実施報告
(有)二葉薬局［宮崎県］　　戸高　裕貴

■ポスター発表 かかりつけ薬剤師、薬局
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-213 抗リウマチ薬投与患者の担当薬剤師として肝機能増悪患者へ介入した一例
株式会社ゆうホールディングス　日吉ゆう薬局［京都府］　　尾崎　麻理

P-214 DOAC変更時に服薬管理ができていないことが発覚し、１週間ごとの服薬チェックによ
り再出血の予防が出来たと考えられる一例

株式会社マスカット薬局［岡山県］　　大呂　真史

P-215 多発性骨髄腫治療を開始した視覚障害者に対し身近な薬剤師として有効な服薬指導を
行ったか

株式会社桜木薬局［東京都］　　矢作　　惠

P-216 ポリファーマシー対策！よくわかる局内手順書作り
メロディー薬局　すみよし公園店［大阪府］　　土井和加子

P-217 保険薬局かかりつけ薬剤師による患者の継続的服薬支援
～服薬ケアプランを活用した取り組み～

(株)ナカジマ薬局［北海道］　　奈良　　豪

P-218 かかりつけ薬剤師業務客観的評価の試み
日本調剤　島大薬局［島根県］　　金田　昌之

P-219 かかりつけ薬局による受診勧奨の有用性
株式会社メディカル・コア　ふたば薬局［福島県］　　佐藤　博泰

P-220 患者本位の医薬分業の実現に向けた薬局機能の検討
アイ調剤薬局川内店［徳島県］　　高原　　愛
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P-257 勉強会で広がる,薬剤師と施設スタッフのコミュニケーション
みやこ薬局北山店［京都府］　　石橋　裕希

P-258 薬剤師の在宅医療での関わり方および多職種連携の現状と課題に関する質的研究
名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　鈴木　彩夏

P-259 透析中の居宅療養患者に対する化学療法において薬剤師が関与した一例
徳永薬局株式会社［東京都］　　高　　裕之

P-260 地域の在宅専門医師等と連携した、介護施設における基準医薬品に基づく薬物治療管理を
実施して

株式会社アイドラッグ　すずらん薬局中村店［静岡県］　　加藤　　剛

P-261 介護老人保健施設での薬剤師の介入でスムーズに居宅療養に移行できた症例
大和調剤センター　中央薬局［東京都］　　信安　恵見

P-262 多職種連携が在宅患者への適切な評価・介入に繋がった事例
中央あけぼの薬局［青森県］　　三上佳央里

P-263 薬局薬剤師と病院薬剤師による「共同在宅指導」の実践
～薬薬連携を活かした情報共有の重要性～

日本調剤株式会社　和歌山西薬局［和歌山県］　　雜賀　美幸

P-264 薬局の在宅関連インシデントの実態調査
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　後藤　敦史

P-265 エルネオパNF輸液に混注したインスリン残存率の経時変化の調査
八王子薬剤センター薬局［東京都］　　矢野　莉子

P-266 施設在宅におけるオピオイド持続皮下注の導入
ガーデン薬局中央店［神奈川県］　　島田　　顕

P-267 末期がん患者の在宅療養における薬剤師の役割
株式会社ホロン　すずらん薬局紙屋町 ビル店［広島県］　　横山　和也

P-268 悪性末梢神経鞘腫の悪臭に対しメトロニダゾール0.75％ゲルが奏功した一例
株式会社秋本薬局［神奈川県］　　柏手　一臣

P-269 在宅におけるフェンタニル耐性患者の症例と麻薬管理問題
吉重薬品グループ　もみじ薬局［鹿児島県］　　馬場　元博

P-270 電動針無しステープラー利用に伴う高齢者介護施設職員に対する満足度調査
サエラ薬局穴水店［石川県］　　宮本　啓悟

P-271 日本と台湾の在宅医療を通して見えたもの
ねもと薬局病院前店［茨城県］　　廣瀬　大介

■ポスター発表 地域包括ケア、地域連携
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-272 直接監視下服薬支援が高齢者のフレイルおよび服薬アドヒアランスに与える影響
一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］　　秦　千津子

P-273 多職種連携により服薬コンプライアンスを上げた事例報告
～保健所保健師と連携してDOTSを行った事例をはじめとして～

（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
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P-238 福岡市薬剤師会における実例を用いた在宅医療初心者研修への取り組み報告
～「在宅訪問かんたん早わかりマニュアル」を活用して～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　石橋　正次

P-239 在宅、片道60分　-過疎地域の認知症患者における症例報告-
合資会社中田薬店　ゆう薬局［岐阜県］　　中田　裕介

P-240 意図的な多重受診・重複投薬事例にみるお薬手帳による一元管理の限界
一般社団法人東京都港区薬剤師会［東京都］　　柏　　教子

P-241 介護施設に期待される薬剤師の役割と薬剤管理における現状調査
西高田薬局［新潟県］　　武藤　　豊

P-242 中年期の在宅医療への認知度と薬局薬剤師の果たすべき役割
株式会社あさひ調剤　めぐみ薬局［埼玉県］　　伊藤　　栞

P-243 認知症患者において薬剤の適正使用に寄与した症例報告
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　笹野　寿基

P-244 過量服用患者に対しプラセボ薬の使用が奏功した事例
フレンド薬局［栃木県］　　馬場慎太郎

P-245 認知症を罹患している独居高齢者の在宅訪問における当局の取組み
タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店［佐賀県］　　山田　裕介

P-246 一般社団法人　松阪地区薬剤師会における「平成30年度患者のための薬局ビジョン推進
事業」での取り組みについて

一般社団法人　松阪地区薬剤師会　地域包括推進委員会［三重県］　　瀬尾絵里子

P-247 在宅医療患者の処方監査で処方変更が行われる場合に、薬剤師が活用している情報は何か
岐阜薬科大学実践社会薬学研究室［岐阜県］　　海野　　茜

P-248 「おくすり管理BOX」を通じた服薬支援と地域貢献に対する防府薬剤師会の取り組み
一般社団法人防府薬剤師会［山口県］　　福田　太郎

P-249 老老介護世帯へ在宅介入による状況改善報告
ウェルパーク薬局　東大和南街店［東京都］　　山田　雄大

P-250 居宅療養管理指導時における環境検査
(株)ペンギンYG　ペンギン薬局［岐阜県］　　河合　良幸

P-251 在宅薬剤師業務に関する一般生活者の認知と薬剤師の認識のギャップ
昭和大学薬学部［東京都］　　岸本　桂子

P-252 テキストマイニング手法を用いた在宅薬剤業務における問題点の抽出
姫路獨協大学薬学部［兵庫県］　　莚井　　茜

P-253 在宅医療に従事する薬剤師へのアンケート結果に基づく多職種連携の現状：CS分析を用
いた解析

姫路獨協大学薬学部［兵庫県］　　塚越千香子

P-254 特定保険医療材料に関する研修会とアンケートから見えてきた課題
一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］　　高橋　恭子

P-255 ケアハウスの患者を全面的に訪問薬剤へ移行した際の対応事例報告
株式会社ゆうホールディングス　日吉ゆう薬局［京都府］　　松下　智侑

P-256 介護施設入居者の服薬管理に対して薬剤師が介入したことによる成果の報告
熊薬堂［千葉県］　　尾島　　稔
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P-257 勉強会で広がる,薬剤師と施設スタッフのコミュニケーション
みやこ薬局北山店［京都府］　　石橋　裕希

P-258 薬剤師の在宅医療での関わり方および多職種連携の現状と課題に関する質的研究
名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　鈴木　彩夏

P-259 透析中の居宅療養患者に対する化学療法において薬剤師が関与した一例
徳永薬局株式会社［東京都］　　高　　裕之

P-260 地域の在宅専門医師等と連携した、介護施設における基準医薬品に基づく薬物治療管理を
実施して

株式会社アイドラッグ　すずらん薬局中村店［静岡県］　　加藤　　剛

P-261 介護老人保健施設での薬剤師の介入でスムーズに居宅療養に移行できた症例
大和調剤センター　中央薬局［東京都］　　信安　恵見

P-262 多職種連携が在宅患者への適切な評価・介入に繋がった事例
中央あけぼの薬局［青森県］　　三上佳央里

P-263 薬局薬剤師と病院薬剤師による「共同在宅指導」の実践
～薬薬連携を活かした情報共有の重要性～

日本調剤株式会社　和歌山西薬局［和歌山県］　　雜賀　美幸

P-264 薬局の在宅関連インシデントの実態調査
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　後藤　敦史

P-265 エルネオパNF輸液に混注したインスリン残存率の経時変化の調査
八王子薬剤センター薬局［東京都］　　矢野　莉子

P-266 施設在宅におけるオピオイド持続皮下注の導入
ガーデン薬局中央店［神奈川県］　　島田　　顕

P-267 末期がん患者の在宅療養における薬剤師の役割
株式会社ホロン　すずらん薬局紙屋町 ビル店［広島県］　　横山　和也

P-268 悪性末梢神経鞘腫の悪臭に対しメトロニダゾール0.75％ゲルが奏功した一例
株式会社秋本薬局［神奈川県］　　柏手　一臣

P-269 在宅におけるフェンタニル耐性患者の症例と麻薬管理問題
吉重薬品グループ　もみじ薬局［鹿児島県］　　馬場　元博

P-270 電動針無しステープラー利用に伴う高齢者介護施設職員に対する満足度調査
サエラ薬局穴水店［石川県］　　宮本　啓悟

P-271 日本と台湾の在宅医療を通して見えたもの
ねもと薬局病院前店［茨城県］　　廣瀬　大介

■ポスター発表 地域包括ケア、地域連携
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-272 直接監視下服薬支援が高齢者のフレイルおよび服薬アドヒアランスに与える影響
一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］　　秦　千津子

P-273 多職種連携により服薬コンプライアンスを上げた事例報告
～保健所保健師と連携してDOTSを行った事例をはじめとして～

（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
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P-238 福岡市薬剤師会における実例を用いた在宅医療初心者研修への取り組み報告
～「在宅訪問かんたん早わかりマニュアル」を活用して～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　石橋　正次

P-239 在宅、片道60分　-過疎地域の認知症患者における症例報告-
合資会社中田薬店　ゆう薬局［岐阜県］　　中田　裕介

P-240 意図的な多重受診・重複投薬事例にみるお薬手帳による一元管理の限界
一般社団法人東京都港区薬剤師会［東京都］　　柏　　教子

P-241 介護施設に期待される薬剤師の役割と薬剤管理における現状調査
西高田薬局［新潟県］　　武藤　　豊

P-242 中年期の在宅医療への認知度と薬局薬剤師の果たすべき役割
株式会社あさひ調剤　めぐみ薬局［埼玉県］　　伊藤　　栞

P-243 認知症患者において薬剤の適正使用に寄与した症例報告
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］　　笹野　寿基

P-244 過量服用患者に対しプラセボ薬の使用が奏功した事例
フレンド薬局［栃木県］　　馬場慎太郎

P-245 認知症を罹患している独居高齢者の在宅訪問における当局の取組み
タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店［佐賀県］　　山田　裕介

P-246 一般社団法人　松阪地区薬剤師会における「平成30年度患者のための薬局ビジョン推進
事業」での取り組みについて

一般社団法人　松阪地区薬剤師会　地域包括推進委員会［三重県］　　瀬尾絵里子

P-247 在宅医療患者の処方監査で処方変更が行われる場合に、薬剤師が活用している情報は何か
岐阜薬科大学実践社会薬学研究室［岐阜県］　　海野　　茜

P-248 「おくすり管理BOX」を通じた服薬支援と地域貢献に対する防府薬剤師会の取り組み
一般社団法人防府薬剤師会［山口県］　　福田　太郎

P-249 老老介護世帯へ在宅介入による状況改善報告
ウェルパーク薬局　東大和南街店［東京都］　　山田　雄大

P-250 居宅療養管理指導時における環境検査
(株)ペンギンYG　ペンギン薬局［岐阜県］　　河合　良幸

P-251 在宅薬剤師業務に関する一般生活者の認知と薬剤師の認識のギャップ
昭和大学薬学部［東京都］　　岸本　桂子

P-252 テキストマイニング手法を用いた在宅薬剤業務における問題点の抽出
姫路獨協大学薬学部［兵庫県］　　莚井　　茜

P-253 在宅医療に従事する薬剤師へのアンケート結果に基づく多職種連携の現状：CS分析を用
いた解析

姫路獨協大学薬学部［兵庫県］　　塚越千香子

P-254 特定保険医療材料に関する研修会とアンケートから見えてきた課題
一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］　　高橋　恭子

P-255 ケアハウスの患者を全面的に訪問薬剤へ移行した際の対応事例報告
株式会社ゆうホールディングス　日吉ゆう薬局［京都府］　　松下　智侑

P-256 介護施設入居者の服薬管理に対して薬剤師が介入したことによる成果の報告
熊薬堂［千葉県］　　尾島　　稔
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P-292 退院時カンファレンスにおける病院薬剤師の役割と薬薬連携
兵庫県立西宮病院［兵庫県］　　松下　　翠

P-293 （公社）熊本県薬剤師会在宅支援薬局検索サイト利用に関する調査
公益社団法人熊本県薬剤師会地域医療委員会［熊本県］　　久保田　忍

P-294 福島薬剤師会が多職種と行う生活習慣病重症化予防
福島薬剤師会生活習慣病重症化予防委員会［福島県］　　紺野　賢司

P-295 薬局・薬局連携が支える地域医療に向けて第１報～ AMR対策アクションプラン研修～
有限会社　黒田薬局［東京都］　　黒田　雅子

P-296 薬剤師から見た宇陀地域医療・介護連携ＩＣＴ導入報告（第２報）
くすのき薬局［奈良県］　　薮内亜史彦

P-297 調剤薬局における総合相談（薬局のセカンドオピニオン）需要の解析
株式会社トラストファーマシー［東京都］　　齊藤　　敦

P-298 薬局におけるツールを活用した地域アウトリーチセミナーの実施に関するアンケート調査
株式会社フォーラル［東京都］　　鵜飼　雄基

P-299 陽子線治療による口腔粘膜炎に対する専門的口腔衛生管理の有効性
－薬剤師が促進する医科歯科連携－

一般社団法人メディポリス医学研究所メディポリス国際陽子線治療センター［鹿児島県］　　湯之前清和

■ポスター発表 チーム医療
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-300 「嚥下困難者への安全な服薬支援」の為の薬剤師・看護師・言語聴覚士によるワーキング
グループの活動について

社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　薬剤科［兵庫県］　　大西　暁枝

P-301 JCHO下関医療センターにおけるAST活動の取り組みとその現状
独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター 薬剤部［山口県］　　佐伯　勝成

P-302 遠隔医療システムを用いた病院薬剤師の継続的な服薬管理の介入
―糖尿病治薬を療開始した一症例

北海道科学大学　薬学部［北海道］　　加賀　佳織

P-303 高齢者薬物療法への取り組みと今後の課題　～老健施設における多職種連携～
特定医療法人アガぺ会　北中城若松病院［沖縄県］　　小田垣勝世

P-304 緊急対応の必要性
株式会社フォーラル［東京都］　　桑原　佳以

P-305 チーム医療における薬剤師の他職種との関係性を評価するアサーション評価尺度（IAS）の
開発

名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　上原　亮介

P-306 褥瘡治療患者に対する薬学的介入による特別養護老人ホームとの連携への第一歩
ピノキオ薬局　蘇原店［岐阜県］　　堀　　優太

P-307 当院における院外処方せん疑義照会の一部省略活動とその評価
一般社団法人延岡市医師会延岡市医師会病院［宮崎県］　　茂　　亨嘉
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P-274 入退院支援センターでの薬剤師の活動について
岐阜市民病院　薬剤部［岐阜県］　　堀　　晃代

P-275 地域連携における入退院時の双方型情報共有シートの活用とその効果
～天王寺区病薬連携推進協議会の取り組み～

医療法人警和会　大阪警察病院　薬剤部［大阪府］　　村田　久枝

P-276 疑義照会簡素化プロトコルの活用状況に関する調査研究（1）
東京薬科大学［東京都］　　太田　和秀

P-277 当院における退院時施設間連携の取り組み
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　中川　哲志

P-278 副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン剤配合剤（セレスターナR配合錠）長期内服による医原
性クッシング症候群が疑われた１例

地域医療機能推進機構下関医療センター［山口県］　　濱崎　千尋

P-279 街角薬局（健康サポート薬局）とオレンジカフェ（その３）
～おおむた認知症カフェフェスタへの後援～

ファーマシィ・コガ［福岡県］　　古賀みな子

P-280 地域に求められる健康サポート薬局の取り組み事例と今後の課題
薬樹薬局宮前平［神奈川県］　　根井　愛花

P-281 地域包括ケアシステムで発揮できる薬局機能としての軽度認知症患者発見及び介護者ケ
アの取組設計

いちご薬局　室積店［山口県］　　梅山　英明

P-282 地域に根ざしたかかりつけ薬局として、多職種連携の在宅医療を一層進めるために
平成調剤薬局　茜部店［岐阜県］　　平塚　暉彬

P-283 福岡市中央区健康フェアへ参加される地域住民へのアンケート結果について
～地域住民のニーズと今後の課題～

一般社団法人福岡市薬剤師会中央支部［福岡県］　　山口　祐史

P-284 薬局薬剤師の地域活動～多職種及び地域住民の行動変容に繋がる活動を目指して～
一般社団法人福岡市薬剤師会中央支部［福岡県］　　林田　　諭

P-285 薬局薬剤師とケアマネージャーの一歩進んだ連携体制を目指して
福岡市城南区薬剤師会［福岡県］　　吉野　禎治

P-286 高齢者施設における骨密度測定と生活習慣調査
第一薬科大学［福岡県］　　古賀多津子

P-287 外来服薬支援料・服薬情報等提供料の算定実情について
株式会社なの花北海道［北海道］　　船本健太郎

P-288 公益社団法人　鹿児島市薬剤師会の慢性腎臓病（CKD）に対する取り組みについて
公益社団法人　鹿児島市薬剤師会　CKD小委員会［鹿児島県］　　陳尾　祐介

P-289 薬局薬剤師に対する薬局で看護職が活動することに関する意識調査
公立大学法人　福島県立医科大学看護学部［福島県］　　杉本　幸子

P-290 玉川砧薬剤師会における各地域の多職種連携
一般社団法人玉川砧薬剤師会［東京都］　　高野　和則

P-291 地域包括ケアシステムにおける多職種連携の前に薬局間連携の推進を
紳薬局［東京都］　　石井　貴之
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P-292 退院時カンファレンスにおける病院薬剤師の役割と薬薬連携
兵庫県立西宮病院［兵庫県］　　松下　　翠

P-293 （公社）熊本県薬剤師会在宅支援薬局検索サイト利用に関する調査
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P-295 薬局・薬局連携が支える地域医療に向けて第１報～ AMR対策アクションプラン研修～
有限会社　黒田薬局［東京都］　　黒田　雅子

P-296 薬剤師から見た宇陀地域医療・介護連携ＩＣＴ導入報告（第２報）
くすのき薬局［奈良県］　　薮内亜史彦

P-297 調剤薬局における総合相談（薬局のセカンドオピニオン）需要の解析
株式会社トラストファーマシー［東京都］　　齊藤　　敦

P-298 薬局におけるツールを活用した地域アウトリーチセミナーの実施に関するアンケート調査
株式会社フォーラル［東京都］　　鵜飼　雄基

P-299 陽子線治療による口腔粘膜炎に対する専門的口腔衛生管理の有効性
－薬剤師が促進する医科歯科連携－

一般社団法人メディポリス医学研究所メディポリス国際陽子線治療センター［鹿児島県］　　湯之前清和

■ポスター発表 チーム医療
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-300 「嚥下困難者への安全な服薬支援」の為の薬剤師・看護師・言語聴覚士によるワーキング
グループの活動について

社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　薬剤科［兵庫県］　　大西　暁枝

P-301 JCHO下関医療センターにおけるAST活動の取り組みとその現状
独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター 薬剤部［山口県］　　佐伯　勝成

P-302 遠隔医療システムを用いた病院薬剤師の継続的な服薬管理の介入
―糖尿病治薬を療開始した一症例

北海道科学大学　薬学部［北海道］　　加賀　佳織

P-303 高齢者薬物療法への取り組みと今後の課題　～老健施設における多職種連携～
特定医療法人アガぺ会　北中城若松病院［沖縄県］　　小田垣勝世

P-304 緊急対応の必要性
株式会社フォーラル［東京都］　　桑原　佳以

P-305 チーム医療における薬剤師の他職種との関係性を評価するアサーション評価尺度（IAS）の
開発

名城大学薬学部病院薬学研究室［愛知県］　　上原　亮介

P-306 褥瘡治療患者に対する薬学的介入による特別養護老人ホームとの連携への第一歩
ピノキオ薬局　蘇原店［岐阜県］　　堀　　優太

P-307 当院における院外処方せん疑義照会の一部省略活動とその評価
一般社団法人延岡市医師会延岡市医師会病院［宮崎県］　　茂　　亨嘉
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P-274 入退院支援センターでの薬剤師の活動について
岐阜市民病院　薬剤部［岐阜県］　　堀　　晃代

P-275 地域連携における入退院時の双方型情報共有シートの活用とその効果
～天王寺区病薬連携推進協議会の取り組み～

医療法人警和会　大阪警察病院　薬剤部［大阪府］　　村田　久枝

P-276 疑義照会簡素化プロトコルの活用状況に関する調査研究（1）
東京薬科大学［東京都］　　太田　和秀

P-277 当院における退院時施設間連携の取り組み
岩国市医療センター医師会病院［山口県］　　中川　哲志

P-278 副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン剤配合剤（セレスターナR配合錠）長期内服による医原
性クッシング症候群が疑われた１例

地域医療機能推進機構下関医療センター［山口県］　　濱崎　千尋

P-279 街角薬局（健康サポート薬局）とオレンジカフェ（その３）
～おおむた認知症カフェフェスタへの後援～

ファーマシィ・コガ［福岡県］　　古賀みな子

P-280 地域に求められる健康サポート薬局の取り組み事例と今後の課題
薬樹薬局宮前平［神奈川県］　　根井　愛花

P-281 地域包括ケアシステムで発揮できる薬局機能としての軽度認知症患者発見及び介護者ケ
アの取組設計

いちご薬局　室積店［山口県］　　梅山　英明

P-282 地域に根ざしたかかりつけ薬局として、多職種連携の在宅医療を一層進めるために
平成調剤薬局　茜部店［岐阜県］　　平塚　暉彬

P-283 福岡市中央区健康フェアへ参加される地域住民へのアンケート結果について
～地域住民のニーズと今後の課題～

一般社団法人福岡市薬剤師会中央支部［福岡県］　　山口　祐史

P-284 薬局薬剤師の地域活動～多職種及び地域住民の行動変容に繋がる活動を目指して～
一般社団法人福岡市薬剤師会中央支部［福岡県］　　林田　　諭

P-285 薬局薬剤師とケアマネージャーの一歩進んだ連携体制を目指して
福岡市城南区薬剤師会［福岡県］　　吉野　禎治

P-286 高齢者施設における骨密度測定と生活習慣調査
第一薬科大学［福岡県］　　古賀多津子

P-287 外来服薬支援料・服薬情報等提供料の算定実情について
株式会社なの花北海道［北海道］　　船本健太郎

P-288 公益社団法人　鹿児島市薬剤師会の慢性腎臓病（CKD）に対する取り組みについて
公益社団法人　鹿児島市薬剤師会　CKD小委員会［鹿児島県］　　陳尾　祐介

P-289 薬局薬剤師に対する薬局で看護職が活動することに関する意識調査
公立大学法人　福島県立医科大学看護学部［福島県］　　杉本　幸子

P-290 玉川砧薬剤師会における各地域の多職種連携
一般社団法人玉川砧薬剤師会［東京都］　　高野　和則

P-291 地域包括ケアシステムにおける多職種連携の前に薬局間連携の推進を
紳薬局［東京都］　　石井　貴之
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P-325 分割処方に対する患者への意識調査について
国立病院機構　名古屋医療センター［愛知県］　　伊藤　佑奈

P-326 より良い患者サポートを目指したトレーシングレポートブラッシュアップへの取り組み
ひかり薬局　台原［宮城県］　　花岡　　嵩

P-327 保険薬局薬剤師が高度薬学管理機能を発揮するための取り組み
～外来化学療法実務実習を経験して～

一般社団法人堺市薬剤師会［大阪府］　　宮川　道英

P-328 薬薬連携の強化を目的とした疑義照会ルールの策定とDr.JOYの導入
社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院［岐阜県］　　黒宮　浩嗣

P-329 疑義照会プロトコールに準じた報告とその問題点の分析
社会医療法人　蘇生厚生会　松波総合病院［岐阜県］　　白浜　太郎

■ポスター発表 環境、公衆衛生
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-330 甲状腺ホルモンThyroxine(T4)とtriclosan,PCBおよびdioxinとの電子状態類似性に関
する理論/計算化学的研究

医療法人　義貫会　中島病院［鹿児島県］　　鮫島圭一郎

P-331 医薬品の適正廃棄に向けての取組み
明治薬科大学［東京都］　　石原　織音

P-332 薬局から出るごみのリサイクル
日星調剤株式会社　日星薬局［島根県］　　細坂　康孝

■ポスター発表 薬学教育、実務実習
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-333 病院実務実習課題報告　～便秘治療薬の使用状況調査～
一般財団法人　住友病院　薬剤部［大阪府］　　豊濱　　隆

P-334 薬学教育に基づいたオンライン診療による緊急避妊薬処方への対策
熊本大学生命資源研究・支援センター資源開発分野　［熊本県］　　山田　芽生

P-335 現場薬剤師からのプレゼントは、これだ!
有限会社　若松薬局［山口県］　　松垣　裕明

P-336 処方箋チェックスキル・トレーニングシステムの構築と評価
名城大学　薬学部　医薬品情報学研究室［愛知県］　　梅村　聖司

P-337 高機能患者シミュレータを使用した薬学教育モデル・コアカリキュラム代表的8疾患から
のオリジナルシナリオ作成（第3報）

九州保健福祉大学薬学部薬学科臨床薬学シミュレーション研究室［宮崎県］　　徳永　　仁

P-338 薬剤師養成における生命倫理教育の重要性
近畿大学薬学部［大阪府］　　伊藤　栄次

P-339 プレアボイド事例による社員研修、学生実習の応用
（株）ヤマザワ薬品　宮城野原店［宮城県］　　会田　道玄
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P-308 薬局病院薬剤師連携による褥瘡治療法FurutaMethodsの実践
～褥瘡治療に携わる各職種に起こった認知･行動変容～

(有)二葉薬局［宮崎県］　　平田　淳也

P-309 医師が薬剤師に求める“エビデンス”とは何か
新潟県厚生連糸魚川総合病院［新潟県］　　松尾光浩

■ポスター発表 薬薬連携
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-310 経口抗がん剤使用患者における検査値確認の取り組み
有限会社日田薬剤師会会営薬局　あやめ薬局［大分県］　　平田　大輔

P-311 保険薬局との連携におけるチェックシート導入への取り組み
～自己注射、吸入における薬物療法の向上を目指して～

京都第二赤十字病院［京都府］　　神田英一郎

P-312 検査値をもとにした疑義照会の現状－第１報－
一般社団法人山形県薬剤師会［山形県］　　延川　正雄

P-313 高度医療に対応できる薬局薬剤師の育成に対する病院研修の有用性
株式会社あさひ調剤［東京都］　　寺腰　崇志

P-314 薬薬連携の推進に向けた北海道薬剤師会と北海道病院薬剤師会の活動
一般社団法人　北海道薬剤師会［北海道］　　谷岡　　哲

P-315 院外処方箋に係る事前同意プロトコルの利用状況と更新に向けた内容の検討
独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター［兵庫県］　　貝野　陽奈

P-316 三原市薬剤師連携を考える会が発信する「やっさだるマンカード」による地域医療連携
～三原モデル構築を目指して～

三原薬剤師会センター薬局［広島県］　　森広　亜紀

P-317 病院薬剤師と保険薬局薬剤師との患者情報共有への取り組み
～お薬手帳版施設間情報連絡書作成システムの構築とその評価～

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院［福岡県］　　末松　文博

P-318 トレーシングレポートの活用における適正な薬物治療の推進について
兵庫県立西宮病院［兵庫県］　　中島　弥生

P-319 薬薬連携が患者の安全な薬物治療に寄与した事例
済生会下関総合病院［山口県］　　中村　英治

P-320 次世代指導薬剤師の活動報告
ファーマシィ薬局病院前［広島県］　　山田　真弘

P-321 姫路医療センターにおける吸入指導依頼箋の運用状況と今後の課題
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター［兵庫県］　　中村　友美

P-322 北海道科学大学附属薬局における施設間連絡情報書を用いた薬薬連携の取り組み
北海道科学大学附属薬局［北海道］　　中根　芳樹

P-323 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2019～
一般社団法人名古屋市薬剤師会［愛知県］　　長谷川摂子

P-324 外来診療におけるトレーシングレポート活用による薬物治療への影響の検討
昭和大学江東豊洲病院　薬剤部［東京都］　　喜田　昌記
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P-325 分割処方に対する患者への意識調査について
国立病院機構　名古屋医療センター［愛知県］　　伊藤　佑奈

P-326 より良い患者サポートを目指したトレーシングレポートブラッシュアップへの取り組み
ひかり薬局　台原［宮城県］　　花岡　　嵩

P-327 保険薬局薬剤師が高度薬学管理機能を発揮するための取り組み
～外来化学療法実務実習を経験して～

一般社団法人堺市薬剤師会［大阪府］　　宮川　道英

P-328 薬薬連携の強化を目的とした疑義照会ルールの策定とDr.JOYの導入
社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院［岐阜県］　　黒宮　浩嗣

P-329 疑義照会プロトコールに準じた報告とその問題点の分析
社会医療法人　蘇生厚生会　松波総合病院［岐阜県］　　白浜　太郎

■ポスター発表 環境、公衆衛生
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-330 甲状腺ホルモンThyroxine(T4)とtriclosan,PCBおよびdioxinとの電子状態類似性に関
する理論/計算化学的研究

医療法人　義貫会　中島病院［鹿児島県］　　鮫島圭一郎

P-331 医薬品の適正廃棄に向けての取組み
明治薬科大学［東京都］　　石原　織音

P-332 薬局から出るごみのリサイクル
日星調剤株式会社　日星薬局［島根県］　　細坂　康孝

■ポスター発表 薬学教育、実務実習
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-333 病院実務実習課題報告　～便秘治療薬の使用状況調査～
一般財団法人　住友病院　薬剤部［大阪府］　　豊濱　　隆

P-334 薬学教育に基づいたオンライン診療による緊急避妊薬処方への対策
熊本大学生命資源研究・支援センター資源開発分野　［熊本県］　　山田　芽生

P-335 現場薬剤師からのプレゼントは、これだ!
有限会社　若松薬局［山口県］　　松垣　裕明

P-336 処方箋チェックスキル・トレーニングシステムの構築と評価
名城大学　薬学部　医薬品情報学研究室［愛知県］　　梅村　聖司

P-337 高機能患者シミュレータを使用した薬学教育モデル・コアカリキュラム代表的8疾患から
のオリジナルシナリオ作成（第3報）

九州保健福祉大学薬学部薬学科臨床薬学シミュレーション研究室［宮崎県］　　徳永　　仁

P-338 薬剤師養成における生命倫理教育の重要性
近畿大学薬学部［大阪府］　　伊藤　栄次

P-339 プレアボイド事例による社員研修、学生実習の応用
（株）ヤマザワ薬品　宮城野原店［宮城県］　　会田　道玄
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P-308 薬局病院薬剤師連携による褥瘡治療法FurutaMethodsの実践
～褥瘡治療に携わる各職種に起こった認知･行動変容～

(有)二葉薬局［宮崎県］　　平田　淳也

P-309 医師が薬剤師に求める“エビデンス”とは何か
新潟県厚生連糸魚川総合病院［新潟県］　　松尾光浩

■ポスター発表 薬薬連携
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-310 経口抗がん剤使用患者における検査値確認の取り組み
有限会社日田薬剤師会会営薬局　あやめ薬局［大分県］　　平田　大輔

P-311 保険薬局との連携におけるチェックシート導入への取り組み
～自己注射、吸入における薬物療法の向上を目指して～

京都第二赤十字病院［京都府］　　神田英一郎

P-312 検査値をもとにした疑義照会の現状－第１報－
一般社団法人山形県薬剤師会［山形県］　　延川　正雄

P-313 高度医療に対応できる薬局薬剤師の育成に対する病院研修の有用性
株式会社あさひ調剤［東京都］　　寺腰　崇志

P-314 薬薬連携の推進に向けた北海道薬剤師会と北海道病院薬剤師会の活動
一般社団法人　北海道薬剤師会［北海道］　　谷岡　　哲

P-315 院外処方箋に係る事前同意プロトコルの利用状況と更新に向けた内容の検討
独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター［兵庫県］　　貝野　陽奈

P-316 三原市薬剤師連携を考える会が発信する「やっさだるマンカード」による地域医療連携
～三原モデル構築を目指して～

三原薬剤師会センター薬局［広島県］　　森広　亜紀

P-317 病院薬剤師と保険薬局薬剤師との患者情報共有への取り組み
～お薬手帳版施設間情報連絡書作成システムの構築とその評価～

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院［福岡県］　　末松　文博

P-318 トレーシングレポートの活用における適正な薬物治療の推進について
兵庫県立西宮病院［兵庫県］　　中島　弥生

P-319 薬薬連携が患者の安全な薬物治療に寄与した事例
済生会下関総合病院［山口県］　　中村　英治

P-320 次世代指導薬剤師の活動報告
ファーマシィ薬局病院前［広島県］　　山田　真弘

P-321 姫路医療センターにおける吸入指導依頼箋の運用状況と今後の課題
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター［兵庫県］　　中村　友美

P-322 北海道科学大学附属薬局における施設間連絡情報書を用いた薬薬連携の取り組み
北海道科学大学附属薬局［北海道］　　中根　芳樹

P-323 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2019～
一般社団法人名古屋市薬剤師会［愛知県］　　長谷川摂子

P-324 外来診療におけるトレーシングレポート活用による薬物治療への影響の検討
昭和大学江東豊洲病院　薬剤部［東京都］　　喜田　昌記
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P-354 iPhoneを利用した内服オーダリング
医療法人緑山会鹿野博愛病院［山口県］　　川上　朋弘

P-355 医薬品情報「DIGifu」に関するアンケート結果から見る、求められる医薬品情報と今後の
課題

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・医薬品情報グループ［岐阜県］　　高島友理子

P-356 医薬品情報の共有と現場での実用状況、今後の展望について
（株）京都南調剤薬局　三山木ゆう薬局［京都府］　　篠田　裕貴

P-357 乳幼児の服薬に関する保護者の情報収集方法についての実態調査
一般社団法人くすりの適正使用協議会［東京都］　　嶋田　光希

■ポスター発表 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-358 薬局において実施した小児在宅患者における無菌調剤の実例
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　新井　秀昌

■ポスター発表 がん化学療法・緩和医療
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-359 経済的理由によりオキシコドンの服薬ノンコンプライアンスが生じた一例
薬樹薬局　三ツ沢［神奈川県］　　宮澤　由梨

P-360 トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠からタペンタドール塩酸塩徐放錠に変更
後意識レベルが低下した肝細胞癌の一症例

大分県済生会日田病院薬剤部［大分県］　　財津　孝希

P-361 アムルビシン塩酸塩投与患者における好中球減少症の重症化に影響を及ぼす因子の検討
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター　薬剤部［山口県］　　武良　卓哉

P-362 レンバチニブメシル酸塩製剤専用トレーシングレポートを活用した副作用報告により処
方追加となった一例

ひかり薬局大学病院前調剤センター［宮城県］　　藤田　尚宏

P-363 遠賀中間医師会おんが病院における悪性胸膜中皮腫に対するニボルマブ注投与の一例
遠賀中間医師会　おんが病院［福岡県］　　宮村　将尚

P-364 閉鎖式薬剤移送システム（CSTD）を導入して
東北労災病院［宮城県］　　菅野　和彦

P-365 がん患者に対する死亡前1年間の漢方薬処方：DPCデータを用いた全国実態調査
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　松居　千夏

P-366 『終末期医療と調剤薬局の係わり方』上川ペインクリニックと当社の実践的取り組み
ゴダイ株式会社　［兵庫県］　　井口　彰徳

P-367 がん終末期の難治性疼痛症例に対する薬剤師のかかわり
中央薬局［和歌山県］　　金子　雅好

P-368 携帯型精密輸液ポンプを使用した、がん終末期患者疼痛コントロールの成功事例
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
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P-340 岐阜薬科大学附属薬局における改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実習スケジュール
の標準モデルの作成とその実施

岐阜薬科大学附属薬局［岐阜県］　　寺町ひとみ

P-341 新卒薬剤師店舗配属前研修が早期離職率に与える影響に関しての調査
株式会社なの花北海道［北海道］　　野間友一郎

P-342 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した実務実習における8疾患の実施状況に
ついて

第一薬科大学　地域医療薬学センター［福岡県］　　窪田　敏夫

P-343 薬学生に「対物から対人へ変化する臨床現場」に興味を持ってもらう新しい試み
学校法人　医学アカデミー　薬学ゼミナール［大阪府］　　鯵坂　孝志

■ポスター発表 生涯学習
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-344 病態生理の理解に役立つ基本的臨床医学知識の習得を目的とした研修会開催への取り組み
社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター［大分県］　　山田　雅也

P-345 八代地域における多職種参加型のコミュニケーション研修会
一般社団法人 八代薬剤師会 学術教育委員会［熊本県］　　本村　裕晃

P-346 JPALSを社内奨励し、5年間の活用状況とその評価
（株）下川薬局  東中の島調剤薬局［大分県］　　安部　憲廣

P-347 保険薬局におけるポートフォリオ学習及びメンター・エルダー制度を利用した教育手法の
有用性について

株式会社マスカット薬局　倉敷店［岡山県］　　石尾　みほ

P-348 社内薬剤師認定制度を取り入れたことによる薬局薬剤師の行動変容
二葉薬局　堤［宮崎県］　　黒仁田和美

P-349 社内研修への評価と今後の希望についての実態調査
株式会社　なの花北海道　研修運営委員会［北海道］　　伊東かほり

P-350 福岡市薬剤師会の学術研修会に関するアンケート調査
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　竹嶋晋一郎

■ポスター発表 専門薬剤師
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-351 吸入指導の重要性～認定吸入指導薬剤師の立場から～
（株）TGN　ウォンツ薬局白島通り店［広島県］　　前田　大典

P-352 専門・認定薬剤師に関する意識調査から見る連携パス構築に向けた課題と展望
株式会社　望星薬局［神奈川県］　　山本ゆかり

■ポスター発表 医薬品情報、IT化
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-353 「患者向医薬品ガイド」と「くすりのしおり」に記載された飲み忘れ対応法の実態調査
名古屋市立東部医療センター薬剤科［愛知県］　　岡本有紀子
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P-354 iPhoneを利用した内服オーダリング
医療法人緑山会鹿野博愛病院［山口県］　　川上　朋弘

P-355 医薬品情報「DIGifu」に関するアンケート結果から見る、求められる医薬品情報と今後の
課題

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・医薬品情報グループ［岐阜県］　　高島友理子

P-356 医薬品情報の共有と現場での実用状況、今後の展望について
（株）京都南調剤薬局　三山木ゆう薬局［京都府］　　篠田　裕貴

P-357 乳幼児の服薬に関する保護者の情報収集方法についての実態調査
一般社団法人くすりの適正使用協議会［東京都］　　嶋田　光希

■ポスター発表 輸液・経腸栄養管理、無菌調剤
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-358 薬局において実施した小児在宅患者における無菌調剤の実例
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　新井　秀昌

■ポスター発表 がん化学療法・緩和医療
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-359 経済的理由によりオキシコドンの服薬ノンコンプライアンスが生じた一例
薬樹薬局　三ツ沢［神奈川県］　　宮澤　由梨

P-360 トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠からタペンタドール塩酸塩徐放錠に変更
後意識レベルが低下した肝細胞癌の一症例

大分県済生会日田病院薬剤部［大分県］　　財津　孝希

P-361 アムルビシン塩酸塩投与患者における好中球減少症の重症化に影響を及ぼす因子の検討
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター　薬剤部［山口県］　　武良　卓哉

P-362 レンバチニブメシル酸塩製剤専用トレーシングレポートを活用した副作用報告により処
方追加となった一例

ひかり薬局大学病院前調剤センター［宮城県］　　藤田　尚宏

P-363 遠賀中間医師会おんが病院における悪性胸膜中皮腫に対するニボルマブ注投与の一例
遠賀中間医師会　おんが病院［福岡県］　　宮村　将尚

P-364 閉鎖式薬剤移送システム（CSTD）を導入して
東北労災病院［宮城県］　　菅野　和彦

P-365 がん患者に対する死亡前1年間の漢方薬処方：DPCデータを用いた全国実態調査
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］　　松居　千夏

P-366 『終末期医療と調剤薬局の係わり方』上川ペインクリニックと当社の実践的取り組み
ゴダイ株式会社　［兵庫県］　　井口　彰徳

P-367 がん終末期の難治性疼痛症例に対する薬剤師のかかわり
中央薬局［和歌山県］　　金子　雅好

P-368 携帯型精密輸液ポンプを使用した、がん終末期患者疼痛コントロールの成功事例
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
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P-340 岐阜薬科大学附属薬局における改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実習スケジュール
の標準モデルの作成とその実施

岐阜薬科大学附属薬局［岐阜県］　　寺町ひとみ

P-341 新卒薬剤師店舗配属前研修が早期離職率に与える影響に関しての調査
株式会社なの花北海道［北海道］　　野間友一郎

P-342 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した実務実習における8疾患の実施状況に
ついて

第一薬科大学　地域医療薬学センター［福岡県］　　窪田　敏夫

P-343 薬学生に「対物から対人へ変化する臨床現場」に興味を持ってもらう新しい試み
学校法人　医学アカデミー　薬学ゼミナール［大阪府］　　鯵坂　孝志

■ポスター発表 生涯学習
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-344 病態生理の理解に役立つ基本的臨床医学知識の習得を目的とした研修会開催への取り組み
社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター［大分県］　　山田　雅也

P-345 八代地域における多職種参加型のコミュニケーション研修会
一般社団法人 八代薬剤師会 学術教育委員会［熊本県］　　本村　裕晃

P-346 JPALSを社内奨励し、5年間の活用状況とその評価
（株）下川薬局  東中の島調剤薬局［大分県］　　安部　憲廣

P-347 保険薬局におけるポートフォリオ学習及びメンター・エルダー制度を利用した教育手法の
有用性について

株式会社マスカット薬局　倉敷店［岡山県］　　石尾　みほ

P-348 社内薬剤師認定制度を取り入れたことによる薬局薬剤師の行動変容
二葉薬局　堤［宮崎県］　　黒仁田和美

P-349 社内研修への評価と今後の希望についての実態調査
株式会社　なの花北海道　研修運営委員会［北海道］　　伊東かほり

P-350 福岡市薬剤師会の学術研修会に関するアンケート調査
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　竹嶋晋一郎

■ポスター発表 専門薬剤師
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-351 吸入指導の重要性～認定吸入指導薬剤師の立場から～
（株）TGN　ウォンツ薬局白島通り店［広島県］　　前田　大典

P-352 専門・認定薬剤師に関する意識調査から見る連携パス構築に向けた課題と展望
株式会社　望星薬局［神奈川県］　　山本ゆかり

■ポスター発表 医薬品情報、IT化
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-353 「患者向医薬品ガイド」と「くすりのしおり」に記載された飲み忘れ対応法の実態調査
名古屋市立東部医療センター薬剤科［愛知県］　　岡本有紀子
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■ポスター発表 その他
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-383 当薬局における、薬剤取り揃え業務効率化に向けた取り組みについて
（株）ミック岐阜支店　エムハート薬局各務原店［岐阜県］　　木村　拓哉

P-384 薬局に来局する外国人対応について
アイランド薬局 四日市駅前店［三重県］　　末永　智宏

P-385 地域の健康を守る薬剤師を目指しての取組みと課題
～家庭医療専門薬剤師レジデンシー研修を介して～

マスカット薬局［岡山県］　　山崎　桃子

P-386 薬剤師が現場目線で医薬品パッケージを考察する取り組み
はなさくら薬局［福岡県］　　野口　時恵

P-387 医療用医薬品個装箱の廃棄に関する一考察
公益財団法人　江戸川区薬剤師会 会営 臨海薬局［東京都］　　佐藤　有希

P-388 調剤薬局における栄養士活動～栄養相談会の開催～
株式会社リライアンス　コスモス薬局グループ［広島県］　　大林　昭範

P-389 散薬調剤ロボットDimeRo(R)の分包時間短縮への取り組み
くれよん薬局［島根県］　　瀧倉　啓仁

P-390 健康イベント参加者へのADL貢献度調査
有限会社　ブルークロス［高知県］　　菊地憲太郎

■ポスター発表 医療倫理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-391 医療を目指す高校生が、「薬害」被害者の声を聴いて「医療人に求められる資質」をどう考え
たか

ＴＡＹＡ研究会［山梨県］　　中村　由喜

P-392 倫理審査フローチャートに基づいた研究発表の分類第51回東海薬剤師学術大会について
 初生薬局［静岡県］　　西島　由仁

■ポスター発表 災害医療、危機管理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-393 厳冬期のブラックアウト、その時保険薬局は何が出来るか
株式会社なの花北海道［北海道］　　中島亜里沙

P-394 熊本地震による地域住民の心身への影響調査
下野中央薬局［熊本県］　　長尾　康司

P-395 台風による大規模停電時における薬局状況調査及び後日対応策の検討
株式会社あおい調剤　あおい薬局初生店［静岡県］　　有田　明弘

P-396 モバイルファーマシーの平時運用について
公益社団法人大分県薬剤師会［大分県］　　御手洗彰信

120

P-369 はじめて看取りをする施設への、薬剤師の支援事例
つばめ薬局［熊本県］　　久保田めぐみ

P-370 日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーターの啓蒙活動に関する検討
（有）キムラ薬局［大分県］　　中島　美紀

P-371 メール利用にて他職種連携を図り外来から在宅緩和ケアへと関わった症例
きらり薬局［福岡県］　　宮原　公子

P-372 入院・外来・在宅のシームレスな緩和ケアの提供への薬剤師の継続した関わりを行った症例
益田地域医療センター医師会病院　薬剤科［島根県］　　西迫　多重

P-373 山陽小野田薬剤師会及び宇部薬剤師会の会員薬局におけるがん患者相談状況とその結果
を踏まえた乳がん研修会の開催と評価

一般社団法人山陽小野田薬剤師会［山口県］　　大坪　泰昭

P-374 抗がん剤研修会（集中講義）における参加者へのアンケート調査2018
草加市立病院　薬剤部［埼玉県］　　源川　良一

■ポスター発表 感染対策、HIV
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-375 完全分離型の感染症待合室、非感染症待合室を小児科近隣薬局で持つ有用性
株式会社ツール・ド・メディケーション花ことば薬局［鹿児島県］　　乗越　　悠

P-376 薬剤耐性（AMR）に関する千葉市薬剤師会会員薬局の意識調査
一般社団法人千葉市薬剤師会［千葉県］　　小池　幸全

P-377 薬局のDIDを計算してみよう
アイケイ薬局　矢中店［群馬県］　　柳澤　勇一

■ポスター発表 品質管理、製剤試験、治験・臨床試験
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-378 味認識装置を用いた抑肝散エキス顆粒の服薬ゼリー使用時の味の評価
株式会社クスリのアオキ［石川県］　　佐藤　正規

P-379 IoT(InternetofThings)を用いた冷蔵庫内の温度モニタリング
さかえ薬局［神奈川県］　　安西　勝利

P-380 京都第二赤十字病院薬剤部における研究倫理に関する現状調査
京都第二赤十字病院　薬剤部［京都府］　　小川　博史

■ポスター発表 行政、広報
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-381 保険薬局の新たな展開に向け“調剤補助者”の必要性に関する意識調査
神奈川ファーマ［神奈川県］　　佐川　賢一

P-382 「高齢者くすりの相談室（事例集）」の継続発行と評価
～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［静岡県］　　大石　順子
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■ポスター発表 その他
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-383 当薬局における、薬剤取り揃え業務効率化に向けた取り組みについて
（株）ミック岐阜支店　エムハート薬局各務原店［岐阜県］　　木村　拓哉

P-384 薬局に来局する外国人対応について
アイランド薬局 四日市駅前店［三重県］　　末永　智宏

P-385 地域の健康を守る薬剤師を目指しての取組みと課題
～家庭医療専門薬剤師レジデンシー研修を介して～

マスカット薬局［岡山県］　　山崎　桃子

P-386 薬剤師が現場目線で医薬品パッケージを考察する取り組み
はなさくら薬局［福岡県］　　野口　時恵

P-387 医療用医薬品個装箱の廃棄に関する一考察
公益財団法人　江戸川区薬剤師会 会営 臨海薬局［東京都］　　佐藤　有希

P-388 調剤薬局における栄養士活動～栄養相談会の開催～
株式会社リライアンス　コスモス薬局グループ［広島県］　　大林　昭範

P-389 散薬調剤ロボットDimeRo(R)の分包時間短縮への取り組み
くれよん薬局［島根県］　　瀧倉　啓仁

P-390 健康イベント参加者へのADL貢献度調査
有限会社　ブルークロス［高知県］　　菊地憲太郎

■ポスター発表 医療倫理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-391 医療を目指す高校生が、「薬害」被害者の声を聴いて「医療人に求められる資質」をどう考え
たか

ＴＡＹＡ研究会［山梨県］　　中村　由喜

P-392 倫理審査フローチャートに基づいた研究発表の分類第51回東海薬剤師学術大会について
 初生薬局［静岡県］　　西島　由仁

■ポスター発表 災害医療、危機管理
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-393 厳冬期のブラックアウト、その時保険薬局は何が出来るか
株式会社なの花北海道［北海道］　　中島亜里沙

P-394 熊本地震による地域住民の心身への影響調査
下野中央薬局［熊本県］　　長尾　康司

P-395 台風による大規模停電時における薬局状況調査及び後日対応策の検討
株式会社あおい調剤　あおい薬局初生店［静岡県］　　有田　明弘

P-396 モバイルファーマシーの平時運用について
公益社団法人大分県薬剤師会［大分県］　　御手洗彰信
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P-369 はじめて看取りをする施設への、薬剤師の支援事例
つばめ薬局［熊本県］　　久保田めぐみ

P-370 日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーターの啓蒙活動に関する検討
（有）キムラ薬局［大分県］　　中島　美紀

P-371 メール利用にて他職種連携を図り外来から在宅緩和ケアへと関わった症例
きらり薬局［福岡県］　　宮原　公子

P-372 入院・外来・在宅のシームレスな緩和ケアの提供への薬剤師の継続した関わりを行った症例
益田地域医療センター医師会病院　薬剤科［島根県］　　西迫　多重

P-373 山陽小野田薬剤師会及び宇部薬剤師会の会員薬局におけるがん患者相談状況とその結果
を踏まえた乳がん研修会の開催と評価

一般社団法人山陽小野田薬剤師会［山口県］　　大坪　泰昭

P-374 抗がん剤研修会（集中講義）における参加者へのアンケート調査2018
草加市立病院　薬剤部［埼玉県］　　源川　良一

■ポスター発表 感染対策、HIV
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-375 完全分離型の感染症待合室、非感染症待合室を小児科近隣薬局で持つ有用性
株式会社ツール・ド・メディケーション花ことば薬局［鹿児島県］　　乗越　　悠

P-376 薬剤耐性（AMR）に関する千葉市薬剤師会会員薬局の意識調査
一般社団法人千葉市薬剤師会［千葉県］　　小池　幸全

P-377 薬局のDIDを計算してみよう
アイケイ薬局　矢中店［群馬県］　　柳澤　勇一

■ポスター発表 品質管理、製剤試験、治験・臨床試験
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-378 味認識装置を用いた抑肝散エキス顆粒の服薬ゼリー使用時の味の評価
株式会社クスリのアオキ［石川県］　　佐藤　正規

P-379 IoT(InternetofThings)を用いた冷蔵庫内の温度モニタリング
さかえ薬局［神奈川県］　　安西　勝利

P-380 京都第二赤十字病院薬剤部における研究倫理に関する現状調査
京都第二赤十字病院　薬剤部［京都府］　　小川　博史

■ポスター発表 行政、広報
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-381 保険薬局の新たな展開に向け“調剤補助者”の必要性に関する意識調査
神奈川ファーマ［神奈川県］　　佐川　賢一

P-382 「高齢者くすりの相談室（事例集）」の継続発行と評価
～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［静岡県］　　大石　順子
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P-412 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６）

北陸大学薬学部［石川県］　　山口　佳裕

■ポスター発表 学校薬剤師
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-413 保育所における与薬と薬剤師の職能
愛知教育大学幼児教育講座大学院生［愛知県］　　横井　良憲

P-414 山鹿地区での地域協力体制による計画的学校薬剤師活動について
きらきら薬局［熊本県］　　逆瀬川　剛

P-415 5分でわかる薬の正しい使い方VTRの作成について
一般社団法人千葉市薬剤師会　学薬委員会［千葉県］　　大野　定行

P-416 鹿児島の離島における学校薬剤師活動
マリン薬局［鹿児島県］　　吉田　明良

P-417 学校における「学校薬剤師だより」活用法のアンケート調査結果
一般社団法人和歌山市薬剤師会　学校薬剤師部会［和歌山県］　　太田　栄美

P-418 信頼される学校薬剤師を目指して～環境衛生検査票の見直しと手引きの作成～
公益社団法人江戸川区薬剤師会［東京都］　　池田　浩美

P-419 学校薬剤師の職能と役割、そして今後を考える
北陸大学薬学部［石川県］　　宇佐見則行

■ポスター発表 特定健診、特定保健指導、地域保健活動
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-420 健康フェアを成功させる為に出来ることとは？
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　占部真由美
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P-397 台風24号（2018年）による大規模停電時の薬局の状況に関する調査
杏林堂薬局［静岡県］　　尾関佳代子

P-398 豪雨災害による交通障害がもたらす影響
（株）リライアンス　さふらん薬局［広島県］　　松本　恭範

P-399 岡山県真備豪雨災害における薬剤師と他職種との連携活動から見えてきたもの(1)
～発災1ヶ月の避難所対策における成功例と改善案～

岡山県薬剤師会玉島支部［岡山県］　　平松　洋子

P-400 災害時における「モバイルファーマシー」へ供給する医療用医薬品リストの考察
～適切な選択とロスを出さない在庫管理を目指して～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　井手　純司

■ポスター発表 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　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-401 アンチ・ドーピング講習会の有用性に関する検討
一般社団法人 藤沢市薬剤師会　アンチ・ドーピング医薬品適正使用委員会［神奈川県］　　露木　聡史

P-402 アンチ・ドーピング活動を通した地域活動
―熊本城マラソン2019における熊本県薬剤師会の活動―

公益社団法人熊本県薬剤師会［熊本県］　　中尾　杏輔

P-403 サプリメント製造会社および分析認証プログラムを対象としたドーピングリスクアン
ケート調査

公益社団法人大分県薬剤師会学校保健・体育委員会［大分県］　　河村　聡志

P-404 静岡県薬剤師会における公認スポーツファーマシスト活動報告
～アマチュアからプロの全てのアスリートのために～

わかくさ薬局　長田店［静岡県］　　菅瀬　久智

P-405 若手アスリートにおける栄養摂取行動
日本大学薬学部　 薬事管理学研究室［千葉県］　　下田　未央

P-406 一般市民におけるアンチドーピングに関する意識調査
横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室［神奈川県］　　田口　真穂

■ポスター発表 薬物乱用防止
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-407 スマートドラッグの認知・使用に関する研究
明治薬科大学［東京都］　　佐藤　理玖

P-408 中学生を対象とした薬物の危機感を意識付けるにあたって
鹿屋市薬剤師会　学校保健公衆衛生委員会［鹿児島県］　　鶴田　総宏

P-409 「喫煙・飲酒防止教育」を導入した「薬物乱用防止教育」の実践（その４）
北陸大学薬学部［石川県］　　西野　早紀

P-410 「くすり教育」を取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践（その４）
北陸大学薬学部［石川県］　　長原　正人

P-411 中学校「くすり教育」の義務化に伴う新しい薬物乱用防止教育の構築と実践（その３）
北陸大学薬学部［石川県］　　牧野　峻也
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P-412 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６）

北陸大学薬学部［石川県］　　山口　佳裕

■ポスター発表 学校薬剤師
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-413 保育所における与薬と薬剤師の職能
愛知教育大学幼児教育講座大学院生［愛知県］　　横井　良憲

P-414 山鹿地区での地域協力体制による計画的学校薬剤師活動について
きらきら薬局［熊本県］　　逆瀬川　剛

P-415 5分でわかる薬の正しい使い方VTRの作成について
一般社団法人千葉市薬剤師会　学薬委員会［千葉県］　　大野　定行

P-416 鹿児島の離島における学校薬剤師活動
マリン薬局［鹿児島県］　　吉田　明良

P-417 学校における「学校薬剤師だより」活用法のアンケート調査結果
一般社団法人和歌山市薬剤師会　学校薬剤師部会［和歌山県］　　太田　栄美

P-418 信頼される学校薬剤師を目指して～環境衛生検査票の見直しと手引きの作成～
公益社団法人江戸川区薬剤師会［東京都］　　池田　浩美

P-419 学校薬剤師の職能と役割、そして今後を考える
北陸大学薬学部［石川県］　　宇佐見則行

■ポスター発表 特定健診、特定保健指導、地域保健活動
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-420 健康フェアを成功させる為に出来ることとは？
株式会社メディカルグリーン［栃木県］　　占部真由美
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P-397 台風24号（2018年）による大規模停電時の薬局の状況に関する調査
杏林堂薬局［静岡県］　　尾関佳代子

P-398 豪雨災害による交通障害がもたらす影響
（株）リライアンス　さふらん薬局［広島県］　　松本　恭範

P-399 岡山県真備豪雨災害における薬剤師と他職種との連携活動から見えてきたもの(1)
～発災1ヶ月の避難所対策における成功例と改善案～

岡山県薬剤師会玉島支部［岡山県］　　平松　洋子

P-400 災害時における「モバイルファーマシー」へ供給する医療用医薬品リストの考察
～適切な選択とロスを出さない在庫管理を目指して～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］　　井手　純司

■ポスター発表 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　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-401 アンチ・ドーピング講習会の有用性に関する検討
一般社団法人 藤沢市薬剤師会　アンチ・ドーピング医薬品適正使用委員会［神奈川県］　　露木　聡史

P-402 アンチ・ドーピング活動を通した地域活動
―熊本城マラソン2019における熊本県薬剤師会の活動―

公益社団法人熊本県薬剤師会［熊本県］　　中尾　杏輔

P-403 サプリメント製造会社および分析認証プログラムを対象としたドーピングリスクアン
ケート調査

公益社団法人大分県薬剤師会学校保健・体育委員会［大分県］　　河村　聡志

P-404 静岡県薬剤師会における公認スポーツファーマシスト活動報告
～アマチュアからプロの全てのアスリートのために～

わかくさ薬局　長田店［静岡県］　　菅瀬　久智

P-405 若手アスリートにおける栄養摂取行動
日本大学薬学部　 薬事管理学研究室［千葉県］　　下田　未央

P-406 一般市民におけるアンチドーピングに関する意識調査
横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室［神奈川県］　　田口　真穂

■ポスター発表 薬物乱用防止
ポスター会場　海峡メッセ下関　4階　イベントホール（アリーナ）

P-407 スマートドラッグの認知・使用に関する研究
明治薬科大学［東京都］　　佐藤　理玖

P-408 中学生を対象とした薬物の危機感を意識付けるにあたって
鹿屋市薬剤師会　学校保健公衆衛生委員会［鹿児島県］　　鶴田　総宏

P-409 「喫煙・飲酒防止教育」を導入した「薬物乱用防止教育」の実践（その４）
北陸大学薬学部［石川県］　　西野　早紀

P-410 「くすり教育」を取り入れた「薬物乱用防止教育」の実践（その４）
北陸大学薬学部［石川県］　　長原　正人

P-411 中学校「くすり教育」の義務化に伴う新しい薬物乱用防止教育の構築と実践（その３）
北陸大学薬学部［石川県］　　牧野　峻也
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