
Society 5.0 時代の医薬品情報に思いを馳せる

15第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

座長：村井 ユリ子 （東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学）
演者：中村 敏明 （大阪医科薬科大学薬学部）

座長：政田 幹夫 （大阪医科薬科大学薬学部）
演者：小川 尚子 （一般社団法人日本経済団体連合会）

座長：山本 美智子 （熊本大学大学院生命科学研究部）
演者：中山 健夫 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野）

座長：中村 敏明 （大阪医科薬科大学薬学部）
演者：赤瀬 朋秀 （日本経済大学経営学部・大学院）

大会長講演

特別講演

教育講演 1

教育講演 2

Society 5.0 時代のヘルスケアの実現に向けて
～医療ビッグデータの民間活用の推進～

大規模データの収集から評価において注意すべきポイント

わが国の医療を取り巻く環境変化と薬剤師のあり方、そして医薬品
情報の将来

6月26日（土）　10：10～10：40　第1会場

6月26日（土）　10：50～11：50　第1会場

6月26日（土）　13：30～14：30　第1会場

6月27日（日）　11：20～12：20　第1会場

ライブ + オンデマンド配信

ライブ + オンデマンド配信

ライブ + オンデマンド配信

ライブ + オンデマンド配信



16 第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

服薬指導の質を向上させる！
サイエンスを基盤とした漢方薬の医薬品情報

医薬品情報創出に向けた臨床研究の審査体制
～倫理審査から論文審査まで～

座長：赤瀬 朋秀 （日本経済大学経営学部・大学院）
稲葉 健二郎 （総合相模更生病院薬剤部）

座長：高柳 理早 （東京薬科大学薬学部臨床薬効解析学教室）
飯嶋 久志 （一般社団法人千葉県薬剤師会薬事情報センター）

オーガナイザー：赤瀬 朋秀 （日本経済大学経営学部・大学院）

オーガナイザー：飯嶋 久志 （一般社団法人千葉県薬剤師会薬事情報センター）

S1-1 水チャネル「アクアポリン」に着目した漢方薬の水代謝異常改善メカニズムの解析
五十嵐 信智 （星薬科大学生体分子薬理学研究室）

S2-1 倫理審査委員会事務局が担う役割 ～質の高いエビデンスの創出に向けて～
鷲尾 夢香 （一般社団法人千葉県薬剤師会薬事情報センター）

S1-2 システムバイオロジーから考える漢方薬の作用機序
黒木 春郎 （医療法人社団嗣業の会外房こどもクリニック）

S2-2 倫理審査委員会
山本 克己 （神戸薬科大学薬学臨床教育・研究センター）

S1-3 メタボロミクスによる漢方薬・漢方医学の理解に向けた試み
大渕 勝也 （株式会社ツムラ研究開発本部）

S2-3 論文作成のポイント～論文審査の視点から～
真野 泰成 （東京理科大学薬学部臨床薬剤情報学研究室）

S1-4 甘草の副作用，偽アルドステロン症の真の原因物質の探索
牧野 利明 （名古屋市立大学大学院薬学研究科）

S2-4 臨床研究に関する審査を受ける立場から
神村 英利 （福岡大学病院薬剤部）

S1-5 薬の安全性に関する医薬品情報 －腸間膜静脈硬化症を中心に－
永田 豊 （諏訪中央病院東洋医学科）

シンポジウム

シンポジウム 1

シンポジウム 2

6月26日（土）　15：00～17：00　第1会場

6月26日（土）　15：00～17：00　第3会場

ライブ + オンデマンド配信



17第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

外国人向けの医薬品情報提供

Society5.0 情報リテラシーと情報連携が支える薬剤師業務の新時代

座長：俵木 登美子 （一般社団法人くすりの適正使用協議会）
深澤 一郎 （ＯＴＣ医薬品リンク株式会社）

座長：岡橋 孝侍 （京都第二赤十字病院薬剤部 / 医療情報室）
荒 義昭 （独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター）

オーガナイザー：深澤 一郎 （ＯＴＣ医薬品リンク株式会社）

オーガナイザー：岡橋 孝侍 （京都第二赤十字病院薬剤部 / 医療情報室）

S4-3 「くすりのしおり」英語対応の現状と課題
俵木 登美子 （一般社団法人くすりの適正使用協議会）

S3-1 改定薬機法から読みとく 薬剤師に求められるもの そして未来
狭間 研至 （ファルメディコ株式会社 / 一般社団法人日本在宅薬学会 / 医療法人嘉健会思温病院）

S4-2 “英語版くすりのしおり”を活用した学習成果型の実践的臨床系薬学英語教育と生涯教育
大塚 邦子 （横浜薬科大学感染予防学研究室）

S3-2 医療情報連携と抗がん剤ロボットの活用
高栁 和伸 （大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院）

S4-1 薬局薬剤師による外国語対応の実際
山﨑 敏誉 （公益社団法人石川県薬剤師会 / 株式会社瑠璃光瑠璃光薬局碁石ヶ峰登り口店）

S3-3 医療現場での情報システムの利活用 ～ GS1 を中心に～
五十嵐 敏明 （福井大学医学部附属病院薬剤部）

S3-5 DI 業務のICT 化（DICT）からみる RiMCS、AIへの展望
若林 進 （杏林大学医学部付属病院薬剤部）

S4-4 外国人向け医薬品情報提供における多言語コミュニケーションツールの活用可能性
川﨑 健 （コニカミノルタ株式会社）

S4-5 一般用医薬品の添付文書情報外国語訳（英語、中国語など）の課題と利活用
深澤 一郎 （ＯＴＣ医薬品リンク株式会社）

S3-4 人が繋ぐ 院内外連携・地域連携
小川 充恵 （八尾市立病院薬剤部）

S3-6 0402 通知から見た情報リテラシーのあり方
池田 和之 （奈良県立医科大学附属病院薬剤部）

シンポジウム 4

シンポジウム 3

6月27日（日）　9：00～11：00　第3会場

6月27日（日）　9：00～11：00　第2会場



18 第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

医薬品情報実習はどうあるべきか？
～薬学生の医薬品情報リテラシーを効果的に向上させるために～

座長：安島 秀友 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部）

オーガナイザー：安島 秀友 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部）

S6-1 医薬品情報教育に関する大学での準備教育と実務実習の在り方
伊東 明彦 （明治薬科大学）

S6-2 大学における理想的な医薬品情報学教育とは
鈴木 信也 （昭和大学薬学部病院薬剤学講座 / 昭和大学統括薬剤部）

S6-3 大規模病院における薬学生の医薬品情報リテラシー向上に向けた現状と今後
岡田 拓朗 （医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部）

S6-4 臨床現場で伝えるリアルな医薬品情報リテラシー
男全 昭紀 （横浜市立みなと赤十字病院薬剤部）

S6-5 薬学生が医薬品情報リテラシーの高い薬剤師を目指すきっかけとなる実務実習を目
指して

安島 秀友 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部）

シンポジウム 6

6月27日（日）　13：20～15：20　第2会場

地域で活躍する薬局の近未来。変革する薬局での医薬品情報の活用
座長：望月 眞弓 （慶応義塾大学薬学部）

中村 敏明 （大阪医科薬科大学薬学部）

オーガナイザー：望月 眞弓 （慶応義塾大学薬学部）

S5-1 薬剤の適正使用に資する医療情報の質・量の変化と、今後の方向性
大井 恒宏 （厚生労働省大臣官房厚生科学課）

S5-2 地域薬局におけるセルフケア支援と医療機関等の連携
－ 生活者の情報と医薬品等情報を基本としたセルフケア支援 －

藤原 英憲 （つちばし薬局）

S5-3 地域社会に必要とされる薬局を目指して
－ データベースや ICTを活用した薬局業務の変革 －

石村 智加子 （株式会社ホロンすずらん薬局グループ）

S5-4 薬学的知見に基づく個別化指導のための医薬品情報提供
中村 敏明 （大阪医科薬科大学薬学部）

シンポジウム 5

6月27日（日）　13：20～15：20　第1会場



19第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

医薬品情報は、医薬品の安全性を確保し薬害を防止できるのか？

今こそ考えよう！これからの RMPの役割
～公表開始から 8 年経って～

座長：長南 謙一 （昭和薬科大学）
佐藤 嗣道 （東京理科大学薬学部薬学科）

座長：林 昌洋 （虎の門病院薬剤部）
大澤 智子 （独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部）

オーガナイザー：長南 謙一 （昭和薬科大学）

オーガナイザー：大澤 智子 （独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部）

S8-1 薬害オンブズパースン会議と医薬品情報
三浦 五郎 （勤医協札幌西区病院）

S7-1 医薬品リスク管理計画（RMP）のこれまでとこれから
岡本 麻依 （医薬品医療機器総合機構（PMDA）安全性情報・企画管理部リスクコミュニケーション推進課）

S8-4 医薬品情報は、医薬品の安全性を確保し薬害を防止できるのか？ ～患者の立場から～
勝村 久司 （全国薬害被害者団体連絡協議会）

S7-2 地域医療中で RMPの利活用と課題
舟越 亮寛 （医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤管理部 / 亀田総合病院薬剤部）

S8-2 薬害防止のために、薬局薬剤師は何ができるか？
廣田 憲威 （一般社団法人大阪ファルマプラン）

S7-3 RMP 利活用拡大のための課題
飯久保 尚 （東邦大学医療センター大森病院薬剤部）

S8-3 薬害発生の原因・背景と薬害被害者救済を薬業労働者として考える
荒木 茂仁 （全国薬業労働者連絡会議）

S8-5 医薬品情報の罠
山西 美明 （長野総合法律事務所）

S7-4 RMPの利活用促進のために製薬業界が行ってきた活動
石田 和彦 （アステラス製薬ファーマコヴィジランス部）

シンポジウム 8

シンポジウム 7

6月27日（日）　15：40～17：40　第1会場

6月27日（日）　13：20～15：20　第3会場



20 第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

医薬品コードにおける「現状の課題」と「標準化の重要性」
座長：若林 進 （杏林大学医学部付属病院薬剤部）

佐藤 弘康 （JA 北海道厚生連帯広厚生病院）

オーガナイザー：佐藤 弘康 （JA 北海道厚生連帯広厚生病院）

S9-1 医薬品標準コードの種類と臨床活用における問題点
大庭 理寛 （JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院薬局）

S9-2 GS1標準の商品識別コード（GTIN）とその利用 －製品識別の重要性と国際標準の価
値と未来－

植村 康一 （GS1 Japan（一般財団法人流通システム開発センター））

S9-3 医療ビッグデータを活用するための医薬品標準コードに関する取り組みについて
高田 敦史 （九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター）

S9-5 日本における医薬品コード統合によるファーマコビジランスや医療ビッグデータ解
析の未来

青柳 吉博 （国立がん研究センター東病院臨床研究支援部門研究計画推進部）

S9-4 WHODrugとそのコード体系 －Pharmacovigilance( 安全性監視活動) の国際化の
流れの中で－

Tyrefors 吉本 容子 
（Uppsala Monitoring Centre (UMC) / WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring）

シンポジウム 9

6月27日（日）　15：40～17：40　第2会場



21第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

医薬品・医療機器情報提供の DX －薬機法改正も踏まえて－
座長：滝田 諭 （日薬連安全性委員会）

俵木 登美子 （一般社団法人くすりの適正使用協議会）

オーガナイザー：滝田 諭 （日薬連安全性委員会）

S10 -1 薬機法改正と DX
澤田石 勝也 （厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課）

S10 -2 DX とリスクコミュニケーション
大澤 智子 （独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部）

S10 -3 医薬品適正使用と DX
－病院薬剤師は DX に対してどのような取り組みができるのか－

後藤 伸之 （福井大学医学部附属病院 薬剤部）

S10 -5 医療機器情報提供と DX
三田 哲也 （一社）日本医療機器産業連合会 / テルモ株式会社）

S10 -4 医薬品情報提供と DX
井上 学 （日薬連安全性委員会）

患者向情報提供・ミルシルプロジェクトの紹介
俵木 登美子 （一般社団法人くすりの適正使用協議会）

GS1読み取り専用アプリ「添文ナビ」の紹介
佐藤 めぐみ （日薬連 アプリ準備委員会委員（MSD）

シンポジウム 10

総合討論：医薬品・医療機器の情報提供の DX の将来像

6月27日（日）　15：40～17：40　第3会場



22 第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

薬物療法と医薬品情報
〜薬剤師によるチーム医療のさらなる発展のために〜

薬剤師だからできる！免疫チェックポイント阻害薬の irAE 対策
〜アプリケーションを用いたマネジメント〜

バイオシミラーに関する医薬品情報 〜 Society 5.0時代へ向けて〜

がん化学療法と患者支援の実際 〜医薬品情報の活用を含めて〜

座長： 後藤 伸之 （福井大学医学部附属病院薬剤部）
演者： 奥田 真弘 （大阪大学医学部附属病院薬剤部）
共催： 東和薬品株式会社

座長： 延藤 勇 （住友病院薬剤部）
演者： 桂 英之 （小松市民病院薬剤科）
共催： 中外製薬株式会社

座長： 尾上 雅英 （北野病院）
演者： 米澤 淳 （京都大学大学院薬学研究科 / 京都大学医学部附属病院）
共催： 日本化薬株式会社

座長： 高橋 一栄 （大阪府済生会野江病院）
演者： 祝 千佳子 （東京大学大学院医学系研究科）
共催： ニプロ株式会社

共催セミナー 1

共催セミナー 2

共催セミナー 3

共催セミナー 4

6月26日（土）　12：10〜13：00　第1会場

6月26日（土）　12：10〜13：00　第2会場

6月26日（土）　12：10〜13：00　第3会場

6月26日（土）　17：20〜18：10　第1会場

共催セミナー 1 〜 6：ライブ配信
7：オンデマンド配信



23第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

パーキンソン病の薬物治療と睡眠の役割

ジェネリックにできる事 ～付加価値製品を目指した取り組み～

薬剤師による妊娠・授乳と薬相談

座長： 萱野 勇一郎 （大阪府済生会中津病院薬剤部）
演者： 田端 宏充 （大阪回生病院睡眠医療センター脳神経内科）
共催： エーザイ株式会社

座長： 井関 健 （北海道医療大学薬学部）
演者： 柳 敏宏 （沢井製薬株式会社製剤研究部）
共催： 沢井製薬株式会社

演者： 小谷 宙 （慶應義塾大学病院薬剤部）
共催： 株式会社テクノミック

共催セミナー 5

共催セミナー 6

共催セミナー 7

6月26日（土）　17：20～18：10　第2会場

6月26日（土）　17：20～18：10　第3会場



24 第23回 日本医薬品情報学会 総会・学術大会

一般演題（口演）

O-2 コンコーダンスモデル啓発E-Learning の作成と受講効果に関する考察
栗原 理 （（一社）くすりの適正使用協議会）

O-1 コンコーダンス認知度からみた高血圧症患者への薬剤師のコミュニケーション実態調査
荒木 秀明 （（一社）くすりの適正使用協議会）

O-3 大規模レセプトデータベースを用いた日本におけるTriple Whammy 処方の実態解明
今井 俊吾 （北海道大学大学院薬学研究院）

O-5 JADER に基づく薬剤性骨折の検討
鳥海 真也 （国立病院機構神奈川病院薬剤部 / 明治薬科大学医療分子解析学研究室）

O-4 抗てんかん薬の単剤および併用療法における重篤な皮膚障害のシグナル探索
髙岡 みらい （岐阜薬科大学）

O-6 潜在クラス分析を用いた抗インフルエンザ薬の有害事象発症要因の検討
岡田 拓郎 （慶應義塾大学薬学部）

O-10 代謝酵素の変異は薬物相互作用に個人差をもたらすか ? ～in silico でのアプローチ
酒井 悠輔 （慶應義塾大学薬学部薬学科臨床薬物動態学講座）

O-14 潜在意味解析LSI を用いた非階層的クラスタリングによる医療用医薬品添付文書の
分類

伊東 理絵 （東京理科大学薬学部）

O-8 緊急避妊薬の OTC 化推進には何が必要か？～緊急避妊薬に対する薬局薬剤師の
意識調査～

鈴木 達彦 （株式会社メディカルシステムネットワーク薬局事業本部地域薬局事業部）

O-12 歯科受診勧奨ガイドラインの開発と Web 動画による啓発
鹿村 恵明 （（一社）栃木県薬剤師会 / 東京理科大学薬学部）

O-7 ラモトリギンの皮膚障害発症リスク低減に及ぼす安全性速報の効果
角山 香織 （大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター）

O-11 企業横断検索プラットフォーム「PhindMI」公開後の現状と課題
豊田 敏志 （日本製薬工業協会（製薬協）くすり相談対応検討会PhindMI ワーキンググループ）

O-15 添付文書電子化を利用した iPhone アプリの開発
木村 敦 （社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院薬剤部）

O-16 自然言語処理モデル BERT を用いた乳がん患者ブログからの悩み抽出手法の検討
渡邉 知生 （慶應義塾大学薬学部）

O-9 非イオン性ヨード造影剤の副作用発症の予測モデルの構築および検証
茶谷 良一 （慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座）

O-13 COVID-19流行下における情報提供方法の変更が MRの情報提供活動に与える影響
について

市江 敏和 （愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 薬剤部 / 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室）

オンデマンド配信
課題研究：ライブ配信
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座長：堀 里子 （慶應義塾大学薬学部）
荒 義昭 （国立病院機構信州上田医療センター薬剤部）

O-17 地域の病院薬剤師を対象としたフォーミュラリー研修会による医薬品評価能力の向
上効果

金井 紀仁 （新座病院薬剤科）

O-18 薬学部を有する大学・薬科大学を対象とした副作用報告に関連した教育の実態調査
堀 里子 （慶應義塾大学薬学部）

O-19 製薬企業ホームページを通じた患者への医薬品情報アクセスの実態とその課題
一色 義明 （中外製薬株式会社）

K-2 半構造化インタビューに基づく介護施設での服薬介助時に発生する誤薬の要因分析
木崎 速人 （慶應義塾大学薬学部）

K-1 機械学習（AI）を用いた内服ステロイド薬の誤処方判定モデルの構築（第２報）
佐藤 弘康 （JA 北海道厚生連帯広厚生病院）

K-3 英語臨床試験論文の読解力養成のため e-learning の開発とその教育効果の検証
大原 宏司 （奥羽大学）

K-4 ベンゾジアゼピン (BZ) 受容体作動薬の授乳期における医薬品情報の構築
古堅 彩子 （北海道大学大学院薬学研究院）

課題研究 K-1 ～ K-4

6月26日（土）　15：30～16：30　第2会場
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一般演題（ポスター）
P-1 製薬企業における保険薬局薬剤師との共創（Co-Creation）

ー服薬指導サポートサイトー
金子 周平 （日本イーライリリー株式会社）

P-2 セルフメディケーション支援に対する薬剤師の自己効力感と心理社会的要因との関連
寄本 梨左 （大阪医科薬科大学）

P-3 セルフメディケーション支援に対する薬剤師の自己効力感と薬剤師属性との関連
服部 真人 （大阪医科薬科大学）

P-5 患者・市民向け医薬品等情報提供サイトに対するニーズ：インタビュー法による質的
研究

佐藤 嗣道 （東京理科大学薬学部）

P-4 セルフメディケーション支援に対する自己効力感とEBP（根拠に基づく実務）との関連
足立 志菜 （大阪医科薬科大学）

P-6 根拠に基づくOTC 医薬品勧奨に対する薬局薬剤師の意識
藤井 茉裕 （大阪医科薬科大学）

P-10 静脈血栓塞栓症における直接経口抗凝固薬の延長治療による再発抑制効果に関す
る検討

橋本 明幸 （東京薬科大学医薬品安全管理学教室）

P-14 DOACsの服薬アドヒアランスが脳梗塞及び全身性塞栓症の発症予防に及ぼす影響
の検討

大場 彩生 （東京理科大学薬学部薬物治療学研究室）

P-8 医療事故情報データベース活用のための文献レビュー
渡部 公汰 （東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学教室）

P-12 新規抗うつ薬とジスキネジア、ジストニア等の報告：JADER を用いた不均衡分析
小山 樹里 （昭和薬科大学社会薬学研究室）

P-7 JADER を用いた免疫グロブリン製剤投与による無菌性髄膜炎に関する解析
升田 万祐子 （京都市立病院薬剤科）

P-11 動物用医薬品等副作用データベースを用いた医薬品使用及び副作用発現状況調査
金野 太亮 （東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学教室）

P-15 薬物性イレウス及び便秘の早期発見のための危険因子及び自覚症状の探索
淺井 裕司 （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-9 FAERS を用いた抗悪性腫瘍薬による早産のシグナル検出
伊藤 梓 （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-13 糖尿病治療薬と悪性腫瘍の報告：JADER を用いた不均衡分析
平木 舞 （昭和薬科大学社会薬学研究室）

オンデマンド配信
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P-16 病棟定数配置薬の変更が睡眠導入剤の適正使用と転倒転落件数に与えた影響に関
する調査

中原 良介 （大分大学医学部附属病院薬剤部 / 大分大学医学部附属病院医療安全管理部）

P-17 医薬情報担当者における医薬品リスク管理計画の認識調査と理解度に対する要因の
検討

八木 仁史 （独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院薬剤部）

P-18 米国版Choosing Wisely における抗菌薬の過剰使用を手控える推奨
北澤 京子 （京都薬科大学 / Choosing Wisely Japan）

P-20 アスピリン末およびクロピドグレル錠の簡易懸濁法適用時の投与量評価
堀 聖 （大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター）

P-19 輸液製品の充填量に関するお問い合わせの分析
星 泉 （（株）大塚製薬工場 信頼性保証本部輸液DI センター）

P-21 ジェネリック医薬品のインタビューフォーム情報充実化に向けた取り組み
林 恵理子 （武田テバファーマ株式会社メディカルアフェアーズ）

P-25 新記載要領による添付文書の質的変化とその意義 
－妊婦・授乳婦の記載表現を例に－

後藤 ふみ （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-29 使用ガイド付き採用薬としたボノプラザンの使用状況調査および医療費削減効果
について

細川 理博 （相澤病院薬剤センター）

P-23 機械学習手法を活用した医薬品の乳汁移行性の予測
松井 一貴 （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-27 胃酸分泌抑制薬によるチロシンキナーゼ阻害薬の血中濃度と生存期間への影響のメ
タ解析

高橋 雅弘 （明治薬科大学薬物治療学研究室）

P-22 高齢者における薬物有害事象発現状況の解析
岡田 章 （武蔵野大学薬学部レギュラトリーサイエンス研究室 / 武蔵野大学薬学研究所）

P-26 心臓移植後のバルガンシクロビル予防投与患者における好中球減少のリスク評価
早瀬 琴香 （大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター）

P-30 春日井市民病院における医療用医薬品の販売情報提供活動に関する現状調査
水草 博希 （春日井市民病院薬剤局薬剤科）

P-31 医薬品情報の一元管理・共有化システムの構築と評価
久光 莉瑛 （九州大学病院薬剤部）

P-24 高齢入院患者におけるフレイルと薬剤負荷との関連性
髙嶋 美涼 （東京理科大学薬学部）

P-28 愛媛大学医学部附属病院における副作用管理体制の実態調査と改善
髙田 裕介 （愛媛大学医学部附属病院薬剤部）
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P-32 スマートフォンアプリ MeDaCa を用いた薬剤情報提供と利用状況に関するアン
ケート調査

福田 正悟 （慶應義塾大学病院薬剤部）

P-33 緩和ケア病棟から在宅移行できるがん患者のスコアリングツール作成と検証
立蔵 るり （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-34 在宅緩和ケアに関する都道府県別医療社会的指標と医療用麻薬消費量との地域相関
研究

小澤 由奈 （名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-36 「形成的評価」と「反転授業＋オーディエンスレスポンス・システム」の教育効果の
検証

中川 直人 （奥羽大学薬学部）

P-35 薬薬連携において重要と考えられる患者情報とは何か？ 
～薬薬連携アンケート調査～

山本 淳平 （独立行政法人国立病院機構福山医療センター薬剤部）

P-37 Partner4Better: 医療関係者向けの教育プログラムを世界中に提供する
冨永 京子 （ファイザー株式会社）

P-39 薬による脳機能の向上に関する大学生のアンケート調査
山本 緑 （国際医療福祉大学福岡薬学部）

P-38 当センターにおける薬学生に対する医薬品情報業務実習の取り組み
岩西 雄大 （大阪母子医療センター薬局）

P-40 健康食品の摂取に伴う有害事象の情報提供票及び因果関係評価アルゴリズムの実
用性評価

中村 洸友 （静岡県立大学大学院薬学研究院医薬品情報解析学講座）




