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	 10月19日（土）	

「薬剤師職能/服薬指導」
13：10～14：00　第2会場（展示場2号館2階 2A会議室）

座長：山本　克己（神戸薬科大学　臨床特命教授）　　　　　　　　　　　
副座長：石田　竜也（（株）阪神調剤薬局　薬局統括本部　統括マネージャー）

O-2-01	 トレーシングレポートを活用した減薬提案について
○松岡　綾乃

日本調剤（株）

O-2-02	 久原薬局のテレフォンフォローの取り組みについて～患者フォロー・病院連携にむ
けて～
○平石 喜一郎

日本調剤（株）

O-2-03	 睡眠に関するQOL向上に向けて薬局薬剤師が果たすべき役割
○石塚　菜央1、竹村　健志2、前田　　守3、長谷川 佳孝3、月岡　良太3、森澤 あずさ3、

大石　美也3

1（株）ダイチク　アイン薬局村上店、2（株）ダイチク、3（株）アインホールディングス

O-2-04	 週１回使用糖尿病治療薬のコンプライアンス低下防止策の効果
○石黒　美幸1、谷　　健二2、片山　珠季3、前田　　守4、長谷川 佳孝4、月岡　良太4、森澤 あずさ4、

大石　美也4

1（株）アメニティ・プランニング　つつじ薬局大国、2（株）アインファーマシーズ　アイン薬局吹田店、
3（株）アインファーマシーズ、4（株）アインホールディングス

O-2-05	 新規乳がん治療薬パルボシクリブ、アベマシクリブの副作用早期発見と副作用対応
への取り組み～社内スペシャリスト研修を通して～
○寺戸　　靖1、田中　直哉2、加藤　誠一1、近藤　澄子1、矢島　毅彦3、田中　友和1、

田中　秀和1

1（株）ピノキオ薬局、2（株）ピノキオファルマ、3NPO法人Health Vigilance研究会

「薬局機能・IT化」
14：10～15：10　第2会場（展示場2号館2階 2A会議室）

座長：神林　祐子（大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター　教授（特任））　　　　　　　
副座長：清水　伸哉（フタツカ薬局グループ　（株）セプタ　店舗運営部　エリアマネージャー）

O-2-06	 お薬手帳の所持者と無所持者の意識調査
○木村　　良、江原　浩子、松永　幸江
（株）トモズ

	 一般演題（口演）
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O-2-07	 アプリ利用者のお薬手帳連動機能の利用者の傾向と今後の展望について
○安田　　光1、巽　　　清2、吉田 寿々代3

1（株）関西メディコ　サン薬局紀寺店、2桜井西店、3（株）関西メディコ

O-2-08	 お薬予約アプリを使った患者サービス向上への取り組み
○揚田　展弘1、西森　大祐1、山崎　貴裕1、藤井　宏和1、横田　淳子1、東野　純一1、宅間　大祐1、

岩崎　裕昭2、濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）

O-2-09	 ドライブスルーを活用した患者サービス向上への取り組み
○西森　大祐1、山崎　貴裕1、揚田　展弘1、藤井　宏和1、横田　淳子1、東野　純一1、宅間　大祐1、

岩崎　裕昭2、濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）

O-2-10	 あじさいネットを活用した医師とのコミュニケーション
○寺田　弘毅
（株）日本調剤

O-2-11	 SNS(ソーシャルネットワーク)・SMS機能を用いた投薬後フォロー自動化の有用
性と生産性向上
○鎌田　　悠

イントロン（株）

「栄養・食事」
13：10～14：00　第3会場（展示場2号館3階 3A会議室）

座長：松浦　正佳（（株）サエラ　副部長）　　　　　　　　　　　　　　　　　
副座長：近藤　順也（（株）共和コーポレーション　関西薬局　井高野店　薬局長）

O-3-01	 現代の子どもの食環境について～糖化度と骨格筋量の関係性～
○栗橋　里奈1、山下　桃花2、田中　麻衣3、山内　利香4

1カイセイ薬局　岸辺店、2（株）育星会、3カイセイ薬局　健都店、4天満カイセイ薬局

O-3-02	 アウトリーチ「災害時の食事」は実際の災害時に役立ったか
○黒川 くるみ、宮田 可奈子、菅原　　淳、飯田　剛広、井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道

O-3-03	 小児科門前調剤薬局で子どもの食事に対する好き嫌いは克服するのか
○清水　友香、丸谷 梨恵子、高橋　　啓、菅原　由季、大谷　一準、井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道
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O-3-04	 デイサービスにおける管理栄養士の役割
○長谷部 汐莉1、中山　紀子1、北岡　泰介1、東條　信之1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2（株）阪神調剤ホールディング

O-3-05	 デイサービス利用者に対する栄養改善サービスの有用性
○中山　紀子1、長谷部 汐莉1、北岡　泰介1、東條　信之1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2（株）阪神調剤ホールディング

「医薬品適正使用」
14：10～15：00　第3会場（展示場2号館3階 3A会議室）

座長：木下　　淳（姫路獨協大学薬学部　医療薬学科　医薬品情報学研究室　准教授）
副座長：兼田　　緑（クオール（株）　近畿第四事業部　事業部長）　　　　　　　　　　

O-3-06	 医療事故防止と医療経済適正化における疑義照会の効果～弊社の現状～
○板谷　将雄
（株）エヌ・エム・アイ

O-3-07	 副作用説明における問題点とその解決策～薬剤性光線過敏症の例から～
○高橋　　功、今村　友香、石井　淳子、杉山　雅彦
（株）メディカル一光　フラワー薬局桔梗が丘店

O-3-08	 尿混濁をきたしたフォルテオ皮下注使用患者の一症例　～薬理・薬物動態から考え
る～
○荒川 有紀子、茅野　雅広、原　　和夫、杉本　修康、舟橋　健一、臼井　順信
（株）わかば

O-3-09	 高カルシウム血症と高カルシウム血症性腎症を引き起こした骨粗鬆症治療薬併用患
者の症例報告
○矢野 脩一朗1,2、大久保 尚徳1、手島　由道1、山本　　巌3、佐藤　弘希3、岡山　善郎3

1（株）ファーマダイワ　学術部、2レインボー薬局、3（株）ファーマダイワ

O-3-10	 残薬に関する意識調査
○須能　真巳、海老沼 このみ、羽田　亜紀、蓬莱　麻鈴
（株）トモズ
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「薬剤師職能1」
13：10～14：10　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：宇佐見則行（北陸大学薬学部　薬学科　教授）　　　　　　
副座長：高田　　潤（（株）アインファーマシーズ　関西支店　係長）

O-5-01	 抗癌剤治療の薬薬連携における、Ｇｒａｄｅ評価に基づいた情報提供実施への取り
組み
○本田　　賢、佐村　頼寿、佐村　那奈、吉川　摩耶、岩嶋　泰樹、坂和 あゆみ、中川　恵理

日本調剤（株）

O-5-02	 経口抗がん剤プロトコルの作成とテレフォンフォローアップ～トレーシングレポー
トによる薬薬連携と副作用早期発見の取り組み～
○加藤　誠一1、寺戸　　靖1、篠原　祐樹1、小椋　章次1、青木　一恭1、田中　直哉2、近藤　澄子1、

矢島　毅彦3、田中　秀和1

1（株）ピノキオ薬局、2（株）ピノキオファルマ、3NPO法人Health Vigilance研究会

O-5-03	 薬剤師の介入で糖尿病性腎症悪化を防ぐための行動変容を起こすことが出来るのか
○中村　敬幸
（株）ココカラファインヘルスケア

O-5-04	 敷地内薬局において患者へのフォローと充実した健康管理がもたらす可能性につい
ての考察
○曽根　直紀

日本調剤（株）

O-5-05	 電話による経時的薬学的管理の普及に向けた取り組み
○田渕　梨沙、大槻　　麗、河野 真理子、田上　香菜、南本　翔子
（株）育星会

O-5-06	 保険薬局における腎機能把握・評価の体制作り
○池田　和也

総合メディカル（株）　そうごう薬局　玉名亀甲店
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「セルフメディケーション」
14：20～15：10　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：恩田　光子（大阪薬科大学　社会薬学・薬局管理学研究室　教授）　
副座長：小溝　優子（（株）フロンティア　薬剤本部　薬事情報部　部長代理）

O-5-07	 一般用医薬品販売における薬局薬剤師の重要性～PL顆粒におけるOTCと医療用添
付文書の違いにおける検討～
○鈴木　貴博、小野 まなみ、土田　直子、本間　邦恵、吉岡　　信、槙坂　幸恵、圓山　　匠、

木伏　宏士、大橋 香奈恵、斉藤　陽子
（株）共栄堂

O-5-08	 健康フェアにおける地域貢献に対する検体測定の有用性の検討および意識調査につ
いて
○久保　　亘、三宅　邦彦、葛巻　正明、岩崎　芳幸、井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道

O-5-09	 調剤薬局におけるフレイル、低栄養チェックと啓発について
○小林 詩歩里

日本調剤（株）

O-5-10	 意識調査およびスクリーニング検査より検討したフレイル対策について
○石川　美貴1、奥嵜　沙恵1、横田　敦子1、本多　愛美1、山口　祐美1、藤田　智子2、小川　温子2、

河出　達夫1、庄村　元希1、大平　航也1、向山　一郎1

1（株）なの花中部、2（株）メディカルシステムネットワーク

O-5-11	 調剤薬局における体組成測定と栄養相談の現状と課題
○田中　柚麻

日本調剤（株）

	 10月20日(日)	

「在宅医療、医療連携/リスクマネジメント」
10：00～11：00　第2会場（展示場2号館2階 2A会議室）

座長：亀井美和子（日本大学薬学部　薬事管理学研究室　教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　
副座長：芳山　雅胤（フタツカ薬局グループ　（株）大新堂　マーケティング部　医療介護連携室　室長）

O-2-12	 授乳婦への投薬に関する実態調査　－添付文書記載要領改定に向けた対応－
○伊藤　麻衣1、井ノ口 一葉2、加藤　賢二3、小平　久正3

1（株）トモズ　新丸子店、2大倉山店、3薬剤部
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O-2-13	 ブロッキングを防いで、インシデントを減らす
○浅間　悠一
（株）トモズ

O-2-14	 高知県中山間地域の医療サービスに対する薬剤師の関わり（第一報）－行政関係者及
び介護従事者との連携の現状と課題－
○福本　勝政1、光富　大祐1、井上　真理1、横田　淳子1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）

O-2-15	 高知県中山間地域の医療サービスに対する薬剤師の関わり（第二報）－地域住民の薬
局サービスに対する意識調査と今後の展望－
○杉本　翔平1、加藤　浩一1、横田　淳子1、北岡　泰介1、図師　清二1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）

O-2-16	 在宅医療を通じ地域包括ケアに貢献できた事例
○岡本　怜也1、小川 久美子2、深野木 美佳3、石田 さき子4、奈良 吏絵子5、辻本 淳一郎5、

真鍋　憲次5

1クオール薬局あさひ店、2東むこう店、3甲賀薬局こびらい店、4蒲生ハート薬局、5クオール（株）近畿第三事業部

O-2-17	 薬局薬剤師の地域医療への関与に対する行政機関職員の意識とその地域差
○宮本　章平1、光富　大祐1、井上　真理1、横田　淳子1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）

「在宅医療、医療連携/次世代の薬局経営」
11：10～12：00　第2会場（展示場2号館2階 2A会議室）

座長：狭間　研至（ファルメディコ（株）　代表取締役社長）　　　　　　　
副座長：森松　智之（（株）阪神調剤薬局　薬局統括本部　統括マネージャー）

O-2-18	 病薬-かかりつけ薬剤師の連携が有用であった2例
○徳留　雄太1、河崎　裕香2、大谷　道輝1

1佐々木研究所附属　杏雲堂病院、2（株）アイセイ薬局　下総中山中山店

O-2-19	 在宅医の訪問薬剤管理指導報告書の活用状況とニーズの調査－質の高い訪問薬剤管
理指導を目指して－
○手島　由道1,2、矢野 脩一朗2、大久保 尚徳2、山本　巌3、佐藤　弘希3、岡山　善郎3

1（株）ファーマダイワ　南熊本調剤薬局、2学術部、3（株）ファーマダイワ　
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O-2-20	 レビー小体型認知症患者への抗コリン作用薬の投与と副作用の重症化を回避した多
職種連携
○丸山　清子1、真鈴川　聡2、横山　景一3、太田 やよい3、小林　和美3、太田　恵子3

1しろにし薬局、2ますずがわ神経内科クリニック、3NPO法人すずか希望の里　希望の里たんぽぽ

O-2-21	 薬剤師による往診前訪問
○五味　博郷、舛賀　健太、広瀬　聡子、原　　路子、入江　映子、藤井　貴子

トライアドウエスト（株）かもめ薬局阪急山田店

O-2-22	 生産年齢人口減少時代を見据えた薬剤師の対人業務強化に向けた取り組み
○山口　義之、福井　陽子、石田　聖人、新治　　厚
（株）トモズ

「在宅医療、医療連携/医薬品適正使用」
13：20～14：20　第2会場（展示場2号館2階 2A会議室）

座長：中村　武夫（近畿大学薬学部　医療薬学科　教授）　　　　　
副座長：金澤　　洋（クオール（株）　近畿薬局事業本部　上席本部長）

O-2-23	 認知症患者の多職種連携における事例と今後の課題
○西村　正俊1、島越　亮輔2、式田　　覚3

1（株）ココカラファインヘルスケア　セガミ薬局香里駅前店、2ココカラファイン薬局七条店、3香里駅前介護店

O-2-24	 地域医療介護サービス事業所における医療用麻薬使用者の受け入れ体制の現状とそ
の強化への試み
○貝沼　　悠、今井　一博、岡島　　巧、古藤　崇幸、中野　暢久、八矢　祐樹、本間　正洋、

鈴木　　慎
（株）共栄堂　地域医療連携課

O-2-25	 福山市在宅医療チームのさらなる連携強化に向けた取り組み
○西尾　洋紀、谷田　恭洋、藤岡　要彰
（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局春日在宅ケア

O-2-26	 医師の訪問診療への薬剤師の積極的関わりと他職種連携
○赤木　誠治1、阿部　　誠2、阿部　真也2、吉町　昌子2、後藤　輝明2、田中 伸一朗1

1レデイ薬局、2ツルハHD

O-2-27	 無医地区における地域住民の医療サービス向上に向けた薬剤師の役割と課題
○岸　　優作1、松岡 亜由美1、山下 晃佳莉1、横田　淳子1、北岡　泰介1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、

濱田　篤秀1

1エール薬局、2阪神調剤ホールディング（株）
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O-2-28	 医療過疎地域における残薬調査と医薬品適正使用への関わり
○掛水　哲平1、図師　清二1、横田　淳子1、宅間　大祐1、岩崎　裕昭2、濱田　篤秀1

1エール薬局、2（株）阪神調剤ホールディング

「薬剤師職能2」
9：00～10：00　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：森本　一洋（日本薬科大学　客員教授）　　　　　　　　　　　　　　　
副座長：澤田　利春（（株）共和コーポレーション　関西薬局　エリアマネジャー）

O-5-12	 アンチドーピング活動における薬剤師の役割とスポーツファーマシストの現状
○小舟　伴和、小平　久正、福井　陽子
（株）トモズ

O-5-13	 外来服薬支援料の算定事例報告
○落合　詠美1、竹下　由佳2、小原　智子2、横山　隆俊2、鈴村　照代2、柴崎 佐智子2、

平井　朝子2

1（株）トモズ　薬剤部、2薬局トモズ池尻大橋店

O-5-14	 疑義照会に至ったきっかけについての調査
○高原　協子、鈴木　佑子、椎名　未貴、木村 映未瑠

あけぼの薬局都賀店

O-5-15	 対人業務転換アプローチ、患者持参型トレーシングレポート導入による減薬の取り
組み
○高橋　祐介

クオール（株）クオール薬局笠間店

O-5-16	 高齢者施設におけるトレーシングレポートを活用した処方提案について～ポリ
ファーマシーに見る薬剤師の職責～
○池田　典子、東　　益司、宇治橋 幹子、矢野　哲平、明瀬　　修、柚鳥　照美

日本調剤（株）

O-5-17	 トラマドール塩酸塩徐放錠が効果不十分であった慢性下痢を伴うストーマ造設患者
の症例報告と製剤学的考察
○大久保尚徳1,2、手島　由道1、矢野脩一朗1、山本　　巌3、佐藤　弘希3、岡山　善郎3

1（株）ファーマダイワ　学術部、2（株）ひまわり薬局宇土店、3（株）ファーマダイワ
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「教育・研修/実務実習」
10：10～10：40　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：岩城　正宏（近畿大学薬学部　医療薬学科　教授）　　　　
副座長：片山　珠季（（株）アインファーマシーズ　関西支店　係長）

O-5-18	 新人教育の満足度調査
○北里　匡隆1、今井　優介2、伊藤　理人1、森　香菜子1

1（株）トモズ　クイーンズスクエア横浜店、2薬剤部

O-5-19	 新卒薬剤師店舗配属前研修の取り組み　－離職率に与える影響に関して－
○野間 友一郎、灰野　元啓、山口　紫野、工藤　剛裕、佐々木　惇、岩倉　祥太、村井　正義、

井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道

O-5-20	 薬局内の実務実習協力体制とルーブリック評価に対する認識についての調査
○小山 正一郎
（株）共栄堂　共栄堂薬局あきは店

「薬剤師職能3」
11：00～12：00　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：灘井　雅行（名城大学薬学部　薬学科　教授）　　　　　　　　　　
副座長：松尾　陽介（（株）フロンティア　薬剤本部　薬事情報部　主管課長）

O-5-21	 テレフォンフォローを活用し、レゴラフェニブによる手足症候群の重症化を防いだ
１例
○木村　大地

日本調剤（株）

O-5-22	 トレーシングレポートによる服薬情報等提供料の算定への変化
○古賀　大介、増谷　正寛、藤田　利沙、森松　真秀、久保田 はづみ
（株）阪神調剤薬局　神戸日赤前店

O-5-23	 肝細胞癌レンバチニブ治療における薬局薬剤師の介入
○前田　竜祐

日本調剤（株）

O-5-24	 局内カンファレンスの定期開催と、OTC薬歴記載についての取組み報告～対人業
務の本質を理解するため、プロセスに重きを置いて～
○三好　絵里1、原田 真美惠1、堀淵　浩二2

1クオール薬局中之島店、2クオール（株）近畿第一事業部
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O-5-25	 ピットフォール回避のための症例報告～薬剤性間質性肺炎の一例～
○蕪木　由紀1、登石 美奈子2

1アポロメディカルホールディングス（株）　薬局事業本部、2アイランド薬局北大塚店

O-5-26	 薬局薬剤師の介入による早朝高血圧の早期発見と改善
○石井　晶久

総合メディカル（株）　そうごう薬局行橋新田原店

「服薬指導/医薬品適正使用」
13：20～14：20　第5会場（会議場3階 国際会議室）

座長：大鳥　　徹（近畿大学薬学部　医療薬学科　准教授）　　　　　　　　　　　　　　　
副座長：北川　昌弘（フタツカ薬局グループ　（株）大新堂　店舗運営部　エリアマネージャー）

O-5-27	 重複投与・相互作用等防止加算からみる残薬調節状況の分析と認知症タイプ別の傾
向について
○村内　智士1、内海　　光1、江藤 明日美1、小牟田 利恵1、池本 多佳子1、本山　千尋1、山下　　望1、

片上　智裕2

1（株）フロンティア　フロンティア薬局　国富店、2同　滋賀医大店

O-5-28	 【新薬】ネイリンカプセル®と既存治療薬（内服薬・爪外用液）の比較	～治療継続率
や副作用を考慮した現実的な有用性について～
○篠原　祐樹1、加藤　誠一1、寺戸　　靖1、田中　直哉2、近藤　澄子1、矢島　毅彦3、

田中　秀和1

1（株）ピノキオ薬局、2（株）ピノキオファルマ、3NPO法人Health Vigilance研究会

O-5-29	 慢性腎臓病（CKD）患者の薬物使用適正化に向けて
○神谷　香仁1、山下　麗子1、塚本 有佳子1、倉西　　歩1、後藤 真智子1、篠原　佳代1、井筒　彩花1、

中川 明日香1、宗里　綾子1、轟　　由依1、大前 かな女1、三浦　直子1、高梨　雅史2

1（株）阪神調剤薬局　湊川店、2兵庫中央エリア　

O-5-30	 抗認知症薬の服薬アドヒアランス向上を目的とした理解度チェックの活用
○青木 あゆみ1、畠山　規明1、森　　博美1、松野　英子1、長田　孝司2、山村　恵子3

1たんぽぽ薬局（株）、2知多小嶋記念病院薬剤部、
3藤田医科大学　先進診断システム探索部門　高度薬学情報管理学

O-5-31	 認知症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
○林　　征也1、畠山　規明1、森　　博美1、松野　英子1、長田　孝司2、山村　恵子3

1たんぽぽ薬局（株）、2知多小嶋記念病院薬剤部、
3藤田医科大学　先進診断システム探索部門　高度薬学情報管理学

O-5-32	 冷所保存が必要な皮膚外用剤のアドヒアランス調査とその対応策
○阿部　佑一1、坂井　優美2、元井 優太朗2、原　　　正1、久保田 隆廣2

1（株）ケンユウ、2新潟薬科大学　薬学部
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「服薬指導1」
9：00～9：50　第6会場（会議場3階 レセプションホール）

座長：大上　哲也（青森大学薬学部　教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　
副座長：道上　　敬（阪神調剤ホールディング（株）　人事本部　広報企画部　部長）

O-6-01	 QRコードによる動画再生を利用した小児服薬手技向上に向けた取り組み
○吉田　諒平、菊地　貞三、佐々木 康一、長崎　雅治、足達　俊哉、菅原　　淳、飯田　剛広、

井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道

O-6-02	 小児患者への服薬指導と服薬方法の現状について
○古家　信敬
（株）トモズ

O-6-03	 保湿剤（ヘパリン類似物質）ローションの適正使用調査と効果比較
○山戸　　淳1、村上　理恵2、古川　正樹2、中西　真衣2、落合　佳宏1

1（株）サンドラッグ、2（株）サンドラッグファーマシーズ

O-6-04	 高齢者の点眼アドヒアランス向上へ	～容器特性の応用～
○福田　直樹1、落合　詠美1、高村　朱里2、石井　沙弥2、佐久間 千春2、鈴木　　萌2、安保　　里2、

古家 さやか2、横山 あゆみ2

1（株）トモズ、2薬局トモズ女子医大前店

O-6-05	 口渇や嚥下困難のリスク因子となりえる薬剤の処方傾向
○井上　幹雄1、竹村　健志1、前田　　守2、長谷川 佳孝2、月岡　良太2、森澤 あずさ2、

大石　美也2

1（株）ダイチク、2（株）アインホールディングス

「服薬指導2」
10：00～10：50　第6会場（会議場3階 レセプションホール）

座長：内田　享弘（武庫川女子大学薬学部　臨床製剤学研究室　教授）　　　　　　　
副座長：川原　　淳（（株）共和コーポレーション　薬局事業部　取締役　薬局事業部長）

O-6-06	 抗菌薬の飲みきりに対する患者の意識調査
○長谷川　碧1、井上　　奏2

1（株）共栄堂　なの花調剤薬局、2学術研修グループ

O-6-07	 ビスホスホネート製剤のコンプライアンスに対する薬歴調査と患者情報の把握につ
いての検討
○中川　　恵1、井上　　奏2

1（株）共栄堂　かみはやし調剤薬局、2学術研修グループ
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O-6-08	 病薬連携による保険薬局での外来がん薬物治療患者応対手順の開発について
○本田　雅志、下川 友香理、力武　志保、谷本　　愛、土屋　りえ、中村　泰朗

総合メディカル（株）そうごう薬局天神中央店

O-6-09	 チロシンキナーゼ阻害薬服用患者に対するテレフォンフォローアップに用いた副作
用チェックシートの運用とその成果について
○西垣　　賢
（株）関西メディコ　サン薬局天理東店

O-6-10	 ポリファーマシーに取り組んだ症例報告
○藤原　　智1、岡本　真季2、正木　里沙1、筒井 史織3

1（株）ファルコファーマシーズ　ファルコ薬局あい南郷店、2久我店、3みのり西陣店

「栄養・食事/医療事務」
11：00～11：50　第6会場（会議場3階 レセプションホール）

座長：波多江　崇（中国学園大学　現代生活学部　人間栄養学科　教授・博士（医学）・薬剤師/元神戸薬科大学　准教授・博士（医学））
副座長：西垣　祥子（クオール（株）　中部薬局事業本部　統括主任）　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　

O-6-11	 調剤薬局管理栄養士の地域包括ケアシステム参入に向けた取り組み～通所介護施設
利用者の栄養状態と介護スタッフの認識～
○藤村　佳美1、清川　晶子1、溝上　欣子1、家辺　愛子1、大河内 祐貴1、伊藤　隆司1、池下　暁人1、

小湊　英範1、天野　信子2、中村　富予3

1阪神調剤ホールディング（株）、2甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科、3龍谷大学農学部食品栄養学科

O-6-12	 調剤薬局管理栄養士の地域包括ケアシステム参入に向けた取り組み～通所介護施設
利用者の服用薬利用状況の実態調査～
○清川　晶子1、溝上 欣子1、家辺　愛子1、藤村　佳美1、大河内 祐貴1、伊藤　隆司1、池下　暁人1、

小湊　英範1、天野　信子2、中村　富予3

1阪神調剤ホールディング（株）、2甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科、3龍谷大学農学部食品栄養学科

O-6-13	 調剤薬局管理栄養士の地域包括ケアシステム参入に向けた取組～大学教員と連携し
た精度管理向上のための研究力・実践力養成講座～
○溝上　欣子1、家辺　愛子1、清川　晶子1、藤村　佳美1、大河内 祐貴1、伊藤　隆司1、池下　暁人1、

小湊　英範1、天野　信子2、中村　富予3

1阪神調剤ホールディング（株）、2甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科、3龍谷大学農学部食品栄養学科

O-6-14	 かかりつけ薬剤師と患者をつなぐために私達ができること
○米田　美咲1、杉浦 由美子2、吉田　奈々3、芝橋 加奈英4、嵯峨根 莉咲5、鷲尾 恵里香6、中村　綾花3、

安達　有里7、瀬戸 七美希8、濱崎 実彩子9、福光　　萌4

1カイセイ薬局奈良店、2貝塚店、3阿波座カイセイ薬局、4桃谷カイセイ薬局、5尼崎店、6庄内カイセイ薬局、
7東住吉カイセイ薬局、8ドーム前カイセイ薬局、9園田カイセイ薬局
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O-6-15	 調剤薬局における地域住民の認知機能スクリーニングと早期発見の可能性について
○永谷 あずさ1、一井　定信1、野呂　　暁1、山本　由貴1、一井　智子1、東海林 幹夫2,3,4

1（株）いちい、2国立大学法人弘前大学、3公益財団法人　老年病研究所付属病院認知症センター、
4国立大学法人群馬大学大学院医学研究科神経薬理学分野
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　10月19日(土)・20日(日)　

ポスター会場（会議場5階 会議室501・502）

P-001	 睡眠効率と睡眠前行動の関係性
○武村　和代、芝田　美恵、池田 由希子、西村 奈々子、稲葉 あゆみ、齊藤　　愛

阪神調剤ホールディング（株）

P-002	 保険薬局におけるプレアボイド・トレーシングレポートの取り組み
○柳井　理沙1、鏑木　芳夫1、松浦　惠子1、藤枝　正輝2

1ファーマライズホールディングス（株）ファーマライズﾞ医薬情報研究所、2東邦大学薬学部　地域医療薬学研究室

P-003	 薬局薬剤師のトレーシングレポートが薬物治療に及ぼす影響
○飯田　眞唯1、三浦　理沙2、鈴木　友洋1、小林 木綿子2、畔柳　裕一3、石黒　貴子4、前田　　守5、

長谷川 佳孝5、月岡　良太5、森澤 あずさ5、大石　美也5

1（株）アインファーマシーズ　アイン薬局両国店、2東中野店、3西新宿店、4（株）アインファーマシーズ、
5（株）アインホールディングス

P-004	 薬局薬剤師が病院薬剤師と連携して行うがん薬物療法の副作用マネージメント～四
次治療の乳癌患者の事例を通して～
○緒方　直美1、石井　　文1、関口　直子1、渡邉　啓太2

1クラフト（株）　さくら薬局　古河店、2友愛記念病院　薬剤科

P-005	 保険薬局における便秘症状への積極介入と影響因子調査
○菅原　彬光1、岡本　輝将2、日野　綾太3

1総合メディカル（株）　そうごう薬局　豊玉店、2壱岐店、3対馬中央店

P-006	 肺がん治療に用いる分子標的薬の有害事象の早期発見と電話フォローについて
○細川　雅生、畠山　規明、森　　博美、松野　英子

たんぽぽ薬局（株）

P-007	 インフルエンザの自覚症状軽快割合の年齢層による比較
○板垣 幸太郎1、高橋　　渉1、笹原　侑祐2、池　　貴幸3、長沼　未加1

1クオール（株）　クオールアカデミー・教育研修部、2関東第一事業部、3クオール薬局恵比寿店

P-008	 保険薬局における一包化調剤増加に伴う待ち時間変化予測と緩和策の検討
○古島　大資1、瀧本　浩之2、廣津　聖子2、大野 ゆう子3、山田　　浩1

1静岡県立大学薬学部医薬品情報解析学分野、2やすらぎ桜橋薬局、3大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

P-009	 健康サポート薬局におけるハーブの有用性の意識調査
○豊崎　泰至1、藤澤　友香2、内田　未帆1、田村　和久1、原　　和夫1、石橋　健一2、安達　禎之2、

大野　尚仁2

1（株）わかば、2東京薬科大学

	 一般演題（ポスター）
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P-010	 服薬指導時の足白癬予防に関する情報提供は特定の疾患患者において介入効果が期
待できる
○柏木　友美1、三野　浩美1、安達　禎之1、荒川 有紀子2、茅野　雅広2、原　　和夫2、石橋　健一1、

山中　大輔1、大野　尚仁1

1東京薬科大学　免疫学、2（株）わかば

P-011	 当社薬局における電子版お薬手帳活用の意識調査と課題の報告
○森　さやか、濱野 真理子、平原　秀幸、中田　貫太、橋本　周也、山内　聖紀
（株）富士薬品

P-012	 ドラックストアの登録販売者への問い合わせにみる薬局薬剤師の今後の役割
○吉田　　豊1、長谷川 佳孝2、前田　　守2、月岡　良太2、石川　香織1、森澤 あずさ2、

大石　美也2

1（株）アインファーマシーズ、2（株）アインホールディングス

P-013	 スポーツ競技中の消炎鎮痛剤の使用状況と医薬品適正使用に関する啓発の必要性
○鈴木 紗希子1、船橋　美結2、深澤　貴裕3、市ノ渡 真史3、前田　　守4、長谷川 佳孝4、月岡　良太4、

森澤 あずさ4、大石　美也4

1（株）アインファーマシーズ　アイン薬局二本松店、2アイン薬局開成店、3（株）アインファーマシーズ、
4（株）アインホールディングス

P-014	 服用時点の理解度調査と課題の報告
○岡林　里枝、松田　仁志、橋本　直之、伊月　　舞、福井　恵理、田邉 ひとみ
（株）富士薬品

P-015	 地域に求められる薬剤師になるために～地域ケア会議模擬討論会を通して～
○中村　健治1、橘　めぐみ1、神本　貴恵2、津下 裕季穂3、大高　　空4

1総合メディカル（株）　そうごう薬局　臼杵コスモス店、2中津店、3日田豆田町店、4南仙台店

P-016	 インフルエンザ罹患後の抗菌薬の処方状況について
○高橋　　渉、長沼　未加

クオール（株）クオールアカデミー・教育研修部

P-017	 薬局における口腔乾燥の改善のための患者教育の取り組み
○江川　仁美1、中島　直彦2

1総合メディカル・ファーマシー中部（株）　ハロー薬局みわ店、2中央調剤薬局

P-018	 『8疾患ノート』を用いた新入社員研修の一検討
○片上　智裕、沢志　紀子
（株）フロンティア
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P-019	 調剤薬局における学会発表に向けた今後の課題と展望　～社内学会発表者へのアン
ケート調査を通して～
○庄村　元希1、和田　勝志1、宮脇　絹恵1、大平　航也1、村田 健太郎1、佐々木 淳輝1、浮貝　真子1、

向山　一郎2

1（株）なの花中部　教育委員会、2事業部

「薬剤師職能」

P-020	 健康フェアにおける認知機能の意識調査
○星　　久恵1、片上　智裕2、酒井　理恵3、廣田　敬典4、村内　智士5、沢志　紀子6

1（株）フロンティア　フロンティア薬局四郎丸店、2滋賀医大店、3日立店、4尼崎中央店、5国富店、
6（株）フロンティア

P-021	 かかりつけ薬剤師の認知度調査と今後の展望
○冨田　早紀、横山　知広、山中　隆弘、山本 美和子、林田 沙央梨、永田　琴子、今川　貴仁、

高山　仁美、瀧谷　　恵、新本　貞惠、松本　琴栄
阪神調剤ホールディング（株）

P-022	 疑義照会に伴う医薬品変更による患者負担への影響～プロトコル導入を見据えて～
○臼井　　孝、八重樫 千尋
（株）フロンティア　フロンティア薬局三戸店

P-023	 薬局薬剤師の職能への認知に対する薬局利用経験の影響
○福田　愛海1、中原　亜紀2、小林　康二2、石原 美菜子3、前田　　守4、長谷川 佳孝4、月岡　良太4、

森澤 あずさ4、大石　美也4

1（株）アインファーマシーズ　アイン薬局田川川崎店、2アイン薬局コンベンションシティ、
3（株）アインファーマシーズ、4（株）アインホールディングス

P-024	 初回「吸入薬」処方時における服薬情報等提供の有用性の検討
○名嶋　夏希1、近藤　美奈2、高橋　健二3、高橋 千惠子3

1はやい薬局、2ユーカリ薬局、3わかくさ調剤薬局

P-025	 病院研修修了後　高度薬学管理の責務を果たす取り組み
○岩田　実紗、中嶋 麻秩子、谷口 紗千子、永吉　若菜

日本調剤（株）徳川山薬局

P-026	 ベンゾジアゼピン系睡眠薬服用患者に対する薬剤師の介入の可能性を探る
○壽谷　一蔵1、川越　裕太1、的場　秀和1、松尾 早希子1、襖田 佐智子1、日野 あやか1、東田 友里子1、

平石　　勇2、神奴　愛美3

1（株）阪神調剤薬局　あべの店、2大阪西店、3心斎橋店
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P-027	 残薬調整だけでは役不足。残薬原因調査と積極的介入、トレーシングレポートを用
いた処方提案
○小椋　章次1、加藤　誠一1、田中　直哉2、近藤　澄子1、矢島　毅彦3、田中　秀和1

1（株）ピノキオ薬局、2（株）ピノキオファルマ、3NPO法人　Health Vigilance 研究会

P-028	 健康フェア来場者アンケートからみた保険薬局薬剤師への期待(第2報)
○今井　貴惠、畠山　規明、川口　秀人、森　　博美、松野　英子

たんぽぽ薬局（株）

P-029	 鬱病の便秘に麻子仁丸が奏効したことを示す一症例
○亀卦川 真美1、長崎　直美3、鈴木　　稜1、喩　　　静1、曽根　秀子2、宮木 麻衣子2、原　　和夫2、

臼井　順信2、石毛　　敦1

1横浜薬科大学、2（株）わかば、3湘南かまくらクリニック

P-030	 睡眠薬使用患者に対する睡眠衛生指導の効果と検証
○山下　弘晃

総合メディカル（株）　そうごう薬局御薗宇店

P-031	 バロキサビルマルボキシル服用患者の有害事象より検討した調剤後の電話による
フォローを行う適正患者
○笹原　侑祐1、高橋　　渉2、池　　貴幸3、板垣 幸太郎2、長沼　未加2

1クオール（株）　関東第一事業部、2クオールアカデミー・教育研修部、3クオール薬局恵比寿店

P-032	 「薬局プレアボイド報告」薬剤師職能の可視化によって明らかになった医薬分業の成
果～報告状況の分析と実例報告第2報～
○青木　一恭1、篠原　祐樹1、田中　直哉2、近藤　澄子1、矢島　毅彦3、田中　友和1

1（株）ピノキオ薬局、2（株）ピノキオファルマ、3NPO法人Health Vigilance研究会

P-033	 福山バラ祭り健康測定会におけるサルコペニアの現状と今後の課題
○小田　茜咲1、松岡　啓輔2、近藤　準也2

1（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局松永ファミール、2薬局1部　広島東エリア

P-034	 医薬品がフレイルに及ぼす影響～保険薬局で実施したフレイル対策～
○小山　智子1、清塚　千夏2、機田 千鶴子3、川村　美沙1、神尾　有香3、河合　織乃3、塩谷　絵里3、

高橋　香織3、林　　悦子3、平池　真希3、吉田　昌登3、小川　　愛3

1さくら薬局　海老名国分南店、2クラフト（株）、3川崎長沢店

P-035	 透析患者におけるかかりつけ薬剤師業務の現状と問題点について
○平嶋　優一、吉井　理沙、大越　睦望、中野　美莉、細田　唯衣、中野　孝介、東田　能子、

齊藤　　聡、鈴木　智晴、大塚　麻奈、田中　麻美、姫氏原　亮
（株）パルス　パルス薬局めぐみの店

P-036	 地域住民への薬局薬剤師に関する職能の理解度調査
○丸本　一輝1、鈴木　伸悟1、阿部　睦美2、渡部　一宏2、藤田　勝久1、藤田　勝成1

1（有）ウインファーマ、2昭和薬科大学　臨床薬学教育研究センター　実践薬学部門



自由討論形式による発表�
奇数番号：10月20日(日)　10：00～11：00
偶数番号：10月20日(日)　15：00～16：00

60

P-037	 かかりつけ薬剤師の認知度と利用希望調査～リウマチ患者への対応～
○菅野　亜実1、北田 佳奈美1、温泉　里美1、小林 以久子1、高畑　準弥1、唯野　貢司1,2、北村　　哲1、

木村　隆夫1、中井　雅智1、木村　礼志1、早川 日奈子2、中山　　章2、吉田　栄一2、
平野　　剛2

1（株）クリオネ、2北医療大薬

P-038	 地域医療に貢献できる薬局薬剤師の姿と現状の課題
○原田　千尋1、萩原　大志2、前田　　守3、長谷川 佳孝3、月岡　良太3、森澤 あずさ3、

大石　美也3

1（株）アインファーマシーズ　メディオ薬局　岡部内谷店、2アインファーマシーズ、3アインホールディングス

P-039	 スポーツファーマシストは、かかりつけ薬剤師としてアスリートに介入できるのか
の検討
○室田　陽右

アイセイ薬局　谷塚駅前店

P-040	 がん治療における副作用発現時の薬局薬剤師の関わり
○倉田　真子

日本調剤（株）

P-041	 残薬調整事例の収集と解析
○淺野　良治、大石　健一、板野　成悟、大東 菜穂子
（株）ミック　関西第3支店

P-042	 がん相談における保険薬局の役割について
○草野　敦司、正岡 亜弥子、高木 奈美子、加藤　雄乃、竹ノ内 幸代、樋口　ちよ、天野　洋子、

伊東　花菜、岩崎　寛子、川崎　靖子、横山 公美子、小泉　沙季、黒水　志帆
クオール（株）　クオール薬局町田旭町店

P-043	 かかりつけ薬剤師認知度についてのアンケート調査
○西田　彩生、須藤　幸雄、木村　茂美

メディックスグループ　（株）ボニー

P-044	 ポリファーマシー解消への介入～薬局内カンファレンスの実施～
○伊藤　智美1、渡邊 明日香2、岩瀬　瑞穂2、小松　水乃2、西口 うらら2、杉本　忠和1

1（株）アイセイ薬局　東海第2支店、2東田店

P-045	 ポリファーマシー解消のはじめの一歩
○橋本　　治1、寒川　裕子2、玉置　晴彦2、辻野　仁志3、土井 和加子1、橋本 佐和子3、山下　寿子3、

今井　博久4

1メロディー薬局　すみよし公園店、2メロディー薬局、3やよい店、
4東京大学大学院　医学系研究科　地域医薬システム学講座



自由討論形式による発表�
奇数番号：10月20日(日)　10：00～11：00
偶数番号：10月20日(日)　15：00～16：00

61

一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
）

P-046	 服薬情報等提供書を利用する事で医療機関同士の連携を強化した取り組み
○千葉　太一、鎌田　　唯
（株）アイセイ薬局

P-047	 服薬情報提供書による処方薬への影響～実例調査と薬剤師の介入事例～
○嶋田　直人、山田　明世
（株）大新堂　フタツカ薬局　羽衣店

P-048	 ドーピング物質を摂取した競技者にスポーツファーマシストとして介入し不安を解
消した一症例
○岩水　達矢

クオール（株）　QOLサポートクオール薬局　田町店

P-049	 医師への継続した服薬情報提供による影響の検証
○小野　範子、中村　恭兵、城田　典子
（株）セプタ　フタツカ薬局北在家店

P-050	 服用薬剤調整支援料算定に向けた各店舗の取り組み
○平田　吉彦、木村　貴徳、桑島　　淳、児玉　剛志、坂東　尚彦、増崎　詞子、千田　佳彦、

山科　竜一
（株）阪神調剤薬局

P-051	 飲みこむチカラも衰える！？　－高齢者の嚥下機能調査－
○古賀　綾佳、池末　智世、藤井　貴子

トライアドウエスト（株）　かもめ薬局六甲アイランド店

P-052	 薬局薬剤師による処方提案とその効果　～多科多剤併用患者に寄り添って見えた課
題～
○松本 由加里、川崎　千晴、杉村 真也子、藤井　貴子

トライアドウエスト（株）かもめ薬局中津店

P-053	 薬学的知見からの疑義照会によるプレアボイド
○竹家　広志、西口　大資、南　　磨樹、高谷　朋広、北尾　和之、山中　裕仁、安田　善也、

新本　元子
（株）阪神調剤薬局

「服薬指導」

P-054	 花粉症患者へのよりよい医薬品選択
○鈴木　裕士1、中島　理依2、藤本　峻佑3、橋口　　薫4、倉　　未来5

1みのり薬局五条店、2北山、3ファルコはやぶさ薬局高槻庄所店、4香里ヶ丘店、5ファルコ薬局寝屋川市駅前店
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P-055	 テレフォントレースによる服薬期間中のフォロー事例について
○大橋　朋子1、伊藤　　仁1、戸田　　弘2、山田　隆博2

1（株）ミック　エムハート薬局久保新町店、2名古屋北支店

P-056	 花粉症の点眼治療に対する意識調査とアドヒアランス向上のための取り組み
○永田　京子、荒木　美穂、菊池　順子
（株）新お茶の水ファーマシー

P-057	 点眼薬処方時の点眼状況について
○熊谷　　瞬1、松尾　孝一4、段野　正裕4、綿貫　　愛4、石坂　莉花4、大島　丈典2、中西　麻衣3、

古川　正樹3、山戸　　淳2、村上　理恵3、荒武　豊文2

1長湫薬局、2（株）サンドラッグ、3（株）サンドラッグファーマシーズ、4サンドラッグ溝ノ口薬局

P-058	 プレタール®アシストシステムを活用した服薬コンプライアンス向上
○彼杵　　隆1、吉見　智子1、川西　宏和1、渕野　　優1、岸本 美奈子1、荒木　理保1、井口 さゆり1、

酒井　誠子1、兼田　　緑2

1クオール（株）クオール薬局飾磨店、2近畿第四事業部

P-059	 ブラジル人がやってきた！！～外国人対応ツールの作成と運用～
○桑田 さおり1、金田 昌之1、須原　佑樹1、小田　真未1、田内　美帆1、西村　　淳2

1日本調剤（株）　島大薬局、2広島支店在宅医療部

P-060	 患者からの問い合わせ内容の分析
○平林　　慧、山本　雅明、加藤　智子、斉藤　美紀、目時　聡美、服部　伸隆
（株）トモズ

P-061	 カペシタビンによる手足症候群の発現率と発現時期に関する保湿剤の比較検討
○前原　央奈1、角　　佳亮2

1さくら薬局　自治医大前店、2クラフト（株）

P-062	 ビスホスホネート製剤による急性期反応への介入
○岡田　茉弓、笹原　彩可、小林　真緒

クオール（株）　クオール薬局鎌塚店

P-063	 アドヒアランスレベルを考慮した服薬支援プラン作成についての検討
○江夏　照晋1、高橋　雄大1、渡部　陽子2

1(有)参友堂、2ファーマシーダイマル

P-064	 医療用語を含む文章におけるテキストマイニングを用いた難易度判定
○小野田 美華1、筒井　　凌2、大内　秀一1、中村　武夫1、伊藤　栄次1、和田　哲幸1、八軒　浩子1、

大星　直樹2、松野　純男1

1近畿大薬、2近畿大理工・情報
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P-065	 残薬調整による医療費削減効果と、患者のアドヒアランスの向上
○津上　盛嗣1、本間 淳一郎1、佐藤　美和1、橋爪　和美1、永井　直樹1、冨山　智之1、石橋　直人1、

清水 由紀子1、寺門　徳子1、山形　亮二1、小山　芳明2

1薬樹薬局　野田、2ソーシャルユニバーシティ

P-066	 世代別食事時間と就寝時間のデータからみる注意すべき点の考察
○江副　弘麿1、壬生 菜穂実2、長谷川 利菜2、森　　博一3

1ココカラファイン薬局ビエラ茨木新中条店、2西明石店、3ライフォート薬局米田北店

P-067	 睡眠導入剤の変更指導と対応実態に関するアンケート調査
○大屋　了一、小林　薫永
（株）フクシメディカル

「薬歴管理」

P-068	 インフルエンザ治療への介入　～テレフォンフォローアップの有用性～
○廣田　峻一1、小谷　亮太1、水野　喜暁1、香川　七俊2

1クオール（株）クオール薬局四国中央店、2中四国九州第一事業部

「リスクマネジメント」

P-069	 インシデント及び調剤過誤とストレスの関係性
○松谷　　定1、竹下　千尋1、五十嵐 健祐1、山口　　浩2、阿部　真也2、吉町　昌子2、後藤　輝明2、

山城　海渡3、川崎　直人3

1（株）ツルハ、2（株）ツルハHD、3近畿大学薬学部

P-070	 ベンプロペリンリン酸塩錠（フラベリック®）の副作用（聴覚異常）に関する研究
○小平　久正1,3、塚越 さやか2、高萩　雅史1、永田　雅彦1、藤田　佑介1、佐治　　崇1、多田　昌央1、

山口　義之1、吉山　友二3

1（株）トモズ　薬剤部、2品川インターシティ店、3北里大学薬学部保険薬局学

P-071	 薬局における臨床検査値を活用したプレアボイド
○土屋 ゆずか1、小平　久正2,3、吉田　　彩1、木島　英輝2、多田　昌央2、山口　義之2、

吉山　友二3

1（株）トモズ　新杉田店、2薬剤部、3北里大学薬学部保険薬局学

P-072	 アイセイ薬局におけるプレアボイド報告状況と見えてきた課題
○川原　弘明、松井　幸恵、西田　大介、錦　　夕佳、和田　弘子、村上　宏美、中嶋　仁美
（株）アイセイ薬局　薬局事業支援本部　薬事・在宅部
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P-073	 当社におけるプレアボイド事例の認知度と事例の分析　活用についての調査
○桑原　正和、北野　沙織
（株）トモズ

P-074	 調剤薬局におけるインシデント事例と防止策
○田中　美尚、脇　　郁実、田嶋　祥久、足立　健輔、楠瀬　明浩
（株）アルカ

P-075	 日生薬局におけるヒヤリ・ハット事例の分析
○星　　祐樹、前田　大将

ミアヘルサ（株）　日生薬局牛込店

P-076	 イラスト付きカードを用いた患者間違い防止対策の提案
○村上　　恵

アポロメディカルホールディングス（株）　アイランド薬局　白土店

「薬局機能・IT化」

P-077	 先指導充実のための取り組みによる患者待ち時間の短縮効果について
○木村　拓哉1、三谷　健人1、川嶋　友理1、澤田　敏成1、森　　厚司2、山本　有人2

1エムハート薬局各務原店、2（株）ミック岐阜支店

P-078	 次世代型ドラッグストア～薬剤師と管理栄養士の連携～
○深澤　　優、藤山　裕児、久保田 美紀
（株）杏林堂薬局

P-079	 2018年北海道胆振日高東部地震の影響と課題
○久米　徹也、小林　　格、細川　謙太、菅原　　淳、飯田　剛広、井野 千枝子、大倉　　康
（株）なの花北海道

P-080	 保険薬局への電話相談の現状と薬局薬剤師の地域医療への貢献
○良川　玲奈1、秋間　知子2、畔柳　裕一3、石黒　貴子3、前田　　守4、長谷川 佳孝4、月岡　良太4、

森澤 あずさ4、大石　美也4

1（株）アインファーマシーズ　アイン薬局登戸店、2みなみ薬局、3（株）アインファーマシーズ、
4（株）アインホールディングス

P-081	 糖尿病栄養講座による血糖コントロールの改善
○海堀　円香
（株）阪神調剤薬局

P-082	 保険薬局における業務実態・意識調査を基にした職種間連携の検討(第2報)
○クロスビー 智美、草野　理恵、今井　理絵、土岐　訓子、森　　厚司、山本　有人
（株）ミック　岐阜支店
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P-083	 健康サポート薬局における登録販売者の役割　～薬剤師と連携した相談応需例の報
告～
○柏木　律乃、鈴木　大輔、富樫　秀一
（株）ココカラファインヘルスケア　ココカラファイン薬局　町田店

P-084	 患者満足度を志向した待ち時間短縮のための実証研究
○丸田　勇樹1、酒井　理恵1、今橋 美佐枝1、亀谷　　誠2、甲賀　文博3、大和　正幸3、

小溝　優子4

1（株）フロンティア　フロンティア薬局　日立店、2IT開発部、3北関東支店、4薬事情報部

P-085	 国家戦略特区（養父市）におけるオンライン服薬指導の現状と普及に向けた一考察
○岩崎　英毅1、川瀬　　章3、河添　悦昌2

1阪神調剤ホールディング（株）、2東京大学大学院威嚇系研究科医療AI学講座、3（株）阪神調剤薬局

「医薬品適正使用」

P-086	 指導せんを用いた睡眠環境改善指導によるベンゾジアゼピン系薬剤の処方適正化
○曽我　公孝

阪神調剤ホールディング（株）　（有）アップル薬局　清水本町調剤薬局

P-087	 小児への坐剤使用に関する保護者の意識と使用実態調査
○武田　渓吾
（株）トモズ　薬局トモズ大山店

P-088	 残薬削減に影響を与える薬局薬剤師の介入内容とその効果
○横山　瑞樹1、深澤　貴裕2、齋藤　翔太3、加藤　　諒4、市ノ渡 真史2、前田　　守5、長谷川 佳孝5、

月岡　良太5、森澤 あずさ5、大石　美也5

1（株）アインファーマシーズ　アイン薬局古川店、2（株）アインファーマシーズ、3アイン薬局遠野店、4新庄店、
5（株）アインホールディングス

P-089	 ビスホスホネート製剤の服用状況と管理状況に関する調査
○稲垣　雅志1、淺野　　俊1、足立　裕晃2、小川 美紗子3、古川　愛莉4

1ファルコ薬局西舞鶴店、2湖西店、3ファルコはやぶさ薬局寺田店、4一文橋店

P-090	 医薬連携による緑内障カードの運用と活用事例
○池田　泰士1、小平　久正2,3、井上　舞鳥1、佐藤　真美1、府川　　宏2、多田　昌央2、山口　義之2、

吉山　友二3

1（株）トモズ　ららぽーと海老名店、2薬剤部、3北里大学薬学部保険薬局学

P-091	 保護者が経験した乳幼児の服薬困難の事例とその対処方法に関する実態調査
○石橋 耕太郎1、嶋田　光希1、常山　俊和1、沼田　聡美1、数森　美佳1、板谷　美裕1、上田　正人1、

木村　真弓1、寺門 千佳子1、難波　美穂1、石川　洋一2

1一般社団法人　くすりの適正使用協議会、2明治薬科大学　臨床薬学部門/小児医薬品評価学
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P-092	 Excel	VBAによる薬物相互作用シミュレーターの開発及び活用法の提案について
○美甘 里香菜、小松 理佳子、増田　彩乃、長谷川　彩、橋本　佳奈、天野　　学、藤野　秀樹

兵庫医療大学

P-093	 プレアボイド事例の収集と分析
○俵　　靖治1、坂本　貴裕2、岡部　英司2、中西　麻衣3、古川 正樹3、山戸　　淳2、村上　理恵3、

岡野　貴史2

1（株）サンドラッグ　サンドラッグ武庫之荘薬局、2（株）サンドラッグ、3（株）サンドラッグファーマシーズ

P-094	 トレーシングレポートの活用で治療効果に大きな変化があった２症例
○東出　浩志1、藤井 真里奈2、原　佐知子1、北川　　彩1、古市　祐康1

1（株）メディカル一光　フラワー薬局亀山店、2フラワー薬局やまとまち店

P-095	 外来患者に処方された抗菌薬の種類とその患者数に関する実態調査
○倉田　香織1、大貫　ミチ2、吉住　和樹2、谷合 英太郎2、土橋　　朗1

1東京薬科大学情報教育研究センター、2薬樹（株）

P-096	 ポリファーマシ―対策における当薬局の取り組み
○大橋　克也、青柳　宗郎、小林　大輔
（株）ミック　両毛支店

P-097	 保険薬局における「経験に頼らない」抗がん剤調剤の取り組み～薬薬連携を通して～
○向井　弘美1、和田　憲周1、瀬藤 真友美1、松村 真美子1、山口　明子1、石川　大樹1、寺田　智彦1、

松本　早織1、松本 ミユキ2、藤井 美和子1

1一般社団法人　泉州メディカ、2社会医療法人同仁会　耳原総合病院

「在宅医療、医療連携」

P-098	 輸液ライン内の気泡軽減に輸液バッグの振とうが効果的であった在宅現場での1症
例
○菅原　　航、竹内　宏文、原本　晋作、沖中　弥生、平本　耕一

マイライフ（株）オール薬局海岸通店

P-099	 ケアマネジャー、訪問看護師との連携により、認知症患者の血糖コントロールが良
好となった症例
○永井　崇司、清塚　千夏

クラフト（株）

P-100	 施設への往診同行を行うことによる入所患者への影響や薬剤師として取り組むべき
課題
○山村　健太1、久森　良平2、森　　美幸4、楠原　知樹3、宮尻　美愉5

1ファルコ薬局一文橋店、2なる薬局、3ファルコ薬局みのり西陣店、4日野谷調剤薬局、5ファルコ薬局新町六角店
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P-101	 病院薬剤師による在宅医療への取り組み
○新井　恵子、森下 みどり、小山 又次郎、吉田　秀子、佐藤　　茂

籠原病院

P-102	 高齢者施設での非定型抗精神病薬適正化に向けた取り組み
○坂田　直哉1、大西　　綾1、山足　拡美1,2、尾上　　洋1,2

1（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局やかげ、2学術DI部

P-103	 保険薬局における腎機能低下患者への薬物治療の安全性向上の取り組み－トレーシ
ングレポートの活用－
○森　　大輔1、小畑　志保1、矢吹 佳澄絵2、山根　孝太1

1（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局益田センター、2ファーマシィ薬局広島タワービル

P-104	 薬局を中心としたミニ地域ケア会議の事例報告
○宇崎　満穂、田中　浩一、道上　　敬
（株）阪神調剤薬局　ちしまメディカルパーク店

P-105	 高齢者向け施設などにおけるスタッフ勉強会への保険薬局の関わり
○安田　潤二、森　　博美、西口　久史、畠山　規明、松野　英子

たんぽぽ薬局（株）

P-106	 行動障害がある認知症患者に対し、薬局薬剤師が関わった症例
○野間　　智、清塚　千夏

クラフト（株）

P-107	 医療機関と連携したトレーシングレポート導入と、効果
○小野 新一朗、原田　寛滋、木村　茂美
（株）メディックス　しんわ薬局半原店

P-108	 SNSを利用した新しい他職種連携方法について
○倉田　智史1、庄村　元希2、大平　航也1、浮貝　真子2、向山　一郎3

1（株）なの花中部在宅委員会、2教育委員会、3事業部

P-109	 老人介護施設における薬剤師の必要性とその役割、連携の一歩を踏み出そう
○河合　広樹1、新見　紗代3、野村 陽右子5、鈴木　　瞳4、杉村　史子1、松田　佳恵1、濱野 左知代1、

鈴木　嘉之2、塩崎　寿洋2

1（株）フロンティア　フロンティア薬局曙店、2北海道支店、3トートイス拓北、
4グループホーム　ウェルスタイル拓北、5ウェルスタイル拓北　訪問看護ステーション

P-110	 在宅医療における往診同行での薬剤師職能の分析と医師、患者の要望
○江藤　貴也1、宮西　　隆1、友田　裕介1、高畑　洋三1、植田　賀秀1、福永　浩之1,2

1（株）KNファーマシー、2阪神調剤ホールディング（株）
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P-111	 介護施設における栄養管理
○西田 友里恵1、谷　　南海2、荒木　優子2

1阪神調剤ホールディング（株）、2（株）阪神調剤薬局

P-112	 特別養護老人ホーム入所患者処方への薬学的な介入について	
～適切な薬物治療を目指して～
○椎葉　亜季

タイコー堂薬局　箱作店

P-113	 薬局薬剤師の在宅業務における残薬削減効果
○小山　貴史1、前田　　守2、長谷川 佳孝2、月岡　良太2、森澤 あずさ2、大石　美也2

1（株）あさひ調剤、2（株）アインホールディングス

P-114	 豪雨災害により医師の診療を受ける事ができない患者への保険調剤の取り扱い事例
○松本　恭範1、大林　昭範1、浜本　隆広1、菅原 香須子1、平安寺 理紗1、木原 佳見1、宗像 麻理奈2

1（株）リライアンス　さふらん薬局、2コスモス薬局日赤病院前

P-115	 在宅医療における薬剤師の存在意義と多職種連携
○西阪　宏彰、笹野　寿基
（株）タイヘイ薬局メディカルモールおぎ

P-116	 薬局薬剤師を対象とした緩和薬物療法勉強会の有用性に関する検討
○真鍋　一喜1、東　　克洋2、細川　泰博2

1さくら薬局　大阪浜口西店、2クラフト（株）

P-117	 服薬管理が困難な患者への服薬支援の取り組み
○伊村　陽介、林　　　香、野村　睦美、今長谷 美幸、小古山 和子

クオール（株）クオール薬局足利店

P-118	 多職種連携による在宅医療への介入
○花木　由香2、松本 彩記子2、花木　勇也2、谷田　省悟1,2

1中川調剤（株）　指扇薬局、2ナカガワ調剤薬局

P-119	 多職種連携における薬剤師のニーズ調査
○石生　　碧、渋谷　幸子、末吉　裕美、小野　祥恵、松尾　晴奈
（株）ココカラファインヘルスケア

P-120	 処方元と服薬情報提供書を用いた取組み報告
○西井　久貴1、石橋 かおる1、重森 加奈子1、堀　　悠人2、内田　　聡3、柴田　里沙3、

玉川　博子3

1クオール薬局枚方広野店、2清水店、3クオール（株）
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P-121	 多職種間でスマートフォンのアプリケーションの利用で、薬局薬剤師が速やかな情
報共有が行えるようになった事例
○倉本 奈央子

クラフト（株）　さくら薬局　阪南桃の木台店

P-122	 薬剤師による認知症カフェでの支援活動と多職種連携　　～三重県四日市市・メモ
リーカフェ日永の事例～
○丸山　清子1、三原　貴照2、山中　　淳2、坂倉 加代子3、水谷　孝子4

1しろにし薬局、2医療法人社団三原クリニック、3特定非営利活動法人　四日市男女共同参画研究所、
4特定非営利活動法人　体験ひろば☆こどもスペース四日市

P-123	 在宅医療での医師・薬剤師協働し処方薬削減後のQOL、ADL評価
○高瀬 昌太郎1、高瀬　義昌1、榊原　幹夫2

1医療法人社団　至高会　たかせクリニック、2スギ薬局

P-124	 薬局在宅業務における薬局アシスタント養成
○永井　佑治、梶並　拓真、上野　仁嗣、藤井　貴子

トライアドウエスト（株）かもめ薬局

P-125	 薬局在宅業務における薬局アシスタント導入の成果
○松田　翔太、田村　幸子、北辻　朋美、小原　奈美、上野　仁嗣、藤井　貴子

トライアドウエスト（株）かもめ薬局姫路中央店

P-126	 在宅サービス利用者から求められる管理栄養士へのニーズ調査
○川口　真歩1、佐藤　亜美2、藤田　奈々3、佐藤　裕美4、内山　武久4、高尾　雅春4

1協和ケミカル（株）キョーワ薬局緑ヶ丘店、2原店、3江南北店、4学術教育部

P-127	 在宅患者の退院時共同指導料の算定に繋がった一例
○三浦　智之、辻田　佑一、岩出 賢太郎
（有）SHD

「実務実習」

P-128	 地域包括センターや老人介護施設と連携した服薬説明会の取り組みについて（第2
報）
○森　　厚司1,2、今井　理絵1,2、クロスビー 智美1,2、吉田　和美2、櫻井 真理子1,2、山本　有人1,2

1エムハート薬局笠松店、2（株）ミック岐阜支店

P-129	 病院実務研修における化学療法の介入事例～保険薬局の薬剤師が処方介入するため
に～
○宮繁　信一1、角　　佳亮1、菊池　憲和2、鶴崎　　大2

1クラフト（株）、2日本大学病院　薬剤部
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「医薬品情報」

P-130	 Franz	diffusion	cellを用いた一般用医薬品外用剤の放出性・皮膚透過性に関する
検討
○村上　　勲、渡辺　茂和

帝京大学薬学部　薬学実習推進研究センター

P-131	 多剤併用と腎機能低下時に注意が必要な薬剤との関連
○片山　貴大1、植木 洋二郎1、杉井　美穂2、山足　拡美2、尾上　　洋2

1（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局西大島、2学術DI部

P-132	 臨床研究法施行によるJapan	Registry	of	Clinical	Trials（jRCT）の構築と登録状
況
○湯川　慶子、土井 麻理子、佐藤　　元

国立保健医療科学院

「後発医薬品」

P-133	 緑内障点眼薬の後発医薬品から先発医薬品へ変更になった症例解析
○弥吉 久仁子、菊池　順子
（株）新お茶の水ファーマシー

P-134	 オセルタミビルの先発品と後発品の有効性・安全性に関する比較検討
○小久保 映里1、高橋　　渉2、長沼　未加2

1クオール（株）クオール薬局上尾東店、2クオール（株）クオールアカデミー・教育研修部

P-135	 後発医薬品使用推進のための意識調査
○高橋　未来1、二宮　瑛樹2、土屋　麻美3

1クオール（株）　クオール薬局押上店、2葛飾高砂店、3向島店

「セルフメディケーション」

P-136	 健康管理意識付けのための体組成測定の有用性
○道上　　敬、寺島　陽子
（株）阪神調剤薬局　ちしまメディカルパーク店

P-137	 保険薬局における臨床推論を取り入れた一般用医薬品販売
○坂本　晃一1、百瀬　晴彦2

1薬樹（株）　薬樹薬局二俣川、2一般社団法人ソーシャルユニバーシティ
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P-138	 セルフメディケーションの認知度と医療機関受診に対する意識調査
○市川　愛子、松本　春香
（株）阪神調剤薬局

P-139	 セルフメディケーション税制の認識度と今後の課題
○村上　理恵1、杉本　大輔3、中西　真衣1、古川　正樹1、山戸　　淳2、落合　佳宏1,2

1（株）サンドラッグファーマシーズ、2（株）サンドラッグ、3（株）サンドラッグ　サンドラッグ小金井梶野町薬局

P-140	 健康応援フェアによる地域住民の健康管理への貢献
○葛西　里穂

ハロー薬局　稲沢店

P-141	 AIを活用した医薬連携による疾患啓発の取り組み
○中田　　樹

総合メディカル（株）　そうごう薬局芹が谷店

P-142	 健康サポート薬局における地域住民の健康保持増進のための取り組みと今後の課題
○山田　健人、今村　真利、笹野　寿基、竹原　美穂、安川　　徹、西坂　宏彰、伊藤　智平、

古瀬　由奈
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店

P-143	 相談カードを用いた登録販売者のOTC相談応需について
○糠山　　健1、奥　　智理2、林　　沙紀2、日吉　　牧1、石田　岳士3、堀淵　浩二3

1駅クオール薬局JR新大阪店、2JR大阪店、3クオール（株）近畿第一事業部

P-144	 薬局におけるHbA1c測定の実施～生活習慣見直しのきっかけに～
○谷田　明美、吉成 正太郎、高橋　由美、小阪　孝三、林　　浩司、杉本　守之

阪神調剤ホールディング　スズカ調剤薬局

P-145	 禁煙相談会での禁煙実施率向上への取り組み報告
○中村　惇二

クオール薬局姫路店

P-146	 薬局と大学が主催する「健康教室」が「地域の健康増進」に及ぼす貢献度－SMI値を
用いた比較から－
○吉川　　豊1、福島　千晴2、糸井　亜弥1、重福　京子1、石尾　信子2、根津　雅代2、

土谷 加代子2

1神戸女子大学　健康福祉学部、2（有）イトーヤク

P-147	 大学とのタイアップから生まれた「楽しんで健康寿命を延ばそうプロジェクト」
○三田　耕次1、糸井　亜弥2、重福　京子2、吉川　　豊2、石尾　信子1、根津　雅代1、

土谷 加代子1

1(有)イトーヤク、2神戸女子大学健康福祉学部
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「栄養・食事」

P-148	 抗酸化サプリメントTwendee	Xによる認知機能低下予防効果：多施設共同前向き
無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験
○田所　　功1、森原　隆太1、菱川　　望1、山下　　徹1、真邊　泰宏2、涌谷　陽介3、高尾　芳樹3、

森本　展年4、久徳　弓子5、垰本　勝司6、犬房　春彦7、楊　　馥華7、吉川　敏一8、
Matuschka Markus9、阿部　康二1

1岡山大学　脳神経内科、2国立病院機構　岡山医療センター　脳神経内科、3倉敷平成病院　脳神経内科、
4香川県立中央病院　脳神経内科、5川崎医科大学　脳神経内科、6大西脳神経外科病院　脳神経外科、
7岐阜大学生命科学研究支援センター　抗酸化研究部門、8ルイ・パスツール医学研究所、9TIMA Foundation

P-149	 薬局の管理栄養士による骨密度測定～管理栄養士による早期発見と予防～
○鵜澤　響子1、橋詰　真子1、小山　芳明2

1薬樹（株）、2一般社団法人ソーシャルユニバーシティ

P-150	 調剤薬局における栄養士活動～栄養相談会の開催～
○大林　昭範、藤山　　采、藤本　結衣、吉井 小百合、生藤　望穂、濱田 みゆき、坂口　万莉、

國本　静菜、中上　恵理
（株）リライアンス　コスモス薬局グループ

P-151	 栄養指導による効果の実際
○向井　政博、横山　博子、鹿目　　愛
（株）アルカ

P-152	 薬局の管理栄養士による健康サポート機能
○高尾　咲恵1、小山　芳明2

1薬樹（株）、2一般社団法人ソーシャルユニバーシティ

P-153	 管理栄養士の健康サポート薬局における健康フェアの取組み
○後藤　裕喜、穴吹　陸人、岩崎　仁美、岩下　容子、遠藤　香奈、鏑木　亜季、篠田　明子、

新屋敷 愛弓、中西　聡子、西川　弥生、能登　将義、保角　萌咲、和田　慧子、松山　知子、
三村　謙輔
ミアヘルサ（株）　日生薬局

P-154	 高血圧に対する薬剤師・管理栄養士における役割と活動について
○渋谷　昌弘1、小林　宏子1、石倉　まり1、國安　涼可1、五十嵐 健祐1、山口　　浩2、阿部　真也2、

吉町　昌子2、後藤　輝明2

1（株）ツルハ、2（株）ツルハHD

P-155	 薬局管理栄養士による待ち時間を利用した栄養指導と生活習慣病の重症化予防
○浅田　佳那、小山　芳明、三好　瑞穂、櫻井　晶子

薬樹（株）
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「医療事務」

P-156	 調剤事務員研修カリキュラム立案のための業務能力調査について
○伊藤　公一、可児　千夏、坂田　浩章
（株）アマノ

P-157	 高額療養費制度の認知度と理解内容の調査
○島田　美佳
（株）日本アポック　日高センター前薬局2号店

P-158	 薬局事務スタッフ主導による「地域住民との交流・情報発信」
○河野 亜由実

総合メディカル（株）そうごう薬局八潮店

P-159	 ワーキンググループを活用した調剤事務員の働き方改革
○市原　敬大1、齊藤 ひとみ1、細江　亮太1、若原　美香2

1（株）名北調剤　薬局事業部、2総合企画部

P-160	 レセプト請求における入金予定額と実入金額の差異発生状況について（2）
○田中　絢子、今井　智彦、小森　祐子、畠山　規明、松野　英子

たんぽぽ薬局（株）

P-161	 医療事務のエッセンシャルOTCカード活用によるセルフメディケーションへの貢
献
○三山 麻里子1、濱田　京子2、長澤　　陽3

1総合メディカル（株）そうごう薬局旭大宮店、2茨木さくら薬局、3総合メディカル（株）

P-162	 調剤薬局における従業員の公費負担医療制度に関する理解度調査
○鈴木 すみれ1、堀込　　練2、日下　佳奈1、角田　　彩3、木村　莉奈3

1なの花薬局エスパル仙台店、2下里見店、3南吉成店

P-163	 「お薬手帳　持参率」の分析
○中林　裕子1、神山 さおり1、林　　奈美2、吉村　直子3、安場　　彩4、大石　理恵5、榎本　果歩6、

庄村　元希1、向山　一郎1

1（株）なの花中部　事業部、2なの花薬局宝塚店、3井ノ口店、4名張市立病院前店、5藤枝小石川店、6観音寺店

P-164	 健康サポート薬局における医療事務の挑戦～課題の取り組みと報告
○江端 菜津美、小泉　純子、田中　百子、見田　裕子
（株）ココカラファインヘルスケア・ココカラファイン薬局中山店
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「教育・研修」

P-165	 新入社員教育研修と現場活動の両立
○福手　吉典1、片渕　　剛1、諸上　直美1、古川　純子1、金子　涼子2

1（株）ミズ　調剤事業本部　研修G、2事業支援本部　採用育成G

P-166	 社内研修への評価と今後の希望についての実態調査
○谷山　遼太、奥　　雅裕、内山　　隼、大野　　遊、山澤 隆太郎、桂　志保里、井野 千枝子、

大倉　　康
（株）なの花北海道

P-167	 ワークショップ研修会の評価
○山本　卓資1、川村　　歩3、住田　久恵4、武田 佳司実5、千草 モモ子6、山本　尚人7、榊原 幹夫2

1（株）スギ薬局　出戸店、2公益財団法人　杉浦記念財団、3箕面東店、4梅田店、5相川店、6鮎川店、7木之本店

P-168	 自発的やる気を喚起する新入社員教育の実践例～医療人としてのあり方を追究する
ために～
○武田　和義1、幕田　弘美1、五十嵐 理栄1、松木　友治2

1（株）コスモファーマ　総務グループ　事務管理部門、2薬事グループ　新入社員教育研修部門責任者

「基礎薬学」

P-169	 夏季流行ウイルスの感染パターンの解析と薬局にできる地域への予防貢献の考察
○葛山　　聡
（株）協和ケミカル

「臨床薬学」

P-170	 糖尿病患者における、シックデイ時の対応方法理解度調査
○北川　貴大1、佐藤　茂樹2、加藤　宏明3、松本　浩次4、鵜飼　　佑5、八石　貴司6

1（株）阪神調剤薬局　犬山店、2近鉄カニエ店、3多治見店、4三重大前店、5名古屋逓信前店、
6コトブキ調剤薬局　豊橋店

P-171	 当薬局における高齢者に対する糖尿病治療薬の処方動向
○山足　拡美1,2、片山　貴大2、坂田　直哉1、大西　　綾1、杉井　美穂1,2、尾上　　洋1,2

1（株）ファーマシィ　ファーマシィ薬局やかげ、2学術DI部



自由討論形式による発表�
奇数番号：10月20日(日)　10：00～11：00
偶数番号：10月20日(日)　15：00～16：00
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「次世代の薬局経営」

P-172	 従業員満足度調査による女性薬剤師の意識に関する研究
○岡崎　光洋1、佐藤　健太2、森山　幸彦2

1東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学講座、2（株）医療経営研究所

P-173	 育児により短時間勤務制度を利用している薬剤師の意識調査
○田中　慶子
（株）アイセイ薬局　関西支店


