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一般演題 口頭発表

■口頭発表1 医薬品適正使用（1）
9月19日（日） 14：00～15：00 第10会場（福岡国際会議場 4F 中会議室411）

座長：福岡県薬剤師会 理事 星野 崇

O-01-1 平成29～令和元年度新潟県後期高齢者医療広域連合委託事業服薬相談事業に関する調
査

一般社団法人新潟市薬剤師会在宅医療委員会［新潟県］ 廣川 亮

O-01-2 デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠の適正使用推進
たんぽぽ薬局［岐阜県］ 上野 真美

O-01-3 外用ステロイドに対する患者の不安原因についての考察
株式会社アインファーマシーズ アイン薬局 つくば篠崎店［茨城県］ 北澤 由美

O-01-4 デルゴシチニブ軟膏に関する患者アンケート調査に基づいた服薬指導の最適化
カメイ調剤薬局吹田豊津店［大阪府］ 甲斐 茂男

O-01-5 老健施設における医療費抑制およびポリファーマシー対策に対する当薬局での取り組み
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

■口頭発表2 医薬品適正使用（2）・後発医薬品・医療安全対策
9月19日（日） 15：20～16：20 第10会場（福岡国際会議場 4F 中会議室411）

座長：福岡県薬剤師会 理事 清水 敦

O-02-1 服用薬剤調整支援料2に関するアンケート分析
一般社団法人宮崎県薬剤師会［宮崎県］ 青木 浩朗

O-02-2 ダビガトランエテキシラート新規製剤の開発における生物学的同等性と胃内 pH上昇が
曝露に及ぼす影響の重要性

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 医薬開発本部 プライマリーケアメディシン［東京都］ 裏野 泰央

O-02-3 地域支援体制加算導入後のプレアボイド報告数及び医療経済効果
一般社団法人 久留米三井薬剤師会［福岡県］ 杉本奈緒美

O-02-4 薬局での薬学的管理の質向上を目指したプレアボイド報告事業の構築について
総合メディカル株式会社 学術情報部［福岡県］ 西村 佳子

O-02-5 薬剤師会が担う薬剤師のPurpose Branding～神奈川県薬剤師会 薬局プレアボイドの
収集と活用～

公益社団法人 神奈川県薬剤師会［神奈川県］ 露木 聡史

■口頭発表3 相互作用、服薬指導・薬歴管理（1）
9月19日（日） 14：00～15：00 第11会場（福岡国際会議場 4F 中会議室412）

座長：宮城県薬剤師会 理事 手代木貴也

O-03-1 入退院時処方が併用禁忌であった1症例の処方提案とその後の経過
（株）下川薬局 東中の島調剤薬局［大分県］ 安部 憲廣
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O-03-2 オンライン服薬指導で用いる「点眼方法」説明1分ビデオの作成とビデオ視聴後の点眼行
動の変化

徳島文理大学香川薬学部［香川県］ 池田 博昭

O-03-3 ハイリスク薬の服薬指導を充実させるために～補助ツール使用による薬剤師の意識変
化～

TGN［島根県］ 道畑 和成

O-03-4 服薬期間中のテレフォンフォローに対する患者の意識調査
（株）なの花北海道［北海道］ 中嶋 真

O-03-5 薬局における吸入指導の有用性～認知症患者の吸入薬剤変更になった1例～
サン薬局桜井西店［奈良県］ 山崎 裕己

■口頭発表4 服薬指導・薬歴管理（2）
9月19日（日） 15：20～16：20 第11会場（福岡国際会議場 4F 中会議室412）

座長：福岡県薬剤師会 理事 馬場 渉

O-04-1 高齢の気管支喘息患者に対する継続的な吸入薬指導・評価により患者アウトカムが改善
した症例報告

株式会社ファーマダイワ 学術部［熊本県］ 大久保尚徳

O-04-2 トルバプタン処方患者全解析からみた心不全患者への服薬指導の現状・問題点とその対
策

調剤薬局ツルハドラッグ郡山駅東店［福島県］ 安増 美佳

O-04-3 アンケートから見る骨粗鬆症患者の実態
株式会社 ひまわり薬局 洛西店［京都府］ 新井 美紀

O-04-4 薬局薬剤師による腎排泄型薬剤の服薬支援の改善課題の検討
コスモス調剤薬局（株式会社名北調剤）［愛知県］ 市原 敬大

O-04-5 動機付け（Motivational Interviewing、MI）面接の手法を用いて血糖値が下がった症例
医療法人松籟会 河畔病院 薬剤科［佐賀県］ 柴田 征良

■口頭発表5 薬剤情報提供、薬剤管理指導、投薬
9月19日（日） 14：00～15：00 第12会場（福岡国際会議場 4F 中会議室413）

座長：宮城県薬剤師会 常任理事 小坂 浩之

O-05-1 新型コロナワクチン接種に対する安心・安全の確保～医薬品情報室（DI 室）の活動・院内
から県民へ～

JCHO熊本総合病院 薬剤部［熊本県］ 藤井憲一郎

O-05-2 「吸入薬指導加算」患者フォローアップ事例分析
はやい薬局［静岡県］ 伊藤 謙汰

O-05-3 一包化薬剤の保存容器による湿気対策の検討
公益社団法人東京都薬剤師会［東京都］ 梅沢 綾子

O-05-4 ロッカーを用いた新しい投薬方法の試み「おくすりロッカー」
株式会社まろん［東京都］ 柴田 康次
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■口頭発表6 セルフメディケーション、かかりつけ薬局
9月19日（日） 15：20～16：20 第12会場（福岡国際会議場 4F 中会議室413）

座長：福岡県薬剤師会 理事 藤浦 大介

O-06-1 マヌカハニーの販売表記問題を薬剤師目線で考える―論文から見えてきた正しい情報―
株式会社ティーズプランニング ファルマプリベ薬局［埼玉県］ 吉江 隆範

O-06-2 東京都におけるセルフメディケーション推進にむけた薬局機能とその課題
東京薬科大学 薬学部［東京都］ 赤羽 優燿

O-06-3 患者の課題について連携に難渋していた事例において改善に導くまでのかかりつけ薬剤
師の取り組み～服薬支援計画の活用事例～

株式会社大新堂 フタツカ薬局中津駅前［大阪府］ 箙 明日香

O-06-4 東京都における漢方薬局の現状とその機能
東京薬科大学薬学部［東京都］ 山田 哲也

O-06-5 実際の業務において服薬情報を提供した内容から考える、地域医療連携を行う上での薬局
薬剤師の課題と展望

株式会社ボンアーム 三谷調剤薬局 中昭和町店［徳島県］ 江口 将大

■口頭発表7 薬物乱用防止・学校薬剤師（1）
9月19日（日） 14：00～15：00 第13会場（福岡国際会議場 4F 中会議室414）

座長：宮城県薬剤師会 副会長 北村 哲治

O-07-1 認定こども園における環境衛生活動及び学校薬剤師活動の状況
東京薬科大学薬学部［東京都］ 内城 大智

O-07-2 学校環境における簡易測定法の研究（2）二酸化炭素モニターの精度に関する研究
一般社団法人東京都学校薬剤師会［東京都］ 石川 哲也

O-07-3 新型コロナウィルス感染症に関する教育現場からの相談事例、学校薬剤師からの情報提供
に関するアンケート結果

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 清水 敦

O-07-4 学校環境衛生検査における学校薬剤師と養護教諭の意識調査
東京薬科大学薬学部［東京都］ 新井優理奈

O-07-5 神奈川県立学校における学校環境衛生検査比較調査（平成30年度と令和2年度の比較）
公益社団法人神奈川県薬剤師会 公衆衛生・学薬委員会［神奈川県］ 和田 野歩

■口頭発表8 倫理、薬物乱用防止・学校薬剤師（2）
9月19日（日） 15：20～16：20 第13会場（福岡国際会議場 4F 中会議室414）

座長：福岡県薬剤師会 理事 永原 一史

O-08-1 研究倫理研修会 福岡県薬剤師会の取り組み
公益社団法人福岡県薬剤師会学術委員会［福岡県］ 濱 寛

O-08-2 2020年度全国学校保健調査結果
日本薬剤師会学校薬剤師部会広報ワーキングリーダー［東京都］ 畑中 範子
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O-08-3 新型コロナウイルス感染症流行禍に於ける学校プールの衛生管理に関する調査研究
一般社団法人東京都学校薬剤師会［東京都］ 井戸 久夫

O-08-4 宮崎市郡薬剤師会学校薬剤師部会による気流及び浮遊粉じん測定について
一般社団法人宮崎市郡薬剤師会［宮崎県］ 中森健太郎

O-08-5 富山市立神保小学校の校舎内の温・湿度通年モニタリングによる学習環境の実態調査
富山大学学術研究部 薬学・和漢系 医療薬学研究室［富山県］ 藤 秀人

■口頭発表9 がん化学療法、緩和医療
9月19日（日） 14：00～15：00 第15会場（福岡国際会議場 5F 中会議室502）

座長：福岡県薬剤師会 理事 小林 大介

O-09-1 調剤薬局が在宅での緩和医療を担う上でPCAポンプを所持する意義
山本保健薬局 吉見店［大阪府］ 神田 一馬

O-09-2 薬局薬剤師の退院時共同指導参加によりオキシコドン塩酸塩水和物注射液持続投与中の
終末期がん患者の在宅移行が円滑となった一例

沖勘六薬局［愛知県］ 掛谷 雅之

O-09-3 保険薬局におけるカペシタビン監査支援用紙による投与量確認の取組み
タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店［佐賀県］ 吉田 貴大

O-09-4 薬局薬剤師における「がん相談支援センター」の役割についての理解度向上への取り組み
めいてつ調剤薬局［愛知県］ 佐藤 由美

O-09-5 かかりつけ薬局を持たない外来がん化学療法患者に対する診療情報地域連携システムを
利用した薬学管理

タイヘイ薬局 メディカルモールおぎ店［佐賀県］ 伊藤 智平

■口頭発表10 在宅医療・介護福祉（1）
9月19日（日） 14：00～15：00 第16会場（福岡国際会議場 5F 中会議室503）

座長：福岡県薬剤師会 副会長 宮﨑 寿

O-10-1 在宅医療における多職種連携と薬
アオノ薬局ふみはま店［千葉県］ 小林七菜子

O-10-2 終末期患者の思いに寄り添うターミナルケアを実践して
一般社団法人宗像薬剤師会会営 宗像センター薬局［福岡県］ 佐伯 拓哉

O-10-3 在宅での難治性褥瘡治療における「退院時共同指導」への参画と「グループウェアの活用」
の重要性

ファーマダイワ水前寺薬局［熊本県］ 手島 由道

O-10-4 モルヒネ塩酸塩注射液による 痛コントロールで退院後に在宅での看取りとなった一例
八幡薬剤師会薬局［福岡県］ 大石 博美

O-10-5 無菌調剤室設置から2年～実情とこれから～
サンプラザ薬局［大阪府］ 山下 寿貴
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■口頭発表11 在宅医療・介護福祉（2）、地域包括ケア・地域連携（1）
9月19日（日） 15：20～16：20 第16会場（福岡国際会議場 5F 中会議室503）

座長：宮城県薬剤師会 理事 齋藤 涼子

O-11-1 当薬局における居宅訪問管理指導の現状と今後の展望＝亀岡市における居宅訪問のニー
ズと紹介元へのアプローチ＝

株式会社 ひまわり薬局［京都府］ 山口 徳人

O-11-2 福岡県高齢者医療広域連合による訪問服薬指導事業が薬局の在宅医療参画推進に及ぼす
影響

公益社団法人 福岡県薬剤師会［福岡県］ 杉岡 勇樹

O-11-3 地域包括ケアシステムで発揮できるかかりつけ薬局機能としての認知症患者介護者ケア
取組研究～中間報告～

いちご薬局室積店［山口県］ 梅山 英明

O-11-4 広島市高齢者の保健事業と介護の一体的実施事業におけるハイリスクアプローチ「服薬管
理モニタリング・指導」に関する研究

広島市域薬剤師会［広島県］ 高橋 強

O-11-5 お薬手帳を活用した医療・介護連携パスの取り組みについて
一般社団法人流山市薬剤師会［千葉県］ 高杉 幹

■口頭発表12 地域包括ケア・地域連携（2）
9月19日（日） 16：40～17：40 第16会場（福岡国際会議場 5F 中会議室503）

座長：福岡県薬剤師会 理事 高橋 典子

O-12-1 久留米医薬連携吸入指導研究会が果たす役割について～吸入指導ワークショップの開催
の意義～

一般社団法人久留米三井薬剤師会［福岡県］ 坂井 貴

O-12-2 地域医療における薬剤師の多職種とのつながりと連携行動評価―ケアマネ・訪問看護師
と行った合同研修会のアンケート調査より―

一般社団法人埼玉県薬剤師会［埼玉県］ 池田里江子

O-12-3 東京における地域医療連携体制と薬局機能
東京薬科大学 薬学部［東京都］ 吉田 真之

O-12-4 輪島市における残薬調査事業 第2報
穴水あおば薬局（株式会社ニイザ）［石川県］ 岡田 政彦

O-12-5 コロナ禍の各薬局で行う健康生活フェア開催における、参加者と参加薬剤師の意識変化に
ついて

一般社団法人尼崎市薬剤師会［兵庫県］ 高田多美江
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■口頭発表13 薬物乱用防止・学校薬剤師（3）、公衆衛生
9月19日（日） 16：40～17：40 第17会場（福岡サンパレス 2F パレスルームA）

座長：福岡県薬剤師会 理事 岡村由紀子

O-13-1 冬期学校教室 空気環境調査～学校における環境衛生（空気換気による感染症対策）～
一般社団法人 豊中市薬剤師会［大阪府］ 井上 祥宏

O-13-2 小児の受動喫煙防止対策に資するPM2.5濃度とタバコ煙に関するコホート研究（第2
報）

株式会社YHO 三林薬局［群馬県］ 黒沢 和夫

O-13-3 学校における「換気」に関する管理状況～新型コロナウイルス感染症拡大前の状況につい
て～

東京薬科大学［東京都］ 石橋 茉子

O-13-4 環境清拭に使用する次亜塩素酸水の塩素濃度に関する検討
一般社団法人山口県薬剤師会 学校薬剤師部会［山口県］ 小林 晃子

O-13-5 新型コロナウイルスから学ぶ、感染症予防方法の実際の効果と将来への備え
メディカルワーク株式会社［宮城県］ 寶田 信雄

■口頭発表14 チーム医療・薬薬連携（1）
9月19日（日） 14：00～15：00 第18会場（福岡サンパレス 2F パレスルームB）

座長：福岡県薬剤師会 理事 西村 信弘

O-14-1 トレーシングレポートにより、有害事象に介入できた事例
みずほゆう薬局［京都府］ 下間 将光

O-14-2 千葉市薬剤師会におけるプロトコルに基づく薬物治療管理による疑義照会済の取り組み
について

一般社団法人千葉市薬剤師会［千葉県］ 武田 郁子

O-14-3 がん認定薬剤師不在薬局の外来抗がん剤患者に対する取り組み～胃がん化学療法中の低
栄養及び味覚異常患者へのアプローチ

江東とよす薬局［東京都］ 浅田 由佳

O-14-4 がん領域の薬薬連携において、がん診療連携拠点病院が保険薬局に提供する情報の内容に
関する研究

東京薬科大学 薬学部［東京都］ 岡崎 優奈

O-14-5 スポーツ現場のメディカルサポートチームにおける薬剤師としての介入に関する一考
ほたる調剤薬局上富良野店［北海道］ 元井 晴奈

■口頭発表15 チーム医療・薬薬連携（2）
9月19日（日） 15：20～16：20 第18会場（福岡サンパレス 2F パレスルームB）

座長：福岡県薬剤師会 常務理事 後藤 渉

O-15-1 大腸がん術後化学療法中のテレフォンフォローアップによりSU薬の処方中止に至った
高齢2型糖尿病患者の1例

サン薬局 天理東店［奈良県］ 田村 圭将
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O-15-2 薬剤師・管理栄養士向けトレーシングレポート研修会後の運用状況の調査と実例報告
なの花薬局男山店［京都府］ 多田 絵理

O-15-3 トレーシングレポートの内容分析と課題の抽出～昭和大学江東豊洲病院との連携におい
て～

江東とよす薬局［東京都］ 小松 仁美

O-15-4 地域医療支援病院における医療連携の取り組み～東北労災病院で応需したトレーシング
レポートのブラッシュアップ～

東北労災病院 薬剤部［宮城県］ 菅野 和彦

O-15-5 保険薬局における服薬情報提供書活用について～2年間の変化の解析～
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 小松 公秀

■口頭発表16 チーム医療・薬薬連携（3）、医療 ICT、スポーツファーマシスト・アンチ
ドーピング
9月19日（日） 16：40～17：40 第18会場（福岡サンパレス 2F パレスルームB）

座長：宮城県薬剤師会 常任理事 森川 昭正

O-16-1 高齢心不全患者を抱える家族の苦悩を取り除く多職種連携に重点をおいた薬局薬剤師の
介入

しろくま薬局都島店［大阪府］ 荒起 恵美

O-16-2 薬局内におけるチーム力向上へのメディカルコーチング～コミュニケーションツールの
統一とその有用性～

有限会社スマイル薬局［福岡県］ 濱 春香

O-16-3 医薬品自動入庫払出装置（BD Rowa Vmax™）の保険薬局への導入による業務改善の検
証

株式会社田無薬品［東京都］ 木場谷範子

O-16-4 女性アスリートサポートにおける多職種連携の重要性～スポーツファーマシストの役割
に着目して～

株式会社コスモス薬局［山形県］ 笠原 靖幸

O-16-5 競技団体におけるアンチ・ドーピング活動～コロナ禍で実現可能な教育啓発活動～
日本ラグビーフットボール協会アンチ・ドーピング委員会［東京都］ 宮川 崇顕

■口頭発表17 薬物乱用防止・学校薬剤師（4）
9月20日（月・祝） 9：00～10：00 第7会場（福岡国際会議場 4F 小会議室401+402+403）

座長：福岡県薬剤師会 常務理事 中原 学

O-17-1 小中一貫教育を踏まえた喫煙・飲酒・薬物教育
とちぎ未来アシストネット地域教育協議会委員［栃木県］ 佐藤 博之

O-17-2 生徒にどう向き合っていくか。新型コロナウイルスに関連した話題の提供
（株）肝付やぶさめ薬局［鹿児島県］ 鶴田 総宏

O-17-3 COVID-19対応施策「厚生労働省保健所支援チーム」参加報告～学校薬剤師にできるこ
と～

一般社団法人飯塚薬剤師会［福岡県］ 桑名 由佳
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O-17-4 （一社）川崎市薬剤師会学校薬剤師部会における学校環境衛生臨時検査
一般社団法人川崎市薬剤師会学校薬剤師部会［神奈川県］ 水野 秀典

O-17-5 中高生のための薬物乱用防止教室拡充へ向けて～大阪市学校薬剤師会の取り組み～
大阪市学校薬剤師会［大阪府］ 嶌岡 尚子

■口頭発表18 薬物乱用防止・学校薬剤師（5）
9月20日（月・祝） 10：20～11：20 第7会場（福岡国際会議場 4F 小会議室401+402+403）

座長：福岡県薬剤師会 理事 吉村 宏

O-18-1 飲料水水質検査において直結給水から大腸菌が検出された事例の報告
大阪市学校薬剤師会［大阪府］ 佐々木 実

O-18-2 福岡市市立学校における消毒薬調査から見えてきたもの～消毒薬在庫調査から見えてき
た学校薬剤師の職務～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ ディバナディ綾子

O-18-3 大麻乱用に対する意識等への学校薬剤師による薬物乱用防止教室の効果
東京薬科大学薬学部［東京都］ 鈴木ちさと

O-18-4 学校薬剤師と養護教諭・保健主事との合同研修会について～33年間を振り返って～
一般社団法人都城市北諸県郡薬剤師会［宮崎県］ 田代愼一郎

O-18-5 離島における薬物乱用等に関する意識調査
公益社団法人鹿児島市薬剤師会［鹿児島県］ 新名主泰文

■口頭発表19 健康サポート薬局
9月20日（月・祝） 9：00～10：00 第8会場（福岡国際会議場 4F 小会議室404+405+406）

座長：福岡県薬剤師会 理事 岸田 義博

O-19-1 健康サポート薬局取組5 2020年度コロナ禍における活動報告
保険調剤薬局つつみ［宮崎県］ 高山日出美

O-19-2 健康サポート薬局のメリットとは？頼られる健康サポート薬局になるために
黒石薬局［青森県］ 大川 誠也

O-19-3 食事指導により薬が効果なかった不眠症の改善例
うさぎ堂薬局［京都府］ 橋本伊有子

O-19-4 薬局のたばこ対策に関する活動状況の実態調査
一般社団法人宮城県薬剤師会［宮城県］ 熊谷 朋久

O-19-5 新型コロナ時代における健康サポート薬局の新たな役割について
ベル薬局 伊野店［高知県］ 大久保紗世子
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■口頭発表20 薬学教育、生涯学習、専門薬剤師
9月20日（月・祝） 10：20～11：20 第8会場（福岡国際会議場 4F 小会議室404+405+406）

座長：福岡県薬剤師会 常務理事 有吉 俊二

O-20-1 薬局実務実習における参加体験型実習の変化とこれから
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 松下 隼士

O-20-2 ライブ音声配信サービスを用いた情報共有、業務適正化等の試み
株式会社メタルファーマシー［京都府］ 中澤世莉子

O-20-3 未就業女性薬剤師復職支援事業継続実施状況
公益社団法人福岡県薬剤師会［福岡県］ 高瀬 真悟

O-20-4 吸入デバイスによる嗄声、口内炎の発生状況調査と予防対策
株）ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本［広島県］ 前田 大典

O-20-5 専門医療機関連携薬局の品川区薬剤師会会員への情報発信
一般社団法人品川区薬剤師会［東京都］ 原山真理子

■口頭発表21 地域保健活動（1）
9月20日（月・祝） 9：00～10：00 第17会場（福岡サンパレス 2F パレスルームA）

座長：福岡県薬剤師会 理事 竹下 洋平

O-21-1 感染症蔓延下における市民への情報提供の検討
一般社団法人 茅ヶ崎寒川薬剤師会［神奈川県］ 大久保敦子

O-21-2 YouTube チャンネルを通して、地域の皆様へ薬剤師から情報発信！
一般社団法人久留米三井薬剤師会［福岡県］ 今村 葉子

O-21-3 市民参加型公開講座「薬知恵講座」への取り組み
一般社団法人久留米三井薬剤師会［福岡県］ 赤岩 亨

O-21-4 新型コロナウイルス感染症における千葉市薬剤師会の取り組みと課題分析
一般社団法人 千葉市薬剤師会［千葉県］ 雜賀 匡史

O-21-5 「広島市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」への市域薬剤師会の参画―薬局に
よる地域住民の健康寿命延伸を目指して

広島市域薬剤師会 ポピュレーションアプローチワーキンググループ［広島県］ 石村智加子

■口頭発表22 地域保健活動（2）、薬物動態
9月20日（月・祝） 10：20～11：20 第17会場（福岡サンパレス 2F パレスルームA）

座長：福岡県薬剤師会 理事 窪田 敏夫

O-22-1 新型コロナウイルスワクチン接種事業を通じて行った地域貢献のための越谷市薬剤師会
の取り組み

一般社団法人越谷市薬剤師会［埼玉県］ 高橋 友哉

O-22-2 地域に貢献する・アピールする・存在価値を示す薬局を目指すために 地域薬剤師会と
しての地道な取り組み

つばさ薬局［佐賀県］ 山岡 久泰
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O-22-3 千葉市薬剤師会「薬局を拠点としたロコモ啓発システム」活動結果に関する調査
一般社団法人千葉市薬剤師会［千葉県］ 高原 協子

O-22-4 効果不十分なシベンゾリン服薬患者の処方に対する薬物動態に基づいた処方提案の1例
七福薬局むつ［青森県］ 大久保 正

O-22-5 薬局薬剤師を対象とした薬局での薬物血中濃度測定に関するアンケート調査
株式会社ツルハ［山形県］ 白山 祐輝

■口頭発表23 災害医療、危機管理
9月20日（月・祝） 9：00～10：00 第18会場（福岡サンパレス 2F パレスルームB）

座長：福岡県薬剤師会 理事 江川 孝

O-23-1 大阪北部地震発災後の薬局の被災状況と地域薬剤師会の今後の対策
一般社団法人 茨木市薬剤師会［大阪府］ 阪本 恵子

O-23-2 新型コロナウイルスワクチン接種時の予診票記載サポート事業
一般社団法人 福島県薬剤師会［福島県］ 直箟 晋一

O-23-3 大阪府における新型コロナウイルスワクチン集団接種における薬剤師の活用策
大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課［大阪府］ 辻野 悦次

O-23-4 東日本大震災から10年目の放射線ファーマシストの活動
一般社団法人福島県薬剤師会［福島県］ 松下 敦

O-23-5 新型コロナウイルス感染症に対する福井市薬剤師会の取り組み
一般社団法人福井市薬剤師会［福井県］ 上原 敏

■口頭発表24 その他
9月20日（月・祝） 10：20～11：20 第18会場（福岡サンパレス 2F パレスルームB）

座長：福岡県薬剤師会 常務理事 永嶋 友洋

O-24-1 「薬局勤務者が安心して働ける安全な環境」をつくるために
（株）ヤマザワ薬品 仙台本部［宮城県］ 上畑日登美

O-24-2 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）の煩雑な管理を緩和するた
めのチェックリストの作成

独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター薬剤部［大分県］ 谷口 公章

O-24-3 疑義照会の件数及び所要時間の変化からみる院外処方箋疑義照会プロトコルの有用性の
評価

長野県薬剤師会会営薬局［長野県］ 近藤 光菜

O-24-4 保険薬局における感染防御に関する実態調査
有限会社あい調剤薬局南町店［長崎県］ 田中 秀和

O-24-5 池川薬局における新規クリーンベンチ（YS-B-A711）導入と運用について
池川薬局［大阪府］ 池川 茂生
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一般演題 ポスター発表（現地発表）

■ポスター発表（現地発表） 医薬品適正使用

P-001 フレームワークを活用したベンゾジアゼピン受容体作動薬減薬に向けた取り組み
株式会社ファーマダイワ 学術部［熊本県］ 矢野脩一朗

P-002 腎機能低下を理由とした減薬処方提案で多剤が解消したケース～医師薬剤師双方向ト
レーシングレポート～

ラッキーバッグ株式会社 はやせ薬局［岩手県］ 谷地 千明

P-003 シタグリプチン・リナグリプチン投与糖尿病患者の肝腎機能が血糖降下作用に与える影
響について

城西国際大学薬学部医療薬学科 臨床薬学研究室［千葉県］ 藤澤 遼

P-004 当薬局における臨床検査値に関する疑義照会の解析からみる処方箋への検査値表示の有
用性の評価

長野県薬剤師会会営薬局［長野県］ 中村 史佳

P-005 残薬ゼロを目指して―埼玉県川越市の取り組み―
一般社団法人川越市薬剤師会［埼玉県］ 山内 大輔

P-006 ブロナンセリン貼付薬の当院での使用状況調査
久留米大学病院薬剤部［福岡県］ 高須美乃璃

P-007 高齢者の口腔内環境に多剤併用が及ぼす影響―多職種が連携して安全な薬物療法に取り
組むために―

横浜薬科大学［神奈川県］ 田口 真穂

P-008 高齢患者の処方適正化に向けた入院時持参薬評価テンプレートの有用性―地域包括ケア
病棟―

福岡大院薬［福岡県］ 高口 寛子

P-009 服薬期間中のフォローアップの取り組み
一般社団法人大阪ファルマプラン あおぞら薬局［大阪府］ 吉本 利樹

P-010 慢性疾患患者の服用薬剤に対する実態調査と薬局のサービス
株式会社ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局もりつね店［福岡県］ 岩木 雄一

P-011 当薬局における腎機能検査値に着目した処方介入とお薬手帳へのCKDシール貼付の有
益性

フロンティア薬局 日立店［茨城県］ 町屋敷修平

P-012 高血圧合併糖尿病患者における糖尿病治療薬の処方状況―非合併患者との比較―
キタ調剤薬局［北海道］ 富所隆太朗

P-013 JCHO下関医療センターにおける抗凝固薬の使用状況と適正使用の実態
JCHO下関医療センター薬剤部［山口県］ 樋口 裕己

P-014 当薬局における来局患者数と通年性アレルギー性鼻炎の動向に関する調査
ラッキーバッグ株式会社［山形県］ 柿崎真奈美

P-015 熊本赤十字病院における薬剤総合評価調整加算および薬剤調整加算の算定状況
熊本赤十字病院薬剤部［熊本県］ 森 優
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P-016 疑義照会から見える対人業務の重要性
ファミリー薬局［秋田県］ 鈴木 涼太

P-017 薬局における居宅患者に対する減薬への取り組み
株式会社サンキュードラッグ富野薬局［福岡県］ 小米良 颯

P-018 処方箋の臨床検査値表示とかかりつけ薬局の重要性
浜松センター薬局［静岡県］ 中野 徹

■ポスター発表（現地発表） 医療 ICT・医薬品情報

P-019 AI クラウド基盤を用いた低運用負荷・省コスト・省スペースな処方箋読取システムの開
発と検証

東京薬科大学薬学部［東京都］ 陳 惠一

P-020 患者フォローアップに関するこれまでの公表文献と法改正を踏まえた今後の課題
東京薬科大学 薬学部［東京都］ 大澤 知恩

P-021 薬事情報センターのTwitter を利用した情報発信業務
公益社団法人福岡県薬剤師会 薬事情報センター［福岡県］ 竹中 南帆

P-022 薬事情報センターの LINEを利用した県民からの相談業務
公益社団法人福岡県薬剤師会薬事情報センター［福岡県］ 松永ゆかり

■ポスター発表（現地発表） 医療安全対策

P-023 在宅薬剤師のリスクマネジメント
バニラ薬局在宅調剤センター［愛知県］ 松崎 暁子

P-024 監査システム導入に対する問題点と有用性
アルカ日吉町薬局［兵庫県］ 脇 郁実

P-025 調剤・服薬指導業務における、服薬支援ツールお薬束（おやくそく）を使用した実態調査
株式会社サンポーウェルズ りぼん薬局野洲店［滋賀県］ 川村 典康

P-026 ヒヤリハット状況把握と注意喚起、その効果について
株式会社あおい調剤［静岡県］ 中村 安宏

P-027 インシデント集計結果を個人毎にフィードバックすることによるインシデント抑制効果
八幡薬剤師会薬局［福岡県］ 小田 雄介

P-028 太陽薬局における調剤過誤・クレーム事象防止の取り組み～「社内掲示板」および「報・
連・相徹底シート」の活用～

株式会社太陽薬局ピア高宮店［福岡県］ 畑田和香子

P-029 危機管理意識レベルの調査
二葉薬局［宮崎県］ 大久保拓馬
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■ポスター発表（現地発表） 栄養管理・無菌調製

P-030 ヤマザワ調剤薬局における無菌調剤意識調査による在宅チーム組織化への応用
ヤマザワ調剤薬局二番町店［宮城県］ 菊地 大輔

P-031 無菌調剤室の共同利用を通して円滑に在宅移行へ繋げることができた1症例
マイライフ株式会社 オール薬局海岸通店［広島県］ 平本 耕一

P-032 日本人の食事摂取基準の変遷よりビタミンB1について考える
大分県勤労者医療生活協同組合 大分協和病院［大分県］ 野田 武

■ポスター発表（現地発表） かかりつけ薬剤師・薬局

P-033 当院における「0410対応」と患者の薬局選定への影響
一般財団法人 住友病院 薬剤部［大阪府］ 豊濱 隆

P-034 地域における薬局機能
鈴木薬局［大阪府］ 鈴木 康友

P-035 「かかりつけ薬剤師」同意患者様による評価の実態調査
株式会社 メディカメント サカエ薬局 幸町店［岡山県］ 濱崎 和子

P-036 岡崎薬剤師会における患者フォローアップの実態調査の検討
愛知学院大学薬学部医療薬学講座［愛知県］ 浦野 公彦

P-037 保険薬局と地域包括支援センターの連携による地域健康サロンへの介入とその効果に関
する一考察

コスモ薬局レイクタウンDMビル［埼玉県］ 野田 政充

P-038 医療の質の向上と生産性向上に向けて 「対物業務についての現状調査」
一般社団法人 ファルマネットぎふ しいのみセンター薬局［岐阜県］ 川路 明人

P-039 受診前来局システムの構築と有用性の評価
株式会社パル・オネスト［埼玉県］ 加藤 大貴

P-040 コロナ禍における薬局の奮闘
あき薬局［大阪府］ 古島 彩代

■ポスター発表（現地発表） がん化学療法・緩和医療

P-041 がん化学療法施行患者へのかかりつけ薬剤師のかかわり～継続的な服薬フォローアップ
で治療に貢献できた一例

フロンティア薬局 本宮店［滋賀県］ 西川 育子

P-042 各種白金製剤（抗悪性腫瘍薬）とモデルDNA複合体における構造ひずみエネルギー比較
に関する理論/計算化学的研究

医療法人 義貫会 中島病院薬剤部［鹿児島県］ 島圭一郎

P-043 抗がん剤副作用チェックシートを用いた継続的な情報提供の有用性～抗がん剤治療にお
ける薬局薬剤師の積極的介入例～

有限会社 高橋薬局［埼玉県］ 恩田 直子
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P-044 がん領域における保険薬局主体の患者フォローアップ並びに医療機関への情報提供
長野県薬剤師会会営薬局［長野県］ 村田 稔弥

P-045 末期がん患者の希望をかなえるために～ディスポーザブルポンプ使用でQOLが向上し
た一例～

株式会社ホロン すずらん薬局舟入店［広島県］ 山岸 優太

P-046 保険薬局での外来がん化学療法患者への服薬指導の質向上から「特定薬剤管理指導加算
2」算定へ

一般社団法人 泉州メディカ 協和薬局［大阪府］ 林 智子

P-047 佐賀県診療情報地域連携システムピカピカリンクを用いて、胸腺腫患者におけるペメトレ
キセド休薬後の葉酸予防投与を提案した症例

タイヘイ薬局 メディカルモールおぎ店［佐賀県］ 竹原 美穂

P-048 レンバチニブ服用中断歴のある患者に服薬後フォローアップと医療機関との連携により
治療の継続が可能となった1事例

株式会社サエラ薬局［兵庫県］ 西倉 加余

P-049 外国人患者の在宅での緩和医療～かかりつけ薬剤師として
しいのみセンター薬局［岐阜県］ 中澤 千寿

P-050 抗がん剤による末梢神経障害に対する患者指導の実施とその効果
霞ヶ浦薬剤センター薬局［茨城県］ 田端 康幸

P-051 薬剤師の緩和およびターミナルケアへの向き合い方～“人”同士の交流による死の受容～
北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門［東京都］ 森 菜摘

P-052 抗がん剤処方患者の薬局との地理的関係を中心とした応需状況と経口抗がん剤に関する
症例報告

どりぃむ薬局［長崎県］ 大川 晶

■ポスター発表（現地発表） 環境・公衆衛生

P-053 小中学校における教室の二酸化炭素濃度と換気による影響について
公益社団法人相模原市薬剤師会 学校保健委員会［神奈川県］ 森田 育子

P-054 新型コロナウイルスVS地域の調剤薬局
ラッキーバッグ株式会社 金山調剤薬局［山形県］ 安食 俊輔

P-055 COVID-19が薬局来局者数に与える影響の検討
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-056 空気環境衛生に関する学校薬剤師へのアンケート調査の報告および空気環境衛生の定期
検査の検証

一般社団法人長崎市薬剤師会［長崎県］ 原 研治郎

■ポスター発表（現地発表） 漢方（薬局製剤を除く）

P-057 顔相診察法を取り入れ医師と意見交換を取り交わし漢方薬の処方変更を提案した症例
（株）大賀薬局［福岡県］ 阿部 美幸
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P-058 食品を用いた漢方製剤の容易な服用方法の探索
望星薬局［神奈川県］ 佐藤佳代子

P-059 日本における新型コロナウイルス感染の治療に、漢方薬が有効だったとする論文に掲載さ
れた症例の分析

一般社団法人京都府薬剤師会［京都府］ 日下 都

■ポスター発表（現地発表） 健康サポート薬局

P-060 社会における新型コロナ感染症対策への健康サポート薬局としての地域住民に対するア
プローチ

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-061 健康サポート薬局届出への取り組みと届出後の意識調査及び相談対応分析
わかくさ薬局長田店［静岡県］ 鈴木 将之

P-062 処方箋への臨床検査値の表記をきっかけに服薬指導により臨床検査値を改善した症例
株式会社マスカット薬局 倉敷店［岡山県］ 高橋絵梨香

P-063 健康サポート薬局としての新型コロナウイルス感染症に関する地域住民への活動
株式会社医薬品情報センター［宮城県］ 鈴木 栞

■ポスター発表（現地発表） 健康サポート薬局・栄養指導・禁煙支援

P-064 加熱式タバコの普及が禁煙支援へ及ぼす影響
株式会社ドラッグスギヤマ［愛知県］ 天野紗由美

P-065 薬局のセカンドオピニオンサービスにより重複診療を避けることができた事例の報告
たから薬局入曽店［埼玉県］ 堀 亜也子

P-066 DPP4阻害薬の服用患者に管理栄養士が介入を行った場合の症例報告
たから薬局東松山店［埼玉県］ 能登谷悠介

P-067 コロナ禍における健康サポート薬局としての取り組み
みどり薬局［東京都］ 田中みずき

P-068 検体測定室の利用状況について～健康サポート薬局としての役割～
アイケイ薬局矢中店［群馬県］ 塩原 千尋

P-069 当薬局における薬剤使用期間中の患者フォローアップ（その7）管理栄養士と協働して
HbA1cと体重の低下に至った1例

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 金子絵里奈

■ポスター発表（現地発表） 後発医薬品

P-070 精神神経科患者へのジェネリック医薬品（後発医薬品）使用促進について～使ってもらう
にはどうしたらよいか～

株式会社コスモファーマ コスモ調剤薬局南沢又店［福島県］ 松木 友治
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P-071 ロキソプロフェンNaテープの先発医薬品と後発医薬品の粘着力比較
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター［岐阜県］ 大森 雄太

P-072 ジェネリック医薬品比較資料の作成と公開の意義～ジェネリック医薬品を責任持って選
んでいますか？～

とくりん薬局 比屋根店［沖縄県］ 古謝 智矢

■ポスター発表（現地発表） 災害医療・危機管理

P-073 「被災にあった会員薬局に薬局で必要な災害対策、支援のニーズを探るためのアンケート
調査」活動報告

株式会社ハートフェルト［熊本県］ 稲葉 一郎

P-074 モバイルファーマシーⓇの導入状況及び使用実態に関する全国調査
岐阜薬科大学 地域医療薬学寄附講座［岐阜県］ 岡村 佳奈

P-075 鹿児島県における県全域対象の災害時安否確認訓練の検証
鹿児島県薬剤師会災害対策委員会［鹿児島県］ 田中 孝明

■ポスター発表（現地発表） 在宅医療・介護福祉

P-076 視覚障害者への服薬支援の症例報告
和同会薬局 湯島店［東京都］ 加納美知子

P-077 新潟県内における薬局薬剤師の在宅訪問業務による効果に関する後ろ向き研究
公益社団法人新潟県薬剤師会［新潟県］ 宮川 哲也

P-078 特定保険医療材料等に関する問い合わせ事例調査と情報共有のためのQ＆A集作成
株式会社スギヤマ薬品［愛知県］ 金子 武史

P-079 当薬局における 痛評価を中心とした在宅緩和ケア研修会の成果と課題
多賀城調剤薬局［宮城県］ 木村 駿

P-080 多剤服用に潜む転倒・転落リスクを見える化する
メロディー薬局いずみ中央駅店［大阪府］ 吉田 純子

P-081 薬局・薬剤師に対する介護職等の期待度調査について
一般社団法人三原薬剤師会［広島県］ 松岡 俊彦

P-082 多職種カンファレンスによりQOLが改善した例
すずらん薬局中村店［静岡県］ 南埜 達也

P-083 多職種連携における薬剤師の役割―施設在宅往診時にかかりつけ医師と薬剤師が同行す
る有益性―

てまり新田薬局［石川県］ 西 美佐

P-084 認知症患者の家族に関する質的研究―介護に起因する思いに関する考察―
北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門［東京都］ 岡田 桃子

P-085 多職種連携の現状と薬剤師が抱える思い～他職種との距離感からの考察～
北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門［東京都］ 志賀 弓華
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P-086 在宅医療にかかわる薬局を対象とした新型コロナウイルスの感染対策に関する調査
こやま薬局［岡山県］ 金田 崇文

P-087 在宅医療推進を目的とした薬局サービス向上の為の介護施設職員への実態調査
大賀薬局［福岡県］ 先永 大亮

P-088 薬剤師が養護老人施設の主治医回診に参加同行することによる有用性の検討
つかさ薬局［宮崎県］ 北畑 和寛

P-089 福岡市薬剤師会・在宅介護委員会におけるホームページを活用したQ＆A事業への取り
組み

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 吉野 禎治

P-090 在宅における 痛緩和と残薬廃棄
仁天堂薬局 本店［神奈川県］ 湯川 仁

P-091 居宅療養管理指導患者への処方提案実績
仁天堂薬局 本店［神奈川県］ 中丸 和則

P-092 スルファジアジン銀クリーム（ゲーベンクリーム）とブロメライン軟膏を使用した化学的
デブリードマンの事例

株式会社ファーマ・プラス プラス薬局高崎吉井店［群馬県］ 馬場 章人

P-093 福岡市薬剤師会・在宅介護委員会における動画配信による研修体制の構築
一般社団法人福岡市薬剤師会 在宅介護委員会［福岡県］ 井手 純司

■ポスター発表（現地発表） 生涯学習

P-094 浅草薬剤師会オンライン研修会の成果と課題
ゆうま薬局［東京都］ 山邊 健司

P-095 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）流行下における学術大会の開催、参加について
株式会社ミック 岐阜支店［岐阜県］ 森 厚司

P-096 在宅医療推進教育プログラム（HOPE）における活動状況と今後の展望
ABC薬局［大阪府］ 芦田 泰弦

P-097 北海道版・令和元年度次世代薬剤師指導者研修会における研修6ヶ月後のアンケート調
査による行動変容からの研修効果評価

令和元年度次世代薬剤師指導者研修会WG［北海道］ 片山 真二

P-098 神奈川県女性薬剤師会88年のあゆみとこれからの課題
神奈川県女性薬剤師会［神奈川県］ 唐澤 淳子

P-099 コロナ禍における学術研修会の企画・開催についての報告
一般社団法人福岡市薬剤師会 学術研修委員会［福岡県］ 野口 時恵

■ポスター発表（現地発表） スポーツファーマシスト

P-100 取り下げ
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■ポスター発表（現地発表） セルフメディケーション

P-101 地域住民のOTC医薬品購入状況及び薬剤師等の活用度に関する調査研究
みどり薬局［東京都］ 坂口 眞弓

P-102 ロキソプロフェンナトリウム水和物を用いた、投与経路の違いによる 痛関連組織への薬
物到達挙動の比較

ライオン株式会社 研究開発本部 薬品研究所［神奈川県］ 工藤 康史

P-103 調剤薬局における「月経前症候群（PMS）」相談事例分析～薬剤使用期間中の患者フォロー
アップ取り組み例も含め～

大覚寺薬局［静岡県］ 鈴木 理絵

P-104 コロナ禍前後でのOTC販売推移からみえる地域とのかかわり
ラッキーバッグ株式会社 舟形調剤薬局［山形県］ 堀内 栞

P-105 健康食品・サプリメントによる健康被害の現状と患者背景の特徴
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］ 寺本 咲南

P-106 一般生活者の備蓄薬の実態調査を通じたOTC医薬品購入サポートニーズの分析
すず薬局井口店［東京都］ 柴田 淑子

P-107 コロナ禍における医療用医薬品と一般用医薬品の飲み合わせ相談の変化
株式会社サンドラッグ 調剤事業部［東京都］ 古川 正樹

P-108 大学生のセルフメディケーション実践への学習システムの構築に向けた実態調査
関西薬局布施店［大阪府］ 南野 早芸

P-109 機能性表示食品のエビデンスの検証
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］ 水野 佑美

■ポスター発表（現地発表） 地域包括ケア・地域連携

P-110 ケア・カフェが医療介護福祉職間の地域連携に与える影響
株式会社 スター薬局［香川県］ 浦上 勇也

P-111 総合病院での電話診療からみた遠隔診療の有用性と今後の課題
一般社団法人 くすりmate［静岡県］ 溝口 亨昂

P-112 「薬剤師・訪問看護師連携の会」～薬剤師・訪問看護師同行研修を連携に活かそう！～
一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］ 高橋 恭子

P-113 服薬期間中の薬剤師のフォローアップが患者に及ぼす影響と課題
（株）はいやく なごみ薬局［静岡県］ 駒井 真祐

P-114 「薬剤師・訪問看護師同行訪問研修」～多職種連携や地域包括ケアの推進を図るための課
題～

一般社団法人浅草薬剤師会［東京都］ 吉川 弘透

P-115 病児保育を活用した働き方改革
日星調剤株式会社ニコニコ薬局［島根県］ 信崎 哲郎

P-116 地域での麻薬小売業者間譲渡許可制度の運用について
有限会社ミネルバ スマイル薬局［山口県］ 古賀健太郎
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P-117 他職種連携により患者の療養状況の改善に関与できた2症例
外苑企画商事 わかば薬局中央店［千葉県］ 勇 美穂

P-118 院外処方箋に検査値を出力したらトレーシングレポート活用はどのように変化したか
昭和大学江東豊洲病院 薬剤部［東京都］ 喜田 昌記

P-119 地方の小規模薬局が「地域連携薬局」認定を受ける上での阻害要因に関する検討
株式会社 小白方 ひなた薬局［高知県］ 中野 知子

P-120 自立支援地域ケア会議アドバイザーの育成と継続派遣の取組み
一般社団法人久留米三井薬剤師会［福岡県］ 高橋 典子

P-121 新型コロナワクチン接種に向けた品川区薬剤師会の取り組み
あさひ薬局大井町店［東京都］ 今井 梨恵

P-122 地域に根ざした医療連携、リアルにつながる多職種連携
一般社団法人 神戸市薬剤師会［兵庫県］ 伊藤 有祐

P-123 地域包括ケアシステムにおける薬局の課題
第一薬科大学 薬学部 臨床薬剤学分野［福岡県］ 入倉 充

■ポスター発表（現地発表） 地域保健活動

P-124 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の展開」に基づく「ポピュレーションアプ
ローチ事業」のアンケート調査とその解析

広島市域薬剤師会ポピュレーションアプローチワーキンググループ［広島県］ 大井健太郎

P-125 新型コロナウイルスワクチン接種協力～会員に対してのアンケート調査～
（一社）所沢市薬剤師会［埼玉県］ 加藤 剛

P-126 福岡市南区薬剤師会の地域活動への取り組み～みなさんの健康応援フェア・地域分散開
催の工夫～

福岡市南区薬剤師会［福岡県］ 柴山 和弘

■ポスター発表（現地発表） チーム医療・薬薬連携

P-127 地域薬学ケア専門薬剤師（がん）の基幹病院との連携方法の実例～金鯱薬薬連携を利用し
て～

沖勘六薬局［愛知県］ 沖 和代

P-128 全国の疑義照会プロトコール運用状況と当薬局におけるプロトコール策定の効果
株式会社メディカルガーデン［神奈川県］ 瀧ノ上由文

P-129 嚥下困難患者への多職種連携で功を奏した一例
株式会社赤井薬局鴻之台店［三重県］ 濃野 伸子

P-130 認知症サポートチームにおける薬剤師の役割
熊本赤十字病院［熊本県］ 山川 貴生

P-131 連携充実加算算定病院と保険薬局との連携推進事例～福岡赤十字病院と近隣調剤薬局と
の連携で得られたこと～

アガペ日赤通薬局［福岡県］ 村田 峰生
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P-132 薬剤関連業務に関する医療従事者への意識調査～他職種から求められる薬剤師を目指し
て～

医療法人社団整志会・沢田記念 高岡整志会病院［富山県］ 篠田 健一

P-133 地域医療への薬剤師のシームレスな介入に向けた薬薬連携の構築に関する調査研究―ト
レーシングレポートの解析と実態調査―

名城大学 薬学部［愛知県］ 坂井 由依

P-134 医療機関と保険薬局における切れ目のない薬物治療を実践するための患者情報共有に関
する試み

（一社）福井県薬剤師会［福井県］ 前田 康裕

P-135 「薬薬連携による入退院支援」に関するアンケート調査結果報告について
福岡市西区薬剤師会［福岡県］ 前地香奈子

P-136 薬剤師の事前処方入力による時間外の業務負担軽減と医療安全への取り組み
一般財団法人 住友病院［大阪府］ 野口 直子

P-137 病院側から発行されたトレーシングレポートの薬局における利用に関するアンケート調
査

一般社団法人北海道薬剤師会 病診薬剤師部病診委員会［北海道］ 岩尾 一生

P-138 地域のかかりつけ薬局と基幹病院で取り組むポリファーマシー対策と入退院時連携パイ
ロット・スタディの成果

クラフト株式会社さくら薬局グループ［東京都］ 緒方 直美

P-139 大腸がん外来化学療法中の便秘に対し薬局における排便記録によるフォローアップと薬
薬連携により改善した症例

大賀薬局 福大筑紫病院前店［福岡県］ 福井 将吾

■ポスター発表（現地発表） 特定保健指導

P-140 福島薬剤師会が福島市健康推進課と実施したフラッシュグルコースモニタリングを用い
た連携

一般社団法人福島薬剤師会［福島県］ 馬場圭一郎

P-141 都道府県別の抗認知症薬使用数量と生活習慣病関連因子との相関性評価
晴れたす薬局一条店［栃木県］ 土子 珠実

■ポスター発表（現地発表） 副作用・相互作用・イベントモニタリング

P-142 服薬指導の充実を目的とした妊娠中の服薬に対する調査
なないろ薬局［山口県］ 高橋 祥浩

P-143 電子薬歴を用いた医薬品による便秘リスクの探索
名城大学薬学部 医薬品情報学研究室［愛知県］ 安田 大悟

P-144 高齢者糖尿病患者に対する血糖コントロール目標値の適正調査について
城西国際大学薬学部 臨床薬学研究室［千葉県］ 三須 優菜

P-145 Drug Event Monitoring（DEM）によるミロガバリン開始後のイベント評価
日本大学薬学部［千葉県］ 中島 理恵
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P-146 ステロイド服用患者における骨密度測定会
スギヤマ調剤薬局［愛知県］ 櫛田 真由

P-147 ダビガトラン長期服用者で入院中に発症した薬剤性食道潰瘍の1例
国家公務員共済組合連合会新別府病院薬剤科［大分県］ 瀬口 優里

P-148 加齢変化に伴う腎機能低下患者の糖尿病治療薬を見直すことで有害事象を解消できた事
例

タイヘイ薬局［佐賀県］ 山田 健人

P-149 ベタヒスチンメシル酸塩に起因すると思われる耐え難い胃部不快感を来した1症例とそ
の考察

（株）あさひ薬局［佐賀県］ 有森 和彦

P-150 H.pylori 除菌療法の開始で抗HIV療法のレジメンが変更になったHIV感染症患者の一
例

福岡市薬剤師会薬局（百道店）［福岡県］ 草場 健司

■ポスター発表（現地発表） 服薬指導・薬歴管理

P-151 低用量ピルについての服薬指導の患者と薬剤師の意識の差
さくら薬局 和白丘店［福岡県］ 坪田 夏美

P-152 当薬局における目の不自由な方への服薬支援の実施例の報告
ささき薬局［長野県］ 尾島 稔

P-153 小児用抗菌薬散剤と最高の飲み合わせの調査
あい薬局海老名店［神奈川県］ 高橋 裕子

P-154 カボザンチニブリンゴ酸塩の服用患者に対する薬剤師のフォローアップの一例
株式会社あさひ薬局［佐賀県］ 松井 佑貴

P-155 認知症患者における服薬支援
二葉薬局［宮崎県］ 鳥浜 颯人

P-156 当薬局で実施した高齢者における疑義照会の内容評価
二葉薬局［宮崎県］ 山口 智美

P-157 筋萎縮性側索硬化症患者における薬学的介入でQOL向上に貢献できた一例
タイヘイ薬局 Aコープ［佐賀県］ 西阪 宏彰

P-158 インスリン・GLP-1作動薬使用中の糖尿病患者に対し、保険薬局が行うフォローアップ
に関する検討―1症例の取り組み―

阿蘇中央薬局［熊本県］ 岩下 知磨

P-159 テレフォントレースにより突発性睡眠を確認したパーキンソン病の一症例
エムハート薬局芥見店［岐阜県］ 三谷 健人

P-160 SNSを補助ツールとして使用したことで継続的な服用期間中フォローアップが成功した
症例報告

株式会社アシスト［茨城県］ 廖 志陽

P-161 乳幼児の服薬状況の実態調査とテレフォンフォローアップの有用性の検証
託麻中央薬局［熊本県］ 佐々木雄一
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P-162 ホリナート・テガフール・ウラシル療法とミノドロン酸錠併用時に生じた消化器障害に
対する薬剤師としての介入

フロンティア薬局滋賀医大店［滋賀県］ 野田 佳子

P-163 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その4）～患者の精神的支援
ができた症例～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 坂口 真琴

P-164 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その1）～オール薬剤師での
実施に向けた体制構築～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 加藤 正久

P-165 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その5）～骨髄抑制による熱
発時の対応や出血・感染予防に注目した症例～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 安松 尚美

P-166 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その6）～受診直前の患者へ
薬局にて対面で行った症例～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 魚住 佐知

P-167 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その3）～薬薬連携により患
者情報が補完された一症例～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 蛯原 悠介

P-168 当薬局における薬剤使用期間中のがん患者フォローアップ（その2）～フォローアップを
行うことでより多くの情報を得られた症例～

福岡市薬剤師会薬局七隈店［福岡県］ 松永 広幹

P-169 薬剤使用期間中の患者フォローアップ業務報告書を共有することによる有用性調査
有限会社メディカルイトウ［宮城県］ 新貝 拓巳

■ポスター発表（現地発表） 薬学教育

P-170 問題基盤型学習の導入による実務実習直前の薬学生における薬学的管理能力の向上への
効果

福山大学薬学部［広島県］ 広瀬 雅一

P-171 薬学生を対象とするポケットエコーを使用した膀胱内尿量測定の予備的試験とその意識
調査

九州保健福祉大学薬学部薬学科臨床薬学第一講座［宮崎県］ 帳 智香

P-172 薬学生が薬局実務実習に求める意識アンケート調査
大阪大谷大学・薬学部［大阪府］ 長井 克仁

■ポスター発表（現地発表） 薬剤疫学

P-173 糖尿病腎症患者に対する経口血糖降下薬SGLT2阻害薬の投与効果
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室［千葉県］ 中村 夢伽

P-175 糖尿病腎症患者に対する3種SGLT2阻害薬の適正使用について
医療法人社団誠馨会セコメディック病院［千葉県］ 玉井 祐馬
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■ポスター発表（現地発表） 薬剤情報提供

P-176 お薬手帳不要患者に対する手帳作成の取り組み
多摩センターやまざくら薬局［東京都］ 榎戸 悠太

P-177 当薬局が提出したトレーシングレポートの有用性に関する検討
大牟田中央薬局［福岡県］ 坂本 豊伸

P-178 動画を利用したお薬手帳サポートシールの開発
ワタナベ薬局上宮永店［大分県］ 松本 康弘

■ポスター発表（現地発表） 薬剤情報提供・お薬手帳

P-179 調剤薬局におけるアピアランスケアへの取り組み
一般財団法人和同会薬局［東京都］ 田中 祥子

P-180 薬局における服薬情報等提供料の算定実績の評価
二葉薬局［宮崎県］ 中村 真子

■ポスター発表（現地発表） 薬物乱用防止・学校薬剤師

P-181 コロナ禍における学校薬剤師の活動
福井市薬剤師会 学校薬剤師部会［福井県］ 下山真樹子

P-182 福岡市市立学校における消毒薬調査における指導例～消毒薬在庫調査から見えてきた学
校薬剤師の職務～

一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 中島 亜希

P-183 教室の換気に必要な窓の開放面積を算出するツールの開発
一般社団法人下関市薬剤師会［山口県］ 中川 明人

P-184 薬学講座の効果を評価する方法について
初生薬局［静岡県］ 西島 由仁

■ポスター発表（現地発表） 薬局経営・医療経済

P-185 新型コロナウイルス禍の保険薬局における処方枚数と内容の推移
スカイメディカル薬局［熊本県］ 山田 貴之

P-186 保険薬局における疑義照会による薬剤費削減効果
城西国際大学薬学部 臨床薬学研究室［千葉県］ 吉岡 和

P-187 新人薬剤師のメンタルヘルスケア研修と面談の実施
一般社団法人 泉州メディカ［大阪府］ 和田 憲周

P-188 キャッシュレス決済の導入における患者動向におよぼす影響
有限会社ヘルスメディック佐賀 ヒマワリ薬局［福岡県］ 磯野 寿光
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P-189 ウェブサイトを用いた処方箋予約システムを1年間使ってみて。面処方せん継続受け付
けへの有用性の検証

株式会社ティーズプランニング 桜花薬局［東京都］ 小林 浩司

P-190 調剤補助の取り組みについて
アルカ山田駅前薬局［大阪府］ 田中 美尚

P-191 医薬品廃棄の削減に向けた在庫管理状況の探索
アップル薬局みのり台店［千葉県］ 三浦 唯

P-192 グループ薬局全店における不動在庫圧縮に対する新たな手法に関する研究
株式会社メディカメント サカエ薬局［岡山県］ 横山 慎

P-193 リフィル処方せん時代に予測される在庫管理のあり方
古川調剤薬局駅東店［宮城県］ 櫻井 大也

P-194 コロナ禍（東京都緊急事態宣言）における必要な薬品から考える今後の薬局
マロン薬局 阿佐谷店［東京都］ 沢田 英之

P-195 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大が処方箋受付回数に与える影響
八幡薬剤師会薬局［福岡県］ 桑野由佳理

P-196 当薬局の調剤待ち時間の現状と薬剤受け渡しに影響を与える要因の解析
八代薬剤師会センター薬局［熊本県］ 佐藤良太郎

■ポスター発表（現地発表） 薬局製剤

P-197 神経変性疾患におけるスコポラミン軟膏の流涎抑制効果
株式会社ケンユウ［新潟県］ 小林 裕代

P-198 社会が必要としている薬剤探索に関する研究―モーズ軟膏―
名城大学薬学部医薬品情報学研究室［愛知県］ 森 司

■ポスター発表（現地発表） その他

P-199 COVID-19の気象薬学的考察
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-200 2型糖尿病患者におけるGLP-1受容体作動薬リラグルチド18mg製剤増量時における
有効性と安全性の検討

一般社団法人 大阪ファルマプラン あおぞら薬局［大阪府］ 藤野 麻美

P-201 保険薬局グループ3支店におけるテクニシャン導入状況について
株式会社ミック 中部第一ブロック［岐阜県］ 林 秀典

P-202 第2回福岡市薬剤師会会員満足度アンケート調査結果
一般社団法人福岡市薬剤師会［福岡県］ 木下 大輔

P-203 調剤助手検定の実施とその結果について
（株式会社）リライアンス［広島県］ 大林 昭範

P-204 新型コロナウイルス感染症流行下における支部での情報提供及び共有のしくみについて
すみれ薬局［島根県］ 飯田 好昭
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P-205 保険調剤薬局における患者のエコバッグの持参率とお薬手帳の持参率には関連があるか
みかん薬局［長崎県］ 牟田 吉寛

P-206 公的統計データを用いた病院薬剤師数の施設間差の現状調査
岐阜薬科大学薬局薬学研究室［岐阜県］ 永宮 もえ

P-207 1・2年目薬局薬剤師への腎臓病療養指導士による研修の取り組み―予防薬学をめざし
て―

株式会社ホロン すずらん薬局船越店［広島県］ 吉村 元宏

P-208 薬薬連携を通じて円滑に在宅移行へ繋げる事ができた小児TPN患者の1症例
マイライフ（株）オール薬局八丁堀店［広島県］ 菅原 航

P-209 近接エリア内でのCOVID19 対応型のBCPを共同策定することで医薬品供給の持続可
能な共助・互助の関係を構築した事例

株式会社実務薬学総合研究所［埼玉県］ 水 八寿有

P-210 「高齢者くすりの相談室（事例集）」の継続発行と評価～薬局経由で静岡県民の医療リテラ
シーを高める～

公益社団法人静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター［静岡県］ 大石 順子

P-211 ニューノーマル時代の研究倫理教育―オンライン形式ワークショップの実践とその可能
性―

北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門［東京都］ 小倉 未来

P-212 健康学習支援ツール「日本大学健康かるた」の健康学習への興味・関心を高める効果の検
討～付属校での調査～

日本大学薬学部［千葉県］ 安部 恵
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一般演題 ポスター発表（WEB発表）

■ポスター発表（WEB発表） 医薬品適正使用

WP-001 プレガバリン投与患者における腎機能の追跡調査およびお薬手帳を活用した薬剤適正使
用の向上

株式会社フォーラル［東京都］ 村上 裕之

WP-002 ルビプロストンが便秘薬の漫然服用の防止に及ぼす影響
株式会社アインファーマシーズ アイン薬局 福山御幸店［広島県］ 松葉 直人

WP-003 保険薬局における高齢者の各腎機能パラメーターによる分布及び乖離に関する調査
もみじ薬局［鹿児島県］ 永田 拓郎

WP-004 過活動膀胱治療薬ビベグロン錠の適正使用推進
たんぽぽ薬局［岐阜県］ 野村 誠人

WP-005 服用薬剤調整支援料について―当店の取り組み―
なの花薬局御前水店［北海道］ 佐々木康一

WP-006 入退院時連携による処方適正化に向けての地域医師に対するポリファーマシー意識調査
古河薬剤師会［茨城県］ 高橋 真吾

WP-007 ステロイド軟膏中で基剤に溶解している主薬と結晶状態で存在する主薬の含有率の比
較：ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏

わかくさ調剤薬局［福岡県］ 溝部 健

WP-008 当薬局での包括的事前合意プロトコルに基づいた処方変更の分析
福岡市薬剤師会薬局［福岡県］ 中島 佳彦

■ポスター発表（WEB発表） 医療 ICT

WP-009 ノーコード環境での患者向け一般用医薬品使用管理アプリの開発と検証
東京薬科大学薬学部［東京都］ 小玉 海斗

WP-010 Information and Communication Technology（ICT）ツール・RoBoHoN Ⓡの活用に
より服薬遵守率が向上した認知症患者の一例

ピノキオ薬局 蘇原店［岐阜県］ 市村 友樹

■ポスター発表（WEB発表） 医療安全対策

WP-011 保険薬局における1人薬剤師体制での医療安全対策活動の評価
有限会社倉吉ドラッグ 西倉薬局［鳥取県］ 黒木 大介

WP-012 手順書塾の開催をとおした定期的な業務手順書の改定を支援する鹿児島県薬剤師会の取
り組み

鹿児島県薬剤師会医療安全委員会［鹿児島県］ 今出 唯史
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■ポスター発表（WEB発表） かかりつけ薬剤師・薬局

WP-013 地域の人が薬局に何を求めるか
株式会社フォーラル［東京都］ 鵜飼 雄基

WP-014 薬局機能に関する現状アンケート調査報告
一般社団法人京都府薬剤師会［京都府］ 中西 昭人

WP-015 患者のための医療サービスと薬局薬剤師業務負担に関する予備的意識調査
近畿大学薬学部［大阪府］ 和田 哲幸

■ポスター発表（WEB発表） がん化学療法・緩和医療

WP-016 パゾパニブ錠内服中に血圧上昇・肝機能障害の副作用早期発見を行った一例
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］ 笹野 寿基

WP-017 がん患者へ継続した支援をするための保険薬局の取り組み
レモン薬局 三方原店［静岡県］ 塩谷衣津子

WP-018 高用量オピオイド投与を行っていた状態から、非がんが判明し、手術と肋間神経ブロック
を経てオピオイドを安全に減量できた一例

山本保健薬局 吉見店［大阪府］ 上鶴 理佐

WP-019 直腸癌術後化学療法における当局が行ったフォローアップの事例
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

WP-020 胃がん術後補助化学療法S-1単独投与における栄養面での服薬継続サポート
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店［佐賀県］ 安川 徹

WP-021 質の高い外来がん薬物療法を目指したお薬手帳を用いたレジメン情報共有への取り組み
霧島市立医師会医療センター薬剤部［鹿児島県］ 岸本 真

WP-022 かかりつけ薬剤師による経口抗がん薬治療中のがん患者に対するテレフォンフォロー
アップを活用した支援により治療継続できた一例

（有）南さつま薬剤師会 海浜薬局［鹿児島県］ 東中川雅史

WP-023 大腸がん患者への継続的なフォローアップによる口腔ケアサポート事例
ひかり薬局大崎市民病院前［宮城県］ 阿部 美文

WP-024 かかりつけ薬局として大腸がん術後補助化学療法患者へ継続的にフォローを行い治療完
遂に寄与した事例

株式会社オオノ プラザ薬局［埼玉県］ 濱里 大吉

WP-025 病院から交付される患者の化学療法に関する文書に対する活用状況の報告
日本調剤 旭川薬局［北海道］ 西村 祐思

WP-026 外来がん患者への治療に関する保険薬局との連携について
宮崎県立日南病院 薬剤部［宮崎県］ 守山十和子

WP-027 オピオイド製剤用トレーシングレポートの取り組みと運用状況に関するアンケート調査
について

一般社団法人 岩国薬剤師会［広島県］ 廣子 真大

WP-028 外来がん化学療法施行患者にトレーシングレポートで介入した一症例
一般社団法人三重県薬剤師会［三重県］ 小林 竜也
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WP-029 外来化学療法に対する保険薬局としての対策と課題
あかり薬局九大東［福岡県］ 武智 俊子

■ポスター発表（WEB発表） 感染対策

WP-030 姶良地区薬剤師会の新型コロナウイルス感染症対策における保険薬局への支援（第一報）
ユニファーマシーかじのき薬局［鹿児島県］ 石原 義久

WP-031 プレアボイド事例に見る薬局薬剤師の抗菌薬適正使用への貢献
有限会社オレンジ薬局 オレンジ薬局［兵庫県］ 先原 香織

WP-032 新型コロナウイルス感染症流行下での病院薬剤師業務について
公益財団法人慈愛会今村総合病院薬剤部［鹿児島県］ 鬼丸 俊司

■ポスター発表（WEB発表） 在宅医療・介護福祉

WP-033 保険薬局における緊急対応の実施状況と改善対策
株式会社フォーラル［東京都］ 小川 雅樹

WP-034 取り下げ

WP-035 保険薬局における終末期がん患者の退院前カンファレンス参加と情報把握に関する現状
とくひさ中央薬局［石川県］ 小林 星太

WP-036 在宅薬学管理評価基準票を活用した在宅医療での薬剤師の業務現状に関する調査
名城大学薬学部薬学科病院薬学研究室［愛知県］ 上川畑昂祐

WP-037 神経難病・終末期在宅への取組みを振り返って
株式会社 静岡メディスン 薬局メディスン籠上店［静岡県］ 田畑 尚子

WP-038 在宅医療に関わる薬剤師スキルラダーの作成と妥当性検証（第3報）
株式会社パワーファーマシー 中央薬局鶴田北店［栃木県］ 亀井 聖平

WP-039 簡易懸濁法導入に伴う在宅療養での服薬支援と多職種連携への貢献した一症例
サンライトあかり薬局 新大阪店［大阪府］ 武山 和也

WP-040 ―在宅医療における薬局薬剤師の取組み、介入事例から今後の課題を考える―
鐘ヶ淵薬局［東京都］ 山本美智子

■ポスター発表（WEB発表） 生涯学習

WP-041 オンラインで実施した岐阜薬科大学附属薬局リカレント講座の受講者満足度調査
岐阜薬科大学附属薬局［岐阜県］ 井口 和弘

WP-042 オンラインで実施する双方向型症例検討ワークショップ「臨床推論」運営の実践報告
北海道科学大学薬学部［北海道］ 村岡 千種
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■ポスター発表（WEB発表） スポーツファーマシスト

WP-043 検査前に医師から指示を受けたアスリートからチェックを依頼され、アンチドーピングに
繋げた事例

アソシエ薬局［兵庫県］ 西山 留美

WP-044 岡山県薬剤師会 アンチ・ドーピング活動報告専属スポーツファーマシスト制度の有効
例～その2

一般社団法人 岡山県薬剤師会［岡山県］ 立花 義章

■ポスター発表（WEB発表） セルフメディケーション

WP-045 健康食品・サプリメントとポップの作成方法に関する薬剤師向け研修会の有用性の検討
公益社団法人神奈川県薬剤師会 地域保健委員会［神奈川県］ 林 直子

■ポスター発表（WEB発表） チーム医療・薬薬連携

WP-046 施設間情報提供書を活用し特定薬剤管理指導加算2を算定した一症例
I＆H株式会社 阪神調剤薬局伊丹店［兵庫県］ 田中 里佳

WP-047 がん化学療法の薬薬連携～特定薬剤管理指導加算2算定を見据えた保険薬局の取り組
み～

一般社団法人三重県薬剤師会会営津調剤薬局［三重県］ 林 広成

WP-048 薬局における自殺予防ゲートキーパーとしての取組み
アポクリート株式会社 アイランド薬局糸魚川店［新潟県］ 竹田 奈々

WP-049 がん薬物療法において保険薬局で有効活用される連携情報の実態調査
滋賀県薬剤師会会営薬局［滋賀県］ 十亀 裕子

WP-050 調剤薬局における小児在宅管理移行へのサポートについて
桜木薬局［東京都］ 井澤 久博

WP-051 特定薬剤管理指導加算2の算定に係る投薬後フォローアップから見えた課題
I＆H株式会社 阪神調剤薬局 草津総合病院前店［滋賀県］ 木村 貴徳

WP-052 へき地中核病院におけるヘリコバクタ感染の除菌治療後の除菌判定に関する情報共有シ
ステム

大分県済生会日田病院［大分県］ 中村槙一郎

■ポスター発表（WEB発表） 副作用・相互作用・イベントモニタリング

WP-053 過活動膀胱治療薬における口渇発生状況
株式会社あさひ調剤 あさひ調剤薬局立石 2号店［東京都］ 川井亜由葉

WP-054 ロキサデュスタット錠服用でワルファリンのコントロールに難渋した一症例
スター薬局 滝宮店［香川県］ 瀧川 和広



102

WP-055 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物投与中に浮腫および低カリウム血症を発症
した慢性腎不全患者の一例

医療法人光仁会西田病院薬剤科［佐賀県］ 藤巻 宥紀

■ポスター発表（WEB発表） 服薬指導・薬歴管理

WP-056 ロービジョン患者への服薬支援の工夫
一般財団法人和同会薬局［東京都］ 赤嶺有希子

WP-057 当薬局における患者フォローアップ調査
株式会社スター薬局［香川県］ 石井 慶一

WP-058 新興感染症（COVID-19）時代の吸入手技指導の実態
熊谷市薬剤師会会営薬局江南店［埼玉県］ 田島 敬一

WP-059 腎機能低下患者におけるポリファーマシーの実態と薬剤師介入の実例
株式会社あおい調剤 あおい薬局［静岡県］ 則久 幸司

WP-060 ペンニードルプラスの服薬指導時に注意が必要な「注射部位をつまみ上げない手技」の実
態調査

八王子薬剤センター薬局［東京都］ 大木 楓奈

WP-061 かかりつけ薬局から医療機関へ情報フィードバックを行ったアファチニブ服用中の患者
の症例

タイヘイ薬局 小城店［佐賀県］ 辻 真利

WP-062 愛知県内の保険薬局における疑義照会時の臨床検査値・バイタルサインの活用に関する
実態調査

愛知県薬剤師会 学術情報部会［愛知県］ 伊藤 昌智

WP-063 質の高い生涯研修を目指して神戸薬科大学同窓会が実施した取り組み―0410対応の処
方箋を通して見える今後の薬局業務について

神戸薬科大学同窓会生涯研修企画委員会［広島県］ 森川 みか

WP-064 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）蔓延期におけるMusubi を活用したオンライン
服薬指導の患者満足度・理解度調査

薬局恵比寿ファーマシー［東京都］ 篠原久仁子

WP-065 薬剤師介入が血糖コントロールに及ぼす影響～メタアナリシスとシステマティックレ
ビュー～

一般社団法人 千葉県薬剤師会 薬事情報センター［千葉県］ 鷲尾 夢香

WP-066 薬剤服用中の患者フォローアップからの介入事例～吸入薬変更と情報提供
（株）グッドメディカル あおぞら薬局富士見店［山梨県］ 中村 由喜

■ポスター発表（WEB発表） 無菌調製

WP-067 在宅末期がん・短腸症候群・HPN患者への地域薬学ケア、保険薬局薬剤師による無菌調
剤対応で訪問看護師の負担軽減できた1例

株式会社サン薬局 脇園薬局［福岡県］ 工藤 信孝
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WP-068 無菌調剤室の共同利用を通し在宅緩和ケアに関わった1症例の報告
（株）サノ・ファーマシー 山王薬局［秋田県］ 上遠野剛司

■ポスター発表（WEB発表） 薬剤情報提供・お薬手帳

WP-069 西淀川区民のためのオリジナルお薬手帳の作成経緯とその内容
一般社団法人 西淀川区薬剤師会［大阪府］ 矢野 知子

WP-070 薬局薬剤師の疑義照会においてお薬手帳の情報が果たす役割
株式会社あさひ調剤 アイン薬局宮原店［埼玉県］ 毛利 慎志

WP-071 鹿足地区の「服薬情報等提供」の実施状況と成果の検証
島根県鹿足郡薬剤師会［島根県］ 細坂 康孝

WP-072 患者帰宅後の情報提供により、相互作用による出血リスク増加を防げた1例～オンライ
ン資格確認普及に期待すること～

I＆H株式会社 阪神調剤薬局 栗東店［滋賀県］ 森田 貴弘

WP-073 乳幼児・小児患者への服薬指導時のツール改訂～デジタル社会に合ったツールを～
株式会社ダイエー［千葉県］ 小林 将大

WP-074 経管投薬支援加算の実施件数と症例報告
たけうち薬局さくら店［北海道］ 西田 雄二

■ポスター発表（WEB発表） 薬物乱用防止・学校薬剤師

WP-075 学校薬剤師による小学校での薬物乱用防止教室の実施とその効果
就実大学薬学部［岡山県］ 太田 鈴

WP-076 学校におけるダニ又はダニアレルゲンの実態調査（第二報）
一般社団法人秋田県薬剤師会 学校薬剤師部会学術委員会［秋田県］ 石木田真奈美

WP-077 学校における新型コロナウイルス感染症対策の実態調査
一般社団法人秋田県薬剤師会 学校薬剤師部会［秋田県］ 嶋田 逸大

■ポスター発表（WEB発表） 薬局製剤

WP-078 薬局製剤を知ろう。作成から確認試験まで
八幡薬剤師会薬局［福岡県］ 松田 健

WP-079 デルゴシチニブ軟膏0.5％と他剤混合による外観変化
調剤薬局 amano サカエ中店［愛知県］ 安東 真梨
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■ポスター発表（WEB発表） その他

WP-080 薬局と大学の連携により医薬品の適正使用を目指すための方法の提案
株式会社サンクール［北海道］ 栗原 敬昌

WP-081 木下豊太郎―明治時代の大分県で医薬分業を目指した人物―
東京海道病院［東京都］ 五位野政彦

WP-082 軟骨異栄養症（軟骨無形成症、軟骨低形成症）患者が小児期に抱える課題に関するアンケー
ト調査

株式会社バイタルネット 医薬情報企画部［宮城県］ 崎野 健一

WP-083 メンター制度導入初年度のメンティの意識変化
佐賀大学医学部附属病院 薬剤部［佐賀県］ 江口 弘晃

WP-084 地域医療の充実を目指しDI 室をエントランスとする情報共有の取り組み
JCHO熊本総合病院 薬剤部［熊本県］ 市川 康子

WP-085 空気環境衛生に関する学校および園の教職員へのアンケート調査報告
一般社団法人長崎市薬剤師会［長崎県］ 手嶋 無限

WP-086 クラスター分析を用いた漢方薬の分類
有限会社コーモト薬局［岡山県］ 渡辺 康慎

WP-087 お薬手帳の記載情報をもとにがん薬物療法における薬物相互作用に対する介入を行った
事例

株式会社ナカジマ薬局［北海道］ 田中 寿和

WP-088 ジェネリック医薬品品質情報検討会における医薬品の品質評価と企業対応状況
国立医薬品食品衛生研究所［神奈川県］ 吉田 寛幸

WP-089 薬学実務実習における薬学実習生の薬薬連携への関わり
北海道科学大学附属薬局［北海道］ 中根 芳樹

WP-090 カリキュラム改定に向けたフィジカルアセスメント研修会の評価
一般社団法人千葉県薬剤師会 薬事情報センター［千葉県］ 飯嶋 久志

WP-091 眼房水中アルブミンに結合するジクロフェナク点眼薬の効果的な投与法（第2報）
九州保健福祉大学薬学部［宮崎県］ 高村 徳人

WP-092 患者ニーズに合わせた通信アプリ作成のためのアンケート調査
あそうづ薬局［福井県］ 吉森 恵


