プログラム

大会長講演
6月29日（土） 13:30－14:00 第1会場（大ホール）
大会長講演
医薬品情報が拓く次世代医療
座長：中村

敏明（大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター）

演者：井関

健（北海道大学大学院薬学研究院

医療薬学部門・臨床薬剤学研究室）

特別講演
6月29日（土） 14:00－15:00 第1会場（大ホール）
特別講演
我が国の人口構造の劇的な変化に対応する医療の変革
座長：井関

健（北海道大学大学院薬学研究院

演者：藤森

研司（東北大学

シンポジウム

医学系研究科

医療薬学部門・臨床薬剤学研究室）
医療管理学分野）

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

6月29日（土） 15:00－17:00 第1会場（大ホール）
シンポジウム１
医薬品情報学分野におけるAI(人工知能)活用の現状と展望
－AIで何が変わるのか？－
座長：若林 進 （杏林大学医学部付属病院 薬剤部）
亀井 淳三（星薬科大学 先端生命科学研究所）
オーガナイザー：若林

S1-1

DICTとAI

進（杏林大学医学部付属病院

伸夫（国立がん研究センター東病院

浩孝（岡山大学病院

薬剤部）

人工知能（AI）を活用した新規かかりつけ薬剤師支援システムに
関する研究開発

湯本

S1-5

薬剤部）

AI x 医薬品情報を病院薬剤師業務に活かす
～岡山大学病院「aiPharma®」の事例～
神崎

S1-4

薬剤部）

医薬品情報学分野におけるAI(人工知能)活用と薬剤師の専門性
望月

S1-3

薬剤部）

～DI室のICT化と人工知能活用～
若林

S1-2

進（杏林大学医学部付属病院

哲郎（星薬科大学 先端生命科学研究所 生命科学先導研究センター 応用医療情報研究室）

人工知能の具体的な活用事例
～今後の薬剤師、医療従事者のためのAI-DI構想～
木村

隆夫（木村情報技術株式会社）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム2

6月29日（土）

15:00－17:00

第2会場（小ホール）

RMPとは何なのか，臨床現場への浸透には何が必要か
座長：後藤 伸之（福井大学医学部附属病院薬剤部/日本病院薬剤師会医薬情報委員会）
飯久保 尚（東邦大学医療センター大森病院薬剤部/日本病院薬剤師会医薬情報委員会）
オーガナイザー：後藤

S2-1

伸之（福井大学医学部附属病院薬剤部/日本病院薬剤師会医薬情報委員会）

日本版 RMP の策定と変遷，臨床現場に何を期待するか
:PMDA 調査結果を参考に
上野 清美（医薬品医療機器総合機構（PMDA）安全性情報・企画管理部）

S2-2

医薬品リスク管理計画（RMP）の利活用に向けて
-製薬企業の視点より吉田 真（中外製薬株式会社

S2-3

安全性検討事項の実際と医薬品評価資料としてのRMP：RMPを
積極的に使用していこう
佐藤

S2-4

医薬安全性本部 安全性コミュニケーション部）

弘康（JA北海道厚生連

帯広厚生病院

薬剤部）

RMPの臨床現場での活用事例と課題：RMPは使用しにくい？
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）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム3

6月29日（土）

15:00－17:00

第3会場（４階講堂）

医薬品情報学教育の現状と今後
～改訂コアカリキュラムに対応した大学教育と実務実習教育～
座長：小林
冨田

道也（北海道医療大学薬学部/日本医薬品情報学会教育検討委員会）
隆志（広島大学病院薬剤部/日本医薬品情報学会教育検討委員会）

オーガナイザー：小林

S3-1

道也（北海道医療大学薬学部

大学における医薬品情報学教育
大津

S3-2

史子（名城大学薬学部医薬品情報学）

病院における薬学生への医薬品情報教育
谷藤

S3-3

薬剤学講座（臨床薬剤学））

亜希子（神戸大学医学部附属病院薬剤部）

薬局における薬学生への医薬品情報教育
下平

秀夫（帝京大学薬学部/富士見台調剤薬局）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム4

6月30日（日）

9:45－11:45

第1会場（大ホール）

適正な医療に向けた、信頼性を担保した一般向け情報提供に向けて
―デジルタヘルス時代における運用と課題―
座長：山本
後藤

美智子（熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系））
伸之（福井大学医学部附属病院 薬剤部）

オーガナイザー：山本 美智子（熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系））

S4-1

患者・消費者に向けた医薬品等情報等の
提供基盤構築の取り組みと展望
山本 美智子（熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系））

S4-2

デジタルヘルス時代の取り組み～インターネット上の
医療・医薬品情報とその発信について
荒 義昭（国立病院機構埼玉病院・薬剤部）

S4-3

一般消費者・患者に対する医薬品情報のニーズを考える
山本

S4-4

健（昭和薬科大学臨床薬学教育研究センター実践薬学部門）

国内の医学系学術団体における医薬品等情報提供の現状について
後藤 伸之（福井大学医学部附属病院・薬剤部）

S4-5

患者・市民向け医薬品情報サイトの評価指標の作成
北澤 京子（京都薬科大学）

S4-6

患者・消費者から見た 信頼性を担保した情報提供のあり方とは？
鈴木 信行（患医ねっと）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム5

6月30日（日）

9:45－11:45

第2会場（小ホール）

地域医療の中の医薬品情報
座長：野田 敏宏（十仁薬局）
坂田 祐樹（あさみ薬局）
オーガナイザー：坂田 祐樹（あさみ薬局）

S5-1

街の漢方薬局からみた医薬品情報
唐沢 豪貴（伝統漢方からさわ薬局）

S5-2

在宅チーム医療における医薬品情報
齊藤 達也（株式会社中央調剤

S5-3

医療連携・在宅支援課）

救急搬送された患者の医薬品情報
齋藤 靖弘（札幌東徳洲会病院・薬剤部）

S5-4

電子版お薬手帳の昨日今日明日
堀越 博一（（公社）日本薬剤師会）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム6

6月30日（日）

13:15－15:15

第1会場（大ホール）

処方せん検査値印字の現状の課題と今後の期待
座長：佐藤
小枝

弘康（JA北海道厚生連 帯広厚生病院
伸行（八尾市立病院事務局）

～黎明期から成熟期へ

薬剤部）

オーガナイザー：佐藤 弘康（JA北海道厚生連

S6-1

帯広厚生病院

薬剤部）

処方箋への臨床検査値印字の概況とその課題
小枝 伸行（八尾市立病院事務局）

S6-2

その患者情報だけで処方監査できますか？
～福井大学病院における検査値印字について～
五十嵐 敏明（福井大学医学部附属病院薬剤部）

S6-3

処方箋への検査値QRコード印字による現状と課題
寺川 央一（旭川医科大学病院・薬剤部）

S6-4

処方箋を応需する立場から考える処方箋検査値印字の活用と課題
坂田 祐樹（あさみ薬局）

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム7

6月30日（日）

13:15－15:15

第2会場（小ホール）

今、患者に必要な医薬品情報は何か。そのあり方（提供）を考える
座長：柴山 良彦（北海道医療大学薬学部 薬剤学（製剤学））
下堂薗 権洋（九州保健福祉大学 薬学部）
オーガナイザー：柴山

良彦（北海道医療大学薬学部

薬剤学（製剤学））

大会長講演
S7-1 今、患者に必要な医薬品情報は何か。
そのあり方（提供）を考える：シンポジウムの目的について
柴山 良彦（北海道医療大学薬学部

S7-2

薬剤師による医薬品情報収集・評価・提供
～大学教育に求められること～
小林 道也（北海道医療大学薬学部

S7-3

薬剤学（臨床薬剤学））

薬局における医薬品情報提供に関わる実務・教育の現状と課題
宮川 丈史（(株)なの花北海道

S7-4

薬剤学（製剤学））

なの花薬局北大前店）

オンラインの活用による「一気通貫の在宅医療」
実現と薬剤師による情報提供強化について
渡邊 克也（ＰＨＣ株式会社 医療政策渉外部 医療政策渉外課）

S7-5

今、患者に必要な医薬品情報は何か。そのあり方（提供）を
考える：医薬品医療機器等法等の改正について
三山 由芙子（厚生労働省医薬・生活衛生局

大会長講演
シンポジウム

（医薬品情報専門薬剤師更新認定用プログラム）

シンポジウム8

6月30日（日）

添付文書の新記載要領

13:15－15:15

総務課）

第3会場（４階講堂）

現状の課題と今後の展望

座長：鬼山 幸生（医薬品医療機器総合機構医薬品安全対策第二部）
服部 洋子（日本製薬工業協会医薬品評価委員会ファーマコビジランス部会）
オーガナイザー：服部 洋子（日本製薬工業協会医薬品評価委員会ファーマコビジランス部会）

S8-1

医療用医薬品の添付文書等の記載要領改正について
甘粕 晃平（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部）

S8-2

製薬企業における新記載要領に基づく添付文書及び
インタビューフォーム作成の取り組み
池島 幸男（日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 ファーマコビジランス部会）

S8-3

添付文書新記載要領に対応した「新医薬品の『使用上の注意』の
解説」作成についての取り組み
野川 誠（日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 ファーマコビジランス部会）

S8-4

インタビューフォーム記載要領の改訂とその活用への期待
冨田 隆志（広島大学病院 薬剤部
日本病院薬剤師会 医薬情報委員会

同インタビューフォーム検討会）

ランチョンセミナー
6月29日（土） 12:00－13:00 第1会場（大ホール）
ランチョンセミナー1
学修成果に着目した医薬品情報学教育の評価
座長：後藤 伸之（福井大学医学部附属病院 教授・薬剤部長）
演者：大津 史子（名城大学薬学部 医薬品情報学研究室）
共催：株式会社テクノミック
6月29日（土） 12:00－13:00 第2会場（小ホール）
ランチョンセミナー2
電子カルテ情報を活用した副作用防止への取り組み
座長：小林 道也（北海道医療大学

薬学部

教授）

演者：五十嵐 敏明（福井大学医学部附属病院

薬剤部

薬剤主任）

共催：中外製薬株式会社
6月29日（土） 12:00－13:00 第3会場（４階講堂）
ランチョンセミナー3
ＩＢＤの新規治療～生物学的製剤の位置づけ～
座長：政田 幹夫（大阪薬科大学

学長）

演者：本谷 聡（札幌厚生病院

副院長）

共催：日医工株式会社
6月29日（土） 12:00－13:00 第4会場（３階３０５）
ランチョンセミナー4
栄養に関する最新のエビデンス
座長：武隈 洋（北海道大学病院薬剤部）
演者：武田 宏司（北海道大学大学院薬学研究院

臨床病態解析学研究室）

共催：株式会社ナカジマ薬局

ランチョンセミナー5

6月30日（日）

12:00－13:00

第2会場（小ホール）

「人口減少局面での地域医療を支えたい！～産官学連携アポテカプロジェクト～」
座長：土居 由有子（株式会社アインホールディングス

上席執行役員）

演者：崔 吉道（金沢大学付属病院教授 薬剤部長）
共催：株式会社アインホールディングス
6月30日（日） 12:00－13:00 第3会場（４階講堂）
ランチョンセミナー6
プログラミング技術を駆使した薬剤師業務～来るべきAI時代に向けて～
座長：白井 博（小樽市立病院

薬剤部

演者：佐古 卓人（岩内協会病院

部長）

薬剤科）

共催：東和薬品株式会社

ランチョンセミナー7
6月30日（日） 12:00－13:00 第4会場（３階３０５）
医薬品情報は語る～臨床からスポーツ医療まで～
座長：菅原 満（北海道大学大学院薬学研究院
演者：笠師 久美子（北海道医療大学
共催：小野薬品工業株式会社

医療薬学部門

薬学部

医療薬学分野

薬物動態解析学研究室）

薬学教育推進講座）

一般演題（口頭）
一般演題（口頭）1
厳選セッション１

6月29日（土）

15:00－15:45

第4会場（３階３０５）

座長：望月 眞弓( 慶應義塾大学薬学部)

O1-1

臨床応用を目指した薬物の血液透析除去量を予測するための薬物
動態モデルの構築
高橋

O1-2

薬物治療学研究室）

機械学習を利用した注射剤配合変化の予測
上田

O1-3

雅弘（明治薬科大学

智弘（国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院）

周術期医薬品管理ツールの開発と導入による効果
石田

一般演題（口頭）2
厳選セッション２

6月29日（土）

俊介（徳島大学病院薬剤部）

16:00－16:45

第4会場（３階３０５）

座長：黒澤 菜穂子(元北海道科学大学薬学部)

O2-1

入院患者における転倒転落の発生に及ぼす多剤併用療法の影響
百

O2-2

賢二（昭和大学薬学部/昭和大学統括薬剤部

患者向け薬剤師業務紹介動画の調剤待ち時間におけるタブレット
端末での提供と評価
佐藤

O2-3

病院薬剤学講座）

宏樹（東京大学大学院薬学系研究科）

処方オーダリングシステムにおける検査値に対応した
処方禁忌チェック機能の導入と評価
冨田

一般演題（口頭）3

猛（国立大学法人神戸大学医学部附属病院）

6月30日（日）

9:45－10:30

第4会場（３階３０５）

「医薬品の適正使用①」
座長：柴山

O3-1

一包化可否の適切な評価法：臨床処方に基づき一包化した吸湿性
医薬品の品質評価
松尾

O3-2

良彦(北海道医療大学薬学部)

泰佑（岩手医科大学薬学部

医療薬科学講座創剤学分野）

社内統計解析レビューによる医療従事者向け資材の信頼性向上へ
の取り組み
栗原

史恵（中外製薬株式会社

臨床開発情報部統計解析第１Ｇ）

O3-3 超速効型インスリン製剤における院内フォーミュラリ導入効果の検討
梅津

恵里（公立大学法人横浜市立大学附属病院）

6月30日（日） 10:45－11:30 第4会場（３階３０５）
一般演題（口頭）4
「医薬品の適正使用②・RMP」
座長：平野

O4-1

ワルファリンの効果および副作用発現に及ぼす解熱鎮痛消炎剤の影響
鈴木

O4-2

茉美（松山大学薬学部）

レボセチリジンの腎機能別投与量設定は厳しすぎるかもしれない
延藤

O4-3

剛(北海道医療大学薬学部)

勇（一般財団法人住友病院）

製薬企業による医療現場でのRMP利活用促進のための取組み
石田

和彦（日本製薬工業協会

医薬品評価委員会ファーマコビジランス部会）

6月30日（日） 13:15－14:15 第4会場（３階３０５）
一般演題（口頭）5
「医薬品情報業務・医療安全」
座長：山田 武宏(北海道科学大学薬学部)

O5-1

病棟常駐実施加算前後の医薬品情報管理室と病棟薬剤師との
情報共有に関する考察
塚口

O5-2

PMDA の医薬品情報検索ページを活用した薬剤鑑別に関する調査
土生

O5-3

真穂登（新潟大学医歯学総合病院薬剤部）

康司（神戸薬科大学医薬品情報学研究室）

薬物相互作用の影響度を考慮した総合処方監査システムの
構築とその評価
滝澤

O5-4

健司（望星薬局）

副作用被疑薬オーダー制限の新運用による効果と課題
叶川

一般演題（口頭）6

友里（社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院）
6月30日（日）

14:15－15:15

第4会場（３階３０５）

「医療情報システム・その他」
座長：後藤 仁和(市立札幌病院薬剤部)

O6-1

STOP!AKIの取り組み
山中

O6-2

成樹（塩野義製薬株式会社

メディカルアフェアーズ部）

製薬協加盟の企業くすり相談窓口の医薬品情報提供体制と対応状況
板橋

O6-4

薬剤部）

「顧客の声」分析によるニーズの高い製剤データのパッケージ化
大町

O6-3

理（市立大津市民病院

禎仁（日本製薬工業協会（製薬協）くすり相談対応検討会）

製薬企業くすり相談窓口が考案した各社ホームページ横断共通
プラットフォームの実現
杉本

智香子（日本製薬工業協会（製薬協））

日本医薬品情報学会・課題研究
課題研究

K1〜K3

6月30日（日）

9:45－10:45

第3会場（４階講堂）

座長：堀 里子(研究企画委員会委員長)
若林 進(研究企画委員会副委員長)

JASDI課題研究班趣旨説明・次年度の公募について
堀 里子（研究企画委員会委員長）

K1

データマイニング手法を用いた副作用発現リスクの定量的評価
モデルの開発～ガンシンクロビル誘発性血小板減少症発現割合の
推定モデルの構築～
今井 俊吾（北海道大学病院薬剤部）

K2

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
佐藤 弘康（JA北海道厚生連 帯広厚生病院 薬剤部）

K3

医療ビッグデータを用いた生体リズムと薬剤性有害事象との関連性
についての研究
野口 義紘（岐阜薬科大学 実践薬学大講座 病院薬学研究室）

一般演題（ポスター）
ポスター会場

(４階４０１)

(大ホールロビー)

●示説時間

演題番号

奇数番号 6月29日
（土）17：00〜17：45

●示説時間

演題番号

偶数番号 6月30日
（日）11：00〜11：45

一般演題（ポスター）1 （P—1〜P-15）
ポスター１ 「データベース研究・RMP」
P-1

JADERを用いたアシクロビルとバラシクロビルによる急性腎障害
症例の特徴解析
佐藤 未貴（北海道医療大・薬）

P-2

多発性骨髄腫患者におけるダラツムマブ投与後の
骨髄抑制に関するpilot調査
藤田 晋太朗（札幌北楡病院薬剤部）

P-3

経口抗凝固薬の出血リスクに影響を及ぼす併用薬の網羅的探索研究
中村 咲絵子（東京理科大学

P-4

進（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）

低用量アスピリンとCa拮抗薬併用時における出血リスクの検討
中松 慧（東京理科大学

P-6

薬物治療学研究室）

プレドニゾロン錠の1日量修正を予測する回帰モデルの構築
若林

P-5

薬学部

薬学部

薬物治療学研究室）

非弁膜症性心房細動の日本人患者を対象とした直接経口抗凝固薬の
出血リスク比較
鶴見 彩（東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部）

P-7

薬物性低ナトリウム血症の早期発見のための危険因子及び
自覚症状の探索
森 基（名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

P-8

関節リウマチに対するTNF阻害薬は心不全のリスクか？
角山 香織（大阪薬科大学

P-9

臨床薬学教育研究センター）

国際共同治験で開発された医薬品の市販後の安全性
大口 宗一郎（名城大学薬学部

医薬品情報学研究室）

P-10 JADERデータにおける転帰を判別する説明変数の特徴
麦

洋基（慶應義塾大学理工研究科）

P-11 高齢者における抗うつ薬およびBPSD治療薬の有害事象発現傾向の解析
小川 拓也（武蔵野大学 薬学部）

P-12 医薬品リスク管理計画における患者向医薬品ガイドの規定項目に
関する調査研究
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）

P-13 高齢者における催眠鎮静薬・抗不安薬の有害事象発現傾向の解析
平沼 さつき（武蔵野大学 薬学部）

P-14 製薬企業の医薬品情報担当者（MR）の医薬品リスク管理計画（RMP）
に対する認識調査
續山 敬太（東邦大学医療センター大森病院薬剤部）

P-15 同一成分医薬品の医薬品リスク管理計画書の記載内容調査
國廣 信（北海道医療大・薬）

一般演題（ポスター）2 （P—16〜P-29）
ポスター２ 「医薬品の適正使用・未承認」
P-16 アジスロマイシン細粒の先発品および後発品の比較評価
三田村 しのぶ（摂南大学薬学部医療薬学研究室）

P-17 高カロリー輸液中におけるメトクロプラミド注射液の安定性
畝田 知歩（北海道医療大学薬学部）

P-18 静脈血栓塞栓症の発症予防におけるエドキサバントシル酸塩水和物
投与量の有効性の検討
小澤 美芙由（石巻赤十字病院

薬剤部）

P-19 ヒドロキソコバラミンとビタミンCの反応における特異値分解を
用いた成分の速度論解析
鈴木 有美香（東京理科大学薬学部）

P-20 当院におけるトロンボモデュリンの適正使用状況
山田 早（AMG 上尾中央総合病院 薬剤部）

P-21 各国のスタチン製剤の糖尿病発症リスクに関しての
医療用医薬品添付文書比較
雨宮 菜緒（昭和薬科大学）

P-22 当薬局における疑義照会の実態調査と適正使用に関わる課題について
白山 祐輝（ツルハ）

P-23 「スタチン製剤の糖尿病リスクの増加」の情報に関する
アンケート調査
大澤 美樹（昭和薬科大学）

P-24 製薬企業における人工知能を用いた医薬品情報提供システムの課題
田中 里和（中外製薬株式会社メディカルインフォメーション部）

P-25 静注データを用いない絶対バイオアベイラビリティ推定法の
推定精度検証
岩田 夏美（慶應義塾大学

薬学部）

P-26 名古屋大学医学部附属病院における適応外使用申請内容の解析
鳥本 真由美（名古屋大学医学部附属病院薬剤部）

P-27 糖尿病治療薬の添付文書の潜在意味解析を用いた
代用医薬品推奨へのネットワーク分割
伊東 理絵（東京理科大学薬学部）

P-28 日本及び米国における小児用医薬品の承認状況と適応拡大実施状況
の比較
弘田 紗瑛子（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野）

P-29 適応外使用にも関わらず、保険請求が認められている薬剤の実態
東尾 健太郎（名城大学薬学部医薬品情報学研究室）

一般演題（ポスター）3 （P—30〜P-41）
ポスター３ 「医薬品情報学の教育・医療コミュニケーション」
P-30 若手薬剤師育成における臨床心理士によるコミュニケーション技術
研修の効果
西田 麻以（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構

倉敷中央病院 薬剤部）

P-31 健康医療情報ウェブサイトの構築におけるリンク先の評価
竹田 茉帆（東京理科大学薬学部）

P-32 健康医療情報サイトの構成要素の検討：患者・消費者の
ヘルスリテラシー向上の観点から
佐藤 嗣道（東京理科大学薬学部）

P-33 資材を用いた薬剤師の説明が、患者のジェネリック医薬品に
ついての考えに与える影響
栩野 廣樹（大阪薬科大学）

P-34 生活者からの質問相談内容から作成したOTC販売時の医薬品リスト
利用状況調査

玉田 麻利子（(株)ツルハ八戸江陽店）

P-35 うつ病患者の理解に対する薬局薬剤師の意識
島田 京司（大阪薬科大学）

P-36 医療関係者向け情報サイト「よくある質問と回答」の掲載方法と
閲覧状況の関連について
岩原 良晴（株式会社大塚製薬工場 信頼性保証本部 輸液DIセンター）

P-37 患者の「薬剤師と薬への意識」と薬剤師によるお薬手帳の
活用方法との関連
北潟 和也（大阪薬科大学

社会薬学・薬局管理学研究室）

P-38 アクティブ・ラーニング（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

医療薬学分野）

P-39 患者の薬物治療に対する｢理解と注意意識｣の被影響要因の検討
金岡 洋行（大阪薬科大学

社会薬学・薬局管理学研究室）

P-40 ＭＲの継続教育における問題点と対応策の検討
近澤 洋平（公益財団法人ＭＲ認定センター）

P-41 病院薬剤部門に蓄積される知識・経験を効果的に薬学教育へ生かす試み
石田 実乃莉（摂南大学薬学部

医療薬学研究室）

一般演題（ポスター）4 （P—42〜P-48）
ポスター４ 「地域医療・医療連携、その他」

P-42 うつ病患者の治療における薬局薬剤師と医師の連携状況とその影響要因
庄司 雅紀（大阪薬科大学社会薬学・薬局管理学研究室）

P-43 北野病院の吸入指導ネットワークにおける薬薬連携の現状と課題
壺井 美也子（京都薬科大学

臨床薬学教育研究センター）

P-44 AMR対策の為に実施した石巻医療圏における内服用抗菌薬販売量の調査
佐藤 圭吾（石巻赤十字病院 薬剤部）

P-45 プラセボ効果の個体間変動要因：5-HTTとCOMT遺伝子多型について
堀内 萌衣（慶應義塾大学薬学部）

P-46 授乳婦の薬物療法におけるデータベースを用いた
ナレッジマネジメントの取り組み

落合 彰子（市立札幌病院薬剤部）

P-47 ノセボ効果研究の現状とスタディプロトコール
梶山 実来（慶應義塾大学薬学部）

P-48 院外処方箋の変更調剤に関する事前合意プロトコルに関する
運用効果と評価
山形 真一（国立病院機構沖縄病院薬剤科）

一般演題（ポスター）5 （P—49〜P-57）
ポスター５ 「医薬品情報業務・医薬品管理」

P-49 診療科限定採用としたボノプラザンの使用状況調査および適正使用評価
細川 理博（相澤病院薬剤センター）

P-50 中規模病院における院内フォーミュラリーの導入と課題
下田 賢一郎（医療法人社団寿量会

熊本機能病院薬剤部）

P-51 当院の医薬品副作用情報収集業務について
後藤 貴央（福岡徳洲会病院 薬剤部）

P-52 副作用収集方法の改善に向けた取り組みとその有用性
光田 恵里香（AMG上尾中央総合病院）

P-53 外来患者を対象とした薬剤師による医薬品のアレルギー・副作用情報
の聴取に関する検討
小町 和樹（医療法人社団

緑成会

横浜総合病院）

P-54 問い合わせ記録データベースを有用な情報源とするための
条件確立に向けた探索的研究
森田 陽介（福井大学医学部附属病院薬剤部）

P-55 当院薬局におけるDI検索システムの利用状況調査
大庭 理寛（JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院

医療技術部薬局）

P-56 バルプロ酸ナトリウム細粒使用患者を対象とした医薬品保管状況
阿部 誠也（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院）

P-57 術後硬膜外麻酔の継続における薬剤部の無菌製剤予製業務について
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）

一般演題（ポスター）6 （P—58〜P-62）
ポスター６ 「医療安全・プレアボイド」

P-58 ICUにおける配合変化リスクの分析及び配合変化回避への薬剤師の貢献
篠﨑 浩司（東千葉メディカルセンター薬剤部）

P-59 副作用発現率減少を目指した非イオン性造影剤の選定について
鶴見 裕美（愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院薬剤部）

P-60 不適切処方を誘発する医薬品添付文書の調査
篠田 雅和（北海道社会事業協会 函館病院 薬剤科）

P-61 薬局プレアボイド実践の取り組み
塚田 泰隆（陽月堂薬局）

P-62 プレアボイド報告を通しての腎機能低下高齢者への薬学的介入報告
永瀨 真理子（ＴＭＧ

戸田中央リハビリテーション病院

薬剤科）

