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発表形式 セッション名 発表順 発表日 受付番号 姓 名 所属機関 タイトル
一般演題（口頭発表） 優秀演題候補セッション O-001 5/14 C000028 小瀬 英司 帝京大学医学部附属病院　薬剤部 脳卒中後の高齢サルコペニア患者における抗精神病薬と筋肉量および筋力との関連性
一般演題（口頭発表） 優秀演題候補セッション O-002 5/14 C000023 山田 靜雄 静岡県立大学大学院薬食研究推進センター 薬剤のムスカリン性受容体結合活性に基づく日本版抗コリン負荷スコアの開発
一般演題（口頭発表） 優秀演題候補セッション O-003 5/14 C000026 浜田 将太 医療経済研究機構 介護老人福祉施設入所者における向精神薬・抗認知症薬の処方変化：つくば市の医療・介護データを用いた検討
一般演題（口頭発表） 優秀演題候補セッション O-004 5/14 C000021 丸岡 弘治 介護老人保健施設　横浜あおばの里 介護老人保健施設入所後の生活習慣病治療薬の処方変化 ：多施設共同前向きコホート研究
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）１その他 O-005 5/14 C000014 松本 彩加 熊本リハビリテーション病院 脳卒中回復期高齢患者におけるポリファーマシーと不適切処方の実態とリハビリテーションアウトカムとの関連
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）１その他 O-006 5/14 C000020 七野 洋江 一宮市立木曽川市民病院 当院のポリファーマシー対策における経済的効果
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）１その他 O-007 5/14 C000050 丸山 清子 鈴鹿医療科学大学大学院薬学研究科 加齢マウスにおけるセレコキシブ投与が皮膚に与える影響
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）２その他 O-008 5/14 C000027 藤戸 淳夫 藤戸薬局 5-Fluorouracil投与マウスおける色素沈着発現メカニズムの探索
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）２その他 O-009 5/14 C000033 渡邊 弘祐 埼玉協同病院 介護老人保健施設における薬剤師の介入効果の検討
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）２その他 O-010 5/14 C000037 陶山 泰治郎 三豊総合病院 厚生労働省による「高齢者医薬品適正使用推進事業」を活用したポリファーマシー対策の継続効果について
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）２その他 O-011 5/14 C000042 横山 聡 近畿大学大学院薬学研究科医薬品情報学分野 処方データベースを用いたアミオダロン誘発性甲状腺機能低下症とポリファーマシーの関連性の検討
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）３ O-012 5/14 C000049 高橋 寛 岩手医科大学薬学部 後期高齢者の服用内服薬数に影響を与える外的要因の検討
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）３ O-013 5/14 C000080 杉生 雅和 宝塚市立病院 改良版多剤調整システムによる過小医療への取り組み
一般演題（口頭発表） 処方見直し（ポリファーマシー対策）３ O-014 5/14 C000086 船見 正範 株式会社パワーファーマシー 中央薬局 SGLT2阻害薬の利尿薬投与期間に対する影響 ～ ポリファーマシー対策への有用性の検討
一般演題（口頭発表） 基礎研究その他２ O-015 5/15 C000011 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 高齢者に対するロキサデュスタットの使用実態調査
一般演題（口頭発表） 基礎研究その他２ O-016 5/15 C000012 相松 伸哉 JCHO四日市羽津医療センター 握力、ピンチ力および日常生活動作の評価と分包紙開封性の関係
一般演題（口頭発表） 基礎研究その他２ O-017 5/15 C000016 倉田 なおみ 昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門 摂食嚥下障害－食事状況から導く薬の剤形選択－
一般演題（口頭発表） 基礎研究その他２ O-018 5/15 C000089 井上 稚枝子 倉敷成人病センター 医療安全管理者目線での『転倒・転落」事例への介入
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携１ O-019 5/15 C000018 八鍬 紘治 日本調剤株式会社　東北支店　在宅医療部 入退院時情報共有システムの構築～保険薬剤師の立場から～
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携１ O-020 5/15 C000022 齋藤 香菜子 社会医療法人青嵐会本荘第一病院 入退院時情報共有システムの構築～病院薬剤師の立場から～
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携１ O-021 5/15 C000041 中山 英起 いなこ保険薬局 心不全患者における薬薬連携による患者フォローアップの取り組みに関する調査
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携１ O-022 5/15 C000047 石原 瑛太郎 三豊総合病院 地域包括ケア病棟での病棟薬剤業務実施状況調査～一般病棟と比較して～
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携２その他 O-023 5/15 C000030 出口 昌孝 株式会社メディカルリンク 保険薬局におけるトレーシングレポートを用いた医師に対する情報提供の有用性に関する研究
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携２その他 O-024 5/15 C000055 神保 美紗子 株式会社スギ薬局 地域薬局におけるポリファーマシー対応モデルを基盤とした処方介入の実践
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携２その他 O-025 5/15 C000087 小俣 文香 総合相模更生病院 当院での退院時薬剤サマリーの運用状況の調査報告と課題
一般演題（口頭発表） 薬薬連携・地域連携２その他 O-026 5/15 C000045 佐藤 雅也 総合心療センターひなが 糖負荷によるマウスの認知機能への影響
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発表形式 セッション名 掲載順 受付番号 姓 名 所属機関 タイトル
症例報告 チーム医療・多職種連携 EP-001 C000010 ⻄⼭ 留美 アソシエ薬局 副作⽤発現を疑い服薬情報提供した事で、検査結果が他院へ報告され、実際の副作⽤の原因が把握出来た事例
症例報告 チーム医療・多職種連携 EP-002 C000075 ⼟屋 貴 地⽅独⽴⾏政法⼈福岡市⽴病院機構 福岡市⽴こども病院 ⾼齢糖尿病患者へ退院後の外来まで介⼊し良好な⾎糖コントロールを得られた1症例
症例報告 チーム医療・多職種連携 EP-003 C000085 武⼭ 和也 L.H.Wファーマシー岸⾥店 吸⼊剤使⽤を多職種連携で⽀援することで、副作⽤の早期発⾒とその改善に繋がった⼀症例
症例報告 チーム医療・多職種連携 EP-004 C000088 ⽯井 亮 新居浜協⽴病院 リハビリとの連携により副作⽤症状の改善ができた⼀症例
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-005 C000029 三⾕ 徳昭 ⼀般社団法⼈ミライ在宅委員会 膀胱留置カテーテル抜去の提案
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-006 C000053 菊地 紋嘉 やまびこ薬局 慢性⼼不全患者にサクビトリルバルサルタンが著効した例
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-007 C000054 ⽩⽊ 陽英 ⽼⼈保健施設　悠々の⾥ 介護保険施設における腎機能低下時の糖尿病治療薬の検討〜薬歴の重要性が⽰された症例
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-008 C000064 若松 雄太 宝塚市⽴病院　薬剤部 パロキセチンによる低Na⾎症に対応した薬剤調整の⼀症例
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-009 C000043 須⽥ 潤 スギ薬局　松阪川井町店 ⻑期的な⾼タンパク質摂取の⾒直しにより粘液便を改善できた⼀症例
症例報告 疾患治療・⽼年症候群 EP-010 C000108 加藤 ⼤雅 名古屋⼤学医学部付属病院 蛋⽩質過酸化物AOPPsによるCKD誘発サルコペニアの分⼦機構解析
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-011 C000031 ⼤荒 政志 医療法⼈育和会　育和会記念病院 当院における持参薬のスクリーニング評価と薬剤性QT延⻑症候群を早期発⾒できた事例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-012 C000038 髙橋 祐介 クオール薬局笠間店 複数医療機関受診のポリファーマシー患者に対し、訪問看護師からの相談をきっかけに減薬介⼊した⼀例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-013 C000039 冨⽥ 和志 スギ薬局　碧南城⼭店 漫然投与の薬剤を指摘し、減薬希望の患者に寄与した⼀例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-014 C000058 相宮 幸典 スギ薬局 薬剤師による腎機能評価により、処⽅⾒直しにつながった症例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-015 C000081 藤原 將平 南天薬局 ⻑期服⽤のドンペリドンの中⽌により、嚥下障害、認知機能低下及び妄想が消失した症例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-016 C000082 ⼩原 朋也 東京都健康⻑寿医療センター ⼭梔⼦の⻑期服⽤により特発性腸間膜静脈硬化症（idiopathic mesenteric phlebosclerosis︓IMP）が疑われた⼀症例
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-017 C000065 阿波 勇樹 伊賀市⽴上野総合市⺠病院 不眠時指⽰統⼀への取り組み〜スボレキサント使⽤結果〜
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-018 C000074 建部 宏⼦ 聖隷横浜病院 回復期リハビリテーション病棟における薬剤師の役割〜薬学的介⼊事例の分析・評価〜
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-019 C000079 ⽩⽯ 亜希 飯塚病院 飯塚病院におけるポリファーマシー対策の活動報告
症例報告 処⽅⾒直し（ポリファーマシー対策） EP-020 C000025 緑川 智代 ⼩名浜ときわ苑 介護⽼⼈保健施設における薬剤適正化よる薬剤費への影響
症例報告 服薬⽀援・指導 EP-021 C000032 ⼩坂 隆広 スギ薬局　⼩坂井店 ランソプラゾールOD錠の粉砕によるチューブ詰まりを薬剤の変更により回避できた症例
症例報告 服薬⽀援・指導 EP-022 C000046 奥⽥ 佳苗 スギ薬局東浦店 ピオグリタゾンによる浮腫を改善した症例
症例報告 服薬⽀援・指導 EP-023 C000048 三品 善彦 スギ薬局　正保調剤店 患者の⽣活状況に合わせた服⽤時点の提案により、コンプライアンス改善へつなげた症例
症例報告 服薬⽀援・指導 EP-024 C000062 ⼩野 光⼦ 善快堂薬局 服薬指導と合剤への変更提案により在宅療養患者の短時間作⽤性β2刺激剤吸⼊定期使⽤を適正化した⼀例
症例報告 薬物動態・有害事象 EP-025 C000015 三⾕ 徳昭 ⼀般社団法⼈ミライ在宅委員会 バイアスピリンと⼤腸憩室出⾎
症例報告 薬物動態・有害事象 EP-026 C000044 須藤 志帆 新津医療センター病院 ワルファリンによる出⾎に対する薬学的介⼊を⾏った1症例
症例報告 薬物動態・有害事象 EP-027 C000051 宮下 貴宏 株式会社 スギ薬局 近江⼋幡店 薬剤起因性の⼝渇による多飲を解消した症例
症例報告 薬物動態・有害事象 EP-028 C000052 細⽥ 宗良 株式会社スギ薬局　伊勢⼩俣店 服薬指導前チェックリストの活⽤により吸⼊薬の副作⽤改善に貢献した⼀症例
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-029 C000024 中村 宏洋 中ノ丸薬局 第⼀世代抗ヒスタミン薬を含有するOTC医薬品により認知機能障害が悪化した認知症の１例
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-030 C000057 中⻄ 務 ⼀般社団法⼈　名古屋地域健康企画 認知障害と⾼齢者うつ症状をもつ⼀⼈ぐらしの在宅患者への薬剤師在宅訪問の際、知っておくべき患者情報について
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-031 C000017 ⿊⽥ 秀之 みたき総合病院 胃瘻患者に対してモルヒネ硫酸塩⽔和物徐放細粒２％にオピオイドスイッチし、けんだくボトルを⽤いて簡易懸濁投与した症例
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-032 C000013 渡井 孝幸 クオール薬局三重南店 認知機能低下によりアドヒアランスが低下した⾼齢者への在宅介⼊
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-033 C000019 ⻄⼭ 留美 アソシエ薬局 連携が上⼿くいかない病院に対し⾏った⼊院時薬薬連携事例
症例報告 薬薬連携・地域連携　その他 EP-034 C000056 池内 忠宏 福岡⼤学病院 福岡⼤学病院薬剤部における⾼度薬学管理機能に対応した病院実務研修の評価
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