日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会

一般演題（ポスター発表）プログラム
8月25日（土）
演題番号

示説時間

会場

演題名
超音波懸濁法による内用固形製剤の崩壊懸濁性・経管栄養
チューブ通過性と薬剤安定性に関する研究

筆頭演者

P1-1-01

17:00～17:30

P1-1-02

17:30～18:00

当院での化学療法時のプライミング導入の可否についての検討 香取 史菜

独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター

P1-1-03

17:00～17:30

当院における簡易懸濁法情報共有システムの構築と有用性の
遠又 未佐子
検討

横浜市立大学附属病院

P1-1-04

17:30～18:00

注射薬の１施用ごとの取り揃えの実践（第２報）

千葉医療センター

P1-1-05

17:00～17:30

P1-1-06

17:30～18:00

P1-1-07

17:00～17:30

P1-1-08

17:30～18:00

抗がん剤バイアル製剤の分割使用の有用性についての検討

P1-1-09

17:00～17:30

院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル導入による業務
寺田 秋穂
改善の検討

P1-1-10

17:30～18:00

P1-1-11

17:00～17:30

検査値の有無による適正使用の現状

福島 詩織

戸田中央総合病院

P1-1-12

17:30～18:00

特定薬剤治療管理料2算定体制の構築

井口 麻美

東京都立多摩総合医療センター

P1-1-13

17:00～17:30

草加市立病院における全自動PTPシート払出装置(ROBO-PICK
小澤 絵里菜
Ⅱ)導入後の安全性評価

草加市立病院

P1-1-14

17:30～18:00

調剤室の業務軽減を目指して～処方変更を考える～

矢部 晴菜

自治医科大学さいたま医療センター

P1-1-15

17:00～17:30

注射調剤時に用いる腎機能チェックシート作成に向けての取り
組み

野口 直輝

草加市立病院

P1-1-16

17:30～18:00

グローブ付経口抗がん剤調製システムの導入について

石和田 遼

千葉県こども病院

P1-2-01

17:00～17:30

長尾 幸恵

IMS（イムス）グループ 明理会中央総合病院 薬剤部

P1-2-02

17:30～18:00

原 寛典

自治医科大学附属病院

P1-3-01

17:00～17:30

阿部 智美

東京都立多摩総合医療センター 薬剤科

P1-3-02

17:30～18:00

竹内 亜理沙

東京都立多摩総合医療センター

P1-3-03

17:00～17:30

澤端 真依

東京都立多摩総合医療センター 薬剤科

P1-3-04

17:30～18:00 第1ギャラリー 患者に不安を与えた、薬剤と紙おむつの着色反応

齊藤 文香

医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 薬剤部

P1-3-05

17:00～17:30

持参薬鑑別における代替薬表の作成と医師による評価

小林 誠子

社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院

P1-4-01

17:00～17:30

公立富岡総合病院におけるAST活動報告

金井 威

公立富岡総合病院

P1-4-02

17:30～18:00

田中 智

新潟万代病院 薬剤部

P1-4-03

17:00～17:30

井坂 英典

石岡循環器科脳神経外科病院

P1-4-04

17:30～18:00

一沢 麻衣

国立病院機構 千葉医療センター 薬剤部

P1-4-05

17:00～17:30

赤川 善彦

社会福祉法人 仁生社 江戸川病院

P1-4-06

17:30～18:00

面来 晃二

東京都済生会中央病院

P1-4-07

17:00～17:30

戸田 裕太

厚木市立病院 薬剤科

P1-4-08

17:30～18:00

村田 明子

済生会横浜市南部病院 薬剤部／済生会横浜市南
部病院 ICT

P1-4-09

17:00～17:30

医薬品廃棄と抗菌薬廃棄の現状調査

宮永 祐貴

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部

P1-4-10

17:30～18:00

中小病院における簡易診療マニュアルは抗菌薬適正使用となり
清原 健二
得るか

特定医療法人新生病院 薬局課

P1-4-11

17:00～17:30

原因菌が特定できず治療に難渋した脳膿瘍の一例

国際医療福祉大学塩谷病院 薬剤部

P1-4-12

17:30～18:00

当院におけるESBL産生菌の分離状況と抗菌薬使用実態につい
井浦 裕美
て

医療法人社団 三思会 くすの木病院 薬剤科

P1-4-13

17:00～17:30

当院における経口第三世代セフェム系抗菌薬の使用実態調査 齊田 峻

医療法人社団 康心会 湘南東部総合病院 薬剤科

P1-4-14

17:30～18:00

A-DROP方式による重症度評価された患者に対する抗菌薬投
与日数に関する調査

桐生 雅史

伊勢崎市民病院

P1-4-15

17:00～17:30

内用液剤・消毒薬の開封後の使用期限の調査

木村 典子

埼玉協同病院 薬剤科

P1-5-01

17:00～17:30

佐藤 良太

社会福祉法人 埼玉医療福祉会 丸木記念福祉メ
ディカルセンター 薬局

P1-5-02

17:30～18:00

土屋 未来広

鶴巻温泉病院

P1-5-03

17:00～17:30

中澤 宏実

特定医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂
君津病院 薬局

P1-5-04

17:30～18:00

永吉 ひとみ

順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部

P1-5-05

17:00～17:30

鈴木 美和子

NTT東日本関東病院 薬剤部／緩和ケアチーム

田中 真燈

畑下 真希

当院におけるニカルジピン塩酸塩注射液による静脈炎等発生
石田 留美
の要因調査
バイアル内圧が陽圧に傾きやすい、抗がん剤の混注手技に関
嶌田 孝
する検討
超高額薬価薬品の処方せん発行への安全対策(第3報) ～グレ
西川 和宏
カプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤～
廣田 侑真

筆頭演者所属
日本薬科大学 臨床薬学部門

東京都立大塚病院
医療法人社団 徳成会 八王子山王病院
医療法人SHIODA 塩田病院
国立病院機構 千葉医療センター
公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センタ
－

演題取り下げ

明理会中央総合病院におけるリツキサン注からリツキシマブBS
注への変更に伴う現状報告
脊髄性筋萎縮症治療薬ヌシネルセンNaの供給管理方法に関す
る有用性の検討
経口糖尿病治療薬の適正な用法に対する薬剤師の院内情報提
供効果の検証
レボセチリジン塩酸塩の処方箋疑義照会の傾向と注意喚起後
の変化について
疑義照会事例から考える医薬品相互作用の未然防止策

ASPにより治療に成功した過粘稠性Klebsilla pneumoniaeによ
る侵襲性肝膿瘍症候群の1例
2系統耐性緑膿菌（MEPM・AMK耐性）かつ腎障害を伴う複雑性
尿路感染症の1例 ～グラム染色のリアルタイム性～
抗微生物薬の適正使用に関わる医療従事者の使用実態調査
～抗インフルエンザ薬の予防投与に関する検討～
当院におけるダプトマイシンの使用実態調査 ～抗MRSA薬の
適正使用に向けて～
タゾバクタム/ピペラシリン投与患者の血清Na値変化と腎機能
の関係
神奈川県下6施設における抗菌薬の後発医薬品への変更の調
査について
済生会横浜市南部病院における薬剤師による手指消毒遵守率
向上への取り組み

腎機能低下を認めた患者の呼吸困難および腹部膨満感に対し
ミダゾラムが症状緩和に有効であった一例
療養病棟においてがん性疼痛および呼吸困難感に対しモルヒ
ネを導入した1症例
薬剤師主導でオピオイドスイッチングを可能にした症例 ～真の
標準化を目指して～
悪性消化管閉塞における薬物療法の有効性・副作用の後方視
的検討
難治性がん疼痛にメサドン塩酸塩錠が有効であった2症例

直井 雅典

1．医薬品調製 2．医薬品管理 3．医薬品情報 4．抗菌化学療法、感染制御 5．緩和ケア 6．医療安全 7．がん化学療法 8．薬物療法、投与設計 9．チーム医療
10．患者指導 11．医療経済、マネジメント 12．薬薬連携、地域連携 13．教育、研究 14．病棟薬剤業務 15．精神科領域、高齢者医療 16．その他

日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会

一般演題（ポスター発表）プログラム
演題番号

示説時間

P1-5-06

17:30～18:00

P1-5-07

17:00～17:30

P1-5-08

17:30～18:00

P1-5-09

17:00～17:30

P1-5-10

17:30～18:00

P1-5-11
P1-6-01

会場

演題名
筆頭演者
当院における多職種連携による疼痛管理 〜入院・外来を通し
降旗 聖子
て疼痛管理に病院薬剤師が関わった一例〜
医療用麻薬・使用推進の方策～「ダメ。ゼッタイ。」と、関東ブ
小林 隆
ロック1都9県の地域保健医療計画等について
緩和ケアチームに参画する薬剤師の質向上および改善に向け
三ツ木 英子
た実態調査
当院におけるナルデメジントシル酸塩の使用状況調査

伊部 聡子

医薬看３職種協働で行う、緩和ケア病棟での麻薬の適正な管理
大室 直樹
～3年間の対策と成果～
第1ギャラリー
ヒドロモルフォン速放錠によるケミカルコーピングが疑われた一
17:00～17:30
細 直子
例
当院における医師インシデント（プレアボイド）報告への薬剤部
17:00～17:30
二瓶 大輔
の取組み

P1-6-02

17:30～18:00

P1-6-03

17:00～17:30

P1-6-04

17:30～18:00

P1-6-05

17:00～17:30

P1-6-06

17:30～18:00

P1-6-07

17:00～17:30

P1-6-08

17:30～18:00

P1-6-09

17:00～17:30

P1-6-10

17:30～18:00

P1-6-11

睡眠薬使用量の変化に伴う転倒関連インシデントの変化
プロトンポンプ阻害薬が一因となり低Mg血症を呈した結腸右半
切除＋回腸部分切除後回盲部悪性リンパ腫の一例
春日部中央総合病院における転倒・転落と睡眠薬の関係性に
ついて
タゾバクタム/ピペラシリン併用がワルファリン服用患者のPTINRに及ぼす影響
医療用医薬品のバーコード表示、照合に利用されるバーコード
の種類についての調査
転倒・転落と睡眠導入薬服用患者との関連性

筆頭演者所属
新渡戸記念中野総合病院 薬剤科
かじ町薬局
聖路加国際病院 薬剤部
関東労災病院
松戸市立福祉医療センター東松戸病院
独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病
院
平塚市民病院 薬剤部

竹内 悟士

横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

篠原 佳祐

佐久医療センター 薬剤部

伊佐 友梨香

IMS（イムス）グループ 春日部中央総合病院 薬剤部

西垣 哲太

横浜市立大学附属病院 薬剤部

小川 りさ

千葉医療センター

赤羽根 結衣

日本薬科大学

五苓散中止により低ナトリウム血症の改善を認め薬学的介入が
落合 有美香
奏功した症例
病院に併設された介護老人保健施設での出向薬剤業務 ～完
松本 美佳子
全アウェイからサブホームになるまで
保険薬局からの疑義照会から得られた問題点を改善する取り
齊藤 安昌
組み

独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院
薬剤部
柏市立柏病院 薬剤科／柏市立介護老人保健施設
はみんぐ

17:00～17:30

医薬品に着目した転倒再発の危険因子の検討

石川 緩

東京女子医科大学東医療センター

P1-6-12

17:30～18:00

当院における血管外漏出に対する注意喚起への取り組み

佐藤 史也

立正佼成会附属 佼成病院

P1-6-13

17:00～17:30

当院脳神経外科におけるレベチラセタム使用実態調査

相原 里咲

茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院

P1-6-14

17:30～18:00

回復期リハビリテーション病院における転倒・転落と薬剤の関係
戸田 康平
性についての調査

イムス板橋リハビリテーション病院

P1-6-15

17:00～17:30

調剤室内におけるヒヤリハット報告の現状分析と今後の課題

雨笠 愛実

足利赤十字病院

P1-6-16

17:30～18:00

調剤における薬物治療の安全管理について

飯田 真弓

東海大学医学部付属八王子病院

P1-6-17

17:00～17:30

当院の薬剤関連インシデント・アクシデント2年分を分析して見え
江口 真由
てきたもの

総合相模更生病院

P1-6-18

17:30～18:00

薬剤部内で発生したインシデント事例の検証結果について

中山 哲雄

地方独立行政法人 栃木県立がんセンター

P1-7-01

17:00～17:30

抗がん剤自動監査システムの有用性に関する検討

岩立 智

東海大学医学部付属東京病院

P1-7-02

17:30～18:00

中村 昌司

さいたま市立病院

寺坂 裕希

医療法人新青会 川口工業総合病院

嶋田 烈

獨協医科大学埼玉医療センター

西場 弘美

JCHO 群馬中央病院 薬剤科

田島 英

栃木県立がんセンター

P1-7-03
P1-7-04
P1-7-05

進行・再発胃癌に対するラムシルマブ+パクリタキセル療法にお
ける好中球減少・FN発現状況の調査
高齢者に対するがん化学療法のレジメン選択の検討 ～重篤な
17:00～17:30 第2ギャラリー
有害事象を回避し,継続的な治療を目指すために～
進行再発乳癌患者における腎機能を考慮したTS-1®の適正使
17:30～18:00
用調査
フッ化ピリミジン系抗がん剤投与時に、舌に色素沈着を呈した一
17:00～17:30
例

P1-7-06

17:30～18:00

P1-7-07

17:00～17:30

P1-7-08

17:30～18:00

P1-7-09

17:00～17:30

P1-7-10

17:30～18:00

P1-7-11

17:00～17:30

P1-7-12

17:30～18:00

P1-7-13

17:00～17:30

P1-7-14

17:30～18:00

P1-8-01

17:00～17:30

P1-8-02

17:30～18:00

P1-8-03

17:00～17:30

P1-8-04

17:30～18:00

P1-8-05

17:00～17:30

ペグフィルグラスチムの一次予防投与状況調査

FOLFIRINOXレジメンにブチルスコポラミン臭化物を追加した際
内田 美穂
の早期コリン様症状の発現抑制効果
がん化学療法の支持療法により既往の不安発作が出現した一
土橋 侑介
症例
外来化学療法時における薬剤師介入の効果
がん化学療法におけるB型肝炎ウイルス感染スクリーニングの
取り組み
S-1胃癌術後補助化学療法におけるRP値を用いた治療完遂率
についての調査
乳がんTC療法に対する経口デキサメタゾン予防投与量の違い
における悪心及び浮腫の発現率調査
癌化学療法における制吐目的のオランザピン投与で過量投与
が疑われた症例
Temozolomideによる悪性神経膠腫の治療
～血液透析患者
へ減量する必要があるか～
当院薬剤部における処方適正化の現状調査 ～ポリファーマ
シーの是正を目指して～
当院におけるプレガバリンの初回投与量の実際

獨協医科大学埼玉医療センター
社会医療法人 博愛会 菅間記念病院

上田 大貴

自治医科大学附属さいたま医療センター

山本 瑞貴

山梨県立中央病院

及川 嵩人

岩手県立中央病院

篠原 ひろみ

千葉医療センター 薬剤部

石井 俊一

昭和大学藤が丘病院

澤近 幸芳

済生会宇都宮病院 薬剤部

栗原 麻奈美

桐生厚生総合病院

染谷 亮太

社会福祉法人 仁生社 江戸川病院

閉経後乳癌患者へのアロマターゼ阻害薬投与に伴う骨折に対
伏見 範子
するビスホスホネート製剤の有効性と安全性の評価
当院におけるバンコマイシン適正使用に向けた取り組みとその
三浦 幹剛
評価
当院におけるアリロクマブの適正使用状況調査

国家公務員共済組合連合会 三宿病院

間庭 法子

東京理科大学 薬学部
帝京大学ちば総合医療センター 薬剤部
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病
院 薬剤科

1．医薬品調製 2．医薬品管理 3．医薬品情報 4．抗菌化学療法、感染制御 5．緩和ケア 6．医療安全 7．がん化学療法 8．薬物療法、投与設計 9．チーム医療
10．患者指導 11．医療経済、マネジメント 12．薬薬連携、地域連携 13．教育、研究 14．病棟薬剤業務 15．精神科領域、高齢者医療 16．その他

日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会

一般演題（ポスター発表）プログラム
演題番号

示説時間

会場

演題名

P1-8-06

17:30～18:00

P1-8-07

17:00～17:30

P1-8-08

17:30～18:00

P1-8-09

17:00～17:30

P1-8-10

17:30～18:00

P1-8-11

17:00～17:30

P1-8-12

17:30～18:00

P1-8-13

17:00～17:30

P1-8-14

17:30～18:00

P1-8-15

17:00～17:30

P1-8-16

17:30～18:00

P1-8-17

17:00～17:30

P1-8-18

17:30～18:00

P1-9-01

17:00～17:30

P1-9-02

17:30～18:00

P1-9-03

17:00～17:30

P1-9-04

17:30～18:00

P1-9-05

17:00～17:30

薬物乳汁移行性についての情報共有に関する当院の取り組み 相差 範子

水戸赤十字病院

P1-9-06

17:30～18:00

白糖・ポピドンヨード配合軟膏の異なる製剤品が臨床効果に及
ぼす影響の実態調査

鷲尾 彩菜

昭和大学薬学部 病院薬剤学講座／昭和大学横浜
市北部病院 薬剤部

P1-9-07

17:00～17:30

褥瘡担当薬剤師に求められる研修会の内容について

田嶋 真友花

牧田総合病院

P1-9-08

17:30～18:00

香取 優介

東京西徳洲会病院

P1-9-09

17:00～17:30

樅山 淳子

東京都立大塚病院 薬剤科

P1-9-10

17:30～18:00

当院における手指消毒剤個人持ちへの取り組み

川邉 康平

東海大学医学部付属大磯病院

P1-9-11

17:00～17:30

ICTからASTへ ～抗菌薬適正使用に向けた取り組み～

小山 和明

深谷赤十字病院

P1-9-12

17:30～18:00

院内採用薬の妊娠中・授乳中の服薬早見表の作成

川口 敦美

東京都立墨東病院 薬剤科

薬剤師主導のAST活動体制の構築

井手 祐希

国立病院機構 埼玉病院 AST／薬剤部

ポリファーマシーに対する薬剤師の意識調査
当院におけるルビプロストン採用後の下剤処方状況に関する調
査
デパケン® 細粒からバルプロ酸ナトリウム細粒40％「EMEC」の
切り替え前後における調査
透析患者におけるトロンボモデュリン アルファの治療効果に関
第2ギャラリー
連する因子の検討
シベンゾリン内服患者における初期投与量と初期投与ノモグラ
ムとの比較
インスリン治療中の2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジン
投与時の低血糖に関する検討
術後膵液漏に対するオクトレオチドの適応外使用に関する有効
性・安全性の検討
高齢者のポリファーマシーを適切に管理するための検討
バンコマイシン塩酸塩注の使用状況の評価 ～薬剤師が適正使
用を推進する～
人工膝関節全置換術および人工股関節全置換術施行患者にお
けるエドキサバンの用法用量とDVT発症に関する検討
塩酸バンコマイシン注投与設計における腎機能評価と適正量の
決定について
当院での変形性膝関節症術後による深部静脈血栓症発症状況
の調査
経腸栄養剤変更に伴うワルファリン服用患者のPT-INRの変化
についての調査
授乳と薬剤に関する実態調査と課題

筆頭演者
髙際 心

IMS(イムス)グループ 春日部中央総合病院 薬剤部

武藤 晴南

IMSグループ 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウ
ム病院

柴田 渉

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部

金本 春香

AMG 上尾中央総合病院

森 沙織

獨協医科大学埼玉医療センター

小池 美和

AMG 上尾中央総合病院

櫻田 直也

AMG 上尾中央総合病院

玉井 一也

国際医療福祉大学病院 薬剤部

和田 実佳子

東京都立墨東病院 薬剤科

池田 大地

諏訪赤十字病院

藤田 ちひろ

中野共立病院

堀 沙輝子

太田総合病院

櫻場 秀一

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 薬剤部

佐藤 裕子

仙台医療センター

エルネオパNFは、ビタミン・微量元素以外は従来品と同一なの
倉本 敬二
か？
抗菌薬適正使用支援チームと病棟薬剤師連携による
弓長 藤佳
Antimicrobial Stewardship実践効果
千葉西総合病院における心臓病教室の参加人数調査からわか
吉田 裕紀
ること

NST参加への取り組み～NST臨床研修プログラムでの一症例
～
大塚病院における母乳育児推進への取り組み ～薬剤師の立
場から～

筆頭演者所属

国際医療福祉大学 薬学部
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 薬
剤部
千葉西総合病院 薬剤科

第3ギャラリー
P1-9-13

17:00～17:30

P1-9-14

17:30～18:00

P1-9-15

17:00～17:30

P1-9-16

17:30～18:00

免疫チェックポイント阻害薬による皮膚障害への取り組み

P1-9-17

17:00～17:30

当院における経口抗菌薬・静注抗菌薬の使用実態調査～分離
丸山 寛貴
菌からの考察～

新潟県立中央病院

P1-9-18

17:30～18:00

認知症ケアチームにおける薬剤師の取り組みについて

本間 美波

県立燕労災病院

P1-9-19

17:00～17:30

濵 至寛

諏訪赤十字病院 薬剤部

徳洲会グループにおける応援業務の報告と地域医療への応用
阿部 ひかり
について
糖尿病透析予防外来において服薬アドヒアランスが与える影響
木村 正彦
の検討
坂口 貴大

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
国際医療福祉大学病院 薬剤部

演題取り下げ

P1-10-01 17:00～17:30

当院における外来がん患者指導の取り組み

P1-10-02 17:30～18:00

急性心不全患者の服薬アドヒアランス向上への関わり ～独居
小嶋 恭平
高齢者の1症例～

公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 薬剤室

P1-10-03 17:00～17:30

白内障手術患者における点眼教室(集団指導)の有用性

寒河江 美涛

大森赤十字病院 薬剤部

P1-10-04 17:30～18:00

特定薬剤治療管理料2新設に伴うマニュアル改定と成果

堀 晴香

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 薬務局

P1-10-05 17:00～17:30
P1-10-06 17:30～18:00

小児期発症自己免疫疾患患者における生物学的製剤導入時の
田口 真由子
薬剤部の関わり
院内調剤における一包化患者に対する残薬と服薬管理に関す
尾嵜 秀次
る調査

H.E.Cサイエンスクリニック

P1-10-07 17:00～17:30

当院における化学療法導入時の薬剤師の取り組み

P1-10-08 17:30～18:00

中小規模医療機関における高濃度ビタミンC点滴療法施行中の
洞毛 美沙
患者に対する薬剤管理指導

IMS(イムス）グループ 三愛会総合病院

P1-10-09 17:00～17:30

当院における周術期患者の薬学的管理の現状と課題

越谷市立病院 薬剤科

P1-10-10 17:30～18:00
P1-10-11 17:00～17:30

小林 神奈

東京慈恵会医科大学附属柏病院 薬剤部

高橋 未來

整形外科領域における薬剤師のPatient Flow
大貫 奏
Management(PFM)介入報告
患者の吸入手技の理解度をスコア化した取り組み ～吸入指導
小野口 雅之
の改善に向けて～

特定医療法人 愛仁会 太田総合病院

順天堂大学医学部附属練馬病院 薬剤科
JMA 東埼玉総合病院 薬剤科

1．医薬品調製 2．医薬品管理 3．医薬品情報 4．抗菌化学療法、感染制御 5．緩和ケア 6．医療安全 7．がん化学療法 8．薬物療法、投与設計 9．チーム医療
10．患者指導 11．医療経済、マネジメント 12．薬薬連携、地域連携 13．教育、研究 14．病棟薬剤業務 15．精神科領域、高齢者医療 16．その他
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一般演題（ポスター発表）プログラム
演題番号

示説時間

会場

演題名

筆頭演者

P1-10-12 17:30～18:00

薬剤師による英語での初回インタビューの検討

P1-10-13 17:00～17:30

産婦人科外来での術前面談における薬剤師の活動並びにその
庄 伸繕
成果〜入退院支援への一歩〜

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院

P1-10-14 17:30～18:00

入院サポートセンターにおける薬剤師介入の現状と今後の展望 長村 茉由子

つくばセントラル病院

P1-10-15 17:00～17:30

当院におけるミティキュアR ダニ舌下錠の運用と評価

秋葉 久典

医療法人鉄蕉会 亀田クリニック

P1-10-16 17:30～18:00

三井記念病院 薬剤師による術前外来の業務報告

田中 彩子

社会福祉法人 三井記念病院

P1-11-01 17:00～17:30

当院のDVO導入による薬剤廃棄削減額の推計

坂元 雄作

医療法人社団苑田会 苑田第一病院

神長 雅浩

独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター

佐藤 拓行

IMS(イムス)グループ 春日部中央総合病院 薬剤部

長谷川 匡史

埼玉県済生会川口総合病院

吉川 円

IMS（イムス）グループ 東戸塚記念病院

磯部 理恵

新潟南病院

森山 愛子

IMS(イムス)グループ 春日部中央総合病院 薬剤部

山口 絢子

筑波大学附属病院

P1-11-02 17:30～18:00
P1-11-03 17:00～17:30
P1-11-04 17:30～18:00
P1-11-05 17:00～17:30
P1-11-06 17:30～18:00
P1-12-01 17:00～17:30
P1-12-02 17:30～18:00
P1-12-03 17:00～17:30
P1-12-04 17:30～18:00
P1-12-05 17:00～17:30

連携体制整備による診療報酬の効果について ～緩和ケアチー
ム薬剤師と病棟薬剤師の連携～
バランスト・スコアカードが薬剤部職員の個人目標立案に与える
影響
当院における肝性腹水・浮腫に対するサムスカの使用成績とク
リニカルパス
業務管理の可視化への取り組み ～BSC導入後の課題解決を
目指して～-第二報5S、KAIZEN活動による薬剤部の業務改善効率化とその効果に
ついて ～より質の高い薬剤管理業務への第一歩～
院外処方における疑義照会プロトコールの導入～円滑で安全な
外来診療への取り組み～
お薬手帳の記載方法に関する実態調査（第2報）

飯島 冴香

筆頭演者所属

アナフィラキシーショック初期対応に対するエピペン®トレーニン 秋山 眞太郎
グ効果及び意識度調査（第2報）
当院における院外処方箋への検査値導入に対する院外薬局へ
三谷 真純
のアンケート調査と疑義照会調査
外来経口抗がん剤服用患者における病院・保険薬局間の情報
薮内 悠希
共有の現状と課題

東京都済生会中央病院

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部
群馬県立がんセンター
慶應義塾大学薬学部 医療薬学・社会連携センター
社会薬学部門

P1-12-06 17:30～18:00

院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコルの効果

戸田 優菜

埼玉医科大学国際医療センター 薬剤部

P1-12-07 17:00～17:30

急性期病床のみを有する病院における薬薬連携の取り組み

倉持 剛

筑波メディカルセンター病院

P1-12-08 17:30～18:00

院外処方箋への検査値表示の有用性について

相田 和希

佐野厚生総合病院 薬剤部

P1-12-09 17:00～17:30

『当院における事前合意に基づく疑義照会の取り組みについて』 稲見 達也

P1-13-01 17:00～17:30
P1-13-02 17:30～18:00
P1-13-03 17:00～17:30
P1-14-01 17:00～17:30
P1-14-02 17:30～18:00
P1-14-03 17:00～17:30
P1-14-04 17:30～18:00
P1-14-05 17:00～17:30
P1-14-06 17:30～18:00
P1-14-07 17:00～17:30

病院薬剤師向けの実践的な研修会を開催して～平成29年度取
り組み報告～
改訂モデル・コアカリキュラムに向けた取り組み ～チューター
第3ギャラリー
制と患者介入ステータス～
病棟薬剤師教育におけるPOSを用いた症例報告の有用性の検
証 Vol.1
冠動脈造影や経皮的冠動脈形成術の結果を考慮した処方提案
～循環器病棟における薬物療法への関与～
慢性期病院におけるマグネシウム製剤の適正使用に向けた取
り組み
当院における減薬と薬剤総合評価調整加算の算定状況につい
ての調査
調剤室でできる病棟薬剤業務

千葉西総合病院

寺田 芳弘

山梨県病院薬剤師会 生涯研修委員会／山梨大学
医学部附属病院 薬剤部

永木 晶子

医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院

稲葉 健二郎

社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院 薬
剤部

塗木 勇介

川口工業総合病院

野口 宣之

新越谷病院 薬剤科

西 恵理子

一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 薬剤部

野間 俊吾

横浜栄共済病院

多剤投薬での薬剤師介入による減薬症例の調査を実施して～
大野 弘貴
精神・療養・回復期病院での病棟業務への利活用～
病棟薬剤業務日誌の書式変更による病棟薬剤師の処方介入件
岸 裕也
数の把握と評価
小児科領域における薬剤師フィジカルアセスメントの標準化を目
舟田 詩歩子
指した取り組み

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院
東京薬科大学
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病
院 薬剤科

P1-14-08 17:30～18:00

病棟薬剤業務による処方確認と相談応需に関する検討 第2報 佐野 弘武

IMS(イムス)グループ 三愛会総合病院

P1-14-09 17:00～17:30

顧客満足度分析を用いた病棟薬剤師業務の評価～医師・看護
石毛 佑樹
師へのアンケート調査～

医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター

P1-14-10 17:30～18:00

周術期における術前高血糖患者の現状調査と今後の展望

総合相模更生病院

P1-14-11 17:00～17:30
P1-14-12 17:30～18:00

河野 健

「内服管理アセスメントシート」を活用した高島平中央総合病院
原島 大輔
における内服管理評価の標準化に関する検討
さいたま赤十字病院整形外科病棟における薬剤師による入院
井上 朋子
時の術前中止薬確認を通した病棟薬剤師業務の役割

高島平中央総合病院 薬剤部
さいたま赤十字病院 薬剤部

P1-14-13 17:00～17:30

当院における病棟薬剤業務実施加算に関する業務分析

下平 貴弘

医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院

P1-14-14 17:30～18:00

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度評価への関わり

馬替 仁

日本医科大学千葉北総病院 薬剤部

P1-14-15 17:00～17:30

カルバペネム系抗菌薬投与患者を対象とした薬剤師カンファレ
水草 博希
ンスの報告

春日井市民病院 薬剤部

P1-14-16 17:30～18:00

当院における薬剤総合評価調整加算に関する現状

朝川 裕太

イムス富士見総合病院 薬剤部

森口 寿郎

社会福祉法人三井記念病院

古川 愛子

国立病院機構 水戸医療センター

庄司 航

国立病院機構 水戸医療センター

木村 賢治

東京都立多摩総合医療センター 薬剤科

P1-14-17 17:00～17:30
P1-14-18 17:30～18:00
P1-14-19 17:00～17:30
P1-14-20 17:30～18:00

病棟担当薬剤師の薬物治療関与事例について ～業務分析に
おける問題点の考察～
人食いバクテリアに感染した敗血症患者の救命に薬剤師が介
入した一例
心肺停止患者に対して、薬剤師による入院時初回面談により急
性薬物中毒と判明した一症例
病棟薬剤業務における医療安全への介入
～処方提案事例から～

1．医薬品調製 2．医薬品管理 3．医薬品情報 4．抗菌化学療法、感染制御 5．緩和ケア 6．医療安全 7．がん化学療法 8．薬物療法、投与設計 9．チーム医療
10．患者指導 11．医療経済、マネジメント 12．薬薬連携、地域連携 13．教育、研究 14．病棟薬剤業務 15．精神科領域、高齢者医療 16．その他

日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会

一般演題（ポスター発表）プログラム
演題番号

示説時間

会場

P1-14-21 17:00～17:30

演題名
薬剤師の介入による減薬と入院期間短縮への可能性

第3ギャラリー
P1-14-22 17:30～18:00
P1-15-01 17:00～17:30
P1-15-02 17:30～18:00
P1-15-03 17:00～17:30
P1-15-04 17:30～18:00

ベバシズマブ併用化学療法中患者の緊急手術に病棟薬剤師が
関与した一例
精神疾患患者に対するカフェインの心理教育ツールの開発とそ
の評価～その２～
介護老人保健施設においてワルファリンカリウムのコントロール
を行った2例
不眠症に対するスボレキサントの治療効果に影響を及ぼす因
子の検討
注射抗菌薬適正使用への取組み ～精神科単科病院が感染防
止対策地域合同カンファレンスへ参加して～

筆頭演者

筆頭演者所属

宮下 諒

彩の国東大宮メディカルセンター

小濱 翠

聖母病院

出川 えりか

埼玉精神神経センター

鈴木 悠里

公益財団法人ときわ会 常磐病院

山中 佑也

AMG 上尾中央総合病院

佐合 絵里

医療法人崇徳会 田宮病院

P1-15-05 17:00～17:30

抗精神病薬の種類と誤嚥性肺炎の発症状況に関する調査

山下 真由

北里大学薬学部

P1-15-06 17:30～18:00

診療報酬改定に伴う精神神経科入院症例の抗うつ薬処方実態 若山 美穂

北里大学薬学部

P1-16-01 17:00～17:30

当院における電子カルテ導入前後の院内の薬剤運用

川添 潤

いずみ記念病院／昭和大学病院 薬剤部

P1-16-02 17:30～18:00

Education for newcomers ～皆で新人を育てよう 第2報～

浅子 由衣

医療法人康麗会 越谷誠和病院

川口 友理

千葉メディカルセンター

土屋 博子

医療法人健周会 東新潟病院 薬剤科

市原 航

千葉徳洲会病院 薬剤部

中山 怜奈

日本赤十字社医療センター 薬剤部

田中 雄大

社会医療法人財団 埼玉石心会病院 薬剤部

錦織 枝里子

医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院

菊池 良介

山梨大学医学部附属病院 薬剤部

P1-16-03 17:00～17:30 第4ギャラリー
P1-16-04 17:30～18:00
P1-16-05 17:00～17:30
P1-16-06 17:30～18:00
P1-16-07 17:00～17:30
P1-16-08 17:30～18:00
P1-16-09 17:00～17:30
P1-16-10 17:30～18:00
P1-16-11 17:00～17:30

アンケート結果に基づく勉強会の開催とその評価～さらなるス
キルアップを目指して～
新潟県病院薬剤師会開催の研修会と日病薬eラーニングに関す
る調査～日病薬病院薬学認定制度をふまえて～
TPNチェックシートの作成～中心静脈栄養における理解度の確
認をもとに～
静脈血栓塞栓症予防におけるエドキサバンの安全性と有効性
の検討
当院で新たに導入した手術室サテライトファーマシーでの業務
内容と今後の展望
IT化による業務改善の取り組み-システム作製による抗菌薬使
用の適正化活動について当院における抗がん剤曝露対策と環境調査の結果について

注射剤のゴム栓に関するアンケート調査 ~穿刺時に誰もがわか
小野﨑 大地
るゴム栓刻印を求めて~
小児におけるノベルジン®錠の服薬アドヒアランス向上に向けた 大久保 莉菜
検討

医療法人慈啓会 白澤病院 薬剤部
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
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