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11月17日（日）
第1会場 （なら100年会館1F　大ホール）
開会式　9：30～10：15

特別記念講演　10：30～11：30

おもしろ仏教講座
講師： 笑い飯      中西　哲夫氏

ランチョンセミナー1　12：00～13：00
座長：秋津鴻池病院   薬局長      中村　恵暢

脊椎疾患の治療の実際とその治療薬剤選択
講師： 奈良県立医科大学   整形外科学教室   助教      田中　誠人
共催： 第一三共株式会社

分科会1　13：20～15：50　抗微生物薬の適正な使用の推進のために
座長：一般社団法人兵庫県薬剤師会   常務理事      金　啓二

　 保険薬局における抗菌薬適正使用
奈良県立医科大学附属病院感染症センター   助教      小川　拓

　 耳鼻咽喉科開業医での抗菌薬適正使用実践例
まえだ耳鼻咽喉科クリニック院長      前田　稔彦

　 抗菌薬適正使用支援への薬剤師の関わり
恩賜財団済生会中和病院   薬剤部   統括係長      志野　訓之

第22回近畿薬剤師学術大会　プログラム
笑顔あふれる“薬師のこころ”～いにしえの都から新しい時代の幕開け～

（敬称略）
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第2会場 （なら100年会館2F　中ホール）
モーニングセミナー　8：40～9：30

座長：奈良県立医科大学附属病院   薬剤部   部長      辻　力夫

関節リウマチ薬物治療の歩み
講師： 奈良県立医科大学   リウマチセンター   病院教授      藤本　隆
共催： アッヴィ合同会社

ランチョンセミナー2　12：00～13：00
座長：天理よろづ相談所病院   薬剤部   部長      奥野　智之

薬剤師に期待するポリファーマシー対策
講師： 医療法人やわらぎ会やわらぎクリニック   院長      北　和也
共催： 沢井製薬株式会社

分科会4　13：20～14：20　薬剤師のための基礎からの検査値の読み方
座長：一般社団法人奈良県薬剤師会   生駒市薬剤師会   会長      中栖　光啓

　 臨床検査データ判読法の基礎　「薬剤師のための基礎からの検査値の読み方」
近畿大学病院   臨床検査医学   教授      上硲　俊法

分科会5　14：40～15：40　薬局・薬剤師の将来像について
座長：一般社団法人奈良県薬剤師会   副会長      新居　徹

　 社会保障制度の課題と薬剤師業務
公益社団法人日本薬剤師会   副会長      安部　好弘
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第3会場 （ホテル日航奈良4F　飛天A）
ランチョンセミナー3　12：00～13：00

座長：奈良県立医科大学附属病院   薬剤部   部長      辻　力夫

進化するパーキンソン病診療の最前線
講師： 奈良県立医科大学   脳神経内科   教授      杉江　和馬
共催： 武田薬品工業株式会社

分科会2　13：20～15：50　スポーツにおける栄養を考える
座長：一般社団法人大阪府薬剤師会   常務理事      宮田　憲一

　 スポーツファーマシストとサプリメント
全国スポーツファーマシスト連携協議会会長、
（一社）岡山県薬剤師会   アンチ・ドーピング特別委員会委員長      立花　義章

　 薬剤師にとって役立つスポーツ栄養学
特定非営利活動法人   西宮フットボールクラブ   副理事長      渡邊　恵理奈

　 成長期スポーツ選手の栄養摂取の問題点と対策
神戸女子大学   健康福祉学部   健康スポーツ栄養学科 准教授      坂元　美子
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第4会場 （ホテル日航奈良4F　飛天B）
ランチョンセミナー4　12：00～13：00

座長：社会医療法人 高清会 高井病院   薬剤部   副薬剤部長      米田　勝晃

これでばっちり！リウマチ薬剤指導 ～1時間でわかる抗リウマチ薬の押さえどころ～
講師： 奈良県立医科大学   地域医療学講座   教授      赤井　靖宏
共催： 中外製薬株式会社

分科会3　13：20～15：50　薬剤師に求められる認知症対応とは
座長：一般社団法人京都府薬剤師会   丹後薬剤師会   会長      船戸　一晴

　 薬剤師に求められる認知症対応とは
公益社団法人日本薬剤師会   地域医療・保健委員会委員   
（一社）埼玉県薬剤師会   常務理事   伊奈オリーブ薬局      宮野　廣美

　 認知症の人とその家族を支える薬剤師として　
～認知症施策推進大綱及び薬剤師の役割～
公益社団法人日本薬剤師会   常務理事      吉田　力久

　 地域包括ケアの実現に向けて～認知症施策の推進～
奈良県医療・介護保険局  地域包括ケア推進室長      勝井　康晴
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第5会場 （ホテル日航奈良4F　飛天C）
口頭発表1　「薬薬連携、災害医療、スポーツファーマシスト」　10：30～11：30

座長：一般社団法人大阪府薬剤師会   理事      松浦　正佳

O1-1  薬物治療の安全性・有効性を高めるための薬薬連携の強化
滋賀県薬剤師会   会営薬局      小杉　奈緒

O1-2  病院・薬局・患者をつなぐ経口抗がん剤PBPM
～京都府薬剤師会モデル事業の報告～
一般社団法人京都府薬剤師会      友沢　明徳

O1-3  災害時の情報戦略を考える 防災訓練でのJ-SPEED使用を経験して
（一社）奈良県薬剤師会地域連携委員会      吉田　幸世

O1-4  演題取り下げ

O1-5  薬剤師から見た避難所における環境衛生対策
（一般）兵庫県薬剤師会   災害・公衆衛生部      田中　千尋

O1-6  和歌山県強化選手への一斉アンケートでわかったこと
株式会社くまの薬局／和歌山県薬剤師会常務理事／NNA委員会委員長      
山下　真経

ランチョンセミナー5　12：00～13：00
座長：メルズ薬局      中辻　輝

関節リウマチ治療において必要とされる保険薬局薬剤師の役割－薬薬連携を含めて－
講師： 松原メイフラワー病院   薬剤科・科長／臨床研究部・部長      舟橋　惠子
共催： 日医工株式会社

口頭発表2　「その他」　13：20～14：10
座長：一般社団法人兵庫県薬剤師会   理事      石塚　正則

O2-1  薬局が働きかける多職種との顔の見える関係づくり
Jibun薬局   矢田山      佐々木　貴彦

O2-2  和歌山県薬剤師会会員薬局の疑義照会率から見る医薬分業の妥当性
（一社）和歌山県薬剤師会      大桑　邦稔

O2-3  フレイル及びアルツハイマー病の予防について アルツハイマー病の治療薬情
報及び今後の展望
ピープル薬局   学園都市      小島　康弘

－20－



プ
ロ
グ
ラ
ム

O2-4  （一社）和歌山県薬剤師会会員薬局における
医療用麻薬の取り扱い状況と問題点
（一社）和歌山県薬剤師会在宅医療委員会      金子　雅好

O2-5  泉南薬剤師会による大阪府後発医薬品推進モデル事業の成果と
課題に関する考察
泉南薬剤師会      梅田　卓也

口頭発表4　「医療安全・医薬品適正使用、ポリファーマシー対策」　14：40～15：50
座長：一般社団法人滋賀県薬剤師会   理事      十亀　裕子

O4-1  薬剤師からの普及啓発業務委託事業に参加して
株式会社ルナソルファーマシー   にった薬局      新田　貴子

O4-2  女子施設地域支援モデル事業における女子刑務所での受刑者に対する薬剤師
の支援活動の報告
兵庫県薬剤師会／株式会社中川調剤薬局      中川　素子

O4-3  お薬手帳情報の再検討からポリファーマシーの改善へと繋がった一症例
（有）プラス企画   プラス薬局   歌島店      武山　和也

O4-4  当院における非がん性慢性疼痛でのオピオイド鎮痛薬貼付剤の使用状況調査
IHI播磨病院      小野　達也

O4-5  当地域における高齢者のポリファーマシーの実態調査と 注意を必要とする薬
剤の使用状況 
岸和田市薬剤師会   広報部会      船橋　信吾

O4-6  キノロン系抗菌剤が引き起こした重篤な腎性尿崩症の一症例と
DSUデータの有用性
いずみ薬局      太田　司

O4-7  社会検証薬学11（世界臨床安全学会からの報告）
滋賀県薬剤師会／大阪府薬剤師会      林　一雄
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第6会場 （ホテル日航奈良4F　飛天D）
ランチョンセミナー6　12：00～13：00

座長：済生会奈良病院   薬剤部長      長谷川　豊

脂質異常の最前線-より厳格な脂質管理の実現と薬剤師さんに期待すること-
講師： 市立奈良病院   循環器内科   部長      堀井　学
共催： MSD株式会社

口頭発表3　「健康サポート薬局」　13：20～14：10
座長：一般社団法人京都府薬剤師会   薬薬連携委員      武田　紗代子

O3-1  松原市薬剤師会における健康サポート薬局届出の促進と育成
松原市薬剤師会      磯野　元三

O3-2  健康サポート機能の見える化推進事業「まかせてよ！もっと身近に　薬剤師」
事業結果報告
滋賀県薬剤師会会営薬局      森　加也

O3-3  薬局来局者の健康長寿に関する意識調査アンケートからみえる
薬剤師の関わり
なの花薬局尼崎なにわ店      山中　理紗子

O3-4  薬剤師・薬局の取組事例「献血サポート薬局」
松原市薬剤師会      岡山　純子

O3-5  (一社)和歌山市薬剤師会における和歌山市いのち支える自殺対策推進に対す
る取り組み
（一社）和歌山市薬剤師会／保険調剤エグチ薬局      古川　晴浩

口頭発表5　「学校薬剤師、在宅医療」　14：40～15：50
座長：一般社団法人和歌山県薬剤師会   常務理事      金子　雅好

O5-1  学校保健委員会アンケート調査結果について
いかるが中央薬局      田原　宏一

O5-2  当薬局における静脈内を投与経路とする注射薬の処方状況と
薬剤師の介入状況の調査
ダイドー薬品（株）山本保健薬局   吉見店      田邉　一尊

O5-3  兵庫県薬剤師会による平成３０年度「訪問薬剤師育成事業」の報告
兵庫県薬剤師会      吉田　道生
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O5-4  外来患者で服薬状況の悪い方に薬局からの働きかけで居宅療養管理指導を導
入し、服薬コンプライアンスや症状の改善に繋がった事例
たんぽぽ富田薬局      白川　紘介

O5-5  多職種連携の重要性と今後の展望
一般社団法人奈良県薬剤師会   奈良会営薬局      藤田　美惠

O5-6  在宅中心静脈栄養法（HPN）患者のカテーテル感染予防に薬局薬剤師が参画し
患者のQOL向上に貢献できた事例 
一般社団法人   大阪府薬剤師会   府薬会営中央薬局      石川　浩美

O5-7  在宅薬局支援センターを活用した、在宅療養の展望と、現状・今後の課題
一般社団法人奈良県薬剤師会奈良地区      山口　育久
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ポスター会場 （ホテル日航奈良4F　ホワイエ）
ポスター展示　10：00～15：30

P-1  ビソノテープ使用後のふらつきに対して薬学的知見に基づき検討し医師と情
報共有することで治療中断が回避された1例
中川調剤薬局・らら薬局      足立　真実

P-2  薬学実務実習生に対する災害教育への取り組み 第２報
一般社団法人   姫路薬剤師会      泉　憲政

P-3  「平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業」への河内長野市薬剤師会の
取り組み
府薬会営南河内薬局／河内長野市薬剤師会      関口　珠代

P-4  患者のサポートは果てしなく続く・・・
（有）メディシーナ   あき薬局      古島　彩代

P-5  ポリファーマシー対策を目的としたトレーシングレポート様式作成の
取り組み
サン薬局天理東店      西垣　賢

P-6  薬剤師から見た宇陀地域医療・介護連携ＩＣＴ導入報告
くすのき薬局      薮内　亜史彦

P-7  西日本豪雨災害におけるJMAT兵庫活動報告
（一社）兵庫県薬剤師会   災害公衆衛生部      泉　憲政

P-8  学級崩壊が懸念される２つの学校で薬物乱用防止教室を行った事例と対策
奈良県薬剤師会学校薬剤師部会      田原　宏一

P-9  学校現場における実務実習生を交えての学校薬剤師の活動事例報告
一般社団法人   奈良市薬剤師会学校薬剤師部会      水本　けい子

P-10  滋賀県薬剤師会に寄せられたドーピング禁止物質に対する
問い合わせ状況（続報）  
滋賀県薬剤師会   会営薬局      高橋　典子

P-11  看取りを経験した薬局実務実習生の心理的変化について
まんてん薬局／近畿大学薬学部      幸松　健二

P-12  実務実習における代表的8疾患への取り組みについて
京都第二赤十字病院      神田　英一郎

P-13  血管性認知症患者における服薬管理方法の検討
さくら薬局貴ケ丘      向井　美好
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P-14  嚥下障害のある患者が安全に経腸栄養剤を服薬できるとろみ調整食品の
選択について
株式会社   サエラ      清水　啓輔

P-15  在宅栄養管理への関与における保険薬局の課題
ゆうホールディングス      武田　紗代子

P-16  在宅における無菌調剤
鈴木薬局      鈴木　康友

P-17  （続）抗微生物薬適正使用の手引きの公表により抗菌薬の処方は
減少したのか？
ワカノウラ薬局なんば店      中村　喜美栄

P-18  ラクツロースシロップ服用後の嘔吐に対して薬剤の影響を評価し
対応した一例
中川調剤薬局・らら薬局      田中　一也

P-19  薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン決定後の和歌山市夜間休日応急診療セ
ンターにおける抗菌薬の使用の変化について
和歌山市薬剤師会応急センター委員会      前田　博之

P-20  あゆみ薬局におけるゾフルーザ®錠使用後調査
京都コムファ   あゆみ薬局      安孫子　眞紀

P-21  薬剤師による腎機能評価および至適投与量の算出によってメトホルミンの処
方が中止となり適切な薬物治療に繋がった1例
中川調剤薬局・らら薬局      入江　俊一

P-22  ポリファーマシーに介入し糖尿病患者の治療方針に影響を与えた一例  
有限会社イトーヤク   しろがね薬局      平石　稜人

P-23  胃薬（ＰＰＩ、Ｈ２ブロッカー）の使い分け 
～処方意図を読み取り服薬指導を組み立てる～
よつば薬局      山岡　訓子

P-24  ポリファーマシー解消への取り組み　 
～対象患者のピックアップと減薬提案の成功例～
（株）J.みらいメディカル   きららみらい薬局      古田　能裕

P-25  調剤薬局におけるジギタリス中毒への介入事例
一般社団法人京都コムファ   なごみ薬局      上原　章兵

P-26  健康増進アプリ「BIWA-TEKU」を活用した薬局における健康サポート機能の
周知活動事業について
滋賀県薬剤師会／滋賀県薬剤師会   職能対策委員会      間下　高秀
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P-27  健康サポート薬局の申請に必要な一般用医薬品48薬効群に関する各医薬品卸
の取り扱い状況の調査について～奈良県版～
高田よつば薬局      黒松　晃奈

P-28  薬剤師と地域をつなげる薬剤師会の活動報告
大和郡山市薬剤師会／ハル薬局      仲谷　尚起

P-29  南河内圏域　糖尿病重症化予防　眼科受診勧奨・HbA1c普及事業
松原市薬剤師会      芝池　淳

P-30  すこやか薬局の健康サポート薬局としての取り組み
メディカプラン京都   すこやか薬局      大谷　哲平

P-31  服薬高齢者の服薬管理サポートを通して 
～残薬調整による地域クリニックとの連携～
アカカベ交野薬局      城向　邦彦

P-32  オラパリブの服薬指導にあたって知ってほしい遺伝性腫瘍のこと
神戸大学医学部附属病院   遺伝子診療部      丹羽　由衣

P-33  薬剤師の介入により認知症治療薬の副作用を発見、悪化を防止できた1例
ファルコファーマシーズ      佐藤　佳代子

P-34  外国人旅行者へのOTC販売について
ワカノウラ薬局ナンバ店      中村　喜美栄

P-35  小規模薬局における疑義照会の実態調査
株式会社   こぐま薬局      井原　知香

P-36  電子手帳の普及に伴う手帳持参率の推移
サン薬局   五位堂店      山﨑　裕己

P-37  保険薬局における管理栄養士による栄養相談の取り組み
自分薬局   西大寺      田中　正訓
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