
一般講演� B会場　大塚講堂　2F　小ホール1・2

9:00 〜 9:40	 がん薬物療法 1
	 座長　玉木　宏樹（島根大学医学部附属病院）
	 　　　石村　明彦（野島病院）

9:40 〜 10:20	 がん薬物療法 2
	 座長　大塚　　尚（松山市民病院　薬剤部）
	 　　　先森　満子（呉市医師会病院薬剤科）

22B-09-00	 	当院で取り組みを始めた経口抗がん剤確認外来について
徳島県立中央病院　薬剤局
○�小林　加奈、坂本　充司、吉田　恭子、美馬　さゆり、渋谷　恵、近藤　竜也、鎌田　和代

22B-09-10	 	当院における治癒切除不能膵癌に対するGemcitabine+nab-Paclitaxel療法の相対
用量強度の評価
三豊総合病院　薬剤部
○�田中　未彩、合田　綾子、片桐　将志、中西　順子、原田　典和、加地　努、向井　栄治

22B-09-20	 	膵癌患者のgemcitabine+nab-paclitaxcel療法における現状調査
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院
○�渡辺　貴志、畝　知己、西園寺　真二、福澤　正隆、山崎　美保、濱崎　浩一、木村　竜司、�
野口　亜樹、中下　愛、馬屋原　慈理、前田　頼伸

22B-09-30	 	がん患者への薬剤師継続介入の重要性
医療法人創生会　渡辺胃腸科外科病院　薬剤部1）、医療法人創生会　渡辺胃腸科外科病院　診療部2）

○�坪井　仁美1）、大西　順子1）、矢部　志乃1）、澤　之珠1）、吉井　晃子1）、渡辺　佑介2）、渡辺　伸一郎2）、�
渡辺　哲夫2）

22B-09-40	 	中等度催吐リスクがん化学療法に対する制吐療法標準化後の催吐リスク要因調査
三豊総合病院　薬剤部
○�山川　孝弘、石原　瑛太郎、近藤　宏樹、佐野　嘉容子、篠永　浩、原田　典和、加地　努、�
向井　栄治

22B-09-50	 	がん化学療法患者のB型肝炎スクリーニングにおける多職種連携の成果
市立三次中央病院　薬剤科1）、市立三次中央病院　検査科2）、市立三次中央病院　医事課3）

○�山下　秀之1）、中村　武司1）、岡垣　浩敏1）、中村　徹志1）、熊澤　鈴子2）、滝口　泉美3）

22B-10-00	 	院内イントラネットを用いた緩和医療教育への取り組み
水島協同病院　薬剤部
○�新中　良美、白髪　恵美、李　美淑

22B-10-10	 	PD-L1発現率0％の非小細胞肺癌患者においてニボルマブが有効であった症例
香川大学医学部附属病院　薬剤部
○�山下　紗矢佳、鈴木　聖、中川　光、水岡　大策、大野　麻由、田中　裕章、加地　雅人、小坂　信二、�
芳地　一

10:20 〜 11:00	 がん薬物療法 3
	 座長　森　　英樹（岡山赤十字病院　薬剤部）
	 　　　向井　栄治（三豊総合病院）

22B-10-20	 	婦人科がん患者におけるベバシズマブによる尿蛋白の発現状況および評価法に関する
検討
島根大学医学部附属病院　薬剤部
○�牧野　華子、松井　頌明、濱野　恵里、曽田　重人、望月　優里、渋江　理恵、玉木　宏樹、�
西村　信弘、直良　浩司

22B-10-30	 	当院における薬剤師外来の取り組みについて
川崎医科大学総合医療センター　薬剤部
○�塚本　絢子、草信　晴美、監物　英男



13:10 〜 13:50	 薬薬連携
	 座長　溝渕　庄児（有限会社フレンド調剤薬局グループ）
	 　　　宮田　祥一（つちばし薬局　あぞの店）

11:00 〜 11:40	 有害事象・副作用
	 座長　川上　恭弘（岡山済生会総合病院　薬剤科）
	 　　　桶東　愛史（国立病院機構　鳥取医療センター）

22B-10-40	 	がん化学療法の適正環境の整備〜標準化への取り組み〜
坂出市立病院　薬局
○�森　喜郎、高田　進輔、安部　毅、香川　雅俊

22B-10-50	 	フェンタニル貼付剤６mg以上の投薬からオピオイド注射薬へのスイッチングの現状と問
題点
滋賀県立成人病センター　薬剤部1）、滋賀県立成人病センター　緩和ケアチーム2）

○�美濃部　奈都1,2）、大辻　貴司1）、中村　直美1）、伴　敏信2）、花木　宏治2）、北居　千明1）

22B-11-10	 	小児においてステロイドとヒドロキシクロロキン併用で眼圧上昇がみられた2症例
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　薬剤部
○�山本　彩加、益田　彩加、吉川　明良、開　浩一

22B-11-20	 	鳥取大学医学部附属病院におけるビスフォスフォネート製剤投与時の急性期反応の実態
調査について
鳥取大学医学部付病院　薬剤部
○�島田　耕太郎、小川　勝弘、秦　英司、高根　浩、島田　美樹

22B-11-30	 	入院患者の転倒と薬剤の関連性について
一陽会　原田病院
○�松岡　亮司、農間　仁美、横繁　智子、田中　久美子、中広　明樹菜、保井　麻里、福田　哲士、�
小竹　秀子、水入　苑生、重本　憲一郎

22B-13-10	 	院外処方せんに表示した臨床検査値の活用状況の調査
鳥取大学医学部附属病院　薬剤部
○�松田　衣代、安達　真紀子、平井　和浩、細田　さとみ、小川　勝弘、森木　邦明、金田　達也、�
椎木　芳和、高根　浩、島田　美樹

22B-13-20	 	外来薬物指導における薬薬連携への取り組み
岡山赤十字病院　薬剤部
○�川本　英子、大森　麻江、横田　幸子、浅野　志津、石橋　真実、森　英樹

22B-13-30	 	薬剤管理報告書運用による薬薬連携の推進
総合病院　水島協同病院
○�樋口　恵、林　雄一郎、三宅　美恵子、李　美淑

22B-13-40	 	吸入指導のための地域連携システム構築の経験
総合病院　水島協同病院　薬剤部1）、虹の薬局　本店2）、そうごう薬局　南春日店3）、�
総合病院　水島協同病院　診療部4）

○�新田　可奈子1）、近藤　里紗1）、古池　奈々2）、齊藤　隼3）、李　美淑1）、里見　和彦4）

22B-11-00	 	リポソーム化アムホテリシンB製剤による低カリウム血症の発現関連因子の同定
徳島大学病院　薬剤部1）、徳島大学病院　感染制御部2）、徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床薬理学3）、�
徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液内分泌代謝内科学4）

○�岡田　直人1）、東　桃代2）、今西　正樹1）、座間味　義人1,3）、桐野　靖1）、中村　敏己1）、�
寺岡　和彦1）、安倍　正博4）、石澤　啓介1,3）



13:50 〜 14:30	 薬薬連携、薬学教育
	 座長　香川　雅彦（ぐんも調剤薬局）
	 　　　中川　潤子（ノムラ薬局　牛田旭店）

22B-13-50	 	薬剤師の退院時カンファレンス参加によってアドヒアランス不良が改善した1例
広島大学病院　薬剤部1）、めいほう薬局2）

○�山崎　友香1）、柴田　ゆうか1）、大東　敏和1）、大久保　弥生2）、佐伯　康之1）、畝井　浩子1）、�
松尾　裕彰1）

22B-14-00	 	検査値付き院外処方せん導入直後の課題	
−腎機能低下患者における薬物療法の適正化に向けて−
徳島県立三好病院　薬剤科1）、徳島県薬剤師会三好支部2）

○�佐々木　滋1）、大上　知妃呂1）、辻井　大輔1）、浅野　昭彦1）、松本　陽子1）、上畑　健太1）、�
渡邊　知樹1）、藤川　真吾2）、亀井　潔1）

22B-14-10	 	国立病院機構薬剤師能力開発プログラム（ＮＨＯ−ＰＡＤ）の試行と問題点
独立行政法人　国立病院機構　岡山医療センター
○�木内　司

22B-14-20	 	薬と有害事象の合理的な可能性に基づく因果関係評価についての薬学教育への取り組
み
香川大学医学部附属病院
○�梁木　美幸、冨田　淳子、立道　貴清、住吉　健太、鈴木　聖、加地　雅人、小坂　信二、芳地　一



一般講演� C会場　長井記念ホール　1F　大ホール

13:10 〜 14:00	 リスクマネジメント
	 座長　原　　景子（公立学校共済組合	中国中央病院薬剤部）
	 　　　阿部　武由（独立行政法人地域医療機能推進機構　りつりん病院）

14:00 〜 14:50	 リスクマネジメント、薬物動態、薬物相互作用
	 座長　坂本久美子（徳島大学病院　薬剤部）
	 　　　谷本　慎也（にこにこ薬局　大町店）

22C-13-10	 	疑義照会記録を解析することで見えてきたもの〜薬剤師教育と医師処方サポートへの活
用に向けて〜
徳島県立中央病院　薬剤局1）、徳島県立保健製薬環境センター2）

○�藤古　寛子1）、坂本　充司1）、小林　加奈1）、森兼　祥太2）、近藤　竜也1）、鎌田　和代1）

22C-13-20	 	当院の入院支援業務における薬剤師の取り組みと介入について
徳島県立中央病院　薬剤局1）、東部保健福祉局　徳島保健所2）

○�多田　佳奈1）、堀見　朋代2）、長谷　良子1）、坂本　充司1）、小林　加奈1）、近藤　竜也1）、鎌田　和代1）

22C-13-30	 	オゾン水によるゲムシタビン塩酸塩の分解効果に関する検討
独立行政法人　国立病院機構　四国がんセンター1）、松山大学　薬学部　薬品分析化学研究室2）

○�佐々木　祐太1）、重松　沙季2）、見留　英路2）、小暮　友毅1）、槇　恒雄1）、山本　宏1）、明樂　一己2）

22C-13-40	 	転倒・転落を起こした高齢者の睡眠薬使用の実態調査
岡山赤十字病院　薬剤部1）、岡山赤十字病院　精神神経科2）

○�兼光　朝子1）、小池　彩子1）、日浦　亜実1）、河村　茉衣1）、諏訪　耕三1）、中島　誠2）、森　英樹1）

22C-14-00	 	当院の転倒・転落事例における年齢と睡眠薬・運転等禁止薬との関連性
香川大学医学部附属病院　薬剤部1）、香川大学医学部附属病院　医療安全管理部2）

○�本田　由紀1）、香西　真衣1）、立道　貴清1）、越野　優希1）、山口　佳津騎1）、田中　裕章1）、�
元木　貴大1）、加地　雅人1）、樋口　和子1）、朝倉　正登1,2）、小坂　信二1）、芳地　一1）

22C-14-10	 	アレルギーを引き起こす薬剤の処方時確認システムの再構築—ペニシリン系およびセ
フェム系抗菌薬を対象に—　
鳥取大学　医学部　附属病院　薬剤部
○�森木　邦明1）、安達　真紀子1）、石川　由美子1）、松田　衣代1）、細田　さとみ1）、平井　和浩1）、�
椎木　芳和1）、金田　達也1）、高根　浩1）、島田　美樹1）

22C-14-20	 	PK/PDシミュレーションによるリネゾリド誘発性血小板減少症の発現予測
島根大学医学部附属病院　薬剤部1）、広島大学大学院　臨床薬物治療学2）

○�大仁田　哲修1）、石原　慎之1）、西村　信弘1）、玉木　宏樹1）、猪川　和朗2）、森川　則文2）、直良　浩司1）

22C-14-30	 	徳島赤十字病院におけるバンコマイシン負荷投与の有効性の検討
徳島赤十字病院　薬剤部
○�児玉　光、組橋　由記、鈴江　朋子

22C-14-40	 	β遮断薬服用患者でのβ2刺激薬開始による影響の検討
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　薬剤部1）、�
広島国際大学大学院　薬学研究科　薬物動態解析学研究室2）

○�馬屋原　慈理1）、松田　翔平1,2）、木村　竜司1）、野口　亜樹1）、福澤　正隆1）、渡辺　貴志1）、前田　頼伸1）

22C-13-50	 	薬剤師による持参薬継続処方における事故防止の取り組み
津山中央病院　薬剤部
○�江原　健太郎、春木　祐人、井上　雄太、杉山　哲大



一般講演� D会場　薬学部棟　2F　第1講義室

9:00 〜 9:50	 有機化学 3-1
	 座長　大坪　忠宗（広島国際大学薬学部　有機合成化学研究室）

9:50 〜 10:40	 有機化学 3-2
	 座長　西村　良夫（安田女子大学薬学部）

22D-09-00	 	Weinrebアミド基を有する4,6-無置換ジヒドロピリミジン誘導体の合成と5-アシル体へ
の変換反応
安田女子大学薬学部1）、東北大学大学院薬学研究科2）

○�西村　良夫1）、久保　貴紀1）、長　秀連2）

22D-09-10	 	タラウミジンを基盤とする新規神経栄養因子様物質の創製
徳島文理大学　薬学部
○�原田　研一、板東　莉奈、座波　克圭、久保　美和、福山　愛保

22D-09-20	 	フォトレドックス触媒を用いる5'-メチレンホスホナートの簡易合成
徳島文理大学　薬学部
○�伊藤　勇太、木村　安伊理、大澤　昂志、張　功幸

22D-09-30	 	3',4'-エチレンオキシ架橋型5-メチルウリジンを導入したオリゴ核酸の合成とその相補
鎖RNA結合能
徳島文理大学　薬学部1）、大阪大学大学院　薬学研究科2）

○�大澤　昂志1）、人見　優香1）、脇田　佐和子1）、土肥　正和2）、伊藤　勇太1）、小比賀　聡2）、張　功幸1）

22D-09-40	 	不斉アルドール反応を利用した	(−)-chenopodeneの合成研究
徳島文理大学　薬学部
○�枝沢　由衣、茨木　大輔、原田　研一、久保　美和、福山　愛保

22D-09-50	 	不均一系触媒を用いる触媒的アニリン-アニリンクロスカップリング反応の開発
徳島文理大学　薬学部
○�武田　哲、松本　健司、廣兼　司、吉田　昌裕

22D-10-00	 	酸素を共酸化剤として用いる触媒的芳香環酸素官能基化反応の開発
徳島文理大学　薬学部　薬化学研究室
○�橋本　紀子、松本　健司、飯山　晃生、廣兼　司、吉田　昌裕

22D-10-10	 	光学活性なクレフト型ホスト分子によるジカルボン酸類の不斉液膜移送
徳島文理大学　薬学部　薬学科
○�伊勢　綾香、加来　裕人、多田　なつみ、大津留　更、堀川　美津代、角田　鉄人

22D-10-20	 	プロパルギルエーテルの不斉異性化反応による光学活性アレンの合成
徳島文理大学　薬学部　薬学科
○�湊　信也、廣兼　司、松本　健司、吉田　昌裕

22D-10-30	 	アレニルアミンの求電子環化反応による3-ヨードジヒドロピロールの合成法の開発
徳島文理大学　薬学部　薬学科
○�川上　綾香、廣兼　司、松本　健司、吉田　昌裕

10:40 〜 11:20	 有機化学 3-3
	 座長　熊本　卓哉（広島大学薬学部　創薬合成化学）

22D-10-40	 	三環性ピロロキノリンアルカロイドmarinoquinoline類の全合成研究
福山大学　薬学部
○�小峠　里佳、谷中　希三子、村上　真璃、西山　卓志、町支　臣成

22D-10-50	 	タンデムRCM-脱水素反応を鍵反応とした多置換carbazole-1,4-quinone誘導体の合
成と抗腫瘍活性の解析
福山大学　薬学部　薬学科1）、北海道医療大学　薬学部2）

○�田口　絵梨1）、西山　卓志1）、波多江　典之1,2）、伊藤　智孝2）、石倉　稔2）、町支　臣成1）



13:10 〜 13:50	 薬剤学 1-1
	 座長　異島　　優（徳島大学大学院医歯薬学研究部　薬物動態制御分野）

13:50 〜 14:30	 薬剤学 1-2
	 座長　小田　啓祐（広島国際大学薬学部　薬物動態解析学研究室）

22D-11-00	 	プロリン残基を含むジケトピペラジンの水中におけるコンホメーション（２）
福山大学　薬学部　薬学科
○�萩原　遼平、森重　李南、横田　留奈、川本　晴香、堤　広之、石津　隆

22D-11-10	 	茶ガレート型カテキン類によるキサンチン骨格を有する医薬品の不斉認識
福山大学　薬学部　薬学科
○�高木　祐加莉、田邊　晴香、横山　えみ、堤　広之、石津　隆

22D-13-10	 	エステル化合物の小腸粘膜透過モデルとしてのHT-29細胞の薬物動態学的特徴
松山大学　薬学部1）、熊本大学院　薬学教育部2）、熊本大学院　先導機構3）

○�酒井　祐輝1）、橋本　満1）、大政　翔平1）、今井　輝子2）、大浦　華代子3）、水間　俊1）

22D-13-20	 	ラットおよび腎移植患者の末梢血単核細胞におけるミゾリビンとミゾリビンリン酸化体の
動態
広島国際大学　薬学部1）、東京女子医科大学　泌尿器科2）、�
旭化成ファーマ株式会社　医薬研究センター　安全性・動態研究部3）、�
旭化成ファーマ株式会社　医薬事業推進総部　メディカル・アフェアーズ部4）、�
北海道大学大学院　薬学研究院5）

○�小田　啓祐1）、森　信博1）、奥見　雅由2）、石黒　正史3）、井上　和幸4）、周東　智5）、石田　英樹2）、�
田邉　一成2）、村上　照夫1）

22D-13-30	 	微弱電流処理によるユニークなエンドサイトーシス誘導機構の検討
徳島大学薬学部　衛生薬学分野1）、徳島大学　大学院医歯薬学研究部（薬学系）　衛生薬学分野2）

○�虎尾　祐1）、大島　康史1）、三村　美夕紀1）、藤川　昂樹2）、福田　達也2）、田中　保2）、小暮　健太郎2）

22D-13-40	 	微弱電流処理によるsiRNAの細胞内送達と肝細胞遺伝子発現制御
徳島大学　薬学部　衛生薬学分野1）、徳島大学　大学院医歯薬学研究部（薬学系）　衛生薬学分野2）

○�賀川　真夕子1）、福田　達也2）、田中　保2）、小暮　健太朗2）

22D-13-50	 	鼻粘膜透過性改善に向けたα-Galactosylceramideの可溶化の検討
就実大学　薬学部　薬学科1）、京都薬科大学2）、神戸薬科大学3）

○�松原　嘉子1）、井上　大輔1）、田中　晶子2）、勝見　英正2）、山本　昌2）、湯谷　玲子3）、寺岡　麗子3）、
坂根　稔康3）、古林　呂之1）

22D-14-00	 	I	型アレルギー発症時の肝フラビン含有モノオキシゲナーゼ代謝における誘導型一酸化
窒素合成酵素活性化の影響
徳島文理大学　薬学部
○�岡田　祐奈、谷野　公俊、駒田　爽、板東　徹、野尻　幸江、上田　ゆかり、櫻井　栄一

22D-14-10	 	柑橘類含有成分の体内動態：heptamethoxyflavoneの腸管吸収に与える影響因子及
びaurapteneのdry	study
松山大学　薬学部　医療薬学科
○�近藤　裕希、伊藤　志穏、奥山　聡、古川　美子、水間　俊

22D-14-20	 	pDNA搭載PEG修飾カチオニックリポソーム静脈内投与時の抗二本鎖DNA抗体分泌に
関する検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○�高田　春風、久保　幸代、松岡　里英、清水　太郎、石田　竜弘



14:30 〜 15:10	 薬剤学 1-3
	 座長　谷野　公俊（徳島文理大学薬学部　薬剤学研究室）

22D-14-30	 	ペプチド抗原封入リポソーム投与による抗腫瘍免疫の誘導に関する検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○�島崎　優奈、吉岡　千尋、粟田　瑞月、清水　太郎、石田　竜弘

22D-14-40	 	抗PD-1抗体の併用はl-OHP	liposomeによる抗腫瘍効果の個体差を減少させる
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○�田神　舞帆、池田　愛、高山　拓磨、異島　優、清水　太郎、石田　竜弘

22D-14-50	 	毛髪中に存在する活性イオウの発見とその生理的意義
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学分野
○�田坂　菜々美、池田　真由美、清水　太郎、異島　優、石田　竜弘

22D-15-00	 	新規抗がん剤としての活性イオウ付加アルブミンの設計
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬物動態制御学
○�松尾　菜々、池田　真由美、清水　太郎、異島　優、石田　竜弘



一般講演� E会場　薬学部棟　3F　第2講義室

9:00 〜 10:00	 医療薬学 2-1
	 座長　相良　英憲（松山大学薬学部　臨床薬学教育研究センター　医薬情報解析学）

10:00 〜 11:00	 医療薬学 2-2
	 座長　橋本　　満（松山大学薬学部　医療系薬学講座　薬剤学）

22E-09-00	 	重積発作後のてんかん発症予知因子の探索　—脳内ケモカインとその関連分子の網羅
的解析—
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科　薬物治療学講座
○�久保　静香、橋本　律香、松尾　平、小森　理絵、伊藤　康一

22E-09-10	 	重積発作後のてんかん発症予知因子の探索　—脳内炎症とその関連分子の網羅的解
析—
徳島文理大学　香川薬学部　薬学科　薬物治療学講座
○�橋本　律香、久保　静香、松尾　平、小森　理絵、伊藤　康一

22E-09-20	 	テイコプラニン投与による副作用発現及び血中濃度とCYP遺伝子多型との関連解析
徳島大学　薬学部　医薬品情報学1）、徳島大学病院　薬剤部2）、徳島大学病院　血液内科3）、�
徳島大学病院　輸血細胞治療部4）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学5）

○�谷垣　雄都1）、佐藤　陽一1）、山口　裕大1）、岡田　直人2）、中村　信元3）、賀川　久美子3）、�
藤井　志朗3）、三木　浩和4）、石澤　啓介2,5）、安倍　正博3）、山内　あい子1）

22E-09-30	 	日本人を対象としたメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素遺伝子C677T多型と男性不妊症
との関連解析
徳島大学　薬学部　医薬品情報学分野1）、山王病院�リプロダクションセンター�男性不妊部門2）

○�福永　千香1）、佐藤　陽一1）、岩本　晃明2）、山内　あい子1）

22E-09-40	 	シタラビン投与による副作用発現と代謝経路関連遺伝子多型の関連解析
徳島大学大学院　薬科学教育部　医薬品情報学分野1）、徳島大学病院　薬剤部2）、�
徳島大学病院　血液内科3）、徳島大学病院　輸血細胞治療部4）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野5）

○�田島　穂澄1）、佐藤　陽一1）、岡田　直人2）、中村　信元3）、賀川　久美子3）、藤井　志朗3）、�
三木　浩和4）、石澤　啓介2,5）、安倍　正博3）、山内　あい子1）

22E-09-50	 	シスプラチン誘発腎障害に対するSGLT2阻害薬の影響
徳島大学病院　薬剤部1）、摂南大学　薬学部　生化学研究室2）、�
摂南大学　理工学部　生命環境科学研究室3）、徳島大学病院�臨床試験管理センター4）、�
徳島大学大学院�医歯薬学研究部�臨床薬理学分野5）

○�合田　光寛1）、高橋　沙矢佳2）、長田　武3）、今西　正樹1）、武智　研志4）、座間味　義人1,5）、桐野　靖1）、
中村　敏己1）、寺岡　和彦1）、大塚　正人2）、石澤　啓介1,5）

22E-10-00	 	シスデナフィルクエン酸塩を含有する小児用経口液剤の調製
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座
○�川上　裕士、徳村　忠一

22E-10-10	 	自動分割分包機における吸引清掃の効果
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座1）、日本薬科大学薬学科2）、�
徳島文理大学　香川薬学部　医療薬学講座3）

○�谷岡　達樹1）、栗田　拓朗2）、中妻　章3）、横田　ひとみ3）、二宮　昌樹3）、徳村　忠一1）

22E-10-20	 	溶出試験の観点から見る簡易懸濁施行時の溶出性
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座1）、日本薬科大学　臨床薬剤学分野2）、�
エルメッド　エーザイ株式会社　PVC統括部　PVD部3）

○�山西　慶二郎1）、栗田　拓朗2）、森田　豊3）、徳村　忠一1）

22E-10-30	 	湿式粉砕でのγ-シクロデキストリンのクルクミンへの効果
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座1）、日本薬科大学　臨床薬剤学分野2）

○�松山　盛士1）、栗田　拓朗2）、徳村　忠一1）



13:10 〜 14:00	 微生物学 1-1
	 座長　小林　秀丈（広島国際大学薬学部　分子微生物科学研究室）

14:00 〜 15:00	 微生物学 1-2
	 座長　野田　正文（広島大学　大学院医歯薬保健学研究科　未病・予防医学共同研究講座）

22E-10-40	 	円盤型自動分割分包機から肺に到達する薬物粒子は飛散するのか？：アセトアミノフェン
での検証
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座1）、日本薬科大学　臨床薬剤学分野2）

○�井宮　博昭1）、栗田　拓朗2）、徳村　忠一1）

22E-10-50	 	自動分割分包機の洗浄剤の効果に対する洗浄剤中薬物量からの考察と洗浄剤残留量の
測定
徳島文理大学　香川薬学部　製剤学講座1）、日本薬科大学　臨床薬剤学分野2）、�
徳島文理大学　香川薬学部　医療薬学講座3）

○�堤　祐二1）、栗田　拓朗2）、中妻　章3）、横田　ひとみ3）、二宮　昌樹3）、徳村　忠一1）

22E-13-10	 	大腸菌を宿主としたN G-ヒドロキシ-L-アルギニン生産系の構築を指向した基礎研究
広島大学　大学院医歯薬保健学研究科
○�折川　明日美、山本　美也子、黒田　照夫、杉山　政則、熊谷　孝則

22E-13-20	 	肝機能傷害を改善する植物乳酸菌SN13T株の機能解析—アルコール中毒症状と腸内細
菌叢の改善—
広島大学　大学院医歯薬保健学研究科1）、中国醸造株式会社2）

○�野田　正文1）、丸山　昌史2）、Danshiitsoodol�Narandalai1）、東川　史子1）、杉山　政則1）

22E-13-30	 	Quorum	sensing機構を阻害する物質のスクリーニングシステムの構築とその応用
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学�大学院医歯薬保健学研究科2）

○�野口　詩乃1）、野田　正文2）、Danshiitsoodol�Narandalai2）、杉原　奈穂2）、東川　史子2）、杉山　政則2）

22E-13-40	 	植物乳酸菌Lactobacillus	reuteri 	BM53-1の産生するバイオフィルム形成阻害物質
の作用機構
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科1）、広島大学　薬学部　薬学科2）

○�杉原　奈穂1）、野田　正文1）、Danshiitsoodol　Narandalai1）、野口　詩乃2）、東川　史子1）、林　幾江1）、
杉山　政則1）

22E-13-50	 	松由来の天然化合物を用いた口腔レンサ菌におけるバイオフィルム阻害効果
就実大学　薬学部　薬学科
○�南薗　淳、山田　陽一、坂本　早加、塩田　澄子

22E-14-00	 	津山中央病院から臨床分離されたMRSAの病原因子と性状解析
就実大学　薬学部1）、津山中央病院薬剤部2）

○�阿山　未来1）、山田　陽一1）、和田　朋子2）、杉山　哲大2）、塩田　澄子1）

22E-14-10	 	Pseudomonas属由来高マンノース糖鎖結合レクチンの抗インフルエンザウイルス活性
とHAタンパク質への結合能の解析
安田女子大学　薬学部　薬学科
○�三好　真由、佐藤　雄一郎、森本　金次郎

22E-14-20	 	Aeromonas 	の産生する菌体外プロテアーゼの産生機構に関する研究
広島国際大学　薬学部　分子微生物科学教室1）、京都産業大学　総合生命科学部2）、�
東京大学大学院　農学生命研究科　応用生命化学専攻3）、明星大学大学院　理工学研究科　化学専攻4）、�
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　インド感染症共同研究センター5）

○�甲斐　雄貴1）、小林　秀丈1）、清家　総史1）、吉田　徹2）、宮川　拓也3）、田代　充4）、高橋　栄造5）、�
岡本　敬の介5）、津下　英明2）、田之倉　優3）、山中　浩泰1）

22E-14-30	 	Aeromonas 	の組織侵入に関わる菌体外プロテアーゼの役割
広島国際大学　薬学部　分子微生物科学教室1）、�
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　インド感染症共同研究センター2）

○�古田　典滉1）、小林　秀丈1）、清家　総史1）、高橋　栄造2）、岡本　敬の介2）、山中　浩泰1）



15:00 〜 15:20	 微生物学 1-3
	 座長　熊谷　孝則（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　薬科学講座）

22E-14-40	 	ボツリヌス菌C2毒素の細胞内侵入における初期過程の解析
徳島文理大学　薬学部　微生物学教室
○�金城　貴文、竹原　正也、小林　敬子、永浜　政博

22E-14-50	 	ウエルシュ菌α毒素は脂質ラフトに作用して好中球の分化を抑制する
徳島文理大学　薬学部　微生物学教室
○�園部　祐太、竹原　正也、小林　敬子、永浜　政博

22E-15-00	 	Raoultella	ornithinolyticaの全ゲノム解析
香川大学医学部附属病院　薬剤部
○�山本　高成、芳地　一

22E-15-10	 	クラスＤ　β−ラクタマーゼの活性中心を構成するLys残基の役割に関する検討
松山大学　薬学部　医療薬学科
○�畑　晶之、天本　領一、山本　成美、天本　征克



一般講演� F会場　薬学部棟　3F　第3講義室

9:00 〜 9:50	 生物化学 2-1
	 座長　佐藤雄一郎（安田女子大学薬学部　薬学科）

9:50 〜 10:40	 生物化学 2-2
	 座長　水口　博之（大阪大谷大学薬学部　薬理学講座）

22F-09-00	 	スフィンゴリピドーシス患者iPS細胞由来神経細胞を用いた病態解析と治療法検討
徳島大学　薬学部　創薬生命工学分野1）、徳島大学　大学院医歯薬研究部　創薬生命工学分野2）、�
九州大学　大学院農学研究院　生命機能科学3）、AMED　ACT-MS4）
○�渡邊　綾佑1）、辻　大輔1,2,4）、田中　裕大2）、宇野　マイケル新太郎2）、沖野　望3）、伊東　信3）、�
伊藤　孝司1,2,4）

22F-09-10	 	組換えヒトノイラミニダーゼ4の分子特性解析
徳島大学　薬学部　薬学科1）、徳島大学大学院薬科学教育部　創薬生命工学分野2）

○�月本　準1）、伊藤　孝司2）

22F-09-20	 	新規グアニン酸化損傷に関する解析
徳島文理大学　香川薬学部　分子生物学講座1）、静岡大学　理学部2）

○�坂賀　茜1）、喜納　克仁1）、穴吹　隆人1）、坪井　里奈1）、所谷　匡祐1）、小林　隆信1）、大吉　崇文2）、
宮澤　宏1）

22F-09-30	 	ホスファチジルイノシトール４-リン酸によるSR-Aの細胞表面発現制御
広島大学　薬学部　薬学科　1）、広島大学　医歯薬保健学研究科2）

○�坂本　裕美1）、濁川　清美2）、小藤　智史2）、櫨木　薫2）

22F-09-40	 	イノシトールリン脂質4位脱リン酸化酵素TMEM55aはマクロファージ食胞内の酸性化
を促進する
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科1）、広島大学　薬学部　薬学科2）、�
広島大学　医歯薬保健学研究院3）

○�瀬川　智裕1）、濁川　清美3）、小藤　智史3）、岡田　恵梨2）、櫨木　薫3）

22F-09-50	 	クラスII型PI3キナーゼによるマクロファージの貪食制御
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　医歯薬保健学研究科2）

○�野々村　朋哉1）、濁川　清美2）、小藤　智史2）、川波　知裕1）、櫨木　薫2）

22F-10-00	 	ファゴソームの成熟におけるホスファチジルイノシトール４-リン酸の役割
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　医歯薬保健学研究科2）

○�山本　花怜1）、濁川　清美2）、小藤　智史2）、櫨木　薫2）

22F-10-10	 	イノシトールリン脂質	5	位リン酸化酵素	PIKfyve	のエンドソームの酸性化と空胞化にお
ける役割
広島大学　薬学部　薬学科1）、広島大学　医歯薬保健学研究科2）

○�礒部　百合1）、濁川　清美2）、小藤　智史2）、櫨木　薫2）

22F-10-20	 	レチノイン酸による新規IL-13高産生炎症性ヘルパー T細胞の制御
徳島文理大学　香川薬学部1）、早稲田大学　ナノ・ライフ創新研究機構　先端生命医科学センター2）

○�中妻　彩1）、田内　美帆1）、尾池　茉奈美1）、竹内　一1）、岩田　誠2）、大岡　嘉治1）

22F-10-30	 	AGEsがTWEAKの機能に与える影響の解析
就実大学　薬学部　生体情報学1）、岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　薬理学2）、�
近畿大学　医学部　薬理学3）

○�渡邊　政博1）、豊村　隆男1）、和氣　秀徳2）、劉　克約2）、勅使川原　匡2）、高橋　英夫3）、西堀　正洋2）、
森　秀治1）



10:40 〜 11:30	 生物化学 2-3
	 座長　櫨木　　薫（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　薬学講座）

13:10 〜 14:10	 生物化学 3-1
	 座長　徳村　　彰（安田女子大学薬学部　薬学科）

22F-10-40	 	細菌レクチンPFLによるインテグリンダウンレギュレーションと血管新生阻害活性
安田女子大学　薬学部1）、広島大学教育学部2）

○�横手　香名1）、佐藤　雄一郎1）、松原　主典2）、森本　金次郎1）

22F-10-50	 	単量体ストレプトアビジンのタンパク質発現用タグとしての有用性について
就実大学大学院　医療薬学研究科1）、高知大学　理工学部2）

○�坂本　沙祐里1）、杉山　成2）、洲崎　悦子1）、平岡　修1）

22F-11-00	 	抗マラリア薬　artesunateによる抗腫瘍機序の解明
徳島大学　大学院　医歯薬研究部　薬科学部門　医薬品機能生化学分野1）、�
保健科学部門　医用検査系細胞・免疫解析学2）、医科学部門　生理系薬理学分野3）

○�津田　勝範1）、宮本　理人1）、濱野　修一2）、池田　康将3）、玉置　俊晃3）、土屋　浩一郎1）

22F-11-10	 	脳卒中易発症ラットにおけるヒドロキシステロイド-17β-デヒドロゲナーゼ-7の発現量低
下機構
福山大学　薬学部　薬学科
○�内野　結花、町支　麻佑子、志摩　亜季保、松岡　浩史、道原　明宏

22F-11-20	 	Cos7細胞におけるメバロン酸二リン酸脱炭酸酵素の細胞内局在化機構
福山大学　薬学部　薬学科
○�大宮　佳純、廣川　玄迪、志摩　亜季保、松岡　浩史、道原　明宏

22F-13-10	 	ヒト成人表皮角質細胞培養系を用いたUVB照射によるコレステロール合成関連遺伝子
の発現測定
福山大学　薬学部　薬学科
○�高橋　伸明、松岡　浩史、角南　友佳子、見土　万由子、内野　結花、道原　明宏

22F-13-20	 	細胞外基質ネフロネクチンのサンドイッチELISAシステムの構築
福山大学　薬学部　分子免疫学研究室
○�谷川　安布、本田　真知子、今　重之

22F-13-30	 	新規カルシウム結合タンパク質であるネフロネクチンは自己免疫疾患増悪化に関与する
福山大学　薬学部　分子免疫学研究室
○�藤岡　和征、本田　真知子、今　重之

22F-13-40	 	新規α4インテグリンスプライシングバリアントを用いた自己免疫疾患治療戦略
福山大学　薬学部　分子免疫学研究室
○�重政　歩美、本田　真知子、今　重之

22F-13-50	 	ナローバンドUVBによるアレルギー性鼻炎抑制効果
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子情報薬理学分野1）、耳鼻咽喉科学分野2）、分子難病学分野3）

○�岡本　健太郎1）、水口　博之1）、藤井　達也2）、杉山　学1）、北山　美香1）、山田　拓也1,2）、�
大谷　将太郎1,2）、神村　盛一郎2）、北村　嘉章2）、藤野　裕道1）、福井　裕行3）、武田　憲昭2）

22F-14-00	 	Wild	grapes	suppress	the	histamine	H1	receptor	gene	expression	in	HeLa	
cells	and	in	TDI-sensitized	allergy	model	rats
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子情報薬理学分野1）、（株）Nab2）、分子難病学分野3）

○�Islam�Rezwanul1）、Shaha�Aurpita1）、岡本　健太郎1）、湧川　朝治1）、平松　美春1）、池田　久2）、�
藤野　裕道1）、福井　裕行3）、水口　博之1）



14:10 〜 15:00	 医療薬学 3-1
	 座長　垰越　崇範（広島大学病院	薬剤部）

22F-14-10	 	術後せん妄発症予防に対する「せん妄対策チーム」の効果的な介入に向けた検討〜周術
期に使用する睡眠薬からのアプローチ〜
岡山大学　薬学部　薬学科1）、岡山大学病院　薬剤部2）、岡山大学病院　せん妄対策チーム3）、�
岡山大学病院　精神科4）

○�住江　春香1）、村川　公央2,3）、江角　悟2,3）、田村　麻衣1）、河本　紫帆1）、小山　敏広1）、�
井上　真一郎3,4）、北村　佳久1,2）、千堂　年昭1,2）、四宮　一昭1）

22F-14-20	 	当院におけるメサドン塩酸塩錠の使用状況調査
岡山大学病院　薬剤部1）、岡山大学病院　緩和支持医療科2）

○�鬼無　悠1）、鍛治園　誠1）、牛尾　聡一郎1）、江角　悟1）、松岡　順治2）、北村　佳久1）、千堂　年昭1）

22F-14-30	 	大規模医療情報を活用して新規心肺蘇生後症候群治療薬の開発を志向したドラッグリポ
ジショニング研究
徳島大学　薬学部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野2）、徳島大学病院　薬剤部3）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野4）、徳島大学病院　臨床試験管理センター5）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子情報薬理学分野6）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野7）

○�漆崎　汐里1）、座間味　義人2,3）、石澤　有紀4）、新村　貴博2）、武智　研志5）、今西　正樹3）、�
福島　圭穣6）、堀之内　裕也4）、池田　康将4）、藤野　裕道6）、土屋　浩一郎7）、玉置　俊晃4）、�
石澤　啓介2,3）

22F-14-40	 	心肺停止患者の予後に与えるニコランジルの影響-大規模レセプト情報を用いた検討-
徳島大学大学院　医科学教育部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理学分野2）、�
徳島大学病院　薬剤部3）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　薬理学分野4）、�
徳島大学病院　臨床試験管理センター5）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子情報薬理学分野6）、�
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品機能生化学分野7）

○�新村　貴博1）、座間味　義人2,3）、石澤　有紀4）、今西　正樹3）、武智　研志5）、福島　圭穣6）、�
堀ノ内　裕也4）、池田　康将4）、藤野　裕道6）、土屋　浩一郎7）、玉置　俊晃4）、石澤　啓介2,3）

22F-14-50	 	有害事象自発報告データベースを基にしたベバシズマブと相互作用を起こす薬剤の探索
研究
徳島大学大学院　薬科学教育部1）、徳島大学大学院�医歯薬学研究部�臨床薬理学分野2）、�
徳島大学病院�薬剤部3）、徳島大学大学院�医歯薬学研究部�薬理学分野4）、�
徳島大学病院�臨床試験管理センター5）、徳島大学大学院�医歯薬学研究部�分子情報薬理学分野6）、�
徳島大学大学院�医歯薬学研究部�医薬品機能生化学分野7）

○�三井　茉綸1）、座間味　義人2,3）、石澤　有紀4）、新村　貴博2）、武智　研志5）、今西　正樹2）、�
福島　圭穣6）、堀ノ内　裕也4）、池田　康将4）、藤野　裕道6）、土屋　浩一郎7）、玉置　俊晃4）、�
石澤　啓介2,3）



一般講演� K会場　藤井節郎記念医科学センター　1Ｆ　藤井節郎記念ホール

9:00 〜 9:50	 感染制御
	 座長　北村　佳久（岡山大学病院　薬剤部）
	 　　　木村　雅昭（JA高知病院）

9:50 〜 10:30	 薬物療法 1
	 座長　新宮　行雄（松江赤十字病院）
	 　　　中村　徹志（市立三次中央病院薬剤科）

22K-09-00	 	PCR法によるSCCmecタイピングを利用した動向調査から探る来院者とMRSAの院内
伝播の関連性
徳島大学病院　薬剤部1）、徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床薬理分野2）

○�柴田　高洋1）、今西　正樹1）、座間味　義人2）、中村　敏己1）、寺岡　和彦1）、石澤　啓介1,2）

22K-09-10	 	抗菌薬の適正使用推進にむけて〜当院におけるAUD導入後の抗菌薬使用量調査報告〜
高知医療生活協同組合　高知生協病院
○�松尾　真仁

22K-09-20	 	抗菌薬の使用管理機能を利用した抗菌薬適正使用推進のための取り組み
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター　薬剤部
○�西原　舞、高田　正弘、奥本　絵美、井上　文仁、尾崎　誠一、寺山　恵子、松久　哲章

22K-09-30	 	当院におけるバンコマイシン注の血中濃度モニタリング業務の取り組みとその評価
鳥取生協病院　薬局1）、鳥取生協病院　ＩＣＴ2）、鳥取生協病院　臨床検査室3）、鳥取生協病院　内科4）

○�中本　晶大1,2）、木村　町子2,3）、菊本　直樹2,4）

22K-09-40	 	整形外科病棟における化膿性関節炎の検討
中国労災病院　薬剤部
○�久賀谷　幸昌、中下　愛、野口　亜樹、今津　智子、渡辺　貴志、前田　頼伸

22K-09-50	 	当院におけるヒドロキシクロロキンの適正使用状況調査
岡山済生会総合病院　薬剤科
○�大月　章、小武　和正、川上　恭弘

22K-10-00	 	不育症患者に対する低用量アスピリン，ヘパリンカルシウムおよびプレドニゾロン3剤併
用療法の有効性と副作用発現調査
岡山大学病院　薬剤部
○�坂口　加奈、牛尾　聡一郎、入江　和葉、三喜　明子、建部　泰尚、小川　瑶子、大月　理恵子、�
江角　悟、小川　敦、村川　公央、北村　佳久、千堂　年昭

22K-10-10	 	整形外科股関節領域術後急性疼痛に対するプレガバリンの有用性
岡山大学病院　薬剤部
○�入江　和葉、坂口　加奈、三喜　明子、牛尾　聡一郎、建部　泰尚、小川　瑶子、大月　理恵子、�
江角　悟、小川　敦、村川　公央、北村　佳久、千堂　年昭

22K-10-20	 	タルクによる胸膜癒着術へのステロイド全身投与の影響
広島大学病院　薬剤部
○�石井　聡一郎、真志田　絵美子、櫻下　弘志、佐伯　康之、松尾　裕彰

10:30 〜 11:10	 薬物療法 2
	 座長　松岡　克俊（四国中央病院　薬剤部）
	 　　　上平　志子（山陰労災病院）

22K-10-30	 	高齢者の安全な薬物療法ガイドラインの検証（メチルジゴキシン編）
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　薬剤部
○�楢原　史子、山崎　美保、木村　竜司、中下　愛、野口　亜樹、谷本　愛花、渡辺　貴志、前田　頼伸

22K-10-40	 	高齢者の安全な薬物療法ガイドラインの検証（SU薬編）
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　薬剤部
○�谷本　愛花、山崎　美保、木村　竜司、中下　愛、野口　亜樹、楢原　史子、渡辺　貴志、前田　頼伸



13:10 〜 13:50	 薬局関連、医療経済、その他 1
	 座長　梅国　秀之（かくばんちょう薬局）
	 　　　秦　　浩司（さくら薬局　黒田店）

13:50 〜 14:20	 薬局関連、医療経済、その他 2
	 座長　竹本　貴明（らいおん薬局）
	 　　　大島　幹弘（れんげ堂薬局　池田店）

22K-10-50	 	抗血小板薬投与下の巨大脳動脈瘤に対するフローダイバーター留置患者における出血
性・虚血性合併症リスクの検証
岡山大学病院　薬剤部1）、岡山大学病院　脳神経外科2）

○�三喜　明子1）、建部　泰尚1）、平松　匡文2）、坂口　加奈1）、入江　和葉1）、大月　理恵子1）、�
小川　瑶子1）、江角　悟1）、小川　敦1）、菱川　朋人2）、村川　公央1）、杉生　憲志2）、北村　佳久1）、�
伊達　勲2）、千堂　年昭1）

22K-11-00	 	代謝性肝障害合併糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の多面的効果の検討
高知大学医学部附属病院　薬剤部1）、高知大学医学部�　消化器内科学講座2）

○�伊東　睦弘1）、小松　仁美1）、矢野　真帆1）、垣内　綾乃1）、片岡　晃一1）、八木　祐助1）、常風　興平1）、
白石　久1）、森田　靖代1）、横田　淳子1）、宗景　玄祐2）、越智　経浩2）、小野　正文2）、西原　利治2）、
宮村　充彦1）

22K-13-10	 	膝痛及び腰痛に対する漢方薬使用の症例報告
ぐんも調剤薬局橘店1）、有限会社サンコーファーマシー2）、一般社団法人　徳島県薬剤師会3）

○�萬野　行子1,3）、庄子　昇2）、水口　和生3）

22K-13-20	 	高齢女性におけるPTP包装からの硬カプセル剤の押出し評価
四国調剤グループ1）、徳島文理大学　薬学部　医療薬学講座2）

○�西尾　加奈1）、泉　政宏1）、小島　理恵1）、田中　繁樹1）、高田　暁2）、浜田　嘉則1,2）、京谷　庄二郎2）

22K-13-30	 	診療報酬改定における経済的問題点の検討　—「無菌製剤処理料1」の実際—
香川大学医学部附属病院　薬剤部
○�青木　加奈、高橋　功一、井上　達也、田中　裕章、安宅　希美子、山口　佳津騎、�
朝倉　正登、小坂　信二、芳地　一

22K-13-40	 	院内プロトコルに基づく院外処方箋に関する問い合わせ効率化の評価と課題
愛媛大学医学部附属病院
○�越智　友美、越智　理香、鈴木　麻矢、田坂　友紀、飛鷹　範明、井門　敬子、田中　守、田中　亮裕

22K-13-50	 	高齢女性におけるPTP包装からの軟カプセル剤の押出し評価
四国調剤グループ1）、徳島文理大学　薬学部　医療薬学講座2）

○�植田　愛友1）、岡添　明日香1）、田中　繁樹1）、高田　暁2）、浜田　嘉則1,2）、京谷　庄二郎2）

22K-14-00	 	患者QOL改善を目指した残薬調整
社会医療法人　里仁会　白龍湖病院　薬剤部1）、社会医療法人　里仁会　興生総合病院　薬剤部2）

○�上田　修司1）、古野　孝明2）、半田　寛1）

22K-14-10	 	病棟における注射薬の廃棄・破損によるコスト削減に向けた取り組み
高知医療センター　薬剤局
○�津野　文香、岡崎　弘志、端　茉美、山崎　好恵、田中　広大、田中　聡、宮本　典文



14:30 〜 15:10	 薬局関連、医療経済、その他 3
	 座長　辻本　正浩（病院通薬局　あぞの店）
	 　　　木村　昭代（南天堂薬局）

22K-14-30	 	徳島県におけるドーピング防止活動〜徳島県トレーナー協会ドーピング防止セミナー〜
公認スポーツファーマシスト委員会1）、一般社団法人　徳島県薬剤師会　薬事情報センター2）、�
一般社団法人　徳島県薬剤師会3）

○�篠原　明美1,3）、山下　久紀1,2,3）、萬野　行子1,3）、久次米　敏秀3）、水口　和生3）

22K-14-40	 	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構
築への道〜（第1報）
（一社）岡山県薬剤師会　薬局委員会　アンチ・ドーピング小委員会
○�立花　義章、黒島　新、中山　智津子、中原　圭介、長坂　圭子、市場　恵子、服部　真幸、�
須江　和由、秋山　誠樹、高木　紀彦、堀部　徹

22K-14-50	 	健康食品の適正利用における薬局薬剤師の役割−広島県民と医療・介護従事者に対する
アンケ—ト調査結果−
公益社団法人広島県薬剤師会1）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科治療薬効学2）、�
広島大学病院薬学部3）

○�平本　敦大1）、豊見　敦1）、青野　拓郎1）、谷川　正之1）、井上　映子1）、竹本　貴明1）、中川　潤子1）、
有村　典謙1）、小澤　孝一郎2）、松尾　裕彰3）、豊見　雅文1）

22K-15-00	 	地方中小病院における薬剤部業務に対する「機能性薬剤部員」導入による可能性
霧島市立医師会医療センター　薬剤部
○�岸本　真、岸本　真、長命　章佳、木藤　真理、長ヶ原　琢磨


