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特 別 講 演

特別講演 1　緩和医療のありかたと薬剤師の役割・AI によって社会はどうかわるか？

特別講演 2　神経障害性疼痛とミクログリア P2X4 受容体

 座　長 ：塩川　　満（ 聖隷横浜病院　薬剤部）
 演　者 ：松岡　順治（岡山大学大学院ヘルスケアシステム統合科学研究所）

 座　長 ：成田　　年（ 星薬科大学 薬理学研究室、国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野）
 演　者 ：井上　和秀（九州大学・理事・副学長）
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シンポジウム
次世代型がん治療を見据えた 
包括的がん支持療法・緩和医療科学の展開シンポジウム 1

 オーガナイザー ：成田　　年（ 星薬科大学 薬理学研究室、国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野）
   上園　保仁（ 東京慈恵会医科大学 医学部 疼痛制御研究講座）
 座　長 ：成田　　年（ 星薬科大学 薬理学研究室、国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野）
   上園　保仁（ 東京慈恵会医科大学 医学部 疼痛制御研究講座）

医療用麻薬の自己管理シンポジウム 2

 オーガナイザー ：杉浦　　聡（ 株式会社マスカット薬局）
   竹下　和輝（ 岡山市立市民病院）
 座　長 ：高橋　一栄（ 大阪府済生会野江病院　薬剤科）
   松村千佳子（ 京都薬科大学　臨床薬学教育研究センター）

プ
ロ
グ
ラ
ム

S1-1 疼痛制御によるがん治療向上の科学的検証
成田　　年（�星薬科大学　薬理学研究室、国立がん研究センター研究所�がん患者病態生

理研究分野）

S1-2 支持療法・緩和医療科学分野での創薬進展：どこを工夫すれば目に見えて進むのか？
上園　保仁（�東京慈恵会医科大学�疼痛制御研究講座）

S1-3 がんゲノム医療の最前線と緩和医療への応用
青木　一教（�国立がん研究センター研究所）

S2-1 麻薬の自己管理−医療用麻薬の管理マニュアル・ガイダンスを読み解く−
龍　　恵美（�長崎大学病院　薬剤部）

S2-2 大学病院における疼痛管理と患者サポートの実践
祝　千佳子（�東京大学大学院医学系研究科�公共健康医学）

S2-3 高齢化が著しい地域における医療用麻薬自己管理における薬剤師の役割
辻井　聡容（�公立豊岡病院組合立朝来医療センター）

S2-4 在宅療養時の麻薬管理
二階堂　崇（�サンヨー薬局 ･原尾島店）

専門・認定制度委員会企画
2019 年度緩和薬物療法認定薬剤師審査における 
優秀症例から学ぶ薬学的介入の実際
～背景、介入方法、エビデンス、症例報告のノウハウ～

シンポジウム 3

 オーガナイザー ：佐藤　淳也（ 国際医療福祉大学病院　薬剤部　医療薬学分野）
   岡本　禎晃（ 市立芦屋病院　薬剤科）
 座　長 ：佐藤　淳也（ 国際医療福祉大学病院　薬剤部　医療薬学分野）
   土井　真喜（ 株式会社メディカルシステムネットワーク　地域薬局事業部）

S3-1 病院における薬学的介入の実際～オピオイドを使用した事例～
岩井　峻一（�医療法人社団東光会　戸田中央総合病院　薬剤科）

オンデマンド配信

オンデマンド配信

オンデマンド配信
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S4-1 がん化学療法における口腔粘膜炎対策の意義と実際
曽我　賢彦（�岡山大学病院　医療支援歯科治療部）

S4-2 がん化学療法患者の口腔支持療法における薬剤師の役割を考える
吉田　謙介（�新潟大学医歯学総合病院　薬剤部）

S4-3 がん薬物療法における口腔粘膜炎の口腔支持療法の現状と薬剤師への期待
勝良　剛詞（�新潟大学医歯学総合病院　歯科放射線科）

S5-1 がんの療養と地域包括ケアをつなぐ
的場　元弘（青森県立中央病院　副院長�）

S5-2 病院薬剤師だから出来る地域包括ケアにおける Way Point
伊東　俊雅（�東京女子医科大学東医療センター薬剤部 /がん包括診療部緩和ケア室）

S5-3 在宅緩和ケアにおける連携チームの役割 
～訪問薬剤師との連携を中心に～

佐藤　涼介（�医療法人　佐藤医院）

S5-4 在宅緩和ケアにおける薬局薬剤師の役割
天方　奉子（�薬局セントラルファーマシー長嶺）

癌化学療法患者の口腔粘膜炎による疼痛緩和を目指して 
- 多職種で取り組む口腔支持療法 -シンポジウム 4

 オーガナイザー ：吉田　謙介（ 新潟大学医歯学総合病院　薬剤部）
   渡邉　真一（ 松山大学　薬学部 医療薬学科）
 座　長 ：清海　杏奈（ 東京薬科大学　薬学部　医薬品安全管理学教室）
   渡邉　真一（ 松山大学　薬学部 医療薬学科）

地域包括ケアー地域へ繋ぐ、地域で支えるーシンポジウム 5

 オーガナイザー ：稲葉　一郎（ 薬局セントラルファーマシー長嶺）
   竹内　尚子（ トライアドジャパン株式会社）
 座　長 ：稲葉　一郎（ 薬局セントラルファーマシー長嶺）
   竹内　尚子（ トライアドジャパン株式会社）

明日から実践！ ～支持療法の実際とその教育を考えよう～シンポジウム 6

 オーガナイザー ：内田まやこ（ 同志社女子大学薬学部）
   石原　正志（ 岐阜大学医学部附属病院　薬剤部）
 座　長 ：石原　正志（ 岐阜大学医学部附属病院　薬剤部）
   内田まやこ（ 同志社女子大学薬学部）

S3-3 保険薬局における薬学的介入の実際～在宅医療での薬剤師の役割～
吾妻　美香（�株式会社水戸薬局　在宅医療支援センター）

S3-4 当院における薬学的介入の実際；薬局との連携について
秋山　幸子（�鶴巻温泉病院　薬剤科）

S3-2 病院における薬学的介入の実際；支持療法に対応した事例
佐藤　良太（�丸木記念福祉メディカルセンター　薬局）

オンデマンド配信

オンデマンド配信

オンデマンド配信
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S6-1 最新のエビデンスに基づく、がん化学療法誘発性悪心・嘔吐への予防対策の実践と薬剤師の取
組み

飯原　大稔（�岐阜大学医学部附属病院　薬剤部）

S6-2 がん化学療法による皮膚障害対策における薬薬連携の意義と課題
縄田　修一（�昭和大学横浜市北部病院�薬剤部）

S6-5 がん治療における薬剤師育成のための卒後研修会の有用性評価
内田まやこ（�同志社女子大学薬学部）

S6-3 がん化学療法誘発末梢神経障害の実際と対応策確立のための試み
川尻　雄大（�九州大学大学院�薬学研究院�臨床育薬学分野）

S6-4 がん患者さんを笑顔にするための免疫関連有害事象対策への薬剤師の挑戦
石川　　寛（�静岡県立静岡がんセンター�薬剤部）

S7-1 添付文書の薬物動態情報と個別最適化−ヒドロモルフォンとフェンタニルを中心に−
平山　武司（�北里大学病院�薬剤部）

S7-2 タペンタドールの適正使用へ導いてくれた症例
尾形　美絵（�大分県済生会日田病院　薬剤部）

S7-3 患者にあったオピオイド選択：メサドン
笠原　庸子（�県立広島病院　薬剤科）

S7-4 フェンタニル血中濃度測定意義と緩和医療個別化への貢献について考える
須野　　学（�和歌山県立医科大学　薬学部）

S7-5 がん患者におけるオピオイド系鎮痛薬の体内動態および臨床効果に及ぼす遺伝的要因
内藤　隆文（�浜松医科大学医学部附属病院�薬剤部）

オピオイド鎮痛薬を体内動態から個別最適化を目指して使いこ
なそう !シンポジウム 7

 オーガナイザー ：平山　武司（ 北里大学病院　薬剤部）
   須野　　学（ 和歌山県立医科大学　薬学部）
 座　長 ：平山　武司（ 北里大学病院　薬剤部）
   須野　　学（和歌山県立医科大学　薬学部）

オンデマンド配信

スタッフが揃わない病院の緩和ケアチームで薬剤師はどこまで
頑張れるか。シンポジウム 8

 オーガナイザー ：八本久仁子（ 浜田医療センター　薬剤部）
   形部　文寛（ 東広島医療センター　薬剤部）
 座　長 ：八本久仁子（ 浜田医療センター　薬剤部）
   高田　慎也（ 北海道がんセンター　薬剤部）

オンデマンド配信

S8-1 緩和ケアに関する薬剤師の活動～アンケート結果より～
中村　孝佑（�国立病院機構　福山医療センター）

S8-2 緩和ケア未経験の精神科医師との緩和ケアラウンド
形部　文寛（�山口宇部医療センター　薬剤部）

S8-3 緩和ケア病棟と在宅緩和ケアでの取り組み
秋本　　伸（�株式会社NOV-cure　ひらもと薬局）
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S9-1 緩和ケア病棟における薬剤師との連携の現状とこれから
桶口　史篤（�くれよん在宅クリニック）

S9-2 精神症状を有するがん患者に対するがん専門薬剤師の関わりを考える
竹野　伸洋（�（公財）がん研究会有明病院薬剤部）

S9-4 緩和医療領域における精神科専門薬剤師の貢献を考える
江角　　悟（�岡山大学病院�薬剤部）

S9-3 精神的苦痛を有する患者へのアプローチ～緩和薬物療法認定薬剤師の立場から～
飛鷹　範明（�愛媛大学病院　薬剤部）

S10-1 2019 年度および 2020 年度認定審査・更新審査の結果について
平山　武司（�北里大学病院�薬剤部）

S10-2 緩和薬物療法認定薬剤師への道　　― 症例報告におけるポイント ―
阿久井千亜紀（�兵庫医科大学病院　薬剤部）

S10-3 緩和薬物療法認定試験の概要について
金子　　健（�慶應義塾大学病院　薬剤部）　

S10-4 緩和医療専門薬剤師制度について
岡本　禎晃（�市立芦屋病院）

専門薬剤師のアプローチから学ぶ緩和ケア　 
- 緩和・がん・精神科領域の認定・専門薬剤師のクロストーク -シンポジウム 9

 オーガナイザー ：江角　　悟（ 岡山大学病院　薬剤部）
   飛鷹　範明（ 愛媛大学医学部附属病院　薬剤部）
 座　長 ：飛鷹　範明（ 愛媛大学医学部附属病院　薬剤部）
   江角　　悟（ 岡山大学病院　薬剤部）

専門・認定制度委員会・試験委員会合同企画 
「認定薬剤師の取得と更新に向けて ‐ 症例報告書の書き方と認
定試験を中心に -」

シンポジウム 10

 オーガナイザー ：平山　武司（ 北里大学病院　薬剤部）
   岡本　禎晃（ 市立芦屋病院　薬剤科）
 座　長 ：岡本　禎晃（ 市立芦屋病院　薬剤科）
   金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）

オンデマンド配信

オンデマンド配信

S8-5 緩和ケアチーム薬剤師に求めるもの
松波　馨士（�米子医療センター�緩和ケア内科）

S8-4 緩和領域における CDTM
矢野　琢也（�住友別子病院　薬剤部）
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S11-
基調講演

「こころ・からだ・いのち」と向き合う医療
～コミュニケーションは「やわらかな 1.5 人称」～

中野　重行（大分大学名誉教授�）

S11-3 薬剤師の臨床でこそ実現できる ACP
的場　康徳（�鹿児島大学病院　消化器外科）

S11-2 相良病院の ACP に関する取り組みと薬剤師の役割
川床　優子（�社会医療法人博愛会　相良病院　薬剤部）

S11-1 当院におけるアドバンス・ケア・プランニングの実際～薬剤師との連携～
太田　佳男（�岡山大学病院　看護部）

今こそアドバンス・ケア・プランニングに薬剤師の力を！ 
～人生会議における薬剤師の介入について考える～シンポジウム 11

 オーガナイザー ：鍛治園　誠（ 岡山大学病院　薬剤部）
   的場　康徳（ 鹿児島大学病院　消化器外科）
 座　長 ：鍛治園　誠（ 岡山大学病院　薬剤部）
   的場　康徳（ 鹿児島大学病院　消化器外科）

5 月15 日（土）14:00 ～　ライブ配信

がん疼痛の分子病態と包括的治療シンポジウム 12

 オーガナイザー ：葛巻　直子（ 星薬科大学　薬理学研究室）
   津田　　誠（ 九州大学　大学院薬学研究院　薬理学分野）
 座　長 ：津田　　誠（ 九州大学　大学院薬学研究院　薬理学分野）
   葛巻　直子（ 星薬科大学　薬理学研究室）

S12-1 がん疼痛治療の現在
天谷　文昌（�京都府立医科大学　疼痛・緩和医療学教室）

S12-2 グリア細胞がつくる新しい痛覚感作機構
津田　　誠（�九州大学　大学院薬学研究院　薬理学分野）

S12-3 がん疼痛による全身的変容とその理解
葛巻　直子（�星薬科大学　薬理学研究室）

オンデマンド配信

がん摂食障害に、薬剤師がまだ挑めることシンポジウム 13

 オーガナイザー ：脇田　雅子（ ませ調剤薬局　熱田店）
   鈴木　慶介（ 台東区立台東病院　台東区立老人保健施設千束　医療技術部薬剤室）
 座　長 ：鈴木　慶介（ 台東区立台東病院　台東区立老人保健施設千束　医療技術部薬剤室）
   脇田　雅子（ ませ調剤薬局　熱田店）

オンデマンド配信

S13-3 上手く薬を飲み込めないのはなぜか？
村田　尚道（�岡山大学病院　スペシャルニーズ歯科センター）

S13-2 がん患者の摂食障害に対して、栄養管理の面から、薬剤師にお願いしたいこと
吉田　貞夫（�ちゅうざん病院�リハビリテーション科）

S13-1 緩和ケア医も、がんを苦しくなく生きたい！
大橋　洋平（�ＪＡ愛知厚生連海南病院緩和ケア）
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S15-1 緩和医療薬学の研究活性化に向けた日本緩和医療薬学会 研究推進委員会の活動
佐藤　淳也（�日本緩和医療薬学会�研究推進委員会）

S15-2 臨床研究アイデアの立案と仲間作り～多施設共同研究の進め方～
槙原　克也（�淀川キリスト教病院　薬剤部）

S15-3 医療現場と大学教員との共同連携による研究活動
田口　真穂（�横浜薬科大学　レギュラトリーサイエンス研究室）

S15-4 保険薬局薬剤師が初めて立案した臨床研究ー 2018 年 2 月から今日まで、出来たこと、躓い
たことー

田邉　一尊（�山本保健薬局吉見店）

S15-5 研究成果の公表ー採択になりやすい論文を投稿するためにはー
溝口　広一（�東北医科薬科大学�薬学部�機能形態学教室）

研究推進委員会、編集委員会共同企画 
緩和医療薬学研究の起承転結～研究の立案から仲間作り、指導
者探し、研究資源の獲得、成果発表まで～

シンポジウム 15

 オーガナイザー ：佐藤　淳也（ 国際医療福祉大学病院　薬剤部　医療薬学分野）
   溝口　広一（ 東北医科薬科大学　薬学部　機能形態学教室）
 座　長 ：佐藤　淳也（ 国際医療福祉大学病院　薬剤部　医療薬学分野）
   溝口　広一（ 東北医科薬科大学　薬学部　機能形態学教室）

S14-4 こどもの緩和ケアについて考える
余谷　暢之（�国立成育医療研究センター　総合診療部　緩和ケア科）

S14-1 小児期緩和で薬剤師が活かすべき専門能力とは
石川　洋一（�明治薬科大学）

S14-3 小児における緩和ケアを考える　～慢性疾患のこどもとの関わり～
笠原　庸子（�県立広島病院　薬剤科）

S14-2 地域における小児緩和と薬局薬剤師の役割
青木　克枝（�日本調剤株式会社　在宅医療部）

オンデマンド配信

オンデマンド配信

小児緩和医療の現状シンポジウム 14

 オーガナイザー ：黒岩祐里香（ 国立成育医療研究センター　薬剤部）
   金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
 座　長 ：金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
   黒岩祐里香（ 国立成育医療研究センター　薬剤部）

S13-4 摂食嚥下障害、食欲低下を引き起こす薬剤　～ＰＣＴ薬剤師の取り組み～
伊藤聡一郎（�公立陶生病院　医療技術局　薬剤部　）
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終末期がん患者を円滑に在宅移行するための注意点　～病院薬剤
師、調剤薬局薬剤師、在宅診療所薬剤師それぞれの視点から～シンポジウム 17

 オーガナイザー ：山本　泰大（ 小牧市民病院　薬局）
   笠原　庸子（ 県立広島病院　薬剤科）
 座　長 ：宇野　達也（ ヤナセ薬局　在宅医療部）
   山本　泰大（ 小牧市民病院　薬局）

S17-2 終末期がん患者の在宅移行時に調剤薬局薬剤師が注意すること
宇野　達也（�ヤナセ薬局　在宅医療部）

S17-3 在宅療養支援診療所に所属する薬剤師の視点
餅原　弘樹（�のぞみの花クリニック）

S17-4 薬剤師で支える在宅緩和ケア
笠原　庸子（�県立広島病院　薬剤科）

S17-1 病院薬剤師としての注意点
山本　泰大（�小牧市民病院　薬局）

S16-1 オピオイド鎮痛薬に関する最新知見とその理解
葛巻　直子（�星薬科大学　薬理学研究室）

S16-2 疼痛やせん妄等の症状緩和薬物療法の実践
川名真理子（�医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部）

S16-3 緩和医療に携わる薬剤師に知ってほしい地域連携や社会資源など
大野（川井）　朋子（�株式会社 akホールディングス　上永谷薬局）

S16-4 緩和医療に携わる薬剤師に知ってほしいがん化学療法の知識
辻井　聡容（�公立豊岡病院組合立朝来医療センター薬剤部）

緩和医療　Up to date ～スペシャリストから最新知識を学ぶ～シンポジウム 16

 オーガナイザー ：辻井　聡容（ 公立豊岡病院組合立朝来医療センター　薬剤部）
   金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
 座　長 ：金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
   伊東　俊雅（ 東京女子医科大学　東医療センター　薬剤部）

オンデマンド配信

オンデマンド配信

オンデマンド配信

非がんの緩和ケア - 心不全を中心に -シンポジウム 18

 オーガナイザー ：泉谷　　悟（ 広島大学病院　薬剤部）
   石原　泰子（ 倉敷中央病院　薬剤部　病棟薬剤室）
 座　長 ：泉谷　　悟（ 広島大学病院　薬剤部）
   石原　泰子（ 倉敷中央病院　薬剤部　病棟薬剤室）

S18-1 末期心不全患者の身体的苦痛への薬物療法・非薬物療法
大石　醒悟（�兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科）

S18-2 心不全の在宅診療について
三宅　剛司（�つばさクリニック）
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「腎機能低下時の緩和薬物療法の実際　 
～情報リテラシーを高め、あなたらしさに向き合うために～　
パート 3」

シンポジウム 19

 オーガナイザー ：竹迫　秀和（ 鹿児島市立病院　薬剤部）
   脇田　雅子（ ませ調剤薬局　熱田店）
 座　長 ：宮部　貴識（ 大阪医療センター　薬剤部）
   竹迫　秀和（ 鹿児島市立病院　薬剤部）

S19-1 添付文書から読む新しい緩下剤の特徴
山本　武人（�東京大学大学院薬学系研究科�医療薬学教育センター）

S19-2 腎機能が低下した高齢者におけるサルコペニア、フレイル対策
吉田　貞夫（�ちゅうざん病院�リハビリテーション科）

S19-3 オピオイド誘発性便秘対策としての筋肉量・腎機能評価の有用性
上葛　義浩（�藤田医科大学岡崎医療センター�薬剤部）

S18-3 心不全患者の緩和ケアの実際
岡本　禎晃（�市立芦屋病院）

S18-4 心不全緩和に対する地域医療連携は可能か？−病院薬剤師の役割−
櫻下　弘志（�広島大学病院薬剤部）

オンデマンド配信
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メディカルセミナー

メディカルセミナー 1　 薬機法改正を受けた薬薬連携のあり方を考える 
- レジメン情報の共有と QOL 向上を目指した疼痛管理の実践 -

座　長：髙栁　和伸（倉敷中央病院 薬剤本部）
演　者：鹿田　康紀（福岡県済生会福岡総合病院 外科）

5 月13 日（木）12:20 ～13:20　ライブ配信

大鵬薬品工業株式会社

メディカルセミナー 2　 がん性疼痛を正しく評価するために　 
～診断・治療・薬剤師に期待すること～

座　長：森　　英樹（岡山赤十字病院薬剤部）
演　者：喜多嶋拓士（岡山赤十字病院緩和ケア科）

5 月13 日（木）12:20 ～13:20　ライブ配信

東和薬品株式会社

メディカルセミナー 3　 腎機能低下患者・高齢者の疼痛緩和ケアのポイント

座　長：木村　　健（兵庫医科大学病院）
演　者：平田　純生（I&H 株式会社学術顧問・熊本大学薬学部）

5 月13 日（木）12:20 ～13:20　ライブ配信＋オンデマンド配信

株式会社ハートフェルト

メディカルセミナー 4　 肺癌薬物療法・支持療法における医療連携

座　長：千堂　年昭（就実大学 薬学部（前 岡山大学病院 薬剤部））
演　者：田端　雅弘（岡山大学病院　腫瘍センター）

5 月13 日（木）18:00 ～19:00　ライブ配信

日本化薬株式会社

メディカルセミナー 5　 早期からの緩和ケアの実践に必要なこと

座　長：成田　　年（ 星薬科大学 薬理学研究室、国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野）
演　者：梶浦　新也（富山大学附属病院　臨床腫瘍部）

5 月13 日（木）18:00 ～19:00　ライブ配信

第一三共株式会社

メディカルセミナー 6　 こう変わる！ ER+/HER2 －進行再発乳がん薬物療法 
～薬剤師の先生方にも知って頂きたいパルボシクリブのマネジメント～

座　長：開　　浩一（地方独立行政法人　広島市立病院機構　本部事務局　契約課）
演　者：大谷彰一郎（大谷しょういちろう乳腺クリニック）

5 月13 日（木）18:00 ～19:00　ライブ配信

ファイザー株式会社
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メディカルセミナー 7　 薬剤師として知っておくべきオピオイド鎮痛薬の不適切使用
の背景と対応について

座　長：鈴木　　勉（湘南医療大学　薬学部）
演　者：山口　重樹（獨協医科大学　麻酔科）

5 月14 日（金）12:00 ～13:00　ライブ配信

塩野義製薬株式会社

メディカルセミナー 8　 切除不能膵臓がんの化学療法への理解と痒いところに手が届
く副作用対策

座　長：松尾　裕彰（国立大学法人広島大学病院　薬剤部）
演　者：矢野　琢也（医療法人住友別子病院　薬剤部）

5 月14 日（金）12:00 ～13:00　ライブ配信

株式会社ヤクルト本社

メディカルセミナー 9　 慢性・緩和期の疼痛管理のさらなる質向上のために、 
がん急性期の疼痛管理を知る 
－ 術後回復を促進させ、疼痛を遷延化させないために －

座　長：岡本　禎晃（市立芦屋病院　薬剤科）
演　者：谷口　英喜（済生会横浜市東部病院　患者支援センター）

5 月14 日（金）12:00 ～13:00　ライブ配信＋オンデマンド配信

あゆみ製薬株式会社

メディカルセミナー 10　 病と歩む生活を、オピオイドがよりよい “ 日常 ” に導くた
めのテクニック

座　長：濱　　敏弘（公益財団法人　がん研究会有明病院　院長補佐）
演　者：田上　恵太（東北大学大学院医学系研究科　緩和医療学分野）

5 月14 日（金）12:15 ～13:15　ライブ配信

協和キリン株式会社 / 久光製薬株式会社
 
メディカルセミナー 11　 人生の最終段階におけるがん性疼痛に対する鎮痛薬の使い方

座　長：小野田千晴（焼津市立総合病院　薬剤科）
演　者：長谷　一郎（はせクリニック）

5 月14 日（金）12:15 ～13:15　ライブ配信

日本臓器製薬株式会社

メディカルセミナー 12　  55 分で学ぶ在宅緩和ケアのちょっとしたコツ 
～がん疼痛マネジメント、地域連携、栄養管理～

座　長：伊東　俊雅（東京女子医科大学東医療センター薬剤部）
演　者：児玉　佳之（医療法人社団佳生会　こだま在宅内科緩和ケアクリニック）

5 月14 日（金）13:00 ～14:00　ライブ配信

帝國製薬株式会社 / テルモ株式会社
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もたろうセミナー

メディカルセミナー 13　 身につけよう！「連携力」 
緩和ケアに必要な患者に寄り添うチームアプローチのポイント

座　長：島貫　英二（クオール株式会社　クオールアカデミー・教育研修部）
演　者： 細谷　　治（日本赤十字社医療センター）

5 月14 日（金）14:00 ～15:00　ライブ配信

クオール株式会社

メディカルセミナー 14　 薬剤師チーム力！医療機関と保険薬局の連携の充実化に向
けて

座　長：山口　俊司（株式会社アインホールディングス 医薬運営統括本部）
演　者：松井　礼子（国立がん研究センター病院薬剤部）

5 月15 日（土）11:00 ～12:00　ライブ配信

株式会社アインファーマシーズ
 
メディカルセミナー 15　 がん支持療法と漢方医学

座　長：直良　浩司（島根大学医学部附属病院　薬剤部）
演　者：川原　玲子（がん研有明病院　緩和治療科）

5 月15 日（土）13:00 ～14:00　ライブ配信

株式会社ツムラ

メディカルセミナー 16　 臨床緩和医療薬学におけるかかりつけ薬剤師・薬局機能や
高度薬学管理機能の強化と課題

座　長：金子　　健（慶應義塾大学病院）
演　者：伊東　俊雅（東京女子医科大学東医療センター）

5 月15 日（土）18:30 ～19:30　ライブ配信＋オンデマンド配信

日本調剤株式会社

ももたろうセミナー 1　 すべての薬剤師が知っておきたい！不眠・せん妄・うつ病に
対する実践的薬物療法

座　長：髙栁　和伸（倉敷中央病院　薬剤部長）
演　者：井上真一郎（岡山大学病院　精神科神経科）

5 月13 日（木）15:40 ～16:40　ライブ配信

持田製薬株式会社
 
ももたろうセミナー 2　 緩和医療と薬剤師

座　長：池下　暁人（Ｉ＆Ｈ株式会社　薬事・医療政策研究所）
演　者：漆畑　　稔（日本薬剤師会）

5 月15 日（土）14:00 ～15:00　ライブ配信

Ⅰ＆Ｈ株式会社（阪神調剤グループ）
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ワークショップ
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W3-1 ポリファーマシーと医療安全
内田まやこ（�同志社女子大学　薬学部）

W3-2 医療安全に繋がるセルフケア～マインドフルネスを活用して～
高宮　有介（�昭和大学医学部　医学教育学講座）

かんわ Caféワークショップ 1

 オーガナイザー ：金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
   伊東　俊雅（ 東京女子医科大学　東医療センター　薬剤部）
 ファシリテーター ：金子　　健（ 慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター）
   伊東　俊雅（ 東京女子医科大学　東医療センター　薬剤部）
   加藤あゆみ（ 日本医科大学付属病院）
   岸田　悦子（ 日本医科大学付属病院）
   佐久間詠理（ 医療法人社団淳友会わたクリニック）
   前田　桂吾（ 株式会社フロンティアファーマシー）
   周治由香里（ 東京女子医科大学東医療センター　薬剤部）

PCA ポンプで繋ぐ地域包括ケア～退院から在宅まで～ワークショップ 2

 オーガナイザー ：山田　正実（ 大阪府済生会野江病院　薬剤科）
   村井　　扶（ ソーク薬局）
 ファシリテーター ：地丸　裕美（ 大阪府済生会野江病院　薬剤科）
   鳥井　小莉（ 大阪府済生会野江病院　薬剤科）
 座　長 ：山田　正実（ 大阪府済生会野江病院　薬剤科）
   村井　　扶（ ソーク薬局）

緩和医療と医療安全　振り返るイシキ　 
－ロールプレイを交えて－ワークショップ 3

 オーガナイザー ：高瀬　久光（ 日本医科大学多摩永山病院　薬剤部）
   井手口直子（ 帝京平成大学　薬学部　薬学科）
   片山　志郎（ 日本BCG研究所、日本ビーシージー製造株式会社）
   平井みどり（ 兵庫県赤十字血液センター）
 ファシリテーター ：今村　牧夫（ 倉敷成人病センター　診療支援部）
   内田まやこ（ 同志社女子大学　薬学部）
   川名真理子（ 亀田総合病院　薬剤部）
   菅原　英輝（ 鹿児島大学病院　薬剤部）
   中川　左理（ 神戸学院大学　薬学部）
   中川　隼一（ 東京慈恵会医科大学附属第三病院　薬剤部）
   矢野　琢也（ 住友別子病院　薬剤部）
 座　長 ：片山　志郎（ 日本BCG研究所、日本ビーシージー製造株式会社）

5 月16 日（日）9:00 ～12:00

（２）5 月16 日（日）13:00 ～16:00

（１）5 月16 日（日）9:00 ～12:00

5 月16 日（日）13:00 ～16:00
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W4-1 Support が先か？　Motivation が先か？
開　　浩一（�地方独立行政法人　広島市立病院機構　本部事務局　契約課）

W4-3 緩和薬物療法認定薬剤師を一度断念し、再度チャレンジした経験から～反省と工夫と希望～
大野（川井）　朋子（�株式会社 akホールディングス　上永谷薬局）

W4-2 ママ薬剤師の現状と働き方の工夫
高林真貴子（�金沢大学附属病院　薬剤部）

ライフイベントに関わらず専門・認定薬剤師がキャリアを継続す
るために何をするべきか？ワークショップ 4

 オーガナイザー ：今村　牧夫（ 倉敷成人病センター　診療支援部）
   芝崎由美子（ さいたま市民医療センター　薬剤科）
 座　長 ：今村　牧夫（ 倉敷成人病センター　診療支援部）
   猪田　宏美（ 岡山大学病院　薬剤部　外来薬剤業務管理室）

5 月15 日（土）14:00 ～16:00
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口 頭 発 表

口演動画 オンデマンド配信

プ
ロ
グ
ラ
ム

O-01 プレガバリンからミロガバリンへの切り替え症例における中枢神経系関連有害事象に関する検
討
○�武道　涼平1）、本間　雅士1）、平塚　公己1）、太田　智博1）、平山　武司1,2）、林　　経人3）、
金井　昭文4）、厚田幸一郎1,2）

北里大学病院　薬剤部1）、北里大学薬学部2）、北里大学医学部　麻酔科学3）、�
北里大学医学部付属新世紀医療開発センター4）

O-02 造血幹細胞移植後の粘膜障害による下痢および肛門痛に対するオキシコドン持続静注の効果
○�佐田　　光1）、鍛治園　誠1）、佐藤　晶子1）、北村　佳久2）、片山　英樹3）、松岡　順治4）、
西森　久和5）、前田　嘉信5）、千堂　年昭1）

岡山大学病院　薬剤部1）、就実大学�薬学部�薬物治療学2）、岡山大学病院　緩和支持医療科3）、
岡山大学病院　ヘルスシステム統合科学研究科4）、�
岡山大学病院　血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科5）

O-03 医療用麻薬の自己管理推進に向けた取り組み
○�佐藤　晶子1）、鍛治園　誠1）、高下　典子2）、太田　佳男2）、佐田　　光1）、北村　佳久1）、
片山　英樹3）、松岡　順治4）、千堂　年昭1）

岡山大学病院�薬剤部1）、岡山大学病院�看護部2）、岡山大学病院�緩和支持医療科3）、�
岡山大学病院�ヘルスシステム統合科学研究科4）

O-04 既存承認薬を活用した化学療法誘発末梢神経障害に対する支持療法の確立
○�相澤　風花1）、座間味義人1,2）、新村　貴博2）、川尻　雄大3）、合田　光寛1,2）、中馬　真幸4）、
石澤　有紀5）、桐野　　靖1）、中村　敏己1）、寺岡　和彦1）、石澤　啓介1,2）

徳島大学病院�薬剤部1）、徳島大学大学院�医歯薬学研究部�臨床薬理学2）、�
九州大学大学院�薬学研究院�臨床育薬学3）、徳島大学病院�臨床試験管理センター4）、�
徳島大学AWAサポートセンター5）

O-05 トラマドールの効果とがん悪液質の関連：後ろ向きコホート研究
○�森尾佳代子、山本　和宏、矢野　育子
神戸大学医学部附属病院

O-06 ナルデメジン導入後の下痢発現に関する予測因子 
－ナルデメジン導入前のオピオイド鎮痛薬の投与期間に着目した解析－
○�橋詰　淳哉1）、龍　　恵美1,2）、能勢　誠一1）、宮永　　圭1）、岸川　礼子1）、山下　春奈2,3）、
石井　浩二2,3）、兒玉　幸修1）、中村　忠博1）、佐々木　均1）

長崎大学病院薬剤部1）、長崎大学病院緩和ケアセンター2）、長崎大学病院麻酔科3）

O-07 頭頸部がん患者におけるセツキシマブの血中濃度に基づく皮膚障害の重症度予測とその症状緩
和療法の選択
○�柴田　海斗1）、内藤　隆文1）、平川　聡史2）、細川　誠二3）、峯田　周幸3）、川上　純一1）

浜松医科大学医学部附属病院薬剤部1）、浜松医科大学医学部皮膚科学講座2）、�
浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座3）

O-08 血液がん患者における化学療法に伴う不眠リスクとマネジメント
○�指田　博也、遠藤　春野、細谷龍一郎、芝　裕美子、日野　斉一
武蔵野赤十字病院　薬剤部

O-09 ヒト血漿中ヒドロモルフォンとそのグルクロン酸抱合体の同時測定法の確立とそのがん患者へ
の適用
○�鈴木　利昌、鈴木　光路、柴田　海斗、内藤　隆文、川上　純一
浜松医科大学医学部附属病院　薬剤部
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スライド オンデマンド配信

プ
ロ
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O-10 薬剤師が主導する非がん疼痛患者へのオピオイド使用状況モニタリングの評価
○�飯田　真之1）、志田　有里1）、番匠　咲帆1）、西岡　達也1）、松沼　　亮2）、坂下　明大2）、
木澤　義之2）、大村　友博1）、矢野　育子1）

神戸大学医学部附属病院�薬剤部1）、神戸大学医学部附属病院�緩和支持治療科2）

O-11 医療従事者の患者宅への定期訪問に寄与するPCAポンプ内のオピオイドの処方設計に関する
検討
○�田邉　一尊1）、山本新一郎2）、藪上　真弓1）、神田　一馬1）、名徳　倫明3）

山本保健薬局吉見店1）、山本薬局本店2）、大阪大谷大学薬学部3）

O-12 病院薬剤師と薬局薬剤師の実務的な連携強化策の検討～保険薬局の在宅機能による層別化解析～
○�大東　敏和、白井　敦史、荒川　隆之、只佐　正嗣、柴田ゆうか、村上　秀治、今井　圭介、
橋本　佳浩、先森　満子、松尾　裕彰

一般社団法人　広島県病院薬剤師会・医療連携支援検討委員会

O-13 悪性黒色腫移植担がんマウスにおける“痛み刺激”負荷による脾臓リンパ球の変化を伴った免
疫変容の解析
○�田中　謙一1,2)、濱田　祐輔1,2)、牟田　武尊1)、渡邊　　諒1)、成田　道子2,3)、佐藤　大介1,2)、�
手塚　裕之4)、山中　章弘5)、落谷　孝広3)、葛巻　直子1)、成田　　年1,2)

星薬科大学　薬理学研究室1）、国立がん研究センター研究所�がん患者病態生理研究分野2）、
東京医科大学　医学総合研究所�分子細胞治療研究部門3）、
藤田医科大学�研究支援推進センター�細胞機能解析室4）、�名古屋大学�環境医学研究所�神経系分野Ⅱ5）

O-14 オピオイドの高用量使用は肝臓関連酵素や薬剤の種類と関連する
○�宮本　朋佳1）、富士谷昌典1）、畑中　重克2）、小泉　祐一1）

生長会府中病院　薬剤部1）、生長会府中病院　臨床検査室2）

O-15 低用量オピオイド鎮痛薬からメサドンへのスイッチングに関する後方視的検討
○�千原　里美1,3）、畑　　将弘1）、上田　　宏1）、原　　聡志2）、堀木　優志3）

市立伊丹病院　薬剤部1）、市立伊丹病院　呼吸器内科2）、市立伊丹病院　緩和ケアセンター3）

O-16 当院での入院末期心不全患者に対するモルヒネ製剤使用の現状
○�坂田健太郎、北森　靖隆、谷口　一成
熊本労災病院　薬剤部

O-17 がん疼痛におけるオピオイドの使用状況に依存性物質が与える影響
○�江草　徳幸、萬光　沙紀、畝本　由貴、高橋　謙吾、比良　大輔、下岡　由紀、別所　千枝、
井口　奈美、安原　昌子、堀川　俊二

広島県厚生農業協同組合連合会�尾道総合病院�薬剤科

O-18 在宅独居高齢患者のオピオイド導入にヒドロモルフォン製剤が有用であった一例
○�北村　彩夏1）、村田　麻美2）、德留　智子2）、宮田　成康2）、藤田あゆみ2）、杉浦　伸哉2）

株式会社スギ薬局　弦巻店1）、株式会社　スギ薬局2）

O-19 タペンタドールの神経障害性疼痛に対する効果の検討
○�髙原　悠子、今井視保子、葛谷　真理、髙木　裕介、木全　　司
名古屋第二赤十字病院　薬剤部
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O-23 ヒドロモルフォンによるオピオイド誘発性痛覚過敏に対しメサドンにスイッチングを行い有効
であった1例
○�杉　　富行1）、西上　泰生1）、才郷　博久1）、花井　　誉1）、山本英一郎2）、江川健一郎3）、
廣橋　　猛2）、高畠　啓輔1）、萩原　政夫4）

永寿総合病院　薬剤科1）、永寿総合病院　緩和ケア科2）、三井記念病院　緩和ケア科3）、�
永寿総合病院　血液内科4）

O-24 末期心不全の呼吸困難に対してモルヒネ製剤を使用し呼吸抑制が生じた一例
○�荒川　真萌1）、中村　太二2）、白水　将憲2）、作田　　恵1）、近藤　真子1）、太田　達也1）、
田中　章朗1）

大同病院　薬剤部1）、大同病院　消化器内科2）

O-25 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬ナルデメジントシル酸塩錠の製造販売後調査（使用成績
調査）最終解析結果の報告
○�高田　慶子1）、橋本　佐代2）、中澤　優美1）、本田　圭一1）

シオノギファーマコビジランスセンター株式会社　PMS・薬剤疫学部1）、�
塩野義製薬株式会社　安全管理部2）

O-26 オピオイド製剤開始時とその後の下剤の処方状況―PAMORAと上皮機能変容薬の使用状況
○�丸山　昌広、定盛　理純
明陽会成田記念病院薬局

O-27 オピオイド誘発性便秘に対するナルデメジンの投与状況と有効性の評価
○�船渡　三結、石原　正志、星野　　良、後藤　咲香、小林　　亮、鈴木　昭夫
岐阜大学医学部附属病院�薬剤部

O-28 メサドン投与後に食欲不振からQT延長を認めた1症例
○�畑中　真理、三輪　明子、平原　康寿、池田　龍二
宮崎大学医学部附属病院　薬剤部

O-29 演題取り下げ

O-30 がん性疼痛における神経障害性疼痛の関連因子の検討
○�阿久井千亜紀1）、中村　豪志1）、岡村　佐紀1）、棚田　大輔2）、宮脇　弘樹2）、乾　　貴絵2）、
土井　陽子2）、小林　　学1）、廣瀬　宗孝2）、木村　　健1）

兵庫医科大学病院　薬剤部1）、兵庫医科大学病院　緩和ケアセンター2）

O-22 PRO-CTCAE日本語版を用いたオピオイド服用患者に対するテレフォンフォロー内容調査
○�羽鳥　　良、宮原　理紗、後藤　未沙、片平　将幸、今倉　昌大
日本調剤　旗の台薬局：2課

O-31 入院を契機に麻薬を含むポリファーマシーに介入した症例
○�高子　優子1）、根上　朋子1）、若松　雄太1）、杉生　雅和1）、正置　耕一1）、吉岡　睦展1）、
大嶋　浩一2）

宝塚市立病院薬剤部1）、同上泌尿器科2）

O-21 頭頸部がん患者におけるフェンタニル貼付剤による傾眠発現に影響する因子
○�南　　貴之、雨宮　由佳、若月淳一郎、松本　香織、花輪　和己、小林　義文、山本　誠一
山梨県立中央病院　薬剤部

O-20 医療用麻薬の適正使用推進を目的とした薬剤師主導オピオイド回診の効果
○�藤原　顕弘1）、尾関あゆみ1）、吉本　辰暁1）、浮池　聡子5）、鶴﨑　泰史1）、花田　聖典1）、
磯部　博隆2）、榮　　達智2,3）、大塚　美里4）、緒方　みか6）

国立病院機構熊本医療センター　薬剤部1）、国立病院機構熊本医療センター　腫瘍内科2）、�
国立病院機構熊本医療センター　血液内科3）、国立病院機構熊本医療センター　看護部4）、�
国立病院機構再春医療センター　薬剤部5）、熊本市民病院　看護部6）
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O-32 麻薬換算に関する音声対話AIの有用性調査
○�佐藤　弘康1）、三本松泰孝1）、石田　陽美1）、蝦名　勇樹1）、島津　智行1）、金住　麻子1）、
田村　広志1）

ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院　薬剤部1）

O-33 独居がん患者の在宅医療におけるオピオイドスイッチングのタイミング -トータルペインを考
える-
○�村田　麻美1）、北村　彩夏2）、德留　智子2）、宮田　成康2）、藤田あゆみ2）

株式会社�スギ薬局�所沢航空公園店1）、株式会社�スギ薬局2）

O-34 トラマドールからヒドロモルフォンまたはオキシコドンへのオピオイドスイッチングについて
の検討
○�深津　昌弘1）、岩津慎次郎1）、伊藤聡一郎1）、寺本　真弓1）、高島　直樹1）、山田　哲也1）、
澤田　憲朗2）

公立陶生病院　医療技術局薬剤部1）、公立陶生病院　緩和ケア内科2）

O-35 当院におけるケタミンの使用状況と適正な使用方法の検討
○�木下　貴司
長野中央病院　薬局

O-36 終末期の不眠にフルニトラゼパムを使用することにより苦痛が緩和した一例
○�谷口　結基1）、水野　創太2）、畑中　麗子1）、荒川　真萌1）、太田　達也1）、田中　章郎1）

社会医療法人　宏潤会　大同病院　薬剤部1）、社会医療法人　宏潤会　大同病院　消化器内科2）

O-37 病棟薬剤師が患者・家族の心情に配慮し、深く関わった一症例
○�豊田　倫之1）、根岸美由紀1）、伊藤　　博2）

深谷赤十字病院�薬剤部1）、深谷赤十字病院�緩和ケア外科2）

O-38 難治性帯状疱疹関連痛に対するデュロキセチンの有用性の検討
○�宮内　秀典1）、赤羽日出男2）、野口　周作1）、笠原　英城1）

日本医科大学武蔵小杉病院　薬剤部1）、日本医科大学武蔵小杉病院　麻酔科2）

O-39 ＡＬＳ患者に対する疼痛ケアの１症例
○�安部　一秀1）、飯國洋一郎2）、安部　寿美3）

（一財）太田綜合病院附属太田熱海病院薬剤部1）、�
（一財）太田綜合病院附属太田熱海病院脳神経内科2）、�
（一財）太田綜合病院附属太田熱海病院看護部3）

O-40 医療用麻薬の持続皮下注中断の状況分析
○�椎崎　正秀1,2）、真井　健吾1,2）、杉本　佑士1,2）、長崎真理子1）、石橋　知奈1,2）、�
笹原　典子1,2）、原口　　勝3）

みどりの杜病院�薬剤科1）、公立八女総合病院�薬剤科2）、みどりの杜病院�ホスピス緩和ケア科3）

O-41 医療用麻薬のインシデント・アクシデントの現状と対策に関する評価
○�町谷　安紀1）、東川　明子1,2）、堂城真友子1,3）

阪南市民病院　医療安全管理室1）、阪南市民病院　看護部2）、阪南市民病院　医療診療部3）

O-42 メサドン使用中の患者にボリコナゾールを併用することにより投与量の変更が必要となった症
例
○�橋本　百世1）、西浦　哲雄2）、松田　良信3）、田中　育子1）、仁木　一順4）、岡本　禎晃1）

市立芦屋病院　薬剤科1）、市立芦屋病院　血液・腫瘍内科2）、市立芦屋病院　緩和ケア内科3）、
大阪大学大学院　薬学研究科4）

O-43 抗がん薬調製業務標準化への取り組み
○�上島　聖秀、濱野　晃至
富山労災病院　薬剤部
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O-46 緩和薬物療法認定薬剤師が今後地域において果たすべき役割
○�後藤　敏也、高屋敷奈々、濵田　菜緒、正木　銀三
磐田市立総合病院　薬剤部

O-47 糖尿病を合併するがん患者の化学療法による悪心・嘔吐に対しペロスピロン塩酸塩が奏功した
1症例
○�藤田　康介1）、土橋　侑介1）、真島　裕一1）、竹内　丙午2,3）

社会医療法人博愛会�菅間記念病院�薬剤科1）、社会医療法人博愛会�菅間記念病院�消化器外科2）、
社会医療法人博愛会�菅間記念病院�化学療法科3）

O-48 化学療法誘発性末梢神経障害患者に対するミロガバリンの効果と安全性
○�矢野　琢也、星加　寿子、松本　大輝、菅　　祐我、加藤あゆみ、福岡　竜逸
住友別子病院　薬剤部

O-49 吃逆と関連する化学構造およびステロイド受容体の探索
～世界最大の副作用データベースFEARSの解析結果～
○�細谷龍一郎1,3）、野澤　玲子2）、植沢　芳広3）

武蔵野赤十字病院　薬剤部1）、�
明治薬科大学�総合臨床薬学教育研究講座�臨床神経薬理学研究室2）、�
明治薬科大学�医療分子解析学研究室3）

O-50 当院の一般病棟におけるオピオイドの使用状況、並びにその副作用についての報告
○�大木　健史1,2）、伊藤　有香1）、小野　竜也1）、篠原麻理子1）、三井　聡哲1）、川野元満生1）、
安室　千鶴2）、清水わか子2）、畦元　亮作2）、田中　悦子1）

君津中央病院　医療技術局　薬剤科1）、君津中央病院　緩和ケアチーム2）

O-51 終末期がん患者の嘔気症状に対するミダゾラム少量持続投与の有効性の検討
○�鈴木のどか1）、打田　佑人2）、松本　篤季3）、山本　孝枝1）、河内　若代1）、三宅　浩子1）

豊川市民病院　薬局1）、豊川市民病院　神経内科2）、豊川市民病院3）

O-52 脳腫瘍に伴う悪心・嘔吐に対しオランザピンが著効した2症例
○�志田　優璃1）、杉山　弘樹1）、中田　淳也1）、望月　洋一2）、原田　晴司1）

静岡市立清水病院　薬剤部1）、静岡市立清水病院　脳神経外科2）

O-53 卵巣癌の労作時呼吸困難に対しフェンタニル舌下錠が奏効した1症例
○�杉山　弘樹1）、志田　優璃1,2）、小山内久人2）、原田　晴司1）

静岡市立清水病院�薬剤部1）、静岡市立清水病院�産婦人科2）

O-54 µ-オピオイド受容体を介した細胞内シグナル伝達機構の偏りに着目したヒドロモルフォンによ
る薬理学的効果の解析
○�山下　健介1)、濱田　祐輔1,2)、岩瀬　祥之1)、成田　道子2,3)、宮野加奈子2)、竹村　佳記4)、
葛巻　直子1)、森　　友久1)、成田　　年1,2)

星薬科大学�薬理学研究室1）、国立がん研究センター研究所�がん患者病態生理研究分野2）、
東京医科大学�医学総合研究所�分子細胞治療研究部門3）、�
富山大学大学院�医学薬学研究部�麻酔科学講座4）

O-44 薬学生における倫理観
－がん患者・家族に対するグリーフケアの観点から－
○�降旗　聖子1）、高松　　登1）、櫻井　浩子2）

新渡戸記念中野総合病院　薬剤科1）、東京薬科大学薬学部生命・医療倫理学研究室2）

O-45 病院薬剤師による学校薬剤師活動における現状と課題の検討（第２報）
ー薬物乱用防止教室の取り組みー
○�高橋智恵子、後藤　愛実、遠藤久美子、鈴木　　薫、西原　雅美、内山　和久
大阪医科薬科大学病院　薬剤部
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O-55 薬剤師が主導する非がん疼痛患者へのオピオイド使用状況モニタリングの評価
○�飯田　真之1）、志田　有里1）、番匠　咲帆1）、西岡　達也1）、松沼　亮2）、坂下　明大2）、�
木澤　義之2）、大村　友博1）、矢野　育子1）

神戸大学医学部附属病院　薬剤部1）、神戸大学医学部附属病院　緩和支持治療科2）

O-56 緩和ケアチームによる医療用麻薬開始患者への能動的な介入への取り組み
○�山田　真裕1,2）、岩永　彩佳1,2）、太郎良純香2）、遠藤　千愛2）、佐々木雅子2）、坂本　佳子1）、
神代　正臣2）

北九州市立医療センター�薬剤課1）、北九州市立医療センター�緩和ケアチーム2）

O-57 多剤服用終末期患者の減薬により状態安定、疼痛コントロール・副作用対策良好となり在宅で
過ごせた一例
○�小林　徳子1）、鈴木　隆子2）、川端　康一3）

富山西総合病院　薬剤科1）、富山西総合病院　看護部2）、富山西総合病院　内科3）

O-58 緩和ケアスクリーニングからみえたがん種別の苦痛傾向
○�森井　淳子1,2）、岡崎　幸代2）、福島　文子1,2）、大川　裕子2）、田村　有美2）、岩根　裕紀2）、
伊佐　将人2）、村上　寛子2）、谷口　文代1）、戸田　　寛2）

京都桂病院　看護部　1）、京都桂病院　緩和ケアチーム2）

O-59 慢性心不全患者への緩和ケアチーム薬剤師の介入と役割
○�和田　紀子1）、山口　芽衣1,6）、西木戸　修2）、高橋　彩子2）、鈴木　洋久2）、我妻　志保3）、
山尾　尚子4）、岡本健一郎2）、新家　俊郎5）、佐々木忠徳1,6）

昭和大学病院　薬剤部1）、同　緩和医療科2）、同　看護部3）、同　栄養科4）、同　循環器内科5）、
昭和大学薬学部　病院薬剤学講座6）

O-60 薬剤師の緩和ケアへの取り組み～緩和ケア病棟・緩和ケア医のない当院における介入～
○�博田　舞子、嶋田　紘也、平岩　知子
日本赤十字社大森赤十字病院　薬剤部

O-61 緩和ケア病棟におけるポリファーマシーの継時的調査
○�中島　　誠1,2）、馬見塚勝郎3）、林　　秀樹2）、杉山　　正2）

鹿児島市医師会病院薬剤部1）、岐阜薬科大学実践社会薬学2）、鹿児島市医師会病院緩和ケア科3）

O-62 緩和医療における薬薬連携の重要性
○�坪井　仁美1）、大西　順子1）、澤　　之珠1）、杉本ゆかり1）、渡辺　佑介2）、渡辺伸一郎2）、
渡辺　哲夫2）

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）

O-63 在宅緩和ケアに保険薬局薬剤師が係る意義
○�岩﨑　章吾
井手薬局在宅療養支援つむぎ

O-64 切れ目のない緩和ケアの実現のために～訪問薬剤で深める絆～
○�岡野　　聡、長谷川　寛
日本調剤　在宅医療部

O-65 在宅緩和医療における薬局薬剤師の取り組み
～退院前カンファから看取りまで～
○�山下　晃史1）、手島　由道2）、大久保尚德2）、矢野脩一朗2）、佐藤　弘希3）、岡山　善郎4）

株式会社ファーマダイワ　南熊本調剤薬局1）、株式会社ファーマダイワ　学術部2）、�
株式会社ファーマダイワ　在宅部3）、株式会社ファーマダイワ4）

O-66 家族と共にワンチームで支えた看取り
○�井上　果歩
（有）秩父薬剤師会調剤センター　おがの薬局
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O-70 外来がん患者におけるトレーシングレポートに関する現状調査
○�大森　清孝1）、小嶋　彩夏2）、草場さやか2）、伴　　具也2）、長谷川広樹2）、尾濵　直子2）、�
櫻井登代子2）、大津山裕美子2）、齋藤　俊子2）、三浦　　誠2）

医療法人社団洛和会�洛和会東寺南病院1）、医療法人社団洛和会�洛和会音羽病院�薬剤部2）

O-71 保険薬局間の連携により、モルヒネ持続皮下注射を在宅で継続できた症例
○�久保田　忍、久保田　めぐみ
つばめ薬局

O-72 オピオイド鎮痛薬使用がん患者への薬剤師による外来電話サポートの介入効果
○�志田　有里1）、飯田　真之1）、番匠　咲帆1）、蓼原　　瞬2）、坂下　明大3）、久米　　学1）、
大村　友博1）、丹生　健一2）、木澤　義之3）、矢野　育子1）

神戸大学医学部附属病院　薬剤部1）、神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科2）、�
神戸大学医学部附属病院　緩和支持治療科3）

O-73 通院治療センター利用患者における薬剤師の介入とその分析
○�根本隆一郎1）、濱野　愛里2）、中野　椋太2）、佐々木　栞2）、五十嵐昌子2）、久保田篤司2）

国立病院機構　相模原病院　薬剤部1）、国立病院機構　災害医療センター　薬剤部2）

O-74 緩和ケアにおける減薬に対する患者意識と処方実態に関する検討～患者の想いに寄り添い安全
に減薬するために～
○�竹村　美穂1）、田中　育子2）、井口　舞香1）、仁木　一順1,2）、岡本　禎晃2）、橋本　百世2）、
松田　良信3）、大前　隆仁3）、上田　幹子1）

大阪大学大学院薬学研究科1）、市立芦屋病院薬剤科2）、市立芦屋病院緩和ケア内科3）

O-75 ここまでできる！かかりつけ薬局での緩和医療への関わり
○�坂本亜矢子1）、小橋　紀子1）、岡平　郁子1）、菊地　忠智1）、唐澤　淳子2）

一般社団法人　ヒューメディカ　汐田薬局1）、一般社団法人　ヒューメディカ2）

O-76 当院緩和ケア病棟におけるポリファーマシー対策　
～その人らしい生活を支えるために～
○�宮武　　望1）、長谷川喜一1,2）、岡田芙美子1,3）、岩谷理佳子1,3）、佃　　　博1,2）

和泉市立総合医療センター緩和ケアチーム1）、同腫瘍内科2）、同看護部3）

O-77 患者家族の勤務状況に合わせた緩和薬物療法の実践
○�吉田　達司1）、大久保匡邦2）、山本　雅裕2）、藤田あゆみ2）、杉浦　伸哉2）

株式会社�スギ薬局�名古屋大学病院店1）、株式会社�スギ薬局2）

O-78 薬局におけるアドバンス・ケア・プランニング（ACP）への取組み
○�神野　統尚、石川　遥介、吉村　龍馬、加藤　博昭、小鷹　　篤、飯塚　敏美、堀口　雅巳
望星薬局

O-69 緩和ケア病棟からの薬薬連携を目指すために
ー退院調整を通して見えてくることー
○�萬谷摩美子1）、黒屋　謙吾1）、清水　良宏2）、山田　　環2,3）、小坂　麻利3）、山田　祐司4）

医療法人愛和会　愛和病院　薬剤部1）、医療法人愛和会　愛和病院　地域連携室2）、�
医療法人愛和会　愛和病院　看護部3）、医療法人愛和会　愛和病院　診療部4）

O-67 終末期医療における“かかりつけ薬剤師”の役割　～最後まで住み慣れた街で自分らしく生き
るための支援実践報告～
○�宮原富士子1,2）、吉井　博美1）

ケイ薬局1）、NPO法人浅草かんわネットワーク研究会2）

O-68 病棟薬剤業務における入退院時の多職種連携と薬薬連携がシームレスな薬物療法へ繋がった2
症例
○�土屋　　貴1）、倉田　賢生1）、松尾　光大2）、荒木　　弘1）

地方独立行政法人�福岡市立病院機構�福岡市民病院�薬剤部1）、株式会社�大賀薬局�市民病院前店2）
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ポスター発表

ポスター オンデマンド配信

P-001 医療用麻薬を使用する患者の意識変化に関するアンケート調査
○�川口　明範1）、原　　伸輔2）、山田　正実3）、宮本　朋佳4）、宮部　貴識5）、辻井　有加6）、
竹上　　学1）

近畿大学病院　薬剤部1）、大阪大学医学部附属病院　薬剤部2）、�
社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会野江病院　薬剤科3）、�
社会医療法人生長会　府中病院　薬剤部4）、国立病院機構　大阪府医療センター　薬剤部5）、�
社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　薬剤部6）

P-002 当院におけるがん疼痛に対するタペンタドールの使用経験～他オピオイドからの切り替え・併
用症例の検討～
○�阿部美佐緒1,2）、村上　祥子2,3）、小野　早代2,3）、小竹　美穂1）

地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　薬剤部1）、�
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　がん診療サポートチーム2）、�
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　看護部3）

P-003 がん性疼痛におけるタペンタドールの安全性評価
○�中村　豪志1,2）、岡村　佐紀1,2）、棚田　大輔2）、西井　理恵2）、乾　　貴絵2）、土井　陽子2）、
田中　邦佳1）、柳井　美奈1）、廣瀬　宗孝2）、木村　　健1）

兵庫医科大学病院　薬剤部1）、兵庫医科大学病院　緩和ケアセンター2）

P-004 ナルデメジンによる下痢発現の危険因子の解析
○�工藤　範子、島田　　泉、新木　貴大、鈴木　直人、外山　　聡
新潟大学医歯学総合病院　薬剤部

P-005 外来がん化学療法実施患者における静脈血栓症のリスク因子の探索
○�大村　侑平1）、重成　大介1）、鍋城　　竣1）、北田　　衛1）、尾崎　良輔1）、太田　明秀1）、
岡野　　翔1）、濱田　朋里2）、野田　師正1）

札幌禎心会病院　薬剤部1）、札幌禎心会病院　診療情報管理部2）

P-006 当院における末期心不全患者に対するモルヒネ製剤の使用状況
○�竹内　美緒1,6）、宮原　兼二1,6）、古山しのぶ2,6）、森山裕紀子3,6）、小林　健一4,6）、坂口　憲史5,6）

中部労災病院　薬剤部1）、中部労災病院　看護部2）、中部労災病院　呼吸器内科3）、�
中部労災病院　呼吸器外科4）、中部労災病院　外科5）、中部労災病院　緩和ケアチーム6）

P-007 緩和ケアチーム内での薬剤師による処方提案内容の解析
○�鈴村　史帆、高橋　　郷、富永枝里子、佐野　宏賢、瀬川　　誠、勝海　　学
独立行政法人国立病院機構相模原病院　薬剤部

P-008 薬局との連携により、オキシコドン注使用患者が在宅での疼痛コントロールを実施できたこと
で化学療法の継続に繋がった症例
○�元永佳奈絵、金子　綾乃、佐藤　直子、増田　雅行
東邦大学医療センター佐倉病院�薬剤部

P-009 FAERSを用いたオピオイド鎮痛薬の有害事象を増強させる薬剤の探索
○�濱野　裕章1）、三橋　知里1）、座間味義人1,2）、合田　光寛1）、桐野　　靖1）、中村　敏己1）、
石澤　啓介1,2）

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学分野2）
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P-010 オピオイドスイッチにおける悪液質の影響―オキシコドンからフェンタニルパッチへー
○�渡邉　千尋1）、築山　純代2）、吉田ひかり1）、加藤　涼子2,5）、大西　正文2）、大橋　　渉3）、
前田　圭介4）、森　　直治5）、三嶋　秀行3,6）、築山　郁人1,2）

名城大学薬学部�病態解析学Ⅱ1）、愛知医科大学病院�薬剤部2）、�
愛知医科大学病院�臨床研究支援センター3）、国立長寿医療センター4）、�
愛知医科大学病院�緩和ケアセンター5）、愛知医科大学病院�臨床腫瘍センター6）

P-011 オピオイドとワルファリンカリウムの併用によるPT-INR変動に関する実態調査
○�鈴木　　芳、炭本　隆宏、後藤　伴美、小倉　玲子、中原　良介、田中　遼大、龍田　涼佑、
伊東　弘樹

大分大学医学部附属病院　薬剤部

P-012 がん患者の呼吸困難に対する経口ヒドロモルフォン製剤の臨床的評価
○�池谷　洋亮1）、中村　豪志1）、小林　　学1）、田中　邦佳1）、柳井　美奈1）、棚田　大輔2）、
木村　　健1）

兵庫医科大学病院�薬剤部1）、兵庫医科大学�麻酔科学・疼痛制御科学2）

P-013 下痢の発現リスクを低減するナルデメジン開始時期の検討
○�白田智七美1,2）、志田　敏宏1,2）、畠山　史朗1,3）、小倉　次郎1,3）、山川真由美2,4）、山口　浩明1,3）

山形大学医学部附属病院�薬剤部1）、山形大学医学部附属病院�緩和ケアチーム2）、�
山形大学医学部大学院�創薬科学講座3）、山形大学医学部附属病院�疼痛緩和内科4）

P-014 オピオイド持続皮下注一部切替のタイミングで介入した在宅コーピング対応の1症例
○�江口真理子1）、毎床　比呂冬1）、吉廣　圭祐1）、中堀　亮一2）

株式会社　大賀薬局　野芥調剤店1）、福岡みなと在宅医療クリニック2）

P-015 膵臓がん細胞移植による視床下部ミクログリアおよびアストロサイトの炎症性分極化を伴った
がん悪液質病態の解析
○�長野　里志1)、須田　雪明1,�2)、松本　紘聡1)、松山富貴子1,�3)、江口　和奏1)、浅野　克倫1)、
本多佑季子1)、佐藤　大介1,2)、濱田　祐輔1,�2)、葛巻　直子1)、成田　　年1,�2）

星薬科大学　薬理学研究室1）、国立がん研究センター研究所�がん患者病態生理研究分野2）、�
日本小動物医療センター3）

P-016 コンピュータシミュレーションを利用した fentanyl 関連薬物の構造からの乱用の可能性に関
する解析
○�筒井　寿穂1）、森　　友久1）、富山　健一２）、阿久根陽子２）、和田　　巧1）、舩田　正彦２）、�
成田　　年1,3）

星薬科大学　薬理学研究室1）、�
国立研究開発法人�国立精神・神経医療研究センター�精神保健研究所�薬物依存研究部依存性薬物研究室2）、
国立がん研究センター研究所�がん患者病態生理研究分野3）

P-017 オキシコドン徐放錠初回導入時の制吐剤の使用状況と悪心・嘔吐発現因子の検討
○�髙田　知世1）、佐藤　公彦2）、神谷　淳子1）、軍司　剛宏1）

国立病院機構栃木医療センター　薬剤部1）、国立がん研究センター中央病院　薬剤部2）

P-018 オピオイド導入時の説明の重要性を痛感した一症例
○�山本　雅裕1）、藤田あゆみ2）、相宮　幸典3）、中野　雄介4）、杉浦　伸哉5）、古川　貴史6）、
土井　武司7）

スギ薬局　蔵子店1）、株式会社　スギ薬局DI室2）、スギ薬局　野立橋店3）、スギ薬局　黒野店4）、
株式会社　スギ薬局5）、株式会社スギ薬局　八幡男山店6）、株式会社スギ薬局　大津富士見台店7）

P-019 外用剤変更と被覆材変更により放射線皮膚障害が軽快した1例
○�押切　華映1）、鈴木　直人1）、髙橋阿希子1）、千葉　倫子2）、髙﨑　新也1）、眞野　成康1）

東北大学病院薬剤部1）、東北大学病院看護部2）

P-020 放射線皮膚炎の疼痛をリドカイン塩酸塩ゼリー混合外用剤により軽減した一例
○�島田　　泉、工藤　範子、外山　　聡
新潟大学医歯学総合病院�薬剤部
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P-021 磁気刺激に対する脊髄後角感覚神経応答の解析
○�石川　敏三1）、中村　亜由美2）、Kim　Woojin3,4）、古江　秀昌2,4）

ニプロ（株）新規事業開発本部1）、兵庫医科大学生理学神経生理部門2）、慶熙大学生理学3）、�
生理学研究所神経シグナル研究部門4）

P-022 オピオイドスイッチング無効の難治性疼痛に対してエチゾラム定期内服が著効した一例
○�柘植　友考
名鉄病院

P-023 薬局薬剤師によるテレフォンフォローアップにより癌性疼痛の増悪に対して迅速な対応が可能
となった一例
○�松本　憲昭1）、宮脇　　彩1）、相宮　幸典2）

スギ薬局　名古屋大学病院店1）、スギ薬局　野立橋店2）

P-024 精神疾患を有する患者の緩和薬物療法の質を高める薬剤師支援
○�里見眞知子
医療法人社団慈成会東旭川病院

P-025 人工呼吸器管理下でオピオイドが高用量になり評価に難渋した症例
○�大川　裕子1）、岩根　裕紀1,2）、田村　有美1）、澤井　麻紀1）、森井　淳子2）、橋本　教正2）、
伊佐　将人2）、戸田　　寛2）、小林　由佳1）

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院　薬剤科1）、同　緩和ケアチーム2）

P-026 がん転移モデルマウスを用いたがん関連疲労の評価
○�吉澤　一巳1）、原田　　葵1）、黒野　瑠佳1）、増田　えみ1）、佐藤　　遥1）、鈴木　秀隆1,2）

東京理科大学薬学部　疾患薬理学研究室1）、国立がん研究センター東病院　薬剤部2）

P-027 オピオイド鎮痛薬定期使用患者における非オピオイド鎮痛薬併用の疼痛状況と有害事象の比較
○�赤星　真広、堀ノ内志織、大窪　悠介、八汐　祥恵、鶴永　大貴、中村有莉恵、堀内　智裕、
上原　友美、池増　鮎美、佐多　照正

鹿児島厚生連病院　薬剤科

P-028 腎機能低下患者に対するヒドロモルフォン投与の安全性の評価
○�有冨　航平、陣内　　優、畑瀬　圭佐、髙倉　栄治
地方独立行政法人大牟田市立病院　薬剤部

P-029 がん性疼痛における2種類の強オピオイド（WHO step3オピオイド）併用療法の実施調査に
ついて
○�清水佐良子1）、曽根　敦子1）、丸谷　善紀1）、鈴木　優司1）、竹中　元康2）

東海大学医学部付属病院　薬剤部1）、東海大学医学部付属病院　緩和ケア科2）

P-030 当院におけるヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠の使用状況
○�田中　　彩1）、大淵友紀子1）、田中　和子1）、加藤　博美2）、長濱　吉幸3）

公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　薬剤部1）、�
公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　麻酔科2）、�
公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　緩和ケア内科3）

P-031 メサドンへのスイッチングにより難治性疼痛が改善し自宅退院できた一例
○�石野　愛弓、佐野　　篤、村上とよみ、金島　正幸
耳原総合病院　薬剤科

P-032 当院におけるメサドンの適正使用を目的とした緩和ケアチームの取り組み
○�茂原　圭佑1）、岡田　悠美1）、中川　隼一1）、櫻井　彩乃1）、秋本　純矢1）、皆川　卓也1）、�
蔭山　博之2）、村瀬樹太郎1）、平島　　徹1）

東京慈恵会医科大学附属第三病院1）、東京慈恵会医科大学附属柏病院2）
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P-034 造血幹細胞移植後のメソトレキサート投与による口内炎に対する疼痛治療に必要なオピオイド
投与量の検討
○�宮原　　強、武富　光希、松永　　尚
佐賀県医療センター好生館　薬剤部

P-035 当院におけるヒドロモルフォン製剤の使用状況
○�山田　啓美、村田　美帆、廣井　順子
東京都立多摩総合医療センター薬剤科

P-036 大規模有害事象データベースFAERSを用いたオピオイド鎮痛薬の副作用発現傾向の解析
○�平井梨紗子1,2）、植沢　芳広1）

明治薬科大学　医療分子解析学研究室1）、公立福生病院　薬剤部2）

P-037 がん性疼痛に対するヒドロモルフォン製剤の有効性の調査
○�竹村　智行、光野　真弓、高松　真依、入江　良之、江口　善美
相模原協同病院　薬局

P-038 当院におけるヒドロモルフォン塩酸塩注の使用状況に関する一考察
○�嶽小原　恵1,4）、松野　優紀1,4）、折笠　　瞬1,4）、和田　栄子2,4）、池永　昌之3,4）

淀川キリスト教病院　薬剤部1）、淀川キリスト教病院　がん診療センター2）、�
淀川キリスト教病院　緩和医療内科3）、淀川キリスト教病院　緩和ケアチーム4）

P-039 市立豊中病院におけるタペンタドール製剤導入時の患者状況調査
○�椎葉　有樹、小平　明美、相澤　聡子、宇佐美順子、村田　充弘
市立豊中病院　薬剤部

P-040 当院におけるヒドロモルフォン錠の使用調査
○�加地　　真
大阪みなと中央病院

P-041 高用量オピオイドからメサドンへスイッチングし、疼痛緩和が得られた2例
○�山本　明紀1,2）、河田　尚子2）、濱中　裕子2）、中田　　健2）、安井友佳子1）、石坂　敏彦1）

堺市立総合医療センター　薬剤科1）、堺市立総合医療センター　緩和ケアチーム2）

P-042 当院における他剤からヒドロモルフォン注射剤へ切り替え後の有効性と安全性について
○�平野　茂樹1,3）、出口　裕子1,3）、山本　泰大1,3）、近藤　綾子1,3）、櫻井　愛菜1,3）、�
持山めぐみ3）、浅井　泰行2,3）、小田切拓也2,3）

小牧市民病院　薬局1）、小牧市民病院　緩和ケア科2）、小牧市民病院　緩和ケアチーム3）

P-043 メサドン塩酸塩錠導入事例の実態調査
○�原　あや乃1）、篠原　佳祐1）、三浦　篤史1）、渡邊　将隆2）

JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター�薬剤部1）、JA長野厚生連佐久総合病院�薬剤部2）

P-044 当院におけるヒドロモルフォンの使用状況と副作用発現状況についての調査
○�後藤　桂輔1）、三谷　小春2）、梅原　健吾3）、岡﨑　泰香1）、岡山　有希1）、野表しおり1）、�
若本あずさ1）、初山　多恵1）、佐藤　秀紀2）

札幌南三条病院　薬剤部1）、北海道科学大学　薬学部2）、�
国立病院機構�北海道がんセンター　薬剤部3）

P-045 大阪市立総合医療センターにおけるタペンタドールの使用状況調査
○�山崎　直樹、森　　宏幸、村田みどり
大阪市立総合医療センター�薬剤部

P-033 当院におけるオピオイド使用状況の変化と特徴について～過去5年間の処方量調査から
○�植松　夏子1）、近藤　　有1）、横山　尚美1）、塩崎　沙耶1）、戸田　州俊1）、祢宜田和正1）、
村松　雅人2）

JA愛知厚生連豊田厚生病院　薬剤部1）、JA愛知厚生連豊田厚生病院　緩和ケア内科2）
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P-046 在宅緩和ケアにおいて保険薬局薬剤師が対応した高用量オピオイドスイッチングの一症例
○�大森　聖之1）、加藤　真季1）、細川　泰博2）

さくら薬局築地店1）、クラフト株式会社薬局事業部2）

P-047 薬剤師が他職種の連携によって、在宅移行後に注射剤から貼付剤に変更し疼痛管理が可能となっ
た一症例
○�浅田　宗義1）、出口　敦也2）、小林　達矢2）、藤田　あゆみ2）、杉浦　伸哉2）

株式会社�スギ薬局�岸和田北店1）、株式会社�スギ薬局2）

P-048 筋萎縮性側索硬化症に対するモルヒネ製剤使用状況の調査～モルヒネの導入について～
○�小林　崇史1）、八木原　栄1）、森島　　亮2）、清水　俊夫2）

東京都立神経病院�薬剤科1）、東京都立神経病院�神経内科2）

P-049 胃瘻を造設した肺癌患者の薬剤選択に対する薬剤師の関わり
○�奥田真由美1,5）、折井　修子2,5）、貫井　義久3）、中村　典明4,5）

秀和総合病院　薬剤部1）、看護部2）、呼吸器内科3）、外科4）、緩和ケアチーム5）

P-050 強オピオイド鎮痛薬に併用される鎮痛薬によるがん性疼痛治療への影響
○�文　　礼朗1）、岸本　大裕2）、山本　優樹1）、星　　加織2）、清海　杏奈1）、今井志乃ぶ1）、�
田中　嘉一2）、杉浦　宗敏1）

東京薬科大学薬学部医薬品安全管理学教室1）、千葉県済生会習志野病院2）

P-051 当院におけるオピオイド使用状況の調査及び新たなオピオイド製剤の必要性に対する検討
○�小林　義典1）、北村　　修2）

富士宮市立病院1）、聖隷沼津病院2）

P-052 がん性疼痛に対するヒドロモルフォン製剤の使用実態調査
○�高橋　隆一、関　　礼輔、田島　紳介、吉成　清志、篠原　高雄
杏林大学医学部付属病院　薬剤部

P-053 疼痛管理に難渋した一例
○�松岡　範有、深井　敏隆
社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　薬剤部

P-054 重度腎機能障害患者におけるヒドロモルフォンの有効性及び安全性の検討
○�藤原　　大、西村　知恭、中村　真理、西川　浩子、吉田　　薫、松原　和夫
和歌山県立医科大学附属病院　薬剤部

P-055 当院におけるヒドロモルフォン内服製剤の使用状況調査
○�新宮　裕美、井上　　真、遠山　泰崇、福島　祐子、村上　里穂
大分岡病院　薬剤部

P-056 ケミカルコーピングが疑われる患者に対応した1症例
○�柏木　栄一1,2）、吉野　和穂2,3）、竹内　文一2,4）、松岡みちる2,5）、長谷川　渉2,4）、�
安藤　恵美2,5）、綾部由紀乃1）

小田原市立病院　薬剤科1）、小田原市立病院　緩和ケアチーム2）、�
小田原市立病院　緩和ケア科3）、小田原市立病院　心身医療科4）、小田原市立病院　看護部5）

P-057 外来緩和ケア患者におけるテレフォンフォロー、処方提案の取り組み
○�金口　美雄1）、佐々木貴子1）、北村　佑美1）、小笠原拓也2）、柿木　梨奈3）、木元　孝至3）

日本調剤　用賀中央薬局1）、日本調剤（株）在宅医療部2）、日本調剤（株）医療連携推進部3）

P-058 当院緩和ケア病棟におけるヒドロモルフォン塩酸塩錠の使用状況について
○�石見　淳子1）、森　　　睦1）、有本　　忍1）、尾野由佳子1）、森　　佳恵1）、白木　幸子1）、
宮崎　千尋1）、魚住有沙美1）、木下　祐未1）、若原　鉄平2）

高砂市民病院　薬剤科1）、高砂市民病院　緩和ケア内科2）
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P-060 メサドンの当院処方における運用と症例検討
○�土屋　佳世1,2）、小池　博文1）、佐橋　幸子1）、小林　瑞穂2）、畑　　千秋2）、岩城　慶大2）、
吉見　明香2）、結束　貴臣2）、日下部明彦2）、市川　靖史2）

横浜市立大学附属病院�薬剤部1）、横浜市立大学附属病院�緩和ケアセンター2）

P-061 オピオイド鎮痛薬服用患者における自動車運転禁止に関する薬剤師の説明実施状況の実態調査
【研究推進委員会】
○�宮崎　雅之1）、山本　泰大2）、萩田　均司3）、上園　保仁4）、佐藤　淳也5）

名古屋大学医学部附属病院�薬剤部1）、小牧市民病院�薬局2）、�
メディフェニックスコーポレーション薬局つばめファーマシー3）、国立がん研究センター4）、�
国際医療福祉大学病院�薬剤部5）

P-062 皮膚悪性腫瘍の制御を目的とした院内製剤モーズペーストの普及実態に関する全国調査
○�田口　真穂1,2）、佐藤　淳也1,3,4）、紅谷　梨央2）、山田　博章2）

緩和医療薬学会研究推進委員会1）、横浜薬科大学�レギュラトリーサイエンス研究室2）、�
国際医療福祉大学病院�薬剤部3）、国際医療福祉大学�薬学部�医療薬学分野4）

P-063 『医療機関における海外渡航時の規制医薬品に関する全国実態調査』
○�石原　千春1,2）、田口　真穂1,3）、鈴木　　勉4）、佐藤　淳也1,5）

一般社団法人日本緩和医療薬学会研究推進委員会1）、�
調剤薬局ａｍａｎｏ名古屋医療センター前2号店2）、�
横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室3）、湘南医療大学4）、�
国際医療福祉大学病院　薬剤部5）

P-064 オピオイド投与とがん化学療法により除痛ができた1症例
○�滝澤　康志、西澤さとみ
飯山赤十字病院　薬剤部

P-065 麻薬処方への薬学的介入の標準化に向けた取り組み
～専用チェックリスト導入の効果～
○�征矢　由美1,2）、伊藤　賢治1,2）、有賀一二三1,2）、六波羅　孝1）

伊那中央病院　薬剤部1）、伊那中央病院　緩和ケアチーム2）

P-066 呼吸困難感に対するモルヒネ製剤の使用法に関する検討
○�渡邉　恵美、柿元　郁代、中村　聡志、中島　隆司、長友　優歩、愛甲　隼人、本屋　敏郎
垂水市立医療センター　垂水中央病院　薬剤室

P-067 ブプレノルフィン貼付剤からフェンタニルクエン酸注射への切り替えが良好に行えた1例
○�山内　隆史1,2）、大西由利子2）、竹内　信人2）、井上　貴博1）、間﨑　桂子3）

（有）アポトライ　ダテ薬局1）、市立宇和島病院　薬局2）、市立宇和島病院　整形外科3）

P-068 高用量のフェンタニル貼付剤からメサドンとモルヒネ徐放剤の併用にオピオイドスイッチング
した1例
○�安田　奈美1）、小林　明菜1）、永田　美加2）、山下　和海3）

社会医療法人原土井病院　薬剤部1）、社会医療法人原土井病院　看護部2）、�
社会医療法人原土井病院　緩和ケア科3）

P-069 外来でメサドンから経口オキシコドンにスイッチングし疼痛コントロールが良好となった1例
○�日下部鮎子1,4）、伊佐治麻里子1）、針田侑未子2,4）、前田　直大1,4）、白井　　博1）、和智　純子3,4）

小樽市立病院　薬剤部1）、看護部2）、麻酔科3）、緩和ケアチーム4）

P-059 経皮吸収フェンタニルによるがん性疼痛治療患者の疼痛コントロールに栄養状態が与える影響
○�山本　優樹1）、岸本　大裕2）、栗原　美佳1）、星　　加織2）、清海　杏奈1）、今井志乃ぶ1）、
田中　嘉一2）、杉浦　宗敏1）

東京薬科大学薬学部医薬品安全管理学教室1）、千葉県済生会習志野病院2）
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P-070 大腸癌術後再発における頚椎転移において、メサドン導入により疼痛コントロールが可能となっ
た一症例
○�鈴木久美子1,4）、山中　　恵2,4）、中川　朱美2,4）、横田　　崇3,4）

医療法人社団慶友会　吉田病院　薬剤課1）、医療法人社団慶友会　吉田病院　看護部2）、�
医療法人社団慶友会　吉田病院　内科3）、�
医療法人社団慶友会　吉田病院　緩和ケアチームほほえみ4）

P-071 オピオイドスイッチング時のヒドロモルフォン
塩酸塩注射液への換算量調査
○�藤田　大智、佐々木理絵、山田　彩加、柴田　侑希、新沼　芳文、本郷　文教
医療法人渓仁会�手稲渓仁会病院�薬剤部

P-072 ヒドロモルフォンへのオピオイドスイッチングを行った腎障害患者２症例
○�黒田　秀之
みたき総合病院　薬剤部

P-073 高用量オピオイド注射薬からフェンタニル貼付剤への切り替え方法の検討
○�相澤　康子1,2）、倉田久美子1,2）

横須賀市立市民病院　薬剤部1）、横須賀市立市民病院　緩和ケアチーム2）

P-074 オピオイドスイッチングの基準に関する文献的考察
○�白髪　恵美1）、大坂　　巌2）、近藤　祥代1）

社会医療法人石川記念会HITO病院　薬剤部1）、�
社会医療法人石川記念会HITO病院　緩和ケア内科2）

P-075 メサドン併用により、良好な鎮痛が得られた2症例
○�伊藤　慎二、石川　敬祐、磯貝　潤一
津島市民病院

P-076 フェンタニルからオキシコドンへのスイッチングにより疼痛コントロールが良好になった1例
○�伊藤　浩子1,2）、上田　武司1,2）、阪井　美緒2）、西澤　昭彦2）

地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　薬剤部1）、同　緩和ケアチーム2）

P-077 メサドンをadd on方式でオピオイドスイッチングした1症例
○�牧浦　耕平1）、尾崎　智規1）、生島　繁樹1）、佐々木慈瞳2）、松原　　操3）、宮地　真澄3）、
竹澤　祐一4）

奈良県総合医療センター薬剤部1）、奈良県総合医療センター緩和ケアチーム2）、�
奈良県総合医療センター看護部3）、奈良県総合医療センター緩和ケア内科4）

P-078 ヒドロモルフォンの注射剤から内服薬へのスイッチング時の換算比の検討
○�五十嵐信生、富山　徹
富山赤十字病院

P-079 難渋するがん性疼痛に対し、緩和ケアチーム介入により自宅退院となった一症例
○�坂本亜佐子1,2）、光瀬佳奈子1,2）、牧原りつ子2）、前里　喜一2,3）

唐津赤十字病院　薬剤部1）、唐津赤十字病院　緩和ケアチーム2）、�
医療法人松籟会　河畔病院　緩和ケア内科3）

P-080 オピオイドスイッチング補助システムの構築
○�須藤美穂子1,5）、桂川　みき1,5）、松木　有莉1）、日向野数馬2）、前田　久恵3,5）、�
大滝まどか3,5）、鈴木　千波1）、小原　秀治1）、飯田　道夫4,5）、柴波　明男1）

JA北海道厚生連　札幌厚生病院　薬剤部1）、同　医療情報課2）、同　看護部3）、�
同　緩和ケアセンター4）、同　緩和ケアチーム5）

P-081 ヒドロモルフォン徐放錠からモルヒネ注へオピオイドスイッチ後の副作用の調査
○�尾形　美絵、羽生　智宏、長澤　欣弘、瀧内　瑛輔、財津　孝希、中村槙一郎、田村　和彦、
新関みどり、近藤　和宏

大分県済生会日田病院　薬剤部
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P-083 フェンタニルでコントロール不良であった癌性疼痛に対してヒドロモルフォンが著効した２症例
○�西川　　允1）、原　明日香2）、藤崎　洋人3）、中川　基人3）、森長　修一4）、加瀬　萌子4）、
大津　聡美5）、中村　綾子5）、本間美由紀5）、古屋久美子6）、白砂智恵美6）

平塚市民病院　薬剤部1）、平塚市民病院　乳腺外科2）、平塚市民病院　外科3）、�
平塚市民病院　精神科4）、平塚市民病院　看護部5）、平塚市民病院　栄養科6）

P-084 緩和ケア病棟で鎮痛補助薬あるいは非薬物療法により高用量フェンタニル貼付剤を減量でき疼
痛軽減に至った症例
○�高尾　斎昭1）、田代　典子2）、篠﨑　　聡1）、林　由紀子1）、本多　秀俊1）、平石　禎子2）、
並木　路広1）

東京逓信病院　薬剤部1）、東京逓信病院　麻酔科2）

P-085 当院におけるがん患者の神経障害性疼痛に対するミロガバリンの使用状況と有効性
○�加藤　　遥、平野　貴志、吉川　直利、新美　雅規、横田　　学、村上　照幸
半田市立半田病院薬剤科

P-086 がん･がん治療に伴う神経障害性疼痛に対するデュロキセチン効果発現時期の解析
○�西澤　庸介、岡野　智史、石村　　光、尾崎　正和、北原　隆志、幸田　恭治
山口大学医学部付属病院�薬剤部

P-087 乳癌胸髄髄内転移の神経障害性疼痛に対しプレガバリンが奏功した1例
○�奥苑　朱加1）、谷口　真弓2）、上野　真帆2）、磯谷　彩夏3）、伊藤　和子2）、遠山　幸男1）、
久田　達也1）

トヨタ記念病院　薬剤科1）、トヨタ記念病院　乳腺内分泌外科2）、�
名古屋市立大学大学院　医学研究科　乳腺外科学分野3）

P-088 ミロガバリンの適正使用に向けた大阪大学医学部附属病院における使用実態調査
○�田中　華奈、原　　伸輔、山本　智也、門脇　裕子、奥田　真弘
大阪大学医学部附属病院�薬剤部

P-089 当院におけるミロガバリンの使用状況と副作用に関する調査
○�星野　剛史、木下　史一、菅尾　高裕
順天堂大学医学部附属静岡病院　薬剤科

P-090 放射線治療後の疼痛コントロール不良であった転移性脊椎腫瘍が起因する痛みに対してメチル
プレドニゾロンが奏功した1症例
○�谷岡　　哲1,5）、金澤　　学2,5）、相澤佐保里3）、石川　慶大4,5）、竹藪　公洋3,5）

北海道社会事業協会小樽病院　薬剤科1）、北海道社会事業協会小樽病院　看護部2）、�
北海道社会事業協会小樽病院　呼吸器科3）、北海道社会事業協会小樽病院　外科4）、�
北海道社会事業協会小樽病院　緩和ケアチーム5）

P-091 非がん性疼痛におけるブプレノルフィン経皮吸収型製剤が有用であった２症例
○�桂川　みき1,4）、須藤美穂子1,4）、鈴木　千波1）、前田　久恵2,4）、大滝まどか2,4）、小原　秀治1）、
飯田　道夫3,4）、柴波　明男1）

ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院　薬剤部1）、同　看護部2）、同　緩和ケアセンター3）、�
同　緩和ケアチーム4）

P-092 ALSの苦痛緩和に薬剤師として関わった一症例
○�島田　　歩1）、田口　宏一2）、高野　陽平1）、西崎　颯斗1）、上野　英文1）

砂川市立病院�薬剤部1）、砂川市立病院�消化器外科2）

P-082 オピオイドスイッチング時に離脱症状を疑った症例
○�吉田　勝好1）、俵　　早紀1）、田原　明子1）、郷原　　学1）、齋藤　　操2）、土佐めぐみ2）、
服部　晋司3）

益田赤十字病院�薬剤部1）、益田赤十字病院�看護部2）、益田赤十字病院�外科3）
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P-093 当院における末期心不全患者に対するモルヒネ注射の使用状況
○�畑　加奈子1,4）、萩原　里美1,4）、長井　太郎1）、村本　慎吾1）、時津　孝典2）、細瀧喜代志4）、
田宮　貞宏3,4）

公立玉名中央病院　薬剤部1）、公立玉名中央病院　循環器内科2）、�
公立玉名中央病院　総合診療科3）、公立玉名中央病院　緩和ケアチーム4）

P-094 モルヒネの持続静注が終末期心不全患者の呼吸困難改善に寄与した症例
○�小林　祐子1）、岸本真希子2）、石橋　祐記3）、平川　麻美4）、田中　恒明1）

聖マリアンナ医科大学病院　薬剤部1）、元聖マリアンナ医科大学病院　薬剤部2）、�
聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科3）、聖マリアンナ医科大学病院　腫瘍内科4）

P-095 非がん性疼痛患者のフェンタニル貼付剤による疼痛コントロールの１例
○�澁谷　恵美子、小野　達也
ＩＨＩ播磨病院　薬剤科

P-096 筋萎縮性側索硬化症患者の呼吸困難感に対してモルヒネ持続皮下注を施行し在宅看取りとなっ
た一症例
○�瀬戸　　聡、海老名史香、武末　篤太、平田　恵里
株式会社エルマノ　すばる中央薬局大船店

P-097 がん性疼痛患者に併発した筋筋膜性疼痛症候群の疼痛コントロールと麻薬量に関する研究
○�島崎　洋平、岩瀬　　哲、髙杉　綾香、岡村　聡志、宮部　拓也、横田　敬之、藤村　昭太、
栗原　弘紀、永野　浩之、岸野　　亨

埼玉医科大学病院

P-098 頭頚部癌に対する化学放射線同時併用療法中に実施された疼痛管理の実態調査
○�江崎　　瞳、鳥山　陽子、髙城沙也香、松尾　圭祐、永石　浩貴、谷口　　潤、尾之江剛樹
鹿児島医療センター　薬剤部

P-099 ケミカルコーピングが疑われ、薬剤調節によりオピオイド離脱による疼痛コントロールが可能
となった骨髄腫の一例
○�加藤　涼子1,3）、前田　圭介2,3,4）、近藤　美樹3）、安永ちはる3）、江尻　将之1,3）、竹内　知子3）、
大西　正文1）、森　　直治2,3,4）

愛知医科大学病院　薬剤部1）、愛知医科大学病院緩和ケアセンター2）、�
愛知医科大学病院緩和ケアチーム3）、愛知医科大学医学研究科緩和・支持医療学4）

P-100 外来におけるオピオイド鎮痛薬初回投与時の効果と使用状況
○�木村　大地1）、菅原　健太2）、原熊　克欣3）、谷口　明展4）、矢野　哲平1）、福岡　勝志5）、
弓削　吏司5）、岡本　禎晃6）

日本調剤（株）大阪支店1）、日本調剤　芦屋薬局2）、日本調剤　ポートアイランド薬局3）、�
日本調剤　香住薬局4）、日本調剤（株）教育情報部5）、市立芦屋病院薬剤部6）

P-101 終末期がん患者におけるデクスメデトミジン塩酸塩の有用性と安全性の評価
○�宮村　憲明、藤近　拓弥、間　　俊男、朝比奈奈穂美、野村　沙巴、三浦　雅典
高知県立幡多けんみん病院

P-102 入院がん患者における除痛率と麻薬消費量の関係の検討
○�長瀬　加奈1,2）、壁谷　めぐみ1,2）、長尾　清治1）、伊奈　研次1）、所　　千晶1）、伊藤　紳人1,2）、
湯浅　　周2）

名古屋記念病院　緩和ケアチーム1）、名古屋記念病院　薬剤部2）

P-103 がん性疼痛を有する膵臓癌患者に対し、抗がん剤投与後に良好な疼痛緩和が得られた1例
○�廣瀨　雅人、齋藤　佑輔、加藤　　浩
市立四日市病院　薬局

P-104 保険薬局薬剤師の在宅訪問によって、疼痛軽減と
QOL改善につながった一例
○�大久保匡邦1）、浅田　宗義2）、中野　雄介2）、藤田あゆみ2）、杉浦　伸哉2）

株式会社�スギ薬局�南加木屋店1）、株式会社�スギ薬局2）
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P-106 服用状態電話確認を用いた積極的介入による副作用早期発見早期対応ができた1症例
○�望月　一宏
日本調剤　南アルプス薬局

P-107 ブプレノルフィン経皮吸収型製剤によるOICに対しナルデメジンの投与が有効であった１症例
○�山田　憲和1）、道鎮　正規2）、古澤　修章3）

福井厚生病院　薬剤課1）、福井厚生病院　消化器内科2）、福井厚生病院　整形外科3）

P-108 ナルデメジンの使用実態調査
○�金子　睦志、本間章太郎、霍間　尚樹
JA新潟厚生連佐渡総合病院�薬剤部

P-109 ナルデメジンと下剤併用時の作用機序の違いによる有効性の検討
○�伊藤　郁恵、田村　拓也、平泉　達哉
由利組合総合病院　薬剤科

P-110 ナルデメジンのヒドロモルフォンまたはオキシコドン使用患者における有効性の検討
○�萬光　沙紀、畝本　由貴、平井　俊明、江草　徳幸、井口　奈美、安原　昌子、堀川　俊二
広島県厚生連尾道総合病院　薬剤部

P-111 当院消化器内科病棟における薬剤師のOICへの介入
○�山本　翔太、前川　英輝、山田　将悟、菊地　義明、藤林　　遼、鈴木　直哉、髙橋　　誠、
青田　忠博

北海道消化器科病院

P-112 がん患者におけるナルデメジントシル酸塩錠の効果予測因子解析
○�森　　　恵1）、二瓶　　哲1）、菅原　佳音1）、長澤　佳昭1）、佐藤　文彦1）、工藤　賢三1,2）

岩手医科大学附属病院薬剤部1）、岩手医科大学薬学部臨床薬学講座臨床薬剤学分野2）

P-113 当院におけるナルデメジンの使用実態調査
○�清水　真弓、石塚　友一、矢部　勝茂
聖隷浜松病院　薬剤部

P-114 ナルデメジンの導入時期によるオピオイド誘発性便秘症への影響
○�結城　奈美、安達　晶子、間宮　伸幸、長谷川晃一、鈴木　知則、楠見　彰宏
東京都済生会中央病院　薬剤部

P-115 オピオイド誘発性便秘症に対するリナクロチドの有効性の検討
○�中尾　圭裕、岡　　智之、山崎　博史
宇部興産中央病院

P-116 経口オピオイド投与患者における下剤の使用状況調査
○�村富　裕貴、田中　昭洋、高取　秀人、後藤　卓也、萱野勇一郎
大阪府済生会中津病院

P-117 当院におけるナルデメジントシル酸塩の使用状況
○�岡野　芳彦1）、宍倉　啓介1）、藤崎　智子1）、堀越久仁恵1）、小高　ふみ2）、寺山　義泰1）

公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院薬剤科1）、�
公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院緩和ケア内科2）

P-105 オキシコドン徐放錠導入時の支持療法の状況と有害事象の実態
○�萩原　諒一1）、小林　礼子2）、中山　弘道3）、花香　淳一1）

小山記念病院　薬剤科1）、小山記念病院　看護部2）、小山記念病院　緩和ケア科3）
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P-118 がん患者の便秘に対するモビコール配合内用剤の使用経験
○�岡村　佐紀1,2）、中村　豪志1,2）、棚田　大輔2）、宮脇　弘樹2）、乾　　貴絵2）、土井　陽子2）、
田中　邦佳1）、柳井　美奈1）、廣瀬　宗孝2）、木村　　健1）

兵庫医科大学病院�薬剤部1）、兵庫医科大学病院�緩和ケアセンター2）

P-119 がん患者の便秘に対するモビコール配合内用剤の使用経験
―服薬アドヒアランスを向上させる内服方法の検討―
○�土井　陽子、中村　豪志、棚田　大輔、岡村　佐紀、宮脇　弘樹、西村裕美子、乾　　貴絵、
高雄由美子、廣瀬　宗孝

兵庫医科大学病院　緩和ケアセンター

P-120 緩和ケアを受けているがん患者に対する新規便秘薬の薬学的観点による介入
○�林　隼輔、菊田　奨之、宮沢　祐太、須田　奈美、川久保　孝
東京慈恵会医科大学附属病院　薬剤部

P-121 オピオイド投与患者へのナルデメジンの使用実態調査
○�星野　真之1）、星野　寿恵1）、山田眞由美1）、澁川　知成1）、関口　康平1）、藏　　良政2）

春日部市立医療センター　薬剤科1）、春日部市立医療センター　血液内科2）

P-122 オピオイド誘発性便秘症に対する薬剤師の認識調査
○�間瀬　広樹1）、有原　大貴2）、吉尾　敬登2）、石嶋　　麗2）、秋山　哲平2）

国立長寿医療研究センター�薬剤部1）、金沢医療センター�薬剤部2）

P-123 ナルデメジントシル酸塩の使用実態と有効性・安全性の臨床評価に関する調査研究
○�嘉村　昌紀1）、安光　孝博1）、大石　泰也1）、古館　美紀2）、佐々木　照美2）、三池　由起2）、
井手麻利子2）、藤永理恵子1）、後藤　　健4）、谷本　一樹3）

福岡赤十字病院�薬剤部1）、福岡赤十字病院�看護部2）、福岡赤十字病院�血液腫瘍内科3）、�
後藤健クリニック4）

P-124 プレガバリンによる傾眠が出現して継続が困難であった患者へのミロガバリンの使用経験
○�大畑　茂樹、村岡　　梓、櫻井　紀衣、山下　真彩、松下　雅昭
藤枝市立総合病院薬剤部

P-125 オピオイド減量にて離脱症候群を呈した１例
○�加野　桂佑1）、馬郡　麻美1）、笛木　瑛里2）、大和由美子1）

伊勢崎市民病院　薬剤部1）、伊勢崎市民病院　内科2）

P-126 非がん性疼痛に対してレスキューが使用され、ケミカルコーピングが疑われた症例
○�吉田　宗広、船戸　元子、笹山　　潔
医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院

P-127 ケミカルコーピングにより疼痛管理に苦慮したアルコール依存性合併進行期食道がんの一例
○�藤原真亜子1,2）、草信　晴美1,2）、監物　英男1）、六原　純子2）、竹内真知子2）、�
山辻　知樹3）、原　　正吾4）、山根　弘路2,5）、小原　弘之2,5）、瀧川奈義夫2,5）

川崎医科大学総合医療センター　薬剤部1）、川崎医科大学総合医療センター　緩和ケアチーム2）、
川崎医科大学総合医療センター　総合外科学3）、川崎医科大学総合医療センター　精神科学4）、
川崎医科大学総合医療センター　総合内科学45）

P-128 長期の予防的レスキュー薬使用によりケミカルコーピングが疑われた１症例
○�高橋　健太1,4）、齋藤　裕輝1,4）、丸橋　　瞳1,2）、太宰　昌佳3,4）

NTT東日本札幌病院　薬剤科1）、NTT東日本札幌病院　看護部2）、�
NTT東日本札幌病院　消化器内科3）、NTT東日本札幌病院　緩和ケアチーム4）
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P-130 オキシコドン徐放性製剤からフェンタニル貼付剤へオピオイドスイッチングした際にせん妄を
起こした1例
○�畠山　智明、佐藤　真生、鈴木　拓也、篠原　一宏
KKR札幌医療センター

P-131 医薬品副作用データベース（JADER）に基づくオピオイドの副作用発現状況の解析
○�高田　慎也1）、橋下　浩紀1）、佐藤　秀紀2）、遠藤　雅之1）

北海道がんセンター1）、北海道科学大学2）

P-132 保険薬剤師に出来る安全な医療提供：「せん妄」に関する意識調査
○�米良　千春
日本調剤　原爆病院前薬局

P-133 難治性せん妄患者に対して薬剤師は何ができるのか
○�香内　　綾、木本　真司、成田　浩気、塩川　秀樹
竹田綜合病院�薬剤科

P-134 ベンゾジアゼピン系睡眠薬の安易な処方の防止やせん妄対策チームによる介入が終末期がん患
者のせん妄発症に与える効果
○�小島　佳浩、丸山　陵子
長岡赤十字病院�薬剤部

P-135 演題取り下げ

P-136 がん性疼痛に対するNSAIDs使用例の血清クレアチニン値の調査
○�岡野　　希、鬼丸　昌大
小張総合病院　薬剤部

P-137 ヒドロモルフォンのタイトレーション中に、ミオクローヌスが出現した一例
○�工藤　　透1,2,4）、澤藤　裕貴1,2）、佐井菜央美2）、田中　佳人3）、中川　英之2,3）

独立行政法人国立病院機構弘前病院　薬剤部1）、�
独立行政法人国立病院機構弘前病院　緩和ケアチーム2）、�
独立行政法人国立病院機構弘前病院　呼吸器内科3）、�
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　薬剤部4）

P-138 プレガバリン服用中に急性腎不全となり、離脱症状なく安全に減量できた一例
○�永倉　史子、陶山　明日香、小田　　慎
イムスグループ�板橋中央総合病院　薬剤部

P-139 モルヒネのくも膜下投与で生じた掻痒にナルフラフィン塩酸塩が有効だった1症例
○�君島　　亨1）、岡澤林太郎2）、吉岡　　薫1）、本谷　倫子1）、高岩　徹幸1）

市立釧路総合病院　薬剤部1）、市立釧路総合病院　緩和ケア科2）

P-140 化学療法誘発性悪心に対しミルタザピンが有効であった症例
○�佐々木聡美
長野県立信州医療センター　薬剤部

P-129 Morphine、Oxycodone、Hydromorphone、Tapentadol の初回内服後のせん妄様症状に
関する実態調査
○�松井　美月1,2）、藤宮　龍祥1,3）、島本　一志1,2）、米澤　　龍1,2）、田中志津子1,2）、�
中山　博文4）、渡邊　　徹1,2）、佐々木忠徳1,5）

昭和大学�薬学部�病院薬剤学講座1）、昭和大学藤が丘病院�薬剤部2）、�
東京薬科大学�薬学部�医療実務薬学教室3）、昭和大学藤が丘病院�腫瘍内科・緩和医療科4）、�
昭和大学病院�薬剤部5）
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P-141 演題取り下げ

P-142 当院におけるミロガバリンべシル酸塩錠の使用状況の検討
○�栗原　りか、新行内健一、海老原卓志、飯合　　等
国立病院機構　渋川医療センター

P-143 ブレンツキシマブ ベドチン及びビンブラスチンによる末梢神経障害性疼痛に対してデュロキ
セチンとミロガバリンの併用で改善を認めた1例
○�山内　　健1）、世羅　綾香1）、綾部　ゆか1）、佐古　有紀1）、辻　　倫子1）、三村奈美子1）、
田中　和行2）、岡井由美子3）、渡辺　美和1）

地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立舟入市民病院1）、�
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2）、医療法人　JR広島病院3）

P-144 当院における化学療法誘発性末梢神経障害性疼痛に対するミロガバリンの使用状況調査
○�野地　紘子、藁谷　美保、大沼　杏理、渡辺　研弥、石井　重亮、菅野奈緒美、須藤　孝浩、
黒田　純子

福島県立医科大学附属病院　薬剤部

P-145 Bevacizumab + FOLFOX療法による末梢神経障害に対してmirogabalinが奏功した1症例
○�枝國亜由紗、吉田　真人、淡路　健作、菅谷　量俊、青木　理恵、吉岡　将史、高瀬　久光
永山病院　薬剤部

P-146 大規模医療情報データベース研究と後方視的研究の手法を用いた抗がん剤治療に伴う口内炎の
予防薬探索
○�三橋　知里1）、濱野　裕章1）、山田　苑子2,3）、座間味義人1,4）、合田　光寛1）、桐野　　靖1）、
中村　敏己1）、桐野　　靖1）、濱田　康弘2,3）、石澤　啓介1,4）

徳島大学病院　薬剤部1）、徳島大学病院　栄養部2）、�
徳島大学大学院医歯薬学研究部�疾患治療栄養学3）、�
徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野4）

P-147 イルソグラジンマレイン酸塩の追加投与により難治性口腔粘膜炎が改善した1例
○�淡路　健作、深尾　彰平、髙瀬　久光
日本医科大学多摩永山病院　薬剤部

P-148 卵巣がんドセタキセル＋カルボプラチン＋ベバシズマブ療法による掌の皮膚剥離出現の実態調査
○�徳永　愛美1）、縄田　修一1,2）、河本　貴之3）、松浦　　玲3）、市倉　大輔1,2）、鈴木　信也1,2）、
峯村　純子1,2）、佐々木忠徳2）

昭和大学横浜市北部病院　薬剤部1）、昭和大学薬学部　病院薬剤学講座2）、�
昭和大学横浜市北部病院　産婦人科3）

P-149 カペシタビン服用患者における手足症候群予防対策の実態調査
○�山口　芽衣1,2）、杉田　栄樹1,2）、齋藤　拓史3）、清水　久範4）、佐々木忠徳2,5）

昭和大学薬学部病院薬剤学講座1）、昭和大学病院薬剤部2）、JA広島総合病院薬剤部3）、�
がん研有明病院薬剤部4）、昭和大学統括薬剤部5）

P-150 免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象の発症とリスクファクター
○�岸下　敬汰1）、大北　仁裕2）、羽床　琴音2）、村上あきつ2）、奥山　浩之2）、西内　崇将2）、
二宮　昌樹1）、辻　　晃仁2）

徳島文理大学香川薬学部1）、香川大学病院腫瘍内科2）

P-151 病院データベースを用いた抗悪性腫瘍薬白金製剤に関連する聴覚障害の検出及び各薬剤間の比較
○�三浦　文美、堀　　雄史、川上　純一
浜松医科大学医学部附属病院　薬剤部
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P-153 VEGF阻害剤（bevacizumab, ramucirumab, aflibercept）による蛋白尿発症の要因解析：
単施設後ろ向き研究
○�神林　祐子1,2,3）、石川　　剛2,4）、田渕　祐輔2）、阪口　晃一3）、大内　佳美3）、�
大辻　英吾5）、高山　浩一6）、田口　哲也2,3）

大阪薬科大学　�臨床薬学教育研究センター1）、京都府立医科大学附属病院　化学療法部2）、�
京都府立医科大学内分泌乳腺外科3）、京都府立医科大学消化器内科4）、�
京都府立医科大学消化器外科5）、京都府立医科大学呼吸器内科6）

P-154 がん入院患者におけるアカシジア疑いの発現割合と影響を与える要因の検討
○�海老根香里、平井　利幸、秋山　裕史
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

P-155 ペメトレキセド＋ベバシズマブ（maintenance therapy）変更後に自己免疫性筋炎を発症し
た一例
○�松本　　諭、堀部　正記、赤石　憲俊、遊見　裕子
神戸赤十字病院　薬剤部

P-156 メトロニダゾールゲルを間欠的に投与することでリンパ節転移腫瘤による悪臭をコントロール
できた一例
○�堤　　美帆1）、辻本　栄子1）、田中さおり2）、谷　　岳人3）

社会福祉法人　石井記念愛染園附属　愛染橋病院　薬剤科1）、看護部2）、外科3）

P-157 ｍFOLFOX6+Bmab療法の再投与にて腹水の改善が見られた上行結腸癌の1症例
○�菊池　知美1）、柿本　年春2）

東葛病院　薬剤部1）、東葛病院　消化器内科2）

P-158 ヒドロモルフォンの副作用に対するがん悪液質の影響
○�吉田ひかり1）、加藤　涼子2,3）、渡邉　千尋1）、大西　正文2）、斎藤　寛子2）、大橋　　渉4）、
前田　圭介5）、三嶋　秀行6）、森　　直治3）、築山　郁人1,2）

名城大学薬学部　病態解析学II1）、愛知医科大学病院　薬剤部2）、�
愛知医科大学病院　緩和ケアセンター3）、愛知医科大学病院　臨床研究支援センター4）、�
国立長寿医療研究センター5）、愛知医科大学病院　臨床腫瘍センター6）

P-159 がん終末期患者に対して睡眠目的で使用されるスボレキサント錠及びトラゾドン錠の有効性及
び安全性の評価
○�諸橋　賢人、土屋　裕伴、新井　　亘、増田　裕一
上尾中央総合病院　薬剤部

P-160 Palliative Support Teamの介入による薬剤調整にてアカシジアを改善できた一例
○�北庄司敦久、若林　里絵、小林　洋平、中川　貴弘、森朝　紀文
地方独立行政法人　りんくう総合医療センター　薬剤科

P-161 終末期のせん妄に対するクエチアピンの有効性と安全性の調査
○�土屋　裕伴、大登　　剛、塚田　昌樹、沖田　　彩、諸橋　賢人、新井　　亘、増田　裕一
AMG�上尾中央総合病院�薬剤部

P-162 不眠を訴えた食道癌の患者に対して睡眠コントロールに苦渋した症例
○�引野真由美
新潟厚生連　佐渡総合病院

P-163 院内製剤クエチアピン坐剤の使用調査
○�殿垣　聖子、清水　千種、高寺　章代
医療法人協和会　千里中央病院　薬剤科

P-152 がん化学療法時におけるHbA1Cとグリコアルブミンの乖離の背景要因の探索
○�小澤　康久1）、桃井　　歩1）、錦　　佑輔1）、渡邊　　文1）、門谷　靖裕1）、下山　ライ2）、
中村　雅敏1）

医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　薬剤部1）、�
医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　外科2）
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P-164 睡眠薬アセスメントシートの評価について
○�秋吉　尚雄1）、天津　透彦3）、山口　健也2）、進藤　美舟4）、瀬川　明美5）、居塚しのぶ1）、
桑村　恒夫1）、末松　文博1）

JCHO九州病院　薬剤部1）、JCHO九州病院　緩和ケア科2）、JCHO九州病院　精神科3）、�
JCHO九州病院　看護部4）、JCHO九州病院　臨床心理室5）

P-165 胃空腸吻合術後も静脈栄養と経鼻胃管による減圧療法を継続した切除不能膵頭部癌の1例
○�山木　和子1）、栁澤江梨奈1）、野口　宣之1）、小野寺　太史2）

春日部中央総合病院　薬剤部1）、春日部中央総合病院　緩和内科2）

P-166 がん患者におけるヒドロモルフォンの呼吸困難に対する臨床効果の検討
○�坂野　玲子1）、前野　有紀1）、中藏伊知郎1）、北澤　文章1）、佐竹　主道2）、辻川　正彦1）

JCHO星ヶ丘医療センター�薬剤部1）、JCHO星ヶ丘医療センター�緩和ケア科2）

P-167 緩和ケア病棟における呼吸困難を有する腎機能低下患者のオピオイド使用調査
○�清水　千種、殿垣　聖子、高寺　章代
医療法人　協和会　千里中央病院

P-168 当院における呼吸困難に対するヒドロモルフォン製剤の使用状況と有効性についての検討
○�松野　優紀1,4）、嶽小原　恵1,4）、折笠　　瞬1,4）、和田　栄子2,4）、池永　昌之3,4）

淀川キリスト教病院　薬剤部1）、淀川キリスト教病院　がん診療センター2）、�
淀川キリスト教病院　緩和医療内科3）、淀川キリスト教病院　緩和ケアチーム4）

P-169 刈谷豊田総合病院緩和ケア病棟におけるポリエチレングリコール（PEG）製剤の使用成績調査
○�傍島　悠1,2）、菅原さやか1,2）、榊原　隆志1,2）、江﨑　秀樹1,2）、鳥居　昌太1）、本間　崇正1）、
滝本　典夫1,2）、梶野　友世3）

刈谷豊田総合病院　薬剤部1）、刈谷豊田総合病院　がん総合診療センター2）、�
刈谷豊田総合病院　疼痛緩和ケア科3）

P-170 緩和ケアチームの介入による薬剤変更提案によって血清カルシウム値の上昇が緩やかになり一
時退院が可能となった一例
○�三股早輝子1,2,3）、近藤惠満子1）、黒熊　由美1）、坪根麻理子2）、神矢　尚代2）、御手洗みどり3）、
長門　　仁2,3）、平井　一弘4）、三戸　克彦4）、後藤陽一郎4）

社会医療法人長門莫記念会　長門記念病院　薬剤科1）、�
社会医療法人長門莫記念会　長門記念病院　緩和ケアチーム2）、�
社会医療法人長門莫記念会　長門記念病院　NST3）、�
社会医療法人長門莫記念会　長門記念病院　呼吸器内科4）

P-171 演題取り下げ

P-172 嘔気に対してジフェンヒドラミン・ジプロフィリン配合錠が有効だった一例
○�簑島弓未子1,2）、西村　栄一1）、近藤　智幸1）、牧瀬　英知1）、橋本　光生1）、岸本有加里2）、
蟹谷　和子2）、幸田　久平2）

旭川赤十字病院　薬剤部1）、旭川赤十字病院　緩和ケアチーム2）

P-173 病棟薬剤師の緩和薬物療法への取り組み
○�荒井　浩一、鈴木　麻友、菅原　拓也、菊地　綾乃、新目　樺子
山形市立病院済生館薬局

P-174 終末期がん患者の閉塞性黄疸に対する茵ちん蒿湯の効果についての分析
○�矢部　雅子1,2）、久間田佳彦1,2）、野澤　大輔1,2）、長島　智子1）、邉見　光利1）、藤井　宏一2,3）

足利赤十字病院　薬剤部1）、足利赤十字病院　緩和ケアチーム2）、�
獨協医科大学日光医療センター　麻酔科3）

P-175 がん患者の治療抵抗性の苦痛に対するミダゾラム投与の現状と課題
○�松波　寿雄、枝廣　茂樹、大川　浩子
金沢赤十字病院　薬剤部
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P-177 終末期がん患者の難治性悪心に対してアセナピン舌下錠が著効した1例
○�渡辺　裕之1）、中村　和行1）、石川　歩未1）、李　　振雨2）、足立　康則2）、杉浦　洋二1）

JA愛知厚生連安城更生病院　薬剤部1）、緩和ケア内科2）

P-178 透析施行中の肺癌患者の呼吸困難に対して苦慮した1症例
○�金澤　京子1）、三輪　征広1）、坂川　公一2）、橋本　　泉3）、秋山　清次4）、今村　康宏5）

済衆館病院　薬剤科1）、済衆館病院　腎・透析センター2）、済衆館病院　呼吸器内科3）、�
済衆館病院　緩和ケア科4）、済衆館病院　外科5）

P-179 当院における終末期がん患者の感染症治療の実際と今後の課題
○�髙橋　　慧1）、北村和香子1）、酒井亜耶乃1）、宮崎　信子1）、小池　拓也2）、阿久澤浩司2）、
越川　貴史2）

医療法人社団杏順会　越川病院　薬剤部1）、医療法人社団杏順会　越川病院　緩和ケア科2）

P-180 がん終末期の高カルシウム血症に対するカルシトニン製剤の有効性と安全性
○�大登　　剛、土屋　裕伴、沖田　　彩、諸橋　賢人、新井　　亘、増田　裕一
AMG　上尾中央総合病院　薬剤部

P-181 がん性疼痛を有する透析患者に対して薬剤師介入が効果的だった1例
○�齋藤　佑輔1）、廣瀨　雅人1）、加藤　　浩1）、宮崎　晋一2）

市立四日市病院　薬局1）、呼吸器内科2）

P-182 ヒドロモルフォン製剤を使用した膵臓がんの癌性疼痛が、血液透析後に増強を経験した1例
○�杉本　智哉1,2）、遠山　幸男1,2）、杉野　晃希1,2）、伊藤裕美子1）、大池　恵生1）、�
奥苑　朱加1）、澤口　洋視3）、齋藤　雄史2）、久田　達也1）

トヨタ記念病院　薬剤科1）、トヨタ記念病院　緩和ケアチーム2）、トヨタ記念病院　消化器内科3）

P-183 小腸瘻に起因するオキシコンチン錠の吸収不良が疑われ、フェントステープへのオピオイドス
イッチングにより疼痛コントロールが可能となった一例
○�松浦　裕香、盛満　博之、有村　洋平
潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院�薬剤管理室

P-184 メサドン使用症例での併用薬の検討
○�奥田　智子1,2）、前田　晶美1,2）、安藤　公子2,3）、浅石　眞実2,4）、山川　　宣2,4）、依藤健之介1）

神鋼記念病院　診療技術部薬剤室1）、神鋼記念病院　治療・生活サポートチーム2）、�
神鋼記念病院　看護部3）、神鋼記念病院　診療部緩和治療科4）

P-185 トラマドールとCYP３A４阻害作用を有する抗がん剤の併用で副作用増強が疑われた2例
○�酒向あずみ1）、関口　昌利1）、市川　良太2）

（独）国立病院機構霞ヶ浦医療センター薬剤部1）、（独）国立病院機構霞ヶ浦医療センター産婦人科2）

P-186 フェンタニルおよびアリピプラゾール使用中に低血糖症状があった癌患者に対するかかりつけ
薬剤師の取り組み
○�石原　直子、三浦　真理、鯨　　明美、丹羽　直人
一般財団法人　霞ヶ浦成人病研究事業団　霞ヶ浦薬剤センター薬局

P-176 呼吸困難に対するヒドロモルフォンの使用実態調査
○�今井視保子1,2）、高木　裕介1,2）、葛谷　真理1,2）、室田かおる1）、棚橋　順治1）、若山　尚士1）

名古屋第二赤十字病院　緩和ケアチーム1）、名古屋第二赤十字病院　薬剤部2）

P-187 脂肪乳剤投与後に肝機能が改善した膵頭部癌の一症例
○�菅田　佳子1）、東　　千尋1）、坂本　爽佳1）、長野　祥子2）、姫野　加代2）、釘宮　睦博3）、
大野　栄治4）、森　　一生1）

大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部1）、看護部2）、外科3）、緩和ケア内科4）
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P-189 当院緩和ケアチームにおける非がん患者への取り組み
○�逸見　結衣1,2）、日生下美紀1）、石田　達彦1）、西窪奈津子1）、福永　　睦2,3）

兵庫県立西宮病院�薬剤部1）、兵庫県立西宮病院�緩和ケアチーム2）、兵庫県立西宮病院�外科3）

P-190 がん疼痛マニュアル作成に伴う医療用麻薬に関する意識調査
○�芳本　　尚、高木　明子、古川　莉彩
吹田徳洲会病院

P-191 独居患者の服薬作業能力の低下に対する支援
○�中野　雄介1）、吉田　達司2）、古川　貴史2）、藤田あゆみ2）、杉浦　伸哉2）

スギ薬局黒野店1）、株式会社スギ薬局2）

P-192 入院患者麻薬自己管理に対する医療者の意識調査
○�水谷　彰史、髙取　士剛、久保　淳一、高木　明彦、飛澤　国広、佐藤　公人
JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　薬剤科

P-193 当院におけるオピオイド回診後の処方変更状況調査
○�松原　千香1）、曽根　純子1）、石黒　結花2）、並木瑠理江2）、三戸　順子3）、荻原　知美3）、
小板橋俊哉4）

東京歯科大学市川総合病院　薬剤部1）、東京歯科大学市川総合病院　看護部2）、�
東京歯科大学市川総合病院　麻酔科3）、東京歯科大学市川総合病院　緩和ケア科4）

P-194 複雑な患者背景から疼痛コントロールに難渋した１例
○�草信　晴美1,2）、藤原真亜子1,2）、監物　英男1）、六原　純子2）、森重ひろみ2）、�
太田　裕介3）、中島　一毅3）、山根　弘路2,4）、小原　弘之2,4）、瀧川奈義夫2,4）

川崎医科大学総合医療センター　薬剤部1）、川崎医科大学総合医療センター　緩和ケアチーム2）、
川崎医科大学総合医療センター　総合外科学3）、�
川崎医科大学総合医療センター　総合内科学44）

P-195 AYA世代二次がん患者の苦痛緩和に対し多職種でかかわった1症例
○�小森　桂子、井上　　都、中長　容子、真砂　加奈、川口めぐみ、堀上　瑞恵、百地　香恵、
平山　　哲、澤田　明久、望月　千枝、井上　雅美

大阪母子医療センターQOLサポートチーム

P-196 当院の緩和ケアチームの現状と多職種からの介入依頼を可能にする取り組みについて
○�藤本　愛理、福石　和久、川俣　洋生、髙島　伸也
九州医療センター

P-197 一般病院における緩和ケア診療加算取得のための緩和ケアチーム体制構築と評価
○�元木　　孝1）、泉谷　理恵2）、渡邊　清人1）、高柳　昌宏1）

釧路赤十字病院　薬剤部1）、看護部2）

P-198 当院における薬剤科内緩和ケアユニットシステムへの取り組みとその役割について　第二報
○�矢嶋　美樹、安田　麻美、松木　浩子、高橋　優香、杉浦　健一、藤岡　敬子、西関由梨子、
小林健太郎、小関　崇文、大貫　敏明

船橋総合病院�薬剤科

P-188 セコメディック病院における心不全患者に対するモルヒネ塩酸塩の使用状況調査
○�川﨑　智子1）、小田　伸悟1）、平野　寛子1）、加藤　幸三2）、長澤　宏之1）

セコメディック病院　薬剤部1）、千葉メディカルセンター　薬剤部2）

P-199 当院緩和ケアチームの介入状況と緩和医療充実のために必要な薬剤師の役割
○�小玉　幸与1）、冨田　敦和1）、鈴川　　誠1）、渡邉久美子1）、永縄由美子2）、石川　眞一2）、
今西　忠宏1）

JA愛知厚生連�江南厚生病院�薬剤部1）、JA愛知厚生連�江南厚生病院�緩和ケア科2）
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P-201 当院の終末期患者に対する減薬提案の状況報告
○�宇佐美初雄1）、伊藤　美絵2）、長崎千帆子2）、三輪　千尋3）、百瀬　佑紀3）、松本　奈々4）、
小澤　太嗣5）

JA愛知厚生連　稲沢厚生病院　薬剤部1）、JA愛知厚生連　稲沢厚生病院　看護部2）、�
JA愛知厚生連　稲沢厚生病院　内科3）、JA愛知厚生連　稲沢厚生病院　外科4）、�
JA愛知厚生連　稲沢厚生病院　精神科5）

P-202 緩和ケアチームにおける薬剤師アウトカムの評価　～第一報～
○�大久保孝則1）、近藤　潤一1）、津野　丈彦1）、佐々木琢也1）、小島　圭子2）、橋本　真也1）

横浜市立大学附属市民総合医療センター�薬剤部1）、�
横浜市立大学附属市民総合医療センター�緩和ケア内科2）

P-203 当院緩和ケアチーム介入患者におけるポリファーマシー調査
○�飯田　昭宏1,2）、山関　智恵1,2）、青木佐知子2,3）、三浦　　毅1）

JA愛知厚生連�海南病院�薬剤部1）、JA愛知厚生連�海南病院�緩和ケアチーム2）、�
JA愛知厚生連�海南病院�緩和ケア内科3）

P-204 がん専門病院における麻薬事故報告書をもととした事故要因の定量的解析
○�五十嵐隆志1）、太田　貴洋2）、鈴木　真也1）、石黑　太造4）、末永　　亘1）、山口　正和3）、
川崎　敏克1）

国立がん研究センター東病院　薬剤部1）、国立病院機構東京医療センター　薬剤部2）、�
国立がん研究センター中央病院　薬剤部3）、がん研有明病院　薬剤部4）

P-205 セコメディック病院におけるヒドロモルフォン製剤の使用実態調査
○�小田　伸悟1）、川﨑　智子1）、平野　寛子1）、加藤　幸三2）、長澤　宏之1）

セコメディック病院　薬剤部1）、千葉メディカルセンター　薬剤部2）

P-206 外来オピオイド速放性製剤使用患者に対する実態調査と薬剤師による介入効果
○�足立　茂樹、堀部　哲子
JA岐阜厚生連中濃厚生病院

P-207 外来オピオイド指導後の予約外受診状況と電話相談内容を振り返り
○�高木　裕介、葛谷　真理、今井視保子、高原　悠子、木全　　司
名古屋第二赤十字病院�薬剤部

P-208 外来診療における疼痛管理への介入効果
○�築山　純代1）、築山　郁人1,2）、竹内　正幸1）、斎藤　寛子3）、大西　正文1）

愛知医科大学病院　薬剤部1）、名城大学2）、総合犬山中央病院　薬剤部3）

P-209 外来でオピオイドを使用する患者における
トレーシングレポートを利用した疼痛情報共有に関する取り組み
○�廣子　真大、尾﨑　誠一、河田　尚己、千住　雅文、渡辺　宗男
岩国薬剤師会

P-210 経口抗がん剤を対象とした薬剤師外来の運用構築および薬学的介入の有用性評価
○�中村　和代、杉　　捺萌、鈴木麻里子、杉山　理奈、久保田佳実、坂田　茂代、嘉屋　道裕、
大滝　由美、中垣　　繁、鈴木　貴也

静岡県立総合病院　薬剤部

P-211 かかりつけ薬剤師による電話を利用した薬学的管理の実践
○�辻　　裕太
日本調剤株式会社　北十二条調剤薬局

P-200 多職種介入により患者・家族と主治医との信頼関係が構築できた一例
○�荻原　沙知1,2）、高瀬　尚武1）、樋本　繭子1,2）、新免　　徹1）、檀　　和貴1,2）、�
武内佐和子2）、太田　智子2）、横山　弥栄2）、三木　育子1）

赤穂市民病院薬剤部1）、赤穂市民病院緩和ケアチーム2）
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P-212 病院内緩和ケアチーム薬剤師による服薬情報提供書を活用した保険薬局との双方向性連携の構築
○�土井　教雄、土江　晴江、中元　隆浩、玉木　宏樹、矢野　貴久、直良　浩司
島根大学医学部附属病院�薬剤部

P-213 疼痛コントロールを行うことで社会復帰がはたせたファブリー病患者の１症例
○�須田　奈美1）、林　　隼輔1）、川久保　孝1）、下山　直人2）

東京慈恵会医科大学附属病院　薬剤部1）、東京慈恵会医科大学附属病院　緩和ケア診療部2）

P-214 テレフォンフォロー及びトレーシングレポートの実施により疼痛コントロール改善につながっ
た一症例
○�宮脇　彩1）、松本　憲昭1）、吉田　達司1）、山本　雅裕2）、藤田あゆみ3）

スギ薬局　名古屋大学病院店1）、スギ薬局　蔵子店2）、スギ薬局　DI室3）

P-215 かかりつけ薬剤師による外来緩和ケアへの介入
～テレフォンフォロー、トレーシングレポートの活用を通して～
○�地引　　勝
日本調剤　名大前薬局

P-216 緩和病床でのPBPMによるオピオイド薬投与への薬剤師の関わり
○�星加　寿子、矢野　琢也、松本　大輝、加藤あゆみ、秋月　亮介、河島　知子、谷﨑　文彦、
福岡　竜逸

住友別子病院　薬剤部

P-217 地域の薬剤師をつないだ大腸癌患者さまとの関わり
○�笹木　　洋
森下病院　薬局

P-218 薬薬連携により円滑な在宅移行を実現できたヒドロモルフォン注射剤投与症例
○�金子　綾乃、元永佳奈絵、佐藤　直子、増田　雅行
東邦大学医療センター佐倉病院�薬剤部

P-219 緩和ケア患者における退院時薬剤管理サマリーを用いた退院後に関わる薬剤師への情報提供の
取り組み
○�佐古久美子、小長谷優太、酒井　真奈、細田　瑛梨、山岡　沙織、吉田　知樹、海老根卓也
上尾中央医科グループ　吉川中央総合病院　薬剤科

P-220 病院と薬局双方向の情報共有を目的とした経口抗がん薬管理シートの導入とその運用
○�槇原　洋子、渡部　仁美、野下　和代、秦　晃二郎、池田　宗彦、中山由理恵、橋本　昂介、
南　　晴奈、渡邊　裕之、辻　　敏和、江頭　伸昭

九州大学病院　薬剤部

P-221 病院から在宅へ多職種連携でシームレスな終末期緩和ケアができた1症例
○�萩原　里美1,2）、畑　加奈子1,2）、村本　慎吾1）、細瀧喜代志2,3）、田宮　貞宏2,4）

公立玉名中央病院　薬剤部1）、公立玉名中央病院　緩和ケアチーム2）、公立玉名中央病院　外科3）、
公立玉名中央病院　総合診療科4）

P-222 島根県西部地域における在宅緩和ケア推進への取り組み
○�大棚　貴史1,2）、藤田　憲一3）、熊谷　岳文1）、永田　博幸2）、八本久仁子3）

株式会社ファーマシィ1）、島根県薬剤師会浜田支部2）、�
独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター薬剤部3）

P-223 コロナ禍での抗がん剤治療と在宅緩和ケアを地域のかかりつけ薬局が支えた一例
○�初田　　稔1）、川名三知代1）、廣原　正宜2）、串田　一樹2）

ココカラファイン薬局砧店1）、昭和薬科大学2）
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P-225 緩和ケア病棟における退院前合同カンファレンスの実際と薬薬連携の今後に関する検討
○�渡辺　美里、吉川　康彦、宮﨑　百合、猪股　克彦
横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部

P-226 緩和医療における保険薬局業務に関する検討
○�近藤　元三1,2,3）、岩下　知麿2）、大田　嵩子2）、森山　健一2）、西　　千春3）、佐藤みづき3）、
櫻間　啓基3）、中村　初美3）、天方　奉子1）、稲葉　一郎1,2）

薬局セントラルファーマシー長嶺1）、阿蘇中央薬局2）、阿蘇医療センター薬剤部3）

P-227 地域包括ケアを意識した薬剤師主催の緩和医療に於ける薬薬連携勉強会に関する調査
○�宮崎　百合、吉川　康彦、渡辺　美里、猪股　克彦
横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部

P-228 地域包括ケア病院におけるオピオイド製剤の使用状況調査
－緩和薬物療法認定薬剤師として活動した5年を振り返る－
○�宮永　幸実、高梨　明恵、西野　美沙、仲田　　涼、長谷川かほり、小杉　満孝
神奈川県済生会若草病院　薬剤部

P-229 オピオイド持続静注で疼痛緩和をはかり在宅療養した１症例
○�天方　奉子、沼田　朋和、本山有佳子、稲葉　一郎
薬局セントラルファーマシー長嶺

P-230 在宅にて注射剤から貼付剤へ剤型変更を行うことで患者の希望に沿った看取りにつながった一
症例
○�宮田　成康1）、徳留　智子2）、小林　達也3）、出口　敦也4）、指田　真吾5）、藤田あゆみ6）

スギ薬局和光店1）、スギ薬局柏豊四季2）、スギ薬局長浜インター店3）、スギ薬局西田辺店4）、�
スギ薬局在宅支援課5）、スギ薬局DI室6）

P-231 メサドン錠による疼痛コントロール良好あったが在宅緩和ケアへの移行に難渋した症例
～熊本県のメサドン処方可能な施設数の調査を併せた考察～
○�猿渡　康宏1）、水本　智子3）、丸田佐知子3）、相川　りえ3）、廣松　矩子3）、濱川　文彦2）、
佐伯　泰愼3）、鳥崎　哲平3）

大腸肛門病センター高野病院　薬局1）、大腸肛門病センター高野病院　医療福祉課2）、�
大腸肛門病センター高野病院　緩和ケアチーム3）

P-232 ディスポーサブルタイプのPCAポンプからCADDレガシーPCAポンプに切り替えた事で在
宅ターミナル患者のQOLを高める事が出来た1症例
○�茅野　芳行、土橋真奈美
日本調剤　ユーカリ薬局

P-233 CADD-Legacy PCAポンプ使用による過量投与に対し、オピオイドスイッチングによりせん
妄が改善した事例
○�宮﨑　　勝
日本調剤　泉山手台薬局

P-234 緩和ケア病棟において在宅看取りを希望された患者へ薬剤師が介入した一症例
○�石川　敬祐、伊藤　慎二、磯貝　潤一、石川沙矢香
津島市民病院

P-224 改定トレーシングレポートを活用し、薬薬連携介入によって関わったがん患者症例と現状での
課題について
○�高橋　典哉1）、及川　　淳1）、及川　嵩人1）、東　　航平1）、遠山　明宏2）、菊池　　英1）、
菊地　英行1）

岩手県立中央病院　薬剤部1）、リード薬局2）
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P-235 薬局薬剤師が退院前カンファレンスへ参加する意義
○�谷藤　隼人1）、佐々木　剛1）、植村　由香1）、岩崎　正宏1）、山崎友里絵2）、田中　寿和3）、
谷口　亮央4）、中島　史雄5）

ナカジマ薬局　札幌在宅調剤センター1）、ナカジマ薬局　札幌北楡病院店2）、�
ナカジマ薬局　旭川医大店3）、ナカジマ薬局　薬局事業部4）、ナカジマ薬局　薬局本部5）

P-236 一人薬剤師店舗による終末期悪性腫瘍患者への在宅介入の現状と問題点
○�藤原　洋一1,2）

今里コスモス薬局1）、東成区薬剤師会2）

P-237 訪問診療医と連携しPCAポンプを導入することで注射剤での在宅緩和ケアが可能となった一
症例
○�出口　敦也1）、浅田　宗義2）、山本　雅裕3）、藤田あゆみ4）、田中　　淳5）

スギ薬局�西田辺店1）、スギ薬局�岸和田北店2）、スギ薬局�蔵子店3）、スギ薬局�DI室4）、�
スギ薬局�在宅支援課5）

P-238 訪問診療同行による医師との情報共有を活かしたがん終末期患者の症状緩和に向けた取り組み
○�高崎　隼颯1）、大島　順子1）、吉家　　翼2）

（株）大賀薬局　粕屋別府店1）、（株）大賀薬局　調剤専門推進部　教育研修課2）

P-239 緩和目的にて在宅療養を選択した患者のQOL向上のため多職種と連携し最期まで暮らしを支
えた症例
○�斎藤　優子
株式会社大新堂　フタツカ薬局ガーデンシティ舞多聞

P-240 コロナ禍における在宅緩和ケアの実態　～保険薬局の立場から～
○�稲葉　一郎、沼田　朋和、天方　奉子
薬局セントラルファーマシー長嶺

P-241 在宅心不全患者の薬剤多剤併用の現状
○�西澤さとみ1）、滝澤　康志1）、林　　秀樹2）、杉山　　正2）

飯山赤十字病院　薬剤部1）、岐阜薬科大学　実践社会薬学研究室2）

P-242 ナルデメジン服用説明書を用いた服薬指導の取り組み
○�荒井　哲也、石塚　雅人、伊藤　智子、寺田　　操、山内　　拓
聖隷三方原病院　薬剤部

P-243 トラゾドンにより持続勃起症が生じた１例
○�野津　和良1）、大東　敏和1）、大本亜沙妃1）、宮本　佳奈1）、泉谷　　悟1）、佐伯　康之1）、
倉田　明子2）、松尾　裕彰1）

広島大学病院　薬剤部1）、広島大学病院　精神科2）

P-244 患者の気持ちに寄り添った薬物療法に関わった1症例
○�岩田　佳之、菅谷　　誠
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院薬剤局

P-245 内服自己管理スクリーニングの活用による効果と課題
―退院を見据えた患者指導にむけての取り組み
○�城　　亜希1）、原田奈津子1）、堀　　泰祐1）、森田　幸代2）

草津総合病院1）、滋賀医科大学　精神腫瘍科2）

P-246 異動を経験して実感できた緩和ケア病棟における必要性の高い病棟薬剤師業務
○�河口　義典
岡崎市立愛知病院　薬局

P-247 多職種連携により在宅療養が可能となった一症例
○�岩永　崇志1,2）、池田　　敦1）、川波　利子2）、寺尾　正子2）、岡崎　正典3）、藤井　秀一1）

福山市民病院　薬剤科1）、福山市民病院　緩和ケアチーム2）、福山市民病院　緩和ケア科3）
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P-250 在宅訪問薬剤活動に向けた研修会の実施について
○�三浦　篤史1,2）、淺野未代子2）、鬼窪　利英2）、大輪　武司2）、小野里直彦2）、中村　久美2）、
野村　充俊2）、平林　克博2）、村田　稔弥2）、吉澤貴代美2）

JA長野厚生連�佐久総合病院�佐久医療センター�薬剤部1）、�
中信がん薬薬連携推進ワーキンググループ2）

P-251 薬剤師主導によるがん性疼痛を中心とした看護師教育
○�堀　　敦雄、西嶋　　長
長浜赤十字病院

P-252 緩和ケア支援チームによるニーズに沿った勉強会の開催とアンケート調査
○�髙木　洋明1,2）、塩原　麻衣1,3）、野池　輝匡1,4）

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　緩和ケア支援チーム1）、�
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　薬剤センター2）、�
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　がん集学治療センター　看護科3）、�
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　緩和ケア科4）

P-253 医師以外の医療従事者に対する緩和ケア研修会（PEACE　PROJECT）の理解度・達成度評価
○�有賀　章帆、佐々木千夏、橋本　昌幸
宇治徳洲会病院　薬剤部

P-254 保険薬局薬剤師に対して開催したオピオイド勉強会の評価
○�島袋朝太郎、渡慶次憲彦、仲本　倫子、山本　　要
中頭病院　薬剤科

P-255 看護師を対象としたオピオイド鎮痛薬に関する勉強会の評価
○�岩尾　瑠璃、村山　貴子
新潟県立妙高病院　薬剤部

P-256 緩和ケアチーム参加型実習がチーム医療および緩和医療の理解度に与える影響
○�田島　紳介、関　　礼輔、高橋　隆一、吉成　清志、篠原　高雄
杏林大学医学部付属病院　薬剤部

P-257 緩和領域における薬学実務実習生の習熟度調査
○�皆川　卓也、岡田　悠美、中川　隼一、櫻井　彩乃、秋本　純矢、茂原　圭佑、蔭山　博之、
村瀬樹太郎、平島　　徹

東京慈恵会医科大学附属第三病院

P-258 オピオイド適正使用推進に向けた春日井市民病院薬剤局における取り組み
○�有馬　亮輔、鈴木　大吾、木村　真理、田中　伸明、鈴木　敦詞、前田　剛司、服部　芳明、
坂田　　洋

春日井市民病院　薬剤局　薬剤科

P-259 緩和ケア病棟入院患者における減薬に対する意識調査
○�田中　育子1）、井口　舞香2）、仁木　一順3）、橋本　百世1）、大前　隆仁4）、松田　良信4）、
岡本　禎晃1）

市立芦屋病院　薬剤科1）、大阪大学　薬学部2）、大阪大学　薬学研究科3）、�
市立芦屋病院　緩和ケア内科4）

P-248 当院の緩和ケア病棟における病棟薬剤業務の実態調査
○�勘田　大統、橋間　伸行、深井　　直、国府　孝敏
JCHO　神戸中央病院　薬剤部

P-249 指宿医療センターおける麻薬注射自己抜去の実態調査
○�鳥山　純司1）、田所　正年2）、阪元　孝志1）

国立病院機構指宿医療センター　薬剤科1）、国立病院機構宮崎病院　薬剤科2）
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P-260 緩和ケア病棟入院患者の持参薬から考える服薬負担
○�江嶋　祐樹1）、児玉沙奈恵1）、樋口美奈子1）、檜山　智子1）、中村　俊彦2）

公立学校共済組合　九州中央病院　医療技術部薬剤科1）、�
公立学校共済組合　九州中央病院　緩和ケア科2）

P-261 終末期がん患者の緩和ケア病棟入院前後における内服薬の推移の検討
○�出口　裕子1,4）、山本　泰大1,4）、平野　茂樹1,4）、近藤　綾子1,4）、櫻井　愛菜1,4）、�
谷口　明子3）、浅井　泰行5）、小田切拓也2,4）

小牧市民病院　薬局1）、小牧市民病院　緩和ケア科2）、小牧市民病院　看護局3）、�
小牧市民病院　緩和ケアチーム4）、在宅緩和ケア　あすなろ医院5）

P-262 持参麻薬報告書改訂に関するアンケート調査
○�竹村　充代1,4）、山﨑　恭平1,4）、高田　　史1,4）、森　　信介1）、勝浦　正人1）、�
松本　伸子2,4）、宮﨑　昌樹3,4）

市立吹田市民病院　薬剤部1）、同　看護局2）、同　腫瘍内科3）、同　緩和ケアチーム4）

P-263 大防風湯で下肢疼痛が改善し鎮痛薬の減薬に繋がった一症例
○�平田　一耕1,2）、舟越　亮寛3,4）、石毛　　敦5）

亀田ファミリークリニック館山　薬剤室1）、亀田クリニック　薬剤室2）、�
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部3）、�
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　医療経営本部　薬剤管理部4）、�
横浜薬科大学薬学部　漢方薬物学研究室5）

P-264 緩和ケアチーム発足後と現在における医療用麻薬の使用状況調査
○�田中　昭洋、村富　裕貴、高取　秀人、後藤　卓也、萱野勇一郎
大阪府済生会中津病院　薬剤部

P-265 当院における末期心不全患者に対するモルヒネ製剤の使用状況
○�竹下　和輝、松山　哲史
地方独立行政法人　岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　薬剤部

P-266 当院の緩和ケアチーム介入患者におけるPalliative Prognostic Indexとポリファーマシーの
関係
○�太田　栄亮1）、佐藤　朱美1）、岸　　康博1）、外山　智章1）、白川　賢宗2,3）、本田　雅巳1）

獨協医科大学病院薬剤部1）、獨協医科大学麻酔科学講座2）、�
獨協医科大学病院総合がん診療センター緩和ケア部門3）

P-267 医療用麻薬の適正使用に向けて～調剤済麻薬廃棄の現状調査～
○�上門由梨奈、三根　礼子、宮良　遥奈、上原　政文、大城　匡史、國分　千代
友愛医療センター

P-268 緩和ケアに関わる人たちから見た調剤薬局の分析
○�木元　孝至、福山　幸記
日本調剤株式会社

P-269 医療用麻薬に関する事故の原因分析と事故防止のための取り組み
○�鈴木　大吾1）、有馬　亮輔1）、木村　真理1）、鈴木　敦詞1）、田中　伸明1）、前田　剛司1）、
服部　芳明1）、坂田　　洋2）

春日井市民病院薬剤科1）、春日井市民病院薬剤局2）


