学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

会期

開催地

演題名
小児在宅医療の関わり方について

第29回日本医療薬学会年会

2019年11月2日～4日

福岡市

薬物間相互作用への積極的介入
服薬情報提供書の利活用促進～ビデオ研修の結果と今後の課題～
調剤薬局におけるフレイル、低栄養チェックと啓発について
調剤薬局における体組成測定と栄養相談の現状と課題
久原薬局のテレフォンフォローの取り組みについて～患者フォロー・病院連携にむけて～
トレーシングレポートを活用した減薬提案について
あじさいネットを活用した医師とのコミュニケーション
ブラジル人がやってきた！！～外国人対応ツールの作成と運用～

第13回日本薬局学会学術総会

2019年10月19日～20日

神戸市

肝細胞癌レンバチニブ治療における薬局薬剤師の介入
病院研修終了後 高度薬学管理の責務を果たす取り組み
がん治療における副作用発現時の薬局薬剤師の関わり
抗癌剤治療の薬薬連携におけるGrade評価に基づいた情報提供実施への取り組み
敷地内薬局において患者へのフォローと充実した健康管理がもたらす可能性についての考察
テレフォンフォローを活用し、レゴラフェニブによる手足症候群の重症化を防いだ1例
高齢者施設におけるトレーシングレポートを活用した処方提案について～ポリファーマシーに見る薬剤師の職責～

第52回日本薬剤師会学術大会

2019年10月13日～14日

下関市

かかりつけ薬剤師業務 客観的評価の試み
薬局薬剤師と病院薬剤師による「共同在宅指導」の実践～薬薬連携を活かした情報共有の重要性～

第23回日本遠隔医療学会学術集会

2019年10月5日～6日

盛岡市

電子お薬手帳を活用した国家戦略特区での遠隔服薬指導

日本社会薬学会第38年会

2019年9月15日～16日

松山市

調剤薬局チェーン日本調剤の健康サポート機能に関する現在の取り組みと今後の展望
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

会期

開催地

演題名
保険薬剤師と病院薬剤師による「共同在宅指導」の実践～積極的な在宅介入提案と薬薬連携を活かした情報共有～
地域包括ケアにおける健康チェックステーションの役割と今後の展望について
北大前薬局における高齢者のポリファーマシー傾向分析
栄養指導指示箋を通じたクリニックとの連携～薬局管理栄養士のこれから～
病院研修修了後 高度薬学管理の責務を果たす取り組み～現状と課題～
肝細胞癌レンバチニブ治療における薬局薬剤師の介入
高齢者施設におけるトレーシングレポートを活用した処方提案について～ポリファーマシーに見る薬剤師の職責～
『自分を知ろう！』 お味噌汁持参をお願いする健康チェックステーション
薬局での保湿指導による皮膚症状の改善～アレルギーマーチの進行抑制を目指して～
自分らしく患者が生きる為に～医療用麻薬の観点から保険薬剤師の役割～
かかりつけ薬剤師の取り組みによる定着率の調査
新栄薬局でのCKD患者に対する取り組み
かかりつけ薬剤師の服薬管理について
腎機能に応じた処方提案～検査値活用による薬薬連携～

第4回日本調剤グループ学術大会

2019年9月8日

東京都
中央区

問題志向システムの実践による服薬指導
高度薬学管理機能を目指した取り組みとその有効性の評価
処方提案から見た多職種連携と薬剤師の役割
外来緩和ケアにおける保険薬局での「痛みのチェックシート」の導入と有用性評価
Peech使用によるミスの傾向分析と業務改善
がん治療における副作用発現時の薬局薬剤師の関わり
水野薬局の安全管理体制～重大過誤を防止する仕組みとは～
香住薬局におけるトレーシングレポートを活用した減薬の処方提案についての考察
保険薬局における管理栄養士の役割～小規模薬局での管理栄養士の取り組み～
抗癌剤治療の薬薬連携における、Grade評価に基づいた情報提供実施への取り組み
新人のトレーシングレポートに対する取り組み方
薬物間相互作用への積極的介入
店舗における薬学教育の取り組み
トレーシングレポートを活用した減薬提案について
参加者年齢に応じた職業体験のあり方

日本病院薬剤師会関東ブロック第49回学術大会

2019年8月24日～25日

甲府市

在宅緩和医療に携わる薬剤師の取り組みと課題
在宅で生活する糖尿病療養患者において、ICTによるクラウド連携システムを活用し、他職種で介入した1例

第8回日本くすりと糖尿病学会学術集会

2019年9月7日～8日

札幌市

薬剤師による処方提案と糖尿病患者アウトカムへの効果
生活の場が変わっても訪問薬剤指導で継続介入した認知症糖尿病療養患者の1例

第4回日本がんサポーティブケア学会学術大会

2019年9月6日～7日

青森市

大学病院と患者、家族とのかけ橋～訪問薬剤の有効活用～

2019年度全国栄養士大会

2019年7月27日～28日

神戸市

高齢者の痩せ傾向と成人の肥満に対する薬局管理栄養士の取り組み
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

会期

開催地

演題名
若年のがん終末期における肝性脳症の治療について

第1回日本在宅医療連合学会大会

2019年7月14日～15日

東京都
新宿区

在宅でオーダーメイドの経静脈栄養を実施している小児の1例
訪問看護と連携し、フレイル予防を行っただけでなく、インスリン使用脱却につながった訪問薬剤指導による1症例

第12回日本在宅薬学会学術大会

2019年7月14日～15日

名古屋市

在宅認知症患者へのMMSEを活用しドネペジル塩酸塩を減薬した1症例
ICTを活用した国家戦略特区での遠隔服薬指導

第13回日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会学術大会

2019年7月6日～7日

長崎市

第13回日本緩和医療薬学会年会

2019年5月31日～6月2日

千葉市

日本調剤データに基づくフォーミュラリー導入効果の検証
在宅緩和ケアにおける腎機能低下患者の看取りに関わった一例
施設での緩和ケア 麻薬の導入～看取りまで

第62回日本糖尿病学会学術集会

2019年5月23日～25日

仙台市

住み慣れた場所で，糖尿病療養患者をチーム医療で支える～由利本荘地区における訪問薬剤指導での介入～
生活習慣病患者のPHR利用意向に関する調査

第3回日本老年薬学会学術大会

2019年5月11日～12日

名古屋市

レセプトデータ分析から見える重複服薬・禁忌投薬の現状
病院実務研修修了者の服薬情報提供書（トレーシングレポート）調査～抗がん剤治療中患者の副作用情報～
マルチキナーゼ阻害薬投与患者の倦怠感と甲状腺機能低下に関する検討
抗がん剤チェックツールの作成と運用～処方監査からテレフォンフォロー、処方提案まで～

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2019

2019年3月23日～24日

札幌市

経口抗がん薬治療患者における病院-薬局間PBPMに基づく受診間テレフォンフォローアップの取り組み
オピオイドTELフォロー用チェックシートの作成と指導内容標準化の取り組み
病院研修を修了した薬剤師の保険薬局内での役割
病院研修が保険薬局にもたらすもの～副作用アンケートの有用性～
保険薬局薬剤師の病院実務研修によるトレーシングレポートの質的変化に関する報告

日本薬学会第139年会

2019年3月20日～23日

千葉市

患者満足度と待ち時間の関係
保険薬局における透析患者の服薬マネジメント～かかりつけ薬剤師による減薬・処方提案の1例報告～

第9回宇和島薬剤師会学術大会

2018年11月18日

宇和島市

在宅医療・介護領域における薬剤師の認知度向上のための取り組み
地域包括ケアシステムにおける健康サポート活動
トレーシングレポート活用で薬剤師介入し処方提案できた2症例について
健康サポート薬局に求められる管理栄養士の役割
健康チェックステーションにおける患者に選ばれる薬局づくり
かかりつけ薬剤師推進と地域貢献の関連性の調査
トレーシングレポートを活用した糖尿病療養サポート
認知症患者へのMMSEを活用した服薬支援についての検討
地域に根差した薬局を目指して ～健康相談会におけるSMI活用の提言～

第12回日本薬局学会学術総会

2018年11月3日～4日

名古屋市

処方箋様式の残薬確認欄に関する実態調査と残薬調整に及ぼす影響
かかりつけ薬局としての役割
地域活動における薬局管理栄養士と多職種の連携について
保険調剤薬局での未病層へのアプローチ ～管理栄養士の可能性～
病院実務研修の有用性に関する検証
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第12回日本薬局学会学術総会

2018年11月3日～4日

名古屋市

学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

会期

開催地

演題名
病院実務研修を修了した保険薬剤師が情報提供した服薬情報提供書の分類調査
かかりつけ薬剤師制度に関する全国版患者意識調査をうけて
患者さま対応報告システムの利点と欠点
服薬情報提供書の社内インフラストラクチャーとその有効性について

第12回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会

2018年10月20日～21日

浜松市

保険薬局における検査値を用いた疑義照会事例分析

第56回日本癌治療学会学術集会

2018年10月18日～20日

横浜市

保険調剤薬局によるPBPMに基づく受診間のテレフォンフォローアップとその成果

第7回日本くすりと糖尿病学会学術集会

2018年10月13日～14日

名古屋市

糖尿病療養患者に対し、訪問薬剤指導で介入する必要性
地域医療に訪問薬剤指導で関わる重要性～住み慣れた場所で、自分らしく過ごせるように～

第51回日本薬剤師会学術大会

2018年9月23日～24日

金沢市

ポリファーマシー患者に対する保険薬局薬剤師の取り組み ～「減薬提案書」を用いた病院薬剤師との連携～
地域包括ケアシステムにおける健康サポート活動
保険調剤薬局での未病層へのアプローチ ～管理栄養士の可能性～
在宅医療に関わる医療事務の役割
在宅医療・介護領域における薬剤師の認知度向上のための取り組み
認知症に関わる薬局・薬剤師へ ～羽後町における地域・福祉資源の実践例を交えて～
検査値有効活用への取り組み
病院研修が薬局にもたらすもの ～副作用アンケートの有用性～
行動変容段階モデル介入によるトレーシングレポート作成 ～患者への寄り添い方を中心に～
トレーシングレポートを活用した糖尿病療養サポート
処方提案の取り組みとその成果 ～減薬提案を中心に～
地域における健康チェックステーションの在り方 ～店舗イベントの必要性～
保険薬剤師におけるオピオイド系鎮痛薬の服薬管理
遊佐町における薬剤師の地域活動

第3回日本調剤グループ学術大会

2018年9月9日

東京都
中央区

「選ばれる薬局になるために」 ～ES向上とCS向上の相乗効果～
健康サポート薬局に求められる管理栄養士の役割
健康チェックステーションにおける患者に選ばれる薬局づくり
高齢患者の服薬アドヒアランスについて実例を用いての服薬指導の検討
健康チェックステーションの活用方法 ～管理栄養士の活動記録～
健康サポート薬局としての取り組みと進捗
開局一年での残薬調整実績と成果
地域に根差した薬局を目指して ～健康相談会におけるSMI活用の提言～
処方箋様式の残薬確認欄に関する実態調査と残薬調整に及ぼす影響
認知症患者へのMMSEを活用した服薬支援についての検討
かかりつけ薬剤師推進と地域貢献の関連性の調査
肝疾患コーディネーターによる肝疾患患者フォローアップについて
赤坂薬局のオペレーターが発注支援で適正在庫数に出来るのか？
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

会期

開催地

演題名
中部薬局における異文化コミュニケーション

第3回日本薬学教育学会大会

2018年9月1日～2日

東京都
品川区

臨床現場で論文情報を活用する方法について―薬剤誘発性せん妄に対する処方提案―
後発品使用促進のための処方箋データによる実処方解析及び薬剤師意識調査

第12回日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会学術大会

2018年8月25日～26日

京都市

後発医薬品使用促進のための日本調剤店舗での取り組み調査
地域フォーミュラリーの必要性と提案

第18回日本糖尿病情報学会年次学術集会

2018年8月24日～25日

秋田市

MCSを利用した糖尿病療養患者における情報共有と訪問薬剤指導

第11回日本在宅薬学会学術大会

2018年7月15日～16日

大阪市

トレーシングレポート活用による歯科医師との連携により嚥下障害のある患者の減薬につながった１症例

第20回日本医療マネジメント学会学術総会

2018年6月8日～9日

札幌市

調剤薬局チェーンの地域活動と地域貢献

第117回日本皮膚科学会総会

2018年5月31日～6月3日

広島市

ヘパリン類似物質外用泡状スプレーの外来薬物治療における使用状況の実態調査

第12回日本緩和医療薬学会年会

2018年5月25日～27日

東京都
江東区

薬局薬剤師が病院実務研修を通して取得した緩和医療関連の知識・技術の有用性について

第61回日本糖尿病学会年次学術集会

2018年5月24日～26日

東京都
千代田区

第138回日本薬学会年会

2018年3月25日～28日

金沢市

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2018

2018年3月17日～18日

横浜市

地域医療に訪問薬剤指導で関わる重要性～住み慣れた場所で、自分らしく過ごせるように～
地域医療に訪問薬剤指導で関わる重要性～住み慣れた場所で、自分らしく過ごせるように～医療を利用した訪問薬剤指導
薬剤師の精神健康不良やバーンアウトに関連する要因の検討 ―共分散構造分析による仮説モデルの構築―
病院・薬局薬剤師への抗がん剤指導に関する共通アンケート調査から見えた薬局薬剤師の役割と取り組み
保険薬局における疼痛評価シートの導入とその有用性の評価

近畿薬剤師合同学術大会2018

2018年2月3日～4日

京都市

臨床検査値を活用した疑義照会の事例紹介とその傾向

第11回日本薬局学会学術総会

2017年11月25日～26日

さいたま
市

臨床検査値を含む処方箋の監査を円滑に行うために
薬局薬剤師のための病院実務研修の成果と研修の有用性について行った病院薬剤師アンケートについて
患者が薬物治療を受ける上で必要な情報を活かすトレーシングレポート又は服薬情報提供書の評価
かかりつけ取り組みによる効果～薬剤性低血圧に対する処方提案～
門前薬局の患者のための薬局機能について
かかりつけ薬剤師の病院実務研修の有用性について
残薬削減に対する「かかりつけ薬剤師」の貢献
小児科門前薬局におけるかかりつけ薬剤師の役割について
訪問薬剤管理指導業務に係る、時間的コストの統計調査 第一報
かかりつけ薬剤師制度に関する患者意識調査
保険調剤薬局における管理栄養士の役割について
「健康チェックステーションによる未病層へのアプローチ」 ～健康サポート薬局を目指して～

第37回日本医療情報学連合大会

2017年11月20日～23日

大阪市

【シンポジウム：患者を守る薬剤情報の伝達、共有 ～医薬品適正使用のための現況と今後の展望～】
保険薬局における臨床検査値と服薬情報提供書（トレーシングレポート）の活用
電子お薬手帳（「お薬手帳プラス」）の利用状況分析
生活習慣病患者のPHR利用意向に関する調査

第27回日本医療薬学会年会

2017年11月3日～5日

千葉市

疑義照会簡素化プロトコル導入後の残薬調整に対する影響
保険薬局における腎機能評価と医薬品の適正使用

第50回日本薬剤師会学術大会

2017年10月8日～9日

東京都
千代田区

薬剤師の職業性ストレスと精神健康との関連に関する研究
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学会・講演会での発表
学会名
第2回日本調剤グループ学術大会

2020年3月3日更新
会期
2017年8月6日

開催地
東京都
中央区

演題名
医療費削減の為に調剤薬局が出来ること、及び今後の課題
多職種連携による在宅医療の推進
有料老人ホームでの居宅療養管理指導実施時における多職種連携
訪問薬剤管理指導業務に係る、時間的コストの統計調査 第一報
医療を日常に近づける挑戦 ～地域包括ケアシステムに向けて～
臨床検査値を含む処方箋の監査を円滑に行うために
地域包括ケア ～私たちは何をするのか～
かかりつけ取り組みによる効果 ～薬剤性低血圧に対する処方提案～
待ち時間から滞在時間へ、CS 向上の取り組み
保険薬局におけるオピオイド速放性製剤の使用状況および疼痛コントロールの実態調査
順天堂大学医学部附属練馬病院との電子カルテ開示がもたらした変化
薬剤師だからできるEBMに基づいたOTC販売
保険調剤薬局における管理栄養士の役割について
健康チェックステーションによる未病層へのアプローチ ～健康サポート薬局を目指して～

第10回日本在宅薬学会学術大会

2017年7月29日～30日

横浜市

認知症初期集中支援チームに薬剤師が関与して薬物治療を適正化した1 症例

第137回日本薬学会年会

2017年3月24日～27日

仙台市

有機アニオントランスポーター（OATPs）によるフェキソフェナジンとグレープフルーツジュースの相互作用
～添付文書の記載と薬局薬剤師の服薬指導意識調査～
重複投薬・相互作用等防止加算算定から見る医薬品適正使用への効果検証
かかりつけ薬局・薬剤師へのニーズ
「なぜなぜ分析」導入によるクレーム再発防止策の検討

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017

2017年3月18日～19日

第10回日本薬局学会学術総会

2016年10月29日～30日

新潟市
京都市

保険薬局におけるオピオイド速放剤の使用状況および疼痛コントロールの実態調査
施設訪問時におけるバイタル測定の必要性
超高齢化地域、輪島市門前町での在宅の取り組みと現状
ブース活用による麻薬、抗がん剤使用患者のトータルケア
薬局薬剤師の大学病院実務研修プログラムの評価
検査値記載に伴う疑義照会の質の変化～さらなる薬薬連携を目指して～
患者情報伝達ツールである服薬情報提供書（トレーシングレポート）の評価「患者のための病-診-薬連携」
保険薬局における残薬調整の実態（残薬調整のための疑義照会現状とその効果）

第49回日本薬剤師会学術大会

2016年10月9日～10日

名古屋市

第9回日本在宅薬学会学術大会

2016年7月17日～18日

大阪市

第10回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

2016年7月9日～10日

東京都
品川区

地域医療連携を目指した薬局薬剤師の大学病院実務研修の評価
在宅医療支援認定薬剤師 ～変わる地域の薬局薬剤師～
地域包括ケアシステムとジェネリック医薬品
患者のための薬局ビジョンと 日本調剤の今後の戦略
ジェネリック医薬品外用剤の使用感及び安全性評価

第1回社内学術大会

2016年6月5日

東京都
中央区

選ばれる訪問薬剤師～チームもりおかの一員になるまで～
訪問時におけるバイタル測定の必要性
超高齢化地域、輪島市門前町での在宅の取り組みと現状
有料老人ホームにおける医療連携
ブース活用による麻薬、抗がん剤使用患者のトータルケア
名古屋大学病院実務研修の概要
「プライマリ・ケアカンファレンス、プライマリ・ケアレクチャーシリーズ」～全国の医療者をネットでつなぐ～
京都第二赤十字病院との薬薬連携～検査値記載に伴う疑義照会件数と内容の変化～
『面戦略プロジェクト』アンケート結果の分析
ビックデータ解析 レセプト解析情報を基にした医療適正化の促進
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

第136回日本薬学会年会

会期
2016年3月26日～29日

開催地
横浜市

演題名
薬局満足度調査結果における好成績は「レセプショニスト研修」の影響か？
「かかりつけ薬局」になるために
薬局薬剤師と薬学生を対象とした意識調査から見える薬学6年制教育の検証
高薬価経口慢性C型肝炎治療薬 ～薬局泣かせの「28日未満処方」の現状～

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2016

2016年3月12日～13日

鹿児島市

がんセンター門前薬局の利用患者からの電話問い合わせに関する実態調査

第25回日本医療薬学会年会

2015年11月21日～23日

横浜市

患者基本情報は薬局間で一致しているか？ ～複数薬局間での比較調査から～

第9回日本薬局学会学術総会

2015年9月26日～27日

横浜市

在宅ケアを行う薬剤師を養成する大学病院の研修制度を利用した実務研修の実施
新人薬剤師の適性分析 ～文章分析ソフト“文道”を用いた検討～

第59回日本薬学会関東支部大会

2015年9月12日

船橋市

薬局データを用いたインフルエンザA型・B型の感染パターンの解析 ～2012および2013シーズン～

第8回日本在宅薬学会学術大会

2015年7月19日～20日

千葉市

薬局薬剤師が地域医療を仕掛ける取り組み ～地域勉強会・ケア＠カフェ・バイタルサイン講習会～

第26回日本在宅医療学会学術集会

2015年7月19日～20日

東京都
豊島区

在宅医療担当薬剤師教育について
患者さま宅への事前訪問の取り組みについて
高齢者介護施設訪問薬剤管理指導業務における「家族向け報告書」の有用性について
在宅業務における服薬支援アプリ（完璧服薬くん）導入による誤薬投与防止と介護スタッフのストレス軽減

第13回HIP研究会フォーラム

2015年7月11日～12日

医療薬学フォーラム2015
第23回クリニカルファーマシーシンポジウム

2015年7月4日～5日

第9回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

2015年6月13日～14日

横浜市
名古屋市
浜松市

無菌調剤室社内共同利用に向けて
インフルエンザA 型・B 型の感染パターンの解析～薬局データを用いた検討～
後発医薬品普及促進のためのナショナルデータベース活用研究
ジェネリック医薬品外用剤の有効性及び安全性評価

第135回日本薬学会年会

2015年3月26日～28日

神戸市

南関東におけるインフルエンザ感染パターンと「A型/B型」の流行との関係～薬局データを用いた検討～
長期処方患者に対する薬局薬剤師の積極的な関与～患者登録10例を1年間追跡した経験からの報告～
お薬手帳の利用実態とニーズ
検査値処方せんの現状と今後の期待

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2015

2015年3月14日～15日

京都市

第8回日本薬局学会学術総会

2014年11月23日～24日

広島市

病院と保険薬局の合同勉強会の効果検証～薬局薬剤師の意識に及ぼす影響～
トレーシングレポートを用いた医療連携の有用性について
ダビガトランの消化器系副作用（Dyspepsia）に対する薬剤師の服薬指導の影響
足のむくみに対する赤ブドウ葉乾燥エキス製剤の効果検証

第12回日本セルフメディケーション学会

2014年11月1日～2日

東京都
豊島区

足のむくみに対する赤ブドウ葉乾燥エキス製剤の有用性検討

第58回日本薬学会関東支部大会

2014年10月4日

東京都
町田市

薬局データを用いたインフルエンザ感染パターンの解析

第24回日本医療薬学会年会

2014年9月27日～28日

名古屋市

日本社会薬学会第33年会

2014年9月14日～15日

東京都
港区

ジェネリック医薬品の使用促進における一般名処方の傾向について

第5回日本アプライド・セラピューティクス学会学術大会

2014年8月2日～3日

神戸市

日本アプライド・セラピューティクス学会「文献評価ワークショップ」の取り組み

第7回日本在宅薬学会学術大会

2014年7月20日～21日

大阪市

バイタルサイン講習会開催 兵庫県豊岡市開催について

第22回クリニカルファーマシーシンポジウム

2014年6月28日～29日

東京都
江東区

インフルエンザ治療薬販売量からみた南関東のインフルエンザ発生動向：

倉敷市

在宅注射療法における今後の調剤薬局の役割と展望

医療薬学フォーラム2014
第25回在宅医療学会学術集会

2014年5月24日～25日

薬局の大規模データを用いたジクロフェナク局所皮膚適用製剤の副作用発現とリスク因子に関する検討

感染症週報と薬局販売データの比較
小児在宅医療における薬剤師の関わり
IT、非ITネットワーク活用の在宅事例から、地域医療-介護連携におけるかかりつけ薬局の関わり方の検討

第134回日本薬学会年会

2014年3月27日～30日

熊本市

痛みのコントロールは適切に行われているか？
CS向上を目指した各種取り組みの効果検証
薬局満足度向上を目的とした“レセプショニスト研修”の効果
動画で見るインフルエンザ感染状況
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

第7回日本薬局学会学術総会

会期
2013年11月23日～24日

開催地
大阪市

演題名
緑内障患者のアドヒアランス向上を目的とした薬局薬剤師の介入効果
日本調剤小矢部薬局における外来服薬支援料算定に着目した服薬アドヒアランス向上への取り組み
保険薬局が抱える悪質クレームの現状と問題点
抗うつ薬のアドヒアランス向上に有効なツールの検討
保険薬局における処方せんデータの活用法～首都圏におけるインフルエンザ伝播の観測～
質疑応答システムを用いた適応外使用の実態調査

第57回日本薬学会関東支部大会

2013年10月26日

東京都
板橋区

薬局データを用いたインフルエンザ伝播の解析方法の開発

第7回日本緩和医療薬学会年会

2013年9月15日～16日

千葉市

地域医療における薬物治療の共同管理～がん疼痛治療の実際から～

第24回在宅医療学会学術集会

2013年5月18日～19日

大阪市

在宅医療調整担当者から見た薬剤師の居宅訪問業務の現状とこれから

第6回Marketing Excellence Japan2013

2013年5月14日～15日

東京都
新宿区

服薬アドヒアランス向上における課題～薬局薬剤師の取り組み～

第133回日本薬学会年会

2013年3月27日～30日

横浜市

漢方製剤における食後投与の実態
P450を介するジクロフェナクとその主代謝物が関与する新たな相互作用の可能性の検討
社内規則の順守度と患者満足度の関連

第6回日本薬局学会学術総会

2012年10月27日～28日

福岡市

抗うつ薬のアドヒアランスにおける薬局薬剤師の積極的な服薬指導の効果
ソーシャルスタイルを利用した服薬指導の充実と患者満足度向上
患者満足度調査から分析した薬局の選択基準
「兵庫県喘息死ゼロ作戦」における調剤薬局の取り組み～医薬連携は吸入アドヒアランス向上をもたらすのか？～

日本社会薬学会第31年会

2012年9月15日～16日

鈴鹿市

ジェネリック医薬品の使用促進における一般名処方の傾向について

第3回日本ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ学会学術大会

2012年4月21日～22日

東京都
板橋区

シンポジウム「標準薬物治療の実践を妨げるものは何か？」：保険薬局における疾患啓発・受診勧奨

札幌市

タクロリムス水和物軟膏のアドヒアランスにおける薬剤師の積極的な服薬指導の効果

東京都
千代田区

聴力障がい者に対する日本調剤の取り組み～手話投薬について～ （優秀賞受賞！）

第132回日本薬学会年会

2012年3月29日～31日

BIファーマシストアワード2012

2012年3月11日

第5回日本薬局学会学術総会

2011年11月5日～6日

千葉市

ボイスレコーダーを使用したインシデント収集に関する検討

福井県若狭地域におけるジェネリック医薬品普及の取り組み～日本調剤小浜薬局における5年間の取り組み～
東日本大震災と当社の対応
有料老人ホームにおける医療連携
CSの実践度を測る指標の考案および指標を用いたCS研修の効果検証 （優秀ポスター賞受賞！）

第5回日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品学会学術大会

2011年6月18日～19日

東京都
江戸川区

第2回日本ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ学会学術大会

2011年6月11日～12日

東京都
清瀬市

特別養護老人ホームにおける医療連携～日本調剤松前薬局の取り組みと介入効果の検討～

第131回日本薬学会年会

2011年3月28日～31日

静岡市

経腸栄養剤の服用意向に影響を及ぼす因子（震災のため中止されたが、年会としては成立）

BIファーマシストアワード2010

2011年3月11日

東京都
千代田区

保険薬局における”むずむず脚症候群”の患者掘り起こしおよび受診勧奨 （優秀賞受賞！）

第116回薬事エキスパート研修会

2011年3月6日

第26回日本静脈経腸栄養学会

2011年2月17日～18日

東京都
渋谷区
名古屋市

ジェネリック医薬品から先発医薬品への変更は適正に行われているか？

「医療現場における患者への医薬品情報提供の改善に向けた提言～患者への医薬品情報提供における企業の役割と期待～」：
調剤薬局における患者への医薬品情報提供
経腸栄養剤の服用意向に影響を及ぼす因子～患者調査結果より～
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学会・講演会での発表

2020年3月3日更新
学会名

第4回日本薬局学会学術総会

会期
2010年11月6日～7日

開催地
岐阜市

演題名
有料老人ホームにおける適正な薬物療法に対する薬剤師の役割
不動在庫の適正化と業務効率化の取り組み
面処方獲得に向けた応需処方の解析
e-ラーニングシステムによるサブリーダー及び管理薬剤師研修の構築について
患者満足度調査から検証した選ばれる薬局の条件

日本社会薬学会第29年会

2010年9月4日～5日

第4回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

2010年6月12日～13日

第1回日本ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ学会学術大会

2010年4月24日～25日

船橋市

ハイリスク薬におけるインシデント発生の推移と過誤防止対策

さいたま市 当社における2010年度診療報酬改定後の後発医薬品処方動向
東京都
品川区

保険薬局における安全性に関わる疑義照会の分析
適正な薬物治療における薬薬連携の有用性と課題
喘息患者のアドヒアランスに与えるACT(Asthma Control Test)を用いた服薬指導の影響

第130回日本薬学会年会

2010年3月28日～30日

岡山市

COPD患者の疾患理解度およびアドヒアランスに与える薬局薬剤師の積極的な服薬指導の効果

日本社会薬学会第28年会

2009年11月28日～29日

東京都
港区

ジェネリック医薬品の年齢別・診療科別処方傾向

第3回日本薬局学会学術総会

2009年11月14日～15日

横浜市

インシデント事例の集計結果分析による調剤過誤防止対策
自己血糖測定器使用による生活習慣改善への意識付け及び行動の変化について
CS（Customer Satisfaction）向上を目指した実行計画の効果
当社における疑義照会状況追跡調査の分析と評価
患者満足度調査によるCS(Customer Satisfaction)研修の効果検証

第3回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

2009年6月27日～28日

東京都
江戸川区

ジェネリック医薬品の処方動向に及ぼす処方箋様式変更の影響
ジェネリック医薬品の使用意向に影響を及ぼす因子

第129回日本薬学会年会

2009年3月26日～28日

京都市

薬局ロイヤリティに影響を及ぼす因子と、サービスに対する患者⇔薬局スタッフ間における認識の違い

第2回日本薬局学会学術総会

2008年8月30日～31日

札幌市

e-ラーニングシステムによる学習管理とその評価
ジェネリック医薬品による薬剤師の社会貢献
患者満足度におけるソーシャルスタイルの影響

第10回応用薬理シンポジウム

2008年6月7日～8日

東京都
品川区

患者の安心に基づくジェネリック医薬品普及推進への薬局薬剤師の取り組み

第2回日本ジェネリック医薬品学会回術大会

2008年6月7日～8日

新潟市

処方せん様式再変更前後における後発医薬品への変更状況および課題
シンポジウム「代替調剤－保険薬局における対応－」：ジェネリック医薬品使用促進における保険薬局の取り組み

第128回日本薬学会年会

2008年3月26日～28日

横浜市

保険薬局における薬剤師の能力評点化の試み

第4回保険薬局協会ﾌｧｰﾏｼｰﾌｫｰﾗﾑ

2007年11月10日～11日

神戸市

質疑応答システムによる情報の共有と活用について

（第1回日本薬局学会学術総会）

長期投薬情報提供料１の取り組みと社内システムについて
保険薬局における患者満足度と収益性の関連

第3回保険薬局協会ﾌｧｰﾏｼｰﾌｫｰﾗﾑ
第2回保険薬局協会ﾌｧｰﾏｼｰﾌｫｰﾗﾑ

2006年11月12日
2005年11月6日

東京都
台東区
東京都
千代田区

後発医薬品への取り組みについて
Web勉強会の有用性と今後の課題について～次世代の教育ツールとしての試み～
携帯電話（薬歴参照システム）による夜間・休日の患者対応
疑義照会入力システムの構築と安全性に関する疑義分析の結果について

第38回日本薬剤師会学術大会

2005年10月9日～10日

広島市

疑義照会入力システムの構築と安全性に関する疑義分析の結果について

第1回保険薬局協会ﾌｧｰﾏｼｰﾌｫｰﾗﾑ

2004年9月26日

福岡市

当社における「疑義照会状況調査」の分析と評価
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