
第6回ツルハグループ学術発表大会

■第一部 (12:10～ 13:30) 座長 :

1.生活習慣病予備軍の実態と求められる予防サービス

発表者 :湊 秀典

所属 :ツルハ 五稜郭店

2.自 己採血検査への関心・検査値への理解についての調査

発表者 :○高井 謙
1 月ヽ野 史聖 2

所属  :1ツルハ マリオス店、
2ッルハ 津志田店

3.婦人科領域における薬局の利用状況と、薬剤師の役割

発表者 :美保 百合子

ツルハ 帯広西 8条店

ン ト・健康食品の利用状況と薬剤師としてのかかわり

藤原 澄子

ツルハ ひばりが丘店

所属

4.サプリメ

発表者

所属

5。 ツルハ ドラッグにおけるドラッグストア QttL P嵐②

発表者 :馬渡 扶美子
1、

○高屋 宗冬
2

所属  :1ツルハ 八戸市民病院前店、
2ッルハ むつ店

6.薬剤性 QT延長症候群 と薬剤師の役割

発表者 :○堀 正信 1、 和智 正幸 2

所属 :1ツルハ ニ本松店、
2ッルハ 人山田店

7.疑義照会の現状・併用禁忌薬のあった症例 碇 例報告)

発表者 :○楠美 里子 1、 大橋 省吾 2

所属  :1ツルハ 函館赤十字病院前店、2ッルハ 大成店

10分休憩

■第二部 (13:40～ 15:00) 座長 :

8.排卵日検査薬 ～患者様満足度向上の為のマニュアル作り～

発表者 :小 日 啓介

所属 :く すりの福太郎 第 2調剤部 次長

9.高齢化社会において求められる口腔ケアグッズ～誤廉性肺炎の予防～

発表者 :石鍋 真里衣

所属  :く すりの福太郎 船橋 FACE IIE

10。 小児抗生物質投薬後の追跡調査 ～ピオフェルミンRによる下痢予防効果～

発表者 :戸井田 優里

所属 :く すりの福太郎 緑ヶ丘店、

調査協力店舗 :く すりの福太郎 実籾店、市原姉崎店



11。 「ロキソプロフェンNa貼付剤の追跡調査 かぶれとコンプライアンス分析」

発表者 :水橋 弘行

所属  :く す りの福太郎 浦安駅前店

12.ワーファリンからイグザレル トヘ変更後の体調変化

発表者 :樽井 純一

所属  :ツルハ 神居 3条店

13.睡眠障害対処の指針を用いた服薬指導による睡眠満足度調査

発表者 :山 口 駿

所属  :く す りの福太郎 柏旭町店

14.点眼薬服薬指導の現状と改善のための情報提供

発表者 :新田 剛永

所属  :ツルハ 秋田御所野店

10夕Hホ環良‐―――――――――――――――――――――――――――――――

■第二部 (15:10～ 16:30) 座長 :

15.店舗 OJTの違いによる理解度の差

発表者 :桑原 雅史

所属  :く すりの福太郎 能力開発部 主任

16.患者指導によるめまいの改善例

発表者 :長谷川 博

所属  :ツルハ 六会駅前店

17.体質チェックシー トを用いた漢方薬の処方鑑査とその活用方法

発表者 :○五十嵐 健祐
1、

笹川 雅浩
2、

柳瀬 裕延
3

所属 :1ツルハ 茂原店、
2ッルハ 小竹向原店、

3ッルハ 古淵店

18.薬物依存症について ～国内における薬物依存症の現状と薬剤師の役割～

発表者 :遠藤 淳也

所属  :く すりの福太郎 調剤部 SV

19.頭痛患者の受診までの期間とOTC鎮痛薬服用との関連性

発表者 :矢野 寛和

所属  :ツルハ 酒田曙町店

20.OTC医薬品と中毒

発表者 :網仲 幸男

所属  :く すりの福太郎 森下駅前店

21.OTC売 り場におけるお薬手帳の活用事例

発表者 :立石 大介

所属  :ウ ェルネス湖北 本部

10分休憩
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■第四部 (16:40～ 17:50) 座長 :

22.ス テロイ ド外用剤使用における患者様の不安意識調査

発表者 :桐山 美紀

所属  :く すりの福太郎 新鎌ヶ谷北口店

23.調剤薬局における服薬指導の適正化を目的とした地域医療連携システムの必要性

発表者 :O坂 口 智己 1,橋
本 和尋

l,岩
浅 雅昭

2,月、林 良二 3,藤
林 整

4,

所属  :1ツルハ 旭川 日赤前店,2ッルハ 羽幌店,3ッルハ 双葉店,4ッルハ 中標津東店

24.精神科デイケア施設での『お薬セミナー』開催による効果

発表者 :鴨下 寛明

所属 :く すりの福太郎 柏旭町店

25。 診・薬連携による服薬アドヒアランスの向上 ～小児気管支喘息の例～

発表者 :戸塚 敬子

所属  :く すりの福太郎 本埜店

26.実務実習から学んだヒューマンエラーの傾向と対策

発表者 :○ 中村 多妃子
1、

山田 真人
2、

森本 充昭
3、

谷 孝之 4、

千葉 佑実英
5、

中村 文哉
6

所属  :1ツルハ 新橋大通店、
2ッルハ 砂川店、

3ッルハ 東光 5条店、
4ッルハ 永山 3条店、

5ッルハ 旭川 6条店、
6ッルハ 永山 7条店

27.OTC実習における学生の意識変化の調査と満足度を上げる実習への取り組み

発表者 :伊藤 美奈子

所属  :く すりの福太郎 ビビッド南船橋店

15分休憩

18:05～ 18:20

表彰式、審査員講評


