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一 般 演 題 （ ポ ス タ ー 示 説 ）

P- ○○○　奇数番号
掲示　８月 20日（土）12：30�～�18：20�
発表　８月 20日（土）17：20�～�18：20�

P- ○○○　偶数番号
掲示　8月 21日（日）10：30�～�16：15
発表　8月 21日（日）15：15�～�16：15

P-001
イージー分取分注装置（EZ-50）の臨床応用の検討
新潟県  新津医療センター病院　薬剤部 1），新津医療セン

ター病院　腫瘍センター 2）

○大瀧翔太 1），俵山　悟 1），翁長寛人 1），古川智康 1），宗岡克樹 2）

P-002
薬剤部における当直業務の改善と課題
埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター薬剤部
○石関華子，上野正夫

P-003
MDM稼働が一包化調剤に与える影響
東京都 聖路加国際病院
○鈴木孔貴，石丸博雅，津田泰正，後藤一美

P-004
ニルマトレルビル／リトナビルの薬物相互作用
検索および腎機能評価ツールの作成とその評価
長野県 長野市民病院薬剤部
○古川卓也，町田典子，丸山晴生

P-005
処方箋への注意喚起表示が処方鑑査に与える影響
神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部
○小山なつの，安島秀友，大島凪沙，立川恵里花，早乙女由樹，

林　美波，齊藤茉子，杉村春奈，松崎貴志，田中恒明

P-006
全自動散薬調剤分包機導入による調剤実績の調査
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
○虫明美紀，小濱弥眞斗，宗佐博子，荻田義明，宇野洋司，

小杉三弥子，佐橋幸子

P-007
長野市民病院における調剤エラーの発生状況に
ついて
長野県 地方独立行政法人長野市民病院
○椿　智裕，古川卓也，丸山晴生

P-008
中止薬の再利用における経済性の評価
神奈川県 藤沢市民病院
○後藤佳世，宮澤正幸，水野義也，喜古康博

P-009
計数調剤支援システム導入前後における調剤ミ
スの発生状況
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
○藤田彩花，森田紗弥，小濱弥眞斗，杉山菜穂，橋本容子，

黒川安佑実，虫明美紀，宇野洋司，小杉三弥子，佐橋幸子

P-010
医薬品照合システムの導入の効果と今後の課題
山梨県 山梨大学医学部附属病院　薬剤部
○中込野乃花，福嶋知樹，中込　哲，橘田文彦，河田圭司

P-011
昭和大学横浜市北部病院における調剤業務安全
性評価への試み
神奈川県  昭和大学横浜市北部病院 薬剤部 1），昭和大学横浜

市北部病院　医療安全管理室 2）

○石井俊一 1），田中　茜 1），日向美羽 1），市倉大輔 1），
小口由希子 2），市塚清健 2），渡邊　徹 1）

P-012
総合アミノ酸製剤添付文書改訂後の TPN投与透
析患者における栄養充足実態調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○川本　雛，飯村　諒，加藤一郎

P-013
ＧＳ - １バーコードを利用した業務効率の改善に
ついて
新潟県 さいがた医療センター
○小金澤佑太，山口貴史，苗田洋生，浅見友美子，山田昌彦

P-014
特定薬剤治療管理料 2算定への取り組みと有用
性の検討～サリドマイド誘導体の更なる適正使
用を目指して～
千葉県 千葉県済生会習志野病院
○宮本佳奈，齊藤栄子，岸本大裕，田中嘉一

P-015
散薬調剤内規の単純化による業務効率化の検討
東京都 杏林大学医学部付属病院 1），日本大学薬学部 2）

○針ヶ谷苑子 1），武田健二 1），長谷川瑞季 1），田中宏明 1），
田島紳介 1），田村勝彦 1），西　圭史 2），若林　進 1），
吉田　正 1），吉成清志 1）
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P-016
計数調剤支援システムの使用方法と調剤工程に
関する実態調査
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
○森田紗弥，宇野洋司，杉山菜穂，荻田義明，小杉三弥子，

佐橋幸子

P-017
セルセプト懸濁用散 31.8％® の院内処方の運用
に関する検討
東京都 東京女子医科大学病院
○河本小百合，柏瀬しのぶ，谷口雅彦，高橋結花，浜田幸宏

P-018
千葉医療センター薬剤部における簡易懸濁法に
関する認知度調査
千葉県  （独）国立病院機構 千葉医療センター　薬剤部 1），

（独）国立病院機構 千葉医療センター　栄養サ
ポートチーム 2）

○畑下真希 1），古瀬早紀 1,2），宮森彩香 1,2），古林園子 1,2），
牧山　稔 1），筒井秀知 1）

P-019
全自動薬剤払出機 (Tiara2®、( 株 ) タカゾノ )
の導入効果の検討
神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院　薬剤部
○森谷拓海，川邊一寛，山本幸二郎，内田寿恵，木津健一郎，

鈴木太一，小池博文，佐橋幸子

P-020
注射調剤業務における抗菌薬適正使用量に対す
る取り組み
東京都 国家公務員共済組合連合会 三宿病院
○太田　優，齋藤麻純，金子未歩，齊藤安昌，島田雅彦

P-021
簡易懸濁法導入による業務効率化と薬剤費削減
群馬県 足利赤十字病院
○雨笠愛実，邊見光利，後藤英司，鈴木篤子，前原梨恵，

小林美那，稲村和佳子，飯田祐希

P-022
手術室担当薬剤師による医療安全に関する取り
組み
東京都 日本医科大学多摩永山病院
○小西健太郎，源平麻衣，徳丸翔大，田杭直哉，菅谷量俊，

髙瀬久光

P-023
当院における在庫管理金額、破棄金額の調査と対
策の検討
神奈川県 菊名記念病院
○土屋美結

P-024
医薬品の供給不足が当院の後発医薬品数量シェ
アに及ぼした影響
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター薬剤部
○矢野俊介，齋藤健一，近藤正巳

P-025
調剤棚に貼るタグと納品確認表の導入による欠
品処方数の変化について
千葉県 AMG 千葉愛友会記念病院
○山崎佐季，北村卓麿，角田斐子，中田温子，吉種尚之，

吉田友和

P-026
個別化医薬品流通管理プラットフォーム導入前
後での抗がん剤の破棄ロス状況の調査
栃木県 社会医療法人博愛会 菅間記念病院
○藤田康介

P-027
COVID-19 治療薬が医薬品購入費に及ぼす影響
について
神奈川県 済生会横浜市南部病院　薬剤部
○藤巻智則，加藤一郎

P-028
期限切れ廃棄医薬品、期限切迫品廃棄回避の実績
分析
埼玉県 AMG 上尾中央第二病院
○松本賢志，千葉克規，菅　英治，鮎川芳樹

P-029
薬剤進捗管理システム導入による業務量変化の
評価と今後の課題
神奈川県  公立大学法人　横浜市立大学附属病院　薬剤部 1），

医療の質・安全管理部 2）

○内田寿恵 1），鈴木太一 1），若杉　正 1,2），小池博文 1），
佐橋幸子 1）

P-030
ABC分析を活用した医薬品在庫適正化への取組み
埼玉県 イムス富士見総合病院
○芳賀雄大，櫻井美咲，上野　拓

P-031
当院外来における漢方薬の処方実態と薬物性肝
障害との関連性の調査
新潟県  新潟大学医歯学総合病院 薬剤部 1），新潟大学大学

院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 2）

○金子奨太 1），宮澤　誠 1），上村博輝 2），外山　聡 1）
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P-032
ヒドロモルフォンとポリスチレンスルホン酸カル
シウムゼリーの薬物間相互作用が疑われた1例
静岡県  地方独立行政法人静岡市立静岡病院　薬剤科 1），

地方独立行政法人静岡市立静岡病院　緩和ケア内
科 2），地方独立行政法人静岡市立静岡病院　外科・
消化器外科 3）

○矢野佳孝 1），淺利亜規代 1），松浦大樹 1），鈴木雄太 1），
望月英明 1），岩井一也 2），橋本洋右 3）

P-033
活性型ビタミンD3 製剤処方時における血清カル
シウム値の測定状況調査
神奈川県 菊名記念病院
○米澤禎貴，金田昌之

P-034
新生児への胃管投与における薬剤透過性の調査
神奈川県 横浜市立大学附属病院
○山田望美，小森智也，井出和男，小池博文，佐橋幸子

P-035
ビタミンKと脂質異常症治療薬の関係について
千葉県  東葛クリニック病院　薬剤部 1），東葛クリニック

柏　内科 2），東葛クリニック病院　外科 3）

○小堀友美 1），疋田　康 1），徳永慶子 1），中澤了一 2），東　仲宣 3）

P-036
一般名処方へ自動切り替え可能なシステム導入
の有用性についての検討
新潟県 西新潟中央病院
○青山大樹，有泉牧人，盛川敬介，山田豪樹，近野健一

P-037
サクビトリルバルサルタンによる腎機能障害が
疑われた 1例
東京都 立川相互病院
○池田拳弥，鹿目小百合，鳥居那奈，田原裕尚

P-038
2 回目の COVID-19 ワクチン接種により静脈血
栓塞栓症を生じた一例
神奈川県  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），昭和大学藤が丘病院循環器内
科 3），昭和大学歯科病院薬剤部 4）

○永尾美智瑠 1,2），米澤　龍 1,2），和田大輔 3），鈴木　洋 3），
須永登美子 1,4）

P-039
横浜市立大学附属 2病院で連携したDI 業務の取
り組み
神奈川県  公立大学法人　横浜市立大学附属病院　薬剤部 1），

公立大学法人　横浜市立大学市民総合医療セン
ター　薬剤部 2）

○畠山成寛 1），志村明日香 1），川邊一寛 1），江口雄太郎 2），
大村結衣 2），齊藤祥子 2），川邉　桂 1），佐々木琢也 2），
小杉三弥子 2），小池博文 1）

P-040
国際医療福祉大学成田病院における開院から現
在までの医薬品情報管理室の取り組み
千葉県  国際医療福祉大学成田病院 1），大阪大学大学院薬

学研究科 2）

○鶴岡優里 1），宮沢　唯 1），林　真雪 1），小川雅史 1），
桒原　琴 1），吉野禎章 1），池田賢二 2），篠﨑浩司 1）

P-041
腎機能低下を伴う心不全患者におけるダパグリ
フロジンの有害事象の検討
神奈川県 日本医科大学 多摩永山病院
○小原衣未里，田杭直哉，近藤匡慶，菅谷量俊，髙瀬久光

P-042
当院におけるハザーダス・ドラッグの定義付けと
採用品目のリスト化
千葉県  順天堂大学医学部附属浦安病院 薬剤科 1），順天堂

大学医学部附属浦安病院 小児外科 2）

○木村三奈美 1），有井大介 1），鬼原亜紀 1），髙橋信矢 1），
室岡邦彦 1），岡崎任晴 2）

P-043
当院薬剤部発行広報誌『お薬だより』について
～看護師へのアンケート調査結果～
神奈川県 横須賀市立市民病院
○中野絹羽，嶋田憲人，鈴木七海，相澤康子

P-044
当院におけるダパグリフロジンの使用状況調査
東京都 公益財団法人榊原記念財団　榊原記念クリニック
○平野更紗，二木陽子，大山里絵，上戸啓巳，小峰綾乃，

髙田めぐみ

P-045
外用剤の先発品と後発品の比較検討について
～インドメタシンクリームの使用感および簡易
的安定性の評価～
千葉県 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院
○松田裕士郎，澁谷智美

P-046
当院での緩和領域におけるステロイド使用と血
糖上昇に対する考察
神奈川県 上尾中央医科グループ 金沢文庫病院
○江藤彩奈，小川大輔

P-047
重篤な低Ca血症を呈したがデノスマブを再投与
し得た前立腺癌多発性骨転移の一例
神奈川県  川崎市立多摩病院　薬剤部 1），川崎市立多摩病院　

泌尿器科 2），川崎市立多摩病院　腎臓・高血圧内
科 3）

○甲斐千尋 1），小形厚貴 1），坪谷綾子 1），相田絋一朗 2），
吉岡まき 2），山田将平 3），冨永直人 3），伊藤由香 1）
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P-048
整形外科領域のST合剤による血清カリウム値の上
昇にARB、ACE阻害薬併用が及ぼす影響の検討
栃木県 那須赤十字病院
○糸村秀太，堀中大輔，中丸　朗

P-049
当院における骨転移患者に対するNSAIDs 長期
使用の安全性についての検討
東京都 健生会　立川相互病院　薬剤部
○江口祐美子，田原裕尚

P-050
当院におけるサクビトリルバルサルタンの使用
状況調査
神奈川県 医療法人五星会 菊名記念病院
○鈴木隆索，武　梨奈，米澤禎貴，金田昌之

P-051
医薬品の客観的評価の試み 29
千葉県  千葉西総合病院 1），アイン薬局千葉西店 2），国際

医療福祉大学成田病院 3）

○深澤佑樹 1），田村　渓 2），池澤直樹 1），吉野禎章 3），
宮沢　唯 3），丸花奈央 3），松永明日香 3），小茂田昌代 1）

P-052
ロキサデュスタット服用による脳梗塞発症が疑
われた 1例
神奈川県 川崎市立多摩病院　薬剤部 1），川崎市立多摩病院　
腎臓・高血圧内科 2）

○清水麻鈴 1），石川春奈 1），坪谷綾子 1），冨永直人 2），伊藤由香 1）

P-053
当院におけるエンホルツマブ　ベドチンの副作
用状況報告
群馬県 伊勢崎市民病院
○島　武志，下城正明，加野桂佑

P-054
薬剤師における�DOAC（直接経口抗凝固薬）の
拮抗薬に関する情報提供・指導の実態調査
千葉県  クオール株式会社 1），医療法人鉄蕉会　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　
医療管理本部　薬剤管理部 4）

○中原香菜子 1），平田一耕 2），寺口　徹 3），舟越亮寛 3,4）

P-055
患者向け RMP資材の利活用を促進するための病
院薬剤師の取り組み
長野県 JA 長野厚生連 北信総合病院
○清水健吾，森川　剛，小池恵理，花岡容子，久保田健，

岡澤香津子

P-056
右視力低下のある侵襲性副鼻腔アスペルギルス
症に対し、ボリコナゾール投与による左視覚障害
をきたした一例
神奈川県  昭和大学横浜市北部病院薬剤部 1），昭和大学横浜

市北部病院耳鼻咽喉科 2）

○森　翔一 1），髙田昂輔 1），井上恵里花 1），詫間章俊 1），
宮澤昌行 2），油井健史 2），渡邊　徹 1）

P-057
COVID-19 流行期における当院のインフルエン
ザウイルス罹患と薬疹の関係
群馬県 伊勢崎市民病院 薬剤部 1），伊勢崎市民病院 皮膚
科 2）

○加野桂佑 1），掛野　晶 1），下城正明 1），和田　茜 2）

P-058
薬物アレルギー検査 (DLST) 結果の副作用一元管
理に関する有用性の検討
神奈川県  東海大学医学部付属大磯病院薬剤科 1），東海大学

医学部付属大磯病院皮膚科 2），東海大学医学部付
属病院皮膚科 3），東海大学医学部付属大磯病院中
央臨床検査科 4）

○草間崇也 1），江川裕之 1），岡本祐二 1），田宮紫穂 2），
近藤章生 3），荒川　聡 4），瀬戸文望 4），矢野　忠 1）

P-059
アザチオプリン使用開始時のNUDT15遺伝子検
査の有無と遺伝子多型別有害事象発現の調査
茨城県 茨城県厚生連 土浦協同病院
○仲内可奈

P-060
佐野厚生総合病院におけるCOVID-19 治療薬の
運用
栃木県 佐野厚生総合病院
○長島寛明，萩原綾菜，野村拓也，船山和子，飯島直美，

森田光枝

P-061
佐野厚生総合病院におけるアリケイス導入プロ
トコールについて
栃木県 佐野厚生総合病院
○島田拓海，長島寛明，相田和希，五月女梢，森田光枝

P-062
当院におけるダプロデュスタットの使用状況調査
神奈川県  社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院
○磯部賢樹，大森俊和，臼田昌弘，木村綾沙，樋口愛子

P-063
当院脳卒中センターでのエダラボン使用による
AKI 発症への影響
神奈川県 相模原協同病院
○竹田久美子，根橋佳奈，橋本浩之，江口善美
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P-064
高齢者における酸化マグネシウムと胃酸分泌抑
制剤併用による高マグネシウム血症リスク評価
茨城県 JA とりで総合医療センター病院
○松田絵梨子，森田俊之，中満安紀，川上智也，伊藤玲奈，

引地華子，松尾瑠里，福田光司，圓崎信也

P-065
心電図判読を用いた薬学的管理に関するアン
ケート調査
神奈川県  横浜市立大学附属病院　薬剤部 1），横浜市立大学

附属市民総合医療センター　薬剤部 2）

○西垣哲太 1），田中美玲 1），井出和男 1），鈴木太一 1），
小池博文 1），佐橋幸子 1,2）

P-066
薬剤総合評価調整加算と薬剤調整加算の算定状
況とその処方変更分析
新潟県 新潟県立加茂病院　薬剤部
○山下弘毅，青柳和代

P-067
整形外科病棟における不眠・不穏予測指示薬介入
から始まるせん妄対策について
千葉県  社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 薬剤科　1），社

会福祉法人 仁生社 江戸川病院 看護部 2），社会福
祉法人 仁生社 江戸川病院 整形外科 3）

○相羽祐太朗 1），赤川善彦 1），武江裕子 1），依田成美 1），
今井綾乃 1），髙橋果奈 2），中川安代 2），藤丸敦樹 3）

P-068
薬剤カート導入による病棟業務の作業効率変動
の評価
埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター
○沼田菜摘，多田幸子，上野正夫

P-069
新型コロナウイルス感染症治療病棟での持参薬
の運用
東京都 社会福祉法人あそか会あそか病院
○玉城志野，布施未奈，守屋知子

P-070
ワルファリン使用患者においてリファンピシン
中止後も PT-INR が上昇しなかった 1例
東京都  昭和大学病院　薬剤部 1），昭和大学薬学部病院薬

剤学講座 2），昭和大学医学部外科学講座心臓血管
外科部門 3）

○岩﨑恵里佳 1），井上裕美子 1,2），杉沢　諭 1,2），平出美紀 1,2），
縄田修一 1,2），尾本　正 3），益田智章 3），丸田一人 3），
青木　淳 3），嶋村弘史 1,2）

P-071
PONVに対する 5-HT3 拮抗薬の使用調査　
～結果から見えてきた病棟薬剤師が介入できる
こと～
埼玉県 医療法人新青会 川口工業総合病院
○中島美紀，塗木勇介，原竜太郎

P-072
心エコー検査の結果を考慮した心不全管理に関
する処方提案　～循環器病棟における薬物療法
への関与～
埼玉県 医療法人新青会　川口工業総合病院
○塗木勇介，原竜太郎

P-073
COVID-19 治療におけるデキサメタゾンの投与
が誘因となった吃逆の副作用に関する検討
埼玉県  多摩北部医療センター 1），荏原病院 2），大久保病

院 3），大塚病院 4）

○八木智美 1），津吹　澄 2），陳内博之 2），大塚健太 3），
髙橋　信 1），五十嵐玲子 4）

P-074
アセトアミノフェンを含有する市販薬による発
疹を疑う遺伝性血管浮腫の患者へ介入した一例
東京都  昭和大学病院薬剤部 1），昭和大学薬学部病院薬剤

学講座 2），昭和大学病院リウマチ膠原病内科 3）

○石橋未央 1），星　　茜 1,2），船越晴喜 1,2），河津華乃 1），
柳井　亮 3），磯島咲子 3），縄田修一 1,2），嶋村弘史 1,2）

P-075
病棟薬剤師と手術室薬剤師の連携による周術期
における内服薬管理の取り組み
新潟県 新潟市民病院
○渡部聡子，伊藤敦子，小林竜司，寺島達也

P-076
済生会横浜市南部病院小児科病棟における服薬
指導状況と今後の展望
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○奥村梨央，生田和之，加藤一郎

P-077
入院時持参薬の処方変更とその理由に関する調査
千葉県  医療法人社団　誠馨会　セコメディック病院　薬

剤部
○島田英理子，渡辺孔明，長澤宏之

P-078
産婦人科クリニックにおける薬剤管理指導業務
改善の取り組み
神奈川県 戸塚共立レディースクリニック　薬剤科
○小澤安里沙，細田矢佳，鈴木　唯，山本栄美子
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P-079
回復リハビリ病棟の多職種の薬剤に関する調査　
～看護師・セラピストが求める病棟薬剤業務～
埼玉県 医療法人　熊谷総合病院　薬剤科
○赤瀬ともみ

P-080
退院時薬剤情報管理指導料に関する調査
新潟県 社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院
○竹野孝慶

P-081
特発性肺動脈性肺高血圧症患者に対するプロス
タグランジン製剤の切替えに介入した症例
東京都  昭和大学大学院　薬学研究科毒物学 1），昭和大学　

病院薬剤学講座 2），昭和大学病院　薬剤部 3），昭
和大学病院　小児循環器・成人先天性心疾患セン
ター 4）

○宗友咲子 1），井上裕美子 2,3），杉沢　諭 2,3），平出美紀 2,3），
加藤真理子 4），藤井隆成 4），富田　英 4），縄田修一 2,3），
嶋村弘史 2,3）

P-082
地域包括ケア病棟における薬剤師の必要性の調査
神奈川県 鶴巻温泉病院
○秋山幸子，土屋未来広，久保寺宏樹，新枦義之

P-083
持参薬の運用方法
～持参薬の使用を減らすための取り組み～
神奈川県 大和徳洲会病院
○金箱里香，矢吹優圭，亀田大介，三浦捺樹，浦本奈穂，

大倉幸子

P-084
横浜旭中央総合病院における薬剤総合評価調整
加算及び薬剤調整加算算定状況の評価と今後の
課題
神奈川県 IMS グループ横浜旭中央総合病院
○伊東紗那，竹川七生，小串興平

P-085
横浜労災病院における退院時薬剤連携加算の取
得に向けた取り組み
東京都 横浜労災病院　薬剤部
○谷田理恵，稲田佑亮，山下敦志

P-086
当院における持参薬入力時のヒヤリ・ハット対策
事例：「持参薬の確認ポイント」の紹介
神奈川県 東海大学医学部付属病院
○萩原翔子，鈴木優司，丸谷善紀，平綿洋子，曽根敦子

P-087
新小山市民病院における新型コロナウイルス感
染病棟の取り組み
埼玉県 地方独立行政法人 新小山市民病院
○菊地浩哉

P-088
地域包括ケア病棟における薬剤師の活動内容に
ついて
神奈川県  国立病院機構　神奈川病院　薬剤部 1），国立病院

機構　西埼玉中央病院　薬剤部 2）

○鳥海真也 1），鶴岡治朗 1），青柳祥太朗 1），脇田千実 1），
酒井侑希 1），山口裕子 1），橋本章吾 1），三森竜司 1），
小林明信 2），坂本治彦 1）

P-089
病棟薬剤業務の若手薬剤師育成と情報共有に向
けた取り組み
長野県 相澤病院
○小林愛美，鬼窪利英，伊藤隆哉，中村久美，小林久美子

P-090
日立総合病院薬務局における下剤フローチャー
トの作成
茨城県 日立製作所日立総合病院
○松本玄紀，根本昌彦，田村明広

P-091
高齢者サポートチームのポリファーマシーに対
する取り組みと減薬薬剤調査
埼玉県  さいたま市民医療センター薬剤科 1），さいたま市

民医療センター看護部 2），さいたま市民医療セン
ター内科 3）

○芝﨑由美子 1），田中梨奈 1），川島紀明 1），府高直子 2），
吉野雄大 3），石田岳史 3）

P-092
当院でのポリファーマシーへの取り組みと看護
師・管理栄養士とのチーム医療に繋げられた一例
東京都 医療法人財団厚生会 古川橋病院
○佐々木真理子

P-093
バンコマイシン血中濃度解析ソフトの有用性の
検討
東京都  荏原病院　薬剤科 1），多摩北部医療センター　薬

剤科 2）

○奥山友香里 1），高橋　信 2），陳内博之 1），津吹　澄 1），
沖田直美 1）

P-094
過活動膀胱患者の薬物療法
～継続的管理を行うために有益な要因の検討～
千葉県  日本大学薬学部医薬品評価科学研究室 1），大塚製

薬株式会社 2），稲城市立病院泌尿器科 3）

○下山莉奈 1），西野潤一 2），荒川基記 1），松﨑章二 3），日髙慎二 1）
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P-095
子宮筋腫患者に対するGnRH アンタゴニストと
アドバック療法の併用における有効性および安
全性の評価
千葉県 東京理科大学
○秦野茜音，嶋田修治

P-096
当院における不眠症治療薬の処方状況とレンボ
キサントの位置づけ
新潟県 魚沼市立小出病院
○久保寺奈都子，佐々木陸，織田美穂，安達　文，山﨑綾子，

伊佐恵子，廣井幸枝

P-097
オキシコドンとパロキセチンのCYP2D6を介し
た相互作用によりオキシコドンの過量投与が疑
われた１例
東京都 武蔵野赤十字病院
○指田博也，永村陽一郎，柴崎　功

P-098
ラスクフロキサシン点滴による腎機能への影響
茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院
○植松若那，上田真也，蜂巣寿哉，松田平和

P-099
回復期リハビリテーション病棟におけるポリ
ファーマシーへの介入
神奈川県 牧野リハビリテーション病院　薬剤科
○安齋七生，陣内智美，村田秋緒，加納理佳，荒木龍杜，

吾妻隼斗

P-100
腎性貧血に対する HIF–PH 阻害薬�(HIF–PHI)�の
有効性および安全性の評価
千葉県 東京理科大学薬学部
○平尾美波，嶋田修治

P-101
HELLP 症候群に対するステロイド投与の有効性
の評価
千葉県 東京理科大学　薬学部
○寺内佳奈，嶋田修治

P-102
低用量フェンタニル貼付剤の初回投与に関する
実態調査
千葉県 千葉メディカルセンター
○加藤幸三，鎌田真理子，小嶋　薫，山縣悠美，岩崎好太郎，

石原享子，藤井友紀子，島村圭二

P-103
アトピー性皮膚炎に対する経口漢方薬または局
所漢方薬の有効性の評価
千葉県 東京理科大学　薬学部
○南　英里，嶋田修治

P-104
とろみ調整食品が酸化マグネシウム錠の薬効に
影響したと考えられる 1例
埼玉県  戸田中央総合病院薬剤科 1），戸田中央総合病院栄

養科 2），戸田中央総合病院緩和医療科 3）

○加藤絵理花 1），岩井峻一 1），山田友理 2），藤原智子 2），
小林千佳 3），福田　稔 1）

P-105
進行性卵巣癌に対する一次治療後の維持治療にお
けるPARP阻害剤の有効性および安全性の評価
千葉県 東京理科大学　薬学部
○工藤隆史，嶋田修治

P-106
術前休止した抗凝固薬・抗血小板薬の再開指示状
況についての実態調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○山本恵梨香

P-107
低亜鉛血症に対する酢酸亜鉛水和物の使用調査
埼玉県 AMG 上尾中央総合病院 薬剤部
○御供尚哉，諸橋賢人，土屋伴裕，新井　亘

P-108
睡眠障害に対するレンボレキサントの有効性の
検討　
埼玉県 AMG 上尾中央総合病院 薬剤部
○加藤未来，諸橋賢人，土屋裕伴，新井　亘

P-109
当院外来における TDM実施件数増加目的の為の
取り組みおよび結果と患者背景の分析
埼玉県 AMG　東川口病院
○青木　瞳，葛西雄斗，上原良太

P-110
イムス佐原リハビリテーション病院における睡
眠薬の採用変更に伴う転倒転落のリスク評価
千葉県  イムス佐原リハビリテーション病院 1），昭和薬科

大学　薬学部 2）

○宮内忠紀 1），亀田　亮 1），金子恭平 1），高木彰紀 2）

P-111
当院における血液透析患者のポリファーマシー
の実態調査
埼玉県 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
○藤本勇磨，大登　剛，土屋裕伴，新井　亘

P-112
apixaban の添付文書非遵守減量に関する時系列
調査
東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院
○高山さゆ美，中川隼一，渡邉あゆみ，石田理絵子，清　彩佳，

島崎博士，平島　徹
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P-113
当院における高齢者へのエドキサバン 15mg の
使用状況
東京都 公益財団法人 榊原記念財団 榊原記念クリニック
○大山里絵，二木陽子，平野更紗，小峰綾乃，上戸啓巳，

髙田めぐみ

P-114
当院でのバンコマイシン TDMにおける血中濃度
予測値と実測値の乖離理由の検討
千葉県  IMS( イムス ) グループ　新松戸中央総合病院　薬

剤部
○飯浜未来，今西美樹，叶内　至，栁田義一

P-115
ボスチニブと胃酸分泌抑制剤併用との薬物相互
作用の検証～ボノプラザンからファモチジンに
変更後の１症例～
新潟県 新潟厚生連佐渡総合病院
○本間多津子，池田考介，霍間尚樹

P-116
進行大腸がん患者の初回化学療法施行時に EPA
含有栄養機能食品を導入した事例に関する報告
茨城県 医療法人社団善仁会小山記念病院　薬剤部
○深水勇伍，仲内　純，花香淳一

P-117
慢性心不全に対するエンパグリフロジンの使用
実態調査�～糖尿病による影響の調査～
埼玉県 AMG 上尾中央総合病院　薬剤部
○河田慎也，船越　彩，土屋裕伴，新井　亘

P-118
周術期におけるグラニセトロン注の有効性に関
する検討
埼玉県 AMG 上尾中央総合病院 薬剤部
○相馬里帆，山田　早，土屋裕伴，新井　亘

P-119
イムス佐原リハビリテーション病院における
FIMに影響を及ぼす薬剤について
千葉県  イムス佐原リハビリテーション病院 1），昭和薬科

大学薬学部 2）

○勝山康司 1），宮本麻莉 1），金子恭平 1），高木彰紀 2）

P-120
薬剤総合評価調整加算及び薬剤調整加算算定へ
の介入手段の検討
神奈川県 横須賀市立市民病院
○石渡啓真，村松聡美，相澤康子

P-121
慢性心不全患者におけるサクビトリルバルサル
タン導入の適正使用に関する調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○髙山直也，長澤彩華，加藤一郎

P-122
2 種類のバンコマイシン解析ソフトの比較
栃木県 佐野厚生総合病院
○簾谷和広，森田光枝

P-123
失禁関連皮膚炎に対する40%カラヤ軟膏の有効性�
～10%亜鉛華単軟膏と比較した後ろ向きコホート
研究～
神奈川県  藤沢市民病院　医療技術部　薬局 1），藤沢市民病

院　医療技術部　栄養室 2），藤沢市民病院　看護
部 3），藤沢市民病院　褥瘡対策チーム 4）

○瀨川　亮 1,4），宮澤正幸 1），中川ひかる 2,4），松本みなみ 2,4），
吉原知佳 3,4），新村智子 3,4），喜古康博 1）

P-124
COVID-19 治療薬併用に伴いタクロリムス血中
濃度上昇を認めた一例
神奈川県 昭和大学藤が丘病院 1），昭和大学病院薬剤学講座 2）

○田中道子 1,2），米澤　龍 1,2），須永登美子 2）

P-125
高齢者低リン血症治療における経口リン酸製剤
の使用実態調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○南　朱音，平間盛吾，加藤一郎

P-126
整形外科術後せん妄患者における抑肝散の効果
群馬県  群馬県済生会 前橋病院 薬剤部 1），群馬県済生会 

前橋病院 整形外科 2）

○加藤大貴 1），吉田仁志 1），松浦雅人 1），後藤　渉 2）

P-127
高カリウム改善剤の採用切り替えに伴う製剤嗜
好性と患者アドヒアランスの調査
栃木県  国際医療福祉大学病院 薬剤部 1），国際医療福祉大

学 薬剤部 2）

○髙橋彩花 1,2），伊藤真弓 1），大曽根寛晃 1），大矢智則 1,2），
佐藤淳也 1,2）

P-128
薬剤総合評価調整加算の算定における課題の検討
神奈川県 済生会神奈川県病院
○竹井　静，中村彩音，木村美帆，木村直之，金田光正

P-129
バンコマイシンにおけるAUCガイド TDMの標
準化に向けた取り組み
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院　薬剤部
○金子知由，泉澤友宏，佐久間麻衣子，渡辺聡史，蔭山博之，

長谷川英雄
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P-130
アセトアミノフェン注射剤の投与速度による解
熱効果への影響
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○小林　舞，生田和之，長澤彩華，加藤一郎

P-131
低侵襲治療における当院のサクビトリルバルサ
ルタンの使用実態調査
神奈川県 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院
○木村綾沙，大森俊和，米内　洸，磯部賢樹，樋口愛子

P-132
療養型病院のVCM適正使用への取り組み
埼玉県 AMG 笠幡病院 1），AMG 上尾中央総合病院 2）

○油井　悠 1），河井麻由美 1），鈴木達也 1），長谷川和正 1），
中嶋友哉 2）

P-133
HIF-PH 阻害剤の適正使用における検査データの
測定率についての調査
群馬県 群馬県済生会前橋病院
○鈴木さやか，森下宙輝，松浦雅人，吉田仁志

P-134
透析患者の下痢症に対してアヘンチンキを使用
した症例
東京都 ims グループ 明理会大和病院
○有馬竜斗，森田はづき

P-135
当院におけるアリケイス®590㎎の吸入指導と
吸入継続率
東京都 公益財団法人結核予防会 複十字病院
○須賀　梓，佐藤尚子，藤本淳子，外山真理子，森本耕三

P-136
当院における PONVに対するオンダンセトロン
予防投与の有用性の調査
群馬県 群馬県済生会前橋病院
○関根崇洋，吉田仁志，松浦雅人，新井量也，鈴木　拓

P-137
オピオイド適正使用支援チームによるオピオイ
ドラウンドの有用性の検討
埼玉県  東京都保健医療公社荏原病院 1），東京都保健医療

公社大久保病院 2）

○中浜　萌 1），大塚健太 2），塩入貞明 1），加藤隆文 1），
常盤　彩 1），沖田直美 1）

P-138
トラマドールの忍容性不良症例に対してヒドロ
モルフォンが円滑に導入可能であった１例
千葉県 国際医療福祉大学成田病院
○丸花奈央，鈴木　霞，篠﨑浩司

P-139
麻酔科管理症例に対する薬剤師の介入状況につ
いて～術前中止薬一覧作成後の効果～
埼玉県  さいたま市立病院薬剤科 1），さいたま市立病院麻

酔科 2）

○小田切正昭 1），忍田純哉 2），渡邊綾香 1），井上直之 1）

P-140
術前中止薬の術後再開確認への取り組みについて
～抗血小板薬・抗凝固薬を中心に～
埼玉県  さいたま市立病院薬剤科 1），さいたま市立病院麻

酔科 2）

○小田切正昭 1），忍田純哉 2），渡邊綾香 1），井上直之 1）

P-141
メサドン投与中にQT延長がみられ、オキシコ
ドンを上乗せすることで疼痛コントロールに成
功した一症例
東京都  NTT 東日本関東病院薬剤部 1），NTT 東日本関東

病院緩和ケア認定看護師 2），NTT 東日本関東病院
緩和ケア科 3），NTT 東日本関東病院緩和ケアチー
ム 4）

○鈴木麻由香 1,4），菅野桂子 2,4），鈴木正寛 3,4），田中昌代 1）

P-142
排便サポートチームで作成したアルゴリズムを
用いた慢性便秘症治療の症例
千葉県  東葛クリニック病院　薬剤部 1），東葛クリニック

病院　看護部 2），東葛クリニック病院　検査部 3），
東葛クリニック病院　消化器外科 4），東葛クリニッ
ク病院　外科 5）

○大塚菜月 1），疋田　康 1），徳永慶子 1），浦田克美 2），
佐野由美 3），秋山和宏 4），東　仲宣 5）

P-143
食道胃接合部癌術後患者の難治性悪心・嘔吐に、
デュロキセチンが著効した 1症例
長野県  長野市民病院　薬剤部 1），信州大学医学部附属病

院　精神科 2）

○米澤　亮 1），古川卓也 1），鴻池紗耶 2），丸山晴生 1）

P-144
入院後に発症したサージカルマスク着用による
耳損傷患者の実態調査
東京都 東京都立墨東病院 薬剤科 1)，東京都立墨東病院 
看護部 2)，東京都立墨東病院 皮膚科 3)，明治薬科大学 薬学教
育研究センター 治療評価学 4)

○芝本佑子 1），森田真衣 1），安　武夫 1,4），萩原智美 2），
吉岡勇輔 3），城田幹生 1）

P-145
「注射医療用麻薬標準投与法」の作成とその活用
が有用であった一例
長野県 JA 長野厚生連 北信総合病院
○花岡容子，森川　剛，小池恵理，岡澤香津子
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P-146
当院緩和ケア病棟における注射用抗菌薬の使用
実態調査
神奈川県 済生会神奈川県病院
○木村美帆，木村直之，金田光正

P-147
入院予定患者の外来における術前中止薬チェッ
クシステムの構築
埼玉県 川口市立医療センター　薬剤部
○田村賢士，本木龍二，金子智一，鈴木真由美

P-148
小児集中治療室 (PICU) における病棟薬剤師配置
の効果
東京都 東京都立小児総合医療センター
○板垣美咲，宮澤玲香，小泉美優，諏訪淳一，藤田幹生，

廣井順子

P-149
院内緊急招集時におけるエマージェンシーバッ
クの使用実態調査
千葉県  医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部 1），医療

法人鉄蕉会　医療管理本部　薬剤管理部 2）

○助川恵理 1），岩本亜由美 1），宇都宮崇宏 1），石塚寛和 1），
舟越亮寛 1,2）

P-150
当院におけるがん患者のオピオイド及びナルデ
メジン導入状況と今後の課題
東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　薬剤部
○日高あづみ，江川朱季，向井晴香，柴田寛子，髙澤千重理，

伊東　充，佐藤香織，勝俣はるみ

P-151
整形外科における周術期の SGLT2 阻害薬の休薬
がケトアシドーシスの発症に与える影響
東京都 医療法人財団荻窪病院
○松井　涼，加賀谷隆彦，菅原依里，真篠康郁，栁沼加奈実，

紀戸綾香

P-152
リハビリテーション病院における認知症ケアサ
ポートチームでの薬剤師の活動
神奈川県  AMG 横浜鶴見リハビリテーション病院　薬剤

科 1），AMG 横浜鶴見リハビリテーション病院　
看護部 2）

○伊藤芹奈 1），永島紗耶 1），渡邉美耶子 1），白井利幸 2），
瀧澤幸三 1）

P-153
イホスファミド誘発性脳症の予防にメチレンブ
ルーを投与した小児ユーイング肉腫の一例
長野県 長野県立病院機構　長野県立こども病院　薬剤部
○木口このみ，石川友貴，鈴木英二

P-154
疼痛評価困難な患者に対し、PAINAD、アビー
疼痛スケールを使用した結果
新潟県  新潟厚生連 長岡中央綜合病院　薬剤部 1），新潟厚

生連 長岡中央綜合病院　看護部 2），新潟厚生連 
長岡中央綜合病院　臨床心理士 3），新潟厚生連 長
岡中央綜合病院　腫瘍内科 4），新潟厚生連 長岡中
央綜合病院　緩和ケアチーム 5），新潟厚生連 三条
総合病院　薬剤部 6）

○樋口貴子 1,5），市川友莉恵 1,5），今井多恵子 2,5），大崎由実子 3,5），
青木祥子 6），外池祐子 4,5），佐藤　宏 1）

P-155
患者の理解度を考慮し，ヒドロモルフォン塩酸塩
徐放錠にオキシコドン散をレスキューとして使
用した一例
神奈川県  済生会横浜市南部病院　薬剤部 1），済生会横浜市

南部病院　看護部 2），済生会横浜市南部病院　緩
和医療科 3）

○小林奈緒 1），佐々木美理 1），小塚友美子 1），山口莉穂 1），
横川るみ 2），木村尚子 3），加藤一郎 1），土井千春 3）

P-156
認知症患者における FPS と NRS の組み合わせを
用いて疼痛コントロールを改善した１例
神奈川県  IMS グループ鶴川サナトリウム病院 1），昭和薬科

大学 2）

○江下秀利 1），廣實愼吾 1），高木彰紀 2）

P-157
当院におけるオピオイド換算表の有用性調査
岩手県 岩手県立宮古病院
○松葉智哉，高橋果奈，宮田雅貴，佐藤秀樹，船越真紀

P-158
集中治療におけるプロトコールに基づく薬物治
療管理 (PBPM) の導入と効果
埼玉県  自治医科大学附属さいたま医療センター　薬剤

部 1），自治医科大学附属さいたま医療センター　
看護部 2），自治医科大学附属さいたま医療センター　
集中治療部 3）

○上田大貴 1），木村正彦 1），熊倉悠人 1），野上裕介 1），
大塚　潔 1），長谷部忠史 1），仁平貴子 2），塩塚潤二 3），
讃井將満 3）

P-159
急変対応業務に関するアンケートから見える薬
剤師が活躍できる可能性
神奈川県  横浜労災病院　薬剤部 1），横浜労災病院救命救急

センター　救急科 2）

○渡邊佳奈 1），原　直己 1），稲田佑亮 1），石田明子 1），
中村俊介 2），山下敦志 1）

P-160
中心静脈栄養 (TPN) 施行患者における脂肪乳剤
投与の実態と肝機能の推移について
千葉県 新松戸中央総合病院
○佐野弘武，叶内　至，栁田義一



－52－

P-161
PCAポンプを用いたオピオイド持続注射の導入
により在宅療養へ移行し患者のQOLを改善した
1症例
長野県 諏訪赤十字病院　薬剤部
○矢澤優衣奈，赤坂知香，唐澤　綾，榊間絢子，網野一真，

登内盛治

P-162
当院における転移性骨腫瘍 (骨転移 ) 患者に対す
る Phase 毎による骨転移治療の実態調査
長野県 長野赤十字病院
○小林雅人，田幸　稔，犛山利昭

P-163
当院の糖尿病教室・患者会における薬剤部の取り
組み
群馬県 高崎総合医療センター薬剤部
○根岸麻理，加藤由佳理，伊藤瑠衣，笹原捺未，蟻川　勝

P-164
スボレキサントを過量内服した高齢者の一例
東京都  昭和大学　病院薬剤学講座 1），昭和大学病院　薬

剤部 2），昭和大学医学部　救急・災害医学講座 3），
昭和大学病院　救命救急科 4）

○平出美紀 1,2），阿部和正 1,2），井上裕美子 1,2），内藤結花 1,2），
玉造竜郎 1,2），縄田修一 1,2），八木正晴 3,4），嶋村弘史 1,2）

P-165
オピオイド鎮痛薬使用患者における下剤の使用
状況の実態調査
栃木県 新小山市民病院
○石内悠美子，眞原達男，菊地浩哉，石塚和美，杉山知世，

増山　翠

P-166
糖尿病透析予防指導への薬剤師の貢献
埼玉県 三愛会総合病院
○小堤早由加，渡邉凌平，石﨑　均

P-167
高齢患者に対する褥瘡予防のための適切な薬学
的介入の検討
東京都 医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 薬剤部
○水野彩乃，小内梨沙，金子　遥，原島大輔，難波傑司

P-168
神経集中治療部（NeuroICU）に従事する薬剤師
の役割と心停止後症候群患者への介入事例
埼玉県  TMG あさか医療センター　薬剤部 1），TMG あさ

か医療センター　神経集中治療部 2）

○奈良部修弘 1），新井貴人 1），中川　俊 2），小林重光 1）

P-169
食道癌予定手術患者に対する入院前薬剤師面談
業務の体制構築
神奈川県 東海大学医学部付属病院　薬剤部薬剤科
○瀬古友里恵，根岸祐美，横田秀一，羽村康一，曽根敦子，

平綿洋子，丸谷善紀，鈴木優司

P-170
当院のAPS 活動～APS における薬剤師の役割～
埼玉県  埼玉医科大学総合医療センター　薬剤部 1），埼玉

医科大学総合医療センター　麻酔科 2）

○大野悟史 1），松本嵩史 1），亀田谷和将 1），田沼周平 1），
天海知明 1），住井啓介 2），杉本真由 2），小幡英章 2），近藤正巳 1）

P-171
術後悪心・嘔吐（PONV）のリスク因子の検討
と薬学的介入点の探索
神奈川県 関東労災病院
○白石俊介，中島美治，内田裕之，中村聖美，満田正樹，

河井良智

P-172
薬剤師による外来での周術期術前休薬確認を行
う有益性
千葉県 上尾中央医科グループ　津田沼中央総合病院
○須藤勧耀，竹内英樹，岡本和也，戸室美音，小立桃菜，

中野美晴，伊東美歩

P-173
胃癌術後XELOX療法の相対用量強度及び医療費
における薬剤師外来の有用性
千葉県  星薬科大学薬学部 1），公益財団法人がん研究会有

明病院 2），星薬科大学臨床教育研究学域実務教育
研究部門 3）

○木村優花 1），中村匡志 2），横川貴志 2），川上和宜 2），
清水久範 2），小林一男 2），青山　剛 2），鈴木　亘 2），
鈴木賢一 3），山口正和 2）

P-174
外来患者に向けた「糖尿病教室薬物療法動画」に
よる糖尿病教育への取り組み
神奈川県  川崎市立多摩病院　薬剤部 1），川崎市立多摩病院　

代謝・内分泌内科 2)

○佐々木奈絵 1），浅香真衣子 1），小宮詠子 1），浅井志高 2），
伊藤由香 1）

P-175
吸入デバイス手技解説動画の視聴が患者指導ス
キル向上に与える効果
神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
○勝田雄太，安島秀友，大島凪沙，黒木満里奈，大久保綾香，

松崎貴志，田中恒明
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P-176
当院におけるグレカプレビル /ピブレンタスビル
配合錠によるC型肝炎治療後の肝発癌状況と薬
剤師の課題
埼玉県 埼玉県済生会川口総合病院
○福島　愛，関根貴之，長谷川匡史，池上幸子

P-177
整形外科病棟における薬剤チェック外来実施患
者の休薬遵守状況の調査と休薬不遵守例の原因
解析
神奈川県 藤沢市民病院
○茂木結菜，宮澤正幸，喜古康博

P-178
東京北医療センターにおける手術前服用薬調査
業務のプロトコールの導入
埼玉県 東京北医療センター
○松岡千瑛，上田晃輝，山田航輔，野呂竜太郎，池田　敦

P-179
入院支援面談への薬剤師介入による効果と今後
の課題
埼玉県 さいたま市民医療センター
○大澤　愛，芝﨑由美子，柳真裕子，野村　淳，石田岳史

P-180
入退院支援センター事前面談における能動的ア
プローチ
東京都  独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 1），

国立病院機構　東埼玉病院 2），医薬品医療機器総
合機構　ジェネリック医薬品等審査部 3）

○福田良子 1），太田貴洋 1），野島ちひろ 1），神谷緩子 1），
前田愛理 1），石垣千絵 2），吉川　至 1），小川千晶 1），
大塚知信 1），谷地　豊 3）

P-181
当院における患者支援センター薬剤師常駐業務
について
長野県 伊那中央病院
○横山慧乃，伊藤詩由子，清水洋子，原　淳一，吉澤聡美，

六波羅孝

P-182
当院入院予定患者に対する薬剤師面談の取り組み
神奈川県  日本医科大学武蔵小杉病院
○奥平菜美，吉田奈央，宮内秀典，野口周作，笠原英城

P-183
患者支援センターにおける薬剤師の取り組み
～安全な事前中止薬確認のための業務の見直し～
群馬県 前橋赤十字病院薬剤部
○関口悠華，齊藤江利加，北原真樹，金井美貴，並木雅樹，

前原恭子，須藤弥生，小林　敦

P-184
入院支援センターでの薬剤師業務の現状
～成果と課題～
神奈川県  済生会神奈川県病院入院支援センター薬剤師 1），

済生会神奈川県病院入院支援センター看護師 2）

○小松順子 1），阿部和子 2），鈴木裕子 2）

P-185
患者サポートセンターにおける薬剤師の活動内
容と効果～外科周術期患者を対象とした検討～
埼玉県 草加市立病院　薬剤部
○村社計寿，香田　博，木村直也

P-186
「持参薬確認書」導入による周術期休薬管理の現
状報告と課題
東京都 東芝林間病院
○松本圭祐，狩野友理，田杭香織，稲葉絢子，江島慎太郎

P-187
当院における予定入院患者を対象としたポリ
ファーマシーについての実態調査
東京都  国立病院機構 東京医療センター 1），国立病院機構　

東埼玉病院 2），医薬品医療機器総合機構　ジェネ
リック医薬品等審査部 3）

○野島ちひろ 1），太田貴洋 1），福田良子 1），神谷緩子 1），
前田愛理 1），石垣千絵 2），吉川　至 1），小川千晶 1），
大塚知信 1），谷地　豊 3）

P-188
入退院支援センターへの薬剤師の関わり
神奈川県 横須賀市立市民病院
○奥山　幹，倉田久美子，相澤康子

P-189
服薬情報等提供料 3に対する当院の取り組み
神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
○中山裕貴，田隝博樹，上杉みどり，後藤大輔，小原光太郎，

山田裕之

P-190
当院における使用期限切れ廃棄薬の経済的損失
調査
千葉県 千葉市立青葉病院
○鈴木駿介，工藤三果，長嶋真美

P-191
医薬品使用に及ぼすフォーミュラリー導入の影響�
～プロトンポンプ阻害剤（内服剤）の場合～
栃木県  自治医科大学附属病院　薬剤部 1），自治医科大学　

医学部 薬理学講座臨床薬理学部門 2）

○大平実佳 1），荒川昌史 1），金田　颯 1），西島秀和 1），
小林　亮 1），村林美優 1），大野　翼 1），片野昌宏 1），
今井　靖 1,2）
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P-192
医薬品使用に及ぼすフォーミュラリー導入の影響�
～プロトンポンプ阻害剤（注射剤）の場合～
栃木県  自治医科大学附属病院　薬剤部 1），自治医科大学　

医学部 薬理学講座臨床薬理学部門 2）

○金田　颯 1），荒川昌史 1），大平実佳 1），西島秀和 1），
小林　亮 1），村林美優 1），大野　翼 1），片野昌弘 1），
今井　靖 1,2）

P-193
脳梗塞急性期治療における抗血小板薬 2剤併用
療法導入患者に対する医薬品適正使用の推進
埼玉県  SUBARU 健康保険組合太田記念病院　薬剤部 1），

SUBARU 健康保険組合太田記念病院　脳神経外
科 2）

○大屋さおり 1），江原正浩 1），原佳津行 1），水野寛之 2），
長野拓郎 2），齋藤　太 2），矢尾板裕之 2），山﨑秀久 1）

P-194
当院における睡眠剤フォーミュラリーの導入
埼玉県 AMG　上尾中央総合病院　薬剤部
○諸橋賢人，土屋裕伴，大登　剛，新井　亘

P-195
薬剤部門業務構築におけるバランスト・スコア
カードの有用性に関する考察 vol.3
神奈川県  社会福祉法人ワゲン福祉会　総合相模更生病院薬

剤部
○古浜健一，河野　健，矢倉尚幸，佐々木優，大石将義，

岩本淳平，佐々木喬哉，渡辺智之，稲葉健二郎

P-196
退院時薬剤情報連携の充実に向けて
～業務負担分散による効率化～
千葉県 上尾中央医科グループ津田沼中央総合病院
○海老原貴之，馬渡貴之，伊東美歩

P-197
薬薬連携強化のための当院の取り組み　
～薬剤管理サマリー～
山梨県 山梨厚生会　塩山市民病院　薬剤室
○秋山真二，土橋和久，伊從裕美，中村伸子，藤原徳仁

P-198
当院におけるトレーシングレポート活用について
長野県 長野県佐久市立国保浅間総合病院
○中嶋里奈，清水ゆかり，畠山浩明，市川輝幸

P-199
外来がん化学療法における地域医療連携推進を
目指した研修会実施後のアンケート調査の分析
東京都 国立国際医療研究センター病院
○田中万穂，小室雅人，瀬戸恵介，長尾嘉真，渡邊一史，

吉田昌史，島貫裕実子，土屋亜祐美，堀真悠子，西村富啓

P-200
病院薬剤師の地域における役割
～訪問診療同行の評価と課題～
埼玉県 医療生協さいたま 熊谷生協病院
○若林純平

P-201
退院時薬剤情報提供書を活用した薬薬連携の取
り組み
埼玉県 埼玉協同病院 1），秩父生協病院 2）

○東　綾香 1），栗原ちなみ 2），牧野太一 1），佐藤栄司 1），
玉水僚一 1），柴田敬介 1），関口梨絵 1）

P-202
横浜南共済病院　外来化学療法室における薬薬
連携の現状と今後の課題
神奈川県  国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　薬

剤科
○横山　敦，橋口宏司，佐伯朋哉，原田　優，中島　研

P-203
入院前薬物治療に関する薬薬連携の意識調査
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 薬剤部
○室橋幸太，西脇龍広，勝田　恵，佐藤　茜，木本陶子，

大野雅美，實川東洋

P-204
喘息・COPD患者における吸入チェックリスト
運用開始による外来診療での初期効果
長野県 JA 長野厚生連北信総合病院　薬剤部
○小池恵理，森川　剛，花岡容子，岡澤香津子

P-205
トレーシングレポートへの意識・運用方法に関す
る調査～これからの薬薬連携に向けて～
東京都 IMS グループ板橋中央総合病院　薬剤部
○永田一樹，新堀千香，荒木淳一，岡本みなみ，吉岡奨平，

栗原帆香，小野友誉，小田　慎

P-206
当院の外来がん化学療法における薬剤師の役割
～連携充実加算と薬薬連携～
神奈川県 横須賀市立市民病院
○鈴木七海，鈴木絢也，相澤康子

P-207
「服薬情報等提供料 3」新設に関する当院での取
り組みについて
長野県 伊那中央病院 薬剤部
○伊藤詩由子，横山慧乃，清水洋子，原　淳一，吉澤聡美，

六波羅孝
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P-208
地域密着全市民巻き込み型残薬解消を目指した
ヨコスカネイビーバッガープロジェクトの取り
組み
神奈川県  横須賀市薬剤師会 1），神奈川歯科大学附属病院　

薬剤科 2），こぐま薬局 3），横須賀共済病院　薬剤
科 4），株式会社　シフト 5），ココカラファイン薬
局リドレ横須賀店 6），石黒薬局 7）

○山崎勇輝 1,2），三浦健太 1,3），小林路子 1,4），石川恭久 1,5），
杉本峻太郎 1,6），井上雄一 1,5），石黒哲夫 1,7）

P-209
SGLT2 阻害剤投与による脱水・脳梗塞発症リス
クの検討
神奈川県  東京都立墨東病院薬剤科 1），明治薬科大学　臨床

薬学部門 / 治療評価学 2）

○小坂　慧 1），浦山泰典 1），疋田絵梨 1），安　武夫 2），城田幹生 1）

P-210
がん診療連携拠点病院等の連携充実加算運用に
伴うホームページ公開情報とアクセシビリティ
の調査
千葉県 がん研究センター東病院
○瀨戸裕美子，手代木貴宏，川澄賢司，岩本義弘，田中将貴，

田内淳子，馬見新佳那子，望月伸夫，松井礼子，川﨑敏克

P-211
トレーシングレポート導入後における現状把握
と課題の検討
千葉県  社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病

院　薬剤科
○北田絢子，高山陽太，土橋夏美，松田裕美，三和知佳，

富田歩子

P-212
がん患者の薬薬連携において薬局薬剤師が求め
ているもの
埼玉県 イムス三芳総合病院
○神　隆浩，大木稔也

P-213
当院における小児レスパイト入院への取り組み
東京都 社会福祉法人賛育会 賛育会病院
○後藤菜々子，樫麻利奈，清宮孝明，牛込祥晃，坂巻　誠

P-214
心不全チーム発足による薬剤師の地域連携への
取り組みと今後の展望
神奈川県 横須賀市立市民病院
○亀田洋子，伊藤卓也，相澤康子

P-215
当センターにおける新型コロナウイルスワクチ
ン調製業務の構築と評価
～薬局薬剤師向けアンケート調査～
東京都 東京北医療センター
○榎本由菜，山田航輔，上田晃輝，野呂竜太郎，池田　敦

P-216
他院処方の減量・中止に対する退院時薬剤情報提
供書の有用性の検討
神奈川県  横浜市立大学附属病院　薬剤部 1），横浜市立大学

附属市民総合医療センター　医療の質・安全管理
部 2）

○佐々木涼子 1），勝亦秀樹 2），川邉　桂 1），小池博文 1），
佐橋幸子 1）

P-217
Web開催による新任薬剤師研修会�
－座談会の取り組み－
埼玉県  一般社団法人埼玉県病院薬剤師会生涯研修セン

ター総合研修部会
○北畑智英，金子智一，平野　航，前田力丸，多田幸子，

大塚　潔，岸野　亨，曽我部直美，町田　充，北澤貴樹

P-218
TMG薬剤部 - 糖尿病ワーキンググループによる
研修会の充実に向けた取り組みと今後の発展に
ついて
神奈川県  牧野リハビリテーション病院 1），サカイ薬局 2），

田園調布中央病院 3），よこすか浦賀病院 4），東所
沢病院5），戸田中央総合病院6），戸塚共立第1病院7）

○吾妻隼斗 1），酒井孝征 2），岩下　恵 3），石井由紀子 4），
佐藤　光 5），稲　秀士 6），菊池孝明 7）

P-219
横浜市立大学附属 2病院における薬剤師レジデ
ント交換研修と今後の課題
神奈川県  公立大学法人　横浜市立大学附属病院 1），公立

大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター 2）

○宇山佳奈 1），渡邉直優 1），畠山成寛 1），山本幸二郎 1），
川邉　桂 1），宇野洋司 2），津野丈彦 2），小池博文 1），
小杉三弥子 2），佐橋幸子 1,2）

P-220
薬剤適正使用及び薬学的知識の共有を目的とし
た病棟勉強会の成果
神奈川県 AMG　さがみリハビリテーション病院
○清水利匡，岡添　進，高根貴子，坂東めぐみ

P-221
当院の薬剤師を対象とした個別指導型『臨床研究
塾』設立とその成果
東京都  国立病院機構東京医療センター　薬剤部 1），国立

病院機構東埼玉病院　薬剤部 2），独立行政法人医
薬品医療機器総合機構　ジェネリック医薬品等審
査部 3）

○太田貴洋 1），小川千晶 1），工藤　彰 1），駒井信子 1），
石垣千絵 2），吉川　至 1），大塚知信 1），谷地　豊 3）
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P-222
横浜市立大学附属市民総合医療センターにおけ
る薬剤師レジデント制度の導入と今後の課題
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター　薬剤部
○山本　環，宇野　洋，津野丈彦，松島美知子，椙山聡一郎，

江口雄太郎，杉山菜穂，金澤温子，小杉三弥子，佐橋幸子

P-223
薬剤投与時の腎機能評価方法の実態調査
神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院
○長田明浩

P-224
実務実習生の精神科実習ビフォーアフター
～精神科に対する意識のアンケート調査から～
新潟県 医療法人崇徳会 田宮病院
○佐合絵里，川崎早容

P-225
関信地区国立病院薬剤師会における臨床研究推進
に向けた実践的なオンライン研修会の取り組み
千葉県  国立病院機構下志津病院臨床研究部 1），国立病院

機構東京医療センター薬剤部 2），国立病院機構相
模原病院薬剤部 3），国立病院機構横浜医療センター
薬剤部 4），国立病院機構本部総合研究センター 5），
国立国際医療研究センター薬剤部 6），国立がん研
究センター中央病院薬剤部 7），国立病院機構西埼
玉中央病院薬剤部 8），国立病院機構高崎総合医療
センター薬剤部 9），国立病院機構埼玉病院薬剤
部 10）

○齊藤達也 1），太田貴洋 2），高橋　郷 3），小井土啓一 4），
赤木祐貴 5），大橋養賢 6），宇田川涼子 7），大越千紘 8），
及川　瞬 9），阿部直樹 10）

P-226
コロナ禍における病院実務実習のオンライン運
用について～学生へのアンケート調査から見た
満足度と課題～
東京都 東海大学医学部付属八王子病院
○小寺由莉，安藤友紀，林　政和，添田真司

P-227
平常時とコロナ禍における病院実務実習の薬学
生アンケート評価の比較
～学生の満足度に変化はあったのか？～
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター
○清水義一，小松崎健，長谷川まゆみ，大矢いづみ，

矢島美友紀，渡辺直子，齋藤健一，近藤正巳

P-228
COVID-19 感染症流行を受けての実務実習内容
変更と実務実習生の満足度調査
埼玉県  IMS( イムス ) グループ 春日部中央総合病院 薬剤

部
○吉田大地，伊佐友梨香，古木奈津美，野口宣之

P-229
実習指導の改善を目指した実習生の成長過程に
おける振り返りによる自己評価と指導薬剤師に
よる評価の比較
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター
○為村聡彦，諸我江美，三栖陽子，三浦幹剛，梶　泰子，

飯塚雄次

P-230
新人薬剤師におけるヒヤリハット事例の傾向分析
神奈川県 横浜旭中央総合病院
○井上亜美，東垂水裕和，小串興平

P-231
自治医大病院における若手教育の取組み　
～若手薬剤師向け臨床セミナー(SODセミナー )～
栃木県 自治医科大学附属病院　薬剤部
○高倉祐希，大野　翼，山田　凛，近藤千尋，吉田紀樹，

今関　稔，今井　靖

P-232
実務実習における薬薬連携教育の実態調査
神奈川県 総合相模更生病院
○長島由樹，大石将義，岩本淳平，小俣文香，稲葉健二郎

P-233
SDによる新人教育�～調剤業務に目を向けて～
東京都 獨協大学埼玉医療センター
○宮沢美華

P-234
日立総合病院における薬物治療管理事前合意プロ
トコル (PBPM)TDMバンコマイシン作成と導入
茨城県  日立製作所日立総合病院　薬務局 1），日立製作所

日立総合病院　感染症科 2），日立製作所日立総合
病院　外科 3）

○佐藤恵里香 1），齋藤祥子 1），遠藤沙季子 1），大和田真輝 1），
島川裕菜 1），渋田成二 1），田村明広 1），橋本英樹 2），酒向晃弘 3）

P-235
感染症病棟を対象とした処方入力支援導入の効果
東京都  荏原病院　薬剤科 1），多摩北部医療センター　薬

剤科 2）

○陳内博之 1），高橋　信 2），沖田直美 1）

P-236
新型コロナワクチン予診業務の医師の負担軽減
を目指した産科病院薬剤師の取り組み
千葉県  共立習志野台病院　薬剤科 1），共立習志野台病院　

内科 2），共立習志野台病院　小児科 3）

○桑原華耶 1），鈴木典子 1），中村芳正 2），谷山和彦 3）
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P-237
ジェネラリストの共有�Connecting�with�a�line�
ファーマシューティカルケアの可視化から始ま
る新たな可能性
千葉県  社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院
○堀口大輔

P-238
薬剤師による処方修正 PBPMの運用における時
間短縮効果
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
○黒川安佑実，荻田義明，杉山菜穂，宇野洋司，小杉三弥子，

佐橋幸子

P-239
当院における院外処方箋疑義照会簡素化プロト
コルの運用について
神奈川県  神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病

院　医療技術部　薬局
○保坂圭哉，大庭理寛，塚本　綾，錫木俊明，氏家久美子，

山本美智子，庭木　宏

P-240
SPD スタッフへの業務委託による薬剤師業務へ
の影響
千葉県 千葉県済生会習志野病院
○小泉瑶華，岸本大裕，齊藤栄子，田中嘉一

P-241
院内処方箋に関する問い合わせ簡素化プロト
コール導入の効果
新潟県 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院
○中島　楓，種村　瞭，高村　誠，山岸宏和，矢吹　剛，

寺口　敦，南場信人，仁谷美希，貝瀬眞由美

P-242
入院前・周術期薬剤面談における薬剤師の関わり
と有用性の検討
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
○杉山菜穂，宇野洋司，荻田義明，牛島大介，谷中美和，

小杉三弥子，佐橋幸子

P-243
新型コロナウイルス感染症診療における医師業
務のタスクシフティング
長野県  伊那中央病院　薬剤部 1），伊那中央病院　看護

部 2），伊那中央病院　診療部　呼吸器内科 3）

○坂井孝行 1），村上　綾 2），森田正重 3）

P-244
新松戸中央病院における持参薬代行プロトコー
ルの評価
千葉県 IMS( イムス ) グループ新松戸中央総合病院
○鈴木竜矢，叶内　至，柳田義一

P-245
薬剤業務のタスクシェアに関する調査
新潟県  独立行政法人国立病院機構 さいがた医療セン

ター　薬剤科 1），独立行政法人国立病院機構 さい
がた医療センター　治験管理室 2）

○浅見友美子 1），山口貴史 1），苗田洋生 1），小金澤佑太 1），
風間千春 2），今井栄子 2），山田昌彦 1）

P-246
PCI 後におけるDAPTの適正使用期間の評価
埼玉県  埼玉西協同病院 1），埼玉協同病院 2），大井協同診

療所 3）

○野崎拓史 1），古志久美香 1），鈴木奈津子 1），高橋陽子 1），
中村奈緒子 3），淺尾庸貴 2）

P-247
龍ケ崎済生会病院薬剤部におけるCOVID-19 治
療薬適正使用に向けた取り組み
茨城県 龍ケ崎済生会病院
○千葉佳奈恵，伊藤健一郎，檜山知美，吉田直弘

P-248
薬剤部におけるインシデント検討会の取り組み
神奈川県  IMS グループ 医療法人財団 明理会 鶴川サナトリ

ウム病院 1），昭和薬科大学　薬学部　2）

○浅谷育実 1），平松香菜 1），樋口愛理 1），廣實愼吾 1），高木彰紀 2）

P-249
プレアボイド報告件数増加に向けたグループ担
当制の導入効果および報告事例の評価
東京都 杏林大学医学部付属病院　薬剤部
○田島紳介，若林　進，長谷川瑞季，瀬沼和己，中山　梢，

千野貴子，関　礼輔，小林庸子，吉田　正，吉成清志

P-250
手術入院前持参薬確認
～薬剤師としての取り組みと役割～
茨城県 水戸赤十字病院　薬剤部
○西森玲子，坪山有希子，小野瀬祐次，中村友美，長谷川久美，

田中芳浩

P-251
当院におけるDOAC減量基準テンプレートの有
用性の検討
長野県 諏訪赤十字病院　薬剤部
○杉村博基，五味裕大，粟野原幸恵，水谷妙子，松原ちはる，

小口正義，登内盛治

P-252
調剤部門における調剤インシデント発生の要因
分析と対策
千葉県 日本医科大学千葉北総病院　薬剤部
○仲田昂平，石原裕子，花岡幸恵，江原由里子，田中千尋，

實川東洋
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P-253
新型コロナウイルスがもたらした業務改善
埼玉県 清心会 至聖病院
○土屋宏二朗，双木一眞，泉　香里，根橋一夫

P-254
横浜旭中央総合病院における安全な持参薬運用
に向けた医薬品安全推進者の取り組み
神奈川県 IMS グループ 横浜旭中央総合病院
○大倉志織，高橋照明，西海敬太，小串興平

P-255
『薬がない』をゼロにするための取り組み
神奈川県 横浜新都市脳神経外科病院　薬剤部
○福山雄大，鈴木　翔，濱崎優実

P-256
当院での心臓血管外科領域における術中の大量出
血に対するフィブリノゲン製剤の使用実態調査
埼玉県 AMG 上尾中央総合病院薬剤部
○本車田悠希，山田　早，土屋裕伴，新井　亘

P-257
調剤支援システム導入によるインシデント防止
対策への取り組み
山梨県  地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央

病院
○山本弓子，深澤拓椰，遠藤彩香，石部聡子，窪田博紀，

松本香織，小林義文

P-258
新人薬剤師の対策が「規格間違い」の発生率に及
ぼす影響
神奈川県 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院
○野﨑翔太郎，國分　洋，山﨑有子，川野辺七恵，大沼弘和，

佐藤春香，遠藤　篤

P-259
プレアボイド報告制度を用いた薬剤師による薬
学的介入の可視化について
東京都  大森赤十字病院　薬剤部 1），大森赤十字病院　医

療安全推進室 2）

○阿達ひとみ 1），高田あゆみ 1），大橋啓子 1），後藤　亨 2），
平岩知子 1,2）

P-260
医療機関におけるインスリンに関連する事故の
内容分析　
～日本医療機能評価機構の医療事故収集より～
神奈川県 医療法人興生会 相模台病院
○坂田有加，相澤政明

P-261
計数調剤管理システム（F-wave）導入による調
剤過誤防止の有用性
神奈川県 済生会神奈川県病院
○有田由香，荒井里歌，中村文哉，佐々木絵梨，金田光正

P-262
当院における医薬品安全管理責任者の毒物劇物
管理への関わり�
～取り扱いチェックリストを用いた管理～
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○深沢貴志，上原美佐，生田和之，加藤一郎

P-263
済生会横浜市南部病院における転倒 ･転落患者の
睡眠薬の使用状況調査
神奈川県  済生会横浜市南部病院 薬剤部 1），済生会横浜市南

部病院 医療安全管理室 2）

○上原美佐 1,2），深沢貴志 1），澤田真実 2），関根美保 2），
鈴木康太郎 2），猿渡　力 2），加藤一郎 1）

P-264
医薬品の血管外漏出対応における薬剤師の関わり
長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院
○宮澤るみ，鬼窪利英，中野和佳，中村久美，伊藤隆哉

P-265
薬剤師提案記録テンプレート導入に関する取り
組み
埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂医院
○中平絢子，道岡永花，岩井　萌，畠山織江，佐藤邦義，

木村利美

P-266
錠剤の採用規格追加時におけるヒヤリハット・イ
ンシデント、疑義照会についての調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○山口琴子，藤巻智則，加藤一郎

P-267
調剤室安全対策におけるヒヤリハット事例分析
からの�safety-II�アプローチ
神奈川県 東海大学医学部付属病院
○杉本　匠，林　順裕，湯浅貴裕，小澤豊一，平綿洋子，

丸谷善紀，鈴木優司

P-268
東京女子医科大学病院薬剤部におけるプレアボイ
ド報告事例の分析と医療安全対策への取り組み
東京都 東京女子医科大学病院薬剤部
○向田汐里，柏瀬しのぶ，倉重　梓，高橋史織，石川　幸，

木下千夏，藤本裕子，浜田幸宏

P-269
持参薬における IRIS チェックの現状調査
東京都 東海大学医学部付属八王子病院
○鈴木拓磨，大川藍子，内藤久志，尾崎昌大，添田真司

P-270
外来がん化学療法における当院の現状
千葉県 千葉メディカルセンター 薬剤部
○田村　健，大財ゆい，島村圭二
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P-271
龍ケ崎済生会病院から保険薬局へ交付している
がん化学療法に関する資料の評価
茨城県  社会福祉法人恩賜財団済生会支部　茨城県済生会　

龍ケ崎済生会病院
○別府由紀，仁平幸子，吉田直弘

P-272
irAE に対する当院の取り組み
山梨県 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院
○小嶋恭平

P-273
トラスツズマブバイオ後続品とペルツズマブの
併用における有効性と安全性
栃木県 自治医科大学附属病院
○品田　誠，奥田泰考，三瓶祐貴，毛塚ちひろ，齋藤賢宏，

菅　留理，小林直人，星ちはる，今井　靖

P-274
炎症性局所進行乳癌に対し、Mohs 軟膏処置と
抗がん剤加療を行った１症例
東京都  新渡戸記念中野総合病院　薬剤科 1），新渡戸記念

中野総合病院　皮膚科 2），新渡戸記念中野総合病
院　外科 3）

○降旗聖子 1），高松　登 1），乾　惠子 2），大野　玲 3）

P-275
肺腺癌患者のオシメルチニブ投与による左室駆
出率低下と心不全を生じた１例
群馬県  公立藤岡総合病院薬剤部 1），公立藤岡総合病院呼

吸器内科 2）

○髙田実結 1），増野貴司 1），井上拓也 1），堀口裕之 1），竹村仁男 2）

P-276
乳癌Dose-dense 化学療法に関連する好中球増
多症例
千葉県  上尾中央医科グループ　津田沼中央総合病院　薬

剤科 1），津田沼中央総合病院　外科 2）

○伊東美歩 1），岡本和也 1），豊田　剛 2）

P-277
再発大腸がん治療時に低リン血症を発症した一例
東京都  昭和大学病院 1），昭和大学薬学部病院薬剤学講

座 2），昭和大学病院腫瘍内科 3）

○河津華乃 1），星　　茜 1,2），船越晴喜 1,2），石橋未央 1），
松柳美咲 3），縄田修一 1,2），嶋村弘史 1,2）

P-278
羽生総合病院における免疫チェックポイント阻
害薬投与の現状と免疫関連有害事象（irAE）に
ついて
埼玉県 羽生総合病院
○川田　亮，小島奈緒，水野裕介

P-279
アルコール不耐症が疑われる患者へのパクリタ
キセル投与の影響についての調査
東京都 立川相互病院
○福島名津希，高橋優子，梅田杏菜，塩谷　茜，江口祐美子，

田原裕尚

P-280
がん化学療法による悪心・嘔吐に対するオランザ
ピンの有用性の検討
茨城県 総合病院 土浦協同病院
○望月　暁，玉田広明，仲野美樹，渡邉理基，飯田　遼，

白井真理子，猪瀬成史，椿　浩之

P-281
免疫チェックポイント阻害薬のhyperprogression
発現リスク因子及びBMIとの関係性の探索
東京都 東京女子医科大学附属足立医療センター
○山﨑美知穂，宇田将人，佐藤　葵，山賀亮祐，伊東俊雅

P-282
BRAF�V600E 変異陽性大腸癌患者における 3剤
併用療法開始直後に肝機能障害を発症した一例
茨城県  株式会社日立製作所日立総合病院　薬務局 1），株

式会社日立製作所日立総合病院　看護局 2），株式
会社日立製作所日立総合病院　消化器内科 3）

○八木澤昂大 1），四十物由香 1），小川竜徳 1），岩山竜大 1），
齋藤祥子 1），菊池早輝子 2），大河原敦 3），田村明広 1）

P-283
当院における連携充実加算算定開始に向けた取
り組み
神奈川県  JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院　医療技術部　

薬局
○髙橋早紀，加藤洋介，荒瀬弘幸，山本美智子，庭木　宏

P-284
がん化学療法における制吐目的でのオランザピ
ン使用でせん妄を生じた 1例
東京都  稲城市立病院　薬剤部 1），稲城市立病院　外科 2）

○河村航平 1），鈴木千絵 1），中森吉美 1），一栁博美 1），平岩訓彦 2）

P-285
『乳がん高度催吐性化学療法による悪心・嘔吐に
化学療法開始前の睡眠障害が与える影響』
神奈川県  横浜労災病院　薬剤部 1），東邦大学薬学部　臨床

薬剤学研究室 2）

○京谷充崇 1），稲田佑亮 1），有山智博 2），山下敦志 1）

P-286
メトトレキサートの排泄遅延と有害事象に及ぼ
す危険因子の解析
神奈川県 済生会横浜市南部病院 薬剤部
○木原星衣，田辺真里，加藤一郎
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P-287
薬剤師が橋渡し役となったエンホルズマブベド
チンによる高血糖の一例
埼玉県  川口市立医療センター　薬剤部 1），同　糖尿病内

分泌内科 2），同　泌尿器科 3）

○山野邉裕子 1），野辺奈々子 1），大嶋勇貴 1），田村賢士 1），
宿谷結希 2），金子智一 1），一ノ瀬岳人 3）

P-288
重量監査システムを用いた抗がん剤調製に必要
な医薬品情報の開示状況に関する実態調査
千葉県  医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部 1），医療

法人鉄蕉会　医療管理本部　薬剤管理部 2）

○與儀早和子 1），小倉宏之 1），安室　修 1），舟越亮寛 1,2）

P-289
ホームポンプ®の残量調査および調製法の検討
茨城県  水戸済生会総合病院　薬剤部 1），水戸済生会総合

病院　看護部 2）

○中村隆二 1），飯村勝成 1），安藤里紗 1），大内純子 2），
鈴木和子 2），藤枝裕郎 1）

P-290
当院における質の高い外来がん化学療法への取
り組み～薬剤師と栄養士の連携を通して～
新潟県  新潟県厚生連上越総合病院　薬剤部 1），新潟県厚

生連上越総合病院　栄養科 2），あがの市民病院　
薬剤部 3）

○樋口理恵 1），村上幸恵 1），山本　剛 1），高橋洋平 2），桑原玄樹 3）

P-291
外来担当薬剤師による外来がん化学療法室への
介入追報告�～処方支援採択率における薬剤師経
験年数の影響～
千葉県 行徳総合病院
○津留未来，村本優樹，中野悠馬，品田似奈，加藤水月，

関口朝美，原田　恵，百武綾香，大野　豊

P-292
当院薬剤部による継続的な抗がん薬曝露調査お
よび対策の結果と考察
栃木県 栃木県立がんセンター
○川島祐里佳

P-293
アルブミン懸濁型パクリタキセルの出荷調整に
対する取り組み
山梨県 山梨県立中央病院
○野沢真智子，佐久間大樹，金　永進，若月淳一郎，松本香織，

小林義文

P-294
ブリグチニブ投与開始後に血糖上昇をきたした
一例
埼玉県  川口市立医療センター　薬剤部 1），同　糖尿病内

分泌内科 2），同　呼吸器内科 3）

○塚本由佳 1），山野邉裕子 1），川端康太 1），田村賢士 1），
金子智一 1），大澤正享 2），赤沼浩明 1），羽田憲彦 3）

P-295
抗がん剤調製におけるアイソレータ―および安
全キャビネット使用時の曝露量調査
神奈川県  公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療セン

ター
○橋爪　瞳，近藤潤一，津野丈彦，小杉三弥子，佐橋幸子

P-296
免疫チェックポイント阻害薬投与患者に対する
検査実施率向上に関する多職種チームでの取り
組み
長野県  国立病院機構まつもと医療センター薬剤部 1），国

立病院機構まつもと医療センター血液内科 2），国
立病院機構まつもと医療センター看護部 3）

○岩本大紀 1），平林幸生 2），宮嶋純子 3），石曽根好雅 1）

P-297
当院血液内科における発熱性好中球減少症（FN）
に対する感染予防薬の適正使用に向けた病棟薬
剤師の取り組み
埼玉県 深谷赤十字病院  薬剤部
○豊田倫之，倉持智樹，松谷直樹，須賀宏之，内田隆通

P-298
外来化学療法患者への指導体制の変更とその影
響について
神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院　薬剤科
○剣持侑希，岡本祐二，岡安弘樹，山縣　彩，中路伊代，

藤田佳奈，横山　直，江川裕之，矢野　忠

P-299
外来がん化学療法における連携充実加算の取り
組みとトレーシングレポートの活用について
東京都 TMG あさか医療センター
○榎本翔太，吉田佳織，塩川満弓，奈良部修弘，小林重光

P-300
注射用抗がん剤調製手順のピットホールとその
対応策
東京都  帝京平成大学薬学部薬学科 1），横浜労災病院薬剤

部 2）

○柳澤友希 1），黒須智博 2），清野敏一 1），伊佐間和郎 1），
山下敦志 2）

P-301
免疫チェックポイント阻害薬による重症筋無力
症に対応した症例経験
栃木県  国際医療福祉大学病院薬剤部　1），国際医療福祉

大学薬学部 2）

○橋本　竜 1,2），梅田鈴香 1），藤本泰輔 1），永岡大輝 1），
佐藤淳也 1,2）
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P-302
がん化学療法におけるG-CSF の投与タイミング
に関する多施設共同研究 (第 7報 )
～前立腺癌の化学療法～
茨城県  筑波メディカルセンター病院 1），茨城県立中央病

院 2），水戸医療センター 3），筑波大学附属病院 4），
ひたちなか総合病院 5），茨城西南医療センター病
院 6）

○泉　玲子 1），若菜　恵 1），大神正宏 2），小島友恵 2），
小島卓也 3），渡邊雅明 4），平井利幸 5），小山田聡 6），
鈴木美加 2），岡野知子 1）

P-303
パニツムマブ投与による皮膚障害に対するミノサ
イクリンの内服中止後に皮膚障害が出現した1例
東京都 IMS（イムス）グループ高島平中央総合病院
○吉本梨佳子，中村圭吾，難波傑司

P-304
がん化学療法におけるG-CSF の投与タイミング
に関する多施設共同研究 (第 6報 )�
～小細胞肺癌の化学療法～
茨城県  茨城西南医療センター病院 1），茨城県立中央病

院 2），筑波大学附属病院 3），筑波メディカルセン
ター病院 4），ひたちなか総合病院 5），水戸医療セ
ンター病院 6）

○久松直樹 1），小山田聡 1），大神正宏 2），小島友恵 2），
渡邊雅明 3），泉　玲子 4），平井利幸 5），小島卓也 6），
鈴木美加 2），原信田努 1）

P-305
外来がん化学療法における薬薬連携�～保険薬局
と連携して副作用モニタリングを行った2症例～
東京都 獨協医科大学埼玉医療センター
○渡邉梨紗，酒井鉄平，相川晴彦，上野正夫

P-306
発熱性好中球減少症の発症率に応じたペグフィ
ルグラスチムの適正使用状況の検討
千葉県 国際医療福祉大学成田病院薬剤部
○白神　霞，阪本さくら，篠﨑浩司

P-307
ゲムシタビン＋ S-1 療法におけるスケジュール
変更症例の実態調査
東京都 日本医科大学多摩永山病院
○佐久間美岐，吉田真人，近藤匡慶，菅谷量俊，髙瀬久光

P-308
新型コロナウイルス禍における大腸がん術後補
助化学療法の治療強度調査
神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
○田隝博樹，山田裕之

P-309
当院患者におけるリツキシマブ投与後の遅発性
好中球減少症の発現の調査及び影響因子につい
ての検討
東京都  横浜総合病院薬剤部 1），横浜薬科大学実務実習セ

ンター 2）

○井上純樹 1），高田啓介 1），南雲史雄 1），領家朋美 1），
森　響子 1），佐村　優 1），渋谷昌彦 2），谷川浩司 1）

P-310
感染制御認定薬剤師の活動・提案が非感染症の診
断の手助けとなった一例
埼玉県 社会医療法人壮幸会 行田総合病院
○宇野啓一

P-311
当院の抗菌薬適正使用の取り組みと今後の課題�
～薬剤耐性対策アクションプラン成果指標から
分かったこと～
神奈川県 特定医療法人社団若林会 湘南中央病院 薬局
○西塚康太，大久保満

P-312
特定抗菌薬使用日数の適正化に向けて病棟薬剤
師と連携した介入方法の検討
千葉県  社会福祉法人 仁生社 江戸川病院　薬剤科 1），社

会福祉法人 仁生社 江戸川病院　感染制御部 2）

○赤川善彦 1,2），相羽祐太朗 1），石川　梓 1），大野由香 1），
依田成美 1），今井綾乃 1）

P-313
脳室ドレナージ施行中にゲンタマイシン高度耐
性の腸球菌による細菌性髄膜炎を発症した一例。
千葉県 新東京病院
○須藤雄太，松永　真

P-314
地域包括ケア病棟における抗菌薬使用状況の解析
神奈川県 平成横浜病院
○吉川雅志，佐川信子，月江瑛莉子

P-315
スルファメトキサゾール・トリメトプリムによる
電解質異常に対して、薬剤師が薬学的に介入した
事例
神奈川県  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　薬剤部 1），

横浜市立大学附属血液免疫感染症内科 / 感染制御
部 2），横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　整形
外科 3）

○村井　遥 1），原　弘士 1），加藤英明 2），関屋辰洋 3），
澤村公志 1），山本郁生 1）

P-316
クリニカルパス変更による経口抗菌薬使用量へ
の影響調査
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター
○熊倉悠人，立石直人，長谷部忠史
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P-317
当院における薬剤耐性（AMR）アクションプラ
ン施策下での�外来内服抗菌薬の使用実態調査
神奈川県  済生会横浜市南部病院薬剤部
○木下奈津子，松本勝城，青木旦未，鹿島弥生，長澤彩華，

深沢貴志，加藤一郎

P-318
COVID-19 専門病棟におけるプロトコルに基づ
く薬物治療管理導入による医師の業務負担軽減
に関する検討
埼玉県  地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循

環器・呼吸器病センター 薬剤部 1），看護部 2），呼
吸器内科 3）

○仙波秀彦 1），塩澤亮太 1），杉田英章 1），栁田絢子 1），
原　幸稔 1），鈴木健太 1），松本大吾 1），高橋公子 2），
鍵山奈保 3），三宮　忠 1）

P-319
抗結核薬内服により、Stevens-Johnson�Syndrome
を引き起こした症例
神奈川県 JR 東京総合病院
○羽田野翔太，河田友規恵，髙部江理奈，工藤陽一，

加藤良治

P-320
中規模病院におけるAST 薬剤師と病棟薬剤師主
導による全静注抗菌薬適正使用支援の評価
埼玉県 小川赤十字病院薬剤部
○奥田拓也，加茂下淳子，秋吉佳代子，田畑真一，横井大樹，

大島千佳，栗島早月，南平貴子，中島麻有，新井成俊

P-321
ソトロビマブの使用実態と有効性の検討
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○山口莉穂，生田和之，田辺真里，加藤一郎

P-322
高島平中央総合病院における ICTの活動報告
東京都 IMS〈イムス〉グループ高島平中央総合病院
○細川春奈，橋本泉希，恩田　武，齋藤杏奈，綿森晶子，

難波傑司

P-323
広域抗菌薬開始時の血液培養採取遵守率を用い
た抗菌薬適正使用に対する取り組みと評価
東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院
○秋本純矢，鈴木祥江，渡邉あゆみ，奥津利晃，島崎博士，

平島　徹

P-324
当院におけるメロペネム適正使用状況について
腎機能と血液培養結果からの考察
長野県 諏訪赤十字病院
○土田かおり，三沢あずさ，唐澤　綾，田中　文，登内盛治

P-325
～セファレキシンおよびアモキシシリン／クラ
ブラン酸の追加採用が�経口抗菌薬の選択に与え
る影響～
千葉県 聖隷佐倉市民病院薬剤科
○須川悠花，平野公基，鈴木　諒，高山陽太，戸巻祥枝，

原田萌衣，富田歩子

P-326
COVID-19 患者に対するレムデシビル投与後の
腎機能推移の調査
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○田辺真里，小林奈緒，奥村梨央，加藤一郎

P-327
中小規模病院単施設における薬剤師主導による
広域抗菌薬長期使用抑制への介入評価
長野県  佐久立国保浅間総合病院　薬剤科 1），佐久立国保

浅間総合病院　抗菌薬適正使用支援チーム 2）

○畠山浩明 1,2），関口裕基 1），市川輝幸 1），小林　訓 2），
須田美穂 2），今福裕司 2）

P-328
ピペラシリン /タゾバクタムによる低カリウム血
症発現と体液貯留の関係についての検討
神奈川県 AMG 金沢文庫病院 薬剤科
○加藤誠一朗，小川大輔，黒金悦子，氣賀澤郁，根本将徳，

濱野圭子，山下創平，江藤彩奈，林　優圭

P-329
外来における急性咽頭炎患者に対する経口抗菌
薬処方実態調査と経口抗菌薬適正使用に向けた
取り組み
長野県 北信総合病院
○栗林優太，久保田健，宮澤衣鶴，小池恵理，岡澤香津子

P-330
海外拠点HIV 陽性患者のレジメン選択に介入し
た 1例
千葉県  IMS( イムス ) グループ新松戸中央総合病院　薬剤

部 1），IMS( イムス ) グループ新松戸中央総合病院　
内科 2），IMS( イムス ) グループ新松戸中央総合病
院　看護部 3）

○叶内　至 1），高嶋英樹 2），今井三枝子 3），栁田義一 1）

P-331
第一世代セフェム系抗菌薬採用前後における経
口抗菌薬処方件数推移についての調査
東京都  西東京中央総合病院 1），新座志木中央総合病院 2）

○倉田　舞 1），宮里裕子 1），中新田朋未 1），吉岡克幸 2）

P-332
一般感染症に対する ST合剤投与による副作用発
現と転帰に関する研究
埼玉県 AMG 東川口病院
○上原良太，葛西雄斗



－63－

P-333
コロナ禍における当院のインフルエンザウイル
ス感染症の実態調査
～本当に患者はいなかったのか？～
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○川勝　優，松本勝城，長澤彩華，深沢貴志，藤巻智則，

加藤一郎

P-334
当院におけるAUCを指標としたバンコマイシン
TDMの確立に向けた取り組みとその評価
埼玉県  AMG 上尾中央総合病院　薬剤部
○赤池沙織，小林理栄，諸橋賢人，土屋裕伴，新井　亘

P-335
COVID-19 治療薬ニルマトレルビル・リトナ
ビルの院内調剤フローチャートと服薬フォロー
アップ体制の構築
長野県 諏訪赤十字病院
○横山征史，前澤優圭，百瀬貴史，江口彩香，三沢あずさ，

田中　文，小口正義

P-336
薬剤耐性を考慮した抗菌薬適正使用支援チーム
（AST）の取り組み
千葉県 IMS グループ 三愛会総合病院
○今井雅之，篠原佳純，福山彩花，黒瀬祐亮，渡邉凌平，

石﨑　均

P-337
当院におけるセフトリアキソンの使用動向調査
と今後の課題
神奈川県  JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院　医療技術部　

薬局
○遠藤さゆり，千葉位子，平松健人，望月丈裕，大庭理寛，

深澤　努，庭木　宏

P-338
認知症専門病院における新型コロナウイルス感
染拡大要因の検討
神奈川県 かわさき記念病院
○田村英樹，青山康恵，竹内勝人，佐藤三奈子，倉橋奈弓，

芥川博史

P-339
新型コロナウイルス感染症病棟における薬剤師
による看護師支援業務の有用性の検討
神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院薬剤科
○藤田佳奈，岡本祐二，岡安弘樹，山縣　彩，江川裕之，

矢野　忠

P-340
レムデシビル投与により発症した上部消化器症
状における胃酸分泌抑制薬の使用実態調査
山梨県  峡南医療センター企業団 富士川病院　薬剤科 1），

峡南医療センター企業団 富士川病院　感染対策
室 2）

○石川綾子 1），廣田直美 2），阿部佳奈 1），中込　駿 1），
内田治代 1），山本和久 1），一瀬明信 1）

P-341
千葉西総合病院における外来モルヌピラビル処
方患者に対する妊娠リスク最小化プログラムの
実践
千葉県 千葉西総合病院
○池澤直樹，谷古宇修平，小川直紀，大野　悠，佐藤　渚，

鳥越麻祐，稲見達也，遊佐　茜，出雲貴文，小茂田昌代

P-342
SRAS-CoV-2 感染症の透析患者及び腎移植患者
に対してのソトロビマブの安全性調査
群馬県 医療法人社団日高会 日高病院
○橋本匡弘，萩原健弘，茨田一成，茂木淳之介

P-343
当院におけるAUDとアンチバイオグラムを活用
した抗菌薬適正使用の推進
神奈川県 国立病院機構 箱根病院
○谷元美咲，治田弘子，熊野寿代，木村俊紀，廣井明夫，

阿部達哉，今井富裕

P-344
間質性肺疾患の治療における ST合剤の投与量別
のニューモシスチス肺炎予防効果と副作用の調査
長野県 諏訪赤十字病院
○百瀬貴史，横山征史，柏原佑香，江口彩香，前澤優圭，

登内盛治

P-345
レムデシビルを使用した症例の適正日数調査
埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター
○田代絢香

P-346
VCM投与期間中のトラフガイドと血中濃度曲線
下面積ガイドによる有効域達成率と安全性の違
いについての調査
神奈川県 藤沢湘南台病院
○下田未央，山﨑有子，角田茉穂，大沼弘和，佐藤春香，

遠藤　篤
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P-347
外来のAMR対策に向けた経口抗菌薬の使用状況
の調査
千葉県  AMG 船橋総合病院　薬剤科 1），AMG 船橋総合

病院　AST、ICT2）

○大貫敏明 1,2），小関崇文 1,2），浅見亜紀子 1,2），日向早苗 2），
足立智子 2），大場雄一 2），山倉昌之 2），廣田　直 2），
杉浦健一 1），横山翔一 1）

P-348
抗菌薬 TDM臨床実践ガイドラインに基づくテイ
コプラニンのAST介入の評価
東京都  明理会中央総合病院　薬剤部 1），明理会中央総合

病院　看護部 2）

○山田拓実 1），栗島　彬 1），加賀谷翔平 1），竪山純子 2），
廣澤達哉 1）

P-349
産婦人科周術期のβ - ラクタム系抗菌薬アレル
ギー患者に対するホスホマイシン投与症例とそ
の経過
神奈川県 済生会横浜市南部病院
○鹿島弥生，木原星衣，奥村梨央，青木旦未，小林奈緒，

海野明子，長澤彩華，松本勝城，加藤一郎

P-350
当院におけるバンコマイシン（VCM）の AUC�
guided�dosing の妥当性に関する検討
神奈川県 医療法人社団緑成会横浜総合病院
○南雲史雄，佐村　優，倉田武徳，廣瀬直樹，高田啓介，

石井淳一，内田仁樹，井上純樹

P-351
医薬品の出荷調整等を考慮し気分安定薬につい
て処方変更となった 4例
栃木県 医療法人 至誠会 滝澤病院
○淺野英里子

P-352
クロザピン錠による流涎過多に対しアトロピン
硫酸塩水和物点眼液 1%が有効であった 1例
栃木県  自治医科大学附属病院　薬剤部 1），同　精神科 2），

自治医科大学　医学部　薬理学講座臨床薬理学部
門 3）

○西野貴仁 1），荒川昌史 1），稲川優多 2），志賀順一 2），
安田　学 2），星ひかる 1），中村陽子 1），藤村昭太 1），
今井　靖 1,3）

P-353
当院における統合失調症に対する持効性抗精神
病剤の処方実態調査
千葉県  医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部 1），医療法

人鉄蕉会 医療管理本部 薬剤管理部 2）

○武藤将輝 1），渡部和幸 1），舟越亮寛 1,2）

P-354
精神科慢性期病棟における遅発性ジスキネジア
の実態調査
東京都 医療法人永寿会 恩方病院 薬剤科 1），医療法人永
寿会 恩方病院 精神科 2）

○小山健斗 1），岩澤恭介 1），堤祐一郎 2）

P-355
精神科における薬剤総合評価調整加算および薬
剤調整加算の算定対象薬剤について
新潟県 国立病院機構さいがた医療センター薬剤科
○苗田洋生，山口貴史，浅見友美子，小金澤佑太，山田昌彦

P-356
バルプロ酸ナトリウム内服患者における経腸栄
養剤の使用実態調査
神奈川県  鶴川サナトリウム病院 1），昭和薬科大学　薬学部 2）

○風間沙織 1），樋口愛理 1），平松香菜 1），廣實慎吾 1），高木彰紀 2）

P-357
鶴川サナトリウム病院における抗認知症薬使用
による BPSD発現頻度の実態調査
東京都 鶴川サナトリウム病院 1），昭和薬科大学　薬学部 2）

○田島裕美 1），平松香菜 1），樋口愛理 1），廣實慎吾 1），高木彰紀 2）

P-358
ベンゾジアゼピン受容体作動薬の中止・変更が入
院中の転倒転落に与える影響
長野県 諏訪赤十字病院　薬剤部
○湯澤桃圭，三沢あずさ，赤坂知香，登内盛治

P-359
治療抵抗性統合失調症治療薬クロザピン服用患
者の唾液分泌量の経時的測定
神奈川県 医療法人徳洲会　日野病院　薬剤部
○飛田俊介，山腰真樹子，水本　唯

P-360
COVID-19 感染妊婦の母乳育児支援に関わった
1例
兵庫県 加古川中央市民病院
○田中優希，赤坂寛子，西川かおり，森田萌子，西川須美子

P-361
極低出生体重児における出生前母体ステロイド
投与と新生児呼吸窮迫症候群に関する検討
栃木県  那須赤十字病院　薬剤部 1），那須赤十字病院　小

児科 2），那須赤十字病院　産婦人科 3）

○柿沼博子 1），青木正子 1），内藤裕之 1），佐藤　学 1），
中丸　朗 1），石井純平 2），白石　悟 3）
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P-362
当院におけるCOVID-19 罹患妊婦に対する抗体
カクテル療法の実施状況報告
東京都  愛育病院　薬剤科 1），愛育病院　健診部　内科 2），

愛育病院　産婦人科 3）

○出井麻理 1），伏見友里 1），小尾正人 1），坂井理映子 2），
竹田善治 3）

P-363
薬の相談外来で経験した外国人妊婦の 1例
東京都 立川相互病院
○鹿目小百合，田原裕尚

P-364
妊娠中にレンボレキサントを服用し分娩した 2
症例
茨城県  茨城県立中央病院　薬剤局　薬剤科 1），茨城県立

中央病院　産婦人科 2），茨城県立中央病院　精神
科 3），茨城県立中央病院　小児科 4）

○青山一紀 1），安部加奈子 2），佐藤晋爾 3），齋藤　誠 4），
鈴木美加 1）

P-365
日米の医療用医薬品添付文書における妊婦・授乳
婦項の記載要領調査 (第 2報 )
神奈川県  横浜市立大学附属病院　薬剤部 1），横浜市立大学

附属病院　遺伝子診療科 2），横浜市立大学附属病
院　小児科 3）

○成田由紀 1），関　雅子 1,2），川邉　桂 1,2），稲田千秋 2），
栗城紘子 2），浜之上はるか 2），小池博文 1），伊藤秀一 2,3），
佐橋幸子 1）

P-366
精神科常勤医師不在の病院における精神疾患合
併妊婦の授乳状況調査
長野県  佐久市立国保浅間総合病院　薬剤科 1），看護部 2），

産婦人科 3）

○清水ゆかり 1），篠原かほり 2），青木敬宏 3）

P-367
てんかん合併女性の不安に寄り添った授乳支援
群馬県 利根中央病院　薬剤部
○都築はる奈，大竹美恵子

P-368
レベチラセタムおよびラモトリギン内服中の患
者で出産直後にてんかん発作を起こした 1例
東京都 東京医科歯科大学病院
○小堀典子，石渡泰芳，永田将司，高橋弘充

P-369
当院における妊婦お薬相談の取り組み
神奈川県  一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院薬剤部
○槌屋佳子，秋山香織，春木弥生，伊藤智一，草野淳一，

上村忠聖，林　誠一

P-370
子宮頸管熟化剤「プロウペス®腟用剤 10㎎」の
運用構築
埼玉県  埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部 1），埼玉医

科大学総合医療センター 総合周産期母子医療セ
ンター 2）

○髙橋侑伽 1），長沢千紘 1），小澤明香 1），長谷川まゆみ 1），
成田達哉 2），江良澄子 2），菊池昭彦 2），近藤正巳 1）

P-371
地域周産期母子医療センターにおける妊婦・授乳
婦薬物療法支援体制の構築
埼玉県 国立病院機構埼玉病院
○油布朋子，山岸美奈子

P-372
向精神薬が cabergoline による乳汁分泌の抑制
に与える影響
埼玉県 埼玉医科大学病院　薬剤部
○兒嶋眞子，磨田真理子，小林瑞希，金子真依，石川　章，

水村亮介，須貝昌平，永野浩之，眞壁秀樹

P-373
当院における処方提案介入状況
茨城県  茨城リハビリテーション病院　薬剤科 1），同　リ

ハビリテーション部 2）

○向後由希恵 1），岡田友里子 1），上野かおり 1），金子理英 1），
小松本太志 1），丸山真範 2）

P-374
当院における医療従事者を対象にした新型コロ
ナウイルスワクチン３回目接種後の副反応調査
東京都  帝京大学医学部附属病院　薬剤部 1），帝京大学　

薬学部 2）

○原井耕平 1），吉川　洋 1），谷　一実 2），光永義治 1），
渡部多真紀 1,2），土屋雅勇 1），安野伸浩 1,2）

P-375
周術期医療における薬剤部の取り組み
神奈川県 太田総合病院
○尾鳥百代，小松明日香

P-376
電話診療とオンライン診療に伴うお薬配送サー
ビス利用に関する後ろ向き実態調査
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院
○江口敦子，道岡永花，隅田梨南，畦地拓哉，西郷織江，

岡田美香，佐藤邦義

P-377
病気に対するスティグマとアドボカシー活動に
関する調査
神奈川県 医療法人興生会　相模台病院　薬剤部
○朝比奈慶，相澤政明
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P-378
心不全患者における利尿薬と栄養評価指標に関
する後方視的検討
神奈川県 済生会神奈川県病院
○滝島　洋，金田光正

P-379
院外処方箋の疑義照会簡素化プロトコールの導
入と疑義照会の件数の推移
群馬県 群馬県済生会前橋病院
○酒井茉有，松浦雅人，吉田仁志


