
◇◆◇ 宮城薬剤師学術フォーラム 2017 プログラム ◇◆◇ 
 

日 時：平成29年11月26日（日） 9：30 ～ 16：00   場 所：東北医科薬科大学 70周年記念講堂 
 司会 金田早苗 

9：25 開 会 挨 拶 学術大会実行委員長  小野俊一 
大 会 長 挨 拶 宮城県薬剤師会会長  佐々木孝雄 

 

口 頭 発 表 
◆ 9：30 ～ 10：15 座長 藤田浩毅 
（１） 『参加型実務実習の取り組み』 

1) つばさ薬局多賀城店  2) つばさ薬局泉店 〇倉嶌薫 1), 松浦邦明 1), 清藤広史 2), 大友貴幸 1), 佐々木菜穂 1) 

 

（２） 『小児科におけるかかりつけ薬剤師の取組み』 

ひかり薬局宮城野 〇近藤恵美, 須藤真実, 津谷真記子, 竹田詩織, 三浦友希恵, 寺嶋史夫 
 

（３） 『絶滅の恐れのある薬用植物の保全活動―サジオモダカとムラサキについて―』 
1) NPO法人薬用植物普及協会みやぎ 2)日本薬用植物友の会 3)宮城県保健福祉部薬務課 

〇草野源次郎 1) 2), 我妻邦雄 1) 2), 浅野健 1), 早坂英記 2), 大場慶司 2) 

 

（４） 『シックデイルールの理解の現状と課題』 
1) つばさ薬局古川店 2) 古川民主病院 

〇佐々木大助 1), 阿部理一郎 1), 齋藤紀子 1), 後藤陽子 1), 千田朋美 1), 二宮彩乃 1), 田中恵美 2), 進藤淳子 2) 

 

◆ 10：15 ～ 11：00 座長 千葉美和 
（５） 『当社における地域住民への健康イベントの取り組み』 

1) (株)オオノ薬局業務部 2) ひかり薬局福室 〇松浦綾子 1), 八巻誠 2), 森村順子 1), 小瀬川ユリカ 1), 尾形みなみ 1) 
 

（６） 『「がん検診に行こう！」プロジェクトからみるこれからの薬局の在り方』 
1)クオール薬局たかさご駅前店・クオール株式会社ｱｶﾃﾞﾐｰ教育研修部 2)クオール株式会社東北第三事業部 
3)クオール薬局桧町店 4)クオール薬局気仙沼坂の下店 5)クオール薬局名取店 6)北海道東北薬局事業本部 

〇猪股宣明 3), 大向香織 1), 春日伸之 6), 木村加奈子 2), 森澤美穂 2), 前田恭輔 2), 上野雄大 4), 山田久美子 5) 
 

（７） 『在宅医療において薬剤師が行うフィジカルアセスメント』 
1)クオール薬局とやの店, 2)クオール株式会社ｱｶﾃﾞﾐｰ・教育研修部 〇加藤淳子 1), 大向香織 2), 沖山英恵 2) 
 

（８） 『外来がん治療患者への切れ目のない服薬支援を目指して－かかりつけ薬剤師としての取り組み－』 

つばさ薬局多賀城店 〇菊地奈保子, 松浦邦明 
 

◆ 11：00 ～ 11：45 座長 小笠原正則 

（９） 『当院における吸入薬使用に関する理解度調査』 

仙台赤十字病院薬剤部 〇小林拓未, 佐々木茂文, 堤栄二, 鈴木伸男 
 

（10） 『薬剤師によるアレルギー歴聴取がもたらす医薬品安全使用への取り組み』 

宮城県立がんセンター薬剤部 〇岩部翠, 土屋雅美, 猪岡京子, 髙村千津子 
 

（11） 『LC/ESI-MS/MSを用いた迅速スクリーニングシステムにより三環系抗うつ薬が検出できた薬毒物中毒患者の 1例』 
1) 東北大学病院薬剤部, 2) 東北大学病院高度救命救急センター 

〇野田あおい 1), 前川正充 1), 菊地正史 1), 髙﨑新也 1), 田中雅樹 1), 矢内一成 1), 池端泰奈 1), 鈴木博也 1), 木皿重樹 1), 

野村亮介 2), 久志本成樹 2), 山口浩明 1), 眞野成康 1) 

 

（12） 『宮城県の病院薬剤師におけるファーマコビジランスに関する認識』 
1)東北大学病院薬剤部,  2)東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学教室 

○小原拓 1), 山口浩明 1), 小林智徳 1), 吉田真貴子 1), 赤坂和俊 1), 松浦正樹 1), 佐藤真由美 1), 村井ユリ子 1)2), 眞野成康 1) 

 

◆ 12：00 ～ 13：00 

 ランチョンセミナー                       座長  宮城県薬剤師会副会長  富永敦子 
  『向精神薬の適正使用』 

講師：東邦大学薬学部 医療薬学教育センター 臨床薬学研究室 教授 吉尾 隆 先生 
 

共催  大塚製薬株式会社 

 
ポスター発表  
◆ 13：00 ～ 13：40 
（１） 『受講者の関心事（第 67,69回学術研修会アンケートより）』  

（一社）宮城県薬剤師会 生涯学習委員会タスクチーム 〇栁葉美久, 青木良悦, 小野俊一, 金田早苗, 高橋弘幸, 青木瑛里  
 

（２） 『平成２８年度医薬品計画的試験検査実施結果について』 
1)(一社)宮城県薬剤師会医薬品試験センター 2)同 前医薬品試験センター3)同 医薬品試験委員会 4)同 前年度医薬品試験委員会 

〇塩野まどか 1)3)4), 加茂雅行 3)4), 瀬戸裕一 3), 星野和行 1) , 金田早苗 3)4), 高橋文章 3)4), 千田利彦 3)4), 小笠原正則 3)4), 

我妻恭行 3), 我妻邦雄 3)4), 牛澤啓至 3)4), 高田秀之 3)4), 関谷宗英 3)4), 廣重憲生 2), 青木良悦 4) 



（３） 『実務実習における学生の指定白衣に関するアンケート結果』 

東北医科薬科大学薬学部 薬剤学教室 ○工藤香澄, 我妻恭行, 林貴史, 佐藤祥子, 及川敦子, 鈴木常義 
 

（４） 『患者が求める「かかりつけ薬局」と「薬剤師の意識」についての調査』 

(株)医療経営研究所 ○富永敦子, 山内一也, 森山幸彦 
 

（５） 『高齢者医療施設における薬剤師の視点－病院薬剤師が係る居宅療養管理指導の重要性－』 
1)医療法人岩切病院薬剤部 2)同 循環器内科 3)東北医科薬科大学薬学部 〇小川義敬 1), 飯田優太郎 1), 相馬真志 1), 

中村悦子 1), 佐々木貴寛 1), 伊藤香織 1), 鈴木美恵 1), 鈴木美千代 1), 小川巴瑠奈 1)3) , 中嶋俊之 2) 
 

（６） 『インスリン投薬プロセスに関する FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）分析』 

東北医科薬科大学薬学部 薬剤学教室 〇栗田真衣, 我妻恭行, 工藤香澄, 鈴木常義 
 

（７） 『医薬品副作用データベース JADERを用いた脂質異常症治療薬使用に伴う横紋筋融解症の発現状況解析』 

東北医科薬科大学薬学部 薬剤学教室 〇猪股永法, 工藤香澄, 我妻恭行, 鈴木常義 
 

（８） 『当院における妊娠と薬外来の取り組み』 
1) 東北大学病院 薬剤部,2) 同 看護部, 3) 同 周産母子センター 〇小原拓 1), 八島一史 1), 千葉和美 2), 松崎芙実子 1), 

鈴木智尋 1), 白木美香 1), 小山美菜 1), 細野萌子 1), 鈴木文子 1), 西郡秀和 3), 眞野成康 1) 
 

（９） 『病棟薬剤師の授乳プランシートへの関わり』 
1) 東北大学病院 薬剤部, 2) 同 看護部, 3) 同 小児科, 4) 同 周産母子センター ○松崎芙実子 1), 鈴木智尋 1), 白木美香 1), 

小山美菜 1), 細野萌子 1), 八島一史 1), 鈴木文子 1), 千葉和美 2), 佐藤信一 3), 西郡秀和 4), 小原拓 1), 眞野成康 1) 
 

（10） 『NICU・GCUにおける薬剤師業務の評価』 
1) 東北大学病院 薬剤部, 2) 同 看護部, 3) 同 小児科 ○鈴木智尋 1), 松崎芙実子 1), 白木美香 1), 細野萌子 1), 小山美菜 1),  

鈴木文子 1), 鈴木博也 1), 千田真理巴 2), 戸澤和恵 2),佐藤信一 3), 佐藤真由美 1), 赤坂和俊 1), 大平貴子 2), 埴田卓志 3),  

小原拓 1), 眞野成康 1) 

 
口 頭 発 表 
◆ 13：45 ～ 14：30 座長 宮城昭一 

（13） 『仙台市立病院における薬剤師の母乳育児支援への関わり─院内育児サークルでの活動報告─』 
1) 仙台市立病院薬剤科, 2) 仙台市立病院看護部, 3) 仙台市立病院産婦人科 

○畠山綾子 1), 今泉綾子 1), 田上晶子 2), 梅原あゆみ 2), 大槻健郎 3), 小笠原正則 1) 
 

（14） 『認知症ケアチームと病棟薬剤師連携による BPSD悪化防止対策』 
1) 医療法人岩切病院 薬剤部, 2) 同 メディカル IT管理部, 3)同 看護部, 4)同 循環器内科 

○佐々木貴寛 1), 伊藤香織 1), 相馬真志 1) 2), 中村悦子 1), 飯田優太郎 1) 2), 熊谷英樹 3), 小川義敬 1), 中嶋俊之 4) 
 

（15） 『退院時指導書に対する保険薬局薬剤師へのアンケート調査』 
1)石巻赤十字病院 薬剤部 2)石巻薬剤師会 

○阿部浩幸 1) 2), 古木俊也 1), 山崎直希 1), 鈴木雄太 1), 追木正人 1), 目﨑香苗 1), 西和哉 1), 澁谷和彦 2), 佐賀利英 1) 2) 
 

（16） 『医薬品情報の薬薬連携を指向した病院並びに薬局対象のアンケート調査と研修会開催の成果』 
1)(公財)仙台市医療センター仙台オープン病院薬剤部, 2) 東北医科薬科大学病院 薬剤部, 3) 同 臨床研究支援センター, 
4) 東北医科薬科大学薬学部 臨床薬剤学教室, 5) 同 病院薬剤学教室, 6)(一財)広南会広南病院薬剤部, 7) 東北大学病院薬剤部 

○橋本貴尚 1), 菊池大輔 2), 新沼佑美 6), 小原拓 7), 村井ユリ子 4), 畑中貞雄 3), 栃窪克行 1), 渡辺善照 2) 5) 

 
◆ 14：35 ～ 16：00 

シンポジウム 

病棟で,在宅で,薬局で患者をみる薬剤師～体調変化をとらえる,“教科書的”でないリアルな視点～ 

【基調講演】 14：35～15：05 座長  宮城県薬剤師会  理事 青木良悦 

「“患者をみる力”～トリアージ, バイタルサイン, フィジカルアセスメント…, でもその前に～」 

津田沼中央総合病院 内科医長/城西国際大学薬学部 客員教授 佐仲 雅樹 先生 

【パネルディスカッション】 15：05～16：00     コーディネーター 佐仲 雅樹 先生 

パ ネ リ ス ト 光ヶ丘スペルマン病院 薬局 遠藤 武弘 先生  「高齢者における安全な薬物療法への取り組み」 

 南郷調剤薬局 武田 雄高 先生  「在宅で患者をみる薬剤師」 

 小牛田薬局駅前店 高橋 均 先生  「薬局で患者をみる薬剤師」 

 

◆ 書籍展示（丸善雄松堂株式会社） （７Ｆロビー） 

     
16：00 大会長賞表彰 宮城県薬剤師会会長  佐々木孝雄 

 閉 会 挨 拶 学術大会実行委員長  小野俊一 
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