
【北海道薬剤師会薬局部】 

Ａ－１  湿布剤の実際の使用状況と全身性の副作用についての調査 

○田中啓介，大野伴和，藤原舞子，小川美喜，松本健春 

まつもと薬局 

 

Ａ－２  地域医療連携－旭川赤十字病院地域連携電子カルテシステムを使用して－ 

○堀 仁，石坂みどり，高倉望美，赤間辰徳，池田奈那子 

旭薬ホクト薬局 

 

Ａ－３  外来結核 DOTSの調剤薬局としての関わりと今後の展望 

〇比屋定誠①，足達俊哉①，遠藤 喬①，大倉 康①，澤田 格②，上田 薫②，越後卓也②  

①株式会社アポス  ②市立室蘭総合病院 

  

Ａ－４  疑義照会調査を通して見えてきたもの 

○菅原 淳，飯田剛広，今井裕也，糠 睦子，松下秀美，藤田真弓，田村こずえ，宇野寿博， 

前山田章，向山一郎，加藤敏司，大倉 康 

株式会社アポス  

 

Ａ－５  これからの薬局薬剤師に求められる処方解析と病態推定能力 

○坂口智己，阿部真也，河野弘之、野村和彦，吉町昌子，後藤輝明 

ツルハ永山３条店 

 

Ａ－６  バーコードピッキングシステム導入による調剤ミス防止効果と日常業務への影響 

○大塚康史，小川弘子，川村昌志，阿部芹果，青木美帆，相山千晴，古西梨絵，笹岡悦子，本堂早希子 

㈱コムファ なの花薬局北 11条店  

 

Ａ－７  保険薬剤師の在宅緩和ケアにおける活動について 

○古谷篤子，斉藤綾佳，田村 昭，佐々木敬美，土井真喜，川添利幸，水野芳宏，井野千枝子 

㈱コムファ 在宅推進委員会 

 

Ａ－８  認知症共同生活介護(グループホーム:GH)における抗精神病薬の使用実態について 

○瘧師久貴，菅原友里，仁木美都子，相馬恵理子，堀川 瞳，間 菜緒子，渡辺雅代，大畑幸生， 

北村 太，木村隆夫 

クリオネ北１７条薬局 

 

Ａ－９  当薬局における特定福祉用具販売の取り組と相談事例について 

○大塚健太郎，横川千絵，高橋 舞 

株式会社コムファ なの花薬局小樽店 

 

Ａ－10  長期実務実習における学生のコミュニケーションについての検証 薬局薬剤師の立場から 

○北山 久乃 

㈱ナカジマ薬局  



Ａ－11  糖尿病療養指導の取り組み 

○八木真砂子，安達理恵，松野明香，和嶋孝明，渡邊 渉，柴野光信，河崎美峰，沼野達行， 

正時佐知恵，藤沢芳則 

旭薬みどりがおか薬局 

 

Ａ－12  調剤過誤防止バーコードピッキングシステム導入による安全性の評価 

○板本圭造，小林 格，榎本奈津子，大倉康 

株式会社アポス 

 

Ａ－13  後発品選択における情報提供のあり方について（点眼剤－①） 

○合田智幸，後藤勝博，梅本忠雄①，柴田迪子②，根布由紀子 

株式会社ほくやく  

 

 

【北海道病院薬剤師会】 

Ｂ－１  ｢けんだくボトル」を用いた簡易懸濁法の導入とアンケート調査 

○横山貴範，毛利留美，中出幸助，山田達生 

社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院 薬剤科 

 

Ｂ－２  簡易懸濁法の検証と改善 

○塚越建介，笹谷真夕，青柳由枝，谷口陽一 

聖ヶ丘病院 薬剤部 

 

Ｂ－３  町立中標津病院の持参薬管理業務における一考察 

○山田裕樹，堤 久徳，工藤浩介，多田萌菜美，幕田多喜子 

町立中標津病院薬局 

 

Ｂ－４  病棟薬剤業務に伴う持参薬管理について 

○坂本和央①，利根由里子①，山田恵美①，種田香奈①，加藤奈巳子①，岡野 翔①，速水章一①， 

大江利治② 

① 社会医療法人 禎心会病院 薬剤科 ②社会医療法人 禎心会法人本部 

 

Ｂ－５  院時に薬の持参を文書にて周知することによる薬持参率の変化の検証 

○渡邊清人，高柳昌宏，千田泰健 

釧路赤十字病院 薬剤部 

 

Ｂ－６  持参薬管理業務に対する薬剤師の仕事量調査  

○藤野陵二，鎌田恵子，羽藤左也香，竹田敏美，瀬川 満，佐々木利香，辻 康秀，佐藤英二 

日鋼記念病院 

 

 

 



Ｂ－７  DOTSにおける当院の取り組み 

○越後卓也①，寺田厚志①，加藤久晴①，上田 薫①，角 俊行②，多屋哲也②，澤田 格② 

①市立室蘭総合病院薬剤師 ②市立室蘭総合病院呼吸器内科医師 

 

Ｂ－８  院内 LANを利用した薬歴参照システムについて 

○安本 瞳①，瀧澤昌司①，山村千鶴①，池内 恵①，織田千晴①，今村倫子①，上坂博樹①， 

伊東敏雅①，荒井康伸②，原田智也② 

① 愛全会 愛全病院薬剤科 ②（株）TOSHO  

 

Ｂ－９  院における化学療法による HBV再活性化例について 

○佐々木佳子，地主隆文，渡辺祐子，吉嶋抄苗，鈴木直哉，徳村麻衣子，川原昇平，高橋 誠， 

青田忠博 

北海道消化器科病院 薬局 

 

Ｂ－10  当院薬局における抗がん剤調製業務の現状と今後の課題 

○山口顕司，市川正人，黒岩真都果，次田 綾，茂木香織 

釧路協立病院薬局 

 

Ｂ－11  注射薬調剤業務の現状調査―抗がん剤調製の取り組みを中心に ― 

○浅野尚①，佐藤秀紀②，清川真美③，田中正臣④，瀬戸恵介⑤，矢作秀人⑥，武田清孝⑦ 

①琴似ロイヤル病院薬局，②札幌南三条病院薬剤部，③北海道大学病院薬剤部， 

④札幌徳洲会病院薬剤部，⑤北海道がんセンター薬剤科，⑥手稲渓仁会病院薬剤部， 

⑦札幌東徳洲会病院薬剤部  

 

Ｂ－12  外来化学療法施行患者の倦怠感に対するデキサメタゾン錠の使用状況とその評価 

○渡辺祐子，地主隆文，佐々木佳子，吉嶋抄苗，鈴木直哉，徳村麻衣子，川原昇平， 

高橋 誠，青田忠博 

北海道消化器科病院 薬局 

 

Ｂ－13  当院における疑義照会内容の現状 

○田中順子，長崎淳彦 

釧路孝仁会記念病院薬剤科 

 

Ｂ－14  当院における糖尿病薬の安全対策の構築について 

〇簑島弓未子，紙谷章基久，中岡由貴，宮崎祐加，齊藤恵子，川口淑恵，多地貴則，田村研太郎， 

井上陽介，鈴木正樹，西村栄一，近藤智幸，下道一史，牧瀬英知，糸川貴之，橋本光生，白府敏弘， 

後藤吉延 

旭川赤十字病院 薬剤部 

 

Ｂ－15  薬剤相互作用によるオーダー入力制限の解除システムの有用性 

○山田純一，佐藤友啓，長澤浩，高橋強，平七重，結城祥充，後藤仁和，黒沼博史，岩井新治 

市立札幌病院 薬剤部 



Ｂ－16  当院での抗 MRSA薬適正使用のための TDM実施の向上に向けた取組み 

○尾﨑裕之，伊佐治麻里子，直江可奈子，前田直大，橋本哲郎，入山美知，松原浩司，下沢みづえ， 

小田貴実子，作田典夫，新岡正法 

市立小樽病院 薬局 

 

Ｂ－17  透析患者における塩酸バンコマイシンの適正投与に関する考察 

○小嶋希望，坪田晃司，宮本康史，上野英文 

砂川市立病院 

 

Ｂ－18  いずみ会北星病院における H２受容体拮抗薬適正使用調査 

○須賀秀行，佐々木和代 

医療法人社団 いずみ会北星病院薬剤科 

 

Ｂ－19  バラシクロビルの排泄遅延による副作用が疑われた一症例 

○竹内弘毅，濱谷忠佑，紺野昌洋，和田育男 

医療法人雄心会 函館新都市病院 

 

Ｂ－20  医療現場における適切な速乾式手指消毒剤選択のための市場実態調査とその評価 

○中西尚大①，高柳昌宏①，千田泰健①，野田久美子②，千葉 薫③，唯野貢司②， 

①釧路赤十字病院 ②北海道医療大学 

 

Ｂ－21  勤医協中央病院回復期リハビリ病棟における薬剤師業務の現状と課題 

○佐藤智洋，澤井敏朗，成瀬雅美，佐藤春香，菊池健，郡 淳二，瀬戸宏典，鶴山 辰 

勤医協中央病院薬剤部 

 

Ｂ－22  札幌南三条病院における薬剤師の病棟常駐化 

○大津圭介，梅原健吾，和田佳子，宮丸明菜，若本あずさ，初山多恵，佐藤秀紀 

札幌南三条病院 薬剤部 

 

Ｂ－23  専門領域専用 PHS携帯による他職種業務負担軽減への検討 

○元木 孝，高柳昌宏，千田泰健 

釧路赤十字病院 

 

Ｂ－24  尿酸降下薬フェブキソスタットの透析患者における臨床検査値への影響 

○車塚千穂，大野育美，田中宏尚，武野俊也，稲垣貴裕，今井隆人，渡辺浩明 

JA北海道厚生連 網走厚生病院薬剤科 

 

Ｂ－25  メトグルコ®錠採用前後におけるメトホルミン塩酸塩の投与量の推移と腎機能との関係 

○岩尾一生①･②，三沢京介②，高見 圭②，及川孝司①･②，和田啓爾②，関川 彬②，遠藤 泰①･② 

①北医療大病院薬 ②北医療大薬 

 

 



Ｂ－26  CKD治療に関する情報交換・スキルアップの場としての北海道腎と薬剤研究会の意義  

～ 第 2報 課題克服への取り組み ～ 

○野々山雅俊，高山慎太郎，宮越貴之，佐藤秀紀，武田清孝，小林道也，齊藤浩司 

北海道腎と薬剤研究会 

 

 

【日本薬学会北海道支部】 

Ｃ－１  銅触媒環化反応を利用した抗悪性腫瘍剤エリプチシン類の全合成 

○西倉はるか，小西あや，阿部 匠，石倉 稔 

     北海道医療大 o薬 

 

Ｃ－２  芳香環Ｃ－Ｈ酸化反応を用いるムラヤキノンＡの全合成 

○山田 葵，安田美咲，阿部 匠，石倉 稔 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－３  エストラジオールの４位水酸化を指標とする CYP1B1阻害剤の探索 

○清水理愛，今由香莉，川村洋貴，伊藤慎二 

     北海道薬大 

 

Ｃ－４  オクトリカブトの塩基成分の探索研究 

○原口真智子，布川昌史，阿部優紀，和田浩二 

     北海道薬大 

 

Ｃ－５  求核試薬を用いる新規 3位置換インドール合成法の開発 

○大畑勇貴，三上知子，山田康司，石倉 稔 

     北海道医療大 o薬 

 

Ｃ－６  ３-アルコキシインドールの簡便合成法の開発 

○川崎孝明，安田早織，山田康司，石倉 稔 

     北海道医療大 o薬 

 

Ｃ－７  太平洋産マダラおよびシロサケから単離したキモトリプシンの X線結晶構造解析 

○佐孝 尚，芦名正生，田尾明洋，諸岡真梨子，岡田知晃，波多江典之，豊田栄子 

     北海道医療大 o薬 

 

Ｃ－８  ホウレン草由来 9'-cis-Neoxanthinによる大腸がん細胞増殖抑制作用機序 

○寺崎 将，太田友子，太田史子，近藤雄介，寺嶋 望，中島聖太，南 寿憲，安田友香，増田園子 

         北海道医療大 o薬 

 

Ｃ－９  糖尿病ラットの血小板凝集能に及ぼすアスピリンの作用とインスリン投与による影響 

○駒澤 愛，岩山訓典，加納誠一朗，早勢伸正 

北海道薬大 



 

Ｃ－10  各種制癌剤投与によるラット腸管におけるサブスタンス P動態について 

◯加藤夏希，加藤信太郎，関谷沙希，伊藤 舞，町田拓自，飯塚健治，平藤雅彦 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－11  高血圧モデルラット血管平滑筋細胞でのセロトニン刺激による 

シクロオキシゲナーゼ-２発現誘導機序の検討 

◯小宮山美紗，町田拓自，足立奈菜子，畠山奈々絵，岩本知美，中野敬太，飯塚健治，平藤雅彦 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－12  レイアウトを考慮した OCRによる処方せん入力の認識率に関する調査 

○佐藤彰紘，石田 朗，飯塚健治，町田拓自，平藤雅彦 

北海道医療大・薬 

 

Ｃ－13  胃酸分泌機能低下時におけるメチルセルロース／アルギン酸液剤の薬物放出制御能 

        ○下山哲哉，伊藤邦彦，小林道也，宮崎正三 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－14  ケトチフェンを主薬としたメチルセルロース／アルギン酸混合液剤の薬物放出制御能 

○浦木 睦，下山哲哉，高橋 彩，宮城由莉子，伊藤邦彦，小林道也 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－15  ケトチフェンを主薬としたメチルセルロース／ジェランガム混合液剤の薬物放出制御能 

○高橋 彩，下山哲哉，浦木 睦，宮城由莉子，伊藤邦彦，小林道也 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－16  メチルセルロース液剤の保存温度が及ぼす物性への影響 

○宮城由莉子，下山哲哉，浦木 睦，高橋 彩，伊藤邦彦，小林道也 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－17  経口アルギン酸液剤の薬物放出性に及ぼすショ糖脂肪酸エステルの影響 

○田村翔平，原 純一，下山哲哉，伊藤邦彦，小林道也 

          北海道医療大・薬 

 

Ｃ－18  経口ペクチン液剤の薬物放出性に及ぼすショ糖脂肪酸エステルの影響 

○原 純一，田村翔平，下山哲哉，伊藤邦彦，小林道也 

     北海道医療大・薬 

 

Ｃ－19  簡易懸濁法施行による難溶性薬物の溶出挙動への影響 

○百瀬祥人，下山哲哉，伊藤邦彦，高倉みなみ，野田久美子，唯野貢司，小林道也 

     北海道医療大・薬 

 



Ｃ－20  CBDCA＋CPT-11療法施行患者における腎機能と血液毒性発現の比較 

○渡邉 愛①，下山哲哉①，伊藤邦彦①，小林道也①，梅原健吾②，和田佳子②，佐藤秀紀②， 

藤田 昭③，関根球一郎③ 

     ①北医療大薬 ②札幌南三条病院薬剤部  ③札幌南三条病院呼吸器内科 

 

 

【日本社会薬学会北海道支部】 

Ｄ－１  英語の医薬情報における語彙レベルの考察 

○木村龍弘，山田 惠 

北海道薬大 

 

Ｄ－２  北海道医療大学薬学部における 6年制薬学教育への資格取得を目標とした授業の導入とその効果 

○森本敦司，石田 朗，和田啓爾 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－３  銀杏中毒の症状とその特徴 

○丹田怜奈，青木裕香，石川美香，小林大祐，吉村昭毅，和田啓爾 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－４  ジャワ島産紅茶のα-glucosidase 阻害作用 

○五十嵐将樹①，住川麻美①，服部達也①，山下  浩①，杉村 留美子②，笹谷美恵子②，越智けい子③， 

 佐藤隆司①，渡辺一弘① 

①北海道薬大  ②北海道文教大学 ③㈱ジャワティー・ジャパン 

 

Ｄ－５  ランソプラゾール口腔内崩壊錠の先発品と後発品の使用性に関する製剤学的評価 

○松井 萌①，森本一洋②，葛西亮也③，丁野純男① 

①北海道薬大 ②帝京平成大薬 ③千歳桂病院 

 

Ｄ－６  用時溶解型注射薬の溶解後の安定性予測 

○成安順紀，千葉 薫，野田久美子，唯野貢司 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－７  アスピリン腸溶錠の品質評価およびインタビューフォームの比較検討 

○柳谷寛人，高見 圭，久保儀忠，八木直美，関川  彬 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－８  ATP腸溶錠の品質評価およびインタビューフォームの比較検討 

○小林 賢，佐賀春香，田仲由季，久保儀忠，八木直美，関川 彬 

北海道医療大・薬 

 

 

 



Ｄ－９  サラゾスルファピリジン腸溶錠の品質評価およびインタビューフォームの比較検討 

○中川翔太，徳里奈々，仲里奈津，久保儀忠，八木直美，関川 彬 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－10   インタビューフォーム等に記載されている血中濃度パラメータ値の比較 

○久保儀忠，八木直美，関川 彬 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－11   脳神経外科を受診している患者様の片頭痛発作の頻度と前兆について 

○坂元微敏 

調剤薬局クスリのツルハ川沿店 

 

Ｄ－12   脂質異常症患者の服薬ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ向上へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 

○金子智和子 

調剤薬局ツルハドラッグ長沼店 

 

Ｄ－13   胃瘻にまつわるトラブル対処覚書 

○小田由美子 

調剤薬局ツルハドラッグ大麻店 

 

Ｄ－14   重大な副作用の初期症状モニタリングツールの開発 

○西村祐一郎 

調剤薬局ツルハドラッグ琴似中央店 

 

Ｄ－15   在宅ケアにおける他職種から薬剤師に対する意識・要望に関する調査研究（１）  

○千葉恵子①，櫻井秀彦①，古田精一①，柳本ひとみ①，伊藤孝子② 

①北海道薬大  ②㈶札幌市在宅福祉サービス協会 

 

Ｄ－16   在宅ケアにおける日本・北米およびヨーロッパの薬剤師に求められる業務・職能に関する文献調査研究  

○的場友香，柳本ひとみ 

北海道薬大 

 

Ｄ－17   薬局の服薬指導は適切に評価されているか： “情報の非対称性”の概念と狩野モデルを手掛かりとした

実証研究 

〇櫻井秀彦，早瀬幸俊 

北海道薬大  

 

Ｄ－18   長期療養型病院における手指衛生改善への取り組み－複数戦略の介入－ 

○横内淳子①，金澤卓也①，黒澤菜穂子② 

①札幌エルム病院  ②北海道薬大 

 

 



Ｄ－19   北海道の保険薬局薬剤師における情報収集の実態調査 

○梅田純代，黒澤菜穂子 

北海道薬大 

 

Ｄ－20   耳の不自由な患者のための情報提供ツール開発の試み 

○川口貴史，黒澤菜穂子 

北海道薬大 

 

Ｄ－21   学校保健室備え付け医薬品に関する調査 ～札幌市小学校におけるアンケート調査から～ 

◯吉田 涼，中山 章，唯野貢司 

北海道医療大・薬 

 

Ｄ－22   遠隔健康相談システムの臨床実証実験報告 

○岡﨑光洋①，吉町昌子②，後藤輝明②，岩丸宏明③，下田智子④，良村貞子④，小笠原克彦④ 

①北海道薬大  ②㈱ツルハ  ③シスコシステムズ（同） ④北海道大学大学院保健科学研究院 

 

Ｄ－23   薬局における患者コミュニケーション、情報提供ツールの開発研究 

○吉岡哲生①，岡﨑光洋①，清水崇志②，大橋竜二③ 

①北海道薬大  ②フォルテ調剤薬局  ③㈱風切堂 

 

Ｄ－24   医療用医薬品に含まれる食品由来添加物によるアレルギー発症に関する研究 

○三上まどか①，岡﨑光洋①，板垣康治②，手嶋哲子②，手島玲子③ 

①北海道薬大  ②北海道文教大  ③国立医薬品食品衛生研究所 

 

Ｄ－25   医薬品情報が得られない状況下において副作用発現防止のためにすべきこと 

○湯浅由侑子①，平井沙苗①，平元南実①，早瀬幸俊①，秋元義雄② 

北海道薬大①  ②東邦大学・薬 

 

Ｄ－26   医薬品の適応外使用に対して薬剤師はどのように関わっていくべきか 

○平元南実①，平井沙苗①，湯浅由侑子①，早瀬幸俊①，秋本義雄② 

①北海道薬大  ②東邦大学・薬 

 

Ｄ－27   裁判例に基づく薬剤師職能における考察研究~最適な薬物治療提供のためのあり方～ 

○平井沙苗①，平元南実①，湯浅由侑子①，早瀬幸俊，秋本義雄② 

①北海道薬大  ②東邦大学・薬 

 

Ｄ－28   道内保険薬局を対象とした災害対策の実施状況に関するアンケート調査 

○安田 輝，野呂瀬崇彦 

北海道薬大 

 

 

 



【日本薬史学会北海道支部】 

Ｈ－１   『賣藥製剤備考』にみる明治中期の売薬の製剤技術について 

○本間克明 

㈱ファーマホールディング 


