
第7回ツルハグループ学術発表大会 プログラム

12:30～12:40

開響

■第一部 (12:40～ 13:50)

1。 門前及び門前外薬局における患者動向の差に着目した患者満足度の調査と

新店アンケートから分かつた選ばれる薬局の条件

発表者 :小原 良太     所属 :ツルハ沼の端北店

共同研究者 :川 内谷 美紗 1、 カロ藤 善教 2、 大塚 恵子 3、 竹澤 暢記 4、

楠美 里子 5、

岩佐 洋之 5、

藤原 澄子 6、 土井 和憲 7、 五十公野 彩
8

(1ツルハ函館松風店、2ッルハ松前店、3ッルハ白鳥店、4ッルハ湯川店、5ッルハ函館赤十字病院前

店、6ッ ルハひばりが丘店、
7ッルハ南 8条店、8ッルハ北野 6条店)

2.薬局における自己採血検査の意識調査及び医療機関への受診勧奨と

OTC薬 のすすめと薬剤師の開わりについて

発表者 :笹川 雅浩 先生   所属 :ツルハ小竹向原店

共同研究者 :佐々木 進 1、 大武 陽子 2、 井村 洋平 3、 市川 浩二 4、 佐川 信昭 5

(1ツルハ茨城桜の郷店、2ッルハ新宿上落合店、3ッルハ梅屋敷店、4ッルハ山梨中央店、  ″
.

5ッルハ甲府富士見店)

3。 医療事故 ～ ヒューマンエラー解析によるリスクマネジメン トの展望～

発表者 : 北川 尊祥 先生    所属 : 小岩駅前店

4。 第一類医薬品、要指導医薬品の使用実態及び受診状況調査

発表者 :泉 博明 先生      所属 :ツルハ北見メッセ店調剤

共同研究者 ::人谷 恵美子 先生    所属 :ツルハ留萌店調剤

5。 調剤併設店の薬剤師が店舗のお客様から受ける相談事例の収集と分析

発表者 : 玉田 麻利子 先生    所属 : ツルハ弘前豊原店

共同研究者 :高屋 宗冬、熊谷知浩、小林直史 (ツルハむつ店)

6. ドラッグストア利用者における点眼薬の保存剤意識調査

発表者 :新田 剛永 先生     所属 : ツルハ秋田御所野店

15分休憩――――――――

■第二部 (14:05～ 15:15)

7。 血液検査データを用いた服薬指導は患者のア ドヒアランス向上につながる

発表者 :中福 優子  先生     所属 : ウェルネス湖北 境港調剤



8。 家庭血圧測定の現状

先生     所属 jツルハ小樽店調剤発表者 :細川 健太郎

共同研究者 :湯本むつみ (ツルハ琴似店)西村結花 (ツルハ平岡店)

9。 家庭血圧測定の推進

発表者 :金子 智和子 先生    所属 :ツルハ長沼店

10.血 糖自己測定 (SMBGlにおける現状・ 調査

シックデイに関する患者意識調査

先生   所属 :ツルハ千歳新富店発表者 :菊田 雅司

発表者 :寺澤 亮 先生      所属 :ツルハ琴似中央店調剤

和枝 (ツルハ桑園店)舟生 成代 (ツルハ恵み野西店)共同研究者 :佐々木

11。 データ集計から見えるインシデン ト・ 調剤過誤

先生    所属 :船橋 FACE店発表者 :軍司 忠輝

12.調剤業務と業務にかかる所要時間

発表者 :中村 文哉 1、 森本 充昭 2、 西岡 充喜 3、 畠山 耕平4

所属 :1ツルハ永山 7条店、2ッルハ東光 5条店、3ッルハ豊岡 12条店、4ッルハ中田店

■第二部 (15:30～ 16:40)

13.情 報発僣ツールである『 とりに<君のちえぶ <ろ』を振 り返 つて

発表者 :酉抜 恭輔  先生    所属 :ツルハ横浜駅西日店

14.福 島県二本松市における AEDの 現状について

発表者 :堀 正信 先生    所属 : ツルハニ本松店

15。 【旭川市モデル事業 旭川市民委員会地域ケア推進会議】参加報告

発表者 :由井 則之 先生     所属 :エースリー神居店

16。 救急当番における患者推移

発表者 :今泉 拓磨 先生     所属 : ツルハ会津湯り|1店

共同研究者 :黒澤 政樹 (ツルハ郡山駅東店)

17.残 薬確認による医療費削減効果

発表者 :山 口 浩 先生    所属 :ツルハ天童店

共同研究者 :鈴木知絵 (ツルハ東根中央店)、 服部昌子 (ツルハ吉原店)、 服部輝也 (ツ ルハ東根

店)

18.疑 義照会の現状調査

発表者 :佐藤 孝英 先生    所属 : ツルハ南吉成店

共同研究者 :山 田治郎 (ツルハ古川南店)、 呉寿福 (ツルハ仙台愛子店)、 橋本剛 (ツルハ塩釜店)、



大森研一郎 (ツルハ大街道店)

15分休憩

■第四部 (16:55～ 17:55)

19。 後発医薬品変更調剤の積極的な検討例

発表者 :山 田 真人先生     所属 :ツルハ砂川店調剤

共同研究者 :千葉 佑実英 先生 (旭川 6条店)

20。 軟膏の混合について

発表者 :倉澤 仁先生      所属 :ツルハ大麻店

21.医 師と連携した含同請習会から学ぶ薬剤師の臨床対応

～エピペンを例にアナフィラキシーショックを考える～

発表者 :名 雪 智久先生      所属 :本埜店

22。 医療連携による吸入指導

発表者 :前田 大典 先生     所属 : ウォンツ薬局光町店

共同研究者 :石塚 洋 (ウ ォンツ薬局光町 2号店)、 小松 昌裕 (ウ ォンツニ次東薬局)

高口 翔子 (ウ ォンツ人丁堀薬局)、 宮本 将平 (ウ ォンツ薬局光町 2号店)

23.ノルスバンテープの有効性・安全性及び使用状況調査

発表者 :小川 隆司  先生     所属 : ウォンツ薬局二次店

共同研究者 : 光元 将師 (ウ ォンツ薬局二次店)

20分休憩

18:15～18:30

表彰式、審査員講評

閉会挨拶   審査委員長 :後藤 輝明

mツルハホールディングス 取締役常務執行役員


