
第8回ツレハグリレープ学術発表大会 プログラム

12:30～ 12:40

開会挨拶

■第一部 (12:40～ 14:00)

1.血圧測定の問題点

発表者 :細川健太郎 先生  所属 :ツルハ小樽店

共同研究者 :湯本 むつみ(ツルハ琴似店)、 西村 結花(ツルハ東野幌店)

2.積摂取による血精値変化への健康サポート商品による影響

発表者:野本 立晴 先生   所属 :ツルハ富良野店

共同研究者:佐々木 壮大 (ツルハ調剤運営本部)

3.オリジナル指導せん雄 用した患者様への介入と1人薬剤師店舗での有用性の検討

発表者:本木 祐太 先生   所属 :ツルハ宮城白石店

4.長期実務奥習におけるOTC実習の改善の取組

発表者 :岩佐 洋之 先生   所属 :ツルハ函館赤十字病院前店

5。 安定的な人材確保に向けた最良な薬剤師国家試験対策について

発表者:松谷 定 先生  所属:ツルハ尼崎武庫元町店

共同研究者:多 田奈都美(ツルハ初富本町店)

6.軟膏混和機 (マゼリータ)における混和条件の検討

発表者 :長谷川 博 先生  所属 :ツルハ六会駅前店

共同研究者 :西沢 佳佑 (ツルハ善行駅前店)、 土田 和子 (ツルハ南林間駅前店)、

吉原 達哉 (ツルハ大和駅前店)、 蝿田 稔 (ツルハ六会駅前店)

7.白色ワセリンに関する調査と製品間における白色ワセリンのレオロジー特性の違い

及び保存による変化

発表者:山下 優太 先生  所属 :ツルハ初富本町店

15分休憩

■第二部 (14:15～ 15:35)

8.劇的に改善した糖尿病患者症例から学んだ『エンパワ…メントアプローチ』

発表者:堀 正信 先生  所属:ツルハニ本松店

共同研究者 :和智 正幸(ツルノVヽ山田店)

9.全盲患者への服薬支援

発表者 :谷 孝之 先生   所属 :ツルハ旭川日赤前店

共同研究者:由野 高志(ツJレハ滝川朝日町店)



10.麗知症治療薬の服用状況

発表者:坂元 微敏 先生  所属 :ツルハリll沿店

11.薬局と認知症

発表者:鈴木 知絵 先生  所属 :ツルハ東根中央店

共同研究者:矢萩美保(ツルハ山形嶋店)、 服部昌子(ツルハ吉原店)

12.在宅高齢者の日知障害・認知症に対する薬局薬剤師によるアプローチ

発表者:鈴木 正和 先生  所属 :ツルハ茂原店

13.「選ばれる後発品とは～溶出試験と添加物から～」

発表者 :清水 絢子 先生  所属 :くすりの福太郎公団店

14.後発変更不可処方箋に対する取り組みについて

発表者 :桃井 康子 先生   所属 :ツルハ琴の浦店

15分休憩――――――――――――――――――――
■第二部 (15:50～ 17:10)

15.緑内障と抗コリン薬 ―薬局薬剤師にできるコン

発表者:武藤 俊憲 先生  所属:くすりの福太郎浦安駅前店

16.患者様が薬局を選ぶ理由、そして薬局に求めるもの

発表者 :石川 寿仁 先生  所属 :ツルハ西大通店

調査協力:ツルハ三本柳店ロツルハ紫波店ロツルハ藤沢町店・ツルハ大堤店、ツルハマリオス店ロツルハ志家店

17.健康サポ…卜薬局としてのドラ1ガストアの可能性

発表者:堀内 翔太先生   所属 :ツルハ美幌店

共同研究者:吉 田 麻美(富 良野緑町店)

18.薬局薬剤師がお客様から受ける質問相談対応の傾向と分析

発表者:玉 田 麻利子 先生  所属:ツルハ八戸売市店

共同研究者:西川智也(ツルハ春日井篠木店)、 馬渡扶美子(ツルハ八戸市民病院前店)

調査協力:青森県内調剤併設店舗

19.待ち時間削減のために薬局で出来る■

発表者 :′
jヽ林 美絵 先生  所属:くすりの福太郎海神店

共同研究者:斎藤 博文(くすりの福太郎東雲店)、 宮本 英輝 (くすりの福太郎豊富店)

20.カンジタ症の再発予防と、セJ"ケアにつして

発表者:美保 百合子  先生   所属 :ツルハ帯広西8条店

共同研究者 :里見 啓(新橋大通店)



21.肛門科受診患者における、受診までの経緯と市販薬の使用状況

発表者:松岡 佑弥 先生  所属 :ツルハ鎌取店

15分休憩

■第四部 (17:25～ 18:35)

22.ロキツプロフェン製剤の使用 目的と薬物乱用頭痛のスクリーニング

発表者 :′ ]ヽり:1誠 先生   所属:ウオンツ字品東薬局

共同研究者 :尾崎保文 (ウォンツ長楽寺薬局)、 高垣尚生 (ウォンツ段原薬局)、 菅近真― (ウォンツマツダ病院前

薬局)、 松本彩花 (ウォンツ平和大通り薬局)、 重永晃伸 (二次東薬局)、 木本直孝(ウォンツ相田

店)、 岡崎衣織(ウォンツ平和大通り薬局)、 角山隼己(ウォンツ平和大通り薬局)

23.治療中疾患のあるお客様への風邪薬販売について

発表者:西川 智也 先生  所属 :ツルハ春日井篠木店

共同研究者 :馬渡 扶美子 (ツルノVヽ戸市民病院前店)、 玉田 麻利子 (ツルハ八戸売市店)、

熊谷 寛治 (ツルハ高田北店)

24.匡
"グ

ストアにこそスポーツファーマシストが必要

発表者 :中福 優子 先生  所属:ウエルネス薬局境港店

共同研究者 :中渡瀬司(ウエルネス薬局境港店)

25.残薬の麗臓調査及び調査内容に基づく服薬コンプライアンスについて

発表者:荒谷 卓男 先生  所属:ウォンツ薬局二次店

共同研究者:光元特師、竹岡 優希、小川隆司(ウォンツ薬局三次店)

26.在宅における多職種連携の実際

発表者 :藤井 則文 先生  所属 :ウオンツ福山駅家薬局

共同研究者 :西原エミコ(ウォンツ吉島薬局)、 長芳美 (ウォンツ吉島薬局)、

関戸隆太 (ウォンツフオレオ広島東薬局)、 安藤真衣 (ウォンツ舟入本町薬局)

27.医療連携における吸入指導

発表者 :前田 大典 先生  所属 :ウオンツ薬局光町店

共同研究者 :管近 真― (ウォンツ薬局マツダ病院前店)、 藤田 修 (ウォンツ佐方薬局)

竹内 裕貴 (ウォンツ薬局古江駅前店)、 小松 昌裕 (ウォンツ高陽矢口薬局)

高橋 俊二 (ウォンツ福山伊勢が丘薬局)、 石塚 洋(ウォンツ広本町薬局)

分休憩

18:55～ 19:10

表彰式、審査員講評

日会挨拶   審査委員長 :後藤 輝明

側ツルハホーリレディングス 取締役常務執行役員


