
 

第６７回 

山 形 県 薬 学 大 会 
 

 

 

日 時：令和３年２月２８日（日） 

１２時３０分～１６時１０分 

会 場：山形県薬剤師会館より Zoom 配信 

会 費：県薬会員(研修シール必要) 1,000 円 

県薬会員(研修シール不要)  無料 

病薬会員           500 円 

非会員(研修シール必要)  6,000 円 

非会員(研修シール不要)  5,000 円 

学生             無料 

日本薬剤師研修センター受講シール 

              単位申請中 

日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師制度 

              単位申請中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催 

一般社団法人  山形県薬剤師会 

山 形 県 病 院 薬 剤 師 会 

日 医 工 株 式 会 社 



プログラム 
 

総合司会 篠田総合病院 市川  勇貴  

 

開会の挨拶（12：30） 
山形県薬学大会実行委員長 星  利 佳  

山 形 県 薬 剤 師 会 会 長 岡嵜 千賀子  

山形県病院薬剤師会会長 羽太  光範  

 

会員発表１（13：50～14：50） 
座長 緑町 Kokoro 薬局 佐伯  和毅  

 

1．地域フォーミュラリと薬剤師の役割 

酒田地区薬剤師会 

〇荒生 嘉孝 阿部 美智子 佐藤 賢 佐藤 茂樹 佐藤 祥子 佐藤 義朗 住田 常喜 髙橋 真己 

 富樫 健一 原田 英一 

2．重複受診と過量投与 

山形済生病院 薬剤部 

〇菅野 澄佳 羽太 光範 

3．with コロナ時代の薬局が行う地域医療 ～薬剤師の非薬物療法を用いたコミュニケーション術～ 

(有)メディカ ほし薬局 

〇栗原 智広 星 利佳 

4．整形外科におけるプロトコールに基づく薬物治療管理による処方入力支援 

公立学校共済組合東北中央病院 薬剤部 

〇菱沼 侑子 大澤 千鶴子 宮崎 衛江 芦埜 和幸 

 

会員発表２（14：55～15：55） 
座長 山形県立新庄病院 薬剤部長 高梨  伸司  

 

5．疼痛コントロール不良にてオピオイド高用量服用となり入院となった 2 症例 

山形大学医学部付属病院 薬剤部*1 山形大学医学部付属病院 疼痛緩和内科*2 

〇佐々木 泉*1 志田 敏宏*1 小倉 次郎*1 山川 眞由美*2 山口 浩明*1 

6．チェーン薬局における店舗イベント開催の実態と COVID19 出現後の変化 

アップル薬局美女木店*1 アップル薬局みのり店*2 アップル薬局高砂店*3 

アップル薬局おきたま店*4 

〇栗田 明宙*1 保坂 俊輔*1 三浦 唯*2 湯浅 美鈴*3 高井 啓一*4 

7．当院における院外処方せんの疑義照会内容の解析と簡素化プロトコール導入にむけた取り組みについて 

山形大学医学部付属病院 薬剤部 

〇髙橋 尚史 本田 麻子 志田 敏宏 金野 昇 小倉 次郎 横枕 史 山口 浩明 

特別講演（12：40～13：40） 

座長 山形県病院薬剤師会 会長 羽太 光範  

『 調剤情報共有システムの導入と活用 ～地域フォーミュラリーのアウトカム評価～ 』 

日本海総合病院 病院長 島貫 隆夫 先生   



8．薬剤使用期間中の患者フォローにおける薬物動態学活用のススメ 

株式会社コスモス薬局/NPO 法人どんぐり未来塾 

〇笠原 靖幸 

 

 

優秀賞発表・表彰（16：00） 
 
閉会の挨拶（16：05） 

山形県薬剤師会副会長 伊藤  秀悦  

 

 

 

ポスター発表 
 

1．公立置賜南陽病院看護師と市内調剤薬局薬剤師との連携会議を行って 

南陽・東置賜地区薬剤師会*1 アイン薬局南陽宮内店*2 南陽調剤薬局*3 ゆうき調剤薬局*4 

〇遠藤 東吾*1 曽和 卓哉*2 松田 知香*3 三澤 高行*4 島崎 尚弧*1 髙井 啓一*1 芳野 昌彦*1 

竹田 勉*1 結城 光彦*1 

2．山形県におけるアンチ・ドーピング活動報告 

～TOKYO2020 ホストタウンでの薬剤師の活動と対応事例の現状～ 

山形県薬剤師会 薬物乱用防止委員会*1 ホストタウン対応チーム*2 

〇石川 裕史*1*2 安食 俊輔*2 遠藤 東吾*2 笠原 靖幸*1*2 品川 八重*1 須藤 迪依*1*2 

田中 久美*2 古郡 康宏*1*2 矢口 英人*1 芳野 昌彦*1 佐藤 茂樹*1 峯田 純*1 

3．緩和ケアにおける死前喘息及び流涎に対する 5％スコポラミン軟膏の使用経験について 

山形県立中央病院 

〇寺崎 敦子 

4．「在宅リンク事業」の今後の事業展開について 

山形県薬剤師会 薬局機能委員会 在宅医療グループ 

〇薄羽 八重 伊藤 雄介 遠藤 彰則 笹原 朋子 島崎 尚弧 星 利佳 松本 有夏 深浦 大輔 

大塚 恵子 栗原 智広 佐藤 興太 緑川 和希 相原 由香 

5．薬剤師が行う薬物乱用防止教室 ～予防教育を広げていくために～ 

さくら調剤薬局十日町店 

〇山口 貴史 

6．地域医療に貢献する薬局を目指して 

日本調剤鶴岡南薬局*1 認定栄養ケア・ステーション 株式会社とよみ*2 トテらぼ。代表*3 

はりきゅう香堂*4 ゆずと暮らしの時間 Haru*5 株式会社瀬尾医療連携事務所*6 

〇工藤 裕美*1 土屋 尚之*1 佐藤 多絵子*1 小川 豊美*2 伊藤 亜希子*2 齋藤 和菜*2 

小柳 朋之*3 伊藤 江理香*4 村上 治子*5 瀬尾 利加子*6 

7．「摂食嚥下障害質問シート」を用いた嚥下機能の評価と介入 

さくら調剤薬局神町店 

〇黒沼 亨兵 

8．長井西置賜地区薬剤師会 保険薬局地図の新しい試み 

アップル薬局長井店*1 ○-鈴木薬局*2 はなまる薬局*3 長井西置賜地区薬剤師会 保険薬局部会*4 

長井西置賜地区薬剤師会 会長*5 

〇浪岡 真行*1*4 鈴木 秀統*2*4 大橋 直樹*3*5 

 

 



実行委員会 

委員長  星  利 佳（ほし薬局） 

委 員  荒 井  潤（山形市立病院済生館）    市川  勇貴（篠田総合病院） 

     遠藤 東吾（株式会社 大東本店薬局）  海 和  颯（公立学校共済組合東北中央病院） 

工藤 杏奈（山形済生病院）       熊沢  卓哉（かえで薬局） 

黒沼 亨兵（さくら調剤薬局神町店）   齋藤 博子（山形県立中央病院） 

笹原  朋子（ファーコス薬局うわまち）  須藤  将裕（山形大学医学部付属病院） 

高井  啓一（アップル薬局おきたま店）  富樫 健一（酒田地区薬剤師会 カイエイ薬局） 

山 下  修（さくら調剤薬局） 

 

 

 



参加希望の方は ２月１５日（月）までに

事前参加登録 をお願します。

セミナーの参加申し込みについて

●当セミナーは､ Zoom を用いたオンラインセミナーです。
●事前の参加登録を頂いた方に限り､ご参加可能です。
●参加の申し込みは、下記2次元バーコードもしくはURLへ
アクセスし、必要事項をご入力いただきお申込みください。

●注意事項：当日Zoomへの参加は、ログ記録の管理上、
本名でログインしてください。

●ログの時間が十分でない方は、シール等の送付除外となります。

参加申し込み 👉👉👉

（スマホのカメラで見る）

https://yphpa.com/20210228in/

参加申し込み（クリックする）👇👇👇

ま たは

●Zoomでのご視聴アドレスは、申し込み時にご入力いただいた
メールアドレスへ、２月２２日（月）までに山形県病院薬剤師会事務局
よりご案内します。
案内が届かない場合には、県病薬事務局までご連絡ください。

ご注意 山形県病院薬剤師会会員用



山形銀行（0122）城南支店（112）
普通口座 ８６１１６２

名義：山形県病院薬剤師会 会長 羽太 光範

ヤマガタケンビョウインヤクザイシカイカイチョウハブトミツノリ

研修会の参加費の振込について

●事前登録終了後 期日までに参加費の振込をお願いします

参加費用：５００円

振込期日：２月１５日（月）

＊振込確認ができない場合、参加キャンセルとさせて頂きます



セミナー受講後の手続きについて

■ 日本薬剤師研修センター認定シール希望の方

講演会中にキーワードを６つ 出しますので、
以下の方法で山形県病院薬剤師会事務局へ送信してくださ

い

送信期限：２月２８日（日）２４時

https://yphpa.com/265-2/

もしくは右の2次元コードから
ご入力をお願いします。

■ 日本病院薬剤師会病院薬学認定シール希望の方

特別な手続きは不要です。

【お問合せ先】
開催前日まで

山形県病院薬剤師会 yamabyoyaku@gmail.com

開催当日
山形県薬剤師会 023-622-3484


