2021 年 10 月吉日
富山県・石川県・福井県病院薬剤師会

会員各位
福井県病院薬剤師会
会長 後藤 伸之

第 31 回日本病院薬剤師会
北陸ブロック学術大会参加申込について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
先に御案内いたしましたとおり、第 31 回日本病院薬剤師会 北陸ブロック学術大会を下記の
要領で開催いたします。参加される方は次頁以降の参加申込方法をご覧いただき、2021 年 10
月 29 日（金）までに直接申し込みいただきますよう、御協力よろしくお願いします。
今回は、一般演題 16 題のほか、日本病院薬剤師会 理事の舟越亮寛先生をお迎えして特別
講演をライブ配信で開催いたします。
多くの先生方のご参加を担当者一同、心よりお持ちしております。
記

日

時

会

場

参 加 費
内

2021 年 11 月 7 日（日）
（オンデマンド配信:2021 年 11 月 1 日（月）～11 月 7 日（日））
Web 開催
無料

容
①特別講演（ライブ配信）
「医療安全対策委員会の活動計画について（仮題）」
日本病院薬剤師会 理事
舟越 亮寛 先生
②一般講演・・・・16 題（オンデマンド配信）

学術大会事務局：福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 福井大学医学部附属病院 薬剤部内
第 31 回北陸ブロック学術大会
℡ 0776-61-3111(内線 3205)

プログラム・運営担当
FAX 0776-61-8156

E-mail: kodawara@u-fukui.ac.jp

古俵孝明

学会参加申込方法について
① 一般演題参加の申し込み方法
https://iryoo.com/login/630 へアクセス

北陸ブロック学術大会 HP より参加登録ボタンを選択、必要項目（所属する薬剤
師会、日病薬番号、メールアドレス等）を入力してください。

後日、登録したメールアドレスへ iryoo.com からアカウント発行のお知らせが届くので、
ログインが可能になります。（ログイン後の操作については、HP 内をご参照ください）

② 特別講演の申し込み方法
日時：2021 年 11 月 7 日(日) 15:30〜16:30
場所：WEB 形式 [Zoom]
次頁の QR コードまたは URL より事前登録をお願いします
（※日病薬病院薬学認定薬剤師制度（領域Ⅳ-1） 0.5 単位申請中 ）
 単位認定には 60 分の参加が必要となります（Zoom ログにて確認）。
 単位認定には、上記に加え講演会終了後に行う確認テストの受講が必須となります。
 単位シールにつきましては後日の配布となります。
 本研修会は、福井県病院薬剤師会主催の研修会です。単位シールにつきましては、
福井県・石川県・富山県の病院薬剤師会会員のみを対象とさせていただきます。

特別講演
•

•

事前参加登録方法のご案内

本会は ZOOM による WEB 開催となっており、以下の URL もしくは QR コードより
アクセスし、事前登録をお願いします。（単位申請に関わりますので、正確に入力
してください）
研修中または研修会終了後、上記の受講確認を行いますので、参加者 1 名に付き
１台の端末での視聴をお願いします。

〈登録用 URL・QR コード〉
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WvNeeCvmTJeZxlQRY0OVzA

氏名、メールアドレス、所属、日本病院薬剤師会会員番号、研修シールの
登録していただくと視聴用の URL が記載されたメールが届きます。
登録後、メールが届かない場合、下記の可能性があります。

希望の有無を

・登録したアドレスが間違っている
もう一度、メールアドレスを確認の上、登録しなおして下さい。
・メールが迷惑メールとして扱われてしまった
お手数ですが 「＠zoom.us」 の受信許可設定をお願いします。
＊ご登録情報はこの研修会以外に利用しません。

登録等、不明な点がございましたら研修会事務局またはファイネス営業担当者まで
お問い合わせください。
研修会事務局 （担当：ファイネス 村瀬） ☎ 080-6368-8534
✉ seminar@finese.co.jp

第 31 回 日本病院薬剤師会北陸ブロック学術大会 プログラム（予定）
2021 年 11 月 7 日（日） Web 開催

一般演題 1（質疑応答方法は後日 HP 上で案内します）
1-1

金沢大学附属病院における院内製剤の管理体制の構築
板井 進悟 1、増江 俊子 1,2、長田 幸恵 1、坪内 清貴 1、原 祐輔 1、嶋田 努 1、崔 吉道 1
金沢大学附属病院 薬剤部 1、金沢大学附属病院 医療安全管理部 2

1-2

多職種との協働による手術室における重要薬適正管理への取組み
木山 美佳 1、板井 進悟 1、 磯田 和也 1、西澤 理愛 1、二木 悠哉 1、坪内 清貴 1、
増江 俊子 1,2、 原 祐輔 1 、嶋田 努 1 、崔 吉道 1
金沢大学附属病院 薬剤部 1、金沢大学附属病院 医療安全管理部 2

1-3

AST による早期モニタリングとフィードバックがカルバペネム系抗菌薬使用量に
与える影響
大門 美和 1,2、南 玲子 1,2、澁澤 宗 1,2、米山 宏 2,3、笹山 潔 1
浅ノ川総合病院 薬剤部 1、浅ノ川総合病院 抗菌薬適正使用支援チーム 2、
浅ノ川総合病院 内科 3

1-4

睡眠薬の処方動向調査および高齢者における適正使用への取り組み
西田 紗妃、戸塚 碧、高橋 委紀子、加藤 貴子、宮東 剛文、高野 由美子
金沢医科大学氷見市民病院 薬剤部

1-5

入院患者における内服自己管理能力の標準化と情報共有について
高橋 慎太郎 1、石黒 香 2、小浜 和美,2、稲村 勝志 1
富山労災病院 薬剤部 1、富山労災病院 看護部 2

1-6

レミフェンタニル静注用の規格変更による薬剤購入費および廃棄量削減効果の検証
植竹 龍一、直井 一久、近藤 崇泰、髙木 昭佳、加藤 敦
富山大学附属病院 薬剤部

1-7

シスタチン C を用いた eGFR よりカルボプラチンの投与量を算出した一症例
船本 千晶、高橋 則正、石川 雄大、髙木 昭佳、加藤 敦
富山大学附属病院 薬剤部

1-8

がん悪液質治療薬アナモレリンの使用実態と中止理由の調査
田嶋 大輝、髙木 昭佳、石川 雄大、加藤 敦
富山大学附属病院 薬剤部

一般演題２（質疑応答方法は後日 HP 上で案内します）
2-1

当院におけるトレーシングレポートについての現状報告
宮原 伸卓、高田 清和、堀川 貴大、笹岡 俊一郎、宮田 雅紀、富山 徹
富山赤十字病院

2-2

薬学的介入および疑義照会事例から考える業務標準化とタスクシフティング
長谷川 宏和、麻生 美佐子、菓子井 薫、室崎 舞
高岡市民病院 薬剤部

2-3

診療報酬用データ（DPC）利活用による抗菌薬使用量集計システムの評価
後藤 伸之 1、水草 博希 2、塚本 仁 1、坂田 洋 2
福井大学医学部附属病院 薬剤部 1、春日井市民病院 薬剤部 2

2-4

産後の貧血における鉄剤投与と産後うつへの影響に関する調査
長谷川 敦子、上塚 朋子、佐野 正毅
福井県済生会病院 薬剤部

2-5

ニトリルグローブを用いた末梢神経障害予防法の実践
西川 翔太、小川 純也、青桝 哲治、吉村 はる美、谷澤 範彦、前田 太一
福井赤十字病院 薬剤部

2-6

硬膜下膿瘍患者に対する経口抗菌薬の提案
福島 直紀、吉川 弘毅、新田 直美、辻 正宏
福井県立病院 薬剤部

2-7

トリフルリジン・チピラシル服用中に発現した掻痒感に対して保険薬局での
薬学的介入が奏功した 1 例
門下 鉄也 1、藤田 行代志 2、古俵 孝明 3、齋藤 妙子 2
あずまみまもり薬局 1、群馬県立がんセンター2、福井大学医学部附属病院 薬剤部 3

2-8

Web 会議システムを利用した部内教育セミナーに対する有用性評価
田中 敏博 1、田端 志帆 1、高柳 聡子 1、十佐近 歩実 1、政田 一樹 1、古俵 孝明 1、
渡辺 享平 1,2、塚本 仁 1、後藤 伸之 1
福井大学医学部附属病院 薬剤部 1、福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター2

特別講演（15：30～16：30）

座長：後藤伸之（福井大学病院）

「医療安全対策委員会の活動計画について（仮題）」
日本病院薬剤師会 理事 舟越 亮寛 先生

