研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2016年10月 9日から 2日間
第49回日本薬剤師会学術大会

共同研究者

石川 知奈美

山﨑瑞枝,今村恭子,下平
秀夫,上村直樹

山崎 瑞枝

今村恭子、下平秀夫、上村
直樹

上村直樹、下平秀夫

○田中愛佳、鹿村恵明、若
林進、塚原俊夫、根岸健
一、望月眞弓

上村直樹、下平秀夫

○鹿村恵明、若林進、塚原
俊夫、出石啓治、宮崎長一
郎、高中紘一郎、望月眞弓

上村 直樹、下平 秀夫

○灌娟大、根岸健一、宮崎
智(東京理科大）、野村香織
(東京慈恵会医大）

○下平 秀夫、上村 直樹

野崎真由、權娟大、海保房
夫(東京理科大学薬学部）

上村 直樹

○金子晃大、小池紗織、工
藤有華、河住早波、木下教
之、根岸健一(東京理科大
学薬学部）

上村 直樹

○阪川望、鹿村恵明、根岸
健一(東京理科大学薬学
部）、
石川鎮清(自治医科大医学
部）

名古屋国際会議場,名古屋学院大学

【ポスター発表】

WEBサイトを用いた薬局薬剤師向け新薬・添付文書改訂情報の提供

2015年11月22日から 2日間
第48回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

鹿児島市民文化ホール、鹿児島県総合体育センター体育館他

実務実習生への課題が業務改善につながる試み

2015年 6月27日から 2日間
第18回日本医薬品情報学会総会・学術大会
【ポスター発表】

岡山大学創立五十周年記念館・一般教育棟

災害時対応OTC医薬品集(試作版)の作成

2015年 6月27日から 2日間
第18回日本医薬品情報学会総会・学術大会
【一般発表】

岡山大学創立五十周年記念館・一般教育棟

災害時に対応できるOTC医薬品集のあり方についての検討(第
1報)
2015年 3月25日から 4日間
日本薬学会第135年会
【ポスター発表】

神戸学院大学、兵庫医療大学他

JADERを用いたデータマイニングによる骨折リスク分析

2014年 6月28日から 2日間
医療薬学フォーラム2014 第22回クリニカルファーマシーシンポジウム
【ポスター発表】

ビッグサイトTFTホール

「PMDA医薬品副作用データベース(JADER)」を利用した漢方製
剤の副作用の解析
2014年 6月28日から 2日間
医療薬学フォーラム2014 第22回クリニカルファーマシーシンポジウム
【ポスター発表】

ビッグサイトTFTホール

CUDの観点からみた一般用医薬品添付文書の視認性の検討

2014年 6月28日から 2日間
医療薬学フォーラム2014 第22回クリニカルファーマシーシンポジウム
【ポスター発表】

ビッグサイトTFTホール

医師に対する薬剤師が行う薬学的疑義照会の意識調査
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2014年 3月27日から 4日間
日本薬学会第134年会
【ポスター発表】

共同研究者

下平 秀夫

○中村英里、齋藤百枝美、
渡辺茂和、土屋雅勇(帝京
大薬）

上村 直樹

○金澤幸江(ポプラ薬局）

○上村 直樹

工藤有華、河住早波、金子
晃大、小池紗織、木下教
之、根岸健一(東理大薬）

上村 直樹

座長：中森慶滋（石川県薬
剤師会常務理事）
シンポジスト：後町陽子、吉
藤茂行

上村 直樹

○木下教之、翁長みどり、
渡辺ゆりか、河住早波、工
藤有華、金子晃大、小池紗
織、根岸健一(東理大薬）

上村直樹、山田千穂

○渡辺ゆりか、翁長みどり、
木下教之(東理大薬）

熊本市総合体育館 他

薬学生を対象とした在宅医療に関する意識調査(30amS-039)

2014年 3月27日から 4日間
日本薬学会第134年会
【ポスター発表】

熊本市総合体育館 他

介護力の弱い世帯における服薬管理についての考察(30amM
-159)
2014年 3月27日から 4日間
日本薬学会第134年会
【ポスター発表】

熊本市総合体育館 他

CUDの観点からみた一般用医薬品添付文書の視認性の検討
(30amM-101)
2013年11月 3日
第53回北陸信越薬剤師大会
ホテル金沢

【講演（シンポジスト）】

日本薬剤師会が進める生涯学習システムJPALS
(シンポジウム「生涯学習を考える 薬剤師が薬剤師であり続ける
ために」）
2013年 8月10日～ 11日
第16回日本医薬品情報学会学術大会
【ポスター発表】

名城大学八事キャンパス

警告欄のある医療用医薬品添付文書の識別性とCUDに配慮し
たモデルについて
2013年 8月10日～ 11日
第16回日本医薬品情報学会学術大会
【ポスター発表】

名城大学八事キャンパス

薬局でのデジタルサイネージの効果について

2013年 8月10日～ 11日
第16回日本医薬品情報学会学術大会
【ポスター発表】

名城大学八事キャンパス

○薗部 直子、加藤真生、山﨑瑞
枝、今村恭子、下平秀夫、上村直
樹

一般用医薬品添付文書の記載に関する疑問点

2013年 7月20日から 2日間
医療薬学フォーラム2013 第21回クリニカルファーマシーシンポジウム
【講演（シンポジスト）】

石川県立音楽堂 邦楽ホール

「生涯学習によって信頼される薬剤師へ」
（シンポジウム12「開局薬剤師の将来像：これからの「薬剤師」の
話をしよう」）

上村 直樹

座長：中森慶滋(中森全快
堂）
シンポジスト：花島邦彦、井
手口直子、今庄恵子、坂巻
弘之、飯島康典
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2013年 7月20日から 2日間
医療薬学フォーラム2013 第21回クリニカルファーマシーシンポジウム

上村 直樹

座長：中森慶滋(中森全快
堂）
シンポジスト：花島邦彦、井
手口直子、今庄恵子、坂巻
弘之、飯島康典

上村 直樹

座長：近藤剛弘,亀井美和
子（日本薬剤師会理事）
シンポジスト：中井清人,宮
崎長一郎,合葉哲也,高濱
寛

石川県立音楽堂 邦楽ホール

【座長】

シンポジウム12「開局薬剤師の将来像：これからの「薬剤師」の話
をしよう」
2012年10月 7日
第45回日本薬剤師会学術大会
【講演（シンポジスト）】

オークラアクトシティホテル浜松 3FチェルシーⅠ

JPALSの今後の方向性について
(分科会６「薬剤師の生涯学習元年－更なる自己研鑚へ
JPALS」)
2012年10月 7日から 2日間
第45回日本薬剤師会学術大会
アクトシティ浜松 他

【ポスター発表】

共同研究者

○西村香奈江、山崎瑞枝、薗部
直子、北山朋子、加藤真生、下平
秀夫、上村直樹

一包化調剤と患者に対する保管上の注意指導について

2012年 7月 7日から 2日間
第15回日本医薬品情報学会総会・学術大会
【ポスター発表】

○下平 秀夫

近畿大学東大阪本部キャンパス（11月ホール他）

薬局における情報管理と医薬品情報専門薬剤師認定制度

2012年 3月29日から 3日間
日本薬学会大32年会
【座長】

下平秀夫（座長）

発表者：武田直仁(am05）、
大高泰靖(am06)、徳田和也
(am07)、大庭貴子(am08)

○上村 直樹

翁長みどり、渡辺ゆりか、伊
集院一成、鹿村恵明、根岸
健一、木下教之

○下平秀夫(帝京大薬実務実習
環境整備室）

中村英里、渡部多真紀、渡
辺茂和、土屋雅勇、栗原順
一（帝京大薬実務実習環境
整備室）

高等教育推進機構 E314

口頭発表 学部専門教育１（30E13-am05～am18）

2012年 3月29日から 3日間
日本薬学会第132年会
【ポスター発表】

高等教育推進機構 第一体育館

カラーユニバーサルデザインの観点からみた医療用医薬品の個
装ケースの研究
2011年10月 1日から 2日間
第21回日本医療薬学会年会
【ポスター発表】

神戸国際展示場

実務実習支援システムのGoogleマップ連動機能による教員支援

2011年10月 1日から 2日間
第21回日本医療薬学会年会
【ポスター発表】

神戸国際展示場

○皿井浩子、渡部由実子、下平
秀夫、上村直樹

在宅医療への取り組みに対する評価と改善点の検討
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2011年 7月23日から 2日間
第１４回日本医薬品情報学会学術大会
【ポスター発表】

共同研究者

○下平秀夫、上村直樹
タワーホール船堀

薬局における医薬品関連問い合せ事例(Q&A)の解析

2011年 7月23日から 2日間
第14回日本医薬品情報学会学術大会
【座長】

タワーホール船堀

下平秀夫（オーガナイザー・座
長）

澤田康文（オーガナイ
ザー） 三木晶子（座長）、
濱口良彦,井上直也,竹田
幸恵,縄田修一,石川孝,太
田愛子（以上、演者）

下平秀夫

○江戸清人、曽我千智、甲
斐美佳子、栗原順一、黒崎
文広、河野博充（帝京大学
薬学部）

下平秀夫

○中村英里、渡辺茂和、渡
部多真紀、齋藤百枝美、土
屋雅勇、栗原順一（帝京大
学薬学部）

下平秀夫（帝京大薬）

○中村英里、渡部多真紀、
渡辺茂和、土屋雅勇、栗原
順一(帝京大薬）

○下平秀夫（帝京大薬）

中村英里、渡部多真紀、渡
辺茂和、土屋雅勇、栗原順
一(帝京大薬）

上村直樹（東理大薬）

○鹿村恵明、高橋淳一、根
岸健一、後藤惠子、伊集院
一成（東理大薬）

下平 秀夫

村井ユリ子（座長）、和田義
男、宇野可奈子、深澤一
郎、崔庭瑞、玉木啓文(以
上、演者）

シンポジウム④「抗がん剤適正使用のための手作り薬薬連携」

2011年 7月 9日から 2日間
医療薬学フォーラム2011第19回クリニカルファーマシーシンポジウム
【ポスター発表】

旭川市民文化会館／旭川グランドホテル

附属病院への教員随行型実習の試み（その5）附属病院におけ
る実務実習の東日本大震災対応の検証
2011年 7月 9日から 2日間
医療薬学フォーラム2011第19回クリニカルファーマシーシンポジウム
【ポスター発表】

旭川市民文化会館／旭川グランドホテル

平成22年度実務実習に関する問い合わせと今後の検討

2011年 3月28日から 4日間
日本薬学会第131年会
【ポスター発表】

ツインメッセ静岡

実務実習における問い合わせ内容の解析とフィードバックにつ
いて
2011年 3月28日から 4日間
日本薬学会第131年会
【ポスター発表】

ツインメッセ静岡

帝京大学薬学部の実務実習支援システムによる教員支援

2011年 3月28日から 4日間
日本薬学会第131年会
【ポスター発表】

ツインメッセ静岡

OTC薬・セルフメディケーションに関する新たな教育手法の導入
とその有用性の検討
2010年 7月25日
第13回日本医薬品情報学会学術大会
【座長】

アクトシティ浜松コングレスセンター

一般演題４
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2010年 7月24日
第13回日本医薬品情報学会学術大会

共同研究者

上村 直樹
アクトシティ浜松コングレスセンター

【座長】

シンポジウム３生活習慣病領域のスイッチＯＴＣ化に向けた薬剤
師の職能研究と再教育
2010年 4月24日
第1回日本アプライド・セラピューティクス学会学術大会

上村 直樹

昭和大学上條講堂４号館

【講演（シンポジスト）】

「薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダードとは」
（シンポジウム１『「パンドラの箱を開けよう」－我が国の薬物治療
の諸問題と将来に向けた提言－』）
2010年 3月28日から 3日間
日本薬学会第130年会

○下平秀夫(帝京大薬）

丸山桂司、戸原明、高橋和
子、奥秋美香、飯島亮介、
村上勲、細野浩之、渡邊真
知子、井上圭三（帝京大学
薬学部）

下平秀夫(帝京大薬）

○丸山桂司、宇都口直樹、
渡部多真紀、渡辺茂和、齊
藤百枝美、曽賀千智、高橋
和子、出口芳春、土屋雅
勇、江戸清人、丸山一雄、
小佐野博史、栗原順一、井
上圭三（帝京大学薬学部）

上村直樹、下平秀夫

○加藤次朗、鈴木潤三、海
保房夫（東京理科大薬学
部）

桃太郎アリーナ（岡山県総合グラウンド）

【ポスター発表】

帝京大学薬学部3年次科目「コミュニケーション演習３」－PBL糖
尿病患者シナリオ演習から得られた学生の課題－
2010年 3月28日から 3日間
日本薬学会第130年会
桃太郎アリーナ（岡山県総合グラウンド）

【ポスター発表】

帝京大学薬学部における実務実習事前学習の取組み

2010年 3月28日から 3日間
日本薬学会第130年会
桃太郎アリーナ（岡山県総合グラウンド）

【ポスター発表】

製薬企業ホームページの医療従事者向け医薬品情報の評価

2010年 2月28日
平成21年度第2回多摩第三地区研修会

山崎瑞枝
フォレストイン昭和館

【一般発表】

「保険者徴収に関する事項」の調査内容の発表及び解説

2010年 2月 7日
薬学教育協議会フォーラム2010
【一般発表】

下平秀夫（帝京大薬）

日本薬学会長井記念館 長井記念ホール，１階会議室AB

帝京大学薬学部における学生－大学教員－指導薬剤師の連
携システム
2009年 7月19日
第12回日本医薬品情報学会総会・学術大会
【一般発表】

下平秀夫(帝京大薬）
九州大学医学部百年講堂

帝京大学薬学部実務実習における栄養部での参加型実務実習
の有用性

○渡部多真紀、渡辺茂和、
齋藤百枝美、土屋雅勇（帝
京大学薬学部）、永井勇治
（三井記念病院薬剤部）、
粟島美由紀（帝京大医学部
附属病院栄養部）
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

2009年 7月19日
第12回日本医薬品情報学会総会・学術大会

発表者
上村直樹

○仲佐啓詳（千葉大医学部
附属病院薬剤部）、飯久保
尚（東邦大医療センター大
森病院薬剤部）、安部好弘
（ケイロン薬局）、澤田康文
（東大大学院情報学環・薬
学系研究科）

下平秀夫(帝京大薬）

○渡邊真知子、丸山桂司、
唐澤健、栗原順一、小佐野
博史、戸原明、井上圭三
（帝京大薬）

下平秀夫(帝京大薬）

丸山桂司、渡邊真知子、○
唐澤健、栗原順一、小佐野
博史、戸原明、井上圭三
（帝京大薬）

○下平秀夫（帝京大薬）

丸山桂司、渡邊真知子、井
上圭三（帝京大薬）

下平秀夫

○丸山桂司、渡部多真紀、
唐沢健、土屋雅勇、渡邊真
知子（帝京大学薬学部医療
薬学Ⅱ講座）

今村恭子、波田久美子

○金井勇希、小川光一、関
口栄司、松岡寛、西山直
孝、倉繁幸枝、藤沼昭雄、
小鷹良美、蘆澤和友、旭典
之、濱日登美（東京都薬剤
師会北多摩支部）

菅野里美、下平秀夫、峯村ゆかり

○信安恵見、伊藤はるみ、
太田利恵、佐藤浩子、椎木
滋郎、根本陽充、藤沼昭
雄、荻野祥子、池嶋謙、小
川光一（東京都薬剤師会北
多摩支部学術委員会）

○下平秀夫

丸山桂司、柳真志帆、渡邊
真知子、栗原順一、井上圭
三(帝京大学薬学部）

九州大学医学部百年講堂

【一般発表】

医療現場（病診と薬局）における医薬品情報学に関する実態調
査から浮かび上がってくるもの
2009年 3月27日から 2日間
日本薬学会第129年会
【ポスター発表】

共同研究者

国立京都国際会館／グランドプリンスホテル京都

帝京大学薬学部1年次科目「コミュニケーション演習」の有用性
評価１
－学生の患者イメージおよび高齢者イメージに関する解析－
2009年 3月27日から 2日間
日本薬学会第129年会
【ポスター発表】

国立京都国際会館／グランドプリンスホテル京都

帝京大学薬学部1年次科目「コミュニケーション演習」の有用性
評価２
－高齢者施設におけるコミュニケーション実習－
2009年 3月27日から 2日間
日本薬学会第129年会
【ポスター発表】

国立京都国際会館／グランドプリンスホテル京都

保険薬局実務実習事前学習としてのPBLチュートリアル教育

2008年10月18日から 2日間
第2回日本緩和医療薬学会年会
【ポスター発表】

パシフィコ横浜会議センター

薬学部学生の緩和ケアに必要な資質育成
～早期体験学習を利用した試み～
2008年10月12日～ 13日
第41回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックス・シーガイヤ・リゾート他

支部コーディネート型実習の試み
－「実務実習モデル・コアカリキュラム攻略に向けたマニュアル
づくり」
2008年10月12日～ 13日
第41回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックス・シーガイヤ・リゾート他

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻薬の後発医薬品の比較

2008年10月12日～ 13日
第41回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックス・シーガイヤ・リゾート他

実務実習事前学習における禁忌症チェックを中心としたOTC薬
販売演習
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2008年10月12日～ 13日
第41回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックス・シーガイヤ・リゾート他

共同研究者

○峯村ゆかり、今村恭子、山崎瑞
枝、山下智子、坂田千佳、達間雄
樹、下平秀夫、上村直樹

薬歴を利用したジェネリック医薬品の情報構築と実践

2008年 9月20日から 2日間
第１８回日本医療薬学会年会

○下平 秀夫(帝京大薬）

丸山桂司、渡邊真知子、栗
原順一、井上圭三（帝京大
学薬学部）

下平秀夫、上村直樹

○鈴木良風（東京理科大学
薬学部）

札幌コンベンションセンター

【ポスター発表】

保険薬局実習の事前教育としてのOTC薬販売ロールプレイ演
習の試み
2008年 9月 6日 ～ 7日
日本社会薬学会第27年会
【ポスター発表】

昭和大学薬学部 旗の台キャンパス

一包化における調剤作業量と調剤報酬の相関

2008年 7月 6日
第11回日本医薬品情報学会 総会・学術大会
【講演（シンポジスト）】

下平秀夫
東京ビッグサイト

服薬支援の立場からｰ患者の経験と次の医薬品情報に活かす
にはｰ
2008年 7月 5日
第11回日本医薬品情報学会 総会・学術大会
【一般発表】

東京ビッグサイト

○上村直樹、下平秀夫、島崎紀
子

塩川貴子（東理大）、赤澤
真（東理大／八王子薬剤セ
ンター）

規格ミス調剤インシデントの解析に基づくPTPシート薬剤の規格
間識別要素の有効性評価
2007年10月
第40回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

神戸国際会議場

保険薬剤師が期待する薬剤師国家試験とは

2007年9月
日本社会薬学会第26年会
【ポスター発表】

東京理科大学薬学部

○澤井美里、島崎紀子、為我井
恵美、小峰美代子、菅野里美、岩
井喜宏、沼能久美子、西村香奈
江、峯村ゆかり、今村恭子、山崎
瑞枝、山下智子、坂田千佳、下平
秀夫、上村直樹
○山下智子、峯村ゆかり、今村恭 佐藤浩子( 株式会社 クラ
ヤ三星堂)
子、山崎瑞枝、坂田千佳、下平秀
夫、上村直樹

保険薬局における副作用報告の現状と課題

2006年10月
第39回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックスプラザ(福井)

クラリシッドドライシロップの製剤処方変更に伴う各種飲料による
飲みやすさの改善に対する評価検討

○山崎瑞枝、土方隆弘、峯村ゆ
かり、今村恭子、山下智子、菅野
里美、坂田千佳、島崎紀子、為我
井恵美、澤井美里、小峰美代子、
岩井喜宏、上村直樹
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2006年10月
第39回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

フェニックスプラザ(福井)

タミフルドライシロップの各種飲料及び各種食物による飲みやす
さに対する客観的評価及び患者への聞き取り調査
2006年3月
日本薬学会第126年会
【ポスター発表】

共同研究者

○土方隆弘、山崎瑞枝、島崎紀
子、為我井恵美、澤井美里、小峰
美代子、岩井喜宏、峯村ゆかり、
今村恭子、山下智子、菅野里美、
坂田千佳、上村直樹

上村直樹
仙台国際センター(仙台)

○後藤恵子、有田悦子、井
手口直子、入江徹美、小川
芳子、砂金信義、半谷眞七
子、平井みどり（P-Co研）

SPロールプレイ実習プログラムの開発とSP養成

2005年11月
日本社会薬学会第24年会
【ポスター発表】

共立薬科大学(東京)

○土方隆弘、島崎紀子、前嶋美
沙、為我井恵美、古田裕子、澤井
美里、小峰美代子、上村直樹

小児用抗生物質製剤及び抗ウイルス剤の各種飲料による飲み
やすさに対する客観的評価 ～VASを用いて～
2005?年10月
第38回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

○土方隆弘
広島

小児用抗生物質製剤及び抗ウイルス剤の各種飲料による飲み
やすさに対する客観的評価 ～VASを用いて～
2005年3月
日本薬学会第125年会
【ポスター発表】

上村直樹

○後藤惠子、有田悦子、井
手口直子、入江徹美、小川
芳子、砂金義信、半谷眞七
子、平井みどり（P-Co研）

上村直樹

○石坂隆史、上原あゆみ、
安室翠、和田浩志、鈴木政
雄（東理大薬）

○上村直樹、島崎紀子、峯村ゆ
かり

串田一樹(昭和薬大)

有明・台場(東京）

ファーマシューティカルコミュニケーション教育のためのロールプ
レイ実習-その室の向上を目指して2005年3月
日本薬学会第125年会
【ポスター発表】

有明・台場(東京）

吸入液混合調剤のアンケートによる現状把握

2004年10月
第37回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

青森文化会館(青森)

薬局実務実習の受け皿整備について

2004年9月
日本社会薬学会第23年会
【ポスター発表】

北海道大学(北海道)

○土方隆弘、菅原亜衣子、山崎
瑞枝、峯村ゆかり、上村直樹

各種消炎鎮痛貼付剤の使用感に対する主観的及び客観的な
比較検討
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2004年3月
日本薬学会第124年会
【ポスター発表】

共同研究者

○上村直樹

椿 孝浩、松岡 寛(都薬北
多摩支部)、寺澤雅治、志
田保夫、伊奈郊二、山田健
二(東薬大)

○上村直樹

寺澤雅治(東薬大)、岡崎光
洋、早瀬幸俊(北薬科大)

○佐藤亜衣子、首藤知子、上村
直樹

串田直樹(昭和薬大)

○上村直樹、島崎紀子、峯村ゆ
かり

串田直樹(昭和薬科)

コスモスクエア国際交流センター(大阪)

家伝薬「石田散薬」を検証する

2003年
【ポスター発表】
11月

薬局における後発医薬品の備蓄状況と今後の課題

2003年10月
第36回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

福岡国際会議場(福岡)

薬局機能と薬局から排泄される医療系廃棄物の適正処理につ
いて
2003年10月
第36回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

福岡国際会議場(福岡)

薬局機能と薬局実務実習の今後

2003年 9月
平成15年度東京都薬剤師会多摩第三地区薬剤師研修会
【】

峯村ゆかり他

フォレストイン昭和館（昭島市）

各種消炎・鎮痛貼付剤の使用感に対する主観的および客観的
な比較検討
2003年7月
第7回日本地域薬局薬学会年会
昭和大学上條講堂

【ポスター発表】

○久保田裕香、中村悦子、山崎
瑞枝、峯村ゆかり

「お薬手帳」普及への道

2003年7月
第7回日本地域薬局薬学会年会
昭和大学上條講堂

【ポスター発表】

○前嶋美沙、首藤知子、上村直
樹

在宅訪問薬剤管理指導におけるコンプライアンス向上に対する
取り組み
2002年11月
日本社会薬学会第21年会
【ポスター発表】

○串田一樹(昭薬大)

東京薬科大学(八王子)

薬局機能評価の前に
- 適正な調剤業務の構築と調剤報酬の開示 -
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2002年11月
日本社会薬学会第21年会
【ポスター発表】

共同研究者

○鈴木 恵
東京薬科大学(八王子)

薬局におけるインシデント原因の研究

2002年11月
日本社会薬学会第21年会
【ポスター発表】

上村直樹

○寺澤雅治、原 正恵、武
立啓子、長坂達夫

上村直樹

○砂金信義・・・

○上村直樹

岡崎光洋・・・

東京薬科大学(八王子)

喘息治療薬の適正使用に関する研究
- 薬局における吸入治療薬(MDI、DPI)の使用に関する実態調
査 2002年10月
第35回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

愛媛県民文化会館(愛媛

軟膏剤等の配合変化に関する文献情報の整理とその評価

2002年10月
第35回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

愛媛県民文化会館(愛媛)

薬局業務支援システムに関する研究

2002年10月
第35回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

○鈴木 恵、為我井恵美、・・・
愛媛県民文化会館(愛媛)

薬局における調剤過誤の要因についての研究

2002年10月
第35回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

上村直樹

○堀越 生(練馬区薬)、太
田隆文、阿部幸枝、宇留野
強(東理大薬)、岡崎光洋
(東薬大)

上村直樹（東京都薬剤師会立川
支部）

○松岡寛（東京都薬剤師会
立川支部）、寺澤雅治、原
正恵、小杉義幸、長坂達夫
（東京薬科大薬学部第二薬
品化学教室）、岡崎光洋、
早瀬幸俊（北海道薬科大学
薬学部薬事管理学研究室）

愛媛県民文化会館(愛媛)

並売医薬品の現状と薬剤師の視点から見た問題点

2002年7月
第6回地域薬局医療薬学シンポジウム
【ポスター発表】

札幌サンプラザ

薬剤師会支部活動における効率化のための新たな試み

2002年7月
第6回地域薬局医療薬学シンポジウム
【ポスター発表】

薬局におけるインシデント原因追求の研究

札幌サンプラザ

○佐藤亜衣子、鈴木恵、島崎紀
子、為我井恵美、浦野友美、首藤
知子、峯村ゆかり、久保田裕香、
上村直樹(富士見台調剤薬局）、
前嶋美沙、水村真由美、大山啓、
澤木七桜子、中村悦子(ファーミッ
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2001年10月
日本社会薬学会第20年会
【ポスター発表】

峯村ゆかり、上村直樹

共同研究者
○田口伸行・・・

石川県女性センター(金沢)

医薬品とビタミン・ミネラルの相互作用に関するデータベースの
構築
2001年10月
第34回日本薬剤師会学術大会

○上村直樹、島崎紀子・・・・
パシフィコ横浜(横浜)

【ポスター発表】

薬局における業務支援システムに関する研究

2001年10月
第34回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

パシフィコ横浜(横浜)

○大山 啓、澤木七桜子、水村真 桜沢昌宏、新井登、橋本
功、武田雄史（㈱クラヤ三
由美、島崎紀子、中村悦子、前嶋 星堂）
美沙、上村直樹

新しい在庫管理システムと薬剤師業務の変化に関する研究

2001年10月
第34回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

パシフィコ横浜(横浜)

上村直樹、首藤知子、佐藤亜衣
子

○鈴木政雄、久保田理恵、
鈴木潤三(東理大薬)

上村直樹

○岡崎光洋、田中亜紀、石
川真、小杉善幸（東薬大）

○上村直樹

寺脇康文（会営国分調剤薬
局）、吉延悦子、村山信子、
砂金信義、太田隆文、石坂
隆史、宇留野強（東理大
薬）

○佐藤亜衣子、首藤知子、上村
直樹

吉田満智子、鈴木政雄、鈴
木潤三（東理大薬）

上村直樹

近藤幸男(青梅三慶病院)、
○真殿明寛(シオン薬局)

医薬品の管理及び医薬品・医薬品包装材の廃棄に関する薬局
及び消費者の認識に関する調査
2001年10月
第34回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

パシフィコ横浜(横浜)

グループフェアを利用した薬剤師によるコミュニケーションに関
する研究
2001年7月
第5回地域薬局医療薬学シンポジウム
【ポスター発表】

東京理科大薬学部11号館

フェノール性水酸基含有医薬品と鉄剤との相互作用について
（２）
2001年7月
第5回地域薬局医療薬学シンポジウム
【ポスター発表】

東京理科大薬学部11号館

薬局からでる廃棄物の実態とその意識調査に関する研究

2001年3月
日本薬学会第121年会
【ポスター発表】

ロイトン札幌(札幌)

薬歴管理をスムーズに行うための一考(診療科毎の服薬指導の
方法)
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

2000年10月
第33回日本薬剤師会学術大会

共同研究者

上村直樹他

○山田満利、針生暎郎(西
多摩薬)

上村直樹

○岡崎光洋、小杉義幸、石
川 真、長坂達夫(東薬大)

○廣戸美紀、渡辺浩子、鈴木
恵、上村直樹

末次淳夫、遠藤朝朗(株 ハ
イブリッジ)

○西村詩乃、島崎紀子、岡部敏
子、大山 啓、富澤友美、為我井
恵美、上村直樹

桜沢昌宏、新井登、鈴木雅
勝、武田雄史、師井義幸、
伴 昭芳(株 クラヤ三星堂)

○上村直樹、岡崎理絵、佐藤亜
衣子、吉村知子、島崎紀子

飯田暢子(株 フラックス)、太
田隆文(東理大薬)

○鈴木 恵、廣戸美紀、島崎紀
子、上村直樹

海保房夫（東理大薬）

○上村直樹、渡辺浩子、島崎紀
子

末次淳夫（ハイブリッジ㈱）

○上村直樹（東理大薬同窓会）

中村洋司、畑中典子、伊集
院一成、小茂田昌代、楠美
里子、石井甲一、寺山博
行、小原侃（東理大薬同窓
会）

大阪国際会議場(大阪)

【ポスター発表】

薬局管理をスムーズに行うための一考（各科ごとの服薬指導の
ポイント）
2000年10月
第33回日本薬剤師会学術大会
大阪国際会議場(大阪)

【ポスター発表】

グループフェアを利用した薬剤師によるコミュニケーションに関
する研究
2000年10月
第33回日本薬剤師会学術大会
大阪国際会議場(大阪)

【ポスター発表】

電子薬歴導入後の改善点とモバイル化について

2000年10月
第33回日本薬剤師会学術大会
大阪国際会議場(大阪)

【ポスター発表】

薬局と卸が共同で行う新しい在庫管理

2000年8月
日本病院薬剤師会関東ブロック第30回学術大会
【ポスター発表】

高齢者によるPTPシートの識別過誤と色覚

2000年7月
第4回地域薬局医療薬学シンポジウム
【ポスター発表】

東京理科大薬学部11号館

在宅患者への調剤工夫

2000年7月
第4回地域薬局医療薬学シンポジウム
【一般発表】

東京理科大薬学部11号館

電子薬歴システムの効果について

2000年3月
日本薬学会第120年会
【ポスター発表】

実践社会薬学の薬学部教育への効果

岐阜メモリアルセンター(岐阜)
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

1999年11月
第32回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

上村直樹

共同研究者
○有田悦子、池谷博美(北
里大薬）

名古屋国際会議場(名古屋）

薬剤師の為の心理教育プログラムの構築 その１
－コミュニケーション能力に関する意識調査から－
1999年11月
第32回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

名古屋国際会議場(名古屋)

薬歴の電子化とその評価

1999年11月
第32回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

名古屋国際会議場(名古屋)

○岩附榮子、鈴木恵、松村智春、 末次淳夫(ハイブリッジ㈱)
富澤友美、為我井恵美、渡辺雅
子、渡辺浩子、廣戸美紀、上村直
樹

石坂隆史、海保房夫、太田
○大山 啓、岡部敏子、出来千
隆文、山口稽子、村松延弘
春、島崎紀子、西村詩乃、上村直
樹

シロップ剤の配合の現状と問題点

1999年3月
日本薬学会第119年会
【ポスター発表】

アスティとくしま(徳島)

○上村直樹、久保田幸恵、渡辺
雅子、大山 啓、出来千春

飯田暢子（㈱ フラックス)、
太田隆文(東理大薬)、濱畑
和男(浜畑眼科医院)、長谷
川 正(㈲ ファムコン)

○上村直樹

平井有、梶田恵子、野中明
人（都薬立川支部）

上村直樹

○間辺利江、藤川陽子、
Curtis Patterson（MedArc
Healthcare Education
Services Ins.） 鷲見正宏、
村山純一郎（昭和大学病院
薬剤部） 西谷篤彦（東大
医学部付属病院分院薬剤
部） 野中明人（大和調剤

高齢者におけるヒートシールの識別と色彩の関連性

1998年10月
第31回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

ロイトン札幌（札幌）

病院の立地環境と処方せん分散の関連性

1998年10月
第31回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

ロイトン札幌（札幌）

米国における服薬指導と薬剤師によるフィジカル アセスメント

1998年10月
第31回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

ロイトン札幌（札幌）

○冨澤友美、為我井恵美、島崎
紀子、松村智春、上村直樹

高齢化社会に向けての調剤機器への要望

1997年10月
第30回日本薬剤師会学術大会
【ポスター発表】

○上村直樹

平井 有、梶田恵子、野中
明人(立川市薬)

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ(東京)

面分業における地域薬剤師会の役割
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研究発表実績
2016/10/27 現在
発表年月／大会名・開催地／発表演題

発表者

1995年3月
日本薬学会第118年会
【ポスター発表】

共同研究者

上村直樹

○海保房夫、岸本麻衣子、
山口稽子、石坂隆史、村松
延弘、太田隆文

上村直樹(東理大薬）

○福室憲治、大渕満寿美
(東理大薬）

京都市勧業館（京都）

特別養護老人ホーム勤務介護職員の医薬品に対する関心度の
実態調査
1985年4月
日本薬学会第105年会
【ポスター発表】

金沢

アンケート調査を基礎とした医薬品副作用文献情報モニタリング
に関する研究
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