
第12回日本在宅薬学会　学術大会
日程表

 2019.6.14

１日目　　　7月14日（日）　　　名古屋国際会議場

9:00

13:30-14:30

一般口演1

O-01～O-05

座長：藤永智也

19:00-20:30

懇親会　4号館1階 「白鳥ホール」

16:10-17:10

17:20-18:20 17:20-18:40

企業展示

17:00-18:00

ポスター示説
（奇数）

13:10-15:40

14:40-15:40

一般口演2
優秀演題賞最終候補演題

O-06～O-10

座長：池　喜章

ワークショップ1

楽しく実践！処方提案！
～ポリファーマシーを例に～

オーガナイザー：山本雅洋

ファシリテーター：青島周一
                         稲生貴士
                         村田繁紀
                         新原博輝
                         神田佳典

11:50-12:50

ランチョンセミナー3

在宅セルフケアにおける薬剤師の
新たな活躍と健こんぱすを含めた

ICTシステムの活用
 座長：大野 　智
 演者：宮田俊男

共催：キリンホールディングス㈱

11:50-12:50

ランチョンセミナー4

薬局薬剤師の日英比較研究から
紐解く、薬剤師のバリュー！
そして在宅業務の可能性！

座長：赤瀬朋秀
演者：三島重顕

共催：㈱ユヤマ

16:10-18:40

ワークショップ2

褥瘡治療への介入で
薬剤師の役割が変わる！

オーガナイザー：古田勝経
                        猪子幸生

座長：魚住三奈

ファシリテーター：
                    坂井美千子
                    田崎恵玲奈
                    長谷川雅子
                   森　麻美子

                 荒木玲子

15:50-16:50

17:00

18:00

教育講演1

在宅医療・看護の実際から、
薬剤管理・感染管理における
課題とチーム連携を考える

座長：高山和郎
演者：澤田理恵

シンポジウム5

在宅緩和の連携から
まず始めてみよう

～がん緩和領域の視点から
医療連携について考える～

座長：重山昌人
        星野有吾

演者：大澤友裕
            小黒佳代子

         隅田美紀
         中嶋亜紀
         源川良一

シンポジウム6

心不全パンデミックを
多職種連携で阻止する！
～心不全ガイドラインの
統合・改訂を踏まえて～

座長：黒野俊介
        川邉祐子

演者：奥村貴裕
        岩田晃佳

           黒滝亜沙子
        橋村孝博

16:00

特別講演

今後の薬局・薬剤師に
期待すること

～次期調剤報酬改定に向けて
～

座長：狹間研至
演者：田宮憲一

教育講演2

学会発表・論文作成・
在宅業務で役立つ

医療情報の探索と活用法

座長：平 　紀子
        丸山 　徹
演者：平 　紀子
        堀 　里子
        松田真美

一般口演3
優秀演題賞最終候補演題

O-11～O-15

座長：池末裕明

シンポジウム4

地域包括ケアシステムの
深化と薬剤師

～地域包括ケアのアウトカム～

座長：島田光明
            長谷川洋一

演者：田中 　滋
         井階友貴
         山口弘美
         奥村智宏

19:00

ポスター閲覧

11:50-12:50

ランチョンセミナー5

関節リウマチ治療戦略のReal
World

 座長：浅井茂夫
 演者：藤本 　隆

共催：日本化薬㈱

14:00

15:00

シンポジウム1

入退院時におけるシームレスな
薬物治療支援について

 座長：川添哲嗣
          鈴木弘子

演者：永井尭範
            川崎香奈子

        青木美典
        竹内正幸
        下鶴紀之
        溝神文博

シンポジウム2

多職種協働で支援する！
～在宅薬学分野における

精神的ケア～

座長：手嶋無限
        成井 　繁

演者：手嶋無限
         藤田 　潔
         永井典子
         成井 　繁
         村松朋子
         井戸勇佑

13:10-15:40

シンポジウム3

在宅医療の基礎的なこと

座長：近藤靖子
         神谷政幸

演者：姜 　琪鎬
         飯山教好
         橋本倫季
         池田真一

13:10-15:40

スイーツセミナー

第5回　パートナーシンポジウム

座長：狹間研至

演者：赤羽根秀宜
     前原理佳
     狹間研至

特別発言：中井清人

共催：第一三共エスファ㈱

16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30

ランチョンセミナー2

在宅診療に役立つ漢方薬の治療戦略
－様々な服薬工夫の実践例も含めて-

　座長：木ノ下智康
演者：丹村敏則

共催：㈱ツムラ

13:00

10:30-11:30

12:00

11:00

基調講演

超高齢社会への対応
－疾患の性質変化と医療の在り

方ー

座長：狹間研至
演者：江崎禎英

ランチョンセミナー1

キーワードは「お薬を渡した後」。
時代が求める”質の向上”と”効率
化”に向けて薬局で活用すべき

ツールとは？
座長：狹間研至

演者：奈良　健、中尾　豊
共催：㈱カケハシ

11:50-12:50 11:50-12:50

第6会場
2号館2階
会議室223

（5～7名×5島＋19席）

13:10-15:40

9:00-17:30

13:10-15:40

10:00

大会会長講演

地域包括ケア時代の『在宅薬学』

座長：岩月 　進
演者：狹間研至

9:40-10:30

受付　2号館1階　ロビー

9:20-9:40

開会式

ポスター会場
2号館1階

展示室211＋212

企業展示
2号館1階

展示室211＋212

第１会場
1号館4階

レセプションホール
（711席）

第2会場
2号館3階
会議室234

（282席）

第3会場
2号館3階

会議室232＋233
（251席）

第4会場
2号館2階
会議室224

（282席）

第5会場
2号館2階
会議室222

（116席）

9:00-10:00 9:00-10:00

ポスター貼付 展示設営

10:00-17:00 10:00-18:00



第12回日本在宅薬学会　学術大会
日程表

 2019.6.14

２日目　　　7月15日（月・祝）　　　名古屋国際会議場

8:00

14:00-15:00

ポスター示説
（偶数）

15:00-15:30 15:00-15:30

ポスター撤去 展示撤去

シンポジウム14

薬局薬剤師及び非薬剤師のた
めの認定がん医療ネットワーク

ナビゲーター制度について

座長：源川良一
         狭間紀代

演者：山本康平
         北田舞子

            井上ひろみ
         中島美紀

共催：日本癌治療学会

ポスター閲覧

8:30-14:00 8:30-15:00

9:00-11:30

13:10-15:40

ランチョンセミナー8

在宅薬剤師が知っておくべき
高齢者てんかん

座長：狹間研至
演者：工藤千秋

共催：エーザイ㈱

13:10-15:40

シンポジウム12

遠隔医療で目指すもの

座長：近藤靖子
            長谷川洋一

演者：武藤真祐
        小栗 　信
         木村慶彦
         大木 　剛

　

8:30-11:00

受付　2号館1階　ロビー

 

ワークショップ3

情報検索の達人への道
～エビデンスの伝道者になろう～

オーガナイザー：山本雅洋

ファシリテーター：青島周一
                         稲生貴士
                         村田繁紀
                         新原博輝
                         神田佳典

一般口演5

O-21～O-25

座長：猪子幸生

10:10-11:10

19:00

ワークショップ4

緊急時対応ワークショップ
こんな時どうする？

緊急時に動ける薬剤師になろう！

講師：平出 　敦
         窪田愛恵
         稲垣 　鎮

インストラクター：
         金澤京子
         佐竹純衣
         髙橋直子

           竹内あずさ
             辻本千代美

         鳥居泰宏
         矢野知子

             吉岡美由紀

18:00

17:00

理事長　記者会見

16:20-16:50

16:00

シンポジウム11

薬剤師が関わる嚥下障害
～薬を渡したそのあとも～

座長：野原幹司
         川邉祐子

演者：野原幹司
         亀井智子
         村本奈穂
         岸本 　真

            坂井美千子

シンポジウム13

薬剤師による「お薬の教育」
～様々な場面から～

座長：池 　喜章
           平井みどり

演者：谷畑正志
            藤田あゆみ

         向井寿美
         池 　喜章
         川添哲嗣

閉会式

15:50-16:10

15:00

企業展示

13:00

13:10-15:40 13:10-15:40 13:10-15:40 13:10-15:40

シンポジウム10

最期まで「豊かな暮らし」を
支援するための介護予防

～薬学を使って
薬剤師ができる事～

座長：藤永智也
        黒野俊介

演者：森 　剛士
        小谷洋子
        梅田 　孝
        長井彰子

14:00

ランチョンセミナー6

地域包括ケアシステムにおける薬
剤師の役割～薬機法改正やACPそ
して蔵の街コミュニティケア研究会

の活動を踏まえて～
座長：星野有吾
演者：大澤光司
共催：ニプロ㈱

ランチョンセミナー7

がん性皮膚潰瘍の治療意義と

ロゼックス®ゲルの位置付け

座長：西口久史
演者：渡部一宏

共催：マルホ㈱

ランチョンセミナー9

さまざまな医療環境に応じた
感染症の予防と治療

座長：崔　吉道
演者：室　高広

共催：東和薬品㈱

ランチョンセミナー10

在宅療養患者の栄養管理を考えよ
う

　 座長：上地小与里
演者：坂本岳志

共催：㈱大塚製薬工場

12:00

11:50-12:50 11:50-12:50 11:50-12:50 11:50-12:50 11:50-12:50

11:00

9:00

シンポジウム7

感染対策と抗菌薬適正使用の
地域課題に対する各種取組の

実践！

座長：手嶋無限
         高山和郎

演者：手嶋無限
         日馬由貴
         高山和郎

            坪内理恵子
            残間由美子

シンポジウム8

緩和療法における
進化するMohsペースト

座長：重山昌人
         田口真穂

演者：橋口宏司
         菊池絵里
         佐藤淳也
         田口真穂
         鴻池紗耶

シンポジウム9

薬剤師が担う
医療機関と薬局間の連携手法

～プロトコールに基づく
薬物治療管理～

座長：長久保久仁子
  池末裕明

演者：村上通康
         高瀬友貴

                長久保久仁子
         村田勇人

             天本耕一郎

9:00-10:00

一般口演4

O-16～O-20

座長：星野有吾

10:00

9:00-11:30 9:00-11:30 9:00-11:30

スポンサードワークショップ

薬剤師 登録販売者の
OTC医薬品・漢方薬販売！

～初期の風邪は薬局で治そう！～

座長：原　健二、狹間紀代

演者：藤井隆太、中島正光
宮田俊男、狹間紀代、中井清人

ファシリテーター：
村瀬祥子、小黒佳代子、長井彰子

畑　世剛、斎藤英子、髙崎潔子
石田雅子、比嘉朋子、矢野知子
山口竜太、谷畑正志、上村里菜

能丸浩子、中西美那子、池　裕里
南　知子、廣瀬理恵、山本恵美子
吉田友美、平山幸子、井上ひろみ
高橋ひとみ、北田舞子、瀬尾和矢

谷　静香、西邨隼人、藤　彩加
米澤未央、米原　梓

共催：㈱龍角散

ポスター会場
2号館1階

展示室211＋212

企業展示
2号館1階

展示室211＋212

第１会場
1号館4階

レセプションホール
（711席）

第2会場
2号館3階
会議室234

（282席）

第3会場
2号館3階

会議室232＋233
（251席）

第4会場
2号館2階
会議室224

（282席）

第5会場
2号館2階
会議室222

（116席）

会員総会

8:30-8:50

第6会場
2号館2階
会議室223

（5～7名×5島＋19席）

8:00-14:00


