【1日目 （9月8日 土曜日）】
第１会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

1Ｆ 大講義室 (106)

2F 中講義室 (205)

3F 中講義室 (306)

4F 中講義室 (407)

4F 中講義室 (408)

4F 演習室 (405)

3F 演習室 (304)

9:00

受付

1F

ラウンジ

企業展示
1F ラウンジ
W1棟 1F 模擬薬局

9：00～10：00

9：00～10：00

ポスター貼付

展示準備

10：00～17：00

10：00～17：00

9:00

(W2棟 1F)

9：00～17：00

10:00

ポスター会場

10：00～10：10 開会式
10：10～10：40 大会長講演

10:00

「『第9回日本アプライド・セラピューティクス
(実践薬物治療)学会学術大会』を
開催するにあたり」

座長：緒方 宏泰 演者：網岡 克雄

11:00

10：40～11：40
基調講演
「高齢者の薬物療法：multimorbidity
の対応と医薬連携の重要性」

11:00

座長：網岡 克雄
演者：葛谷 雅文

11：50～12：50
ランチョンセミナー1
「実践ポリファーマシー対策

12:00

11：50～12：50
ランチョンセミナー2

11：50～12：50
ランチョンセミナー3

11：50～12：50
評議員会

12:00

「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死を 「嚥下困難患者がとろみ調整用
食品で医薬品を服用しても
～より良い薬物療法を目指して～」 予防するための医歯薬連携」

大丈夫？～酸化マグネシウムの

13:00

座長：木村 和哲

座長：山田 成樹

演者：溝神 文博

演者：岸本 裕充

適正使用に向けた検討～」
座長：西澤 健司 演者：富田 隆

共催/東和薬品株式会社

共催/帝人ファーマ株式会社

共催/協和化学工業株式会社

ポスター掲示
13:00

13：00～14：00
教育講演 1

企業展示

「地域包括ケアシステムにおける
薬局・薬剤師の役割
～平成30年度調剤報酬改定を踏まえて～」
座長：長谷川 洋一 演者：狭間 研至
14:00

14:00

14：10～15：40
シンポジウム1
「電子カルテ閲覧による
病院と開局薬局の連携
15:00

14：10～15：40
シンポジウム2
「実践臨床研究
－症例報告から一歩前へ－」

14：10～16：00
臨床判断ワークショップ
「臨床判断ワークショップ
体験版 ～咳・呼吸困難～」

－金鯱薬薬連携研究会の活動より－」

15:00

オーガナイザー兼座長：渡部 一宏
オーガナイザー兼座長：中井 正彦

シンポジスト：渡部 一宏、原 梓

シンポジスト：奥田 聡、井上 裕貴

シンポジスト：近藤 直樹、鈴木 賢一

オーガナイザー：木内 祐二
オーガナイザー：狭間 研至
講師：木内 祐二、亀井 大輔
講師：山岡 和幸、坂口 眞弓

シンポジスト：間瀬 定政

16:00

16：00～16：20
ポスター示説
16：25～17：55
シンポジウム3

16:00

ポスター掲示

「セルフメディケーション推進の
17:00 ための薬剤師によるＯＴＣ薬対応」

17:00

オーガナイザー兼座長：坂口 眞弓
オーガナイザー兼座長：山岡 和幸
シンポジスト：下原 修治、宮田 俊男
シンポジスト：辻 洋行
18:00

18：00～19：30
懇親会
（金城学院大学 W3棟 1階 食堂）

17:30

【2日目 （9月9日 日曜日）】
第１会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

1Ｆ 大講義室 (106)

2F 中講義室 (205)

3F 中講義室 (306)

4F 中講義室 (407)

4F 中講義室 (408)

9:00

ラウンジ

受付

企業展示
1F ラウンジ
W1棟 1F 模擬薬局
9：00～14：30

座長：網岡 克雄
演者：真野 俊樹

9:00

(W2棟 1F)

9：00～15：00

ワークショップ認定指導者
への認定書授与

10：10～11：40
教育講演 2
「グローバル化する医療と
その中での薬局の役割
:医療の標準化も踏まえて」
11:00

1F

9：00～14：30
9：10～10：00
総会および

10:00

ポスター会場

10：00～10：50
症例検討ワークショップ1
「糖尿病」
座長：山藤 満

10:00

10：00～11：00
一般演題（口頭）
座長：梅村 雅之

演者：角南 由紀子、 澁谷 淳

10：50～11：40
症例検討ワークショップ2
「糖尿病」

11:00

座長：山藤 満
演者：角南 由紀子、 澁谷 淳

11：50～12：50
ランチョンセミナー4
「実践的な輸液の取り扱い

12:00

～配合変化と医療安全の
観点から～」
演者：相馬 正芳
共催/株式会社大塚製薬工場
13:00

13：00～14：00
教育講演 3
「ポリファーマシーをコミュニケーション
ツールにしたスゴ腕薬剤師になる！」
座長：脇屋 義文

14:00

15:00

演者：南郷 栄秀

14：10～15：40
教育講演 4
「リウマチ治療に関しての
最新の話題と治療上の留意点
について」
座長：中井 正彦

11：50～12：50
ランチョンセミナー5
「投薬個別化における
最近の話題」

11：50～12：50
ランチョンセミナー6
「薬剤師主導による
臨床試験の実践と展望」

座長：山田 成樹

座長：斎藤 寛子

演者：谷川原 祐介

演者：前田 章光

共催/中外製薬株式会社

12:00

ポスター掲示

企業展示

共催/光製薬株式会社
13:00

13：00～14：00
症例検討ワークショップ3
「高血圧」
オーガナイザー： 志賀 剛
オーガナイ司会： 山藤 満
プレゼンター：松本 直樹

14:00

14：00～15：00
症例検討ワークショップ4
「不眠症」
オーガナイザー兼座長：蓮沼 智子
オーガナイザー兼演者：松井 健太郎

14：30～15：00
ポスター撤去

14：30～15：00
展示撤去
15:00

演者：若林 弘樹

15：40～15：50 閉会式
16:00

16:00

17:00

17:00

