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9:30～ くすり教育指導者養成ワークショップ(日本社会薬学会企画)

10:00～11:30 ワークショップ①、②
①あなたが目指す薬剤師像について（薬学生向け）
②アンケート調査で学会発表にチャレンジ (一般薬剤師向け）

11:50～12:50 幹事会
13:00～13:30 開会式
13:30～15:00 基調講演

「いのち」に向き合う―死生学の視点から―
座長：政田 幹夫　演者：藤井 美和

15:10～16:10 ポスター発表（奇数）

16:20～18:20 シンポジウム1
リスクのある医薬品を社会に調和させる
座長：中村 敏明

18:30～20:00 懇親会（交流会）

9:00～9:30
10:00～12:00

12:15～13:15

13:30～14:30
14:45～16:45

16:50～ 閉会式

総会

1日目 9月23日（土）

2日目　9月24日（日）

シンポジウム2　(国際シンポジウム)
Expansion of the community pharmacist's role in a changing society
-Evidence from clinical research in Japan and Canada-
（変貌する社会における薬局薬剤師業務の広がりとエビデンス
　ー日本・カナダの臨床研究からー）
座長：恩田 光子 、岡田 浩

教育講演（ランチョンセミナー）
①地域包括ケアにおける多職種連携～在宅担当薬剤師の役割と期待～
②健康食品の現状についてー有効性と安全性、安全性確保に関する取り組み

シンポジウム3
ファーマシューティカルケアと医療経済
座長：児玉 孝、寺岡 章雄

ポスター発表（偶数）

日本社会薬学会第 36 年会 プログラム 
 

――――会員総会―――― 

 
9 月 24 日(日)  9:00 - 9:30   D101 講堂(D 棟 1 階） 

 

――――開会式―――― 

 
9 月 23 日(土)  13:00 - 13:30   D101 講堂(D 棟 1 階） 

 廣谷 芳彦 （大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座 教授） 

 

――――基調講演―――― 

 
9 月 23 日（土)  13:30 - 15:00   D101 講堂(D 棟 1 階）  

「いのち」に向き合う―死生学の視点から― 

                                座長：政田 幹夫 （大阪薬科大学 学長) 

  演者：藤井 美和 （関西学院大学大学院人間福祉研究科 教授) 
 

―――――――――― シンポジウム ―――――――――― 
 

9 月 23 日（土)  16:20 - 18:20   D101 講堂(D 棟 1 階） 

シンポジウム１ 「リスクのある医薬品を社会に調和させる」 

座長：中村 敏明 (大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター 教授) 

S1 基調講演 

リスクのある医薬品を社会に調和させる ～薬事行政における最近の取組～ 

                              演者：紀平 哲也 （厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 薬事企画官） 

S1-1 製薬企業のリスクコミュニケーション ○宮川 功 （武田薬品工業株式会社 日本開発セン

ター ファーマコビジランス部 主席部員) 

S1-2 調剤支援システムを活用した薬局のリスク・コミュニケーシ

ョン 

○金指 伴哉 （薬樹健ナビ株式会社 代表取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本社会薬学会第 36 年会　プログラム

会員総会

基調講演

シンポジウム

開会式
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―――――― ワークショップ ―――――――― 
 

9 月 23 日（土)  10:00 - 11:30   D305(D 棟 3 階） 

ワークショップ①  「あなたが目指す薬剤師像について（薬学生向け）」 

長嶺 幸子（神戸薬科大学エクステンションセンター） 

廣谷 芳彦（大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座） 

 

9 月 23 日（土)  10:00 - 11:30   D306(D 棟 3 階） 

ワークショップ②  「アンケート調査で学会発表にチャレンジ(一般薬剤師向け）」 

日本社会薬学会編集委員会 

 

9 月 23 日（土)  9:30 - 11:30    D307(D 棟 3 階） 

くすり教育指導者養成ワークショップ(日本社会薬学会企画) 

齋藤 百枝美 (帝京大学薬学部) 

渡部 多真紀 (帝京大学薬学部) 

宮本 法子 (東京薬科大学薬学部） 

 

 

―――――― 教育講演（ランチョンセミナー) ―――――――― 

 
9 月 24 日（日)  12:15 - 13:15   D302(D 棟 3 階） 

座 長： 七海 朗（薬局セブンファーマシー 代表取締役） 

教育講演 1  「地域包括ケアにおける多職種連携～在宅担当薬剤師の役割と期待～」 

演 者：山根 暁子 （株式会社ファーマシィ薬局さんて 在宅担当薬剤師） 

共催：エーザイ株式会社 

 

9 月 24 日（日)  12:15 - 13:15   D303(D 棟 3 階） 

座 長：川添 禎浩（京都女子大学家政学部食物栄養学科 教授）  

教育講演 2  「健康食品の現状についてー有効性と安全性、安全性確保に関する取り組み」 

演 者：梅垣 敬三 

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 部長）  

 

 

 

 

 

 

 

9 月 24 日（日)  10:00 - 12:00   D101 講堂(D 棟 1 階） 

シンポジウム 2 （国際シンポジウム） 

 「Expansion of the community pharmacist's role in a changing society  

-Evidence from clinical research in Japan and Canada-」 

（変貌する社会における薬局薬剤師業務の広がりとエビデンスー日本・カナダの臨床研究からー) 

座長：恩田 光子 （大阪薬科大学社会薬学・薬局管理学研究室 教授)    

   岡田 浩 （Research fellow, EPICORE Centre, University of Alberta） 

 

 

S2 オープニングリマーク 

Get Motivated: The positive impact of community pharmacists on chronic disease management 

- A look at the COMPASS Project - 

                               演者：岡田 浩（Research fellow, EPICORE Centre, University of Alberta） 

S2 基調講演 

Evidence for an Advanced Scope of Pharmacy Practice - Implications for Public Health and Society 

                    演者：Ross Tsuyuki  （Professor of Medicine (Cardiology) and Director, EPICORE Centre   

                                                    Faculty of Medicine and Dentistry  University of Alberta） 

S2-1 KANO Analysis of patients' satisfaction at Community 

Pharmacy 

—Applying Good Old Practice to Current Problems of 

Society— 

○山口 晴巨 （ヤマグチ薬局、株式会社ファーマコラ

イフ 代表取締役） 

 

 

9 月 24 日（日)  14:45 - 16:45  D101 講堂(D 棟 1 階） 

シンポジウム 3 「ファーマシューティカルケアと医療経済」 

      座長：児玉 孝 （株式会社和歌ノ浦薬局 代表取締役／前（公）日本薬剤師会会長)       

寺岡 章雄 （東京大学大学院薬学研究科医薬政策学 大学院研究生) 

オープニングリマーク            演者：児玉 孝 （株式会社和歌ノ浦薬局 代表取締役／前（公）日本薬剤師会会長) 

S3-1 医療経済評価の方法と活用 ○福田 敬 (国立保健医療科学院 医療・福祉サー

ビス研究部 部長) 

S3-2 （未定） ○五十嵐 中 （東京大学大学院薬学研究科医薬政

策学 特任准教授） 

 

S3-3 薬剤師活動による医療経済向上への期待 

- 地域包括ケアシステムの中の薬剤師活動 

○中井 清人 (厚生労働省医薬・生活衛生局医療機

器審査管理課長) 
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―――――― ワークショップ ―――――――― 
 

9 月 23 日（土)  10:00 - 11:30   D305(D 棟 3 階） 

ワークショップ①  「あなたが目指す薬剤師像について（薬学生向け）」 

長嶺 幸子（神戸薬科大学エクステンションセンター） 

廣谷 芳彦（大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座） 

 

9 月 23 日（土)  10:00 - 11:30   D306(D 棟 3 階） 

ワークショップ②  「アンケート調査で学会発表にチャレンジ(一般薬剤師向け）」 

日本社会薬学会編集委員会 

 

9 月 23 日（土)  9:30 - 11:30    D307(D 棟 3 階） 

くすり教育指導者養成ワークショップ(日本社会薬学会企画) 

齋藤 百枝美 (帝京大学薬学部) 

渡部 多真紀 (帝京大学薬学部) 

宮本 法子 (東京薬科大学薬学部） 

 

 

―――――― 教育講演（ランチョンセミナー) ―――――――― 

 
9 月 24 日（日)  12:15 - 13:15   D302(D 棟 3 階） 

座 長： 七海 朗（薬局セブンファーマシー 代表取締役） 

教育講演 1  「地域包括ケアにおける多職種連携～在宅担当薬剤師の役割と期待～」 

演 者：山根 暁子 （株式会社ファーマシィ薬局さんて 在宅担当薬剤師） 

共催：エーザイ株式会社 

 

9 月 24 日（日)  12:15 - 13:15   D303(D 棟 3 階） 

座 長：川添 禎浩（京都女子大学家政学部食物栄養学科 教授）  

教育講演 2  「健康食品の現状についてー有効性と安全性、安全性確保に関する取り組み」 

演 者：梅垣 敬三 

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 部長）  

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ

教育講演（ランチョンセミナー）


