
日本社会薬学会第 37年会 プログラム 
2018年 10月 7日（日）・8日（月・祝） 

（更新日 2018 年 7 月 20 日） 

 
      ※ 第 4会場（832教室）は第 1会場の中継会場です。 

 

会員総会   10月 8日（月） 8:50～9:50 第 1・第４会場（822・832教室）  

 

開会式・年会長講演 10月 7日（日） 12:10～13:00 第 1・第４会場（822・832教室）  

 

特別講演   10月 7日（日） 17:20～18:20 第 1・第４会場（822・832教室）  

社会薬学への期待 

座長 赤沢 学  明治薬科大学 教授 
演者 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 

 

シンポジウム１   10月 7日（日） 13:10～15:10 第 1・第４会場（822・832教室）  

医薬分業のあるべき姿とは？ ～リフィルを知り、かかりつけ機能への可能性を考える～ 

座長 渡邉 文之 日本大学薬学部 准教授 
平井 利幸 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 薬務局 主任 

 演者 陳  惠一 日本調剤株式会社 事業開発部 部長 
若子 直也 株式会社オーラコンサルティング リードコンサルタント 
河原 敦  薬事コンサルタント  

 

シンポジウム２   10月 7日（日） 15:40～17:10 第 1・第４会場（822・832教室）  

これからを担う若手薬剤師からの発信 

座長・演者 
 近藤 悠希 熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系）・薬学部 助教 

中島 理恵 日本大学薬学部 助教 
演者 原  梓  昭和薬科大学 准教授 

岩出 賢太郎 有限会社イトーヤク しろがね薬局 
  



 

シンポジウム３   10月８日（月） 13:10～15:30 第 1・第４会場（822・832教室）  

ＡＩ（人工知能）時代に求められる薬剤師への処方箋 

座長 安部 恵  日本大学薬学部 准教授 
小林 直子 日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部 

演者 若林 進  杏林大学医学部付属病院薬剤部 
鈴木 信行 患医ねっと 代表，ペイシェントサロン協会 会長 
高塩 健一 株式会社 薬事日報社  制作本部長付出版委員 
山口 育子 認定ＮＰＯ法人 ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ 理事長 
 

教育セミナー１   10月 7日（日） 15:40～17:10 第２会場（821Ｂ教室）        

アスリートからの相談事例 

オーガナイザー 
亀井 美和子 日本大学薬学部 教授 
安部 恵  日本大学薬学部 准教授 

 講師 水垣 州子 日本薬剤師会 中央薬事情報センター医薬情報管理部 
  嶋田 逸大 秋田県薬剤師会 試験検査センター・医薬品情報センター 
 

教育セミナー２   10月８日（月） 10:00～11:50 第６会場（835教室）        

くすりの適正使用協議会との共同企画 

やってみよう！「英語版くすりのしおり」を活用した英語による服薬指導（初級編） 

オーガナイザー 
 泉澤 恵  日本大学薬学部 専任講師 

     １．「英語版くすりのしおり」の紹介 

講師 栗原 理  くすりの適正使用協議会 くすりのしおりコンコーダンス委員会 委員長 
２．実例を生かした患者さんに伝わる英語対応 
講師 黒澤 菜穂子 北海道科学大学薬学部 教授 

柳本 ひとみ 北海道科学大学薬学部 講師 
３．「英語版くすりのしおり」を活用した学習成果型の融合教育と実際のドリル演習 

 講師 大塚 邦子 横浜薬科大学 准教授 
 

教育セミナー３   10月８日（月） 12:15～13:00 第 1・第４会場（822・832教室）    

くすりの適正使用協議会との共同企画 

店頭での外国人対応  

座長 福島 紀子 帝京平成大学薬学部 教授 
 講師 廣瀬 明香 のぞみ薬局  
  



 

ワークショップ１  10月 7日（日）  9:00～11:00 第５会場（833A実習室）       

学会主催 

くすり教育ワークショップ（事前申込制） 

 講師 宮本 法子 東京薬科大学 客員教授 
  齋藤 百枝美 帝京大学薬学部 教授 
  渡部 多真紀 帝京大学薬学部 
 

ワークショップ２  10月 7日（日）  9:00～11:00 第３会場（821A教室）       

質的研究ワークショップ（事前申込制） 

 講師 菊地 真実 ふくろう薬局／早稲田大学人間総合研究センター 
  岸本 桂子 昭和大学薬学部 准教授 
  中村 友真 上尾中央総合病院薬剤部 

飯岡 緒美 東京医療センター 
 

ワークショップ３  10月 7日（日）  9:00～11:00 第２会場（821A教室）       

編集委員会企画 
社会薬学研究ワークショップ（事前申込制） 

 オーガナイザー  近藤 悠希 熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系）・薬学部 助教 
講師  今井志乃ぶ 国立病院機構本部 総合研究センター 診療情報分析部 
チューター 日本社会薬学会編集委員会委員 
 

一般演題        ポスター会場（2号館 2階）       

貼付時間  10 月 7 日（日）  9:00～12:00 
示説 （奇数） 10 月 8 日（月） 10:00～10:50 
 （偶数） 10 月 8 日（月） 10:50～11:40 
撤去  10 月 8 日（月） 11:40～13:00 

 
 

懇親会   10月 7日（日） 18:30～20:00 懇親会会場（２号館 1階）       

 

  



 

同日開催                                             

 
日本大学薬学部主催 体育の日イベント 

 
参加無料 

 

 展示（事業案内、教材展示） 10月 7日（日） 9:00～18:00  10月 8日（月）  9:00～15:00  

 測定コーナー（対象：一般） 10月 7日（日）11:00～17:00  10月 8日（月） 11:30～15:00  

 アスリートを支える医療人のための英語力向上セミナー                    

１．医療系学部における英語教育 10月 7日（日）  9:00～11:00 

座長 金子 利雄 日本大学薬学部 教授 
 講師 玉巻 欣子 神戸薬科大学 英語第二研究室 教授 

 高橋 和子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 講師 
 堀内 正子 昭和薬科大学 英語堀内研究室 教授 

 
２．スポーツファーマシストのための英会話（事前申込制） 10月 7日（日） 初級 13:00～15:00   

中級 16:00～18:00 
講師 Eric M. Skier 日本大学薬学部 准教授 

  後町 陽子 High-z.inc 
 

講演会     10月 8日（月） 10:00～11:30                                 

オリンピック選手から学ぶ健康な身体づくり 

 
座長 榛葉 繁紀 日本大学薬学部 教授 

講師  鈴木 靖  サラエボオリンピックスピードスケート代表、JADA アスリート委員、 

札幌医科大学 DMAT チーム 

 


