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薬学関連学会情報 2013 年 

 

2012 年 12 月時点での情報のため、変更され

ている場合もあります。 

 

-2013 年 1 月- 

第 23 回 日本疫学会学術総会 

13/01/24(木)-13/01/26(土) 

大阪大学コンベンションセンター 

連絡先 大阪大学大学院医学研究科公衆衛生

学教室内事務局 06-6879-3911 

 

第 34 回 日本病院薬剤師会近畿学術大会 

（安心を与える薬剤師に～母なる琵琶湖のよ

うに～） 

13/01/26(土)-13/01/27(日) 

滋賀・びわ湖ホール 

連絡先 JTB コミュニケーションズ コンベ

ンション事業局 06-6348-1391 

 

-2013 年 2 月- 

第 16 回 近畿薬剤師学術大会 

（薬剤師はひとつ！～新たな芽吹きを古都京

都から～） 

13/02/02(土)-13/02/03(日) 

国立京都国際会館 

連絡先 JTB コミュニケーションズ コンベン

ション事業局 06-6348-1391 

 

第２８回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 

（「和」～人の「和」・「和」の食・「和み」

の心～） 

13/02/21(木)-13/02/22(金) 

石川県立音楽堂 

連絡先 山中温泉医療センター内事務局 

0761-78-0301 

-2013年 3月- 

第 17 回 日本在宅ケア学会学術集会 

（生きる力を高める在宅ケア） 

13/03/09(土)-13/03/10(日) 

茨城県立県民文化センター 

連絡先 茨城大学教育学部公衆衛生学研究室

内事務局 029-228-8323 

 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2013 

（薬剤師が変わる,がん治療新時代） 

13/03/16(土)-13/03/17(日) 

東京・タワーホール船堀 

連絡先 朝日エル内学会事務局 

 

第 83 回 日本衛生学会学術総会 

（生を衛る学問の使命-環境と暮らしの再生

を目指して-） 

13/03/24(日)-13/03/26(火) 

金沢大学鶴間・宝町キャンパス 

連絡先 JTB コミュニケーションズ コンベ

ンション事業局 06-6348-1391 

 

日本薬学会第 133年会 

13/03/27(水)-13/03/30(土) 

パシフィコ横浜 

連絡先 日本薬学会  

 

-2013 年 5 月- 

第 24 回 日本在宅医療学会学術集会 

（病院を出よう：在宅医療ができること） 

13/05/18(土)-13/05/19(日) 

大阪新阪急ホテル 

連絡先 近畿大学医学部麻酔科学教室内運営

事務局 072-366-0221(3238) 
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日本薬剤学会第 28 年会 

（薬剤学、健康への貢献） 

13/05/23(木)-13/05/25(土) 

ウインクあいち 

連絡先 プロコムインターナショナル 

 03-5520-8821 

 

-2013 年 6 月- 

日本ケアマネジメント学会第 12 回大会 

（2013年、ケアマネジメントの未来に向かっ

て、今をみつめる） 

13/06/04(火)-13/06/06(木) 

大阪国際会議場 

連絡先 ソーシャルワーク・ケアマネジメン

ト研究所内事務局  

 

第 15 回日本医療マネジメント学会学術総会 

（とりもどそう あたたかい故郷を） 

13/06/14(金)-13/06/15(土) 

マリオス（盛岡市民文化ホール） 

連絡先 ヤマダプランニング 019-663-1801 

 

第 40 回 日本毒性学会学術年会 

（医療・環境から学び、医療・環境へと還元

する毒性学） 

13/06/17(月)-13/06/19(水) 

千葉・幕張メッセ 

連絡先 千葉大学大学院薬学研究院高齢者薬

剤学研究室内事務局 043-226-2878 

 

第 18 回 日本緩和医療学会学術大会 

（いきいきと生き、幸せに逝く） 

13/06/21(金)-13/06/22(土) 

パシフィコ横浜 

連絡先 あゆみコーポレーション内運営事務 

 局 06-6441-5860 

第 17 回 日本医療情報学会春季学術大会 

13/06/21(金)-13/06/22(土) 

富山国際会議場 

 

第 63 回 日本病院学会 

（限りある資源の中での病院機能の維持・質

向上の方略） 

13/06/27(木)-13/06/28(金) 

新潟・朱鷺メッセ 

連絡先 JTB コミュニケーションズ東京営業

部内運営事務局 03-5434-8759 

 

-2013年 7月- 

第 21 回 日本ホスピス・在宅ケア研究会全国

大会 in長崎 

13/07/06(土)-13/07/07(日) 

長崎ブリックホール 

連絡先 NPO 法人長崎在宅 Dr.ネット事務局

内事務局 095-811-5120 

 

第 35 回 日本疼痛学会 

（基礎と臨床の架け橋） 

13/07/12(金)-13/07/13(土) 

埼玉・大宮ソニックシティ 

連絡先 自然科学研究機構生理学研究所内事

務局  

 

日本ペインクリニック学会第 47 回大会 

（ペインクリニックの原点に帰り 新たな戦

略を求める） 

13/07/13(土)-13/07/15(月) 

埼玉・大宮ソニックシティ 

連絡先 コンベンションリンケージ内運営事

務局 03-3263-8688 
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第 35 回 日本中毒学会総会・学術集会 

13/07/19(金)-13/07/20(土) 

大阪国際交流センター 

連絡先 近畿大学医学部附属病院救命救急セ

ンター内事務局 072-366-0221(2503) 

 

第 15 回 日本褥瘡学会学術集会 

（褥瘡ケアの深化を目指して） 

13/07/19(金)-13/07/20(土) 

神戸国際展示場 

連絡先 JTB コミュニケーションズ コンベ

ンション事業局 06-6348-1391 

 

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 

（薬の専門家としての薬剤師の立ち位置を考

える） 

13/07/20(土)-13/07/21(日) 

石川県立音楽堂 

連絡先 日本旅行西日本 MICE 営業部内運営

事務局 06-6342-0212 

 

-2013年 8月- 

第 16 回 日本医薬品情報学会総会・学術大会 

（医薬品情報学の共有） 

13/08/10(土)-13/08/11(日) 

愛知・名城大学八事キャンパス 

 

-2013年 9月- 

第 7回 日本緩和医療薬学会年会 

（今「絆」でつくる地域の緩和・・・薬局が

担う地域の緩和医療・・・） 

13/09/15(日)-13/09/16(月) 

千葉・幕張メッセ 

 

 

第 23回 日本医療薬学会年会 

13/09/21(土)-13/09/22(日) 

仙台国際センター 

 

第 46 回 日本薬剤師会学術大会 

13/09/22(日)-13/09/23(月) 

大阪国際会議場 

 

第 51 回 日本医療・病院管理学会学術総会 

（医療政策と医療経営 変革する時代の持

続・成長戦略） 

13/09/27(金)-13/09/28(土) 

京都大学 

連絡先 京都大学大学院医学研究科医療経済

学分野内事務局 075-231-6357 

 

-2013年 10月- 

第 23 回 日本臨床精神神経薬理学会 

第 43 回 日本神経精神薬理学会 合同年会 

（効率性と有用性の両立を目指した薬物療法 

－寛解と回復に向けて－） 

13/10/24(木)-13/10/26(土) 

沖縄コンベンションセンター 

連絡先 コンベンションリンケージ内合同年

会事務局 03-3263-8688 

 

第 52 回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病

院薬剤師会中国四国支部学術大会 

（ファーマシーイノベーションを目指して、

強めよう薬・薬・薬の絆） 

13/10/26(土)-13/10/27(日) 

松山大学キャンパス 

連絡先 日本旅行中四国コンベンショングル

ープ内運営事務局 086-225-9281 
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-2013年 11月- 

第 55 回 全日本病院学会 

（「地域医療を担う我ら」～埼玉から日本へ

発信～） 

13/11/02(土)-13/11/03(日) 

埼玉・大宮ソニックシティ 

連絡先 上尾中央総合病院内事務局 

 048-779-5301 

 

第 63 回 日本アレルギー学会秋季学術大会 

13/11/28(木)-13/11/30(土) 

東京・ホテルニューオータニ 

 

-2013年 12月-  

第 34 回 日本臨床薬理学会学術総会 

（新しい世代の臨床薬理学） 

13/12/04(水)-13/12/06(金) 

東京国際フォーラム 

 

-2014 年- 

日本薬学会第 134年会 

14/03/27(木)-14/03/30(日) 

熊本大学 

 

第 19 回 日本緩和医療学会学術大会 

14/06/20(金)-14/06/21(土) 

神戸国際展示場 

 

第 24 回 日本医療薬学会年会 

14/09/27(土)-14/09/28(日) 

名古屋国際会議場 

 

第８回 日本緩和医療薬学会年会 

14/10/04(土)-14/10/05(日) 

愛媛県県民文化会館 

 

-2015 年- 

日本薬学会第 135年会 

15/03/25(水)-15/03/28(土) 

神戸学院大学 

 

第９回 日本緩和医療薬学会年会 

15/10/03(土)-15/10/04(日) 

パシフィコ横浜 


