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日程表　【1日目（8月22日土曜日）】

第１会場
（上條講堂 １階）

第２会場
（４号館教室 6 階 600 号）

第３会場
（4 号館教室 5 階 500 号）

第４会場
（４号館教室 4 階 401 号）

基調講演
「チーム医療の新しいカタチ」

オーガナイザー：木内 祐二（昭和大学）
座長：倉田 なおみ（昭和大学）
演者：木内 祐二（昭和大学）

（9:00~16:30）
受　付

開会式

「懇親会」
タワーレストラン昭和（昭和大学病院入院棟 17 階）

特別講演
「医薬品の費用対効果」

オーガナイザー兼座長：
　緒方 宏泰（明治薬科大学）
演者：池田 俊也（国際医療福祉大学）

「高齢者・認知症患者に適する剤形は？」
座長：清水 秀行（帝京大学ちば総合医療センター）
演者：倉田 なおみ（昭和大学）

教育講演1
「薬物治療を担う薬剤師～ファーミュラリーの作成～」
オーガナイザー兼座長：
　緒方 宏泰（明治薬科大学）
座長：佐々木 忠徳（昭和大学）
演者：増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院）

　シンポジウム1
「診療ガイドライン作成に参画しよう
～科学的根拠に基づく薬物治療とは～」

保険薬局委員会報告
OTC 薬検討委員会報告

オーガナイザー・座長兼演者：
　小茂田 昌代（東京理科大学）
座長：木津 純子（慶應義塾大学）
シンポジスト：
  小茂田 昌代（東京理科大学）
  小島原 典子（東京女子医科大学）
  生田 聡子（東京女子医科大学）
  古田 勝経（小林記念病院）

委員会活動報告

ランチョンセミナー1

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2

共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー3

共催：株式会社三和化学研究所

ワークショップ3
「症例検討～薬局編～

症例から保険薬局での服薬指導を考える」
オーガナイザー兼座長：
　志賀 剛（東京女子医科大学） 
座長：植田 真一郎（琉球大学） 
講師：長沼 美代子（東京女子医科大学病院）
　　　角南 由紀子（中通総合病院）

座長：三原 潔（武蔵野大学）
一般演題1

座長：岩井 信市（昭和大学）
一般演題2

「薬剤師の在宅医療における役割と
ジェネリック医薬品の活用」

座長：亀井 美和子（日本大学）
演者：大澤 光司（株式会社メディカルグリーン、
 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会）

「糖尿病治療薬の変遷と薬剤師の役割」
座長：坂口 眞弓（みどり薬局）
演者：厚田 幸一郎（北里大学、北里大学病院）

13:10~14:10

16:00~16:30

17:30~19:30

14:30~16:00

10:00~10:10
10:10~10:40

10:40~11:40

11:50~12:50 11:50~12:50

16:15~16:55 16:15~16:55
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11:50~12:50

9:00

10:00

11:00

13:00

12:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00



－15－

The 6th Annual Meeting of Japanese Society for Applied Therapeutics

日程表　【1日目（8月22日土曜日）】

第５会場
（4 号館教室 4 階 402 号）

第６会場
（2 号館 4 階 大学院セミナー室）

第７会場
（5 号館 3 階 実習室）

展示会場
（上條講堂 １階 ホワイエ）

ポスター会場
（上條講堂 １階 ホワイエ）
（2 号館 １階 ピロティ）

ポスター
貼付

ポスター
掲示 企業展示

（9:00~16:30）
受　付

「懇親会」
タワーレストラン昭和（昭和大学病院入院棟 17 階）

評議員会

ワークショップ1
「ゲームで学ぶ、

在宅医療における感染予防対策」
オーガナイザー兼座長：
　岸本 桂子（北海道薬科大学）
講師：松田 俊之（横浜労災病院）

ワークショップ2
「糖尿病早期発見の取り組み
～糖尿病診断アクセス革命～」

オーガナイザー兼座長：
　坂口 眞弓（みどり薬局）
講師：矢作 直也（筑波大学）

13:00~14:20 13:00~14:20

17:30~19:30

9:00~10:00

10:10~17:00 10:10~17:00

11:50~12:50
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日程表　【2日目（8月23日日曜日）】

第１会場
（上條講堂 １階）

第２会場
（４号館教室 6 階 600 号）

第３会場
（4 号館教室 5 階 500 号）

第４会場
（４号館教室 4 階 401 号）

（9:00~16:00）
受　付総会

シンポジウム2
「病院のチーム医療の新しいカタチ」

オーガナイザー兼座長：
　向後 麻里（昭和大学）
座長：若林 秀隆（横浜市立大学附属
 市民総合医療センター）
シンポジスト：
　高橋 良（昭和大学）
　岡松 良昌（昭和大学病院）
　脇谷 美由紀（昭和大学病院）
　北原 加奈之（昭和大学病院）

シンポジウム3
「入院から地域への橋渡し
～精神科チームの取り組み」

オーガナイザー：齋藤 勲（昭和大学）
座長：加藤 肇（品川薬剤師会）
シンポジスト：
　永井 努（昭和大学附属烏山病院）
　高塩 理（昭和大学）
　西村 有美（昭和大学附属烏山病院）

シンポジウム5
「救急領域チーム医療」

オーガナイザー兼座長：
　岩井 信市（昭和大学）
シンポジスト：
　名倉 弘哲（岡山大学）
　木澤 晃代（日本看護協会 看護研修学校）
　松田 潔（日本医科大学武蔵小杉病院）

シンポジウム4
「在宅チーム医療のこれから」

オーガナイザー：
　日下部 吉男（昭和大学）
座長：山元 俊憲（昭和大学）
シンポジスト：
　前島 一実（文部科学省）
　平田 收正（大阪大学）
　大林 真幸（昭和大学）
　穂坂 路男（勝山診療所）

閉会式

ランチョンセミナー4

共催：沢井製薬株式会社

ランチョンセミナー5

共催：東和薬品株式会社

ランチョンセミナー6

共催：協和化学工業株式会社

教育講演2
「地域のチーム医療の新しいカタチ」
オーガナイザー兼座長：
　木内 祐二（昭和大学）
演者：狭間 研至（ファルメディコ株式会社）

「がんに対する分子標的薬や免疫療法薬の副作用」
座長：佐々木 忠徳（昭和大学）
演者：佐々木 康綱（昭和大学）

「感染症の適正薬物治療に関する最新情報」
座長：増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院）
演者：國島 広之（聖マリアンナ医科大学）

「簡易懸濁法の基礎」
座長：西澤 健司（東邦大学医療センター大森病院）
演者：倉田 なおみ（昭和大学）

13:10~14:40 13:10~14:40

16:00~16:10

14:50~15:50

9:00~9:30

9:40~11:10 9:40~11:10

12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00
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日程表　【2日目（8月23日日曜日）】

第５会場
（4 号館教室 4 階 402 号）

第６会場
（2 号館 4 階 大学院セミナー室）

第７会場
（5 号館 3 階 実習室）

展示会場
（上條講堂 １階 ホワイエ）

ポスター会場
（上條講堂 １階 ホワイエ）
（2 号館 １階 ピロティ）

ポスター
示説

ポスター撤去

ポスター
掲示

企業展示

（9:00~16:00）
受　付

ワークショップ4
「簡易懸濁法」

オーガナイザー兼座長：
　倉田 なおみ（昭和大学）
ファシリテータ：
　篠原 久仁子（フローラ薬局）
　大橋 啓子（大森赤十字病院）
　源田 治紀（日本調剤 池尻大橋薬局）

共催：簡易懸濁法研究会
　　　協和化学工業株式会社

13:10~15:10

9:00~16:00 9:00~16:00

11:20~11:50

16:00~16:20
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