テーマ：第７回日本在宅薬学会学術大会

申請者：一般社団法人日本在宅薬学会
理事長

狭間

研至

助成対象年月：2013 年度後期

提出年月日：2014 年 9 月 1 日

１． 大会名称：第７回日本在宅薬学会学術大会
２． 大会テーマ：薬剤師 3.0 への挑戦～超高齢社会を支えうる新しい医療人を目指して
３． 大会会長：菅野 彊（合資会社どんぐり工房 代表）
４． 開催日時：2014 年７月 20 日（日）8：30～18：00
2014 年７月 21 日（月）8：15～17：15
５． 開催会場：大阪国際交流センター
６． 主催：一般社団法人日本在宅薬学会
７． 共催：公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団
８． 後援：
一般社団法人愛知県薬剤師会/一般社団法人岩手県薬剤師会/公益社団法人大阪介護支
援専門員協会/一般社団法人大阪府病院薬剤師会/一般社団法人大阪府薬剤師会/一般社
団法人岡山県薬剤師会/公益社団法人鹿児島県薬剤師会/簡易懸濁法研究会/一般社団法
人京都府薬剤師会/厚生労働省/一般社団法人滋賀県病院薬剤師会/一般社団法人全国薬
剤師・在宅療養支援連絡会/一般社団法人千葉県薬剤師会/公益社団法人東京都薬剤師会
/一般社団法人長崎県薬剤師会/一般社団法人日本介護支援専門員協会/公益社団法人日
本看護協会/一般社団法人日本緩和医療薬学会日本臨床腫瘍薬学会/一般社団法人日本
病院薬剤師会/公益社団法人日本薬剤師会/一般社団法人兵庫県病院薬剤師会/一般社団
法人和歌山県病院薬剤師会/一般社団法人和歌山県薬剤師会 （順不同）
９． 事務局：
大会事務局：一般社団法人日本在宅薬学会
運営事務局：株式会社メディセオ
１０． 協力企業：
共催セミナー 12 社
企業展示 25 社 カタログ展示 2 社 書籍販売 1 社
抄録集広告 13 社
１１． 参加者数：1038 名

10,000 円

/ 当日参加

12,000 円

非会員：事前登録 15,000 円

/ 当日参加

17,000 円

5,000 円 / 当日参加

7,000 円

１２． 参加費：会 員：事前登録
学 生：事前登録
１３． 感想

今大会では、
前回大会を大きく上回る 1038 人の参加をいただくことができました。
これは我が国の医療現場が病院・医療機関から、在宅・介護施設へと大きくシフト
していることによるもので、今後の在宅医療の現場への薬剤師の関わり方に大き
な関心が生まれてきているためであると感じています。
当会ではこれまでも在宅医療とはどのようなもので、その実践のために必要な知
識と技術を広く社会に伝えるため、薬剤師の生涯教育に注力し、薬物治療の適正化
に貢献する新しい薬剤師の姿を「薬剤師 3.0」として提唱してまいりました。
超高齢化社会を迎え、加速度的に起こる在宅・介護医療の現場での問題に対応すべ
く、薬剤師の「すべきこと」を「できることに」変換していかなくてはなりません。
今大会では、
「薬剤師 3.0 への挑戦～超高齢社会を支えうる新しい医療人を目指し
て」をテーマに医療の現場において薬物治療の成果を自らの手で確認し、薬学的評
価を加え薬物地治療の適正化へと貢献しうる第 3 世代の薬剤師（薬剤師 3.0）とは
どのようなものか、また彼らが何を考え、何をしようとしているのかをお伝えでき
たのではないかと考えております。
当会では今後も日本の医療に必要とされる薬剤師の育成に関わり、社会貢献を果
たして参ります。
１４． プログラム
大会会長講演 7 月 20 日（日）9：35～10：05 大ホール
「 ものごとはどう動くのか？－在宅薬学の Auf heven を目指して」
菅野
基調講演

彊 合資会社どんぐり工房 代表
7 月 20 日（日）10：10～11：30 大ホール

「地域包括ケアと薬剤師・薬局の役割」
唐澤

剛 厚生労働省 保険局長

薬局経営緊急セミナー

7 月 20 日（日）13：15～14：45 さくら東

「薬局 3.0 から、薬剤師 3.0。そして、薬局経営 3.0 へ！」
狭間 研至 ファルメディコ株式会社 代表取締役

シンポジウム
シンポジウムⅠ

7 月 20 日（日）13：15～15：15 大ホール

「薬剤師 3.0 時代にこそ実現できる薬薬連携とは」
～情報連携を基本にした薬学的アセスメントの共有～
和田

敦 神戸低侵襲がん医療センター 薬剤部 主任

田﨑恵玲奈 さかい薬局グループ 統括本部 部長
手嶋 無限 開生薬局／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
平子 庸志 株式会社アインファーマシーズ 在宅医療部長
吉村 千恵 大阪赤十字病院呼吸器内科 副部長
シンポジウムⅡ 7 月 20 日（日）15：30～18：00 大ホール
「在宅チーム医療における在宅医と在宅薬剤師の新たな連携」
～医師は薬剤師に何を期待し、何を求めているのか～
長尾 和宏 医療法人裕和会 理事長 長尾クリニック 院長
吉澤 明孝 医療法人社団愛語会 要町病院 副院長
加藤 泰司 医療法人優仁会 かとう整形在宅クリニック 院長
城戸 哲夫 思温クリニック 外科員
木内 祐二 昭和大学薬学部薬学教育学 薬学教育推進室 教授
西村 元一 金沢赤十字病院 副院長
シンポジウムⅢ 7 月 21 日（月）9：30～11：30 大ホール
「薬剤師 3.0 の意義と課題」～超高齢社会が求める新しい薬剤師像実現に向けて
三輪 亮寿 三輪亮寿法律事務所 所長
吉田 武美 公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構 代表理事
北田 光一 一般社団法人日本病院薬剤師会 会長
中井 清人 厚生労働省 保険局 薬剤管理官
乾

英夫 公益社団法人日本薬剤師会 副会長

シンポジウムⅣ 7 月 21 日（月）14：45～17：15 大ホール
「6 年制薬学教育と薬剤師 3.0」
～6 年制卒薬剤師が示す薬剤師のパラダイムシフト～
丸山

徹 熊本大学薬学部 薬剤学分野教授

山村 恵子 愛知学院大学薬学部臨床薬剤学分野 教授
名倉 弘哲 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救急薬学分野 教授
中嶋 幹郎 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
展開医療薬学講座実践薬学分野 教授

乾

賢一 京都薬科大学 学長

一般演題
一般演題Ⅰ（口頭発表）

7 月 20 日（日）13：15 ～ 14：15 小ホール

O-01 角間 英子 株式会社 角間薬局 カドマ南薬局
O-02 吉田

聡 株式会社 LLE つくば調剤薬局総和店

O-03 小林 輝信 徳永薬局株式会社 在宅部
O-04 小川 亮子 有限会社タカコーポレーション 十二所薬局
O-05 大木

剛 協和ケミカル株式会社 在宅介護事業部

O-06 井上 龍介 株式会社タイコー堂薬局本店
一般演題Ⅱ（口頭発表）

7 月 20 日（日）13：15 ～ 14：15 さくら西

O-07 福地 昌之 一般社団法人千葉県薬剤師会 在宅医療委員会
O-08 鈴木 勝宏 日本薬科大学 臨床薬学教育センター
O-09 高橋 眞生 一般社団法人千葉県薬剤師会
O-10 伊藤 弘樹 株式会社アインファーマシーズ
O-11 長井 彰子 あやせ薬局
O-12 神谷 政幸 有限会社ドラッグストアー・カミヤ 神谷薬局
一般演題Ⅲ（口頭発表）

7 月 20 日（日）14：15 ～ 15：15 小ホール

O-13 坂井 博則 玉名郡市薬剤師会
O-14 高島 英滋 株式会社平成調剤薬局
O-15 小黒佳代子 株式会社ファーマ・プラス プラス薬局高崎吉井店
O-16 保井 洋平 うさぎメディケア
O-17 井塚めぐみ 大阪ファルマプラン あおぞら薬局
O-18 井手 良太 株式会社エム・エス経営企画サンヨー薬局グループ
一般演題Ⅳ（口頭発表）

7 月 20 日（日）14：15 ～ 15：05 さくら西

O-19 坂井美千子 さかい薬局グループ
O-20 萬谷摩美子 医療法人愛和会 愛和病院
O-21 江口真理子 株式会社 ミズ 溝上薬局油山店
O-22 佐藤 一生 北海道ファーマライズ株式会社 ひまわり薬局
O-23 盛本 修司 株式会社モリモト医薬

一般演題Ⅴ（口頭発表）

7 月 21 日（月）13：00 ～ 14：20 大ホール

O-24 髙﨑 潔子 株式会社タカサ 在宅療養連携支援室
O-25 岸本

真 霧島市立医師会医療センター 薬剤部

O-26 岡田 和晃 セコム医療システム株式会社セコム薬局杉並
O-27 宮崎 亜紀 ㈱地域保健企画 ふくしま薬局
O-28 伊藤 倫子 株式会社地域保健企画 錦町薬局
O-29 岸

雄一 上尾中央医科グループ上尾中央総合病院

O-30 鈴木 康友 シーエスグループ 森のシティ薬局
O-31 田中 康裕 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 薬剤科
一般演題Ⅵ（口頭発表）

7 月 21 日（月）13：00 ～ 14：20 さくら西

O-32 木下 聡士 株式会社エム・エス経営企画 サンヨー薬局グループ
O-33 藤巻 徹郎 株式会社 アトム薬局
O-34 小泉 慶明 株式会社 市民調剤薬局
O-35 宮崎

剛 株式会社やさしい手

O-36 崎代 英樹 ファルメディコ株式会社 ハザマ薬局住之江店
O-37 島越 博子 メルク株式会社
O-38 船戸 一晴 ゆう薬局グループ（丹後大宮ゆう薬局）
O-39 武田 和宏 株式会社新医療総研こぐま薬局
一般演題Ⅵ（ポスター）7 月 20 日（日）13：00 ～ 14：00
7 月 21 日（月）13：00 ～ 14：00
P-01 小文紀代子 医療法人社団 大仁会 大石病院
P-02 矢島 直樹 シーエスグループ 大和桜ケ丘薬局
P-03 坂本 洋美 株式会社地域保健企画 多摩薬局
P-04 寺田信太郎 株式会社エムワン はあと薬局在宅センター
P-05 東城 秀和 クオール薬局一里山店
P-06 石川 友裕 さかい調剤薬局グループ
P-07 水元 由香 医療法人洗心会 荒尾中央病院
P-08 武田紗代子 ゆう薬局グループ
P-09 天川 佳洋 大阪薬科大学 生体防御学研究室
P-10 秋山真里奈 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室
P-11 前川 史門 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室
P-12 藤井 広久 株式会社サンクロン／金城学院大学
P-13 向井 雄治 大阪薬科大学 生体防御学研究室
P-14 溝越 智広 シーエスグループ あげおシーエス薬局

P-15 手嶋 無限 開生薬局／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
P-16 黒田 麻耶 株式会社地域保健企画 多摩薬局
P-17 中島 大輔 薬局タカサ 長沼原店
P-18 小林 優矢 薬局タカサ 千葉都町店
P-19 奥田 徳子 武田薬局
P-20 奥田 徳子 武田薬局
P-21 前田 桂吾 株式会社フロンティアファーマシー
P-22 豊田 義貞 松井調剤薬局まつばら
P-23 阿部 倫子 北日本調剤株式会社
P-24 横尾 浩也 株式会社外苑企画商事 たくみ外苑薬局
P-25 岸

雄一 上尾中央医科グループ 上尾中央総合病院

P-26 谷口 明展 日本調剤 株式会社
P-27 髙﨑 潔子 一般社団法人日本在宅薬学会研修委員会
P-28 徳永

仁 九州保健福祉大学薬学部

P-29 佐藤 勝太 東邦薬品株式会社検査薬・メディカル事業部
P-30 中西美那子 富士五湖調剤薬局
P-31 畑中 良介 リジョイス薬局淀店
P-32 竹内 大悟 薬樹株式会社
P-33 松永 祐士 株式会社モリモト医薬
P-34 中村 勝行 オムロンヘルスケア株式会社
P-35 高橋 幸男 ＤＲＵＧユタカ亀岡中央店
P-36 小嶋 文良 城西国際大学薬学部 教授
モーニングセミナー
モーニングセミナーⅠ

7 月 21 日（月）8：15 ～ 9：15 大ホール

共催：第一三共エスファ株式会社
「
「平穏死」における薬剤師の役割」
長尾 和宏 医療法人裕和会 理事長 長尾クリニック 院長
モーニングセミナーⅡ

7 月 21 日（月）8：15 ～ 9：15 小ホール

共催：株式会社グッドサイクルシステム
「スマホと IT でつながる在宅地域連携」
～早起きは三文の徳！ 現場で即効使えるアプリたち～
遠矢純一郎 医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 院長

ランチョンセミナー
ランチョンセミナーⅠ

7 月 20 日（日）11：45 ～ 12：45 大ホール

共催：エーザイ株式会社
「認知症診療における薬剤師への期待」
金田 大太 大阪赤十字病院 神経内科 副部長
ランチョンセミナーⅡ

7 月 20 日（日）11：45 ～ 12：45 小ホール

共催：マルホ株式会社
「高齢者にパッチを上手に使うコツ」
演者 塩原 哲夫 杏林大学医学部皮膚科 教授
ランチョンセミナーⅢ

7 月 20 日（日）11：45 ～ 12：45 さくら西

共催：日本ケミファ株式会社
「チーム医療における薬剤師への期待」
大久保清子 公益社団法人 日本看護協会 副会長／
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 参与
ランチョンセミナーⅣ

7 月 20 日（日）11：45 ～ 12：45 さくら東

共催：薬局共創未来研究会
「多職種協働と薬剤師」～『地域ケア会議』のねらいについて～
木村 隆次 青森県薬剤師会／青森県介護支援専門員協会
ランチョンセミナーⅤ

7 月 21 日（月）11：45 ～ 12：45 大ホール

共催：株式会社大塚製薬工場
「すぐに役立つ経口補水療法のノウハウ」
～この夏、
あなたは正しい熱中症対策の指導ができていますか～
谷口 英喜 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科 教授
ランチョンセミナーⅥ

7 月 21 日（月）11：45 ～ 12：45 小ホール

共催：協和発酵キリン株式会社／久光製薬株式会社
「在宅での疼痛緩和」
関本 雅子 医療法人社団 関本クリニック 院長

ランチョンセミナーⅦ

7 月 21 日（月）11：45 ～ 12：45 さくら西

共催：沢井製薬株式会社
「地域における医療・薬剤師の存在意義」
～薬剤師は市民の幸福に貢献出来るのか？～
森田 洋之 南日本ヘルスリサーチラボ 代表
ランチョンセミナーⅧ 7 月 21 日（月）11：45 ～ 12：45 さくら東
共催：日医工株式会社
「医療者を動かすインセンティブプレゼンテーション」
杉本 真樹 神戸大学大学院医学研究科消化器内科
スポンサードセミナー
スポンサードセミナー 7 月 21 日（月）13：00 ～ 14：30 小ホール
共催：サノフィ株式会社
「薬剤師が知っておきたい在宅現場で使える臨床推論」
～どう判断し医師にどのように伝えるか～
岸田 直樹 総合診療医・感染症医／
一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事

謝辞
この度の大会に対し、在宅医療助成勇美記念財団より助成をいただきましたことに深く感
謝いたします。

