2022 年 7 月 23 日(土)
Ａ会場

Ｂ会場

Ｃ会場

2022 年 7 月 24 日(日)
ポスター会場
※欄外

企画展示
(Web サイト)

Ａ会場

Ｂ会場

_シンポジウム７_

_シンポジウム８_

Ｃ会場

ポスター会場
※欄外

企画展示
(Web サイト)

8:00(8:40)開会式・部会長挨拶

9:00-

10:00-

_シンポジウム２_
_シンポジウム３_
9:00～10:00
第 15 回次世代を担う若手
Let's management of irAE 医療薬科学シンポジウム受賞講演 アカデミアと臨床薬剤師との連携： ポスター口演１
～分かち合おう！知識と経験～ ～Seamless な薬学界の創造に向けて～ リバーストランスレーショナル研究の展開 10012・10015
10018・10026
_オーガナイザー・座長_ 前田 和哉
_オーガナイザー・座長_ 吉野 真樹
_オーガナイザー・座長_ 大本 まさのり
10030
_オーガナイザー・座長_ 長野 一也
_オーガナイザー・座長_ 池末 裕明
_オーガナイザー・座長_ 菅 幸生
_シンポジウム１_

_シンポジスト_

_シンポジスト_

_シンポジスト_

①大橋 健 ②国吉 央城
③野田 哲史 ④桂 英之

①窪田
③橋本
⑤山内
⑦道場

①猪川 和朗 ②田口 雅登
③中川 貴之 ④野田 幸裕

11:00-

文佳 ②関 裕太
芳樹 ④平田 剛
智暁 ⑥運天 拡人
一祥

10:00～11:00
ポスター口演２

_オーガナイザー・座長_ 辻 泰弘

_オーガナイザー・座長_ 倉田 なおみ

_オーガナイザー・座長_ 鈴木 小夜

_オーガナイザー・座長_ 内藤 隆文

_オーガナイザー・座長_ 中田 いちこ

_オーガナイザー・座長_ 武田 香陽子

_シンポジスト_

_シンポジスト_

_シンポジスト_

①中川 潤一 ②柴田 海斗
③長谷川 千尋 ④牛島 健太郎

①小島 太郎 ②千葉 正博
③大野 友久 ④倉田 なおみ

①辻 耕平 ②秋田 英万
③石井 明子 ④今村 知世

10056・10058
10059・10066

_特別講演１_

10072・10074
10086・10088
10094

_座長_ 崔 吉道
_講師_ 太田 美紀

_シンポジウム１３_
品質保証と臨床研究：
日本学術会議医療系
薬学分科会の報告から

_特別講演２_
新しい薬学臨床教育のあり方を考える
ー薬学教育モデル・コア・
カリキュラム改訂を控えてー

11:00～12:00
ポスター口演３

これからの薬剤師に
求められること

12:00-

PKPD 解析の最前線から
未来型 TDM を志向する

_シンポジウム９_
薬のエキスパートが活躍するさまざまな
高齢者の薬物療法に必要な知識
世界と社会貢献から薬学教育を考える
－治療から予防へ―
～薬学で学ぶ意義、そしてなぜ研究をするのか？～

_座長_ 松下 良
_講師_ 鈴木 匡

_座長_ 崔 吉道

14:00-

16:00-

_座長_ 北嶋 浩成

_講師_ 仁科 智裕

_講師_ 石丸 博雅

_講師_ 安田 圭子

共催：中外製薬株式会社

共催：日本化薬株式会社

共催：株式会社カケハシ

_シンポジウム４_
「私のお宝症例を紹介します」
ー共有すべき貴重な症例を踏まえ、実践型
臨床推論のあるべき姿について語り合うー
_オーガナイザー・座長_ 石井 伊都子

15:00-

_座長_ 米澤 美和

_シンポジウム５_
多機関･多職種連携･
病診薬連携･薬事連携

長_ 伊藤 美千穂

①中川 貴之 ②伊藤 美千穂
③合田 幸広

_座長_ 三浦 雅一
講演1:骨粗鬆症治療薬「週2 回自己注射型テリパ
ラチド製剤」開発への挑戦
_講師_ 牧山 敬
講演2：自己注入デバイスの進化と開発コンセプト
〜『無理なく適正に注射できる』注入デバイスとは〜
_講師_ 朝倉 俊成

10099・10104
10108・10120
10123・10048

共催：旭化成ファーマ株式会社

_シンポジウム６_
緩和医療薬剤師の社会貢献のために、
”今”やるべきこと ～All Pharmacist で
ささえる緩和医療薬学と社会還元とは？～

_シンポジウム１０_
妊婦授乳婦と
新たな薬物療法

_シンポジウム１１_
_シンポジウム１２_
コロナ禍で生まれた薬剤師
認知症の研究・治療から
業務のパラダイムシフト
地域医療における薬剤師の役割
～感染制御への新たな挑戦～

_オーガナイザー・座長_ 金子 健

_オーガナイザー・座長_ 石川 洋一

_オーガナイザー・座長_ 高山 和郎

_オーガナイザー・座長_ 坪内 清貴

長_ 橋本 昌子

_オーガナイザー・座長_ 伊東 俊雅

_座

長_ 山谷 明正

_オーガナイザー・座長_ 多賀 允俊

_オーガナイザー・座長_ 野田 幸裕

_シンポジスト_

_座

長_ 今庄 恵子

_シンポジスト_

_シンポジスト_

_シンポジスト_

_シンポジスト_

①芦川 直也 ②藤田 早織
③金子 裕美 ④伊勢 雄也

_シンポジスト_ ①坂野 由宇希

①塩川 満 ②石原 正志
③大野 朋子

①山谷 明正 ②日置 三紀
③柴田 綾子 ④齊藤 順平

①永田 理希 ②山口 諒
③黒田 雅子 ④宇夛 裕基

①富田 泰輔 ②辻 美和子
③森 光輝 ④雜賀 匡史

長_ 石川 和宏

②四反田 耕司 ③長基 健人

_教育講演_
ゲノム情報と薬物療法
_座長_ 石川 和宏

17:00-

展示
※医療薬学フォ
ーラム 2022 の
Web サイト上で
閲覧できます。

_共催セミナー４_

_座

_座

_オーガナイザー _ 坂野 由宇希

13:00～14:00
ポスター口演４

※医療薬学フォ
ーラム 2022 の
Web サイト上で
閲覧できます。

長_ 合田 幸広

_座

_シンポジスト_

展示
_共催セミナー１_
_共催セミナー２_
_共催セミナー３_
最適な大腸がん薬物治療を目指して
抗がん薬曝露対策
(仮)薬局薬剤師が地域医療
～がんゲノム医療を
～医療者が行う曝露対策と
13:00- どう日常診療に取り入れるか～ 患者家族が行う曝露対策～ にどこまで貢献できるか⁉

_座

閉会式・優秀ポスター発表

_講師_ 寺田 智祐

※ポスター会場について： 「優秀ポスター賞候補演題(計 20 演題)」については、「ポスター口演会場(Zoom ウェビナー)」でライブ口演を行います。
「その他一般演題(計 153 演題)」については、専用の「ポスター閲覧サイト」上で発表動画の閲覧と質疑応答が可能です。閲覧サイトは 7 月 23 日(土)～8 月 5 日(金)までご利用いただけます。

