
ランチョンセミナー� 10月8日（日） 12:30～13:30

■ランチョンセミナー1
第2会場 （東京国際フォーラム C棟 ホールC）

	 座長：順天堂大学医学部附属練馬病院	糖尿病・内分泌内科	先任准教授	 川角　正彦

糖尿病治療の新知見～食事療法から薬物療法まで～
	 公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院	副院長	 柳川　達生

共催：武田薬品工業株式会社

■ランチョンセミナー2
第3会場 （東京国際フォーラム B棟7階 ホールB7（1））

	 座長：グラクソ・スミスクライン（株）メディカル・アフェアーズ部門	/	医師・医学博士	 石井　健男

明日からできる！実践吸入指導
	 グラクソ・スミスクライン（株）カスタマー・ケア・センター	 福原明日香

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

■ランチョンセミナー3
第4会場 （東京国際フォーラム B棟7階 ホールB7（2））

	 座長：有限会社乾薬局	代表取締役	 乾　　英夫

乳房の健康と術後のQOL向上を目指して エクオールの可能性
	 湘南記念病院	乳がんセンター長	 土井　卓子

共催：大塚製薬株式会社

■ランチョンセミナー4
第5会場 （東京国際フォーラム B棟5階 ホールB5（1））

	 座長：国家公務員共済組合連合会虎の門病院	薬剤部長	 林　　昌洋

糖尿病診療におけるメトホルミンの位置付けと新たな作用機序
	 金沢医科大学	糖尿病・内分泌内科学	准教授	 金﨑　啓造

共催：大日本住友製薬株式会社

■ランチョンセミナー5
第6会場 （東京国際フォーラム B棟5階 ホールB5（2））

	 座長：望星新宿南口クリニック院長	 高橋　俊雅

これからのかかりつけ薬局におけるアドヒアランスとコミュニケーション 
～医師の視点から見た薬剤師の可能性～

糖尿病網膜症の早期発見の重要性と医薬連携
	 聖路加国際大学	臨床教授	/	聖路加国際病院	眼科	部長	 大越貴志子

薬局でできる患者の行動を変えるコミュニケーション ～適正使用と受診勧奨のために～
	 （株）サンクスネット	専務取締役	 桐林東一郎

共催：バイエル薬品株式会社	/	東日本メディコム株式会社	/	ハイブリッジ株式会社	/		
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社



■ランチョンセミナー6
第7会場 （東京国際フォーラム D棟7階 ホールD7）

	 座長：医薬情報研究所/株式会社エス・アイ・シー	取締役	 堀　美智子

高齢者特有のかゆみを予防する

皮膚科診療の観点から
	 旭川医科大学医学部皮膚科学教室	講師	 堀　　仁子

薬局での指導の観点から
	 有限会社プレアデス	専務取締役	道北調剤薬局	管理薬剤師	 富樫真実子

共催：株式会社	資生堂

■ランチョンセミナー7
第8会場 （東京国際フォーラム D棟5階 ホールD5）

	 座長：新潟薬科大学	健康推進連携センター	教授	 小林　大高

僕たち薬剤師依存 ～やめられますか薬剤師～
	 株式会社ナカジマ薬局	常務取締役	調剤事業本部長	 中島　史雄

	 有限会社飯島	取締役	 飯島　伴典

	 阪神調剤ホールディング株式会社	取締役	学会学術担当役員	 岩崎　英毅

共催：ニプロ株式会社

■ランチョンセミナー8
第9会場 （東京国際フォーラム D棟1階 ホールD1）

	 座長：九州大学病院	教授・薬剤部長	 増田　智先

免疫チェックポイント阻害薬におけるirAEマネジメントの重要性と薬剤師の役割
	 九州大学病院薬剤部	副薬剤部長	 渡邊　裕之

共催：アストラゼネカ株式会社

■ランチョンセミナー9
第10会場 （東京国際フォーラム G棟7階 G701）

	 座長：東京都立	北療育医療センター	薬剤検査科長	 塩地　園代

てんかん治療の最前線 ～脳腫瘍、特にグリオーマと抗てんかん薬～
	 日本大学医学部	脳神経外科学系神経外科学分野	主任教授	 吉野　篤緒

共催：エーザイ株式会社

■ランチョンセミナー10
第11会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G602）

	 座長：日本薬剤師会	理事	 清水　　大

人生100年時代に向けたライフプラン ～安心の老後を迎えるために～
	 ヒューマンライツ株式会社	執行役員	 南場　立志

共催：公益社団法人	日本薬剤師会



■ランチョンセミナー11
第12会場 （東京国際フォーラム G棟6階 G610）

	 座長：藤田保健衛生大学病院	薬剤部	部長	 山田　成樹

より良い服薬指導を目指して（薬歴を利用しよう）
	 金城学院大学	薬学部	医療薬学	教授	 網岡　克雄

共催：第一三共エスファ株式会社

■ランチョンセミナー12
第13会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G502）

	 座長：長崎大学病院	教授・薬剤部長	 佐々木　均

「2025年に向けた地域医療連携」～外来患者のチーム医療を担う薬局薬剤師の役割～
	 大阪府済生会中津病院薬剤部	薬剤部長	 萱野勇一郎

共催：武田テバファーマ株式会社

■ランチョンセミナー13
第14会場 （東京国際フォーラム G棟5階 G510）

	 座長：東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部	部長	 川久保　孝

病名でも証でも語れない漢方の実際
	 埼玉・大野クリニック	院長	/	一般社団法人日本東洋医学会	副会長	 大野　修嗣

共催：株式会社ツムラ

■ランチョンセミナー14
第15会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G402）

	 座長：杏林大学医学部付属病院	薬剤部長	 篠原　高雄

多岐にわたる心房細動治療 ～抗凝固療法からバルーン治療まで～
	 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院	循環器内科	副部長	 谷崎　剛平

共催：第一三共株式会社

■ランチョンセミナー15
第16会場 （東京国際フォーラム G棟4階 G409）

	 座長：京都府立医科大学附属病院	薬剤部長	 四方　敬介

付加価値製剤の服薬アドヒアランス
	 武庫川女子大学	薬学部	教授	 内田　享弘

エスエーワン配合OD錠T20/T25の製剤設計－フィルムコーティングOD錠の有用性－
	 沢井製薬（株）製剤研究部	製剤1G	マネージャー	 菊岡　広晃

共催：沢井製薬株式会社



■ランチョンセミナー16
第17会場 （JPタワー ホール＆カンファレンス 5階 カンファレンスルームB）

	 座長：浜松医科大学医学部附属病院	薬剤部	教授	 川上　純一

バイオ医薬品とバイオシミラー
	 千葉大学医学部附属病院	薬剤部	教授	 石井伊都子

共催：ファイザー株式会社

■ランチョンセミナー17
第18会場 （JPタワー ホール＆カンファレンス 4階 ホール1）

	 座長：一般財団法人	電気安全環境研究所	電磁界情報センター	 徳永　正一

低周波電磁界の健康リスク評価－WHOの国際電磁界プロジェクトを中心にして－
	 一般財団法人	電気安全環境研究所	電磁界情報センター	 大久保千代次

共催：一般財団法人	電気安全環境研究所

■ランチョンセミナー18
第19会場 （JPタワー ホール＆カンファレンス 4階 ホール2）

	 座長：東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学	特任准教授	 五十嵐　中

テクノロジーを用いた新しい薬局モデルの展望  
～薬剤師によるモバイルヘルス活用の最新事例～

	 日本赤十字社医療センター呼吸器内科	/	株式会社キュア・アップ	 佐竹　晃太

共催：株式会社キュア・アップ



ブランチセミナー
ブランチセミナー1� 10月9日（月・祝） 11:30～12:30

第5会場 （東京国際フォーラム B棟5階 ホールB5（1））
	 座長：井上眼科病院	 井上　賢治

緑内障患者さんの視野を守るための服薬指導 ～より確実な点眼を目指して～

緑内障の治療継続のための薬剤選択
	 井上眼科病院	 井上　賢治

緑内障の治療継続のための服薬指導
	 新お茶の水ファーマシー	 菊池　順子

共催：参天製薬株式会社

ブランチセミナー2� 10月9日（月・祝） 11:30～12:30

第6会場 （東京国際フォーラム B棟5階 ホールB5（2））
	 座長：日経ドラッグインフォメーション編集長	 佐原加奈子

日経DIクイズで学ぼう！～あのクイズ出題者がリアルに解説します～
	 株式会社ファーコス	 笹嶋　　勝

	 阪神調剤ホールディンググループ	有限会社アップル薬局	 山本雄一郎

共催：日経BP社	/	日経HR

ブランチセミナー3� 10月9日（月・祝） 11:15～12:15

第8会場 （東京国際フォーラム D棟5階 ホールD5）
	 座長：北海道大学大学院薬学研究院	臨床病態解析学	教授	 武田　宏司

機能性便秘・便秘型IBSへの新たなるアプローチ
	 慶應義塾大学医学部	医学教育統括センター	教授	 鈴木　秀和

共催：アステラス製薬株式会社

ブランチセミナー4� 10月9日（月・祝） 11:45～12:45

第10会場 （東京国際フォーラム G棟7階 G701）
	 座長：国立病院機構	大阪医療センター	薬剤部	 矢倉　裕輝

保険調剤薬局における抗HIV薬処方せん応需に関するポイント

ドルテグラビルの創薬コンセプトから、ガイドラインに則ったその使用法 
～服薬条件や薬物相互作用など～

	 塩野義製薬株式会社	グローバル医薬開発本部	 藤原　民雄

ゼロから始める抗HIV薬処方せん応需～これだけはおさえておきたい5つのポイント
	 薬樹薬局三ツ沢	HIV感染症薬物療法	認定薬剤師	 田橋　美佳

共催：ヴィーブヘルスケア株式会社	/	塩野義製薬株式会社


