
Ｗマコト（中山真・中原誠）
吉本総合芸能学院NSCの出身で、吉本興業の劇場を中心に漫才活動、「ユニバー
サルスタジオジャパン」にてMC活動などを経て、放送作家に転身。
放送作家としてはテレビやラジオ、CMなどの企画・構成を手掛け、その他イベント
やライブのMC、ラジオパーソナリティも務める。
また、日本初の漫才式セミナー講師として活動し、“笑い”を活用したコミュニケー
ション術の第一人者として全国の病院・企業・学校などで講演・研修を年間250回
以上行っている。
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～特別企画のご案内～
ノーベル賞受賞の大村先生による特別記念講演をはじめ、さまざまな企画をご用意しております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

『微生物創薬と国際貢献』

特別記念講演
10月8日（日） 11:00～12:00
第1会場（東京国際フォーラム A棟 ホールA）
座長： 石垣　栄一 先生 東京都薬剤師会 会長

一流芸人から学ぶ！人を笑顔に導く
『笑いの五原則』

特別講演 5
10月8日（日） 16:30～18:30
第2会場（東京国際フォーラム C棟 ホールC）
座長： 有田　悦子 先生 北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門

『やさしさを伝えるケア技術・ユマニチュード』

特別講演 4
10月8日（日） 16:30～18:30
第1会場（東京国際フォーラム A棟 ホールA）
座長： 後藤　惠子 先生 東京都薬剤師会 生涯学習委員会

山梨県韮崎市出身。北里大学特別栄誉教授、（学）女子美術
大学名誉理事長。
抗生物質など微生物の生産する新規有用天然有機化合物
の発見を目的に独創的な研究を推進し、500種余の化合物
を発見。26種が医薬、動物薬、生化学研究用試薬、農薬とし
て使われている。特に抗寄生虫薬イベルメクチンは熱帯病の
オンコセルカ症およびリンパ系フィラリア症、糞線虫症、疥癬
の予防・治療薬として年間約3億人に使われている。
美術を愛好し、郷里に韮崎大村美術館を建設、2000点余
の収集絵画、陶器および彫刻等と共に市に寄贈した。
ヘキスト・ルセル賞（米国微生物学会）、上原賞、日本学士院
賞、藤原賞、ロベルト・コッホ ゴールドメダル（独）、プリンス・
マヒドン賞（タイ）、アーネスト・ガンサー賞（米国化学会）、文
化功労者、カナダ・ガードナー国際保健賞、文化勲章、ノー
ベル生理学・医学賞など受賞多数。

大村　智 先生
北里大学 特別栄誉教授

40年の医療・介護の現場におけるケアの経験から
生まれた、ユマニチュード。本講演では、その哲学と
技術の具体的な要素について、動画を多用しなが
らお話しいただきます。「やさしさを伝えるケア技
術」は、認知症患者さんへの対応のみならず、明日
からの薬剤師業務の中でも生かすことができます。

ジネスト-マレスコティ研究所長。トゥールーズ大学卒業。体育学の
教師で、 1979年にフランス国民教育・高等教育・研究省から病院
職員教育担当者として派遣され、病院職員の腰痛対策に取り組ん
だことを契機に、看護・介護の分野に関わることとなり、患者さんと
よりよい関係を築けるケアメソッド・ユマニチュードを創始した。

イヴ・ジネスト 氏  (Yves Gineste)  
ジネスト・マレスコティ研究所 所長

Wマコト 放送作家

『がん研究が導くゲノム医療』

特別講演 1
10月8日（日） 14:00～15:00
第1会場（東京国際フォーラム A棟 ホールA）

座長： 鈴木　洋史 先生 日本薬剤師会 副会長
演者： 間野　博行 先生 国立がん研究センター研究所長
  東京大学大学院医学系研究科 教授

『認知症診療の現状と将来展望』

特別講演 2
10月8日（日） 15:15～16:15
第1会場（東京国際フォーラム A棟 ホールA）

座長： 明石　貴雄 先生 東京都薬剤師会 副会長
演者： 羽生　春夫 先生 東京医科大学高齢総合医学分野 教授

『超高齢社会を見据えた未来医療予想図 
  －フレイル予防から在宅ケアまでを俯瞰する－』

特別講演 3
10月8日（日） 14:00～16:00
第2会場（東京国際フォーラム C棟 ホールC）

座長： 福島　紀子 先生 慶應義塾大学 名誉教授
演者： 飯島　勝矢 先生 東京大学高齢社会総合研究機構 教授

『Pharmacists Practicing with Pride 
  ～2025年の超高齢社会に向けて薬剤師は何をなすべきか～』

特別講演 6
10月8日（日） 16:30～18:00
第3会場（東京国際フォーラム B棟7階 ホールB7（1））

座長： 山本　信夫 先生 日本薬剤師会会長 / FIP副会長
演者： Carmen Peña-López 先生 国際薬剤師・薬学連合（FIP） 会長

『現場で働く薬剤師と学会との繋がり』

特別講演 7
10月9日（月・祝） 9:00～10:00
第1会場（東京国際フォーラム A棟 ホールA）

座長： 原　　　博 先生 東京都薬剤師会相談役 / 日薬アンチ・ドーピング委員会 委員長
演者： 奥　　直人 先生 公益社団法人日本薬学会 会頭

“笑い”を活用した
コミュニケーション術の極意について、
おもしろおかしくわかりやすく伝授します！

笑いは万能薬！

逐次通訳有

同時通訳有
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会場案内・アクセスACCESS

東京国際フォーラム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
TEL：03-5221-9000
JR線
　有楽町駅・国際フォーラム口より徒歩1分
　東京駅より徒歩5分（地下1階地下コンコースにて連絡）
地下鉄
　有楽町線： 有楽町駅（地下1階地下コンコースにて連絡）
　日比谷線： 銀座駅より徒歩5分（C9出口）/日比谷駅より徒歩5分（D5出口）
　千代田線： 二重橋前駅より徒歩5分（1番出口）/
 日比谷駅より徒歩7分（D5出口）
　丸ノ内線： 銀座駅より徒歩5分（C9出口）
　銀 座 線： 銀座駅より徒歩7分（C9出口）
　三 田 線： 日比谷駅より徒歩5分（D5出口）

JPタワー ホール＆カンファレンス
〒100-7004 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号
KITTE4・5階
TEL：03-5222-1800
JR線
　東京駅・丸の内南口（地上1階）より徒歩1分
　有楽町駅・国際フォーラム口より徒歩6分
地下鉄
　丸ノ内線： 東京駅 地下道より直結
　千代田線： 二重橋前駅より徒歩2分（4番出口）
　三 田 線： 大手町駅より徒歩4分（D1出口）
　有楽町線： 有楽町駅より徒歩6分（D3出口）

特別企画展示

　東京都北多摩薬剤師会の平井 有氏の２万点のコレク
ションの中から、『局方』から『紙風船』まで、選りすぐりの品
を集め、日本のくすり文化と薬局・薬剤師のルーツを探る
展示会です。記念すべき第50回日薬学術大会にご参加
の際に、ぜひお立ち寄りください。

今は昔　くすりとくすしの100物語展
～江戸から昭和にかけて～

【展示期間】10月８日（日）・９日（月・祝）
【展示会場】東京国際フォーラムG棟５階　G505
【展示物概略】
・ 昔のくすり看板やのぼり・垂れ幕など
・ ポスターや引札チラシから版木など
・ 昔の配置売薬や家庭薬から禁止された薬物まで
・ 江戸時代の薬籠や調剤道具、昔の処方箋
・ 傷寒論や蘭学本から日本薬局方（初版）など
・ 紙風船はじめ色々なクスリのおまけや販促品

その他くすりにまつわるありとあらゆるものを一堂に展示します。

三菱一号館美術館

丸の内
ブリックスクエア

丸ノ内線

東京国際フォーラム

JPタワー
ホール＆カンファレンス
（KITTE4・5階）

【懇親会会場】
帝国ホテル東京

A
B
C
D

地上ルート
地下ルート

（東京国際フォーラムA棟側
  出口～TOKIA～KITTE）
 ※徒歩5分


