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ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社

ランチョンセミナー2
田辺三菱製薬株式会社

日本病院薬剤師会専門認定講習1
がん領域

「チームで取り組む抗がん薬曝露対策」
日本病院薬剤師会専門認定講習2

感染制御領域1
「症例から学ぶ　感染症診療の基本型」

日本病院薬剤師会専門認定講習3
妊婦・授乳婦領域
「授乳とくすり」

日本病院薬剤師会専門認定講習4
精神科領域

「精神科チーム医療の中での薬剤師の役割」

ランチョンセミナー3
ニプロ株式会社

ランチョンセミナー4
東和薬品株式会社

シンポジウム1
ＡMED研究報告

特別企画シンポジウム2
テーマセッション1

地域に活きる薬剤師～共に羽ばたこう！未来のステージへ～

シンポジウム5
住み慣れた地域で暮す
認知症の患者さんを支える

テーマセッション3
地域に活きる薬剤師

お互いの専門性が見える！多職種参加による「見える事例検討会」
吉富薬品株式会社

シンポジウム6
病棟薬剤業務

（病棟専任薬剤師が貢献する医療の質の向上）

日本病院薬剤師会近畿ブロック会議

ポスター貼付

懇親会

シンポジウム2
薬剤師の未来像と医療情報システム

シンポジウム3
薬剤師が実践する褥瘡治療

シンポジウム4
薬剤師を取り巻く医療ICTの進展とその対応

日本病院薬剤師会療養病床委員会セミナー
地域包括ケアシステムにおいて医療・介護ニーズに

応えるために薬剤師にもとめられること
口頭発表1

「病院一般・医薬品情報」

口頭発表7
「薬局一般」
口頭発表8

「薬局一般・地域連携」
口頭発表9

「かかりつけ薬局・
健康サポート薬局・実務実習」

口頭発表10
「ポリファーマシー・学校薬剤師」

口頭発表11
「在宅医療・ 検査値・
トレーシングレポート」
口頭発表12

「国際貢献・災害医療・薬学教育」

口頭発表2
「病棟・チーム医療」
口頭発表3

「術前外来・薬剤師外来・
TDM・感染制御」

口頭発表4
「がん」
口頭発表5

「がん・医療安全」
口頭発表6

「緩和ケア・栄養・精神疾患」

ポスター示説（P1)ポスター閲覧 ポスター閲覧

日本病院薬剤師会中小病院委員会セミナー
中小病院における薬物療法の最適化を目指した病棟薬剤業務の実践

スイーツセミナー
共和薬品工業株式会社

ランチョンセミナー5
株式会社大塚製薬工場
ランチョンセミナー6
Dr.JOY株式会社
ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
ランチョンセミナー8
沢井製薬株式会社
ランチョンセミナー9
吉田製薬株式会社
ランチョンセミナー10
日本化薬株式会社

会　場　名

国
立
京
都
国
際
会
館

第１会場 メインホール

第２会場 Room A

第３会場 Room D

第４会場 Room E

第５会場 Room B-1

第６会場 Room B-2

第７会場 Room C-1

第８会場 Room C-2

第９会場 Room I

第10会場 Room J

第11会場 Room K

懇親会 さくら
ポスター・企業
展示会場 イベントホール

1日目　2月 3日（土）

ランチョンセミナー11
第一三共株式会社
ランチョンセミナー12
武田薬品工業株式会社
ランチョンセミナー13
テルモ株式会社

ランチョンセミナー14
中外製薬株式会社
ランチョンセミナー15
日本新薬株式会社
ランチョンセミナー16
大日本住友製薬株式会社
ランチョンセミナー17
あすか製薬株式会社
ランチョンセミナー18
日医工株式会社

ランチョンセミナー19
小野薬品工業株式会社
ランチョンセミナー20
日本イーライリリー株式会社/
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
ランチョンセミナー21
あゆみ製薬株式会社
ランチョンセミナー22
大鵬薬品工業株式会社

会　場　名

国
立
京
都
国
際
会
館

第１会場 メインホール

第２会場 Room A

第３会場 Room D

第４会場 Room E

第５会場 Room B-1

第６会場 Room B-2

第７会場 Room C-1

第８会場 Room C-2

第９会場 Room I

第10会場 Room J

第11会場 Room K

第12会場 アネックス
ホール1
アネックス
ホール2第13会場

ポスター・企業
展示会場 イベントホール

2日目　2月 4日（日）

特別企画シンポジウム1
医療安全シンポジウム

教育講演1
進めよう！地域連携～お互いを知ることから～
平成30年度診療報酬改定の概要　～薬剤師はいかに評価されるか～

教育講演2
肝臓の画像診断とカテーテル治療

教育講演4
薬剤師の未来に向けて

特別講演1
iPS細胞を用いたパーキンソン病治療に向けて

教育講演8
日本の薬局政策と医療保険財政の方向性

教育講演9
高齢者の身体的特徴と生活習慣病の管理を考える

シンポジウム7
医薬品情報活動の新しい展開2

シンポジウム8
災害・救急医療：何に備える、何を備える、
そしてその時薬剤師はどう動く！？

教育講演5
医薬品情報活動の新しい展開1

教育講演7
栄養サポートチームの意義と
薬剤師がすべきこと

シンポジウム9
薬剤師ができる栄養管理

～静脈栄養を武器にチーム医療へ参画しよう！

教育講演6
高血圧症、心疾患の薬学的管理

特別講演2
ビッグデータ・AIが拓く医療・薬学の可能性

シンポジウム10
明日から始めよう薬学研究

シンポジウム12
地域で支える糖尿病薬物治療

ワークショップ2
吸入実技ワークショップ

合同企画２
日本注射薬臨床情報学会合同企画：
いまさら聞けない輸液管理の基礎知識

ポスター閲覧 ポスター撤去

シンポジウム11
免疫抑制剤のTDMを極める

教育講演13
薬剤師に必要な接遇マナー・医療安全の知識

～笑いの力で学習する～
テーマセッション6
地域に活きる薬剤師

患者のための入退院連携～「薬薬」の課題～

テーマセッション2
地域に活きる薬剤師

薬局ビジョンに対応する保険薬局のあり方
日本病院薬剤師会専門認定講習5

感染制御領域2
「薬剤耐性（AMR）対策」

教育講演10
日本緩和医療薬学：緩和領域

テーマセッション4
地域に活きる薬剤師

在宅医療の「実践」と「死生観」

テーマセッション5
地域に活きる薬剤師

健康サポート薬局の現状と課題

特別講演3
医療イノベーションに貢献する

薬剤師への期待

シンポジウム13
集中医療
教育講演14
最新の乳癌治療

教育講演11
薬物療法～ポリファーマシーに
薬剤師はどう取り組むべきか～

教育講演12
CKD

～医師の立場から薬剤師に期待すること～
教育講演15

学会発表のHow-to

教育講演3
ベンゾジアゼピン系薬の整理

ワークショップ1
ワールドカフェ　進めよう！地域連携
～お互いを知ることから～

記念講演
人類の進化と健康社会開会式

閉会式

合同企画1
日本核医学会合同企画：シンポジウム
核医学領域における薬剤師の関わり

ポスター示説（P2)ポスター閲覧


