
第2回日本老年薬学会学術大会

5月12日（土）13：30～14：00 第１会場（3階・コスモスホール）

基調講演 座長 平井　みどり 神戸大学

演者 倉田　なおみ 昭和大学

5月13日（日）12：45～13：45 第１会場（3階・コスモスホールⅠ）

特別講演 座長 楽木 宏実 大阪大学

演者 秋下　雅弘 東京大学医学部附属病院

5月12日（土）14：00～17：00 第１会場（3階・コスモスホール）

スポンサードシンポジウム１ サルコペニア・フレイルと栄養療法

共催：アボット ジャパン株式会社 オーガナイザー兼座長 東口　髙志 藤田保健衛生大学

オーガナイザー兼座長 杉浦　伸一 同志社女子大学

シンポジスト 若林　秀隆 横浜市立大学附属市民総合医療センター

シンポジスト 小島　太郎 東京大学医学部附属病院

シンポジスト 溝神　文博 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

5月13日（日）8：50～10：10 第１会場（3階・コスモスホールⅠ）

シンポジウム２

オーガナイザー兼座長 亀井　美和子 日本大学

オーガナイザー兼座長 恩田　光子 大阪薬科大学

シンポジスト 工藤　正博 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

シンポジスト 山口　大輔 一般社団法人 柏市薬剤師会

シンポジスト 小枝　伸行 八尾市立病院

5月13日（日）10：15～11：35 第１会場（3階・コスモスホールⅠ）

スポンサードシンポジウム３ オーラルフレイル：高齢者の食を最期まで守る

共催：サンスター株式会社 オーガナイザー兼座長 飯島　勝矢 東京大学

シンポジスト 飯島　勝矢 東京大学

シンポジスト 渡邊  裕 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

シンポジスト 奥村　知香 社会福祉法人 聖隷福祉事業団　浜松市リハビリテーション病院

シンポジスト 尾関 麻衣子 日本歯科大学多摩クリニック

5月13日（日）8：50～11：30 第２会場（3階・コスモスホールⅡ）

シンポジウム４ 介護施設・高齢者住宅における薬の管理

オーガナイザー兼座長 高瀬　義昌 医療法人至高会　たかせクリニック

オーガナイザー兼座長 倉田　なおみ 昭和大学

シンポジスト 賀登  浩章 厚生労働省 

シンポジスト 武久  洋三 医療法人平成博愛会博愛記念病院 

シンポジスト 大坪  博子 元東京都リハビリテーション病院

シンポジスト 五郎丸  徹 株式会社学研ココファン　

シンポジスト 丸岡  弘治 医療法人協友会 介護老人保健施設 横浜あおばの里

シンポジスト 網谷  敏数 株式会社高齢者住宅新聞社　

地域医療連携におけるICT活用の意義と展望 ～高齢者薬物療法の個別最適化を目指して～
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5月13日（日）14：00～16：40 第１会場（3階・コスモスホールⅠ）

シンポジウム５ 薬剤師の臨床判断の実践

オーガナイザー兼座長 木内　祐二 昭和大学

オーガナイザー兼座長 狭間　研至 ファルメディコ株式会社

オーガナイザー兼シンポジスト 高橋　寛 岩手医科大学

シンポジスト 糟谷 憲明 フローラ薬局河和田店

シンポジスト 富永　由美 ネオプラスファーマ株式会社　虹薬局南千里店

シンポジスト 石山　芽衣 ファルメディコ ハザマ薬局

シンポジスト 藤原　久登 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

5月13日（日）12：45～15：10 第２会場（3階・コスモスホールⅡ）

シンポジウム６ 認知症

オーガナイザー兼座長 水上　勝義 筑波大学大学院

オーガナイザー兼座長 川添  哲嗣 医療法人つくし会　南国病院　

シンポジスト 水上　勝義 筑波大学大学院

シンポジスト 熊木　良太 昭和大学

シンポジスト 雜賀　匡史 メディスンショップ蘇我薬局

シンポジスト 工藤　千秋 医療法人社団くどうちあき脳神経外科クリニック

5月13日（日）15：20～16：40 第２会場（3階・コスモスホールⅡ）

シンポジウム７ ポリファーマシー

オーガナイザー兼座長 荒井　秀典 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

オーガナイザー兼座長 小島　太郎 東京大学医学部附属病院

シンポジスト 小島　太郎 東京大学医学部附属病院

シンポジスト 島崎　良知 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

シンポジスト 新井　克明 医療法人渡辺会 大洗海岸病院

シンポジスト 木下　かほり 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

5月13日（日）8：50～10：00 第４会場（５階・スバル）

ハンズオンセミナー１ 栄養評価

オーガナイザー 林　　 宏行 日本大学

オーガナイザー 増田　修三 三原市医師会病院

5月13日（日）10：30～11：30 第４会場（５階・スバル）

ハンズオンセミナー２ 高齢者体操　

運動が苦手なひとでも楽しくできて効果的なプログラム

座長 水上　勝義 筑波大学大学院

講師 石川  裕子 筑波大学附属病院

講師 岡本 るみ子 NPO法人国際ホリスティックフェイス協会　

講師 更科  枝里 株式会社Global Wellbeing 

5月13日（日）12：45～13：45 第４会場（５階・スバル）

ハンズオンセミナー３ 口腔ケア

オーガナイザー兼司会 弘中　祥司 昭和大学

ファシリテーター 内海　明美 昭和大学

ファシリテーター 石川　健太郎 昭和大学

ファシリテーター 村上　浩史 昭和大学
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5月13日（日）14：00～15：00 第４会場（５階・スバル）

ハンズオンセミナー４ 研究支援：臨床のはてな？を研究に

オーガナイザー 大嶋　繁 城西大学

オーガナイザー 高村　徳人 九州保健福祉大学

司会 真野　泰成 東京理科大学

司会 柴田　ゆうか 広島大学病院　

ファシリテーター 大井　一弥 鈴鹿医療科学大学

ファシリテーター 大野　能之　 東京大学医学部附属病院

ファシリテーター 飯嶋　久志 一般社団法人千葉県薬剤師会 薬事情報センター

5月13日（日）15：15～16：40 第４会場（５階・スバル）

ハンズオンセミナー５ 簡易懸濁法を基礎から学ぶ実技セミナー

オーガナイザー兼司会 倉田　なおみ 昭和大学

オーガナイザー兼司会 秋山　滋男 東京薬科大学

ファシリテーター 近藤　幸男 有隣病院

ファシリテーター 飯田　純一 済生会横浜市南部病院

ファシリテーター 輿石　徹 東京医科大学八王子医療センター

ファシリテーター 熊木　良太 昭和大学

5月12日（土）14：00～17：00 第５会場（６階・606）

ワークショップ１ アドバンスコース３

5月13日（日）9：00～10：30 第５会場（６階・606）

ワークショップ２ VR認知症プロジェクト

5月13日（日）12：45～15：45 第５会場（６階・606）

ワークショップ３ アドバンスコース１

5月12日（土）12：10～13：00

ランチョンセミナー１ 第１会場（3階・コスモスホールⅠ・Ⅱ）

共催：沢井製薬株式会社

医療のビッグデータが医学と医療を変える ～薬剤師のかかわりと役割～

座長 永井　良三　 東京大学／自治医科大学

演者 北風　政史 国立循環器病研究センター　臨床研究部

5月12日（土）12：10～13：00

ランチョンセミナー２ 第５会場（６階・606）

共催：日本ジェネリック製薬協会

地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局の重要性 ～かかりつけ薬剤師としての薬学的患者ケア～

座長 山崎　敦代 株式会社ケーオーエス　サン薬局

演者 大木　一正 東京都薬剤師会

5月13日（日）11：45～12：35

ランチョンセミナー３ 第１会場（３階・コスモスホールⅠ）

共催：第一三共株式会社

高齢者心房細動の薬物治療

座長 井上　 博　 済生会富山病院 内科

演者 杉　　  薫　 小田原循環器病院
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5月13日（日）11：45～12：35

ランチョンセミナー４ 第２会場（３階・コスモスホールⅡ）

共催：大日本住友製薬株式会社

エビデンスをどう個別化医療に活かすか　～高齢者の血糖・血圧管理を考える～

座長 山崎   力　 東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター

演者 山本　浩一 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学

演者 梅垣　宏行 名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学教室

5月13日（日）11：45～12：35

ランチョンセミナー５ 第３会場（５階・オリオン）

共催：東和薬品株式会社

薬剤師が押さえておきたい嚥下の知識最前線

座長 熊谷　雄治 北里大学病院 臨床試験センター

演者 海老原  覚　 東邦大学大学院医学研究科リハビリテーション医学講座

5月13日（日）14：00～14：50

スイーツセミナー 第３会場（５階・オリオン）

共催：あゆみ製薬株式会社

腎機能・肝機能を考慮した高齢者の鎮痛薬の選択

座長 平井　みどり 神戸大学

演者 平田　純生 熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター
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