
第 32回日本医療薬学会年会

1．参加者へのご案内
本年会はハイブリッド形式での開催とし、一部プログラムの LIVE 配信、後日のオンデマンド配信をいたします。

1）現地開催

2）ライブ配信（一部の講演・シンポジウムを予定しています）
　※対象セッションは P14～ 19日程表、年会ホームページにてご確認ください。
　※一般演題（口演・ポスター）のライブ配信はございません。

3）後日オンデマンド配信（メディカルセミナーを除く）
　配信期間：10月 11日（火）～ 10月 31日（月）

●ご来場の前に
現地での開催にあたり、Gメッセ群馬、高崎芸術劇場の利用ガイドラインでの対策を厳守し、本年会として下記
の感染対策を実施いたします。現地参加を予定されている参加者・演者・座長・協賛企業の皆様におかれまして
は、安全・安心な年会の開催成功に向け、感染防止のためのお願い事項について、ご協力をいただけますようお
願い申し上げます。

来場前にご自身で検温するとともに調の異常がないか確認し、事前にご案内しました「健康状態申告書」フォー
ムより、ご入力いただき、来場日毎に各施設入口にて確認画面の提示をお願いします。以下の場合はご来場をお
控えください。
・37.5 度以上の発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、呼吸困難がある場合
・	新型コロナウイルス感染者もしくは濃厚接触者として、自宅等での待機を指示されている場合

新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の項目にご協力をお願いいたします。
・会場内ではマスクを着用してください。
・施設入口での検温実施にご協力ください。
・施設入口や各会場入り口では、設置しております消毒液をご利用ください。
・	座長席・演台に消毒液を設置いたします。マイク、マウス、レーザーポインターご利用の前後には手指の消毒
をしてください。
・口演会場内では間隔をあけて座席を設置しております。立見はご遠慮ください。
・	朝一番の参加登録受付は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
お手持ちのスマートフォン等に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストールをお願いい
たします。
App	Store またはGoogle	Play で「接触確認アプリ」で検索してインストールしてください。
・「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」

Android をご利用の方 iPhone	/	iPad をご利用の方

2．会期
現地開催・一部 LIVE 配信：	2022 年 9月 23日（金・祝）～	25 日（日）
オンデマンド配信：	2022 年 10月 11日（火）～	10 月 31日（月）
　配信方式：	当日、会場で収録したセッション動画をWEB閲覧用に編集して、会期後に配信いたします。

参加者へのご案内
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3．現地参加について
< 総合受付 1>
場　所：	 Gメッセ群馬　2F　コンコース
時　間：	 9 月 23日（金 ·	祝）	 7:45 ～ 18:35
	 9 月 24日（土）	 7:45 ～ 18:35
	 9 月 25日（日）	 8:00 ～ 14:30

< 総合受付 2>
場　所：	 高崎芸術劇場　2F　ホワイエ
時　間：	 9 月 23日（金 ·	祝）	 8:00 ～ 17:45
	 9 月 24日（土）	 8:00 ～ 17:45
	 9 月 25日（日）	 8:00 ～ 14:30
※	「メディカルセミナー整理券配布デスク」、「日本薬剤師研修センター	受講単位受付」、「日本医療薬学会受付」は、
Gメッセ群馬内にしかございません。
※	第 1日（9月 23日（金・祝））の総合受付 2は高崎芸術劇場でのセッションに参加される方を対象とします。
混雑が予想されますので、Gメッセ群馬でのセッション参加をご希望の場合は総合受付 1をご利用願います。

●事前参加登録をされた方
事前にご案内いたしました、参加登録用QR	コードをご持参の上、事前登録受付にて、ネームカードをお受取り
ください。

●直前・当日登録の方
年会ホームページの直前・当日登録ページより、ご登録、決済いただき、参加登録用QRコードをご持参の上、直前・
当日登録受付にお越しください。当日登録後、年会ネームカードとプログラム集をお渡しいたします。
直前・当日参加登録費のお支払いは、クレジットカードのみとなります。
※オンラインでのご登録が困難な方は、総合案内にて対応いたします。

【直前・当日・会期後登録年会参加費】
会　員 	 15,000 円
非会員 	 23,000 円

学生（会員） 	 	 2,000 円	（学生証の提示が必要）
学生（非会員） 	 	 5,000 円	（学生証の提示が必要）

※	当日、日本医療薬学会に入会されると、会員の参加登録費で年会にご参加いただけます。『日本医療薬学会入
会受付』にて、手続きを行ってください。

●ネームカード・参加証明書
当日、ネームカードお渡し時にご用意いたしますので、会場内では指定のネームカードケースに入れたネームカー
ドを必ずご着用ください。ネームカードのない方のご入場は、お断りします。
参加証明書は、Web	開催配信サイト内の「視聴履歴」ページよりダウンロード可能です。
郵送はいたしませんので、必ず会期中にご自身でダウンロードいただきますようお願いいたします。

　＜参加証明書　発行期間＞
　2022	年 9	月 23	日（金・祝）～	10	月 31	日（月）
　※期間を過ぎての発行忘れ、紛失のお問い合わせには応じられませんのであらかじめご了承ください。
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4．WEB 参加される方
●登録方法
・	10 月 31 日（月）まで、会期終了後参加登録を受付けます。登録は年会ホームページの直前・当日・会期終
了後登録ページよりお願いいたします。
・直前・当日・会期終了後参加登録費のお支払いは、クレジットカードのみとなります。
・直前・当日・会期終了後参加登録された方へのプログラム集の郵送は、11	月上旬以降となります。

●閲覧方法
・	参加登録時に、個別で開設したマイページに、「WEB	開催配信サイト」へのリンクボタンを作成いたします。
配信当日は、参加登録マイページへログインいただいた後、配信サイトへ移動してください。
・その他詳細は年会ホームページにてご案内いたします。

●ネームカード、参加証明書
WEB	参加される方へのネームカードの発行、郵送はありません。
参加証明書は、Web	開催配信サイト内の「視聴履歴」ページよりダウンロード可能です。
郵送はいたしませんので、必ず会期中にご自身でダウンロードいただきますようお願いいたします。

　＜参加証明書　発行期間＞
　2022	年 9	月 23	日（金・祝）～	10	月 31	日（月）				
　※期間を過ぎての発行忘れ、紛失のお問い合わせには応じられませんのであらかじめご了承ください。

5．配信視聴時の注意事項
本会の配信にて掲載されている全ての内容の著作権は日本医療薬学会に帰属します。
著作権法および関連法律、条約により私的使用などを明示的に認められている範囲を超えて、本サイトの掲載内
容（文章、画像、映像、音声など）の一部および全てについて、事前に許諾なく無断で複製、転載、送信、放送、
配布、貸与、翻訳、変造する事は、著作権侵害となり、法的に罰されることがあります。
このため、著作権者からの許可無く、掲載内容の一部および全てを複製、転載、または配布、印刷など、第三者
の利用に供することを禁止します。

6．懇親会
新型コロナウイルス感染状況を鑑み、本年会での懇親会は開催いたしません。

7.（一社）日本医療薬学会 入会受付・年会費の支払い
（一社）日本医療薬学会への入会・年会費の支払いを希望される方は、『日本医療薬学会受付（Gメッセ群馬　
2F		ロビー）』にて、手続きを行ってください。

8．単位認定について

（1） 日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師、がん専門薬剤師、薬物療法専門薬剤師、地域薬学ケア専門薬
剤師の受講単位について
日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師、がん専門薬剤師、薬物療法専門薬剤師、地域薬学ケア専門薬剤師の各認定
制度では、本年会への参加を認定や更新申請時の要件の一部として、受講単位を付与しています。各認定および
更新申請の際には、本年会の年会ネームカードのコピー、または参加証明書が必要になりますので、大切に保管
してください。

（2）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度集合研修単位について
本年会では、現地参加者のみ、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度の認定対象となります。
【単位数】9月 23日（金・祝）、24日（土）：各 3単位、9月 25日（日）：2単位
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研修受講シールの配布は廃止され、薬剤師研修・認定電子システム（PECS）のQRコードの読み取り方式とな
ります。入場時と退場時に薬剤師研修・認定電子システム（PECS）のQRコードを読み取ることで交付となり
ます。

＜日本薬剤師研修センター受講単位の受付について＞
受付にあたっては、各日とも最初から最後まで参加された方のみ、単位交付対象となります。
下記の入場、退場時間をご確認の上、薬剤師研修・認定電子システム（PECS）のQRコードの読み取りをして
ください。
受付場所：Gメッセ群馬	1F	展示ホール内　「日本薬剤師研修センター　受講単位受付」
受付日時：	 9 月 23日（金・祝）	 	入場受付　	 7:45 ～	 	9:00	

退場受付　17:45 ～ 18:35
	 9 月 24日（土）	 	入場受付　	 7:45 ～	 	9:00	

退場受付　17:45 ～ 18:35	
	 9 月 25日（日）	 	入場受付　	 8:00 ～	 	9:00	

退場受付　15:30 ～ 16:00
　薬剤師研修・認定電子システム（PECS）のQRコードを必ず持参してください。
　＊	薬剤師研修・認定電子システム（PECS）のQRコードの発行については、日本薬剤師研修センターのホー

ムページをご確認ください。

（3）日病薬病院薬学認定薬剤師制度について
本年会は、日病薬病院薬学認定薬剤師制度の認定対象となります。
単 位 数：セッション毎
取得方法：	対象セッションを開始から終了まで聴講または視聴いただいた後、運営事務局で視聴履歴と単位認定

要件を確認します。セッション毎に全ての条件を満たした場合、取得いただけます。現地参加でもセッ
ション毎に入退出管理を行います。

※	現地では研修シール交付は行いません。オンデマンド配信期間終了後、運営事務局にて全ての聴講履歴を照合
し、取得条件を満たした単位を対象に、ご登録された住所宛てに郵送します。再送や再発行はいたしません。
　対象セッション：詳細は年会ホームページをご参照ください。
・	下記（4）日本病院薬剤師会　専門薬剤師・認定薬剤師の「講習会受講証」には本シールを貼付する必要があ
ります。

（2）「日本薬剤師研修センター」の研修認定薬剤師制度集合研修単位と、（3）「日病薬病院薬学認定薬剤師」
の研修単位シールは、同日の重複発行はできません。
「日本薬剤師研修センター」受講単位を申請された場合、同日に行われたプログラムを当日聴講、LIVE 視聴、
後日オンデマンド視聴されても日病薬病院薬学認定薬剤師の研修単位は取得できませんのでご注意ください。

（4）日本病院薬剤師会の各専門領域の認定薬剤師の認定申請を目指す方へ
本年会の次表のシンポジウムは、日本病院薬剤師会が認定する「各専門領域の講習会」として承認されています。
単位認定を希望される方は、年会ホームページ各種単位認定についてをご確認の上、「講習会受講証」を取得し
てください。なお、申請時には日病薬病院薬学認定薬剤師制度の研修単位シールもあわせて必要になります。
※研修シール同様、現地では「講習会受講証」の交付は行いません。

領域 該当セッション セッション名 日時 会場

がん シンポジウム	2
Pursuing	Excellence:	A	Comparison	
of	Pharmacy	Education	and	Practice	
in	Japan	and	the	US

9/23（金・祝）
9:00 ～ 11:00 第 2会場 Gメッセ群馬

2F	メインホール B

感染制御 シンポジウム	5
コロナ禍の感染制御・感染症診療支援
に求められる薬剤師の役割～感染対策
加算の発展的改組を踏まえて～

9/23（金・祝）
9:00 ～ 11:00 第 3会場 Gメッセ群馬

2F	メインホールC

HIV感染症 シンポジウム	6 HIV 感染症治療における薬剤師による
タスク・シフティングの実践

9/23（金・祝）
13:30 ～ 15:30 第 3会場

Gメッセ群馬
2F	メインホールC
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領域 該当セッション セッション名 日時 会場

がん シンポジウム	12 がん専門薬剤師の薬学的介入のポイント～複雑化する症状への対応～
9/23（金・祝）
13:30 ～ 15:30 第 8会場

Gメッセ群馬
4F	大会議室

精神科 シンポジウム	19
意識に問題がある患者へ薬剤師ができ
ること～薬学的アプローチを全ての患
者へ届けるために～

9/23（金・祝）
15:45 ～ 17:45 第 11会場

高崎芸術劇場
1F	スタジオシアター

がん シンポジウム	34
改めて知りたい生殖医療と薬の情報：不
妊治療への保険適応拡大とがん・生殖
医療への公的助成制度開始を受けて

9/24（土）
15:45 ～ 17:45 第 6会場

Gメッセ群馬
3F	中会議室 301

がん シンポジウム	36 身近な薬としての痛み止め：現状と問題点について
9/24（土）

13:30 ～ 15:30 第 7会場
Gメッセ群馬
3F	中会議室 302

がん シンポジウム	38
がんは究極の総合診療である！～こ
れって何かの副作用？真の原因を探
れ！

9/24（土）
8:30 ～ 11:00 第 8会場 Gメッセ群馬

4F	大会議室

がん シンポジウム	42 サイコオンコロジー領域での薬剤師の役割を考える
9/24（土）

13:30 ～ 15:30 第 10会場
高崎芸術劇場
2F	大劇場

精神科 シンポジウム	49
精神科薬物療法の処方適正化による患
者支援～精神科領域の薬薬連携による
ポリファーマシー対策に向けて～

9/24（土）
15:45 ～ 17:45 第 12会場

高崎芸術劇場
4F	音楽ホール

がん シンポジウム	50
医療者の自己満足にならないための薬
薬連携～トレーシングレポートで織り
なすがん薬物療法レジリエンス～

9/24（土）
9:00 ～ 11:00 第 13会場 高崎芸術劇場

4F	リハーサルホール

がん シンポジウム	52
可能性を探る！持続可能な次世代型
irAEマネージメント　～連携、QOL、そ
して ･･･ ～

9/24（土）
15:45 ～ 17:45 第 13会場

高崎芸術劇場
4F	リハーサルホール

感染制御 シンポジウム	65
次期　薬剤耐性（AMR）対策アクショ
ンプランに向けて取り組むべきことは
何か考える

9/25（日）
9:00 ～ 11:00 第 8会場 Gメッセ群馬

4F	大会議室

がん シンポジウム	67
医療用麻薬を安全・安心に患者へ行き
届けるための麻薬管理マネジメント　
～薬剤師の責務を考える～

9/25（日）
9:00 ～ 11:00 第 10会場 高崎芸術劇場

2F	大劇場

感染制御 シンポジウム	68 次世代を切り開く若手薬剤師による抗菌薬治療介入実践例と知の融合
9/25（日）

13:30 ～ 15:30 第 10会場
高崎芸術劇場
2F	大劇場

がん シンポジウム	69
もう怖くない ! 外来がん化学療法におけ
る抗がん薬の曝露対策指導～患者・家
族が安心して治療に臨むために～

9/25（日）
9:00 ～ 11:00 第 11会場 高崎芸術劇場

1F	スタジオシアター

妊婦・授乳婦 シンポジウム	71 知っておきたい最近の薬物療法の話題		～胎児への影響～
9/25（日）
9:00 ～ 11:00 第 12会場 高崎芸術劇場

4F	音楽ホール

精神科 シンポジウム	72
society5.0 からの孤立を防ぐ為の HIV
陽性者、薬物依存患者らへ対応～生き
づらさに寄り添う薬剤師の役割～

9/25（日）
9:00 ～ 11:00 第 13会場 高崎芸術劇場

4F	リハーサルホール

精神科 シンポジウム	73
あなたの担当患者、飲酒量多すぎませ
んか？増加するアルコール関連疾患に
対して薬剤師ができることを考える

9/25（日）
13:30 ～ 15:30 第 13会場

高崎芸術劇場
4F	リハーサルホール

（5）日本糖尿病療養指導士の単位取得について
本年会は、日本糖尿病療養指導士の認定資格の更新時に必要な単位として認定されます。申請時には、年会ネー
ムカードまたは参加証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

（6）その他の単位認定
一般社団法人日本医薬品安全性学会　　単位数：5
シンポジウム 64「医薬品のリスクから患者を守る．それが私達の使命です！」
　日　　時：9月 25日（日）13:30 ～ 15:30
　会　　場：第 7会場（Gメッセ群馬　3F　中会議室 302）
※	その他詳細は年会ホームページにてご確認ください。なお、単位申請にはセッション時に提示される 2つ
のキーワードが必要となります。

日本医療情報学会　医療情報技師ポイント　
特別企画シンポジウム「医療情報のこれからと薬剤師」
　日　　時：9月 24日（土）　13:30 ～ 15:30
　会　　場：第 1会場 (Gメッセ群馬　2F　メインホールA）
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シンポジウム 1「新型コロナウイルス感染症から得た薬剤情報標準化の必要性	‐情報処理の立場から‐」
　日　　時：9月 23日（金・祝）　9:00 ～ 11:00
　会　　場：第 1会場 (Gメッセ群馬　2F　メインホールA）
シンポジウム 4「ゼロから始めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のススメ」
　日　　時：9月 23日（金・祝）　15:45 ～ 17:45
　会　　場：第 2会場 (Gメッセ群馬　2F　メインホール B）
シンポジウム 53「医療安全のための医療DX～医療現場からのデジタル革命～」
　日　　時：9月 25日（日）　9:00 ～ 11:00
　会　　場：第 2会場 (Gメッセ群馬　2F　メインホール B）
※その他詳細は年会ホームページにてご確認ください。

一般社団法人日本精神薬学会　精神薬学会認定薬剤師単位　　単位数：1
シンポジウム 49「精神科薬物療法の処方適正化による患者支援～精神科領域の薬薬連携によるポリファーマ
シー対策に向けて～」
　日　　時：9月 24日（土）15:45 ～ 17:45
　会　　場：第 12会場（高崎芸術劇場	4F　音楽ホール）
※	現地参加者のみ取得可能です。単位を希望される方は、シンポジウム終了後に会場前にて「講習会受講証」
を取得してください。

9．プログラム集
事前参加登録された方には、事前にご送付しております。
別途、ご希望の場合（1	部 2,000	円）は、『総合案内』（Gメッセ群馬　2F　コンコース、高崎芸術劇場　2F）にて、
販売します。
※直前・当日・会期終了後参加登録された方へのプログラム集の郵送は、11月上旬以降となります。
　（当日現地参加された方は直前・当日登録受付でネームカードとともにお渡しいたします。）

10．クローク
下記の場所・受付時間にて、クロークを設けますので、ご利用ください。なお、貴重品や傘は、お預かりできま
せんので、予めご了承ください。
※ 	9 月 25日（日）のクロークは、大変混雑が予想されます。ご宿泊施設のクローク等もご利用いただけると幸
いです。

場所・受付時間：

　● G メッセ群馬　1F　展示ホール内　クローク

　　	9	月 23	日（金・祝）	 7:45 ～ 18:35	
9	月 24	日（土）		 7:45 ～ 18:35	
9	月 25	日（日）		 8:00 ～ 15:40

　●高崎芸術劇場　2F　クローク

　　	9	月 23	日（金・祝）	 8:00 ～ 17:35	
9	月 24	日（土）		 8:00 ～ 17:35	
9	月 25	日（日）		 8:00 ～ 15:30

11．メディカルセミナー
オンラインによる事前参加申込みを行っております。
●メディカルセミナー事前登録をされた方
　セミナー参加時は、ネームカードに付随した、メディカルセミナー整理券をご準備ください。
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●メディカルセミナー整理券当日配布について
　若干数ですが、各セミナーの整理券の当日配布を行います。
　整理券は、参加者 1	人 1	枚限りとし、なくなり次第終了とさせていただきます。
　配布場所：『メディカルセミナー整理券配布デスク』（Gメッセ群馬　1F　展示室内）
　配布時間：セミナー当日 3	日間を通して	8:00	～	10:30	※当日分のみ配布
　※配布時間終了後、整理券が余っている場合は、各セミナー会場前で配布いたします。
●セミナー会場入場時のご案内
　	各セミナーには、整理券をお持ちの方から優先的にご入場いただきます。	各会場入口にて、スタッフに整理
券をお渡しいただき、お弁当をお受取りの上、ご入場ください。
　	整理券は、各セミナー開始とともに無効となります。
　	整理券をお持ちでない場合でも、各セミナーの参加状況により、ご入場いただける場合がありますが、定員に
なり次第、入場を終了させていただきますので、予めご了承ください。
　	原則として、メディカルセミナー整理券の再発行はいたしません。特に各会場入場時は、対応出来かねますの
で、紛失などにご注意ください。
● LIVE 配信について
　	一部のセミナーについては LIVE 配信を行います。詳細は P14～ 19日程表、年会ホームページにてご確認く
ださい。

12．食事
周辺の飲食店等をご利用ください。
なお、Gメッセ群馬には飲食店がございません。

13．駐車場
年会専用の駐車場はございません。お車でお越しの際は、下記駐車場（有料）もしくは近隣の有料駐車場をご利
用ください。

【G メッセ群馬駐車場】
<普通自動車>
営業時間：24時間利用可能
駐車料金：1時間 100円、1日上限 500円
駐車台数：1,918 台（立体駐車場 1,418 台、平面駐車場 500台）
高さ制限：2.1m
思いやり駐車場：20台（立体駐車場 3F）
EV充電スポット：4台 ( 立体駐車場 1F)
※周辺住宅街への路上駐車は禁止されています。

<大型自動車>
駐車台数：49台
駐車料金：1日ごと	2,000 円

【芸術劇場南駐車場】
営業時間：24時間
収容台数：546台
駐車料金：1日	600 円（入庫から 24時間まで）

14．託児室
お子様を同伴される参加者のために、年会期間中、無料の託児室を開設いたします。
※事前予約制となりますので、ご予約のない場合はご利用いただけません。
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15．ドリンクコーナー（Salon de 群馬大学 Sponsored by 京都廣川書店・医療統計推進協会）
総合受付 1	（Gメッセ群馬 2F	コンコース）奥にてコーヒーの提供、書籍展示を行っております。
また、医療統計セミナーについての情報もございますのでぜひお立ち寄りください。

16．薬科機器 · 医薬品 · 書籍、その他の展示
会　　場：Gメッセ群馬　1F　展示ホール
日　　時：	9	月 23	日（金 ·	祝）	 8:30	～	18:35	

9	月 24	日（土）	 8:30	～	18:35	
9	月 25	日（日）	 9:00	～	14:00

17．会場でのお呼び出し
原則として、各会場内サイドスクリーンおよびアナウンス、館内放送でのお呼び出しは行いませんので、予めご
了承ください。各施設に掲示板 ·	伝言板を設置いたしますので、ご自由にご利用ください。

18．年会事務局からのお願い
・会場では、必ず年会ネームカードをご着用ください。
・会場内（講演 ·	ポスター）での写真撮影、ビデオ録画、録音はご遠慮ください。
・	会場内では、携帯電話をマナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。また、会場内での通話は、
ご遠慮ください。
・各施設、指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
・セッション会場内では LIVE 配信視聴はご遠慮ください。

19．優秀演題候補、YIA（Young Investigator's Award）候補について
●優秀演題候補セッション

日　時：9月 23日（金 ·	祝）13:30 ～ 14:30 ／ 14:30 ～ 15:30 ／ 15:45 ～ 16:45 ／ 16:45 ～ 17:45	
会　場：第 5	会場（Gメッセ群馬　2F　中会議室 202）

● YIA（Young Investigator's Award）候補セッション
日　時：	9 月 23日（金 ·	祝）10:00 ～ 11:00 ／ 13:30 ～ 14:30 ／ 14:30 ～ 15:30 ／	

15:45 ～ 16:45 ／ 16:45 ～ 17:45
会　場：第 4会場（Gメッセ群馬　2F　中会議室 201）

上記セッションの中から、優秀演題・YIA 選考委員による審査結果に基づき、それぞれ優秀演題、YIA を決定し
ます。
審査結果は、9月 24日（土）午後に公表し、下記表彰式にて表彰を行います。
優秀演題、YIA（Young	Investigator's	Award）表彰式
日　時：9月 24日（土）18：40～
会　場：第 9会場（Gメッセ群馬　1F　展示ホール内）

20．年会行事
●一般社団法人日本医療薬学会 第 14 回臨時社員総会 · 2022 年度学会賞表彰式

日　時：9月 24日（土）8:00 ～ 9:25
会　場：第 1会場（Gメッセ群馬　2F　メインホールA）
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● 2022 年度日本医療薬学会 日本医療薬学会賞・奨励賞受賞講演
日　時：9月 25日（日）9:00 ～ 10:30
会　場：第 1会場（Gメッセ群馬　2F　メインホールA）
座　長：石井　伊都子（千葉大学医学部附属病院薬剤部）
日本医療薬学会賞：山田　清文（名古屋大学医学部附属病院薬剤部）
奨　励　賞：	植田　貴史（兵庫医科大学感染制御学／兵庫医科大学病院感染制御部）	

近藤　悠希（熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療設計学分野（臨床薬理学））	
赤嶺　由美子（秋田大学医学部附属病院薬剤部）	
中川　俊作（京都大学医学部附属病院薬剤部）

● 2022 年度日本医療薬学会　Postdoctoral Award 受賞講演
日　時：9月 25日（日）13:50 ～ 15:30
会　場：第 1会場（Gメッセ群馬　2F　メインホールA）
座　長：石井　伊都子（千葉大学医学部附属病院薬剤部）
Postdoctoral	Award：	佐村　優　 （医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部）	

山本　譲　 （旭川医科大学病院薬剤部）	
小澤　秀介（信州大学医学部附属病院薬剤部）	
藤田　有美（金沢大学附属病院薬剤部）	
若井　恵里（大阪大学大学院医学系研究科総合薬理）	
岡本　敬介（北海道大学病院薬剤部）	
新村　貴博（徳島大学病院総合臨床研究センター）	
森田　時生（大鵬薬品工業株式会社研究本部薬物動態研究所創薬薬物動態研究室）	
笹野　央　 （順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部）	
梨本　俊亮（北海道大学大学院薬学研究院薬物動態解析学研究室）

●市民公開講座
「安心して子供を産み・育てられる環境を目指して		～医療の立場から～」
日　時：9月 25日 ( 日 )　13:00 ～ 14:30
会　場：第 12会場（高崎芸術劇場　4F　音楽ホール）
座　長：	岡田　裕子（高崎健康福祉大学薬学部）
講　演：	「妊娠とくすり～健やかな子どもは健やかな母性に宿る～」	

小澤　秀介（信州大学医学部附属病院薬剤部）	
「老若男女に知ってほしい現代社会における生殖医療の課題」	
岩瀬　明　 （群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座）

次期開催のご案内

第33回日本医療薬学会年会
会　期：	2023	年 11月 3日（金 ･祝）～ 5日（日）
会　場：	仙台国際センター他
年会長：	三浦　昌朋（秋田大学大学院医学系研究科薬物動態学講座）


