2018年3月17日（土）

≪1日目≫

第1会場

第2会場

メインホール

第3会場

501+502

503

第4会場
303+304

第5会場
301

第6会場
302

第7会場
311+312

第8会場

懇親会場

ポスター展示

企業展示

313+314

ヨコハマグランド
インターコンチネンタルホテル

受付

PC受付 クローク

411～419

315

2階ホワイエ 1階階段下 1階ホワイエ

9:00-10:00

9:00-17:00

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-18:00

8:00

9:00

10:00

9:30-9:50
開会式
9:50-10:10
禁煙宣言
10:30-11:30
大会長講演
Oncology Pharmacist の原点

11:00

ポスター貼付
10:00-11:00
教育講演１

10:00-11:30
10:00-11:30
10:00-11:30
10:00-11:30
シンポジウム２
シンポジウム５
シンポジウム９
情報収集でいかにがん治療の質を高めるか
平成30年度診療報酬改定について 保険薬局薬剤師の病院での
薬剤師もできる！
一般演題①
（医療機関・薬局の薬剤師に関連する事項）
〜JASPOメーリングリスト活用から
研修について考える
薬剤師だからできる！
がん薬物療法
佐藤 透（座長）
アピアランスケアを考える
実践的な情報活用まで〜
O-01～O-09
板垣 麻衣
玉木 慎也/葉山 達也（座長） 湊川 紘子/橋口 宏司（座長） 山口 健太郎/佐藤 由美子（座長） 伊與田 友和/吉澤 朝枝（座長）

10:00-11:30

サテライト

サテライト
ポスター会場1
ポスター会場2
ポスター会場3
ポスター会場4
ポスター会場5
ポスター会場6

-未来へはばたく薬剤師へのメッセージ-

田﨑 嘉一（座長）
川尻 尚子

12:00

10:00-11:30

10:00-17:30
ポスター展示

松村 敦子/市田 泰彦
/谷口 亮央

11：50-12：50
ランチョンセミナー1
EGFR-TKI の上手な使い方

11：50-12：50
ランチョンセミナー2
免疫チェックポイント
阻害薬のチーム医療
共催：MSD株式会社/
大鵬薬品工業株式会社

共催：日本ベーリンガー
インゲルハイム株式会社

野澤 桂子/矢内 貴子
/下川 友香里/橋口 宏司

山口 健太郎/佐藤 弘康
/神田 紘介/宮田 祥一

11：50-12：50
ランチョンセミナー3
胃癌治療の今後の展望

11：50-12：50
11：50-12：50
11：50-12：50
11：50-12：50
11：50-12：50
ランチョンセミナー4
ランチョンセミナー5
ランチョンセミナー6
ランチョンセミナー7
ランチョンセミナー8
「広がるオピオイドの選択肢
多発性骨髄腫における
乳癌個別化治療に関わる こんなに進んだ最新の非小細 最新のガイドラインから考える
多職種チーム医療の取り組み
〜ヒドロモルフォンを
新規薬剤の役割
胞肺癌の治療戦略
大腸がん治療
〜より良い生活を患者さんに届けるために〜
共催：日本イーライリリー株式会社
どう位置付けるか？〜」
〜初発から再発・難治まで〜
共催：持田製薬株式会社/
共催：第一三共株式会社
共催：セルジーン株式会社
共催：沢井製薬株式会社
共催：日医工株式会社
ファイザー株式会社

13:00
13：15-15：15
13:45-15:15

14:00

シンポジウム1

13:15-14:45

Oncology Pharmacistに
必要な薬剤師力
山本 紗織/縄田 修一（座長） 久田 健登/山本 弘史/八坂 瑞臣
～がん治療で遭遇する症状を
/吉田 志保/下川 友香理
見極めるスキルを身につけよう～
千島 隆司/古川 尚美
/松井 礼子(指定発言)
勝俣 範之/今井 洋志（座長） /山本 紗織/大沢 かおり
東 加奈子/臼井 浩明
15:00-17:00
15:00
/此松 晶子/西海 一生
シンポジウム４
15：30-16：30
特別講演1

16:00

がん薬物療法を担う薬剤師の
これらの役割と期待

13:15-15:15

酒井 隆浩/設樂 絋平/
中岩 優美子/平畠 正樹

ついてより深く考えてみる

16：45-17：45
特別講演2
（Plenary lecture）

伊與田 友和/飯原 大稔
/篠原 旭/菅野 友美
/岡田 浩司

森 信好/上ノ段 友里
槇枝 大貴/望月 敬浩
17:15-17:45
教育講演２

橋口 宏司/森田 一
/地主 隆文/花香 淳一
/鈴木 賢一

山﨑 直也/幕内 麻里
/小暮 友毅/魚井 みゆき

15:30-16:30
大鵬薬品共催セミナー
進行再発大腸癌化学療法
の最新の話題
〜一次治療における
CPT-11 の可能性〜

16:45-18:15
シンポジウム８
薬剤師こそ臨床・研究で
活用すべき！？

16:45-18:15
シンポジウム１１
小児がんに関わる
薬剤師の役割

“発熱性好中球減少症（FN）”に 吉澤 朝枝/伊與田 友和（座長）

大橋 養賢/小井土 啓一（座長）

PRO-CTCAEによる有害事象評価 ～様々な視点から見えてくるもの～

18:00
Breaking Boundaries: Expanding
Roles of Clinical Pharmacy
Specialists at Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (MSKCC)

19:00

20:00

13：15-14：15

一般演題②
副作用・支持療法
O-10～O-15
花香 淳一/鈴木 賢一（座長） 石原 泰子/齊藤 達也（座長）

15:00-16:30
シンポジウム７
原点回帰！Oncology Pharmacist 分子標的薬の皮膚障害対策
15:30-17:30
未来へのmission
～最良の対策と
中外製薬株式会社共催セミナー ～次世代を担う薬剤師へ～ 薬剤師の役割について考える～
外来化学療法中に遭遇する
湊川 紘子/小暮 友毅（座長）

桒原 健（座長）
森 和彦

17:00

13:15-14:45

Oncologyセミナー１
シンポジウム３
シンポジウム６
シンポジウム１０
乳がん治療におけるチーム医療 外来がん治療認定薬剤師が保険薬局で 承認前から関わるがん薬物療法 実はみんな苦労している！？
レジメン管理の「コツ」を学ぼう！！
～症例を通して知る
外来がん治療患者にできること
他職種の視点～
下川 友香理/山本 弘史（座長） 酒井隆浩/玉木慎也（座長）

鈴木真也（座長）
Larry W. Buie, PharmD, BCOP,

バイオ医薬品の製造技術
と品質特性について
林 昌洋（座長）
山田 秀成

山口 拓洋/川口 崇（座長）

葉山 達也/堤 大輔（座長）

川口 崇/東 加奈子
/佐野 元彦/宮路 天平

堤 大輔/鳥本 真由美
/川名 三知代/谷ヶ崎 博

13：15-18：15

13：15-18：15

サテライト

サテライト

14：25-15：25
一般演題③
副作用・支持療法
O-16～O-21
鎌沢 弦/竹野 美沙樹（座長）
15：35-16：35
一般演題④
副作用 抗がん薬調製
O-22～O-27
玉木慎也/井上 裕貴（座長）
16：45-18：15
一般演題⑤
症例報告
O-28～O-36
花香 淳一/内田 まやこ（座長）

18:30～20:30

懇親会

（411+412）
（413）
（414+415）
（416+417）
（418）
（419）

企業展示

受付

PC受付

クローク

2018年3月18日（日）

≪2日目≫

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

ポスター展示

企業展示

メインホール

501+502

503

303+304

301

302

311+312

313+314

411～419

315

受付

PC受付 クローク

2階ホワイエ 1階階段下 1階ホワイエ

8:00

8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-17:00

9:00

10:00

9:00-9:50
プレナリーセッション
PS-01～PS05

9:00-11:00
シンポジウム１２
免疫チェックポイント阻害薬の
副作用管理に活かす
山口 拓洋/葉山 達也（座長）
薬剤師の専門性

9:00-10:00
Oncologyセミナー２
がんサバイバーに聞く薬剤師に求めるコミュニケーションスキル

～真の「患者さんに寄り添う医療」とは～

山本 紗織（座長）
桜井なおみ

玉木 慎也/鈴木 賢一(座長）
10:00-11:00
10：15-11：15
特別講演３
ノバルティスファーマ株式会社共催セミナー
鈴木 賢一/花香 淳一
小胞体ストレス応答から
チーム医療で考える乳癌分子
/秦 晃二郎/倉田 宝保
生命の基盤が見えてきた
/玉木 慎也
標的薬の副作用マネジメント
川尻 尚子（座長）
森 和俊

須藤 俊明（座長）
佐藤 信恵/内藤 陽一

11:00

9:00-11:00
9:00-11:00
9:00-9:50
シンポジウム１５
シンポジウム１７
一般演題⑥
がん治療に伴う妊孕性温存に 論文を書いて日本臨床腫瘍 地域医療関連・教育研修
おける薬剤師の役割
薬学会雑誌に投稿しよう
O-37～O-41
今井 洋志/下川 友香理（座長）

鈴木 直/米村 雅人（座長）

橋本浩伸/河添 仁（座長）

9:00-11:10

9:00-11:10

サテライト

サテライト

10：00-11：10
三浦 篤史/土屋 晃三
/小室 雅人

河添仁/魚住龍史
/土屋 雅美/橋本浩伸

9:00-10:00
ポスター貼付
9：00-14：30
ポスター展示
ポスター会場1 （411+412）
ポスター会場2 （413）
ポスター会場3 （414+415）
ポスター会場4 （416+417）
ポスター会場5 （418）
ポスター会場6 （419）
11：20-12：20

一般演題⑦
外来関連
O-42～O-48
酒井 隆浩/湊川 紘子（座長）

ポスター発表

12:00

12：40-13：40
ランチョンセミナー9

12：40-13：40
12：40-13：40
12：40-13：40
12：40-13：40
12：40-13：40
12：40-13：40
ランチョンセミナー11
ランチョンセミナー12
ランチョンセミナー13
ランチョンセミナー14
ランチョンセミナー15
ランチョンセミナー16
「悪性リンパ腫の治療のUp To Date
「胃癌化学療法の
13:00 がんをはじめとする難治性疾患 肺癌免疫療法の新たな治療選択 ホルモン受容体陽性進行 免疫応答の Negative Regulator と がん 薬剤特性から考えるEGFR- 「多発性骨髄腫治療Update2018」
自己 と 非自己 の識別からニボルマブの誕生まで TKIの選択と至適用量とは？ 〜チーム医療の役割と重要性〜
〜バイオシミラーの話題も含めて〜」
征圧へ今まさに挑まんとする ー抗PD-L1 抗体アテゾリズマブー
再発乳癌の薬物治療
最近のトレンド」
〜小胞体ストレス応答のサイエンス〜
〜イプランスを使い始めて〜 共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ
共催：日本ベーリンガー
共催：日本化薬株式会社
共催：中外製薬株式会社
共催：ファイザー株式会社 株式会社/小野薬品工業株式会社 インゲルハイム株式会社 共催：武田薬品工業株式会社 共催：株式会社ヤクルト本社 共催：協和発酵キリン株式会社

14:00

12：40-13：40
ランチョンセミナー10

14：00-15：30
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-15:30
14：00-15：00
シンポジウム１３
シンポジウム１４
シンポジウム１６
シンポジウム１８
日在薬共催ワークショップ
一般演題⑧
明日から始める臨床研究のヒント
薬剤師が担う精神心理的ケア
市民公開講座
外来がん治療における
抗がん剤リスク最小化の
抗がん薬治療の薬-薬連携
検査値 相互作用
～日常業務から研究テーマを ための医薬品情報ツールの活用 一緒に学ぼう病院薬剤師と
「あなたらしく生きるために」
～患者さんの"つらさ"に
臨床検査値を活用した
O-49～O-54
見つけよう！～
〜がんの治療と
気付き対応する～
薬学的ケア
保険薬局薬剤師
共催：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団
工藤 浩史/塚川 麻利子（座長） 滝澤 健司/今井 洋志（座長） 縄田 修一/川崎 敏克(座長）
暮らしを語る〜
青柳吉博/若林 進
大橋養賢/鈴木賢一(座長）
松井 礼子（全体司会）
15:00
清水 研/田中 康裕
石橋 直哉 /渡邊 大記
土屋 雅美/阪田 安彦/
若林 進/北見 紀明
井手 良太/松井 礼子
/前田 桂吾/清水 研
/中林 保/滝澤 健司
/堀淵 浩二/肥田 典子
/石田 和彦/庄司 大悟
中嶌 明香（事例紹介）

16:00

14：00-16：00

閉会式

14：00-16：00

サテライト

14:30-15:30
ポスター撤去

9：00-14:30
企業展示

受付

PC受付

クローク

