
 
第２回兵庫県薬剤師会・病院薬剤師会・薬系５大学連携学術大会 

～薬事同冠者の大同団結～ 

 

日時：平成 31 年３月 3 日（日）    

13：00～16：15 
 

会場：神戸薬科大学 

神戸市東灘区本山北町４－１９－１ 

 

         

 

 

 
 

参加費：無料（学生の方もご参加いただけます） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県薬剤師会事務局 行き  ＦＡＸ ０７８－３４１－７１１３  へ切り取らずに送信願います。 

勤務先 

（連絡先） 

勤務先名： 

 

（受講票送信先） 

TEL：              FAX： 

 

参加者名 
兵庫県薬剤師会 
会 員 番 号  

 氏名  

分科会２ 
※後半の WS は事前申し込み制です。参

加希望の方は〇してください。 
WS 参加 ・ WS 不参加 

情報交換会（会費:1,000 円） 参加  ・  不参加 

 

JPALS 研修会コード：28-2018-0196-100 

受講シール：日本薬剤師研修センター２単位、日病薬病院薬学認定薬剤師制度２単位  

※いずれも申請中  

【問い合わせ】 兵庫県薬剤師会 事務局 ＴＥＬ 078-341-7585  

【受 講 票】 大会１週間前を目安に、受講票をファックスで送信いたします。 

       当日必ずご持参ください。 

申込締切 ２月２０日（水） 

■JR「摂津本山」駅、 

阪急電鉄「岡本」駅より北東へ徒歩 15 分 

■JR「甲南山手」駅より北西へ徒歩 13 分 

■阪神電鉄「深江」駅より北へ徒歩 20 分 



 

              5 号館 ききょう記念ホール 

 13：00～14：00  

『薬事同冠者の大同団結』 

座長：兵庫県病院薬剤師会 副会長 金  啓二 
兵庫県薬剤師会 副会長 三宅 圭一 

 
シンポジスト：兵庫県病院薬剤師会 会長 橋田  亨 

兵庫県薬剤師会 会長 笠井 秀一 
神戸薬科大学 学長 北河 修治 

 
 

     5 号館 ききょう記念ホール 

 14：15～16：15 

（テーマ）兵庫県薬局ビジョン事業 地域医療を支えるキーパーソンを目指して 
座長：兵庫県病院薬剤師会 副会長 室井 延之 

兵庫県薬剤師会 常務理事 吉田 昌弘 
１『患者のための薬局ビジョンについて』  兵庫県健康福祉部 健康局薬務課 副課長 福永 誠 
２『兵庫県から全国へ、薬局ビジョン事業から新たな連携を考える』 

兵庫県薬剤師会 常務理事 吉田 昌弘 
３『薬局研修報告：病院薬剤師から見た地域における薬局薬剤師の役割』 

神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部 宗村 雅男 

４『病院研修報告：病院研修を通して感じたこと』 

兵庫県薬剤師会明石支部 市民薬局 大久保店 八重佑実子 

５『薬局ビジョンアンケート結果報告： 

  兵庫県における入退院支援連携の現状と施設間薬剤情報提供書の活用に向けて』 

兵庫県病院薬剤師会 副会長 室井 延之 

 ６『総合討論』 

 

       
        11 号館 4 階 第２演習室（14：15～14：45、講演） 
        11 号館 4 階 第１演習室（14：45～16：15、ワークショップ※） 

 ※ ワークショップのみ事前申し込み制（50 名） 
 

14：15～16：15 
（テーマ）教育を語ろう！教育を楽しもう！～学生と創ろう薬剤師の未来～ 

 
◆14：15～14：45（30 分）（11 号館 4 階 第２演習室） 

講演『「本物の場」が持つ教育力 － 大学教育の質保障を支える患者と薬剤師』 

摂南大学 薬学部 准教授 安原 智久 

※ ワークショップ参加者は必ず聴講してください 

 

   ＜講演終了後、事前申込者のみ第 1 演習室へ移動＞ 

 

◆14：45～16：15（90 分）（11 号館 4 階 第１演習室、※事前申し込み制：定員 50 名） 

ワークショップ（SGD）「10 年後の指導薬剤師像を考える」 

 14：45～16：00（75 分）：SGD 

 16：00～16：15（15 分）：成果発表 

 
 

分科会 １ 

シンポジウム     

分科会 ２   



 
4 号館 3 階 K430 

 
14：15～16：15 
（テーマ）兵庫県薬剤師会災害支援活動と南海トラフ地震発生に備えて  

－その時薬剤師はどう動く？－ 
座長：兵庫県病院薬剤師会 常任理事 南波 勝栄 

兵庫県薬剤師会 常務理事 田中 千尋 
１『熊本地震における支援活動報告』       兵庫県薬剤師会 災害・公衆衛生部 泉 憲政 

２『西日本豪雨災害における岡山県真備町での支援活動報告』 

兵庫県薬剤師会 理事 石塚 正則 

３『南海トラフ地震・津波被害想定と対策』        兵庫県企画県民部 防災企画局長 高見 隆 

４『南海トラフ地震における DMAT 薬剤師の役割』     神戸赤十字病院薬剤部 安藤 和佳子 

５『兵庫県薬剤師会の災害受援体制と現状の課題』     兵庫県薬剤師会 常務理事 田中 千尋 

 

 
4 号館 4 階 K440 

 
14：15～16：15 
（テーマ）「入院から外来・在宅医療へ 期待される連携の在り方」 
       ～病棟薬剤師からかかりつけ薬剤師へ～ 

座長：兵庫県病院薬剤師会 常任理事 田中 一穂 
兵庫県薬剤師会 理事 吉田 道生 

１『退院時薬剤情報管理指導書を用いた情報共有の取り組み～地域包括ケア病床の薬学的介入～』 

柏原赤十字病院 薬剤部 安田 智之 

２『情報共有ツールとしてのお薬手帳のさらなる活用』   新須磨病院 薬局 薬局長 稲生 貴士 

３『退院時カンファレンスに参加して』           神戸市薬剤師会 副会長 日比 高志 

４『宝塚市薬剤師会における薬薬連携と多職種連携への取り組み』 宝塚市薬剤師会 理事 畑 世剛 

 

         
        4 号館 5 階 K450 
 

14：15～16：15  
（テーマ）「大学と臨床現場を繋ぐ研究 －臨床現場の課題解決を目指して－」 

                 座長：兵庫県病院薬剤師会 副会長 木村 健 
兵庫県薬剤師会 専務理事 三島 光一郎 

武庫川女子大学薬学部 臨床製剤学研究室 教授 内田 享弘 
趣旨説明                    武庫川女子大学薬学部 薬学部長 篠塚 和正 

1『皮膚外用剤の適正使用に向けた製剤学的研究 

－半固形製剤の特性変化が薬物の皮膚透過性に及ぼす影響－』 

神戸薬科大学 製剤学研究室 助教 湯谷 玲子 

2『健康食品と医療の周辺』               武庫川女子大学薬学部 講師 三浦 健 

3『病院との連携による問題解決に向けた医療薬学研究：中毒・分析を中心に』 

神戸学院大学薬学部 講師 安藤 基純 

4『薬剤師に求められるプラスαの情報提供』 

兵庫医療大学薬学部 臨床薬剤学分野 助教 村上 雅裕 

5『錠剤粉砕後の配合変化について』－臨床で気づいたこと、大学でわかったこと－ 

姫路獨協大学薬学部 臨床薬効評価学研究室 講師 河野 奨 

 総括                       神戸学院大学薬学部 薬学部長 山﨑 裕康                        

 

 

               ６号館 ラウンジ 16：30～ 交流会を予定しております。 
               会費１,０００円         ぜひご参加ください。 

分科会 ３   

分科会 ４   

分科会 ５   

情報交換会  


