
 

 

第 11 回九州山口薬学会ファーマシューティカルケアシンポジウム 

開催のご案内および事前参加登録のお願い 

 

謹啓  

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和 2 年 2 月 8 日（土）・9 日（日）に「第 11 回九州山口薬学会ファーマシューティカルケアシンポ

ジウム」を別府国際コンベンションセンターにて開催いたします。 

テーマは「信頼と感謝を得るために～薬の専門職による取り組み」といたしました。 

ひとりでも多くの先生方に本シンポジウムにご参加いただきたく、ここにお願い申し上げる次第でご

ざいます。詳細につきましては同封のプログラムをご高覧いただきますようお願い申し上げます。 

事前参加登録は大会ウェブサイトにて 1 月 22 日（水）まで受け付けております。ご多忙中大変恐縮で

はございますが、多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

謹白 

  

令和 2 年 1 月吉日 

第 11 回九州山口薬学会ファーマシューティカルケアシンポジウム  

実行委員長 森 一生 

（大分県病院薬剤師会 会長） 

 

 

≪開催概要≫ 
大 会 名 称：第 11 回九州山口薬学会ファーマシューティカルケアシンポジウム 

会 期：2020 年 2 月 8 日（土）・9 日（日） 

会 場：別府国際コンベンションセンター B-ConPlaza 

           〒874-0828 大分県別府市山の手町 12-1 

TEL：0977-26-7111 FAX：0977-26-7100 

大会ウェブサイト：https://www.c-linkage.co.jp/pcs2020/ 

参 加 費：（一般）事前 7,000 円 当日 8,000 円 ／（学生）1,000 円 

懇 親 会 費：事前 6,000 円 当日 7,000 円 ※定員に達し次第締切とさせていただきます。 

事前参加登録期間：令和元年 10 月 25 日（金）～令和 2 年 1 月 22 日（水） 

お 問 い 合 わ せ：第 11 回九州山口薬学会ファーマシューティカルケアシンポジウム 運営事務局 

         株式会社コンベンションリンケージ 

           〒870-0021 大分市府内町 1-3-18 ポラリス府内 405 

TEL：097-529-6730  FAX：0977-26-7100 

E-mail：pcs 2020 @c-linkage.co.jp 



第11回 九州山口薬学会

ファーマシューティカルケア
シンポジウム

The 11th Pharmaceutical Care Symposium, Kyushu-Yamaguchi Pharmaceutical Society

2020年2月8日土・9日日
別府国際コンベンションセンター　B-Con Plaza
〒874-0828 大分県別府市山の手町12-1　TEL：0977-26-7111

森　一生　大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部

会 期

会 場

実行委員長

信頼と感謝を得るために ～薬の専門職による取り組み～テーマ

大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部
〒870-1195 大分市大字宮崎1509-2
TEL：097-569-3121

事務局
株式会社コンベンションリンケージ
〒870-0021 大分市府内町1-3-18 ポラリス府内405
TEL：097-529-6730　FAX：0977-26-7100
E-mail：pcs2020@c-linkage.co.jp

運 営
事務局

https://www.c-linkage.co.jp/pcs2020/
別府湾と高崎山（十文字原より望む）

別府の湯けむり 海地獄 竹瓦温泉



◆参加費  

≪受付期間≫  
   2020年1月22日（水）まで 
オンラインでのご登録となります。 
大会ホームページよりお申込みください。 
URL：https://www.c-linkage.co.jp/pcs2020/     
 
 
 

 事前申込 
定員100名 

プログラム（予定）  

事前参加登録方法  

◆懇親会費  

2月8日（土） 

第1会場 第2会場

12:00～13:00

  ランチョンセミナー1

「免疫疾患の患者さんに知っておいて

いただきたいこと～病気と上手に付き

合うために必要な知識とは～」

共催：中外製薬(株）

9:30～11:45

　　シンポジウム1

「病棟薬剤師の感染症診療への

第一歩～ＡＭＲ時代の標準装備

の知識とは～」

9:30～11:45

　　シンポジウム2

「救急・集中治療領域における

薬剤師の職能を生かした関わ

り」

レセプションホール 国際会議室

12:00～13:00

  ランチョンセミナー2

「痛みとその治療　～とくに腰

痛について～」

共催：第一三共(株)

15:30～17:45

　　シンポジウム3

「ＩＣＴ（情報通信技術）とＡ

Ｉ（人工知能）時代における薬

剤師業務の現状と展望」

15:30～17:45

　　シンポジウム4

「病院と在宅のシームレスな連

携を深めるために～地域連携に

おける薬剤師としての存在意義

を探る～」

2月8日（土）

開会式　9:20～9:30

13:10～14:10

　　　特別講演1

「パラダイムシフトにおける地域医療

連携と高度専門チーム医療：次世代薬

剤師の役割」

14:20～15:20

　　教育セミナー1

「糖尿病患者への薬剤師による

支援」

14:20～15:20

　　教育セミナー2

「薬剤師のためのモダリティ

（X線、CT、心電図、エコー）の

みかた、考え方」

第1会場 第2会場

11:25～12:15

　　　  特別講演2

「日本の胃癌はどうなるのか？」

12:30～13:30

　ランチョンセミナー3

「アレルギー治療の最新動向と臨床

現場で直面する薬物治療の諸問題」

共催：久光製薬(株)

レセプションホール 国際会議室

11:15～12:15

 　      厚労科研報告

「これからの時代に求められる病院薬剤

師業務のあり方を考える－厚生労働科学

研究からみえた現状と展望－」

13:40～15:55

        シンポジウム6

「高度薬学管理型薬局へのファー

ストステップ～がん医療の処方か

ら病診薬連携まで～」

9:30～11:00

　　スキルアップセミナー

「薬剤師的サステナブル～薬剤師

業務が継続し続けるためのスキル

アップ～」

9:00～11:15

　　　シンポジウム5

「2020年に向けて保険薬局の薬

剤師はどうするべきか？

～日経ドラッグインフォメーショ

ンとそこで活躍している薬剤師に

聞こう！～」

閉会式　15:55～16:05

12:30～13:30

 　　　　大分県薬・

　　大分県病薬共催セミナー

「授乳と薬の情報提供における薬剤

師の役割　産婦人科医・小児科医か

ら期待される戦う薬剤師とは」

2月9日（日）

◆プログラム◆ 

第1会場 第2会場

2月8日（土）

開会式　9:20～9:30

13:10～14:10

　　　 特別講演1

　 講師：佐々木 均先生

     (長崎大学病院薬剤部 教授）

「パラダイムシフトにおける地域医療

連携と高度専門チーム医療：次世代薬

剤師の役割」

14:20～15:20

　　 教育セミナー1

「糖尿病患者への薬剤師による

支援」

14:20～15:20

　　 教育セミナー2

「薬剤師のためのモダリティ

（X線、CT、心電図、エコー）の

みかた、考え方」

レセプションホール 国際会議室

12:00～13:00

   ランチョンセミナー1

「免疫疾患の患者さんに知っておいて

いただきたいこと～病気と上手に付き

合うために必要な知識とは～」

共催：中外製薬(株）

9:30～11:45

　　 シンポジウム1

「病棟薬剤師の感染症診療への

第一歩～ＡＭＲ時代の標準装備

の知識とは～」

9:30～11:45

　　 シンポジウム2

「救急・集中治療領域における

薬剤師の職能を生かした関わ

り」

12:00～13:00

   ランチョンセミナー2

「痛みとその治療　～とくに腰

痛について～」

共催：第一三共(株)

15:30～17:45

　　 シンポジウム3

「ＩＣＴ（情報通信技術）とＡ

Ｉ（人工知能）時代における薬

剤師業務の現状と展望」

15:30～17:45

　　 シンポジウム4

「病院と在宅のシームレスな連

携を深めるために～地域連携に

おける薬剤師としての存在意義

を探る～」

懇親会 18：00～（3F 小会議室31）

第1会場 第2会場

2月9日（日）

9:00～11:15

　　　シンポジウム5

「2020年に向けて保険薬局の薬

剤師はどうするべきか？

～日経ドラッグインフォメーショ

ンとそこで活躍している薬剤師に

聞こう！～」

 閉会式　15:55～16:05

12:30～13:30

　大分県薬・大分県病薬共催

　　　ランチョンセミナー

「授乳と薬の情報提供における薬剤

師の役割　産婦人科医・小児科医か

ら期待される戦う薬剤師とは」

13:40～15:55

        シンポジウム6

「高度薬学管理型薬局へのファー

ストステップ～がん医療の処方か

ら病診薬連携まで～」

9:30～11:00

　 スキルアップセミナー

「薬剤師的サステナブル～薬剤師

業務が継続し続けるためのスキル

アップ～」

11:25～12:15

　　　  特別講演2

　　 講師：佐野 武先生

　  （がん研有明病院　院長）

「日本の胃癌はどうなるのか？」

12:30～13:30

　 ランチョンセミナー3

「アレルギー治療の最新動向と臨床

現場で直面する薬物治療の諸問題」

共催：久光製薬(株)

レセプションホール 国際会議室

11:15～12:15

 　     厚労科研報告

「これからの時代に求められる病院

薬剤師業務のあり方を考える－厚生

労働科学研究からみえた現状と展望

－」


