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第73巻　第７号　令和３年７月１日

１．会期　2021年９月19日（日）～ 20日（月・祝）

２．会場　�３会場ともに，JR博多駅よりバス12分
　　　　　・�福岡国際会議場
　　　　　・�福岡サンパレス
　　　　　・�マリンメッセ福岡A館

３．主催　公益社団法人日本薬剤師会
　　　　　公益社団法人福岡県薬剤師会

４．テーマ　�多様性を可能性に� �
～未来に広がる薬剤師～

５．大会参加費
　【事前登録】�一般　現地参加10,000円� �

WEB参加7,000円／学生　1,000円
　【当日登録】�一般　現地参加13,000円　� �

WEB参加10,000円／学生　1,000円
　※�開催方式は53回大会同様，現地開催とWEB配

信によるハイブリッド方式で開催予定です。決
定事項は順次，大会ホームページにてご案内い
たします。

　WEB参加費用について：
　�今大会ではコロナ禍における特別措置として，
WEB参加者向けの参加費を設けました。ぜひ事

前登録をご検討くださいますようお願いいたします。

６．特別記念講演・特別講演・県民公開講座
【特別記念講演】
　９月19日（日）11：00 ～ 12：00
　「オートファジー研究の展開から見えてきたこと」
　演者：�大隅良典�先生（東京工業大学�科学技術創

成研究院�細胞制御工学研究センター�特任
教授・栄誉教授）

【特別講演１】
　９月19日（日）15：00 ～ 16：00
　「身体に優しい時間治療」
　演者：�大戸茂弘�先生（九州大学大学院�薬学研究院　

薬剤学）
【特別講演２】
　９月19日（日）16：20 ～ 17：20
　「過剰な医療行為・薬物療法を考える～Choosing�
Wiselyの活動から～」
　演者：小泉俊三�先生（財団法人東光会七条診療所）
【特別講演３】
　９月20日（月・祝）９：00 ～ 10：00
　「薬局を地域のソーシャル・キャピタルに：京都
大学SPH薬局情報グループの活動から」
　演者：�岡田　浩�先生（京都大学大学院医学研究

科�社会健康医学系専攻健康情報学分野）
【県民公開講座】
　９月20日（月・祝）11：40 ～ 12：40
　「多様性は「寛容な気持ち」だけでは達成できない」
　演者：�ロバート�キャンベル�先生（早稲田大学�特命

教授／日本文学研究者／東京大学�名誉教授）
※�演題はすべて仮です。今後変更となる可能性がご
ざいます。

７．大会懇親会
諸般の状況に鑑み，開催を中止することといたしま
した。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

８．事前登録・宿泊予約
（1）事前参加登録
　①�登録方法：学術大会ホームページからご登録く
ださい。

　②登録期間：５月20日（木）～７月21日（水）正午
　　※�今回の大会は，現地開催とWEB配信による

ハイブリッド開催であるため，事前参加登録
はそれぞれで手続きが異なります。また，事
前参加登録期間終了後，WEB参加は９月10
日（金）～９月17日（金）正午まで，当日登
録を実施いたします。９月18日（土）～会期
中のご登録はできませんので，ご注意くださ
い。現地参加の当日登録も実施検討中ですが，
状況により実施しない可能性もございます。

■�本大会は現地開催とWEB配信によるハイブリッド
方式で開催予定です。決定事項は順次，大会ホー
ムページにてご案内いたします。

■�事前参加登録を受付中
　７月21日（水）正午まで。大会ホームページから
お申込み。多数のご登録をお待ちしております。
※�本大会ではコロナ禍における特別措置として，
［WEB参加者向けの参加費］を設けました。ぜひ事
前登録をご検討ください。

■�「開会式・式典」「特別記念講演」「ランチョンセ
ミナー」の事前申込を受付中

　事前参加登録者のみお申込み可能です。
　定員に達し次第，受付終了（詳しくは34ページ，８．
（2）を参照）。

第54回日本薬剤師会学術大会開催案内（予告⑥）

第54回日本薬剤師会学術大会ホームページ
https://jpa54.com/
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　　　詳しくは大会HPにてご確認ください。
（2）各プログラムの事前登録制について
　現地における下記プログラムへの参加は事前登録制と
いたします。なお，会場毎の入場可能上限に達し次第，
受付終了といたします。
　《事前登録が必要なプログラム》
　・開会式・式典
　・特別記念講演
　・ランチョンセミナー
　　※�上記以外は事前登録制とはいたしません。直接会

場にお越しください。なお，混雑時には入場制限を
行う可能性がございますので予めご了承ください。

　①�登録方法：事前参加登録者のみ，お申込が可能です。
すでに事前参加登録がお済の方は，マイページにロ
グインし，参加希望のセッションを選択してください。
これから事前参加登録をされる方は，参加登録の一
連の流れでお申込みが可能です。学術大会ホームペー
ジからお申込みください。

　②�登録期間：６月16日（水）～７月21日（水）正午
　　※�WEB参加におきましては，事前登録が必要なプ

ログラムはございません。
（3）宿泊予約
　①�申込方法：学術大会ホームページからお申込み
ください。

　②予約期間：2021年２月３日（水）～７月21日（水）

事前参加登録・事前宿泊予約についてのお問い合わせ先
【事前参加登録に関するお問い合わせ先】
JTBビジネストランスフォーム第54回日本薬剤師会
学術大会�【参加登録】デスク
TEL：0570-077-116
E-mail：jpa54@jbn.jtb.jp
受付時間：月曜～金曜10：00 ～ 17：00
※土日・祝祭日は休業
【事前宿泊予約に関するお問い合わせ先】
株式会社JTB　福岡支店　営業第３課
〒810-0072　福岡県福岡市中央区長浜1-1-35　新KBC
ビル２F
TEL：092-712-6142　FAX：092-751-9200
E-mail：jpa54-fukuoka@jtb.com
営業時間：月曜～金曜9：30 ～ 17：30
※土・日・祝日は休業

９．分科会タイトル

分科会１ 薬剤師の養成から専門性の確立まで

分科会２ 薬剤師の臨床研究　～着想から発表～
分科会３ 医療ICTとこれからの薬局
分科会４ 医療経済や政策から見た薬局の今後
分科会５ 多様化する在宅業務
分科会６ がん化学療法における薬剤師への期待
分科会７ 薬剤耐性（AMR）と薬剤師の役割

分科会８ 改正薬機法に見る今後の薬局，薬剤師のあり方
分科会９ 健康寿命延伸への寄与　～人生100年時代～
分科会10 医薬品の安定供給
分科会11 一般用医薬品等の流通と適正使用
分科会12 新たに期待される薬や技術の可能性
分科会13 医療安全に向けた新たな取り組み

分科会14 covid-19と薬剤師～経験を通じて今後を考える
分科会15 健康サポート薬局の将来

分科会16 災害時の薬剤師の役割　～体制整備と支援活動～
分科会17 地域に根ざした薬局の新たな取り組み
分科会18 薬剤師業務とDI活動

分科会19
セルフメディケーションと薬局製剤・漢方薬
～健康長寿のために，日本の食と漢方に
ついて考えよう！～

分科会20 くすり教育活動における学校薬剤師の役割
分科会21 薬剤師が支えるスポーツの価値

分科会22 寄り添う医療とコミュニケーション～言語コミュニケーション障害への対応～

10．学術大会に関するお問い合わせ先
●日本薬剤師会事務局学術大会係
　公益社団法人日本薬剤師会
　〒160-8389　�東京都新宿区四谷3-3-1　四谷安田ビ

ル７F
　TEL：03-3353-1170　FAX：03-3353-6270
●第54回日本薬剤師会学術大会�事務局
　公益社団法人福岡県薬剤師会
　〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉2-20-15
　TEL：092-271-3791　FAX：092-281-4104
●第54回日本薬剤師会学術大会�運営準備室
　（株式会社電通九州）
　〒810-0041　�福岡県福岡市中央区大名2-6-5　天神

西通り館６F
　TEL：092-715-0633　FAX：050-3730-8614
　E-mail：contact@jpa54.com

共催セミナー

区別 日時（予定） 演題（予定）／共催
ランチョン
セミナー１ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 日本におけるバイオシミラーの展望（仮）共催：マイランEPD合同会社
ランチョン
セミナー２ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 薬剤師の臨床的価値の創造と見える化（仮）共催：株式会社カケハシ
ランチョン
セミナー３ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 在宅業務効率化のためのクラウド型電子薬歴活用事例（仮）共催：株式会社ソラミチシステム
ランチョン
セミナー４ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 地域フォーミュラリにおける薬局薬剤師の役割�～ 22年度改定を見据えて～共催：Meiji�Seika�ファルマ株式会社
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日本薬剤師美術同好会第８回美術作品展開催のご案内
　第54回日本薬剤師会学術大会の開催に合わせ，絵画（油彩画・日本・水彩画等）及び写真（風景・人
物・動植物等）などを趣味とする薬剤師が作品を出品し，第８回美術作品展を開催します。
　つきましては，下記要領にて，美術作品展への出品参加（有料）を募集いたしますので，ご参加く
ださいますようお願い申し上げます。

　展示期間：2021年９月19日（日），20日（月・祝）
　展示会場：調整中
　お申込み方法：�必要事項を明記（必要記載事項を自由記載）し，８月20日（金）までに下記お申込

先まで郵送またはメールしてください。お申込みいただいた会員には，その後のお
手続きについて記載した出品要領等を別途お送りします。

　お申込み記載事項〔必要記載事項〕
　�　①氏名�②住所�③連絡先（電話番号・FAX番号・E-mail）�④絵画歴又は写真歴�⑤出品画種，大きさ（額
を入れて概ね横90cm×縦60cmとし，これを超える場合は，出展料×1.5倍，２点目以降は出展料×0.5
倍となります）
　出展料金：一昨年実績は，事務経費５千円＋１点１万２千円

　〔お申込み・お問合せ先〕
　日本薬剤師美術同好会会長　鳥海�良寛（とりうみ�よしひろ）
　〒010-0033　秋田県秋田市楢山石塚町4-3　FAX：018-835-5482　E-mail：birdsea@rnac.ne.jp

区別 日時（予定） 演題（予定）／共催
ランチョン
セミナー５ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 治験経験を踏まえて考える経口GLP-1受容体作動薬の有用性共催：ノボノルディスクファーマ株式会社／MSD株式会社
ランチョン
セミナー６ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 がん薬物療法におけるパラダイムシフト共催：日医工株式会社
ランチョン
セミナー７ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 漢方調剤における問題とその解決への展望共催：株式会社ツムラ
ランチョン
セミナー８ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 抗がん剤曝露対策の実践に向けて共催：シンバイオ製薬株式会社
ランチョン
セミナー９ ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 神経障害性疼痛へのアプローチ�～ミロガバリンへの期待～共催：第一三共株式会社
ランチョン
セミナー 10 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 携帯電話の電磁波って危ないの？�～WHOの見解を紹介します～共催：一般財団法人�電気安全環境研究所�電磁界情報センター
ランチョン
セミナー 11 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 がん医療を支える薬剤師が行うよりよい制吐療法共催：大鵬薬品工業株式会社

ランチョン
セミナー 12 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30

科学的医療に薬剤師が参画するために�～患者の病態をどうやって理解する
か～（仮）
共催：協和化学工業株式会社

ランチョン
セミナー 13 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 単純ヘルペス最新の話題（仮）共催：マルホ株式会社
ランチョン
セミナー 14 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 乳癌術後治療の最新の動向とエクオールの可能性共催：大塚製薬株式会社
ランチョン
セミナー 15 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 ジェネリック医薬品市場における安定供給について（仮）共催：東和薬品株式会社
ランチョン
セミナー 16 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30 実践，喘息・COPD治療における吸入指導（仮）共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョン
セミナー 17 ９月19日（日）12：30 ～ 13：30

電子処方箋は薬局をどう変えるのか？�～薬局業務DXに向けたメディコム
5.0 ～（仮）
共催：PHC株式会社

スポンサード
セミナー１ ９月19日（日）17：30 ～ 18：30

がん疼痛？　非がん性慢性疼痛？　薬剤師だからできること�～オピオイド
鎮痛薬の調剤，服薬指導時の留意点～
共催：塩野義製薬株式会社

スポンサード
セミナー２ ９月19日（日）17：30 ～ 18：30 アトピー患者へのスキンケア指導�～医師及び薬剤師の視点から～（仮）共催：資生堂ジャパン株式会社
スポンサード
セミナー３ ９月19日（日）17：30 ～ 18：30 麻酔管理における薬剤の適正使用～鎮静前後の最近の話題を中心に～共催：テルモ株式会社

※演題は５月末現時点の内容です。今後変更となる可能性があります。
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　今回の大会は，現地開催とWEB配信によるハイブリッド開催であるため，事前参加登録はそれぞれ手続き
が異なります。詳細は大会ホームぺージをご確認ください。なお，登録完了後，現地参加とWEB参加の申込
種別を変更する場合は，新規登録手続きと旧登録情報の取消し手続きが必要となります。また，銀行振り込
みでお支払いされた場合，変更により差額が生じた際の返金に振込手数料が発生いたします。振込手数料は
参加者負担となりますので，あらかじめご了承ください。

①現地参加用 ②WEB参加用

2回目以降のログイン
既に参加者情報を登録している場合

。

大会公式ホームページ
（事前登録ページ）

・宿泊申込がお済みの方は、IDと
パスワードはそのままお使いいただけます。
※基本情報等の入力は再度必要です。

現地参加 新規申込
初めて登録する場合

参加者個人情報登録
・日本薬剤師研修センター研修受講
シールを希望される方は必ず「希望す
る」に☑を入れ、薬剤師免許番号を
入力してください。

参加者個人情報登録
・日本薬剤師研修センター研修受講
シールを希望される方は必ず「希望す
る」に☑を入れ、薬剤師免許番号を
入力してください。

2回目以降のログイン
既に参加者情報を登録している場合

・クレジットカードをご選択された場合はすぐにマイページにお支払い状況が反映されます。
・銀行振り込みについてはマイページに支払い完了の反映に
・銀行振り込みについては所定の手数料が発生します。参加者の負担となりますので予めご了承ください。

お支払い（クレジットカード・銀行振り込み）

3営業日程度かかることがございます。

・ 現地参加で申込んだ場合、当日は WEB でも閲覧が可能です。7 月 22 日以降は、現地参加⇒WEB 参加の変更は受け付けません。
　 費用のご返金も出来かねますので、ご了承のほどお願いいたします。
・ WEB 参加⇒現地参加の変更は 7 月 22 日以降も対応するよう検討中です。ただし、この場合、事前登録情報の取消し手続きと、当日
参加の新規申込が必要となります。詳細は決定後、大会 HP にてご案内します。

参加者情報・参加登録等各種登録内容の確認・変更ができます。
お支払い後の取消し・返金には応じられません。申込種別（現地⇔WEB）変更の場合にのみ、取消し・返金に対応いたします。

※変更･取消しが出来るのは受付期間中 【5月20日（木）～ 21日（水）正午】のみとなります。7月
登録完了後，現地参加とWEB参加の申込種別を変更する場合は，新規登録手続きと旧登録情報の取消し手続きが必要となります

マイページ

5月20日（木）～7月21日（水）正午 月20日（木）～ 月21日（水）正午5 7

6月16日（水）～7月21日（水）正午

6月16日（水）～7月21日（水）正午

6月16日（水）～7月21日（水）正午

参加登録・修正

開会式・式典 登録

特別記念講演 登録

ランチョンセミナー登録

参加登録・修正

WEB参加 新規申込
初めて登録する場合
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会場へのアクセス
会場へのアクセス
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日本薬剤師会雑誌

（722） ―　　　―

１日目【９月19日（日）】　プログラム（予定）
会場 
番号

施
設
名

フ
ロ
ア

部屋名
9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

第1会場 福
岡

サ
ン
パ
レ
ス

1~
３F 大ホール 開会式・式典 特別記念講演 特別講演1 特別講演2

第2会場

福
岡
国
際
会
議
場

3F メインホール 第1会場中継
ランチョン
セミナー 1

（マイランEPD
合同会社）

第1会場中継

第3会場 2F 多目的ホール
201

ランチョン
セミナー 2

（株式会社
カケハシ）

分科会1
薬剤師の養成から
専門性の確立まで

分科会10
医薬品の安定供給

第4会場 2F 多目的ホール
202

ランチョン
セミナー 3

（株式会社ソラ
ミチシステム）

分科会2
薬剤師の臨床研究
～着想から発表～

分科会11
一般用医薬品等の流通と

適正使用

第5会場 2F 多目的ホール
203

ランチョン
セミナー 4

（Meiji Seika 
ファルマ株式

会社

分科会3
医療ICTとこれからの薬局

分科会12
新たに期待される薬や

技術の可能性

第6会場 2F 多目的ホール
204

ランチョン
セミナー 5

（ノボノルディス
クファーマ株式
会社・MSD株式

会社）

分科会4
医療経済や政策から見た

薬局の今後

分科会13
医療安全に向けた
新たな取り組み

第7会場 4F 小会議室401＋
402+403

ランチョン
セミナー 6
（日医工
株式会社）

分科会5
多様化する在宅業務

分科会14
covid-19と薬剤師

～経験を通じて今後を考える

第8会場 4F 小会議室404＋
405+406

ランチョン
セミナー 7

（株式会社ツムラ）

分科会6
がん化学療法における

薬剤師への期待
分科会15

健康サポート薬局の将来

第9会場 4F 中会議室 
409+410

ランチョン
セミナー 8

（シンバイオ製
薬株式会社）

分科会7
薬剤耐性（AMR）と

薬剤師の役割

分科会16
災害時の薬剤師の役割

～体制整備と支援活動～

第10会場 4F 中会議室 
411

ランチョン
セミナー 9

（第一三共
株式会社）

口頭発表1 口頭発表2
スポンサード
セミナー 1

（塩野義製薬
株式会社）

第11会場 4F 中会議室 
412

ランチョン
セミナー 10

（一般財団法人 
電気安全環境
研究所 電磁界
情報センター）

口頭発表3 口頭発表4
スポンサード
セミナー 2

（資生堂ジャパン
株式会社）

第12会場 4F 中会議室 
413

ランチョン
セミナー 11

（大鵬薬品工業
株式会社）

口頭発表5 口頭発表6
スポンサード
セミナー 3

（テルモ株式会社）

第13会場 4F 中会議室 
414

ランチョン
セミナー 12

（協和化学工業
株式会社）

口頭発表7 口頭発表8

第14会場 5F 国際会議室501
ランチョン
セミナー 13
（マルホ
株式会社）

分科会8
改正薬機法に見る今後の薬局，

薬剤師のあり方

分科会17
地域に根ざした薬局の

新たな取り組み

第15会場 5F 中会議室502
ランチョン
セミナー 14
（大塚製薬
株式会社）

口頭発表9 口頭発表10

第16会場 5F 中会議室503
ランチョン
セミナー 15
（東和薬品
株式会社）

口頭発表11 口頭発表12

第17会場 福
岡
サ
ン
パ
レ
ス

2F パレスルームA

ランチョン
セミナー 16

（グラクソ・ス
ミスクライン

株式会社）

分科会9
健康寿命延伸への寄与
～人生100年時代～

口頭発表13

第18会場 2F パレスルームB
ランチョン
セミナー 17

（PHC
株式会社）

口頭発表14 口頭発表15 口頭発表16

ポスター 
会場

マ
リ
ン
メ
ッ
セ
福
岡

1F 多目的展示室

9:30-12:30
ポスター貼付

12:30-16:30
ポスター閲覧

16:30-18:00
ポスター示説

（演題番号奇数）

ポス
ター
閲覧

展示会場 展示

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
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第73巻　第７号　令和３年７月１日

２日目【９月20日（月・祝）】　プログラム（予定）
会場 
番号

施
設
名

フ
ロ
ア

部屋名
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30

第1会場 福
岡

サ
ン
パ
レ
ス

1~
３F 大ホール 休憩スペース

第2会場

福
岡
国
際
会
議
場

3F メインホール 特別講演3 県民公開講座

第3会場 2F 多目的ホール
201

分科会18
薬剤師業務とDI 活動

第4会場 2F 多目的ホール
202

分科会19
セルフメディケーションと薬局製剤・漢方薬

～健康長寿のために，日本の食と漢方について考えよう！～

第5会場 2F 多目的ホール
203

分科会20
くすり教育活動における学校薬剤師の役割

第6会場 2F 多目的ホール
204

分科会21
薬剤師が支えるスポーツの価値

第7会場 4F 小会議室401＋
402+403 口頭発表17 口頭発表18

第8会場 4F 小会議室404＋
405+406 口頭発表19 口頭発表20

第9会場 4F 中会議室 
409+410

第10会場 4F 中会議室 
411

第11会場 4F 中会議室 
412

第12会場 4F 中会議室 
413

第13会場 4F 中会議室 
414

第14会場 5F 国際会議室501
分科会22

寄り添う医療とコミュニケーション
～言語コミュニケーション障害への対応～

第15会場 5F 中会議室502

第16会場 5F 中会議室503

第17会場 福
岡
サ
ン
パ
レ
ス

2F パレスルームA 口頭発表21 口頭発表22

第18会場 2F パレスルームB 口頭発表23 口頭発表24

ポスター 
会場

マ
リ
ン
メ
ッ
セ
福
岡

1F 多目的展示室

9:00-10:30
ポスター閲覧

10:30-12:00
ポスター示説（演題番号偶数） ポスター撤去

展示会場 展示

9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
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