参加者の皆様へ
1． 開場時間

8:00 に開場します。

2． 受付
場所：西館 2F エントランスロビー
時間：6 月 23 日（土） 8:00 〜 17:00
6 月 24 日（日） 8:00 〜 16:00
1）事前に参加登録された方
受付をしていただく必要はございません。事前にご送付致しました、ネームカードと講演要旨集を
必ずご持参ください。
2）当日参加登録をご希望の方
当日登録用紙に必要事項をご記入の上、参加登録費を添えて、当日登録受付にてお申込みください。
ネームカードと講演要旨集をお渡し致します。ネームカードには、所属・氏名をご記入ください。
＜参加登録費＞
区分
会員

9,000円

※1

非会員
学生

当日登録
11,000円
5,000円

※2

※ 1 日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会のいずれかで会員の方は、
『会員』となります。
※ 2 当日登録の方は、学生証を当日登録受付へご持参ください。
3）ネームカードケース
当日、受付（西館 2F エントランスロビー）と D 会場（東館 9F 研修室 908）
・E 会場（東館 9F 研
修室 909）前にご用意致します。

3． 懇親会
場所：西館 2F TFT ホール 500（B 会場）
時間：6 月 23 日（土） 18:00 〜 20:00
1）事前に参加登録された方
受付をしていただく必要はございません。事前にご送付致しました、懇親会参加証を必ずご持参く
ださい。
2）当日参加登録される方
総合案内へお越しください。懇親会費と引き換えに懇親会参加証をお渡し致します。
懇親会は、定員制のため、定員に達し次第、受付を終了させていただきます。
＜懇親会参加料＞
区分

当日登録

会員・非会員

10,000円

学生

4,000円

4． 認定単位について

本会の参加で、下記の認定単位が取得可能です。
1）公益財団法人日本薬剤師研修センター研修単位 … 1 日 3 単位（2 日で 6 単位）
2）日病薬病院薬学認定薬剤師制度 …………………… 1 日 4 単位（2 日で 8 単位）

【研修シール配布場所】 西館 2F エントランスロビー
【研修シール配布日時】 6 月 23 日（土） 8:00 〜 17:00
6 月 24 日（日） 8:00 〜 16:00
※当日分のみの配布を行います。再発行および当日分以外の配布は行いませんので、
予めご了承ください。
※ 1）と 2）は同日に重複しての発行はできません。各日、いずれか１枚のみの配布となります。
3）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
本会の下記のシンポジウムは、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、シンポジウムにご参加の上、終了時に会場にて受講証を受領
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。
< 対象となるシンポジウム >
【感染制御領域】
シンポジウム１「抗感染症薬の TDM と PK/PD 解析に基づいた最適治療法の構築」
日時： 6 月 23 日（土） 9:00 〜 11:00
会場： A 会場（西館 2F TFT ホール 1000）
【がん領域】
シンポジウム 6「がん化学療法の個別化医療に向けた薬剤師の挑戦」
日時： 6 月 23 日（土） 13:30 〜 15:30
会場： A 会場（西館 2F TFT ホール 1000）
4）その他の単位認定
一般社団法人日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師制度 単位数：１
シンポジウム８「拓かれる老年薬学の未来展望」
日時：6 月 23 日（土） 13:30 〜 15:30
会場：C 会場（西館 2F TFT ホール 300）
単位認定を希望される方は、シンポジウムにご参加の上、終了時に会場にて単位シールを受領
してください。

5． 講演要旨集
事前参加登録された方、講演者および座長の方には、事前にご郵送しております。当日、必ずご持参く
ださい。お忘れになられた場合は、ご購入いただくことになりますので、ご注意ください。
別途、ご希望の場合（1 部 2,000 円）は、「総合案内」にお越しください。

6． クローク
場所：西館 2F TFT ホール 1000（A 会場）前ホワイエ
クローク受付時間：6 月 23 日（土） 8:00 〜 20:15
6 月 24 日（日） 8:00 〜 17:15

【クロークご利用の際のお願い】
1）お荷物は、時間内に必ずお引取りください。
2）クローク札は、紛失されないようにご注意ください。紛失された場合は、最後までお待ちいただく
場合もございますので、予めご了承ください。
3）貴重品（現金・クレジットカード・パソコンなど）や傘は、お預かり出来ません。

7． ランチョンセミナー

オンラインによる事前参加申込みを行っております。
●事前に参加登録をされた方
事前に送付いたしました、ランチョンセミナー整理券を必ずご持参ください。
●ランチョン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】 西館 2F エントランスロビー
【配布時間】 セミナー当日 8:05 〜 11:00 ※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、お弁当と資料をお受取りの上、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、ランチョン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。

8． 駐車場
本会専用の駐車場はございません。公共の交通機関をご利用ください。
万一、お車でお越しの際は、以下の駐車場を有料でご利用いただけます。
● TFT ビル駐車場 （540 台収容）
利用時間：7:00 ～ 23:00
料
金：250 円／30 分

9． 食事
周辺のレストランをご利用ください。

10． 併設医薬品・医療機器展示、書籍展示
場所：西館 2F TFT ホール 500（B 会場）前ホワイエ
時間：6 月 23 日（土） 9:00 〜 17:20
6 月 24 日（日） 9:00 〜 15:00

11． 会場でのお呼び出し
原則として、各会場でのアナウンスによるお呼び出しは行いませんので、予めご了承ください。
西館 2F エントランスロビー 受付付近にインフォメーションボードを設置致しますので、ご自由にご
利用ください。
緊急の場合は、「総合案内」もしくは、「運営本部」まで、お申し出ください。

12． 会場でのご注意

会場では、必ずネームカードをご着用ください。
講演会場およびポスター会場内での、写真撮影・ビデオ録画・録音は、厳禁と致します。
携帯電話は、マナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。

13． 各種関連行事
●医療薬科学部会常任世話人会
日時：6 月 23 日（土） 12:15 ～ 13:15
場所：東館 9F 研修室 902
●懇親会
日時：6 月 23 日（土） 18:00 ～ 20:00
場所：西館 2F TFT ホール 500（B 会場）
●優秀ポスター賞表彰式
日時：6 月 24 日（日） 16:30 ～ 17:00
場所：西館 2F TFT ホール 1000（A 会場）

