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第58回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会

中国四国支部学術大会

参加者へのご案内

1. 参加受付について
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11 月   9 日（土）8:30 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

●事前に参加登録をされた方
事前にメールで送付致しました「参加登録証」（ネームカード）および「領収証」、「宿泊に関するアンケート」PDF
を印刷し切り取って必ずご持参ください。また、講演要旨集の引き換え券もご一緒にお送りしております。事前参加
登録受付（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお引き換えください。参加登録証（ネームカード）のない
方のご入場はお断り致します。なお、一緒にお送りしている宿泊アンケートも受付でお渡しください。ご協力を宜し
くお願い致します。

●当日登録の方
当日参加登録票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。参加登録
のお支払いは、現金でお願い致します。当日登録後、参加登録証（ネームカード）と講演要旨集をお渡し致します。
参加登録証（ネームカード）には、所属・氏名等を各自でご記入ください。

参加区分 当日登録
一　般 12,000 円
学　生  4,000 円

※学生の方へ
【当日登録の場合】当日受付にて学生証をご提示ください。

●参加登録証（ネームカード）ケース
当日、受付周辺（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にご用意いたします。会場内では必ずご着用ください。

2. 連絡協議会（懇親会）
参加者各位の親睦のため、多数ご参加いただきます様ご案内申し上げます。
場所：JRホテルクレメント高松 3F 飛天
日時：2019 年 11 月 9日（土） 18:30 ～ 20:30（開場 18:00）

●事前に参加登録された方
受付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、懇親会ネームカードを必ずご着用の上、懇親会会
場にご入場ください。

●当日登録の方
『懇親会受付』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお申込みください。懇親会費のお支払いは、現金で
お願い致します。
懇親会費受領後、懇親会ネームカードをお渡し致します。
懇親会は、定員制のため、先着順で定員に達し次第、受付を終了させていただきます
予め、ご了承ください。

  参加区分  当日登録
一般・学生  10,000 円

3. 各種単位の受付について

1）日本薬剤師会研修センター研修認定薬剤師制度
2日間の参加・・・6単位
1日のみ参加・・・3単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

２）日病薬病院薬学認定薬剤師制度
9日の参加・・・4単位
10日の参加・・・2.5 単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします。
参加証を提示して、入場日の確認証明（押印）を受けてください。
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00
※「日本薬剤師研修センター」認定の受講シール（3単位）と、 2）「日病薬病院薬学認定薬剤師」の研修単位シール
は、同日の重複発行は出来ません。

３）日本臨床腫瘍薬学会・外来がん治療認定薬剤師認定
○共催教育講演 6
・ がんゲノム医療に薬剤師がどのように貢献できるかを考える
・ がんクリニカルシークエンス検査について～エキスパートパネルにおける薬剤師の役割も含めて～
   時間：11月10日（日）10:20～11:20
   認定単位1単位

○共催教育講演 7
・ AYA世代のがん治療　保険薬局でのサポート～患者さんはこんなことで困っていました～
・ AYA世代の消化器癌
   時間：11月10日（日）13:30～14:30
   認定単位1単位
   各講演終了時に、受講証明書をお渡しいたします。

4. 講演要旨集
事前に参加登録された方は、「講演要旨集引換券」と引換で 1冊お渡し致します。
当日の別途、ご希望の場合（1部 2,000 円）は、『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にて、販
売します。

5. クローク
下記の場所・受付時間にて、クロークを設けますので、ご利用ください。なお、貴重品、PC・傘は、お預かりできま
せんので、予めご了承ください。
場所：クローク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:45
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 16:00

6. 駐車場
学会会場周辺で無料の駐車場は準備しておりません。
周辺駐車場をご利用いただくか公共交通機関をご利用ください。

7. 薬科機器・医薬品展示
会場：日本薬科機器協会展示会場（サンポートホール高松 ホール棟 1F 展示場）
時間：11月 9 日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 12:10

8. 書籍展示
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー
時間：11月 9日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 15:00

9. ドリンクコーナー
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー

10. あんもち雑煮のご提供
香川県の郷土料理である、あんもち雑煮をご提供致します。 なくなり次第、終了とさせていただきます。
場所：サンポートホール高松 1F デックスガレリア
時間：11月 9日（土）11:00 ～ 16:00

11. 会場でのお呼び出し
原則として、各会場内スクリーンおよびアナウンスでのお呼び出しは行いませんので、予めご了 承ください。
『総合案内』付近に掲示板・伝言板を設置致しますので、ご自由にご利用ください。

12. 事務局からのお願い
・館内は参加証（ネームカード）の掲示をお願い致します。
・会場内（講演・ポスター）での許可のない写真撮影、ビデオ録画、録音は禁止します。
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。
　 会場内での通話は、 ご遠慮ください。
・指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
・指定のごみ分別にご協力ください。

13. モーニング・ランチョンセミナーについて
オンラインによる事前参加申込みを行っております。
○事前に参加登録された方
　事前に参加登録されたメールにご案内致しております。印刷した整理券を必ずご持参ください。
○整理券当日配布について
　事前登録状況により若干数ですが、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。
場所：『セミナー整理券配布デスク』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 11:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 11:00
　　　※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致します。

○セミナー会場入場時のご案内
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 5 分で無効となります。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、
セミナー整理券の再発行は致しません。特に各会場入場時では、対応出来かねますので、紛失などにご注意ください。

14. 市民公開講座
時間：11月 9日（土）14:15 ～ 15:15 
会場：H会場（サンポートホール高松　3階　大ホール）
座長：芳地　一先生（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
演題：0歳から 100 歳までのスキンケア（ボーっと生きてんじゃねーよ？）
演者：荒瀬　誠治先生（徳島大学　医学部　名誉教授）
（共催：勇心酒造株式会社 )

15. 関連行事
日本薬学会中国四国支部 高校生オープン学会
時間：11月 10日（日）10:10 ～
会場：K会場（情報通信交流館　e-とぴあ・かがわ　BB スクエア）
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薬学の進歩と調和
－令和の幕開け新たなる挑戦－

1. 参加受付について
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

●事前に参加登録をされた方
事前にメールで送付致しました「参加登録証」（ネームカード）および「領収証」、「宿泊に関するアンケート」PDF
を印刷し切り取って必ずご持参ください。また、講演要旨集の引き換え券もご一緒にお送りしております。講演要旨
集引き換えデスク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお引き換えください。参加登録証（ネームカード）
のない方のご入場はお断り致します。なお、一緒にお送りしている宿泊アンケートも総合受付でお渡しください。ご
協力を宜しくお願い致します。

●当日登録の方
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。参加登録の
お支払いは、現金でお願い致します。当日登録後、参加登録証（ネームカード）と講演要旨集をお渡し致します。参
加登録証（ネームカード）には、所属・氏名等を各自でご記入ください。

参加区分 当日登録
一　般 12,000 円
学　生 4,000 円

※学生の方へ
【当日登録の場合】当日受付にて学生証をご提示ください。

●参加登録証（ネームカード）ケース
当日、受付周辺（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にご用意いたします。会場内では必ずご着用ください。

2. 連絡協議会（懇親会）
　参加者各位の親睦のため、多数ご参加いただきます様ご案内申し上げます。
場所：JRホテルクレメント高松 3F 飛天
日時：2019 年 11 月 9日（土） 18:30 ～ 20:30（開場 18:00）

●事前に参加登録された方
受付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、懇親会ネームカードを必ずご着用の上、懇親会会
場にご入場ください。

●当日登録の方
『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお申込みください。懇親会費のお支払いは、現金でお
願い致します。
懇親会費受領後、懇親会ネームカードをお渡し致します。
懇親会は、定員制のため、先着順で定員に達し次第、受付を終了させていただきます
予め、ご了承ください。

  参加区分 当日登録
一般・学生 10,000 円

3. 各種単位の受付について

1）日本薬剤師会研修センター研修認定薬剤師制度
2日間の参加・・・6単位
1日のみ参加・・・3単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11 月 9 日（土）8:30 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

２）日病薬病院薬学認定薬剤師制度
 9 日の参加・・・4 単位

  10 日の参加・・・3 単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします。
 参加証を提示して、入場日の確認証明（押印）を受けてください。
 場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
 時間：11 月 9 日（土）8:30 ～ 17:00
　　   11 月 10 日（日）8:30 ～ 15:00
※「日本薬剤師研修センター」認定の受講シール（3 単位）と、 2）「日病薬病院薬学認定薬剤師」の研修単位シール
は、同日の重複発行は出来ません。

３）日本臨床腫瘍薬学会・外来がん治療認定薬剤師認定
○共催教育講演 6
・ がんゲノム医療に薬剤師がどのように貢献できるかを考える
・ がんクリニカルシークエンス検査について～エキスパートパネルにおける薬剤師の役割も含めて～
時間：11月10日（日）10:20～11:20
認定単位1単位

○共催教育講演 7
・ AYA世代のがん治療　保険薬局でのサポート～患者さんはこんなことで困っていました～
・ AYA世代の消化器癌
時間：11月10日（日）13:30～14:30
認定単位1単位
各講演終了時に、受講証明書をお渡しいたします。

4.講演要旨集
事前に参加登録された方は、「講演要旨集引換券」と引換で 1 冊お渡し致します。
当日の別途、ご希望の場合（1 部 2,000 円）は、『当日参加受付』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）に
て、販売します。

5.クローク
下記の場所・受付時間にて、クロークを設けますので、ご利用ください。なお、貴重品、PC・傘は、お預かりできま
せんので、予めご了承ください。
場所：クローク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11 月 9 日（土）8:30 ～ 17:45

　　　11月 10日（日）8:30 ～ 16:00

6. 駐車場
学会会場周辺で無料の駐車場は準備しておりません。
周辺駐車場をご利用いただくか公共交通機関をご利用ください。

7. 薬科機器・医薬品展示
会場：日本薬科機器協会展示会場（サンポートホール高松 ホール棟 1F 展示場）
時間：11月 9 日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 12:10

8. 書籍展示
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー
時間：11月 9日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 15:00

9. ドリンクコーナー
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー

10. あんもち雑煮のご提供
香川県の郷土料理である、あんもち雑煮をご提供致します。 なくなり次第、終了とさせていただきます。
場所：サンポートホール高松 1F デックスガレリア
時間：11月 9日（土）11:00 ～ 16:00

11. 会場でのお呼び出し
原則として、各会場内スクリーンおよびアナウンスでのお呼び出しは行いませんので、予めご了 承ください。
『総合案内』付近に掲示板・伝言板を設置致しますので、ご自由にご利用ください。

12. 事務局からのお願い
・館内は参加証（ネームカード）の掲示をお願い致します。
・会場内（講演・ポスター）での許可のない写真撮影、ビデオ録画、録音は禁止します。
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。
　 会場内での通話は、 ご遠慮ください。
・指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
・指定のごみ分別にご協力ください。

13. モーニング・ランチョンセミナーについて
オンラインによる事前参加申込みを行っております。
○事前に参加登録された方
　事前に参加登録されたメールにご案内致しております。印刷した整理券を必ずご持参ください。
○整理券当日配布について
　事前登録状況により若干数ですが、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。
場所：『セミナー整理券配布デスク』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 11:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 11:00
　　　※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致します。

○セミナー会場入場時のご案内
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 5 分で無効となります。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、
セミナー整理券の再発行は致しません。特に各会場入場時では、対応出来かねますので、紛失などにご注意ください。

14. 市民公開講座
時間：11月 9日（土）14:15 ～ 15:15 
会場：H会場（サンポートホール高松　3階　大ホール）
座長：芳地　一先生（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
演題：0歳から 100 歳までのスキンケア（ボーっと生きてんじゃねーよ？）
演者：荒瀬　誠治先生（徳島大学　医学部　名誉教授）
（共催：勇心酒造株式会社 )

15. 関連行事
日本薬学会中国四国支部 高校生オープン学会
時間：11月 10日（日）10:10 ～
会場：K会場（情報通信交流館　e-とぴあ・かがわ　BB スクエア）
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第58回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会

中国四国支部学術大会

1. 参加受付について
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

●事前に参加登録をされた方
事前にメールで送付致しました「参加登録証」（ネームカード）および「領収証」、「宿泊に関するアンケート」PDF
を印刷し切り取って必ずご持参ください。また、講演要旨集の引き換え券もご一緒にお送りしております。講演要旨
集引き換えデスク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお引き換えください。参加登録証（ネームカード）
のない方のご入場はお断り致します。なお、一緒にお送りしている宿泊アンケートも総合受付でお渡しください。ご
協力を宜しくお願い致します。

●当日登録の方
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。参加登録の
お支払いは、現金でお願い致します。当日登録後、参加登録証（ネームカード）と講演要旨集をお渡し致します。参
加登録証（ネームカード）には、所属・氏名等を各自でご記入ください。

参加区分 当日登録
一　般 12,000 円
学　生 4,000 円

※学生の方へ
【当日登録の場合】当日受付にて学生証をご提示ください。

●参加登録証（ネームカード）ケース
当日、受付周辺（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にご用意いたします。会場内では必ずご着用ください。

2. 連絡協議会（懇親会）
　参加者各位の親睦のため、多数ご参加いただきます様ご案内申し上げます。
場所：JRホテルクレメント高松 3F 飛天
日時：2019 年 11 月 9日（土） 18:30 ～ 20:30（開場 18:00）

●事前に参加登録された方
受付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、懇親会ネームカードを必ずご着用の上、懇親会会
場にご入場ください。

●当日登録の方
『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお申込みください。懇親会費のお支払いは、現金でお
願い致します。
懇親会費受領後、懇親会ネームカードをお渡し致します。
懇親会は、定員制のため、先着順で定員に達し次第、受付を終了させていただきます
予め、ご了承ください。

  参加区分 当日登録
一般・学生 10,000 円

3. 各種単位の受付について

1）日本薬剤師会研修センター研修認定薬剤師制度
2日間の参加・・・6単位
1日のみ参加・・・3単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

２）日病薬病院薬学認定薬剤師制度
9日の参加・・・4単位
10日の参加・・・2.5 単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします。
参加証を提示して、入場日の確認証明（押印）を受けてください。
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00
※「日本薬剤師研修センター」認定の受講シール（3単位）と、 2）「日病薬病院薬学認定薬剤師」の研修単位シール
は、同日の重複発行は出来ません。

３）日本臨床腫瘍薬学会・外来がん治療認定薬剤師認定
○共催教育講演 6
・ がんゲノム医療に薬剤師がどのように貢献できるかを考える
・ がんクリニカルシークエンス検査について～エキスパートパネルにおける薬剤師の役割も含めて～
   時間：11月10日（日）10:20～11:20
   認定単位1単位

○共催教育講演 7
・ AYA世代のがん治療　保険薬局でのサポート～患者さんはこんなことで困っていました～
・ AYA世代の消化器癌
   時間：11月10日（日）13:30～14:30
   認定単位1単位
   各講演終了時に、受講証明書をお渡しいたします。

4. 講演要旨集
事前に参加登録された方は、「講演要旨集引換券」と引換で 1冊お渡し致します。
当日の別途、ご希望の場合（1部 2,000 円）は、『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にて、販
売します。

5. クローク
下記の場所・受付時間にて、クロークを設けますので、ご利用ください。なお、貴重品、PC・傘は、お預かりできま
せんので、予めご了承ください。
場所：クローク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:45
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 16:00

6.駐車場
学会会場周辺で無料の駐車場は準備しておりません。
周辺駐車場をご利用いただくか公共交通機関をご利用ください。

7.薬科機器・医薬品展示
会場：日本薬科機器協会展示会場（サンポートホール高松 ホール棟 1F 展示場）
時間：11 月  9 日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 12:10

8. 書籍展示
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー
時間：11月 9 日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 15:00

9.ドリンクコーナー
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー

10.あんもち雑煮のご提供
香川県の郷土料理である、あんもち雑煮をご提供致します。 なくなり次第、終了とさせていただきます。
場所：サンポートホール高松 1F デックスガレリア
時間：11 月 9 日（土）11:00 ～ 16:00

11.会場でのお呼び出し
原則として、各会場内スクリーンおよびアナウンスでのお呼び出しは行いませんので、予めご了 承くださ
い。『総合受付』付近に掲示板・伝言板を設置致しますので、ご自由にご利用ください。

12.事務局からのお願い
・館内は参加証（ネームカード）の掲示をお願い致します。
・会場内（講演・ポスター）での許可のない写真撮影、ビデオ録画、録音は禁止します。
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。
会場内での通話は、 ご遠慮ください。
・指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
・指定のごみ分別にご協力ください。

13. モーニング・ランチョンセミナーについて
オンラインによる事前参加申込みを行っております。
○事前に参加登録された方
　事前に参加登録されたメールにご案内致しております。印刷した整理券を必ずご持参ください。
○整理券当日配布について
　事前登録状況により若干数ですが、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。
場所：『セミナー整理券配布デスク』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 11:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 11:00
　　　※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致します。

○セミナー会場入場時のご案内
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 5 分で無効となります。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、
セミナー整理券の再発行は致しません。特に各会場入場時では、対応出来かねますので、紛失などにご注意ください。

14. 市民公開講座
時間：11月 9日（土）14:15 ～ 15:15 
会場：H会場（サンポートホール高松　3階　大ホール）
座長：芳地　一先生（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
演題：0歳から 100 歳までのスキンケア（ボーっと生きてんじゃねーよ？）
演者：荒瀬　誠治先生（徳島大学　医学部　名誉教授）
（共催：勇心酒造株式会社 )

15. 関連行事
日本薬学会中国四国支部 高校生オープン学会
時間：11月 10日（日）10:10 ～
会場：K会場（情報通信交流館　e-とぴあ・かがわ　BB スクエア）
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1. 参加受付について
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月  9 日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

●事前に参加登録をされた方
事前にメールで送付致しました「参加登録証」（ネームカード）および「領収証」、「宿泊に関するアンケート」PDF
を印刷し切り取って必ずご持参ください。また、講演要旨集の引き換え券もご一緒にお送りしております。講演要旨
集引き換えデスク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお引き換えください。参加登録証（ネームカード）
のない方のご入場はお断り致します。なお、一緒にお送りしている宿泊アンケートも総合受付でお渡しください。ご
協力を宜しくお願い致します。

●当日登録の方
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。参加登録の
お支払いは、現金でお願い致します。当日登録後、参加登録証（ネームカード）と講演要旨集をお渡し致します。参
加登録証（ネームカード）には、所属・氏名等を各自でご記入ください。

参加区分 当日登録
一　般 12,000 円
学　生 4,000 円

※学生の方へ
【当日登録の場合】当日受付にて学生証をご提示ください。

●参加登録証（ネームカード）ケース
当日、受付周辺（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にご用意いたします。会場内では必ずご着用ください。

2. 連絡協議会（懇親会）
　参加者各位の親睦のため、多数ご参加いただきます様ご案内申し上げます。
場所：JRホテルクレメント高松 3F 飛天
日時：2019 年 11 月 9日（土） 18:30 ～ 20:30（開場 18:00）

●事前に参加登録された方
受付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、懇親会ネームカードを必ずご着用の上、懇親会会
場にご入場ください。

●当日登録の方
『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にてお申込みください。懇親会費のお支払いは、現金でお
願い致します。
懇親会費受領後、懇親会ネームカードをお渡し致します。
懇親会は、定員制のため、先着順で定員に達し次第、受付を終了させていただきます
予め、ご了承ください。

  参加区分 当日登録
一般・学生 10,000 円

3. 各種単位の受付について

1）日本薬剤師会研修センター研修認定薬剤師制度
2日間の参加・・・6単位
1日のみ参加・・・3単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00

２）日病薬病院薬学認定薬剤師制度
9日の参加・・・4単位
10日の参加・・・2.5 単位
『認定シール受付』にて、当日分の受講シールをお渡しいたします。
参加証を提示して、入場日の確認証明（押印）を受けてください。
場所：サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 15:00
※「日本薬剤師研修センター」認定の受講シール（3単位）と、 2）「日病薬病院薬学認定薬剤師」の研修単位シール
は、同日の重複発行は出来ません。

３）日本臨床腫瘍薬学会・外来がん治療認定薬剤師認定
○共催教育講演 6
・ がんゲノム医療に薬剤師がどのように貢献できるかを考える
・ がんクリニカルシークエンス検査について～エキスパートパネルにおける薬剤師の役割も含めて～
   時間：11月10日（日）10:20～11:20
   認定単位1単位

○共催教育講演 7
・ AYA世代のがん治療　保険薬局でのサポート～患者さんはこんなことで困っていました～
・ AYA世代の消化器癌
   時間：11月10日（日）13:30～14:30
   認定単位1単位
   各講演終了時に、受講証明書をお渡しいたします。

4. 講演要旨集
事前に参加登録された方は、「講演要旨集引換券」と引換で 1冊お渡し致します。
当日の別途、ご希望の場合（1部 2,000 円）は、『総合案内』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）にて、販
売します。

5. クローク
下記の場所・受付時間にて、クロークを設けますので、ご利用ください。なお、貴重品、PC・傘は、お預かりできま
せんので、予めご了承ください。
場所：クローク（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11月 9日（土）9:00 ～ 17:45
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 16:00

6. 駐車場
学会会場周辺で無料の駐車場は準備しておりません。
周辺駐車場をご利用いただくか公共交通機関をご利用ください。

7. 薬科機器・医薬品展示
会場：日本薬科機器協会展示会場（サンポートホール高松 ホール棟 1F 展示場）
時間：11月 9 日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 12:10

8. 書籍展示
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー
時間：11月 9日（土）9:30 ～ 18:00
　　　11月 10日（日）9:00 ～ 15:00

9. ドリンクコーナー
場所：サンポートホール高松 ホール棟 1F 市民ギャラリー

10. あんもち雑煮のご提供
香川県の郷土料理である、あんもち雑煮をご提供致します。 なくなり次第、終了とさせていただきます。
場所：サンポートホール高松 1F デックスガレリア
時間：11月 9日（土）11:00 ～ 16:00

11. 会場でのお呼び出し
原則として、各会場内スクリーンおよびアナウンスでのお呼び出しは行いませんので、予めご了 承ください。
『総合案内』付近に掲示板・伝言板を設置致しますので、ご自由にご利用ください。

12. 事務局からのお願い
・館内は参加証（ネームカード）の掲示をお願い致します。
・会場内（講演・ポスター）での許可のない写真撮影、ビデオ録画、録音は禁止します。
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。
　 会場内での通話は、 ご遠慮ください。
・指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
・指定のごみ分別にご協力ください。

13.モーニング・ランチョンセミナーについて
オンラインによる事前参加申込みを行っております。
○事前に参加登録された方
事前に参加登録されたメールにご案内致しております。印刷した整理券を必ずご持参ください。
○整理券当日配布について
事前登録状況により若干数ですが、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。
場所：『セミナー整理券配布デスク』（サンポートホール高松 3F 大ホール ロビー）
時間：11 月   9 日（土）8:30 ～ 11:00
　　　11月 10日（日）8:30 ～ 11:00

※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致します。

○セミナー会場入場時のご案内
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 5 分で無効となります。 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、
セミナー整理券の再発行は致しません。特に各会場入場時では、対応出来かねますので、紛失などにご注意ください。

14.市民公開講座
時間：11 月 9 日（土）14:15 ～ 15:15
会場：H 会場（サンポートホール高松　3 階　大ホール）
座長：芳地　一先生（香川大学医学部附属病院　薬剤部　教授・薬剤部長）
演題：0 歳から 100 歳までのスキンケア（ボーっと生きてんじゃねーよ？）
演者：荒瀬　誠治先生（徳島大学　医学部　名誉教授）
（共催：勇心酒造株式会社 )

15.関連行事
日本薬学会中国四国支部 高校生オープン学会
時間：11 月 10 日（日）10:10 ～
会場：K 会場（情報通信交流館　e-とぴあ・かがわ　BB スクエア）




