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学術総会参加者の方へ

�．総合受付

総合受付は，米子コンベンションセンター 1階 ロビーで下記の時間に行います．

12 月 1 日（木）8：00〜18：00

12 月 2 日（金）8：30〜18：00

12 月 3 日（土）8：30〜15：00

学術総会の当日参加登録，懇親会受付，抄録集販売などを行います．

（公財）日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師・受講シール，（一社）日本病院薬剤師会の研修シールの配布

�．参加登録

�) 事前参加登録がお済みの方

事前にネームカードをお送りいたします．当日必ず会場にご持参いただき，会場内では必ずネームカードを

着用ください．事前参加登録をされた方は受付の必要はありませんので，直接会場までお越しください（ネー

ムケースは受付にご用意いたします）．

※12 月 3 日（土）のワークショップは事前参加登録を行います．詳しくは学術総会ホームページをご覧ください．

�) 当日参加登録の方

当日受付にて参加証をお求めください．参加証に氏名，所属をご記入のうえ，会場内では必ずネームカード

を着用ください．

当日参加費 会 員 13,000 円

（現金のみ） 非会員 15,000 円

学生・大学院生 3,000 円（※学生証を提示してください)

懇親会 5,000 円（12 月 1 日（木）19：00 より開催)

�．学会事務局受付

学会事務局受付は，米子コンベンションセンター 1階 ロビーで下記の時間に行います．

12 月 1 日（木）8：00〜18：00

12 月 2 日（金）8：30〜18：00

12 月 3 日（土）8：30〜15：00

年会費納入，出席証明書の発行，学会への入会手続き，登録変更手続き等

※出席証明書は上記の時間内のみの配布となります．上記以外の配布はいたしませんのでご注意ください．

�．プログラム・抄録集

ご希望の方は，「総合案内」にて 2,000 円で販売いたします．

なお，部数には限りがありますので，予めご了承ください．

�．懇親会

12 月 1 日（木）19：00〜 米子全日空ホテル 2階 飛鳥にて開催いたします．事前登録で懇親会費をお支払の方は

ネームカードに懇親会登録者用のシールを貼りつけておりますので，懇親会会場にネームカードを必ずご着用の

うえお越しください．

当日に参加を希望される方は「参加受付」にて懇親会費（一人 5,000 円）をお支払いただき，懇親会参加者用の

シールの貼付けを受けてください．懇親会会場ではネームカードをご着用のうえ，シールをご提示ください．

�．臨床薬理学講習会受付

本年度も，事前登録制を採用いたしました．当日参加の受付は 12 月 4 日（日）8：30 より講習会会場（米子コン

ベンションセンター 6階 第 7会議室）前にて行います．

�．日本臨床薬理学会臨床薬理専門医・認定薬剤師の方ならびに同試験の受験をご希望の方へ

学術総会および臨床薬理学講習会（以下，講習会）に出席されると，専門医・認定薬剤師更新ならびに認定試験

に必要な単位を取得できます．出席証明書を発行しますので手続きをお取りください．
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�) 認定更新（5年間で 50 単位必要)

取得できる単位：学術総会出席 15 単位，学術総会での研究発表・演者 5単位，学術総会での研究発表・共

同演者 2単位，講習会出席 10 単位（認定薬剤師は学術総会，講習会各 1回以上の出席が必要です．）

�) 認定試験の受験資格

学術総会と講習会を合わせて 4回以上の出席が必要です．そのうち，学術総会および講習会に少なくとも

1回の出席が必要です．

�．日本臨床薬理学会認定 CRCの方ならびに同試験をご希望の方へ

学会会員・非会員のいずれの参加者も，日本臨床薬理学会認定 CRC の認定更新ならびに認定試験に必要な点数

を取得できます．出席証明書を発行しますので手続きをお取りください．

�) 認定更新（5年間で 100 点必要)

取得できる点数：学術総会出席 20 点，学術総会での研究発表・演者 10 点，学術総会での研究発表・共同

演者 5点，臨床薬理学講習会出席 10 点

�) 認定試験の受験（50 点必要)

取得できる点数：学術総会出席 20 点，学術総会での研究発表・演者 10 点，学術総会での研究発表・共同

演者 5点，臨床薬理学講習会出席 10 点

�．出席証明書の発行

臨床薬理専門医，認定薬剤師，認定CRCの更新および受験のために出席証明書が必要な方は，学会事務局受付に

てお渡しする出席証明書（2枚綴り）に必要事項を記入し，「事務局控え」を学会事務局受付に提出してください．

なお，講習会の出席証明書は，講習会当日にお渡しします．

学会会員：学会事務局で出席証明書をもとに出席を記録しますが，証明書の「出席者控え」は各自で保管して

ください．

非 会 員：学会事務局で記録いたしませんが，「事務局控え」を提出してください．出席証明書が必要な場合に

は，「出席者控え」を各自で保管してください．

10．各単位取得について

�) 学術総会参加証の写しが「日本医師会生涯教育講座」の講習会等の参加証明となります．

�)（公財）日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師・受講シール，（一社）日本病院薬剤師会の研修シールを

総合受付にて配布いたします．

※1日につきどちらか一方しか受けとることはできませんのでご注意ください．

11．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

第 37 回日本臨床薬理学会学術総会の次のシンポジウムは，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，以下のセッションの会場前にて，受講証明書引換書を受

け取り，ご参加いただいたうえで，終了後に会場出入口にて，受講証明書を受領してください．

＜精神科領域のセッション＞

シンポジウム 3「自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの治療」

日時：12 月 1 日（木）9：00〜11：00

会場：第 5会場（米子市文化ホール 1F メインホール）

＜がん領域のセッション＞

シンポジウム 4「がん化学療法における臨床薬理学的アプローチ ―服薬コンプライアンスから分子薬

理研究」

日時：12 月 1 日（木）9：00〜11：00

会場：第 6会場（米子市文化ホール 1F イベントホール）

シンポジウム 14「日本臨床腫瘍学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 臨床薬理学の専門性とがん

薬物療法」

日時：12 月 2 日（金）9：00〜11：00

会場：第 6会場（米子市文化ホール 1F イベントホール）
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12．ランチョンセミナーについて

ランチョンセミナー整理券を，各セミナー当日の朝配布いたします．下記配布場所で整理券をお受け取りくださ

い．整理券は無くなり次第終了となりますので，予めご了承ください．

※整理券をお持ちでない場合にも，ランチョンセミナー開始後に，空席がある場合には会場係員の指示によ

りご入場できる場合がありますので，直接会場にお越しください．

※整理券はセミナー開始と同時に無効になりますのでご注意ください．

配布場所：米子コンベンションセンター 1階 ロビー

配布時間：12 月 1 日（木）8：00〜10：00 12 月 2 日（金）8：30〜10：00 12 月 3 日（土）8：30〜10：00

13．企業展示

企業展示を米子コンベンションセンター 1 階 ホワイエ／ 2 階 ロビーにて下記の時間に行います．ぜひ，お

立ち寄りください．

12 月 1 日（木）9：00〜18：00 12 月 2 日（金）9：00〜18：00 12 月 3 日（土）9：00〜15：00

14．クローク

クロークは米子コンベンションセンター 1階 ロビーにて下記の時間に開設しております．

12 月 1 日（木）8：00〜18：30 12 月 2 日（金）8：30〜18：30 12 月 3 日（土）8：30〜16：10

15．ご注意

�) 会場内での写真撮影，録音，録画は禁止いたします．

特にフラッシュ撮影をされている場合は，会場から退室していただく場合があります．

�) 会場内は禁煙です．

�) 限られた時間内に討論が出来ますよう，質問・討議される方は予めマイクの後ろにお並びください．

司会者の指名により，ご所属・お名前を告げてから質問・討議を開始してください．

�) 会場内では，携帯電話の電源をお切りいただくか，マナーモードに切り替えてください．

�) 会場内での呼び出しは行いません．参加者への連絡は総合受付付近の会員連絡板をご利用ください．
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