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参加者へのご案内

1．参加受付について
場所・受付時間

総合受付　設置場所 11月 2日（土） 11月 3日（日） 11月 4日（月・祝）

福岡国際会議場	1F	エントランスホール 8:00 ～ 17:00 7:45 ～ 17:00 8:00 ～ 14:00

マリンメッセ福岡	1F	エントランスロビー 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 14:00

ホテル日航福岡	3F	ホワイエ 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 11:00 ―

受付機能配置一覧
総合案内・	

プログラム集販売 参加受付 招待者受付 事前登録者
ヘルプ窓口 単位シール

福岡国際会議場 〇 〇 〇 〇 ×

マリンメッセ福岡 × 〇 × × 〇

ホテル日航福岡 × 〇 × × ×

［注意］
※プログラム集販売、	事前参加登録者のお問い合わせ窓口は福岡国際会議場の受付のみです。
※単位認定に関連する受付は、マリンメッセ福岡	2F	ロビーの専用窓口のみとなります。
※設置場所詳細は P8～の会場案内図でご確認ください。
※単位シール取得の時間については P23をご確認ください。

●事前に参加登録をされた方
受付をしていただく必要はございません。事前に送付している、年会ネームカードとネームカードケースを必ず
ご持参ください。ネームカードのない方のご入場は、お断りいたします。

●当日登録の方
当日登録用紙に必要事項をご記入のうえ、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
登録費のお支払いは、現金でお願いします。登録後、年会ネームカードとプログラム集をお渡しいたします。ネー
ムカードには、所属・氏名を各自でご記入ください。

【当日登録・年会参加費】
会員 13,000 円
非会員 16,000 円
学生 　4,000 円（学生証をご提示ください）

※	当日、日本医療薬学会に入会されると、会員の参加登録費でご参加いただけます。ご希望の方は参加登録前に、
「日本医療薬学会入会受付」にて手続きを行ってください。

●ネームカードケース
当日、受付周辺のデスクに用意していますので、会場内では必ずご着用ください。

2．懇親会
場　所：ホテル日航福岡	3F	都久志の間
日　時：11月 3日（日）19:00 ～ 21:00

●事前に参加登録をされた方
受付をしていただく必要はございません。事前に送付している、懇親会ネームカードを必ずご着用うえ、懇親会
会場へご入場ください。
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●当日登録の方
「総合案内」（福岡国際会議場	1F	エントランスホール）へお越しください。
懇親会費のお支払いは、現金でお願いいたします。懇親会費受領後、懇親会ネームカードをお渡しいたします。
懇親会は定員制のため、先着順で定員に達し次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。

【当日登録・懇親会費】
一般 10,000 円
学生 　5,000 円（学生証をご提示ください）

3．（一社）日本医療薬学会　入会受付・年会費の支払い
（一社）日本医療薬学会の入会・年会費の支払いをご希望の方は、「日本医療薬学会入会受付（福岡国際会議場	
1F	エントランスホール）」にて手続きを行ってください。

4．単位認定について

（1）日本医療薬学会認定薬剤師、がん専門薬剤師、薬物療法専門薬剤師の受講単位について
日本医療薬学会認定薬剤師、がん専門薬剤師および薬物療法専門薬剤師の各認定制度では、本年会への参加を認
定や更新時の要件の一部として、受講単位を付与しています。各認定および更新申請の際には、本年会の年会ネー
ムカードのコピーが必要になりますので、大切に保管してください。

（2）	日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度の受講シールおよび日病薬病院薬学認定薬剤師制度の
研修単位シールの交付について
場　所：マリンメッセ福岡	2F	ロビー
時　間：11月 2日（土）　　　8:00 ～ 18:30
　　　　11月 3日（日）　　　8:00 ～ 18:30
　　　　11月 4日（月・祝）　8:00 ～ 15:00
取得単位数：日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度　3単位／日
　　　　　　日病薬病院薬学認定薬剤師制度　2日および 3日：4単位／日、4日：3単位／日
今回から、日本薬剤師研修センター受講シールの発行にあたって、＜薬剤師免許番号＞の提出が必要となるため、
申請・受付方法が変わります。以下をよくお読みくださいますよう、お願いいたします。

【日本薬剤師研修センター受講シール（単位シール）取得について】
　単位シールの受け取りには、薬剤師名簿登録番号（薬剤師免許番号）、受講者名が必須となっております。

【日病薬病院薬学認定薬剤師制度単位証明（研修単位シール）取得について】
　研修単位シールの受け取りには受講者名が必須となっております。

第 29回日本医療薬学会年会ではスムーズに「単位シール」を取得できるようにあらかじめ単位シール取得申請
書をご自身で作成していただきます。申請書の作成は事前参加登録の有無に関わらず、年会ホームページから行
うことができます。会期中も窓口で申請書を作成することは可能ですが、スムーズな受付のため、事前の申請に
ご協力ください。
※本会では、申請（登録）をすると、会期中最大 3日分（3枚）のシールの取得が可能です。
　1日に取得できるシールは 1枚のみです。
　また、同日で２種類の単位シールは取得できませんが、別の日であれば違う種類の単位シールを取得できます。
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以下のフローをご参照いただき、事前に単位シール取得申請書を作成してください。
■申請書登録方法（ご自身のパソコン、スマートフォン、タブレットにて登録できます。）

個人情報（氏名・所属・メールアドレス）を入力

取得予定のカテゴリを選択

〇日本薬剤師研修センターのみ　※
〇日本病院薬剤師会のみ
〇日本薬剤師研修センターと日本病院薬剤師会のいずれか　	※

必要に応じて薬剤師名簿登録番号（薬剤師免許番号）を入力

登録完了

申請書を印刷 スマートフォン、タブレットなどに
PDFファイルを保存

事前にご登録されていない場合は当日受付にご用意してあるパソコンで登録、印刷ができます。

台数に限りがありますので、事前にご登録いただくか、ご自身のスマートフォン、タブレットなどでご登録くだ
さい。

■単位シール取得方法（会期当日）

事前送付された、第 29回日本医療薬学会年会ネームカードを持参
もしくは当日参加登録受付で参加費をお支払い（ネームカード受取）

単位シール受付に印刷または保存した単位シール取得申請書のQRコードを提示

希望の単位シールを受付スタッフに伝える

受講シール（単位シール）受け取り

※紛失された場合でも、シールの再発行はできません。ご注意ください。

※ 1日に取得できるシールは 1枚のみです。
　	また、同日で２種類の単位シールは取得できませんが、
別の日であれば違う種類の単位シールを取得できます。

1日 1回、どちらか 1枚

単位シール受付では、ネーム
カードを必ず着用しておいて
ください。

※薬剤師名簿登録番号（薬剤師免許番号）が必須
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（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
本年会の次表のシンポジウムは、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うえ、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。

領域 該当セッション セッション名 日時 会場

がん シンポジウム 2 がんゲノム医療新時代	～薬剤師が知っておくべき
こと～

11/2（土）
15:35 ～ 17:35 第 1会場

福岡サンパレス	
2F	大ホール

精神科 シンポジウム 4 精神疾患をもつ妊婦・授乳婦への実例を通した薬学
的アプローチ

11/2（土）
13:25 ～ 15:25 第 2会場

福岡サンパレス	
2F	パレスルーム

がん シンポジウム 18 がん化学療法における臨床的課題を解決するために研究指導者が持つべき先導的視点
11/2（土）

13:25 ～ 15:25 第 13会場
福岡国際会議場		
5F	502 ＋ 503

がん シンポジウム 27 AYA 世代がん患者への薬剤師の貢献　～治療に伴う性腺機能低下に、一歩踏み込んだ介入を～
11/2（土）

13:25 ～ 15:25 第 16会場
ホテル日航福岡		
3F	都久志の間

がん シンポジウム 29 がん個別化医療を担う病院薬剤師のこれから	/	Precision	Medicine に対するそれぞれの役割
11/3（日）
9:00 ～ 11:00 第 1会場 福岡サンパレス	

2F	大ホール

感染制御 シンポジウム 31 抗菌薬適正使用支援チームの薬剤師が知っておくべき抗感染症薬の基礎と実践的使い方
11/3（日）

15:35 ～ 17:35 第 1会場
福岡サンパレス	
2F	大ホール

がん シンポジウム 42 オンコロジック・エマージェンシーに対する集中治療領域の薬剤師とがん領域の薬剤師の視点
11/3（日）

13:25 ～ 15:25 第 5会場
福岡国際会議場		
2F	203 ＋ 204

がん シンポジウム 43 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象（irAE）への対策と医療連携
11/3（日）

15:35 ～ 17:35 第 5会場
福岡国際会議場		
2F	203 ＋ 204

がん シンポジウム 52 がん専門薬剤師の薬学的介入の視点と症例サマリーのまとめ方のコツ
11/3（日）

15:35 ～ 17:35 第 15会場
マリンメッセ福岡		
3F	サブアリーナ

がん シンポジウム 53 漢方薬の適正使用のための科学的アプローチ 11/3（日）
9:00 ～ 11:00 第 16会場 ホテル日航福岡		

3F	都久志の間

感染制御 シンポジウム 56 薬剤師による感染症診療支援のレベルアップに向けて 11/4（月・祝）
9:00 ～ 11:00 第 5会場 福岡国際会議場		

2F	203 ＋ 204

感染制御 シンポジウム 60 今だからこそ考える感染領域における薬剤師認定制度の変遷・ニーズ・展望
11/4（月・祝）
13:25 ～ 15:25 第 10会場

福岡国際会議場		
4F	411 ＋ 412

妊婦・授乳婦 シンポジウム 61 リウマチと妊娠　治療と薬剤の安全性評価を考える 11/4（月・祝）
9:00 ～ 11:00 第 11会場 福岡国際会議場		

4F	413 ＋ 414

（4）日本糖尿病療養指導士の単位取得について
本年会は、日本糖尿病療養指導士の認定資格の更新時に必要な単位として認定されています。申請時には、年会
ネームカードが必要となりますので、大切に保管してください。

5．プログラム集
事前に参加登録された方には、事前に送付しています。別途ご希望の場合（1部 2,000 円）は、「総合案内」（福
岡国際会議場	1F	エントランスホール）にて、販売します。

6．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、貴重品や傘はお預かりできません
ので、ご了承ください。
※ 	11 月 4日（月・祝）のクロークは、大変混雑が予想されます。ご宿泊施設のクローク等もご利用いただけれ
ば幸いです。

場所 · 受付時間：
設置場所 11月 2日（土） 11月 3日（日） 11月 4日（月・祝）

福岡国際会議場	1F	エントランスホール 8:00 ～ 19:00 7:45 ～ 19:00 8:00 ～ 15:45

福岡サンパレス	2F	ロビー 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 15:45

マリンメッセ福岡	1F	エントランスロビー 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 15:45

ホテル日航福岡 ホテルクロークをご利用ください ―
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7．ワークショップ
事前申込をされた方を対象に開催いたします。
また、キャンセルされる場合は、必ず運営事務局まで E-mail または FAXにてご連絡ください。なお、残席があ
る場合、および当日申込枠があるワークショップについては、ワークショップ開始 30分前より会場前にて受付
を行います。

ワークショップ 1　
薬物療法専門薬剤師ワークショップ「ジェネラリストとしての薬剤師力を磨く～実践！複合疾患を有する患者
への薬学的アプローチ」
日　　時：11月 2日（土）　13:30 ～ 17:30
会　　場：マリンメッセ福岡	2F	会議室 2

ワークショップ 2　
臨床研究ワークショップ「落とし穴に陥らない臨床研究実践のための極意（入門編）」
日　　時：11月 3日（日）　13:30 ～ 17:30
会　　場：マリンメッセ福岡	2F	会議室 2
参 加 費：3,000 円　※当日ワークショップ会場前の受付にてお支払いください。

8．メディカルセミナー
●事前に参加登録をされた方
　事前に送付している、メディカルセミナー整理券を必ずご持参ください。
●メディカル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：「メディカルセミナー整理券配布デスク」　（福岡国際会議場　1F　ロビー）
　配布時間：セミナー当日 3 日間を通して 8:00 ～ 11:00　※当日分のみ配布
　※配布時間終了後、残数があ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け取りのうえ、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、ご了承ください。
原則として、メディカル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、対応できかねますの
で紛失にはご注意ください。

9．食事
メディカルセミナーでは、昼食のお弁当を配布します。その他は、各施設内および周辺のレストランをご利用く
ださい。また、会期中に福岡国際会議場と福岡サンパレス間の緑道に、キッチンカー（とんこつラーメン、博多
うどん、ローストビーフ丼、カレーライス、ハンバーガー）を出店いたします。費用は各自負担となります。

10．駐車場
年会専用の駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。
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11．託児室
お子さまを同伴される参加者のために、年会期間中、会場内の無料の託児室を開設いたします。
※事前予約制となりますので、ご予約のない場合はご利用いただけません。
※対象：生後 3か月～小学校 3年生まで
開設日時：11月 2日（土）　　　8:00 ～ 19:00

11 月 3日（日）　　　8:00 ～ 19:00
11 月 4日（月・祝）　8:00 ～ 15:30

委 託 先：株式会社テノ．サポート（全国保育サービス協会　正会員）
● 	2019 年 9月 10日時点ですでに定員に達しており、現在はキャンセル待ちのみ受付しています。詳細は年会
ホームページよりご確認ください。

12．薬科機器・医薬品展示
会　　場：マリンメッセ福岡	1F	アリーナ
日　　時：11月 2日（土）　　　9:00 ～ 18:30

11 月 3日（日）　　　9:00 ～ 18:30
11 月 4日（月・祝）　9:00 ～ 15:00

13．書籍展示
場　　所：福岡国際会議場	3F・4F・5F	ロビー

福岡サンパレス	2F	ロビー
マリンメッセ福岡	1F	アリーナ

日　　時：11月 2日（土）　　　9:00 ～ 18:30
11 月 3日（日）　　　9:00 ～ 18:30
11 月 4日（月・祝）　9:00 ～ 15:00

14．ドリンクコーナー
下記の場所に用意していますので、ご利用ください。
場　　所：	福岡国際会議場	5F	ロビー、マリンメッセ福岡	1F	アリーナ（ポスター・展示会場内）

15．オンライン演題検索システム「MICEnavi」のご案内
演題検索やスケジュール登録ができるオンラインサービスをご利用いただけます。
パソコンでご利用いただける	Web	版、スマートフォンや	iPad	でご利用いただけるアプリ版があります。

● Web 版
年会ホームページ（http://www.congre.co.jp/29jsphcs/）よりご利用いただけます。ご利用にはインターネッ
ト環境が必要です。

●アプリ版
MICEnavi アプリから、本会のプログラム情報を検索・閲覧できます。
＜利用開始方法＞
①Apple	App	Store、Google	Play から「MICEnavi」を検索し、ダウンロード、インストールしてください。
②MICEnavi を開き、アカウント登録後、ログインしてください。
③ 	MICEnavi 内で「第 29回日本医療薬学会年会」「29jsphcs」などと検索し、プログラム情報をダウンロード
してください。

「MICEnavi」の利用および要旨の閲覧には、プログラム集記載のパスワードの入力が必要です。
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・ダウンロード開始予定日：2019年 10月下旬（MICEnavi からのダウンロード開始予定時期です。）
・利 用 料：無料（ダウンロードには別途通信料が発生します。）
・対応機種：iOS：10.0 以降。iPhone、iPad、iPod	touch に対応。

Android：4.4 以上。スマートフォン、タブレットに対応。

16．会場でのお呼び出し
原則として、各会場内サイドスクリーンおよびアナウンス、館内放送でのお呼び出しは行いませんので、ご了承
ください。福岡国際会議場	1F	エントランスロビーに掲示板・伝言板を設置いたしますので、ご自由にご利用く
ださい。

17．年会事務局からのお願い
会場では、必ず年会ネームカードをご着用ください。
会場内（講演・ポスター）での写真撮影、ビデオ録画、録音はご遠慮ください。
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。また、会場内での通話はご遠
慮ください。
各施設、指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。

18．優秀演題候補について
●優秀演題候補セッション

日　時：11月 2日（土）13:25 ～ 14:25 ／ 14:25 ～ 15:25 ／ 15:35 ～ 16:35 ／ 16:35 ～ 17:35
会　場：第 9会場　（福岡国際会議場	4F	409+410）
　　　　第 10会場（福岡国際会議場	4F	411+412）
　　　　第 11会場（福岡国際会議場	4F	413+414）

●優秀演題候補ポスター展示供覧
日　時：11月 2日（土）　　　10:30 ～ 18:30
　　　　11月 3日（日）　　　　9:00 ～ 18:30
　　　　11月 4日（月・祝）　　9:00 ～ 13:00

本セッションの中から、優秀演題選考委員による審査結果に基づき、優秀演題を決定します。
審査結果は、11月 3日（日）に公表し、懇親会にて表彰を行います。

19．年会行事
●一般社団法人日本医療薬学会　第 11 回臨時社員総会・令和元年度学会賞表彰式

日　時：11月 3日（日）　8:00 ～ 10:00
会　場：第 6会場（福岡国際会議場	3F	メインホール）

●令和元年度日本医療薬学会　学術貢献賞・奨励賞受賞講演
日　時：11月 4日（月・祝）　9:00 ～ 10:30
会　場：第 1会場（福岡サンパレス	2F	大ホール）
座　長：山田　清文（名古屋大学医学部附属病院	薬剤部）
学術貢献賞：橋田　亨　　（神戸市立医療センター中央市民病院	薬剤部）
奨　励　賞：小原　拓　　（東北大学病院	薬剤部）
　　　　　　木村　丈司（神戸大学医学部附属病院	薬剤部）
　　　　　　平　　大樹（立命館大学	薬学部）
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●令和元年度日本医療薬学会　Postdoctoral Award 受賞講演
日　時：11月 4日（月・祝）　13:25 ～ 14:55
会　場：第 2会場（福岡サンパレス	2F	パレスルーム）
座　長：山田　清文（名古屋大学医学部附属病院	薬剤部）
Postdoctoral	Award：今井　俊吾　　（北海道大学病院	薬剤部）	
　　　　　　　　　　　加藤　秀雄　　（愛知医科大学	感染症科）
　　　　　　　　　　　柴田　ゆうか（広島大学病院	医療安全管理部）
　　　　　　　　　　　新谷　拓也　　（大阪大学医学部附属病院	薬剤部）
　　　　　　　　　　　鳥居　綾　　　（金城学院大学	薬学部）
　　　　　　　　　　　細谷　龍一郎（武蔵野赤十字病院	薬剤部）
　　　　　　　　　　　山本　将大　　（	国立研究開発法人	国立国際医療研究センター	研究所		

脂質シグナリングプロジェクト）

●市民公開講座　「乳がんの最新情報～あなたとあなたの家族のために～」
日　時：11月 4日（月・祝）　13:25 ～ 15:25
会　場：第 6会場（福岡国際会議場　3F　メインホール）
オーガナイザー：大野　真司（がん研究会有明病院	乳腺センター）

次期開催のご案内

第30回日本医療薬学会年会
会　期：2020年 9月 20日（日）～ 22日（火・祝）
会　場：名古屋国際会議場他
年会長：山田　清文（名古屋大学医学部附属病院薬剤部）


