お知らせとお願い
● ご参加の皆様へ ●
１．開場時間
10 月 20 日
（土）9:00  ／ 10 月 21 日（日）7:30 に開場いたします。
２．受

付

日時：10 月 20 日（土）9:00 ～ 16:00
10 月 21 日（日）8:00 ～ 14:30
場所：アクトシティ浜松 コングレスセンター

１Ｆ

エントランスロビー

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。事前に送付いたしましたネームカードとプログラ
ム・予稿集を必ずお持ちください。
◦ネームカードには、予め、所属・氏名をご記入ください。
２）当日登録をご希望の方
◦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」にてお申し
込みください。
◦会員の方にはネームカード、非会員・学生の方には、ネームカードとプログラム・予稿集を
１部、お渡しいたします。
◦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
会

分

員

非会員
学

生 （大学院生は除く）
※

事前登録

当日登録

8,000円

10,000円

10,000円

15,000円

―

1,000円

※学生は学生証を受付にご提示ください。

３）ネームカードケース
◦当日、受付（アクトシティ浜松

コングレスセンター

１F

エントランスロビー）にご用

意いたします。
３．懇親会
日時：10 月 20 日（土）18:40 ～ 20:40
会場：ＴＫＰ浜松アクトタワーカンファレンスセンター・スカイホール 25
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。事前に送付いたしました懇親会ネームカードを必
ずご着用ください。
◦ネームカードには、予め、所属・氏名をご記入ください。
２）当日登録をご希望の方
◦
「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、定員になり次第、受付を終了させていただきます。
懇親会費：5 , 0 0 0 円
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４．単位取得について
本会では、以下の単位取得が可能です。
１）腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師制度研修単位……３単位
２）日本糖尿病療養指導士認定・更新のための研修会

薬剤師〈第１群〉……１単位

※１）、２）は本会参加証（ネームカードに記載）をもって、単位取得の証明となります。
再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
３）腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師の更新には、指定講演への参加が必要です。
今回の指定講演は、下記の通りです。
○教育講演１「電解質異常と薬」
日時：10 月 20 日（土）13:00 ～ 14:00
場所：第２会場（41 会議室）
○教育講演２「腎性貧血」
日時：10 月 20 日（土）13:00 ～ 14:00
場所：第３会場（31 会議室）
○学会誌編集委員会セミナー
「日腎薬誌に出してみよう！～論文の書き方、まとめ方～」
日時：10 月 20 日（土）13:00 ～ 14:30
場所：第５会場（44 会議室）
指定講演終了後、会場出口付近で受講証を配布いたします。
４）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度……１日 ３単位（２日で６単位）
５）日病薬病院薬学認定薬剤師制度……………………１日 3.5 単位（２日で７単位）
【研修シール配布場所】受付（アクトシティ浜松 コングレスセンター １F エントランスロビー）
【研修シール配布日時】10 月 20 日（土） 9:00 ～ 16:00
10 月 21 日（日） 8:00 ～ 14:30
※３）、４）は、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。
※３）、４）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。

６）一般社団法人日本透析医学会専門医制度単位……３単位
本会は、日本透析医学会専門医制度委員会が認める全国規模学術集会として認定されておりま
す。専門医・指導医ともに認定、更新に必要な単位のうち、３単位取得いただけます。「研修
シール配布場所」にて、参加証をお渡しいたしますので、ご希望の方は、お申し出ください。
５．プログラム・予稿集
◦会員の方および事前登録をされた非会員の方には、事前に郵送しております。当日お忘れなくお
持ちください。
◦非会員および学生で当日登録の方は、受付時に１部配布いたします。
◦追加でご購入希望の方は、１部 2,000 円にて販売いたします。「総合案内」にお越しください。な
お、部数に限りがございますので、売り切れの際にはご容赦ください。
６．クローク
クローク受付時間：10 月 20 日（土） 9:00 ～ 18:40
＊懇親会に参加の方は必ず荷物をお受け取り後、会場にご移動ください。
10 月 21 日（日） 8:00 ～ 16:00
場所：アクトシティ浜松

コングレスセンター

１F

エントランスロビー

【クローク利用の際のお願い】
・お荷物は、時間内に必ずお引取りください。
・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、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。
・貴重品（現金・クレジットカード・パソコンなど）や雨具（傘など）は、お預かり出来ません。
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７．ランチョンセミナー・スイーツセミナー・モーニングセミナー
・会期中ランチョンセミナーを開催し、お弁当を用意いたします。
・ランチョンセミナーの整理券は、当日分を 20 日は 9:00 より、21 日は 7:30 より、アクトシティ浜
松

コングレスセンター

１F

エントランスロビーにて配布いたします。

・モーニングセミナーの整理券は、前日分を 20 日の 9:00 より、アクトシティ浜松
ンター

1F

コングレスセ

エントランスロビーにて配布いたします。

・スイーツセミナーの整理券は配布いたしません。
・お弁当と資料は、各会場前にて配布いたします。午前のセッション終了後、各セミナー会場へ
お越しください。
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、アクトシティ浜松の駐車場を有料でご利用いただけます。
利用時間：6:00 ～ 24:00
利用料金：20 分ごとに 100 円

21:00 から 9:00 の間（１泊）は 1,000 円

収容台数：（一般）約 300 台
９．医薬品・医療機器展示
日時：10 月 20 日（土）10:00 ～ 17:30
10 月 21 日（日） 8:30 ～ 14:00
場所：アクトシティ浜松

コングレスセンター

４F

医薬品・医療機器展示会場

３F

書籍展示会場

10．書籍展示
日時：10 月 20 日（土）10:00 ～ 17:30
10 月 21 日（日） 8:30 ～ 14:00
場所：アクトシティ浜松

コングレスセンター

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およびサイドスライド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。
・緊急の場合は、
「総合案内」
（アクトシティ浜松 コングレスセンター １F エントランスロビー）
まで、お申し出ください。
12．会場でのお願い
・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、厳禁といたします。
・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．関連行事
・日本腎臓病薬物療法学会理事会
日時：10 月 19 日（金）15:00 ～ 18:00
場所：アクトシティ浜松 コングレスセンター
・地域連絡協議会
日時：10 月 19 日（金）15:00 ～ 18:00
場所：アクトシティ浜松 コングレスセンター

４Ｆ

44 会議室

４Ｆ

43 会議室

・日本腎臓病薬物療法学会代議員総会
日時：10 月 20 日（土）９:00 ～９:50
場所：第４会場（アクトシティ浜松

コングレスセンター

・優秀演題賞表彰式
日時：10 月 21 日（日）15:30 ～ 15:50
場所：第１会場（アクトシティ浜松

中ホール）
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４Ｆ

43 会議室）

