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横浜薬科大学 
 

第 36 回老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会は、SAM や老化に興味を持つ幅広い人

材が一堂に会して自由に話し合う年一度の機会です。急速な超高齢社会の到来により、SAM の

研究が果たす役割の重要性は益々大きくなってきております。本学術大会では、SAM を用いて

研究する様々な分野の研究者や技術者が、日頃の研究成果や途中経過、あるいは疑問点などを持

ち寄り、討論・検討しあうことで、各々の研究の更なる発展の一助となることを主旨としており

ますので、出来あがった未発表の仕事は勿論、研究途中で質問を投げかけるような発表、または

既に他の学会で発表された成果で本学会には未発表のものも歓迎いたします。 

 今回は横浜での開催となります。横浜は明治期以降貿易の拠点となり、輸入薬品の検査場と

して横浜薬司場が設けられ、近代薬学の発展に貢献してきました。その横浜の地に 2006 年に 6

年制薬学部として神奈川県で初めて薬科大学が誕生したのが横浜薬科大学です。第 36 回大会の

会場となる横浜薬科大学は、横浜ドリームランド跡地に建てられ、高台に位置し、富士山を望む

眺望豊かなキャンパスです。会場までは、東京駅から東海道線で JR 戸塚駅まで 40 分、戸塚駅

から神奈川中央バスで 20 分ほどです。 

 新型コロナウイルス感染症の今後の状況も見通せない中での開催にはなりますが、皆様が安

心してご参加いただけるよう大会の準備を進めて行きたいと思います。 

残暑も和らぐ時期です。是非、多くの皆様の積極的なご参加を願っております。なお、発表者

には会員の資格が必要ですので、必要な方は、お早めに入会手続きをお取りくださいますようお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会期：2021 年 9 月 16 日（木）、17 日（金） 
会場：横浜薬科大学 エサキホール 

〒245-0066  横浜市戸塚区俣野町 601 
ホームページ：https://36th.samrc.jp/ 
会場紹介ページ：https://www.hamayaku.ac.jp/access/index.html 
参加費：一般 5,000 円、学生 1,000 円（当日受付） 
事務局：横浜薬科大学 病態生理学研究室 

電話：045-859-1300 FAX:045-859-1301 
メール：36sam@yok.hamayaku.ac.jp 



 
第 36回 SAM 学会学術大会の演題申込と抄録提出の要領について 

 
A-0. 参加者の皆様へ                            
 新型コロナウイルス感染状況の見通せない中での開催となります。皆様が安心してご参

加いただけるよう横浜薬科大学新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに従い、以下の

要領で開催したいと思いますので、ご協力をお願い致します。会場は 500 人収容のホール

です。参加者の皆様には十分なスペースを取っていただけます。 

会場での対策 

１．マスク着用でご参加をお願いいたします。 

２．受付で検温を行い、会場に入室の際は手指のアルコール消毒を行ってください。 

３．会場内では常時マスク着用で、席の間隔をあけてお座りください。 

４．会場は、窓と一部扉を開放し十分換気を行います。 

 

また、下記 A～D に該当する方は入場をお断りさせていただきます。 

A. 37.5℃以上の発熱のある方 

B. 咳・咽頭痛・嗅覚障害等の症状が認められる方 

C. 過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等

への渡航並びに当該国・地域の在住者と濃厚接触がある方 

D. 過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした人及び過去2週間以内に同様の

症状にある人との接触歴がある方 

 

 

A-1. 一般演題のお申込みについて                         
演題申込と抄録の提出は下記に従って行ってください。 

① 第 36 回 SAM 学会学術大会のホームページ（https://36th.samrc.jp/）にある「一般

演題の申込みについて」を開き、「演題申込用紙」（Word）をダウンロードします。 

② ご自身のパソコンでダウンロードしたファイルに必要事項（演題申込、抄録）を書

き込みます。 

③ 専用の申込フォームに添付書類として SAM 学会学術大会事務局に送信してくだ

さい。 

（→申込フォームはホームページにリンクされています：https://36th.samrc.jp/ ） 
 

＊発表者には会員の資格が必要です。必要な方は、お早めに入会手続きをお願いいたし

ます。入会手続きは SAM学会事務局で行います。 

 

 

1） 演題申込用紙 

① 奨励賞に応募される場合は、演題申込用紙の指定欄に○をご記入ください。 

https://36th.samrc.jp/
https://36th.samrc.jp/


② 発表方法はコンピュータプレゼンテーション（口頭発表）のみです。

③ 動画を用いられる場合は、その旨を演題申込用紙にご記入のうえ、当日、ご自身の

PCを持参して使用してください。

④ 研究内容に密接に関連するキーワードを 4 つ以内で記入してください。

2）抄録

① 「演題申込用紙」2 ページ目の見本を参考に、横書き 1 枚（A4 サイズ）にまとめて

ください。

② マージン設定（左 22 mm、右 20 mm、上 28 mm、下 23 mm）を遵守してください。

③ 和文抄録本文の前に英文の Abstract を載せてください。

④ Figure や Table を挿入する場合は英文で作成してください。

【演題申込と抄録提出の期限】※延長しました

2021 年 6 月 26日（土）午後 5 時締め切りです。

【お問い合わせ】

第 36 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 

事務局：横浜薬科大学 病態生理学研究室 

電話：045-859-1300 FAX:045-859-1301 

メール：36sam@yok.hamayaku.ac.jp



A-2. 特別講演・シンポジウム・教育講演の演者の方へ           
１）「抄録の見本」を参考に、横書き２枚(A4サイズ)にまとめてください。 

２）マージン設定 (左 22 mm、右 20 mm、上 28 mm、下 23 mm) でお願いいたします。 

３）和文抄録本文の前に英文の Abstractを載せてください。 

４）Figureや Tableを挿入する場合は英文で作成してください。 

５）専用の申込フォームに添付書類として SAM 学会学術大会事務局に送信してください。 

（→申込フォームはホームページにリンクされています：https://36th.samrc.jp/ ） 
 

【お問い合わせ】 
第 36 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 

事務局：横浜薬科大学 病態生理学研究室 

電話：045-859-1300 FAX:045-859-1301 

メール：36sam@yok.hamayaku.ac.jp 

 

 

B. 発表について                                  
【コンピュータプレゼンテーションの注意事項】 

発表は原則としてご自身の PC で行ってください（Windows または Mac）。 

会場では、Windows 10（Microsoft Office 2013）搭載の PC を用意いたします。 

会場の PC で発表されたい方は、発表原稿（Microsoft PowerPoint 2010 以降）を USB メ

モリに保存してお持ちになり、お早めに係へお渡しください。 

文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントをご使用ください。 

推奨フォント（日本語）：MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝 

推奨フォント（英語）：Arial, Century, Century Gothic, Times New Roman 

 

 

C. 撮影・録音等について  

  本大会では、全ての講演（一般演題、教育講演、特別講演、シンポジウム含め）の写真

撮影、録音および録画を一切禁止としております。 

 

 

 

D. 昼食について 
 学内の学生食堂をご利用いただけます。大学の近隣に飲食店もあります。 

また、キャンパス内および近隣にコンビニもありますのでご利用ください。 

  

 

 

 

 

https://36th.samrc.jp/


E. 事前参加申込み                               

お申し込みは、下記の参加申し込み専用フォームまたは、事前参加申込書をダウンロード

して電子メールでお願いいたします。 

 

参加費について 

            一般       学生 

学会参加費      5,000 円          1,000 円 

 

学会参加費は、当日受付でお支払いください。なお、お支払いは、現金のみでお願いしま

す。カード等は使用できません。 

 

申し込み方法 

専用フォームからの申し込み 

お申し込みは、「専用フォーム」からお願いいたします。 

 

その他（フォーム以外でお申し込み） 

・「事前登録参加申込書（Word）」をダウンロードしてください。 

・ダウンロードしたファイル必要事項をご記入ください。 

・電子メールに添付して第 36 回 SAM 学会学術大会事務局にお送りください。 

 

申し込み先 

E-mail：36sam@yok.hamayaku.ac.jp 

第 36 回 SAM 学会学術大会事務局 大会長 友部浩二 宛 

 

 

申込期限 

学会参加 

2021 年 9 月 1 日（水）午後 5 時締切りです。 

（演題申込と抄録提出の期限とは異なります。） 

 

変更等がある場合は、「お問い合わせフォーム」をご利用いただき、ご連絡をお願いいたし

ます。 

 

F. 懇親会のご案内                                 
横浜薬科大学の新型コロナウイルス感染防止策に従い、本学術大会では懇親会の開催を自

粛いたします。 

 

 

 



タクシー乗り場 

G. 宿泊のご案内                                    
大学の周辺には宿泊施設はありあせん。ホテルのご予約は、ご自身でお願いします。 
戸塚駅または横浜駅、大船駅周辺が便利かと思います。 
 
 

H.アクセス                                                        
■住所：〒245-0066  横浜市戸塚区俣野町 601 

【アクセス案内ページ】https://www.hamayaku.ac.jp/access/index.html 
    電車の場合 

 ◇ JR：大船駅 ⇒バス 20 分 

 ◇ JR：戸塚駅 ⇒バス 20 分 

 ◇ 小田急：湘南台駅 ⇒バス 15 分 

 

最寄り駅からのアクセス 

JR 戸塚駅より 

・バス 

JR 戸塚駅西口より、戸塚バスセンターのりば 2 番（戸 50・52・55）から 

「ドリームハイツ行」または「俣野公園・横浜薬大前行」に乗車し、 

「俣野公園・横浜薬大前」で下車、徒歩１分  

※（戸 55）のバスは横浜医療センターを経由しますのでご注意ください. 

 

・タクシー 

JR 戸塚駅からタクシー（約 2,000 円）で約 15 分 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR戸塚駅バス乗り場、タクシー乗り場案内 

https://www.hamayaku.ac.jp/access/index.html


 

 

 

  お車の場合 

◇ １号線バイパス藤沢方面から左折の場合 

       ⇒聖母の園入口を過ぎ「原宿立体交差点」手前側道左折 

        横浜方面から右折の場合 

       ⇒吹上・浅間神社前を過ぎ「原宿立体交差点」手前側道右折 

   ◇ 深谷交差点を左折 

  ◇ ドリームハイツ方向へ道なりに坂を登る 

 
 
【地図】 

  
 
 
【関連リンク】 

会場アクセスページ 

 https://www.hamayaku.ac.jp/access/index.html 
 

観光（横浜市観光協会より） 

 https://www.welcome.city.yokohama.jp/ 
 

参加申込／懇親会申込フォーム」 

 https://pro.form-mailer.jp/fms/7e9f44ef151548 

https://pro.form-mailer.jp/fms/7e9f44ef151548


 

一般演題登録／シンポジウム演題登録／英文演題登録／英文懇親会参加 

  https://pro.form-mailer.jp/fms/d2923c6f150979 
 

お問い合わせ専用フォーム 

  https://pro.form-mailer.jp/fms/de1ec6a6150980 


