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第 34 回 SAM 学会学術大会 

大会長  上野 正樹

（香川大学）

第 34 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。

今回は香川県高松市での開催となります。会場の香川県社会福祉総合センターは、高松市の中

心部に位置し、JR 高松駅から徒歩で 15～20 分ほど（バスで 10 分ほど）、高松空港からリムジン

バスで 30～40 分ほどで、アクセス可能な交通至便の地にあります。周辺には、うどん屋を含む

多くの飲食店がございます。

暑い時期ではありますが多くの方に学会に参加していただき、熱い議論が展開することを願っ

ています。香川の観光名所としましては、栗林公園、金刀比羅宮（こんぴらさん）、四国村、屋

島などがあります。学術大会の翌日は「海の日」ですので、この機会に香川県での観光（直島の

地中美術館や小豆島を含む瀬戸内海めぐりなど）をゆっくり楽しんで頂ければと思っております。

皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げております。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：２０１９年７月１３日（土）、１４日（日） 

会場：香川県社会福祉総合センター 

〒760－0017 香川県高松市番町 1丁目 10番 35号 

ホームページ：http://34th.samrc.jp

アクセスマップ：http://www.kagawa-swc.or.jp/home/intro/index.htm#4

参加費：一般 5,000 円、学生 1,000円（当日受付） 

事務局：実行委員長 千葉 陽一 

第 34 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 

香川大学医学部・炎症病理学 

E-mail: 34sam@med.kagawa-u.ac.jp

TEL: 087-891-2115; FAX: 087-891-2116 



第 34回 SAM 学会学術大会の演題申込と抄録提出の要領、ご宿泊について 

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 34 回 SAM 学会学術大会のホームページ（http://34th.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://34th.samrc.jp/registration/） 

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。

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 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）。特に、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、必ずご自身の

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】2019 年 5 月 11 日（土）午後 5 時締め切りです。

【お問い合

実

せ】

行委員長 千葉 陽一 
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A-2. 特別講演・シンポジウム・教育講演の演者の方へ

１）「シンポジウム・特別講演抄録用紙」をダウンロードし、A4サイズ２ページにまとめて

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://34th.samrc.jp/presenter/） 

【お問い合せ】

実行委員長 千葉 陽一 
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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 7（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 または 2013）を

USB メモリに保存してお持ちになり、お早めに係へ渡しください。 

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. 懇親会のご案内

7 月 13 日（土）午後 6時 30 分から、リーガホテルゼスト高松にて懇親会を開催いたします。

多数のご参加をお待ちしております。 

会場：リーガホテルゼスト高松（香川県高松市古新町 9-1） 

懇親会費：一般 5,000 円、 学生 500 円（当日受付にてお支払いください） 

https://34th.samrc.jp/presenter/


お申込は、ファイルをダウンロードして電子メールでお願いいたします。

ホームページで申し込む https://34th.samrc.jp/banquet/

【懇親会の申込期限】

【延長しました】2019 年 5 月 11 日（土）午後 5 時締め切りです。

（演題申込と抄録提出の期限と同じです。）

【お問い合せ】

実行委員長 千葉 陽一 
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D. 宿泊のご案内

高松市内のホテルをご自身でご予約をお願いします。

関連サイトはホームページにリンクしています。http://34th.samrc.jp

E. 香川県社会福祉総合センターへのアクセス

■住所：香川県高松市番町１丁目１０番３５号

・アクセス案内ページ

http://www.kagawa-swc.or.jp/home/intro/index.htm#4 

◇ ＪＲ高松駅より 徒歩約１５分

◇ ことでん瓦町駅より 徒歩約１０分

◇ 高松空港より

空港直行連絡特急バス（リムジンバス）約３５分

県庁通り 中央公園前 下車

◇ 地下有料駐車場 約５５台収容可能 （２５分１００円）

◇ 路線バス 「県庁・日赤前」より徒歩 2 分 

「市役所西」より徒歩 3 分 

https://34th.samrc.jp/banquet/
http://34th.samrc.jp/




[関連リンク] 

１．会場図

http://www.kagawa-swc.or.jp/home/intro/index.htm#4 

２．宿泊（高松観光コンベンション・ビューローより）

http://takamatsu.or.jp/stay/ 

３．お問い合せ専用フォーム

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


