〈WEB 参加〉の方へのご案内
1．参加受付
《事前参加登録済の方》
参加証明書およびプログラム集をお送りいたします。
なお、WEB 参加登録された場合は、当日ご来場いただいても会場内へはご入場できませんので、
ご了承ください。
《事前参加登録をされていない方の直前大会参加登録》
1）大会参加費
一般 10,000 円/学生 1,000 円
2）直前参加登録期間
2021 年 9 月 10 日（金）
〜9 月 17 日（金）正午
※9 月 18 日（土）
〜会期中のご登録はできません。
3）直前参加登録方法
学術大会ホームページの「直前参加登録（WEB 参加）
」よりご登録ください。
参加費のお支払いはクレジットカードのみとなります。
参加証明書およびプログラム集は PDF データで提供いたします。決済完了通知メールと共に
URL をお送りいたしますのでご自身でダウンロードしてご利用ください。印刷物の郵送はいた
しませんので、あらかじめご了承ください。
2．ライブ配信の視聴について
9 月 19 日（日）
・20 日（月・祝）の 2 日間限定で、以下のプログラムの「ライブ配信」を行います。
ライブ配信視聴サイトは参加登録された方のみログインできます。ログインには大会参加章に記
載されている ID・パスワードが必要です。
「WEB 参加直前登録」の参加者には 9 月 18 日（土）ま
でにメールにてログイン ID・パスワードをお知らせいたします。大会参加登録章はございません
のであらかじめご了承ください。各セッションのライブ配信視聴には定員がございます。定員は
1,000 名〜10,000 名程度あり、充分な視聴数を確保していますので、ご安心いただき、過度な接続
はお避けください。定員になり次第、視聴締切りとなりますので、その場合は他のセッションを
ご視聴頂きますようお願いいたします。詳しくは、大会ホームページの「ライブ配信視聴」にて
ご確認ください。
なお、一般演題のライブ配信は行いません。
・開会式・式典
・特別記念講演
・特別講演
・県民公開講座

中止

・分科会
・ランチョンセミナー
・スポンサードセミナー

16

〈WEB 参加〉の方へのご案内
3．公益財団法人日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度

研修受講シール

配付単位：9 月 19 日（日）4 単位
9 月 20 日（月・祝）2 単位
配付方法：視聴ログを確認することで、研修受講シールの配付を行います。条件に合致した場合、
大会終了後に郵送にて受講シールを送付いたします。なお、個人の視聴ログを取得す
るため、薬剤師名簿登録番号（免許番号）を使用します。日本薬剤師研修センターの
受講シールをご希望の方は、各プログラムのライブ配信を視聴いただく際に、必ずご
入力ください。受講が認められるのは参加登録された本人のみです。登録がない方の
受講は認められません。
配付条件：9 月 19 日（日）は WEB で 360 分以上、9 月 20 日（月・祝）は WEB で 180 分以上の
プログラム閲覧が必要となります。閲覧時間数の合計を大会事務局にて集計し、各日
の閲覧時間が必要条件を超えている場合、後日、研修受講シールを郵送いたします。

※通常はセッション終了後にキーワードの回答が必要ですが、今回は特例としてキーワードの回答は不要です。

研修受講シールの取得対象プログラムと受講例
・特別記念講演（60 分）
・特別講演（各 60 分）
・県民公開講座（60 分）

中止

・分科会（各 120 分）
・ランチョンセミナー（各 60 分）
・スポンサードセミナー（各 60 分）
参考までに研修受講シールを取得するためのプログラム受講例を下記に示します。
◎ 9 月 19 日（日）に 4 単位を取得するには、WEB で 360 分以上の受講が必要となります。
例 1．（計 360 分）
①特別記念講演（60 分）
②ランチョンセミナーのいずれか（60 分）
③分科会 1〜17 のいずれか 2 つ（120 分×2）
例 2．（計 360 分）
①特別記念講演（60 分）
②ランチョンセミナーのいずれか（60 分）
③分科会 1〜9 のいずれか（120 分）
④特別講演 2（60 分）
⑤スポンサードセミナー 1〜3 のいずれか（60 分）
例 3．（計 360 分）
①特別記念講演（60 分）
②ランチョンセミナーのいずれか（60 分）
③分科会 1〜9 のいずれか（60 分）
④特別講演 1（50 分）
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⑤分科会 10〜17 のいずれか（120 分中の 70 分）
⑥スポンサードセミナーのいずれか（60 分）
◎ 9 月 20 日（月・祝）に 2 単位を取得するには、WEB で 180 分以上の受講が必要となります。
例 1．（計 180 分）
①特別講演 3（60 分）
②分科会 20〜22 のいずれか（120 分）
例 2．（計 180 分）
①特別講演 3（60 分）
②分科会 18〜19 のいずれか（120 分中の 60 分）
③分科会 20〜22 のいずれか（120 分中の 60 分）
4．講演要旨集 WEB 版/アプリ版について
本大会の講演要旨につきましては、WEB サイトおよびアプリでの公開とさせていただきます。
会期中に講演要旨が閲覧できる iOS、Android に対応の無料モバイル用アプリをご用意していま
す。プログラム集と併せてご利用ください。9 月上旬の公開を予定しております。
〈アプリのインストール方法〉
・iOS 端末（iPhone、iPad 等）をお使いの方
App Store を開き「54 薬剤師」または「jpa54」等で検索してください。
表示された「第 54 回日本薬剤師会学術大会」アプリをダウンロードしてください。
・Android 端末をお使いの方
Google Play ストアを開き「54 薬剤師」または「jpa54」等で検索してください。
表示された「第 54 回日本薬剤師会学術大会」アプリをダウンロードしてください。
〈対応 OS バージョン〉
・iOS
・Android

11 以上
5 以上

〈講演要旨閲覧について〉
《事前参加登録済の方》
講演要旨の閲覧には、WEB サイトまたはアプリへのログインが必要となります。
ログイン ID およびパスワードは大会参加登録章に印字されております。
《学術大会ホームページの「直前参加登録（WEB 参加）
」よりご登録された方》
講演要旨の閲覧には、WEB サイトまたはアプリへのログインが必要となります。
ログイン ID およびパスワードはご登録いただいたメールアドレスへお送りいたします。9 月 18 日
（土）までにメールが届かない方は大会運営準備室（contact@jpa54.com）までお問い合わせくだ
さい。
また、大会ホームページより抄録 PDF をダウンロードいただけます。抄録 PDF のダウンロード
には、プログラム集に記載のパスワードの入力が必要です。
パスワード：54fukuoka
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