
参加者へのご案内
１．会　　　場：福岡国際会議場
　 　 　 　 　 　　〒812-0032 福岡市博多区石城町2-1　 TEL：092-262-4111 （代）

２．ホームページ：https://secure.ps-japan.org/forum2022

３．総 合 受 付：参加費：一般　3,000円
　 　 　 　 　 　　 （学部学生無料　要学生証提示、WEB参加の際は、学生証のコピーは参加受付デスク担当者へメール

にてご送付ください。）
　 　 　 　 　 　　受付時間・場所：福岡国際会議場　1階　ロビー
　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　11月5日（土）　9：00 ～ 16：00
　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　11月6日（日）　8：30 ～ 16：00

４．事前参加登録：受付期間：2022年4月14日（木）～ 10月20日（木）
　 　 　 　 　 　　直前登録期間：2022年10月24日（月）～ 11月4日（金）
　 　 　 　 　 　　※会期当日の参加登録はございませんのでご注意ください。

５．WEBライブ配信の視聴について
　　11月5日（土）・6日（日）の2日間限定で、以下のプログラムの「WEBライブ配信」を行います。
　　 WEBライブ配信視聴サイトは、事前に参加登録された方、または、参加チケットをお持ちの方のみログインできま

す。ログインには学術総会参加チケットに記載されている ID・パスワードが必要です。
　　　　　　（現地参加用）　　　　　         　（WEB参加用）　　　　　　　

【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　研修受講単位について】
※WEBライブ配信は、研修認定薬剤師制度単位認定対象になります。
＜推奨環境＞
◇Webブラウザ　Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safari
※閲覧のセキュリティ保全のため、ブラウザの設定によっては閲覧できない場合があります。
※各ブラウザの最新バージョンをご使用ください。
◇Zoomアプリ　Zoomミーティングクライアント
※Zoomアプリの最新バージョンをご使用ください。

10月24日（月）以降に参加登録またはご入金をされた方は、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。学術総会参加チケットおよび要旨集はございませんのであらかじめご了承ください。
なお、要旨閲覧、プログラムの確認は本総会ホームページならびに学術総会アプリで可能です。

　　（WEBライブ配信プログラム）
11月５日（土） 11月６日（日）

開会式 特別講演
基調講演 シンポジウム
教育講演 共催シンポジウム

シンポジウム 認知症サポーター養成講座
ランチョンセミナー ランチョンセミナー
デザートセミナー デザートセミナー

優秀演題候補セッション
閉会式

※一般演題ポスターは、WEBオンデマンド配信になります。

FUKUOKA
第16回日本薬局学会学術総会に
参加したことを証明する。

金 3,000円也
様

参加証明書

領　収　書

第16回日本薬局学会学術総会
大会長坂 本　賢 治

2022年11月5日（土）～6日（日）

参加費として上記確かに領収いたしました。

要旨集 コングレス
バック

第16回日本薬局学会学術総会
大会長坂 本　賢 治

2022年11月5日（土）～6日（日）

No.

No.
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様

第16回日本薬局学会学術総会
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所　属

氏　名
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PW

ランチョン

11
5

デザート

11
5

ランチョン

11
6

デザート

11
6

現地参加用ネームカードでも、当日ＷＥＢ配信・後日オンデマンド配信の視聴が可能です

第16回
日本薬局学会学術総会

変革への挑戦 ～未来の医療を支えるために～

折

104mm

98mm

72mm

72mm

72mm

ミシン

ミシン

参加証一般

r1yi

1001

1001

1001

1001
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第16回日本薬局学会学術総会に
参加したことを証明する。

金 3,000円也
様

参加証明書

領　収　書

第16回日本薬局学会学術総会
大会長坂 本　賢 治

2022年11月5日（土）～6日（日）

参加費として上記確かに領収いたしました。

要旨集 コングレス
バック

第16回日本薬局学会学術総会
大会長坂 本　賢 治

2022年11月5日（土）～6日（日）

No.

No.

金 3,000円也

様

第16回日本薬局学会学術総会
領収書（控）

No.

所　属

氏　名

ID

PW

ランチョン

11
5

デザート

11
5

ランチョン

11
6

デザート

11
6

ＷＥＢ参加用ネームカードでも、当日現地会場にご入場いただけます

第16回
日本薬局学会学術総会

変革への挑戦 ～未来の医療を支えるために～

折

104mm

98mm

72mm

72mm

72mm

ミシン

ミシン

参加証一般WEB

r1yi

1001

1001

1001

1001

●●●●（数字）●●●●（数字）
●●●●（英数字）●●●●（英数字）

上段が ID、
下段がパスワードになります
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６．WEBオンデマンド配信の視聴について
講演オンデマンド配信：　2022年11月21日（月）～ 12月5日（月）
ポスターオンデマンド配信：　2022年11月5日（土）～ 12月5日（月）

WEBオンデマンド配信視聴サイトは、事前に参加登録された方、または、参加チケットをお持ちの方のみログイン
できます。ログインには学術総会参加チケットに記載されている ID・パスワードが必要です。
10月24日（月）以降に参加登録またはご入金をされた方は、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。学術総会参加チケットおよび要旨集はございませんのであらかじめご了承ください。
なお、要旨閲覧、プログラムの確認は第16回日本薬局学会学術総会ホームページならびに学術総会アプリで可能です。

【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　研修受講単位について】
※WEBオンデマンド配信は、研修認定薬剤師制度単位認定非対象になります。
WEBオンデマンド配信の視聴では単位認定が出来ませんのでご注意ください。
＜推奨環境＞
◇パソコン：Windows　OS：Windows 10
　　　　　　ブラウザ：Google Chrome最新版、Microsoft Edge 最新版
　　　　　　Mac　OS：macOS 11 
　　　　　　ブラウザ：Safari 最新版
◇iPad/iPhone：OS：iOS 14、iPadOS 14
　　　　　　ブラウザ：Safari 最新版
◇Android：OS：Android 11
　　　　　　ブラウザ：Google Chrome 最新版

７．感染症防止対策について
第16回 日本薬局学会学術総会におきましては、現地会場にて以下の感染症防止対策を実施する予定です。皆様には
ご不便をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願い申しあげます。

1. 来場時の検温・健康状態申告書提出の徹底と体調不良者の入場制限
・ 現地会場へご来場予定の方は、学術総会ホームページにございます「健康状態申告書」にご記入ください。健康

状態申告書は、ご来場時に福岡国際会議場入口にて消毒・検温の後、回収いたします。
　 引き換えに、検温済シールをお渡しいたしますのでネームカードなどにお貼りください。シールをお貼りでな

い場合は、お声がけさせていただくこともございますのでご了承ください。
・ 各日、会場来場時におけるサーマルカメラによる体温チェックを実施します。37.5℃以上の体温が検知された

場合、再検温の上、参加をご遠慮いただく場合があります。
2. 換気による対策

・ 講演会場の換気を徹底します。講演中も入り口を締め切らず、密閉状態を作らないようにします。
3. 密集や唾液飛沫の防止

・ 人と人の間隔を確保して参加者を整理・誘導します。
・ 受付や列ができる個所には足元にサインを示し間隔を確保します。
・ 対面での会話は極力避けるとともに、受付等には飛沫感染防止対策としてアクリル板等を設置します。
・ 昼食会場では黙食にご協力ください。

4. 手洗いと手指及び共有物の消毒徹底
・ 参加者及び運営スタッフ等に手洗いや手指消毒の励行を徹底します。
・ 会場に元来設置されている物にプラスして、必要に応じ消毒液を受付や会場入口や会場内等に設置します。
・ トイレ等共用施設の定時消毒を行います。
・ 講演会場には消毒係を配置し、不特定の者が共有するマイク等使用毎に消毒します。
・ ペンは消毒して使用します。

5. マスクの着用
・ 参加者及び運営スタッフ等にマスクの着用を必須とします。

　・ 会館内でのマスク廃棄は禁止します。
6. その他

福岡国際会議場「施設利用ガイドライン」に準拠した運営を行います。
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８．共催セミナーのチケット配布について
共催セミナーではお弁当・軽食をご用意します。数に限りがございますので予めご了承ください。
チケット配布場所：福岡国際会議場　1階　ロビー　
※チケットは無くなり次第配布終了します。
※配布終了後にセミナーの聴講をご希望の際は、セミナー開始時間に直接会場へお越しください。

開催日 セミナー名 記号 時間 会場 チケット配布日時

11月5日（土）

ランチョンセミナー 1 LS1

12：10 ～ 13：10

第1会場
3階 メインホール

11月5日(土）
9:00 ～ 11:40

ランチョンセミナー 2 LS2 第2会場
5階 国際会議室501

ランチョンセミナー 3 LS3 第3会場
5階 502+503

ランチョンセミナー 4 LS4 第4会場
4階 411+412

デザートセミナー 1 DS1 13：30 ～ 14：30
第4会場

4階 411+412

11月５日(土）
9:00 ～ 1 ３: ０0

デザートセミナー 2 DS2 15：00 ～ 16：00 11月5日(土）
9:00 ～ 14:00

11月6日（日）

ランチョンセミナー 5 LS5

12：00 ～ 13：00

第1会場
3階 メインホール

11月6日(日）
8:30 ～ 11:30

ランチョンセミナー 6 LS6 第2会場
5階 国際会議室501

ランチョンセミナー 7 LS7 第3会場
5階 502+503

ランチョンセミナー 8 LS8 第4会場
4階 411+412

デザートセミナー 3 DS3 13：20 ～ 14：20
第3会場

5階 502+503

11月6日(日）
8:30 ～ 12:50

デザートセミナー 4 DS4 15：00 ～ 16：00 11月6日(日）
8:30 ～ 14:30

９．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　研修受講単位
本学術総会では、ＰＥＣＳ（薬剤師研修・認定電子システム）にご登録された方対象に、「日本薬剤師研修センター学
術集会」の単位が取得可能です。
単位希望の方は、ＰＥＣＳ（薬剤師研修・認定電子システム）に会期までにご登録いただき参加ください。
※ ＰＥＣＳ（薬剤師研修・認定電子システム）の登録・問い合わせにつきましては、公益財団法人日本薬剤師研修セ

ンターホームページを参照ください。（https://www.jpec.or.jp/）
取得単位については以下の通りです。
　11月5日（土）：　3単位
　11月6日（日）：　3単位

なお、学術総会終了後3週間以内にPECSに単位交付されているかをご自身でご確認ください。 
学術総会から1 ヶ月以上経って単位のお問い合せ頂きましても、単位交付ができませんので予めご了承ください。

（現地参加の場合）
本学術総会の入場時および退場時の管理として、PECS に登録済みのQRコードをPECS受付（福岡国際会議場　1階
ロビー）にて提示してください。
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日本薬剤師研修センター受付時間
月　日 単位数 受付時間 受付場所

11月5日（土） 3単位 【入場受付】10：30まで
【退場受付】16：00以降

福岡国際会議場　1階　ロビー
11月6日（日） 3単位 【入場受付】10：00まで

【退場受付】15：30以降

従来の研修受講シールの配布は行いません。2日間に渡って参加される方は5日と6日にそれぞれ受付が必要です。
※後日WEBオンデマンド配信でプログラムを視聴されても、研修受講単位は付与されません。予めご了承ください。

（WEBライブ配信で参加の場合）
単位取得をご希望の方は、学術総会ホームページ視聴ボタンよりアクセスいただき、【受講単位申込ボタン】より必
要な情報を入力ください。

ライブ配信を視聴後に、必ずご入力登録を行ってください。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。
入力いただきたい項目は以下になります。誤って入力された場合は、単位取得が出来ませんのでご注意ください。
　　 ・氏名
　　 ・フリガナ
　　 ・薬剤師免許番号
　　 ・勤務先名
　　 ・連絡先

取得単位：11月5日（土） 3単位
　　　　　11月6日（日） 3単位
取得条件：11月5日（土）、6日（日）ともに、WEBで270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集計し、各日の閲覧時間が必要条件を満たしている場合、後日、研修センターへ報

告します。
注意事項： ・ 複数のデバイス（パソコン・タブレット端末）を同時に利用した視聴は、ログ、配信環境に影響が出る

恐れがありますのでご遠慮ください。
　　　　　・ 参加者側のネット環境による不具合により視聴が出来なかった場合、単位取得は出来ませんので、予

めご了承ください。

研修受講単位の取得対象プログラム
11月5日（土） 11月6日（日）

基調講演 45分 特別講演 60分
教育講演 45分 シンポジウム 90分

シンポジウム 90分・120分 共催シンポジウム 90分
ランチョンセミナー 60分 認知症サポーター養成講座 120分
デザートセミナー 60分 ランチョンセミナー 60分

デザートセミナー 60分
優秀演題候補セッション 60分

10．クローク
受付時間・場所：福岡国際会議場　1階　ロビー
　　　　　　　　11月5日（土）　9：00 ～ 17：00
　　　　　　　　11月6日（日）　8：30 ～ 17：00

11．会場でのお呼び出し
福岡国際会議場 1階　ロビーに掲示板・伝言板を設置しておりますのでご利用ください。
各会場でのアナウンスによる呼び出しは、原則として行いませんのであらかじめご了承ください。
なお、会場内では、携帯電話はマナーモード、機内モード等の方法にて音が鳴らないよう設定をお願いいたします。
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12．電子要旨集「要旨集アプリ」
本学術総会の要旨の閲覧は、演題検索やスケジュール登録ができるWeb/アプリサービスをご利用ください。（無料）
パソコンでご利用いただけるWeb版、スマートフォンやタブレット端末でご利用いただけるアプリ版がございます
ので、用途に合わせてご利用いただけます。
アプリ版については、ご自身のスマートフォン、タブレットへ事前にダウンロードの上ご利用ください。

　　公開予定：10月中旬（予定）

ダウンロード方法
iOS 版（iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch）
　画面上のApp Store を開き、「第16回日本薬局学会学術総会」を検索してください。

　画面に、　　　が表示されますので起動してください。
Android 版
　画面上のマーケット（または、Google Play）を開き、「第16回日本薬局学会学術総会」を検索してください。

　画面に、　　　が表示されますので起動してください。

13．公衆無線LAN（Free Wi-Fi）について
福岡国際会議場館内では、 全ての場所でフリー Wi-Fi を利用できます。 　　
＜利用方法＞
Wi-Fi 対応端末 （スマートフォン、 タブレット、 PC） の Wi-Fi 機能を有効にします。
接続可能な SSID 一覧より 「FCC_Free_WiFi」 を選択します。
ブラウザを立ち上げると、 ご利用者様向けトップ画面が表示されます。 　
利用規約に同意いただけましたらインターネットに接続されます。

14．会期中（11月5日（土）・6日（日））のお問合せ先
第16回日本薬局学会学術総会　運営準備室
学会本部：福岡国際会議場　４階　401+402+403
TEL：①090-1351-7685

②090-4105-7682
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