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Information

集合研修型の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況を鑑み、完全
WEB 配信とすることにいたしました。

1．参加登録について
事前参加登録

直前・当日参加登録

登録期間

8 月 24 日（金） 17 時まで

10 月 2 日（日） 17 時まで

支払方法

クレジットカード決済・銀行振込

クレジットカード決済のみ

プログラム・抄録集

9 月 9 日（金）に発送予定

会期後に送付

【重要】オンライン配信会場となる WEB 視聴サイトへログインする際には ID、パスワードが必要となります。
ID、パスワードは登録完了時のメールに記載されていますので、ご確認ください。
事前参加登録費
会

直前・当日参加登録費

員

9,000 円

10,000 円

非会員

12,000 円

13,000 円

2,000 円

3,000 円

学

生（大学院生・社会人学生除く）

※「学生（大学院生・社会人学生以外）
」の方は学生証のコピーの提出が必要です。
学生の方は、参加登録後、
（1）氏名、
（2）ご所属、
（3）参加申込番号を明記の上、学生証のコピーを E-mail
に添付のうえ、
「登録事務局」までお送りください。
登録事務局

E-mail：jpds2022@jpds2022.org

領収書・参加証明証
プログラム・抄録集とともに領収書付きの参加証を発送いたします。
事前参加登録をされた方については、会期の約 1 週間前に発送いたします。
直前・当日参加登録の方へは、会期後に発送いたします。

2．ライブ配信期間・オンデマンド配信期間
ライブ配信（リアルタイム）

2022 年 9 月 17 日（土）～9 月 18 日（日）

オンデマンド配信

2022 年 9 月 17 日（土）～10 月 2 日（日）

※ライブ配信後のオンデマンド配信プログラムに関しては、9 月 21 日（水）以降に配信を予定しています。

3．視聴方法
各プログラムを視聴するには参加登録が必要です。
学術集会ホームページ「トップページ」の WEB 視聴サイトより、参加登録完了時にご案内をいたしました ID
とパスワードを入力してログインしてください。
各セッションの内容に関する質問は視聴ページにある入力フォームから受け付けます。回答を希望する座⻑名・
演者名があれば明記してください。
なお、すべての質問に対して、回答をお約束するものではありませんので、ご了承ください。

4．優秀演題賞表彰式
9 月 18 日（日）17：50 より「LIVE 会場①

閉会式」にて、優秀演題賞表彰式を行います。

皆さまぜひご視聴ください。

5．各種単位について
（1）日本くすりと糖尿病学会糖尿病薬物治療認定薬剤師制度（P06）特定領域研修単位
ライブ配信（9 月 17 日～9 月 18 日）およびオンデマンド配信（9 月 21 日～10 月 2 日）において視聴時間の合
計（視聴ログで確認）とキーワード回答による確認テストで単位が取得できます。
＜単位数＞
9 月 17 日：4 単位（受理番号

P06-22-0018-0917）

9 月 18 日：4 単位（受理番号

P06-22-0019-0918）

＜取得方法＞
①ライブ配信で取得
9 月 17 日：360 分以上視聴

4 単位

9 月 18 日：360 分以上視聴

4 単位

②ライブ配信と不足分をオンデマンド配信で取得
9 月 17 日：ライブ配信（30 分以上）と17日のプログラムのオンデマンド配信の合計 360 分以上視聴 4 単位
9 月 18 日：ライブ配信（30 分以上）と18日のプログラムのオンデマンド配信の合計 360 分以上視聴 4 単位
●オンデマンド配信のみでは単位認定はできません。必ずライブ配信を視聴してください。
※ライブ配信プログラムの一部をオンデマンド配信いたしますが、ライブ配信の代用とはなりませんので、
ご留意ください。
●ライブ配信は、17 日・18 日ともにそれぞれ 30 分以上の視聴が必要です。30 分未満の場合は、単位認定さ
れません。
●オンデマンド配信プログラムにはそれぞれ単位が取得できる “ 日にち ” が割り振られています。単位が定
められている各日以外に視聴した場合でも視聴時間として認めますが、17 日のプログラムと 18 日のプロ
グラムが混在した視聴を 360 分（4 単位）では単位認定されません。
※ P 認定単位に関する「よくある質問」については、一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会（jpds.or.jp）
に掲載されていますのでご参照ください。
＜視聴時間＞
【重要】
・各自の通信環境の不具合により、規定された時間の視聴が不可能となった場合も認定単位はお渡しできません。
安定したインターネット環境で視聴してください。
・視聴の中断や再接続により、ご自身がカウントしている視聴時間よりも視聴ログの時間が短くなる可能性があ
ります。余裕を持った時間での視聴をお勧めします。
・視聴ログは自動的にカウント致しますが、視聴時間は表示されません。また、お問い合わせいただいてもお応
えはいたしません。

ご案内

－参加者の皆様へ－

Information

開会式・閉会式・クリニカルコンペティション Q（クイズ大会）を除く、共催セミナーを含む全てのセッショ
ンが対象です。座長、演者の方は、ご登壇されたセッション時間も対象となります。
オンデマンド配信のプログラムは会期中ランダムに視聴することができ、それぞれ 17 日分・18 日分の視聴
ログとして分配されます。
●各日分としての視聴時間の合計が 360 分未満の場合、単位認定はできません。
●視聴時間を分割した単位認定（180 分の視聴で 2 単位など）はできません。
●同一のセッションを複数回視聴された場合、視聴ログのカウントは 1 回のみとなります。
●オンデマンド配信プログラムにおいて視聴を中断した場合、再度、同じセッションを途中から視聴する
ことができますが、視聴ログカウントはどちらか長いほうになります。そのため、1 つのプログラムごと
に必ず始めから終わりまで中断せずに受講するようにしてください。
※ 90 分のセッションを 60 分と 30 分に分けて視聴した場合、視聴ログは 60 分になります。
●同時間帯に複数のセッションを視聴しないでください。複数ログを確認した場合は、不正視聴とみなし、
いずれのセッションもカウントいたしません。
＜キーワードの発表＞
ライブ配信は、両日とも LIVE 会場①と LIVE 会場②の最終プログラム終了後に発表します。
オンデマンド配信は、各セッションで発表します。
＜キーワードの回答方法＞
視聴サイト内にある入力フォームより回答、送信を行ってください。入力フォームは、両日分のキーワー
ドについて回答する形式となっております。回答送信回数に制限はありませんが、最新の送信情報に上
書き保存されますのでご留意ください。
※例えば、17 日分を回答（送信）した後に、18 日分のみを回答（送信）した場合、先に回答（送信）し
た 17 日分は削除され未回答と記録されます。本集会で取得できる上限の 8 単位を取得希望の場合は、
必ず両日分を同時に回答（送信）する必要がございますのでご注意ください。
＜ P 認定単位シールについて＞
視聴条件を満たした方は、参加登録時に登録された住所へ特定記録郵便にて P 認定単位シールを送付い
たします。発送日は会期後、日本くすりと糖尿病学会ホームぺージでご案内しますので各自ご確認くだ
さい。
●登録時の住所入力不備により宛先不明で戻ってきた場合は送料をご負担いただき再送対応いたします。
●認定単位シールの再発行はできませんのでご了承ください。
＜受講証明証＞
受講証明証は、P 認定単位シールに同封して送付いたします。他の CPC 認証機構や糖尿病関係の単位に
証明証として使用してください。
●受講証明証の再発行はできませんのでご了承ください。

＜本学会 P 認定単位と互換性がある単位＞
●日病薬病院薬学認定単位
●日本薬剤師研修センター単位
●その他の薬剤師認定制度認証機構（CPC）プロバイダー
※認定単位の使用条件については、各単位認定機関にご確認ください。
（2）日本糖尿病療養指導士単位
詳細は、日本糖尿病療養指導士認定機構のホームページをご確認ください。

6．視聴にあたっての注意
●オンライン視聴コンテンツの内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用（スクリーンショット・写
真撮影・ダウンロード・他サイトへのアップロードを含む）など著作権、肖像権の侵害、および不当な権利
侵害を行わないこと。
●ログイン ID やパスワードを他者に知らせたり、共有したりすることがないよう管理すること。
●権利侵害を行うことにより日本くすりと糖尿病学会または講演者に生じた損害を賠償すること。
●以下に該当する禁止行為を行わないこと。
1）第三者の著作権、商法権、意匠権、特許権などの知的財産権を侵害する行為、またはその恐れがある行為
2）第三者を誹謗または中傷し、その他名誉を侵害する行為、またはその恐れがある行為
3）第三者の財産権、プライバシー権、肖像権、人格権、その他の権利・利益を侵害する行為、またはその恐
れがある行為
4）公序良俗に反する行為
5）法令に違反する行為、または違反する恐れのある行為
6）運営者が不適切であると考える行為

7．お問い合わせ先
参加登録システムに関するお問い合わせ（平日 10：00～17：00）
登録事務局（株式会社ひでじま）
TEL：03-5331-3174／FAX：03-5331-3171
e-mail：gakkai@hidejima.co.jp
講演視聴に関するお問い合わせ（平日 10：00～17：00、ライブ配信期間中 9：00～18：00）
配信事務局（株式会社 Doctorbook）
TEL：03-5280-9535
e-mail：info@doctorbook.jp
その他のお問い合わせ（平日 9：00～17：00）
運営事務局（株式会社メディセオ）
〒 104-8464

東京都中央区八重洲 2-7-15

TEL：03-3517-5519／FAX：03-3517-5186
e-mail：011008ishitani@mediceo-gp.com

