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参加者の皆様へ
1．参加受付
本年は WEB 開催への変更に伴い、総会ホームページ上のオンラインシステムでの受付のみとなります。
（原則として、クレジットカードによるオンライン決済のみの受付となります。）
※ご利用いただけるカード：
参加区分
会

員
※1※2

初期臨床研修医（＝前期研修医） 、学生（大学院生を除く）

早期登録

通常登録

18,000 円

19,000 円
2,000 円

※1 会期当日（2020 年 9 月 28 日
（月）
〜30 日
（水）
）の時点で、初期臨床研修医（＝前期研修医）であることが条件となります。
※2 一般演題を応募いただいた学生、初期臨床研修医（演題応募時）は参加費が無料となります。

参加登録期間

早期登録：2020 年 8 月 17 日（月）正午〜 9 月 17 日（木）正午
通常登録：2020 年 9 月 23 日（水）正午〜10 月 31 日（土）正午

※クレジットカードをお持ちでなく、現金振込でお支払をご希望の場合は上記と異なります。詳細は総会
HP をご確認ください。
抄録集販売：
オンラインシステムにて販売しております。ご希望の方はお買い求めください。
1部

3,000 円＋送料 520 円

2．抄録集の電子書籍版について
抄録号の電子書籍版が「学術専門電子書籍サービス KaLib」でご利用いただけます。
先ず下記の Web サイトから無料の専用リーダーソフトをダウンロードし、インストールしてください。（対
応端末：iOS、Android のタブレットまたはスマートフォン、Windows10 と Mac OS X のパソコン）
http://www.kalib.jp
次にソフト上で KaLib のアカウントを作成し、本学術集会の抄録号をリーダーソフト内のストアサイトから
ダウンロードすることでお読みいただけます。
なお、抄録号のダウンロードに際し、会員の ID とパスワードが必要になります。
ダウンロードする時の ID とパスワードは日本精神神経学会サイトの会員専用ページにログインするための、
ID/パスワードと同じでございます。
なお、同サービスは毎月の通常号も掲載しておりますので、一年を通してご利用いただけます。
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今日の精神医学の検証 10 年後への道標として

精神科専門医資格の更新単位取得方法について
1．単位取得方法
学術総会 WEB 配信（①ライブ配信、②オンデマンド配信）の視聴により学会認定専門医 更新単位（以下、
学会単位）
、日本専門医機構認定専門医 更新単位（以下、機構単位）とも取得が可能です。
①ライブ配信：
9 月 28 日〜9 月 30 日の会期中に各セッションがプログラムに沿ってリアルタイムにライブ配信されます。
WEB 配信ページにてログイン後、受講をいただき、ログアウトまでの受講時間に応じて単位を取得でき
ます。
【注意事項】
ログアウト（退室記録）ボタンを使用せずに、画面上の「×」ボタンにて閉じてしまうと、ログアウトの
時間が確認できません。誤って「×」ボタンで閉じた場合は再度ログインいただき、必ずログアウト（退
室記録）ボタンを押してください。（ご自身でご不明となってしまった場合は念のためログアウト（退室
記録）ボタンを押すことをお勧めいたします。）ログアウトの記録がない場合は 1 時間分のみの受講とみ
なされますのでご注意ください。
②オンデマンド配信：
9 月 28 日〜10 月 31 日の期間、WEB 配信ページにてオンデマンドにて、ご自身の任意の時間に視聴可能
です。各セッションの受講後に、受講完了ボタンを押していただくことで受講の記録となり、受講合計時
間に応じて単位を取得できます。セッションの最後まで受講せず、途中で終了した場合は受講時間として
カウントされませんのでご注意ください。また、受講したセッションがシンポジウム等複数の演者による
セッションである場合は、全ての演者の発表が終了後に受講完了ボタンが表示されますので、ご注意くだ
さい。
いずれも単位の事後申告等は認められません。またご自身のログインやログアウトの時間などについての
お問い合わせにはご回答できかねます。上記注意事項をあらかじめ確認いただきたく、お願い申し上げま
す。

2．取得可能な単位数について
1）受講可能期間
ライブ配信：9 月 28 日〜9 月 30 日/オンデマンド配信：9 月 28 日〜10 月 31 日
2）取得可能単位：ライブ配信・オンデマンド配信合計で最大 20 単位の取得が可能です。（通常総会と同様）
ライブ配信

オンデマンド配信

学会単位

機構単位

学会単位

機構単位

1 時間あたりの単位数

1.5 単位

1 単位

1.5 単位

1 単位

1 日あたりの上限

10 単位

1〜2 日目：7 単位
3 日目：6 単位

1 総会上限

上限なし

20 単位

※機構単位の場合、種別は iii）精神科領域講習の項目に該当します。
【注意事項】
ライブ配信・オンデマンド配信受講により取得の単位（合計で上限 20 単位）は 11 月 20 日（予定）に
会員情報ページにて反映されます。9 月 28 日〜9 月 30 日にご取得された単位も 11 月 20 日まで会員情報
ページでは表示されませんので、ご了承ください。
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3．単位取得例
①ライブ配信のみ受講の場合
9 月 28 日（1 日目）9 時〜17 時の 8 時間をライブ配信受講した場合
〇学会単位：10 単位【1.5 単位×8 時間＝12 単位→ 1 日最大 10 単位まで】
〇機構単位：7 単位【1 単位×8 時間＝8 単位→ 9 月 28 日（1 日目）最大 7 単位まで】
②オンデマンド配信のみ受講の場合
9 月 28 日〜10 月 31 日に合計 30 時間分のオンデマンド配信を受講した場合
〇学会単位：20 単位【1.5 単位×30 時間＝45 単位→ 1 総会最大 20 単位まで】
〇機構単位：20 単位【1 単位×30 時間＝30 単位→ 1 総会最大 20 単位まで】（1 日上限はありません）
③ライブ配信とオンデマンド配信を両方受講した場合
9 月 29 日 10 時〜16 時に 6 時間ライブ配信受講、10 月 1 日〜10 月 31 日の間に合計 15 時間分の
オンデマンド配信を受講した場合
〇学会単位：20 単位
【1.5 単位×6 時間（ライブ）
＋1.5 単位×15 時間（オンデマンド）＝31.5 単位→ 1 総会最大 20 単位まで】
〇機構単位：20 単位
【1 単位×6 時間（ライブ）＋1 単位×15 時間（オンデマンド）＝21 単位→ 1 総会最大 20 単位まで】
【注意事項】
受講したセッションは巻末の記録表へ、マーカー等により印をつけ、ご自身で記録してください。専門医更
新審査時に受講セッションについて問い合わせさせていただく可能性がございますので、次回更新時まで必
ず保管してください。

＜お問合せ先＞
公益社団法人日本精神神経学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-4 本郷弓町ビル 5 階
TEL：03-3814-2991 FAX：03-3814-2992
E-mail：senmonkoushin@jspn.or.jp
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