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氏 名

年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦

平成４年 1992年 昭和46年 1971年 昭和25年 1950年

平成３年 1991年 昭和45年 1970年 昭和24年 1949年

平成2年 1990年 昭和44年 1969年 昭和23年 1948年

平成元年 1989年 昭和43年 1968年 昭和22年 1947年

昭和63年 1988年 昭和42年 1967年 昭和21年 1946年

昭和62年 1987年 昭和41年 1966年 昭和20年 1945年

昭和61年 1986年 昭和40年 1965年 昭和19年 1944年

昭和60年 1985年 昭和39年 1964年 昭和18年 1943年

昭和59年 1984年 昭和38年 1963年 昭和17年 1942年

昭和58年 1983年 昭和37年 1962年 昭和16年 1941年

昭和57年 1982年 昭和36年 1961年 昭和15年 1940年

昭和56年 1981年 昭和35年 1960年 昭和14年 1939年

昭和55年 1980年 昭和34年 1959年 昭和13年 1938年

昭和54年 1979年 昭和33年 1958年 昭和12年 1937年

昭和53年 1978年 昭和32年 1957年 昭和11年 1936年

昭和52年 1977年 昭和31年 1956年 昭和10年 1935年

昭和51年 1976年 昭和30年 1955年 昭和9年 1934年

昭和50年 1975年 昭和29年 1954年 昭和8年 1933年

昭和49年 1974年 昭和28年 1953年 昭和7年 1932年

昭和48年 1973年 昭和27年 1952年 昭和6年 1931年

昭和47年 1972年 昭和26年 1951年 昭和5年 1930年

生年月日（西暦） 年　　　　月　　　　日

メールアドレス（携帯でもOK） 携帯電話の場合、受信制限を解除してください。

ふりがな

性別 男 女

年号と西暦の変換一覧表

勤務先業態 画面上で選択

日本薬剤師会インターネット利
用ID
（会員に付与されるIDです）

　日本薬剤師会は、平成24年4月に生涯学習支援システム「JPALS」をスタートしました。
ご利用登録はお済みでしょうか。現在、2万5千人を超える方のご利用登録をいただいております。

　この度、平成25年9月発行『超簡単マニュアル』の改訂第2版を発行いたしました。初版の「ア
クセス～ログイン編」「プレチェックをしよう !!」「実践記録編～まだ実践記録を書きはじめられな
い方へ」に新機能のご紹介や画像入替を行いました。加えて「JPALS-ID、JPALSパスワードを忘
れてしまったら」「各種登録内容の変更手続き」も掲載しております。
　ご登録がこれからの方、プレチェックの方法がわからない方、実践記録をまだ1本も書いていない
方、是非ご活用ください。超簡単マニュアルは日本薬剤師会ホームページでも公開しております。

　JPALSの概要及びご登録は下記、JPALSホームページをご覧ください。
　https://www.jpals.jp/

　JPALSへのご登録はWeb上で行っていただきますが、あらかじめ下表に記入しておき準備してい
ただきますと簡単に行えますので、ご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2６年１０月　日本薬剤師会

【日本薬剤師会生涯学習支援システム「JPALS」　新規利用登録準備表】

日薬誌封筒ラベルに書いてある、
数字7ケタ＋アルファベット2文字

免許証を確認して記入しましょう。

JPALS-ID 登録後、システムからメールで届きます

会員区分 会員　　　一般（非会員）

薬剤師名簿登録番号
（免許番号）

薬剤師名簿登録年月日（西暦） 年　　　　月　　　　日

登録後は、この２つでログインします。
JPALSパスワード

半角英数字4～14文字で、ご自身で設定します。
忘れないように記入しておきましょう。



アクセス〜ログイン編 
JPALSを利用するにはユーザー登録が必要です。 
 
まずはJPALSにアクセス（利用するためにシステムに入ること）
してみましょう。 手順は４つのステップで進みます。 
 

Step 1 : JPALSにアクセスする 

Step2 : ユーザー新規登録をする（仮登録） 

Step３: ユーザー新規登録をする（本登録） 

Step４: JPALSにログインする 

日本薬剤師会 生涯学習支援システム 
J P A L S 

超簡単マニュアル 

アクセス〜ログイン編 
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①『JPALS』と入力して検索する方法 

JPALS 

良くお使いのインターネット検索（Yahoo! JAPANや
Googleなど）の検索画面に、 
 「JPALS」と入力して検索 

検索画面のJPALSをクリック 

次の２つの方法からアクセスすることができます 
 

①『JPALS』と入力して検索する方法 
又は 

②日本薬剤師会のホームページから 
アクセスする方法 

 Step 1 : JPALSにアクセスする 

①と②について、画面とともに確認しましょう 
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アクセスに成功するとこのような画面になります 

次はユーザー新規登録です 
 

ユーザー新規登録は 

仮登録 → 本登録 
の流れで進みます  

②日本薬剤師会のホームページからアクセスする方法 
日本薬剤師会ホームページの薬剤師向けページで、「生涯学習支援システム」をクリック 

←↓どちらかをクリック 
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JPALSのログイン画面です 

①まず、こちらをクリック
してご利用ガイドメューを 
お読みください 

②続いて 
「ユーザー新規登録」を
クリック 

Step2 : ユーザー新規登録をする
（仮登録） 

Ｓｔｅｐ2では、次の8つの手順で進みます。 

①「ユーザー新規登録の前に必ずお読みください」をクリック 

②「ユーザー新規登録」をクリック 

③【利用約款】が表示されるので、「利用約款に同意する」にチェック 

④「同意してユーザー登録を行う」をクリック 

⑤ユーザー登録画面でユーザー情報を入力 

⑥情報を入力後「確認」ボタンをクリック 

⑦確認画面の内容を確認後「送信する」をクリック 

⑧ユーザー登録仮完了のメッセージが表示され 

 登録したメールアドレスに「仮登録のお知らせ」メールが送信される 

画面とともに確認しましょう 
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⑤ユーザー登録の画面で入力します 

登録が完了すると自動で発行さ
れるので入力は不要です 

ご自身でお決めください（半角
英数字４～14文字） 
下の欄には同じ文字を入力して
ください。 
パスワードは忘れないようメモし
ておきましょう。 

会員の方のみ、 
日薬雑誌の宛名ラベルに 
記載されている、数字7ケタとア
ルファベット2文字も組合せのも
のです。 
（半角英数字） 

矢印をクリックして各項目を
選んでください 

免許に記載されている年月日
です。矢印をクリックして選んで
ください。 

   

⑥全て入力が終わったら、
「確認」をクリック 

※印のところの 
ユーザー情報を 
入力します。 勤務先の共有アドレス等

ではなく、個人アドレスの
登録をお勧めします。個
人情報に関わる内容を送
信することもあるためです。 
携帯電話のアドレスの場
合は、ドメイン拒否から
「nichiyaku.or.jp」のドメイン
を解除、またはドメイン受
信に「nichiyaku.or.jp」のド
メインを追加してください。 

日薬会員の場合は、「会員」、
非会員の場合は「一般」を選
択します。 
「一般」を選択しますと、以降
の入力項目が異なります。 

「ユーザー新規登録」ボタンをクリックしますと、 
【利用約款】が表示されます 

③「利用約款に同意する」
にチェックを入れて 

④「同意してユーザー登
録を行う」をクリック 
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「仮登録のお知らせ」メールが届かないときは？ 

以下をご確認ください。 

①メールの受信トレイの「迷惑メールフォルダ」等に入っていませんか？ 

 入っていれば、本登録に進んでください。 

② 「迷惑メールフォルダ」等に入っていない場合は、以下が推測されます。 

 ◆メールアドレスを誤って入力された可能性 

 ◆迷惑メール対策を設定している携帯電話のアドレスを入力された場合 

  ⇒ドメイン拒否から「nichiyaku.or.jp」のドメインを解除、または 

     ドメイン受信に「nichiyaku.or.jp」のドメインを追加 してください。 

   ②のケースのいずれかの場合は、お手数ですが登録情報がクリアになる 

 48時間後に再度ご登録手続きをいただくようお願いいたします。 

   再度手続きいただいても「仮登録のお知らせ」メールが届かない場合は、   

 JPALS事務局（jpals-support@nichiyaku.or.jp）までお問い合わせください。 

内容確認画面です 

 ⑦内容を確認し、正しければ「送信す
る」をクリック 
（修正する場合は「戻る」をクリック） 

⑧ユーザー登録仮完了のメッセージが表示
され、登録したメールアドレスに、 
「仮登録のお知らせ」メールが送信されます 

「送信する」クリック後の画面です 

ご注意ください 

「仮登録のお知らせ」メールが届いた後、 

４８時間以内に本登録をしてください。 

ー 6ー



ご注意ください 
「仮登録のお知らせ」メールが届いた後、４８時間以内に本登録をしてください。

これを過ぎますと、ＵＲＬが無効になります。 
（過ぎた場合は再度、Ｓｔｅｐ2に戻り、新規登録をやり直します） 

①JPALSから「仮登録のお知らせ」メールが届きます 

メール本文の画面です 

②本登録（ユーザー登録）を完了させるために、
このＵＲＬを１回だけクリック 

Ｓｔｅｐ3は、次の4つの手順で進みます。 

①JPALSから「仮登録のお知らせ」メールが届く 

②本登録（ユーザー登録）を完了させるためのURLをクリック 

③本登録（ユーザー登録）の完了 

④JPALSから「ユーザー登録完了のお知らせ」メールが届く 

（本文に「ＪＰＡＬＳ-ＩＤが記載されています） 

画面とともに確認しましょう 

Step３ : ユーザー新規登録をする
（本登録） 
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Step４: JPALSにログインする 

ユーザー登録も終わりました。早速JPALSを利用してみましょう。 

①JPALSにアクセスする 

②メールで届いた「JPALS-ID」を入力 

③ユーザー登録時に決めた「JPALSパスワード」を入力 

④「ログイン」をクリック 

画面とともに確認しましょう 

③下図のような画面が表示されれば、本登録（ユーザー本登録）が完了です 

④JPALSから「ユーザー登録完了のお知らせ」というメールが届きます 

メール本文に「JPALS-ID」が記載さ
れています 
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②メールで届いた「JPALS-ID」を
入力 

③ユーザー登録時に決めたパス
ワードを入力 ここにチェックを入れて

おくと次回からのログイ
ンが簡単になります 

④「ログイン」ボタンをクリック 

①Step１の手順でJPALSにアクセスします 

JPALSのログイン画面です 

ログイン完了 

ログインできますと、下図のようなトップ画面が開きます 

以上でアクセスからログインまでが完了です。続いてプレチェックをしてみましょう。 
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      プレチェックとは 
 
 「プレチェック」は、「プレ」ですので、あくまでも学習を始
める前の時点での学習状況を知っていただくための作業、
すなわち、プロフェッショナルスタンダード383項目を自己
評価で「未選択」の状態から、「学習した」「学習していな
い」に振り分け、その後の学習計画に役立てていただくた
めの作業ですので、ある時点で完了していただくことをお
勧めしております。 
 JPALSに登録されたら、速やかに（１ヶ月以内に）実施
をお願いいたします。 
 
※どちらか不明な場合は、「学習していない」にチェック 
   して結構です。 

プレチェックをしよう!! 

日本薬剤師会 生涯学習支援システム 
J P A L S 

超簡単マニュアル 
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★ご注意ください★ 

ＣＬレベル１～４の方 
  レベル１～５の到達目標全てに
チェック（「学習した」、「学習して
いない」）して「未選択」がない状
態にすると完了し、それ以降は変
更が不可、参照のみとなります。 
 なお、昇格した場合は、レベル２
～５の到達目標全てにチェックし
ていない状態でも、自レベルより
下位のレベルのプレチェックは変
更できなくなります。 

ＣＬレベル５の方 
 １）レベル１～４の到達目標 
  各レベル単位で、そのレベル
の到達目標全てにチェック（「学習
した」、「学習していない」）して更
新すると、レベル毎に変更が不可、
参照のみとなります。 
 
 ２）レベル５の到達目標 
  レベル１～４及びレベル５の到
達目標全てにチェック（「学習し
た」、「学習していない」）すると完
了し、それ以降は変更が不可、参
照のみとなります。 

CLレベル1 
 

利用可能日（JPALS登
録日）より30日以内 

 

CLレベル2～5 
 

昇格した年の 
6月30日 

 

上記時点で「未選択」のPSは、自動的に
「学習していない」に更新されます。 

 平成27年度より、プレチェック完了の
期限は、CLレベル１は利用可能日から
30日後、CLレベル２～４は昇格した年
の6月30日まで、としました。ＣＬレベル1
から順に5に昇格された方は、昇格年度
である28年度からの適用となります。 
 その時点で「未選択」のPSは、システ
ムが自動的に「学習していない」に更新
します。 

左記の措置はプレチェックの未完了
により、CLレベルの昇格等に影響が
出ることが懸念されるため、その回
避措置でありますこと、何卒ご了承く
ださい。 
 
 なお、「プレチェック完了」（実施済
み）になると修正が出来なくなります
が、「学習していない」にチェックが
入っていても、今後JPALSをご利用
いただく上で不利益になるようなこと
はございません。ご理解のほどお願
い申し上げます。 
  

        ☆ お知らせ ☆ 
 JPALSの利用開始後、またはCLレベルを昇格後、速やかに（１ヶ月以内に）、 

 ご自分のCLレベルのPSのプレチェックを完了してください。  
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プレチェックを行う項目を 
 ・領域（１～５、全て） 
 ・学習（学習した・していない） 
 ・ＣＬレベル（１～５、全て） 
で絞り込むことができます 
※詳しくは、後掲の 
「☆検索機能を活用しよう!!」を 
ご覧ください 

ＳＴＥＰ１ 

 
「学習していない」 
 「学習した」 の 

どちらかを選択してください 
※初期値は「未選択」になって

います 

ＳＴＥＰ２ 

選択し終わったら 
「確認」 

をクリックしてください 

ＳＴＥＰ３ 

  ご注意ください 

検索をかけた到達目標が多数あり、一度に表示できない場合は、ページが複数となりますのでご注意ください。
「２、３、４・・・」「次へ」「最後へ」等をクリックすると該当のページに進みます。 

ログイン後の画面右側、 
黄色いボタン 

「プレチェックする」 

クリック クリック 

  次画面、 
黄色いボタン 

 「プレチェックする」 

さあ、いよいよ開始です 
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以上を繰り返しながら、到達目標３８３項目のプレ
チェックを行います。全て終了したら、「実施済み」と
ボタン表示が変わり、プレチェック登録「完了」となり
ます。 

プレチェックは一度に全てを行う必要はありません。 
領域ごと、CLレベルごとに絞り込んで進めていきましょう。
絞り込み検索は次頁以降をご参照ください。 

表示されている内容でよけれ
ば、「更新する」をクリックしま
す 
修正する場合は「戻る」を押
します 

前の画面で、プレチェックを
行った到達目標が表示され 
ます 
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プレチェックしたい
到達目標を、５つの
領域ごとに絞り込ん
で検索ができます。 

ここを 
クリックすると 

① 「領域」での絞り込み 

☆プレチェックの検索機能を
活用しよう!! 

① 「領域」での絞り込み 

② 「学習」での絞り込み 

③ 「CLレベル」での絞り込み 

④ 「ソート順」での並べ替え 
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ここを 
クリックすると 

プレチェックしたい
到達目標を 
レベルごとに検索で
きます。 

③ 「CLレベル」での絞り込み 

プレチェックしたい到達目
標を、「学習していない」
「学習した」「未選択」で絞り
込んで検索できます。 
「学習していない」到達目
標を検索すれば、今後の
学習計画が立てやすくなり
ます。 
また、「未選択」の到達目
標を検索することによって
プレチェックの漏れを防ぐこ
とができます。 

ここを 
クリックすると 

② 「学習」での絞り込み 
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検索をかけた到達目標が多数あり、一度に表示できない場合は、ページが複数
となりますのでご注意ください。「２、３、４・・・」「次へ」「最後へ」等をクリックすると
該当するページの到達目標が表示されます。 

「領域」「学習」「CLレベル」
「ソート順」それぞれの選択が
済んだら、検索ボタンを押し
ます。 

ここを 
クリックすると 

検索をかけた到達目標を
「No(昇順)」 
「No(降順)」 
「CLレベル(昇順)」 
「CLレベル(降順)」に 
並べ替えることができます。 

④ 「ソート順」での並べ替え 
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 メモを取ってみませんか 
 研修会の講演内容を、これまでより、 
  もう少し細かくメモを取ってみませんか。 
 日常の業務の中で「これは」と思ったことを、  
  忘れないようにメモを取ってみませんか。 
 メモ帳は何でもいいと思いますが、大学  
  ノートも結構いいですよ。 
  まずは一週間続けてみましょう。 
 

 復習は2時間がいいという提案  
 ＊ノーベル医学・生理学賞の受賞者 

 京都大教授の山中伸弥さんが、  
  「一番効果のある復習の時間は学んで 
   から2時間」 と、 提案されていました。 
  
 なかなか難しいですが、 
 意識してみたらいいかもしれませんね。  

 同僚や支部の友などで 
ＪＰＡＬＳを作るという提案 

 仲間が集まれば、お互いに知恵と秘訣が    

  行き交います。 
 自分のとっておきの「ファイル」ができます。 
 あなたの「大辞典」ができます。 
 きっと、毎日開いて見たくなりますよ。 
 JPALSのログインページで、JPALS-IDと 
  パスワードを入れて、システムに入りましょう。 

まだ、実践記録を 
書き始められない方へ 
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これは、実践記録のSTEP1の画面です。 
あなたのメモの内容を「実践記録」の欄に入力し
ていきましょう。 
メモ書きのままで、どんどん入力していいのです。 
そのうち、もう少し詳しく書きたくなってきます。 

STEP1 「実践記録を行う」 （１） 

次のページから、画面とともに確認しましょう。 

ログイン後の画面右側、 
黄緑色のボタン 

「記録する」 

クリック 
クリック 

  次画面、 
黄緑色のボタン 

 「実践を記録する」 

さあ、いよいよ開始です 
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   ご注意ください 

JPALS研修会コード「利用する」を選択した後、コードを入力せずに約５秒経過すると画面上段に赤帯のエラーメッ
セージ『自動保存に失敗しました。入力項目の見直しを行ってください。JPALS研修会コード』が表示されることがあり
ます。その場合はエラーメッセージは無視して、JPALS研修会コードを入力し、「研修会自動出力」をクリックします。 
検索が成功すると、研修会課題名等が自動入力され、約５秒後に画面上段に緑帯の『自動保存しました。』とメッ
セージが表示され、実践記録が自動保存されます。 

JPALS研修会コードがある場
合は、「利用する」を選択しま
す。 
 
コードを入力し、「自動出力」
をクリックすると、研修会の場
所や主催者等のデータが自
動的に入力されます。 
（コードを利用せず、一つずつ
入力しても結構です） 

今回の学習について計画を
立ててあった場合は、その計
画と紐づけて記録することが
できます。 

STEP1 「実践記録を行う」 （２）    
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STEP2 「PS登録を行う」 （１） 

画面の上部では、今回の学習内容に該当するPSを絞り込むことができます。 
・領域（１～５、全て） 
・学習（学習した・していない、全て） 
・ＣＬレベル（１～５、全て） 
・キーワード 等 

キーワードとは？： 
今回の学習内容に関わる言葉、例えば「糖
尿病」「骨粗鬆症」などの文字を入力すると、
その文字に合致するPSを検索することができ
ます。使わなくても結構です。 

絞り込みが終わったら、検索ボタン
をクリックすると、 
画面下に、絞り込んだPSが表示され
ます。（次ページ参照） 

①自分の学習ノートです。 
学んだ事、理解できたこと、理解できなかったこと、思いつくまま自由に
記入しましょう。 
 

【記入のヒント】 
 ・内容のまとめ 
 ・演者の意見に「賛成」｢反対｣「納得」の内容。 
 ・「反対」の場合、その根拠や理由 
 ・自分の意見や発想も 
 ・疑問点や不明な語句 
 ・学習中に他の文献で調べたこと 
 ・スモールグループディスカッションで話し合った内容や   
  私見、共感 

ここで文字数の
確認ができます。 

②実践活用ができそうな例、できた例があれば、学習したこと
を照らし合わせ、活用の場面を予想して記入してみましょう。 
 
【記入のヒント】 
研修会後しばらくたって、実際に学習の効果があった場合は、
その研修会のポートフォリオを編集して、追加記録を行います。 

③目標達成できなかったこと、 
今後、学習が必要なことがあれば記入しておきましょ
う。 

STEP1 「実践記録を行う」 （３） 

記入が終わったらSTEP2へ。STEP2へ進むことで、STEP1で入力した内容は自動保存されます。 
（※必須項目への入力を忘れないようにしましょう。） 

① 

② 

③ 
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STEP3 「確認・日薬へ提出」 

文字カウンターの文字数、内容を確認します。 

STEP2の「PS登録」でチェックしたPSが、
すべて表示されます。 

今回の実践記録の内容でよければ、
「日本薬剤師会に提出する」にチェッ
クを入れます。 
チェックを入れると、「STEP1に戻る」
ボタンから、「日本薬剤師会に提出す
る」ボタンに変わります。 
提出する場合はクリックし、右記メッ
セージが出たら、「OK」をクリックします。 

STEP2 「PS登録を行う」 （２） 今回の学習に該当するPSがあれば、チェックします。 
該当するPSがなければ、何もせず、STEP3（日本薬剤
師会への提出画面）へ進みます。 

日本薬剤師会に提出しない場合は、 
「保存して終了」ボタンを押すと、「実践詳細」という
画面（上図）が表示されます。この時にはすでに 
「（自分用）」に保存されています。 
更に編集する場合は「編集する」ボタン、削除したい
場合は「削除」ボタン、実践記録の一覧に戻る場合
は「戻る」ボタンを押します。 自分用に 

保存 
提出画面へ 
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◆昨年度分： 
実践記録画面の検索ツール
「登録状況」で「日本薬剤師会
提出」を選択。 
例えば、現在が2014年の場合、

「日本薬剤師会提出年」を、
「2013」年度から「2013」年度で
指定して検索。 

これまでに、実践記録を何本提出したかは、
簡単に確認、検索できます。 
 
 
◆今年度分： 
ログイン後のトップ画面 
「あなたのクリニカルラダー」の 
「今年度の実践記録の提出本数」 

STEP4 「実践記録完了」 

日本薬剤師会に提出すると、上記の画面になります。 
「実践登録一覧へ」ボタンを押すと、実践記録の最初の
ページに戻ります。 
 
タイトル欄には、STEP1で入力した課題名やテーマなど
が表示されます。 
 
STEP2で「保存して終了」にした実践記録は、タイトルの
欄に「（自分用）」と表示されます。 
 
STEP3まで進み、日本薬剤師会に提出した実践記録は、
提出年月日の欄に提出した年月日が表示されます。  

 （自分用）に保存されている実践記録のタイトルをクリックして開き、「編集」ボタンを押せば、追記、修正をし
た後、STEP3に進んで提出することができます。 
 すでに提出した実践記録も呼び出せば、追記、修正後、STEP3に進むことで上書き（自動）ができます。 
このように再編集の場合は、「日本薬剤師会に提出する」ボタンは表示されません。 
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JPALS-ID、JPALSパスワードを 
忘れてしまったら 

JPALSログインページのここをクリック！  
手続きの詳細は次頁以降をご覧ください。 
 ◆ JPALS-IDは、メールでシステムから再送されます。 
 ◆ JPALSパスワードは、ご自分で再設定（変更）します。 
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JPALS-IDをメールで再送します。 

①JPALSに登録してあるアドレス
と、生年月日を入力。 

②「申請する」ボタンをクリック。 

③この画面が出たら、手続き完了。 
「ログインページへ」をクリックしても、
JPALSの画面をすべて閉じても、どち
らでも結構です。 

④メールソフトを立ち上げ、「JPALS- 
 IDのお知らせ」メールで、JPALS-ID 
 を確認します。 
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JPALSパスワードを再設定（変更）します。 

①JPALS-IDと、JPALSに登録して 
 あるメールアドレスを入力。 

②「申請する」ボタンをクリック。 

③この画面が出たら、「ログイン
ページへ」をクリックしても、JPALSの
画面をすべて閉じても、どちらでも
結構です。 

④メールソフトを立ち上げ、 
「JPALSパスワード再設定のお知ら
せ」メールの、JPALSパスワードを 
再設定するためのURLページを開き
ます。 

ご注意ください 
メールが届いた後、48時間以内に
URLページを開かないと、URLが無
効になります。 
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⑤JPALS-IDと、 
 新しいパスワード  
 を２回入力します。 

⑥「変更する」をクリック。 

⑦この画面が出たら、パスワードの  
 再設定（変更）が完了。 

⑧再び、JPALSログインページを開き、 
 「JPALS-ID」と「JPALSパスワード」を  
 入力して「ログイン」ボタンをクリック！ 

再び、JPALSの利用を始め
ましょう!! 
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登録内容の変更 
変更可能な項目： 
◆氏名（姓が変わった時など） 
◆勤務先業態（薬剤師の方）、在籍中・卒業時の大学名（学生の方） 
◆メールアドレス 

「登録内容変更」を開きます 

メールアドレスの変更
は手順が多いため、
次頁で解説いたします。 
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①JPALSに登録してあるアドレスと、   
 変更したい新しいアドレスを入力。 

②「申請する」ボタンをクリック。 

③この画面が出たら「トップページ
へ」をクリックしても、JPALSの画面を
すべて閉じても、どちらでも結構です。 

④メールソフトを立ち上げ、 
「メールアドレス変更のお知らせ」
メールの、メールアドレスを変更
するためのURLページを開きます。 

⑤ユーザー認証の画面で 
JPALS-IDとJPALSパスワードを入力

し、「変更する」ボタンをクリックす
れば変更完了です。 
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アクセス～ログイン編

プレチェックをしよう！！

まだ、実践記録を書き始められない方へ

マニュアル
超　簡単

JPALS-ID、JPALSパスワードを忘れてしまったら

登録内容の変更

改訂第２版


