病院･診療所･薬局実務者講習会
初心者コースのご案内
ブランクのある方へ･･
もう一度、薬剤師の資格を活かしてみませんか？

初めてで不安な方へ･･
病院での業務を体験してみませんか？

病院での研修を受けられます！
（開催日時）

平成 29 年

1 月 23 日（月）～1 月 28 日（土）
9:00～12:00

＊相談の上、調整も可能です

（参加資格）

薬剤師免許をお持ちの方
（コース内容）

1 月 23 日（月） 、 28 日（土） ：
会場：神奈川県総合薬事保健センター
横浜市磯子区西町 14-11（JR 根岸駅より徒歩 2 分）
内容：オリエンテーション、新薬情報についての講習、
業務紹介、復職（病院・薬局）のための個別相談など
1 月 24 日（火）～27 日（金） ：
病院での研修（研修病院は応相談）

参加費は
無料です

お申し込み締め切り ： 平成 29 年 1 月

6 日（金）

定員 25 名です、お早めにご連絡を！

☆詳しくは HP から⇒⇒⇒

神奈川県病院薬剤師会 （http://www.kshp.jp/）を

検索

主催：公益社団法人神奈川県病院薬剤師会

公益社団法人 神奈川県病院薬剤師会

「病院に復職したい薬剤師」「病院勤務経験がない薬剤師」でも大歓迎

病院・診療所・薬局実務者講習会

初心者コース開設のお知らせ

近年の診療報酬改定では、病棟薬剤業務やチーム医療への薬剤師の参画に保険点数が付
くなど、病院内での薬剤師の活動の場が益々広がっています。そのため、神奈川県下の病
院において病院薬剤師が不足している状況です。そこで神奈川県病院薬剤師会では、病院
での業務が未経験の方や退職後ブランクがあり不安を解消したいという方のために実務体
験できる「初心者コース」を開設しています。
「保険薬局の経験しかないので不安」
「出産・
育児のため退職したけれど病院で働きたい」という方でも高度複雑化した医療に対応でき
る研修としました。下記の要領で開催したしますので奮ってご応募ください。
記
期間：平成 29 年１月 23 日（月）～平成 29 年 1 月 28 日（土）
講習時間：9：00～12：00
※受講者の希望により講習期間・時間は調整可能です。申込ＦＡＸ用紙にその旨記載して下さい。

会場：1 月 23 日（月） 神奈川県総合薬事保健センター301 号室
1 月 24 日（火）～1 月 27 日（金） 受講者の希望する講習病院
1 月 28 日（土） 神奈川県総合薬事保健センター301 号室
受講対象者：病院の薬剤業務が未経験の薬剤師、退職後ブランクがあり不安を解消したい
薬剤師など比較的初心者を対象としています。
受講定員：25 名
参加費：無料
申込要領：ＦＡＸのみ（添付のＦＡＸ送信用紙を使用してください）
申込込時の伝達事項：①氏名（ふりがな）、②連絡先（住所・電話番号・E-mail）
、
③出身校（卒業年）
、④受講希望病院名（研修病院は要相談）
申込先：神奈川県病院薬剤師会事務局 FAX：045-761-3347
〒235-0007 横浜市磯子区西町 14-11
神奈川県総合薬事保健センター406 号室
問い合わせ：神奈川県病院薬剤師会事務局 TEL：045-761-3345（平日 9：30～17：00）
申込締切：平成 29 年 1 月 6 日（金）
受講先決定通知：平成 29 年 1 月中旬
※受講者には、受講修了証を発行します
以上
公Ⅰ-2 病院・診療所・薬局実務者講習会

主催：公益社団法人神奈川県病院薬剤師会

病院・診療所・薬局実務者講習会
日時

受講内容

初心者コース研修会

講師

1 月 23 日（月）
オリエンテーション

9：15～10：00

最近の病院薬剤師業務

10：00～10：45

良く使われる新薬情報

10：45～11：30

病院事例紹介

11：30～12：00

まとめ

1 月 24 日(火)
受講施設での研修

受講施設での研修

1 月 27 日(金)
9：00～12：00
1 月 28 日（土）
9：00～12：00

受講病院

び担当者
受講先病院の薬剤部長およ

受講施設での研修

受講病院

び担当者
受講先病院の薬剤部長およ

受講施設での研修

受講病院

び担当者
受講先病院の薬剤部長およ

1 月 26 日(木)
9：00～12：00

ター301 号室

受講先病院の薬剤部長およ

1 月 25 日(水)
9：00～12：00

会場
神奈川県総合薬事保健セン

9：00～9：15

9：00～12：00

スケジュール

受講病院

び担当者
神奈川県総合薬事保健セン

復職個別相談

ター301 号室

FAX 送付状
送付枚数：

１ 枚（送付状含む）

送 付 先： FAX 045-761-3347

神奈川県病院薬剤師会事務局
病院・診療所・薬局実務者講習会
初心者コース担当者 様
送付日：平成

年

月

日

送信者 氏名
FAX：

病院・診療所・薬局実務者講習会
申し込み内容
①氏名（ふりがな）
：
②連絡先（住所）
：〒
（電話番号）
：
（E-mail）
：
③出身校（卒業年）
：
④受講希望病院名：
⑤通信欄：

初心者コース研修会

申し込み

病院・診療所・薬局実務者講習会

初心者コース研修会研修施設（五十音順）

海老名総合病院
http://ebina.jinai.jp/
太田総合病院
http://www.ota-g-hospital.com/
小田原市立病院
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
かわさき記念病院
http://www.kkh.ne.jp/
川崎市立川崎病院
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/
菊名記念病院
http://www.kmh.or.jp/
北里大学病院
http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/
済生会神奈川県病院
http://www.kanagawa.saiseikai.or.jp/
済生会横浜市南部病院
http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/
済生会若草病院
http://www.wakakusa.saiseikai.or.jp/
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
http://marianna-yokohama.jp/
聖隷横浜病院
http://www.seirei.or.jp/yokohama/
東名厚木病院
http://www.tomei.or.jp/hospital/
戸塚共立第１病院
http://www.tk1-hospital.com/
日本医科大学武蔵小杉病院
http://kosugi-h.nms.ac.jp/
藤沢湘南台病院
http://www.fj-shonandai.jp/
藤沢市民病院
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/

平和病院
http://www.heiwakai.com/
横須賀共済病院
http://www.ykh.gr.jp/
横浜旭中央総合病院
http://www.ims-yokohama-asahi.jp/
横浜市立大学附属市民総合医療センター
http://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
横浜市立大学附属病院
http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
横浜市立みなと赤十字病院
http://www.yokohama.jrc.or.jp/

※掲載された施設以外に希望される病院があれば相談に応じます

