会場参加
＆
ウェビナー 参加

日本女性薬剤師会「臨床薬学」研修会
婦人科ファーマシューティカルケア基礎研修

同時配信

主催：日本女性薬剤師会
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2021

2021

1

2回

1 / 10 (sun) 2 / 14 (sun)
第 回

12：00開場 12:45開会 16:30閉会

会

場

第

12：00開場 12:45開会 16:30閉会

フロントプレイス日本橋 10F クオールアカデミー研修センター
東京都中央区日本橋二丁目14番1号
最寄 り 駅：地下鉄 東京 メトロ 東西線・銀座線・都営浅草線「 日本橋 」駅（D1出口）徒歩１分

※新型コロナ感染対策のため、人数を制限します

※入場には必ずマスクの着用をお願いいたします

対

象

全国の薬剤師（男女を問わず）

定

員

１）会場集合型研修者
２）Zoom ウェビナー Live オンライン研修者

受講料
G16受講認定単位

プログラム

2021 年
1 月 10 日
(日)
2021 年
2 月 14 日
(日)

100 名
150 名

２回シリーズで 会員7,000円（税込）, 非会員10,000円（税込）, 学生はテキ
スト代のみ（テキスト代、研修シール・修了証発行手数料、資料事前送付料等を含む）

第一回研修

２単位

・

第二回研修

※他のプロバイダー申請のための「受講証明書」は発行しません

13:10〜14:40
(クイズを含む)

14:45〜16:15
(クイズを含む)

13:10〜14:40
(クイズを含む)

14:45〜16:15
(クイズを含む)

妊娠と緊急避妊

２単位

東部地域病院婦人科・日本産婦人科医会幹事

宮国 泰香先生

緊急避妊薬の流通現状とオンライン診療に伴う調剤の
手順（仮）
東京都薬剤師会常務理事 森田 慶子先生
緊急避妊薬を巡る最新の話題
～リアルか、オンラインか、OTC か～

日本家族計画協会理事長

北村 邦夫先生

性感染症予防の重要性 日本女性薬剤師会特任顧問・東邦大学名誉教授
村井 貞子先生
ー未来世代を守るためにー
最新 の 情報 は 日本女性薬剤師 会 ホームページ で ご 確認 く だ さい

お問合せ

一般社団法人 日本女性薬剤師会 (TEL： 03-3621-0489)

日本女性薬剤師会 「臨床薬学」研修会 受講申込書
申込受付締切り 2020年12月23日（水）

ただし、定員になり次第、受付を締切ります。

下表（受講申込書）に必要事項をご記入の上、「振込受領証」を指定位置に貼付して、日本女性薬剤師会事務局宛に
FAX又はメール添付にて送信してください。 「受講申込書」受領により、受講申し込み受理となります。

郵便局口座

口座番号： 00160-5-317917

名義： 一般社団法人日本女性薬剤師会

※振リ込まれた受講料は返却できませんのでご承知おきください。

お申込み
（女性薬剤師会会員、非会員の方ともに）

お問い合わせ

下表（受講申込書）に必要事項を記入し、「振込受領証」を貼付して
FAX又はメールにて送信してください。

日本女性薬剤師会事務局
TEL 03-3621-0489

FAX

（ご質問） ・ （ご入会について）
（月～木 10:30～16:00)

03-3621-0521

e-mail： jwpa@khh.biglobe.ne.jp
〒130-0012東京都墨田区太平3-1-1坂部ビル2階

受講料

会 員 7,000円 ・ 非会員 10,000円

（当日受付は致しません。）

薬学生 テキスト代金 1,５０0 円

受講申込書
（ふりがな）

＜該当するものに☑をつけてください＞

（

）

受講者お名前
（〒

－

□ 会員：都道府県 （
□ 非会員

）

２０２１．１．１０（日） 受講申込み
□ 集合型研修（会場）
□ ZoomウェビナーLiveオンライン研修

□ 薬学生

メールアドレス

ご住所
電話（携帯）

）

FAX
２０２１．２．１４（日） 受講申込み
□ 集合型研修（会場）
□ ZoomウェビナーLiveオンライン研修

(頂いた個人情報は、当会の事業目的のみに使用し、ご本人の同意がある場合または法令の定める場合を除き、目的外の利用をしません。)

会場ご案内
フロントプレイス日本橋10F クオールアカデミー研修センター
〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目14番1号
＜最寄駅＞ 地下鉄東京メトロ東西線・銀座線・都営浅草線
「日本橋」駅 （D1出口） 徒歩１分

「振替払込請求書兼受領証」又は
利用明細書
コピー貼付

2020 年度 日本女性薬剤師会「臨床薬学」研修会
2021 年 1 月 10 日（日）＆2021 年 2 月 14 日（日） ２回シリーズ

処方せん調剤か？OTC 販売か？ 日本の医療政策が
どちらに進んでも、薬剤師による『服薬指導』と『医療コミ
ュニケーション』は不可欠で普遍です。
薬剤師として将来の変革に備える時は、まさに“今”なの
です。
第１回婦人科ファーマシューティカルケア基礎研修は、
日本女性薬剤師会「臨床薬学」ワーキンググループが準備し、

 交通移動が便利な会場
 広くてきれいな会場
 徹底した感染防止対策がなされた会場
で行ないます。
（セミナールーム）

 東京駅および周辺駅からアクセスがよく、
移動がとてもスムースです
（地下鉄日本橋駅 D 出口から徒歩１分）
 セミナールームはビルの１０階で、
連続的に換気・空調されています
 ２４０名の座席を、１００名着席に制限して
密集を回避します
 常設設備が整っており、快適な視聴が
可能です
 入場前の発熱チェック＆手指アルコール消毒、参加者全員がマスク着用で、
新型コロナ感染防止対策を徹底します

集合研修の東京会場でお待ちしています！

各種問い合わせに対する標準回答＜20201216現在＞
項目
東京都⼥性薬剤師会会員以外の
各県⼥会員からの質問

Q

A

⽇⼥の学術講演会では、各県⼥が窓⼝になって受講申込と受講
料振り込みを⾏いますが、本研修会では各県⼥は窓⼝にならない
のですか︖

はい。この研修会は⽇⼥の事業で、全国の薬剤師を対象にしていますが、学術講演会とは異なり、受
講申込に関しては各県⼥と連携していません。会員（または非会員）個⼈で直接、申し込んでくださ
い。

研修会は⼆回とも、同じ受講⽅法でなければダメですか︖

いいえ。それぞれ異なる⽅法でも受講申し込み可能です。

非会員です。会員申し込みと受講申し込みは同時にできますか︖

はい。各県⼥年会費を追加して振り込んでください。ただし、会員有効期限は年度末の来年3⽉までに
なりますのでご注意ください。

G16研修シールは、研修会ごとに毎回もらえますか︖

はい。

現在、関係部署と調整中です。厚労省HPでの情報公開には、薬剤師情報以外に、薬局の名称・住
所・電話番号などの情報が必要になります。また、当該薬局で緊急避妊薬を在庫することが必須となり
⽇⼥から研修修了証が発⾏されるとのことですが、厚労省HP情報
ます。⽇本薬剤師会では今年度中に全国すべての都道府県薬剤師会で「標準プログラムによる研修
公表の対象になるのでしょうか︖
会」を開催する⾒込みですので、厚労省HPでの薬局名・薬剤師名の公表を希望する⽅は、そちらに参
加して受講修了する⽅が、より早く、確実です。
Zoomを使ったことがありませんが、オンライン研修申し込みは可能で はい。受講確定者には本研修会のZoom受講に必要な情報を提供します。ただし、PC、スマホ、タブ
しょうか︖
レットなどの通信端末やインターネット接続などの初期設定については当会は関与しません。
受講申込者からの質問

Zoom以外のWebシステムで視聴できますか︖

いいえ。Zoomによる視聴のみになります。

Zoomに接続して視聴したことがありません。研修会前に使い⽅を
教⽰してもらえませんか︖

個別インストラクションは⾏いません。受講確定者には事前に接続テストのご案内をお送りしますので、そ
の接続テストで、Zoomのインストールやビデオ・マイクのオーディオ作動状況を、ご自身で確認していただ
きます。⼀度、Zoomに接続して視聴確認をしておくと、研修会当⽇の接続参加は、より簡単になりま
す。

会場参加で申し込みましたが、Web参加に変更できますか︖

申込みを締め切り、受講者名簿を確定した後の変更は受け付けません。

講演の前後に各15分間の確認試験があります。クイズとしたのは、1問1分程度の問題だからです。
プログラムに記載されている（クイズを含む）とは、どのような意味で
Web研修の受講生には当⽇、画面上でクイズが表⽰され、事前に配布される回答用紙に答えを記入
すか︖
して、FAXまたはメールで送信していただく予定になっています。
受講料ですが、⼆回研修会で7,000円（会員）ですか︖ 研修
今回の研修会は⼆回シリーズです。受講料は⼆回受講で7,000円（会員）です。ご自身のご都合で
会ごとに毎回7,000円で、⼆回とも受講すると14,000円の支払い
⼀回だけ受講する場合でも、半額にはなりません。
となるのですか︖
どうしても2回シリーズのうち⼀⽅の受講ができません。受講できない
現在検討しています。受講確定者には追ってお知らせします。
回の映像記録を後⽇、視聴できないでしょうか︖
薬学生からの質問

薬学生です。Web受講の申し込みはできますか︖

はい。テキスト代（送料を含む）1,500円を振込んでいただき、振込受領証または利用明細書を添付
して申し込んでください。

