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2015 年 11 月 

 
薬剤師グレードアップセミナー ｉｎ 横浜 の 

参加者募集のお知らせ 

（２０１6 年度セミナー参加会員２０１５年１２月～２０１6 年９月） 

 

主催：医薬情報研究所／㈱エス・アイ・シー 

共催：神奈川県女性薬剤師会 

 

 

医薬情報研究所／㈱エス･アイ･シーは、来年度も神奈川県女性薬剤師会との共催で、横浜地区において

2016 年度薬剤師グレードアップセミナー in 横浜 の開催を予定しております。このセミナーもおかげ

さまで 24 年目を迎えました。次年度も例年と同様、１２月６日(日曜日)の合同セミナーを横浜地区で１回

目として開催し、年間７回開催する予定です。 

 

今年度の勉強会において紹介しましたように、2025 年問題に向けて医療環境が大きく変わろうとしてい

ます。薬剤師として知識を向上させていくことはもちろんですが、医療行政がどのように変化していこうと

しているのか、国の流れを把握することもとても大切です。そこで、今年度の勉強会も前年度に引き続き、 

最新のトピックスを紹介させていただくとともに、チーム医療の中で、薬の視点から患者をみることを充実

させるために、副作用の予防・早期発見について紹介します。多剤併用される薬の数を減らすために、薬剤

師としてどのような対応が必要かも一緒に検討していきたいと思います。 

今回の 1２月６日の合同勉強会は、医療法人社団至高会 たかせクリニック理事長 高瀬 義昌 先生をお

招きし「地域包括ケアを支えるこれからの薬剤師の役割について」御講演をいただきます。 

なお、2016 年度の薬剤師教育セミナーの会場は、岩崎学園新横浜１号館（ＪＲ新横浜駅近く）または、

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（ＪＲ横浜駅近く）で行う予定ですが、日程・場所については都合によっ

て変更することもあります。直前の講習会の案内で必ず御確認ください。 

 

どのコースに参加されても、セミナー内容はほぼ同様です。 

多くの薬剤師の先生方のご参加をお待ち申し上げます。 

 

１． 最近のトピックス 副作用の早期発見と予防① 食欲への影響 

２． 最近のトピックス 副作用の早期発見と予防② 血糖値・血圧・尿酸・脂質など 

３．最近のトピックス 副作用の早期発見と予防③ 中枢神経への影響 

４．最近のトピックス 副作用の早期発見と予防④ 眼への影響 

５．最近のトピックス 副作用の早期発見と予防⑤ 皮膚科領域への影響 

６．最近のトピックス 副作用の早期発見と予防⑥ その他 
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募集要項 

 薬剤師グレードアップセミナー in 横浜                       定 員 

   木曜日コース：１３：３０～１６：３０             １５０名   

   土曜日コース：１４：３０～１７：３０             １５０名 

 

 薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・夜間コース 

   土曜日１９：００～２１：００                    ５０名 

 

  横浜・木曜日／土曜日コース、横浜・夜間コースとも、定員になり次第、順次締め切らせていただきます。 

 なお、会場の定員の都合上、原則として、申し込みいただいて決定させていただいた参加セミナーのコー

スは変更できませんので、ご了承下さいますようお願い申しあげます。また、急用にての単回の参加セミナ

ーの変更は、毎回、事務局で電話連絡またはＦＡＸにて承りますので、連絡の上、別のコースにご参加くだ

さい。 

 会員の方のご都合で、セミナーに出席できなかった場合、セミナー開催日の翌週、宅急便などにて、使用

した資料をご登録の送付先まで配送させていただきます。 

また、当セミナーで利用させていただく資料は、一部の資料を除き㈱エス･アイ･シーが著作権を有してい

ます。コピー、印刷物等への利用には個人で使用するものを除き、事前に、医薬情報研究所/㈱エス･アイ･

シーへの書面での申請と承認が必要です。 

セミナー会場内でのセミナー内容の音声記録、画像記録等はすべて禁止させていただきます。 

今回のセミナーでは、当社の準備する資料を使用します。会費の中には、この資料代も含まれています。 

 

会員資格 

 

1. セミナーで学んだことを、薬剤師個人の業務に活用される方。 

2. 薬剤師で、特に調剤業務に関してクリエイティブな考えを持った方。 

3. 薬剤師としての個人的な職能アップを考えている方。 

 

会 費 

  薬剤師グレードアップセミナー in 横浜（木曜日、土曜日コースとも） 年間 37,800 円 

  薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・夜間コース          年間 37,800 円 

                         

  受講費、資料作成費、印刷費、通信費、会場費、運営費等を含みます。（今年度より消費税分を値上げさ

せていただきました。） 

 

 

会 場(予定) 

 薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・木曜日コース： 

岩崎学園新横浜１号館８Ｆ（ＪＲ新横浜駅近く） 

または、相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（ＪＲ横浜駅近く） 

 

薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・土曜日コース： 

岩崎学園新横浜１号館８Ｆ（ＪＲ新横浜駅近く） 

または、相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（ＪＲ横浜駅近く） 

 

   

薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・夜間コース ： 

岩崎学園新横浜１号館７Ｆ（ＪＲ新横浜駅近く） 

または、相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（ＪＲ横浜駅近く） 
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岩崎学園新横浜１号館：横浜市港北区新横浜２－４－１０ 

  （新横浜駅北口より徒歩３分） 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館：横浜市神奈川区鶴屋町２－１７  

（ＪＲ横浜駅きた西口より徒歩１分） 

 

 

 

開催回数及び時期 

今期は 2015 年 12 月～2016 年 9 月の 7 回の開催になります。 

処方箋調剤業務を中心としたセミナー 年 6回（2016 年 1 月～9月の予定） 

特別講演を含む合同セミナー 年１回（2015 年 12 月 6 日に開催の予定） 

年間スケジュールについては別紙参照のこと。 

 

セミナー開催日の約１週間前に、郵便はがきにて再度、開催日時、会場をご連絡いたします。会場、開催

日時等に変更がある場合がありますので、必ず、お届けするはがきをご一読ください。 

 

 

申込方法 

年会費を下記口座宛お振り込みいただき、入会申込書に、振り込みの用紙（振り込み金の受取書、利用控

え等振込の確認できるもの）の控え、あるいはそのコピーを添えて、医薬情報研究所／㈱エス･アイ･シー内

事務局宛郵送にてお送り下さい。 

薬局名、法人名等でまとめてお振り込みになった場合には、入会申込書もお振り込みの人数分まとめてお

送り下さい（会員名は個人名で登録させていただき、会員の個人名で入金の確認をさせていただいておりま

す）。 

お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承下さい。 

なお、振込手数料につきましては、各自ご負担いただきますようお願い申しあげます。 

入会申込書が事務局に到着した日付をもって、入会申込手続きの完了とさせていただき、入会確認のはが

きにて 2016 年度の新しい会員番号を事務局より連絡いたします。 

また、会費のお振込のみで入会申込書を送付されてない場合、振込み用紙の控えを添付されないまま入会

申込書を送付いただいた場合、いずれの場合も申し込みの確認、入金の確認が取れませんので、必ず上記の

方法に従って入会手続きをしていただきますようお願い申しあげます。 

各コースとも定員になり次第、順次締め切らせていただきます。また、定員になったコースをご希望の先

生におかれましては、他のコースへの変更をお願いいたします。 

領収書が必要な方は、事務局まで別途ご連絡下さい。 
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口座番号 

金融機関名：三井住友銀行 

支店名  ：八王子支店（店番号８４３） 

口座番号 ：普通 ７４６６７０１ 

名義   ：㈱エス･アイ･シー 

 

 

  

入会申込書送付先 （郵送用の宛名ラベルとして、切り取ってご利用下さい） 

 

〒１９２－００４６ 

東京都八王子市明神町４－７－１４ 

       八王子ＯＮビル３Ｆ 

医薬情報研究所／㈱エス・アイ・シー内 

薬剤師グレードアップセミナー in 横浜 事務局係 

 

 

ご不明の点がございましたら、事務局まで、お問い合わせ下さい。 

          ＴＥＬ ０４２－６３１－５２５５（薬剤師グレードアップセミナー事務局） 

          ＦＡＸ ０１２０－４３－６３５５（フリーダイアル） 

        Ｅメール headoffice@sic-info.co.jp 
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２０１６年度   薬剤師グレードアップセミナー ｉｎ 横浜 

年間スケジュール（予定）       2015/11/04 現在 

主催：医薬情報研究所/㈱エス・アイ・シ－ 

共催：神奈川県女性薬剤師会 

  日程 テーマ セミナー会場(予定) 

第１回 
2015/12/6(日） 

13:30～ 

■特別講演「地域包括ケアを支える

これからの薬剤師の役割について」

医療法人社団至高会 

たかせクリニック  

理事長  高瀬 義昌 先生 

新横浜プリンスホテル 

横浜市港北区新横浜３－４ 

第２回 

2016/1/21(木） 

 

2016/1/23(土) 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防 

①食欲への影響 

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

第３回 

2016/2/25（木） 

 

2016/2/27(土） 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防  

②血糖値・血圧・尿酸・脂質 

など 

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

第４回 

2016/4/21（木） 

 

2016/4/23（土） 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防 

③中枢神経への影響 

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

第５回 

2016/6/16（木） 

 

2016/6/18(土） 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防 

④眼への影響 

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

第６回 

2016/7/14（木） 

 

2016/7/16(土） 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防 

⑥皮膚科領域への影響  

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

第７回 

2016/9/1（木） 

 

2016/9/3(土） 

■最近のトピックスから 

■副作用の早期発見と予防 

⑥その他 

岩崎学園新横浜１号館 

または 

相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館 

横浜・木曜日コース（1：30pm～4：30pm）・・・・岩崎学園新横浜１号館 または相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（予定） 

横浜・土曜日コース（2：30pm～5：30pm）・・・・岩崎学園新横浜１号館 または相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（予定） 

横浜・夜間コース（7：00pm～9：00pm）・・・・・岩崎学園新横浜１号館 または相鉄岩崎学園ビル横浜西口２号館（予定） 

 

（注）セミナー開催日の約１週間前に、郵便はがきにて再度、開催日時、会場をご連絡いたします。会場、開催日時等に変更が 

ある場合がありますので、必ず、お届けするはがきをご一読ください。 



                                          

 vi

 

薬剤師グレードアップセミナー ｉｎ 横浜 

参加申込書  （2016 年度） 

フリガナ  １．新規入会 

氏   名 

 

 ２．継 続  

( 2015 年度の会員番号) 

 

      

 

１ 

 

自宅住所 

〒 

 

 

 

TEL  

FAX 

E-Mail 

 

２ 

 

勤務先名  

 

勤務先住所 

 

 

〒 

 

 

 

TEL 

FAX  

E-Mail 

上記の住所のうち連絡先（資料送付、連絡はがき送付先）希望の番号に○印をお付け下さい。 

（１．２．どちらか一方に○印。印なき場合は自宅へお送りいたします。） 

参加希望セミナーコース(希望するコースの番号に○印をつけて下さ

い) 

     

１、薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・木曜日コース

      

２、薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・土曜日コース

    

３、薬剤師グレードアップセミナー in 横浜・夜間コース 

     

他コースへの変更 

 

１．可能 

 

２．定員を超える場合 

参加取りやめ 

 

 

 

この部分に、振込用紙の控え等(コピーも可)を添付してください。 

振込用紙控え添付位置 

 

 

 

 

 

 


