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 時下、会員の先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さてこの度、「兵庫県病院薬剤師会伊丹支部、川西薬剤師会・伊丹市薬剤師会合同研修会」を下記の通

り開催致します。 

 新型コロナウィルス感染対策を十分に考え、いたみホールの利用規定を順守しながら開催致します。

また、今回も病薬 WEB 研修システムを利用致します。病薬の方は、WEB、現地開催のどちらかを記載

してお申し込みください。（次回から WEB 参加の支部申し込みは無にします）なお、会場に入れる人数

が 63 人までと限定されておりますので、先着順での参加募集とさせていただきます。令和 3 年 1 月の 

研修会より、WEB 参加については、100 名までの定員人数が設けられることとなりました。    

視聴には兵庫県病院薬剤師会 HP のトップページ「WEB 研修システム」での事前参加予約が必要となり

ます。事前参加予約開始時間は研修会当日の開催 3 時間前となります。 

 諸事ご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 

謹白 

記 

日時：令和 3 年 1 月 1４日（木） 18：20 より        

会場：いたみホール（伊丹市立文化会館）6 階 中ホール                

   伊丹市宮ノ前 1 丁目 1 番 3 号  TEL：072-778-8788 

議題： 

１）18：20～18：35 情報提供「フォシーガ錠」アストラゼネカ（株） 

２）18：35～20：05 学術講演 

  演題 「 高カリウム血症治療 ～薬剤師の先生方に知っていただきたいこと～ 」 

  講師 兵庫県立尼崎総合医療センター 腎臓内科 部長 竹岡 浩也 先生 

  座長 ベリタス病院 薬剤部 小野 聡 先生 

3）20：05～20：10 その他 連絡事項 

※準備の都合上、参加ご希望の先生は専用申込書にて各個人で申し込み下さい。 

 締め切りは 12 月 25 日（金）までに近畿中央病院 南波まで FAX にてお願い致します。 

（FAX：072-781-3767）なお、今回は軽食の準備はございません。 

（日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修 Ⅲ-２研修 １単位申請中）※変更の可能性もございます。 

共催：兵庫県病院薬剤師会伊丹支部/川西市薬剤師会/伊丹市薬剤師会/アストラゼネカ（株） 
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新型コロナウイルスの影響のため、会場・WEBともに開催延期となりました。



兵病薬伊丹支部、川西市・伊丹市薬剤師会 

合同学術講演会参加申込書（1 人 1 枚） ※病薬専用 

令和 3 年 1 月 14 日（木）の学術講演会に参加希望します 

FAX 送信先：072-781-3767 近畿中央病院薬剤部 南波 宛 

63 人 先着順となります。 

応募者多数により参加できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

参加者名  

施設名  

受講可否送信 FAX  

参加方法（希望に〇印） WEB 参加  ・   現地参加   

WEB 参加希望の方 １．病薬シール希望 

現地参加希望の方 ２．病薬シール希望 

（希望するシールの番号に〇印） ３．薬剤師研修センターシール希望 

  薬剤師免許番号（         ） 

後日、受講可否を返信欄に記載し FAX 送信させていただきます。 

返信欄 

今回の学術講演会にお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。 

１．WEB 参加 ２．現地参加 

（病薬シール） 

３．現地参加 

（薬剤師研修センターシール） 

●WEB による視聴の注意 

・兵庫県病院薬剤師会のホームページ（研修会 WEBシステム）よりログインを御願いします。 

・開催時間になりましたらライブ配信を視聴してください。 

・講演会中に発表する２つのキーワードを入力し、「研修認定」のボタンを押してください。 

・日病薬の単位シールは、後日所属長へまとめて送ります。 

●現地参加の注意 

・受講者は当日、発熱や咳などの体調不良があれば、受講をお断りします。 

・受講者はマスク着用が必須です。着用がなければ会場内には入れません。 

・受付で予め申し込まれた日病薬又は薬師氏研修センターのシールを受け取ってください。 

・会場入口の速乾性消毒用アルコール等で手指消毒を行ってください。 

・入口座席表を確認し、机にある配布資料や飲み物がある席にお座りください。 

・講習会後、新型コロナウィルス感染症陽性の場合は、所属長→支部長に御連絡ください。 



申し込み方法および注意点について （※令和 2 年 12 月 1 日時点） 

  

会場にて参加の場合 

・ 参加予約方法については、兵庫県病院薬剤師会のホームページの行事予定欄より案内状をご確

認ください。兵庫県病院薬剤師会 Web 研修会システムより申し込みの場合は、締め切り日ま

でに対象の研修会の「参加予約」より、会場参加を選択して登録してください。FAX 等で参加

受付をしている場合は、案内に従いお申込みください。どちらの研修会においても、定員に達

した時点で募集を締め切ります。 

・ 当日は会場受付で出欠確認を行い、単位シールをお渡しします。 

・ 当日、発熱や咳など体調不良があれば会場での受講をご遠慮いただき、ライブ配信にて受講し

てください。 

・ マスク着用が必須です。着用がなければ会場内に入れません。 

・ 会場に入る際は速乾性消毒用アルコールで手指消毒を行ってください。 

・ 感染対策のため、軽食等の用意はしておりません。 

 

Web にて参加の場合 

・ 令和 3 年 1 月の研修会より、研修会参加については、定員人数が設けられることとなりまし

た。また、事前参加予約が必要となります。事前参加予約開始時間は研修会開催の 3時間前と

なります。定員人数の詳細などは兵庫県病院薬剤師会ホームページ内の最新の案内状を必ずご

確認ください。 

・ Web 視聴者の質問はチャット機能を利用し、座長が質問を行います。 

・ 視聴後アンケートにご回答いただき、講演中に発表した「キーワード」を入力し、シール申請

画面に遷移したのち、日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修単位シールを選択し「決定」のボタ

ンを押してください。 

・ 研修単位シール配布対象と判断した受講者の単位シールは後日、日本病院薬剤師会より単位シ

ールが届き次第、各施設の所属長へまとめて郵送いたします。受領方法については、令和 2年

12 月定期便に同封、または兵庫県病院薬剤師会 HP に掲載されております「オンラインによ

るWeb研修会の研修シール配付依頼」を必ずご確認ください。 

・ 視聴履歴はご自身のマイページから確認できます。（現在、システム調整中） 

 

兵庫県病院薬剤師会の非会員が Web にて参加の場合 

・ Web 研修会システムのログイン画面下の「非会員の方はこちら」から、登録を進めて下さい。 

・ 「研修会参加予約（非会員）」より、受講を希望される研修会を選択し、クレジットカード決済

（1 研修会・５千円）を行うと視聴可能となります。なお、いかなる場合においても一度お支

払いいただきました料金は返金できかねますので、ご了承ください。 

・ 当該研修会用の ID（ご登録のメールアドレス）、パスワード（ご自身で設定されたパスワード）

でシステムにログインしてください。 

・ 単位シールが必要な方は、視聴後アンケートにご回答いただき、講演中に発表した「キーワー

ド」を入力し、シール申請画面に遷移したのち、日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修単位シー

ルを選択し「決定」のボタンを押してください。研修単位シール配布対象と判断した受講者の

単位シールは後日、ご施設の住所に個人あてに郵送いたします。受領方法については、兵庫県

病院薬剤師会 HP に掲載されております「オンラインによる Web 研修会の研修シール配付依



頼」を必ずご確認ください。 

 

 WEB 受講にあたっての注意事項  

・ 単位認定はご自身の ID に対して付与されますので、1 台の PC やスマートフォンなどを複

数人で視聴すると一緒に視聴した方に単位は付与されません。 

・ ライブ配信は、予約は３時間前から可能で、開始 5分前から入室が可能です。研修会開始時間

から終了時間まで視聴してください。視聴履歴を確認し、条件に満たない場合は研修単位シー

ルを発行することができませんのでご了承ください。 

 

【推奨視聴環境】 

研修会受講前に、必ず視聴環境の確認をお願いいたします。 

通信環境の不具合（受講者側・講師側）で視聴できない事象が発生しても本会は一切の責任を負い

ません。 

（推奨ネット環境 ※株式会社メネルジアより引用） 

■OS：Windows7 SP1 以上、MacOS10.5 以上 

■CPU：Intel Corei3 以上 

■メモリ：4GB 以上 

■ブラウザ：最新バージョンの Google Chrome、Firefox、MS Edge, Safari 

◆推奨通信速度は 10Mbps（通信速度の単位は M（メガ）です K（キロ）と間違えないようにして

ください）以上です。下記の Web サイトで測定できます。 

https://speedtest.gate02.ne.jp/ 

https://fast.com/ja/ 
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