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【お申し込み・お問い合わせ】  石川県公立大学法人 石川県立看護大学 (担当：岡山)
〒929-1210 石川県かほく市学園台１丁目１番地　TEL：076-281-8300

主催：超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成（北信がんプロ）　
　　　（石川県立看護大学・金沢大学・金沢医科大学・福井大学・富山大学・信州大学　共同参画事業）
共催：石川県病院薬剤師会
後援：北國新聞社
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※参加対象者は医療従事者（大学院生含む）です。
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。
※裏面もご確認ください。

【【【 込込し込お申し込込し込しし込しおおお申おおお申お申お 込込し込し込申し込し込込し込し込しし込し込し込し込し込し込しおおお申申し み・みみみみ・みみ・み・み・お問い合い合お問い合お問 合お わせわせわせわせせ】】】  石川県 人公立大学法人 石川県立看護大学大学 (担
929 1210929 129 999 9 21012212212212〒9〒999 地 TEL：076 281 830かほく市学園台１丁目１番地 0石川 か川県か210-12〒92929-1〒 229-〒〒〒〒〒〒〒〒 2-1229-19- 29-129-19-9-129-〒9〒9 地　TEL：076-281-830かほく市学園台１丁目１番地 0石川県石川石川石川川県か

従事者（大 す。大学院生含む）です※参加対象者は医療医療従事療従事療従事従者者者者 療療療療従は者は医療従事者（大学 す。大学院生含む）です※参加対象者は医対象 医療対象者は医療対象者は医療象者は医療療従は医者は対対
す。の のご利用をお願いします。ので、公共交通機関の※駐車場に限りがあります※駐 に限り ますのますのますますにに限に限に限に限 ありまに限りがありまに限りが りまに限りが すますのり場に
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2019年9月27日（金） ※定員になり次第、締め切らせて頂きます。締 切
申し込みはQRコードまたは
裏面をご確認ください。
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2019年10月6日日
時間／10：00～12：：30（受付9：30～～）会場／ホテル金沢（５階 アプローズ）金金金

　　　　〒920-0849　石川県金沢市堀川新町1番1号　TEL：076-223-1111
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・「がんライフケアコース」
　「がんゲノム多職種連携入門コース」
 　の修了要件に含まれます。
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・「石川県病院薬剤師会生涯認定制度（1単位）」、
　「日本病院薬学認定薬剤師制度（1単位）」に申請中です。
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※必要事項を入力し、
　お申し込み下さい。

【申し込み締め切り】
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９月２７日（金）
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■ 氏名・連絡先を必ずご記入下さい。
■ Webからお申し込み下さい。

Webでのお申し込み 石川県立看護大学
ホームページ

QRコードでのお申し込み

北信がんプロ 2019年度事業

■■ ご連絡先を必ずご連絡先連絡先絡絡先を必絡先・連連連連連連絡連絡氏名氏名名氏氏 ・氏氏名名氏氏名氏氏名・名・氏氏 先絡絡名名

お申し込み方法

交通のご案内

【お申し込み・お問い合わせ】  石川県公立大学法人 石川県立看護大学
〒929-1210　石川県かほく市学園台１丁目１番地
TEL：076-281-8300（代）
Ｅ-mail：ganpro-j@ishikawa-nu.ac.jp ( 担当：岡山 )

■所在地･･･････････････････････････
　〒920-0849 
　石川県金沢市堀川新町 1番1号

■アクセス方法･････････････････････
　JR金沢駅東広場から徒歩で約1分
　小松空港から直通バスで40分
　（金沢駅西広場ターミナルより発着）
　北陸自動車道 金沢東ICから車で10分
　北陸自動車道 金沢西ICから車で15分
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