…………… 平成 27 年 1 月・研究会のお知らせ ……………
【 重 要 】 研 究 会 参 加 に 関 す る 注 意 事 項
受付時間と受講シールの配布・認定
・受講シールの配布を行う受付時間は、「研究会開始３０分前～製品紹介を除く、講演開始 30 分を経過するまで」です。
・受付時間終了後の来場は、受講シールをお渡しできません。
・受付時間内に来場された方には、
出席者全員…日本薬剤師研修センター受講シール１単位
本会会員で会員証を提示された方のみ
…日本薬剤師研修センター受講シール１単位＋日本病院薬剤師会の生涯研修認定に使用する「都病薬受講シール１単位」
をお渡しいたします。
・紛失等による受講シールの再交付は一切行っておりませんのでご注意ください。

「会員証」提示のお願い
東京都病院薬剤師会の会員の方は、受付にて 2014 年会員証（赤色、要記名※本会雑誌 4 月号に綴じ込み）をご提示ください。
・会員証の提示がない場合、非会員分の参加費を徴収し、「都病薬受講シール」の配布は行いません。
（後日会員証を提示されても、都病薬受講シールを配布することは出来ません。）
・新規入会届の送付および会費納入後に会員証が届いていない場合は、「新規入会届確認メールのコピー」をご提示ください。

参加費

・会員…５００円 、 ・非会員（会員証の提示がない場合）…１，０００円

※1/15（木）「城東支部勉強会」、1/22（木）「城南・島しょ支部勉強会」、1/29（木）「城東支部勉強会（集中講座）」は一律５００円
・領収証が必要な方は受付にてお渡しいたします。（後日の発行は出来ません。）
・天候不良・災害等により研究会が中止となる場合は、本会ホームページでお知らせいたしますので必ずご確認ください。

＝お問合せ先＝

１月

東京都病院薬剤師会 事務局 … TEL０３（３４９９）３３８８

１４日（水） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

FAX０３（３４９９）３３９９

「臨床薬学研究会」

製品紹介

酸化マグネシウム錠「ケンエー」－崩壊性、摩損度などの有用性について－
会次第

２、 １８：３０～２０：００

【受付時間…１7：30～19：00】
健栄製薬株式会社

特別講演

『今、知っておくべき新興・再興感染症における予防策について～エボラ出血熱を含めて～』
浜松医療センター 副院長・感染症内科長 矢野 邦夫 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

健栄製薬株式会社

１月

（新宿区南元町４

１５日（木） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１９：００

TEL０３（３３５３）４３１１）

「城東支部勉強会」

【受付時間…１8：00～19：30】

製品紹介

「カルバペネム系抗生剤メロペンについて」 大日本住友製薬株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『横隔膜より上の感染症−中枢神経系と呼吸器系を中心に−』
順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科 准教授 上原 由紀 先生
すみだ産業会館
サンライズホール（丸井９Ｆ）
墨田区江東橋３－９－１０
会 場

TEL０３（３６３５）４３５１
■最寄駅
・ＪＲ、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」

共 催

大日本住友製薬株式会社
（裏面へつづく）

１月

２２日（木） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１９：００

「城南・島しょ支部勉強会」

【受付時間…１8：00～19：30】

製品紹介

「ロゼレム錠について (仮)」 武田薬品工業株式会社 東京学術グループ 清水 俊成
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『酸分泌抑制薬 最新の話題 (仮)』
昭和大学医学部 内科学講座 消化器内科学部門 准教授 竹内 義明 先生

会 場

アリアル会議室 ANNEX ２階
品川区西五反田１－３－８
五反田御幸ビル２階
TEL０３（５７５９）８３３６
■交通
・JR 山手線「五反田駅」西口 徒歩１分
・都営浅草線「五反田駅」A1 出口 徒歩１分

共 催

１月

武田薬品工業株式会社

２７日（火） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

「臨床薬学研究会」

【受付時間…１7：30～19：00】

製品紹介

血行促進・皮膚保湿剤「ヒルドイド」 マルホ株式会社
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『皮膚疾患治療薬における服薬指導効果を高めるコツ～皮膚と頭皮のケアを含めて～』
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 皮膚科 科長 植木 理恵 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

マルホ株式会社

１月

（新宿区南元町４

２８日（水） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

TEL０３（３３５３）４３１１）

「診療所例会」

【受付時間…１7：30～19：00】

製品紹介

「ω-3 系脂肪酸による高脂血症治療について」 武田薬品工業株式会社 東京学術グループ 中井 崇仁
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『高齢者の認知症と不眠症をどう考えるか？』
東京慈恵会医科大学 精神医学講座 品川 俊一郎 先生
武田薬品工業株式会社
東京本社 ８階 大会議室
中央区日本橋２－１２－１０
TEL ０８０－４１３１－５４９６（武田薬品・中野）
会 場
■交通
・地下鉄・銀座線、東西線、都営浅草線
「日本橋駅」より徒歩 1 分
・JR「東京駅」八重洲口より徒歩 10 分
共 催

１月

武田薬品工業株式会社

２９日（木） １８：３０～２０：３０

「城東支部勉強会（集中講座）」

【受付時間…１8：00～19：30】

【※注意※】本研究会は申込制ではありませんが、会場の都合上、100 名に達した時点で受付を終了いたしますので、ご了承の程お願いします。

１、 １８：３０～１９：００

製品紹介

「エネーボ配合経腸用液」 アボットジャパン株式会社 栄養剤事業部
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『在宅での栄養管理及びフィジカルアセスメント』
東京大学 医学部 在宅医療学拠点 特任准教授 山中 崇 先生
会 場

すみだ産業会館 会議場 １・２ （丸井９Ｆ） （墨田区江東橋３－９－１０

共 催

アボットジャパン株式会社

TEL０３（３６３５）４３５１）

＝２月の予定＝
２月

３日（火）

精神科薬物療法学術研究会 １８：３０～ 於：東医健保会館

２月

４日（水）

臨床薬学研究会 １８：３０～ 於：八王子市学園都市センター

２月

１４日（土）

プレアボイドフォーラム東京２０１５

２月

１８日（水）

多摩西南支部・東支部合同勉強会 １９：００～ 於：調布グリーンホール

２月

１９日（木）

臨床薬学研究会 １８：００～ 於：東医健保会館

２月

２１日（土）

療養病床小委員会研究会 １５：００～ 於：ＡＰ西新宿 ５階 Ｂ＋Ｃ

２月

２６日（木）

城東支部勉強会（集中講座） １８：３０～ 於：すみだ産業会館

１４：００～ 於：府中グリーンプラザ

城北支部勉強会 １８：３０～ 於：新宿住友ホール
※最新の研究会情報は、本会ホームページ「研究会のお知らせ」内のカレンダーよりご覧いただけます。

