…………… 平成 27 年 2 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。
（※2/14（土）「プレアボイドフォーラム東京 2015」、
2/21（土）「療養病床セミナー」は、日本薬剤師研修センター受講シール：２単位、都病薬受講シール：１．５単位）
・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
※2/18（水）「多摩西南・東支部合同勉強会」、2/26（木）「城北支部勉強会」、「城東支部勉強会」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＝

２月

東京都病院薬剤師会 事務局 … TEL０３（３４９９）３３８８

３日（火） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１８：４５

FAX０３（３４９９）３３９９

「精神科薬物療法学術研究会」

【受付時間…１8：00～19：15】

製品紹介

「コンサータ錠について」 ヤンセンファーマ株式会社
２、 １８：４５～１９：１５
会次第

特別講演１

『薬物乱用防止に関する大学の取り組み』
帝京大学薬学部 実務実習研究センター 准教授
３、 １９：１５～２０：３０

齋藤 百枝美 先生

特別講演２

『薬物依存の理解と援助』
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部 診断治療開発研究室長
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

ヤンセンファーマ株式会社

２月

（新宿区南元町４

４日（水） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１９：００

TEL０３（３３５３）４３１１）

「臨床薬学研究会」

【受付時間…１8：00～19：30】

製品紹介

「アルブミン製剤の現状と感染症対策について」 一般社団法人日本血液製剤機構 玉城 論
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『アルブミンの適正使用および国内自給推進における薬剤師の役割
～薬剤師が担うインフォームドコンセント～』
東京医大八王子医療センター 輸血部 部長 田中 朝志 先生

会 場
共 催

八王子市学園都市センター JR 八王子駅北口前八王子スクエアビル１２階
（八王子市旭町９－１

０４２（６４６）５６１１）

一般社団法人日本血液製剤機構

松本 俊彦 先生

２月

１４日（土） １４：００～１７：００
１、 １４：００～１４：３０

「プレアボイドフォーラム東京 2015」

製品紹介

◆◆事前アンケートご協力のお願い◆◆

「抗血栓療法の最新の話題」 第一三共株式会社
２、 １４：３０～１４：３５

よりよいフォーラム実施のため、プレアボイドに対す

開会挨拶

る意識についてのアンケートを実施しております。

一般社団法人東京都病院薬剤師会 会長 明石 貴雄
３、 １４：３５～１４：５０

【受付時間…１3：30～15：05】

回答は東京都病院薬剤師会ホームページよりお願いい

基調講演

たします。（回答期限：2 月 6 日 15：00）

『東京都におけるプレアボイドの現状』

東京都病院薬剤師会 医薬情報部プレアボイド推進小委員会 委員長 村松 博
４、 １４：５０～１５：２５
会次第

特別講演１

『抗血小板薬のマネジメント』 東京大学医科学研究所附属病院 薬剤部 安 武夫 先生
５、 １５：２５～１６：００

特別講演２

『抗凝固薬（ワーファリン）とプレアボイドについて』 虎の門病院 薬剤部 五十嵐 正博 先生
６、 １６：１０～１６：５５

プレアボイド推進にむけた活動報告

①東京女子医科大学病院
②国家公務員共済組合連合会立川病院
③東京腎泌尿器センター大和病院
７、 １６：５５～１７：００

閉会挨拶

医薬情報部プレアボイド推進小委員会 委員長 村松 博
府中グリーンプラザ ６階 大会議室
会 場

府中市府中町１－１－１
TEL０４２（３６０）３３１１
■交通：京王線「府中」駅より徒歩１分

共 催

２月

第一三共株式会社

１７日（火） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

「診療所例会」

【受付時間…１7：30～19：00】

製品紹介

「持続型赤血球造血刺激因子製剤 ミルセラ注」 中外製薬株式会社
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『腎機能障害・透析患者における薬物用量設定について』
東京女子医科大学病院 薬剤部 部長 木村 利美 先生
会 場

ＫＤＤＩホール （千代田区大手町１－８－１ ＫＤＤＩ大手町ビル 2 階 TEL０３（３２４３）９３０１）

共 催

中外製薬株式会社

２月

１８日（水） １９：００～２１：００
１、 １９：００～１９：１５

「多摩西南･東支部合同勉強会」

【受付時間…１8：30～19：45】

製品紹介

「SGLT2 阻害薬カナグルについて」 田辺三菱製薬株式会社
２、 １９：１５～２０：００
会次第

一般講演

『急性期病院における糖尿病療養指導へのかかわり』 公立昭和病院 西條 雅美 先生
『外来業務における糖尿病治療へのかかわり方』
３、 ２０：００～２１：００

多摩薬局 山口 友子 先生

特別講演

『糖尿病における食事療法および薬物療法の新展開』
日本大学医学部 糖尿病・代謝内科 教授 石原 寿光 先生
調布グリーンホール 小ホール
調布市小島町２－４７－１
会 場

TEL０４２（４８１）７６１１
■交通
調布駅下車徒歩１分

共 催

田辺三菱製薬株式会社、 第一三共株式会社

２月

１９日（木） 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

「オレキシン受容体拮抗薬－不眠症治療薬－ベルソムラ錠について」 MSD 株式会社 学術部
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『スポーツ・身体運動と睡眠を紐解く～オレキシン受容体拮抗薬の位置づけを含めて～』
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 内田 直 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

ＭＳＤ株式会社

２月

（新宿区南元町４

２６日（木） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１９：００

TEL０３（３３５３）４３１１）

「城北支部勉強会」

【受付時間…１8：00～19：30】

製品紹介

抗血小板剤「エフィエント錠」 第一三共株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『新規経口抗凝固薬（NOAC）使用の理想と現実』
東京医科大学 循環器内科 講師 五関 善成 先生
新宿住友ホール 地下１階
新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ビルＢ１
TEL０３（３３４４）６９８３

会 場

■交通 ・「都庁前駅」A6 出口直結(大江戸線)
・「西新宿駅」２番出口徒歩４分(丸ノ内線)
・「新宿駅」A18 出口徒歩７分(丸ノ内線)
・「新宿駅」西口徒歩８分
(JR 線･小田急線･京王線)
・「新宿駅」７番出口徒歩９分(新宿線･大江戸線)

共 催

２月

第一三共株式会社

２６日（木） １８：３０～２０：３０

「城東支部勉強会」

【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、120 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

「インフルエンザの話題 ラピアクタ」 塩野義製薬株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『下部消化管・泌尿器感染症の基礎と押さえておきたいポイント』
東京医科歯科大学医学部附属病院 低侵襲医学研究センター 准教授 小林 宏寿 先生

すみだ産業会館
サンライズホール D（丸井８Ｆ）
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

塩野義製薬株式会社

２月

２１日（土） １５：００～１８：００

「療養病床セミナー」

テーマ：－療養病床で勤務する薬剤師が今後に向けて知っておきたいこと－
１、 １５：００～１５：２０

【受付時間…１4：30～15：50】

製品紹介

「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 レクサプロ錠について」 吉富薬品株式会社
２、 １５：２０～１６：２５

特別講演１

『睡眠薬・抗不安薬の適正使用－薬剤の選択および増量・減量方法のアドバイス－（仮）』
慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学教室 助教 冨田 真幸 先生
会次第

３、 １６：３０～１７：００

特別講演２

『気を付けなくてはいけない内因性再燃結核患者の対応－長期療養だからありえる実際の症例を見ながら－』
緑風荘病院 薬局 山崎 篤司 先生
４、 １７：０５～１８：００

パネルディスカッション「療養型病院での薬剤師活動報告」

『よろず相談所開局中』 ベトレヘムの園病院 薬局 山口 博美 先生
『チーム医療に奮戦中』 緑風荘病院 薬局 坂田 美恵子 先生
『病棟薬剤師業務を行ってみて思うこと』 武蔵村山病院 薬剤科 山崎 千紘 先生
ＡＰ西新宿 ５階 Ｂ＋Ｃ
新宿区西新宿７－２－４ 新宿喜楓ビル５階 TEL ０３（５３４８）６１０９
■交通
・JR・小田急・京王・都営新宿線・地下鉄丸ノ内線「新宿」駅徒歩約６分
会 場

・都営大江戸線「新宿西口」駅 D5 出口徒歩約１分
・西武新宿線「西武新宿」駅徒歩約５分

共 催

吉富薬品株式会社

＝３月の予定＝
３月

５日（木）

臨床薬学研究会 １８：００～ 於：東医健保会館

３月

１２日（木）

精神科薬物療法学術研究会 １８：３０～ 於：東医健保会館

３月

１３日（金）

診 療 所 例 会 １８：００～ 於：ＫＤＤＩホール

３月

１４日（土）

糖尿病領域薬剤師養成研究会公開講座 １５：００～ 於：北里大学白金キャンパス

３月

１７日（火）

城南・島しょ支部勉強会 １８：３０～ 於：ゆうぽうと

３月

１８日（水）

臨床薬学研究会 １８：４５～ 於：立川市女性総合センター

※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。

