…………… 平成 27 年 3 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※本会雑誌昨年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。

「2015 年会員証」の送付
2015 年会員証は、4 月末日発行の 4 月号雑誌に綴じ込みとなっております。
4 月号雑誌が届くまでは 2014 年会員証（赤色）を使用してください。

参加費
・会員…５００円 、 ・非会員（会員証の提示がない場合）…１，０００円
※3/9（月）「中央支部勉強会」、3/14（土）「糖尿病領域薬剤師養成研究会公開講座」、3/17（火）「城南・島しょ支部勉強会」は一律５００円
※会員証忘れの場合、後日会員証を提示されても都病薬シールを配布することは出来ません。

その他
・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＝
東京都病院薬剤師会 事務局 … TEL０３（３４９９）３３８８

３月

５日（木） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

FAX０３（３４９９）３３９９

「臨床薬学研究会」

【受付時間…１7：30～19：00】

製品紹介

「選択的 SGLT2 阻害剤－フォシーガ錠 5mg・10mg 最近の話題」 小野薬品工業株式会社
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『ＳＧＬＴ2 阻害薬 臨床経験から発売１年経って見えてきたこと、またこれからの課題』
杏林大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・代謝内科 講師 保坂 利男 先生
東医健保会館 ２階 大ホール
新宿区南元町４
会 場

TEL０３（３３５３）４３１１
■交通
・ＪＲ「信濃町」駅徒歩４分

共 催

小野薬品工業株式会社、アストラゼネカ株式会社

３月

９日（月） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１８：４５

「中央支部勉強会」

【受付時間…１8：00～19：15】

製品紹介

「リーバクト配合顆粒 製品説明」 味の素製薬株式会社
２、 １８：４５～１９：３０

講演

『ジェネリック医薬品と医療安全 ～薬剤師力を活かした選択のポイント～』
会次第

横浜市立大学附属病院 薬剤部 小池 博文 先生
３、 １９：３０～２０：３０

特別講演

『増加する肥満関連肝がんの実態と対策』
東京大学大学院医学系研究科
がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 消化器内科 特任講師 建石 良介 先生
三井記念病院外来棟７階講堂
千代田区神田和泉町１番地
TEL ０３－３８６２－９１１１（大代表）
■交通
会 場

・JR 線「秋葉原」駅下車、昭和通り口より徒歩７分
・東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅下車１番出口より徒歩６分
・都営地下鉄新宿線「岩本町」駅下車、
Ａ３・Ａ４出口より徒歩 10 分
・つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ「秋葉原」駅下車、
Ａ2・Ａ3（昭和通り方面）出口より徒歩７分

共 催

３月

味の素製薬株式会社

１０日（火） １９：００～２１：００
１、 １９：００～１９：１５

「中小病院薬薬連携勉強会」

製品紹介

「ダクルインザ錠・スンべプラカプセルについて」 ブリストル・マイヤーズ株式会社
２、 特別講演
（Session１）１９：１５－１９：５５
会次第

『肝炎治療薬の服薬指導に関して（仮）』
北里大学北里研究所病院 薬剤部主任 岩田 耕一郎 先生
（Session２）１９：５５－２１：００
『専門医が考える C 型肝炎治療とは？（仮） 』
東京大学医学部附属病院 感染症内科科長・准教授
ベルサール八重洲 ２階 Room A・B・C
中央区八重洲１－３－７
八重洲ファーストフィナンシャルビル２階

会 場

■交通
・「日本橋駅」 Ａ７出口 直結
(東西線・銀座線・浅草線)
・「東京駅」 八重洲北口 徒歩３分
(JR 線・丸ノ内線)

共 催

ブリストル・マイヤーズ株式会社

四柳 宏 先生

【受付時間…１8：30～19：45】

３月

１２日（木） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１９：００

「精神科薬物療法学術研究会」

【受付時間…１8：00～19：30】

製品紹介

「不眠症治療薬ルネスタ錠」 エーザイ株式会社 大澤 めぐみ
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラインについて』
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 精神生理研究部 部長
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

エーザイ株式会社

３月

（新宿区南元町４

１３日（金） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

三島 和夫 先生

TEL０３（３３５３）４３１１）

「診療所例会」

【受付時間…１7：30～19：00】

製品紹介

「経皮吸収型・β1 遮断剤 ビソノテープ 4mg・8mg」 トーアエイヨー株式会社
会次第

２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『慢性心不全の管理－チーム医療における役割－(仮)』
慶應義塾大学病院 循環器内科 准教授 佐野 元昭 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

トーアエイヨー株式会社

３月

１４日（土） １５：００～１７：００
１、 １５：００～１５：３０

「糖尿病領域薬剤師養成研究会公開講座」【受付時間…１4：30～16：00】

情報提供

「糖尿病治療について最近の話題」 協和発酵キリン株式会社
会次第

２、 １５：３０～１７：００

特別講演

『糖尿病とがんの危険な関係』
国立がん研究センター中央病院 総合内科・歯科・がん救急科 科長 大橋 健 先生
北里大学白金キャンパス
薬学部コンベンションホール
東京都港区白金５－９－１
TEL ０３―３４４４－６１６１
■交通
・「渋谷」駅東口下車
都バス「田 87」系統 田町駅行 15 分
「北里研究所前」下車
・「広尾」駅（東京メトロ日比谷線）
会 場

天現寺橋方面（出口１，２番）下車 徒歩 10 分
・「恵比寿」駅（JR・東京メトロ日比谷線）
東口下車 徒歩 15 分または
都バス「田 87」系統 田町駅行 7 分 「北里研究所前」下車
・田町駅（JR）、三田駅（都営地下鉄浅草線・三田駅）
三田口下車
都バス「田 87」系統 渋谷駅行 15 分 「北里研究所前」下車
白金高輪駅
（東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線）
恵比寿方面（出口 3 番）下車 徒歩 10 分

共 催

協和発酵キリン株式会社

３月

１７日（火） 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

「SGLT2 阻害薬 2 型糖尿病治療薬 エンパグリフロジンについて」 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『腎機能を考慮した糖尿病薬剤選択～SGLT2 阻害薬の視点を含めて～』
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 講師 川浪 大治 先生

ゆうぽうと「芭蕉」
品川区西五反田８－４－３
TEL０３（３４９０）５１１１
会 場
■交通
・東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約１分
・都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約５分
・JR「大崎駅」西口徒歩約７分

共 催

３月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、日本イーライリリー株式会社

１８日（水） １８：４５～２０：４５
１、 １８：４５～１９：１５

「臨床薬学研究会」

【受付時間…１8：15～19：45】

製品紹介

「リクシアナ錠について」 第一三共株式会社
会次第

２、 １９：１５～２０：４５

特別講演

『新時代を迎えた抗凝固療法

～国産 NOAC エドキサバンの登場～』

国家公務員共済組合連合会 立川病院 院長 三田村 秀雄 先生

立川市女性総合センター アイム「ホール」
立川市曙町２－３６－２
会 場

TEL０４２（５２８）６８０１
■交通
・JR「立川」駅北口 徒歩 5 分

共 催

第一三共株式会社

＝４月の予定＝
４月

７日（火）

臨床薬学研究会 １８：３０～ 於：八王子市学園都市センター

４月

１６日（木）

臨床薬学研究会 １８：００～ 於：東医健保会館

４月

２２日（水）

臨床薬学研究会 １８：００～ 於：東医健保会館

※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。

