…………… 平成 27 年 11 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、下記シールを配布いたします。
出席者全員…日病薬病院薬学認定薬剤師制度の研修単位シール１単位
本会会員で会員証を提示された方のみ…日病薬病院薬学認定薬剤師制度の研修単位シール１単位
＋日病薬生涯研修認定制度（単年度）に使用する「都病薬受講シール１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、受付で 2015 年会員証（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

（※11/5（木）城東支部勉強会、11/11（水）城北支部勉強会、11/27（金）城南・島しょ支部勉強会は一律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。
・日病薬病院薬学認定薬剤師制度の詳細につきましては、日本病院薬剤師会ホームページをご参照ください。

＝お問合せ先＝
東京都病院薬剤師会 事務局

１１月

TEL０３（３４９９）３３８８

FAX０３（３４９９）３３９９

５日（木） １８：３０～２０：３０ 「城東支部勉強会」

（受付時間…18：0 0～19：30）

※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
１、 １８：３０～１９：００

研修番号
Ⅲ－２※予定

製品紹介

「アミティーザカプセル 24μg」 「エネーボ配合経腸用液」 アボットジャパン株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『今後の地域医療と医療連携について』
賛育会病院 小児科 野崎 英夫 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

１１月

５日（木） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

TEL ０３（３６３５）４３５１）

「臨床薬学研究会」（受付時間…１7：30～19：00）

製品紹介

「抗悪性腫瘍剤 ロンサーフ配合錠 適正使用について」
会次第

大鵬薬品工業株式会社 東京支店 医薬企画課 奥山 樹
２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『大腸がん化学療法の変遷と最近の話題～進行再発大腸がん治療への新たなアプローチ～』
慶應義塾大学病院 腫瘍センター 特任講師 浜本 康夫 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

大鵬薬品工業株式会社

（新宿区南元町４

TEL０３（３３５３）４３１１）

研修番号
Ⅴ－２※予定

１１月

１１日（水） １９：００～２１：００ 「臨床薬学研究会」
１、 １９：００～１９：３０

（受付時間…１8：30～20：00）

研修番号
Ⅴ－２※予定

製品紹介

「カナグル錠 100mg」 田辺三菱製薬株式会社
会次第

２、 １９：３０～２１：００

特別講演

『糖尿病診療の Update ～薬剤指導のポイントを含めて～』
武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科 部長 杉山 徹 先生
会 場

八王子市学園都市センター（八王子市旭町９－１ 八王子スクエアビル内１２階

共 催

田辺三菱製薬株式会社

１１月

１１日（水） １８：３０～２０：３０ 「城北支部勉強会」
１、 １８：３０～１９：００

TEL ０４２（６４６）５６１１）

（受付時間…18：00～19：30）

研修番号
Ⅴ－３※予定

製品紹介

「SGLT2 阻害剤-2 型糖尿病治療剤- カナグル錠 100mg」 田辺三菱製薬株式会社
会次第

２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『患者特性に応じた糖尿病治療』
東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 臨床講師 伊藤 禄郎 先生

新宿住友スカイルーム Room５＋６
新宿区西新宿２－６－１
新宿住友ビル４７階
会 場

TEL ０３（３３４４）６９８３）

共 催

田辺三菱製薬株式会社

１１月

１２日（木） １８：３０～２０：３０
１、 １８：３０～１８：３５

「会員実務研究会」（受付時間…１8：00～19：05）

開会挨拶

一般社団法人東京都病院薬剤師会 会長 明石 貴雄
２、 １８：３５～２０：２５

特別講演

『原則禁忌！これって本当に大丈夫？～日常業務における医薬品情報の活用～』
会次第

薬樹株式会社 保険薬局事業本部 事業企画 Unit 副 Unit 長 竹内 大悟 先生
国立成育医療研究センター 薬剤部 主任 小村 誠 先生
東京大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長
３、 ２０：２５～２０：３０

大野 能之 先生

閉会挨拶

一般社団法人東京都病院薬剤師会 副会長 清水 淳一
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

主 催

東京都病院薬剤師会

（新宿区南元町４

TEL０３（３３５３）４３１１）

研修番号
Ⅱ－３※予定

１１月

１９日（木） １８：４５～２０：４５
１、 １８：４５～１９：１５

「診療所部研修会」（受付時間…１8：15～19：15）

研修番号
Ⅰ－２※予定

講演Ⅰ

『医療機関における安全情報伝達・活用に望むこと（仮）』
医薬品医療機器総合機構 安全第一部 リスクコミュニケーション推進課 調査専門員 築田 真梨子 先生
２、 １９：１５～１９：４５
会次第

講演Ⅱ

『医療機関での RMP の使い方（仮）』
医薬品医療機器総合機構 安全第二部調査専門員 高木 佐知子 先生
３、 １９：４５～２０：１５

講演Ⅲ

『薬剤師に知っておいて欲しい救済制度－健康被害救済全般および最近の話題（仮）』
医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 調査第２課 飯田 有香 先生
４、 ２０：１５～２０：４５

質疑応答

会 場

東医健保会館 中ホール

主 催

東京都病院薬剤師会

１１月

（新宿区南元町４

２５日（水） １８：００～２０：００
１、 １８：００～１８：３０

TEL０３（３３５３）４３１１）

「臨床薬学研究会」（受付時間…１7：30～19：00）

製品紹介

「子宮内膜症治療における各種ホルモン製剤について」
会次第

２、 １８：３０～２０：００

研修番号
Ⅴ－２※予定

持田製薬株式会社

特別講演

『婦人科疾患最新医療』
東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座 主任教授 岡本 愛光 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

共 催

持田製薬株式会社

（新宿区南元町４

TEL０３（３３５３）４３１１）

１１月 ２７日（金） １８：２０～２０：２０
「城南・島しょ支部勉強会」 （受付時間…１7：50～19：00）
１、 １８：２０～１８：３０

研修番号※予定
Ⅱ－２:0.5 単位、Ⅴ－１：0.5 単位

はじめに

日産厚生会玉川病院 薬剤科 科長 松本 雄介 先生
２、 １８：３０～１９：３０

特別講演Ⅰ

『抗がん剤曝露対策～３学会合同ガイドラインの内容について～』
会次第

東邦大学医療センター大橋病院 薬剤部
３、 １９：３０～２０：２０

日浦 寿美子 先生

特別講演Ⅱ※

『造血幹細胞移植症例の G-CSF バイオシミラーの有効性と安全性について』
都立駒込病院 血液内科 部長 大橋 一輝 先生
※学会合同ガイドラインの抗がん剤暴露対策が本年６月に出され、かつ造血幹細胞移植のガイドラインを学び適切な情報を基にした、
適正な抗がん剤の調製をはじめ、安全・安心の医療を実践します。

AP 渋谷道玄坂
会 場

渋東シネタワー 11 階「Ｇ・Ｈ」
渋谷区道玄坂２－６－１７
TEL ０３（５４２８）６８４９

共 催

持田製薬株式会社

１１月 ３０日（月）１８：３０～２０：３０「療養病床小委員会研究会」（受付時間…１8：00～19：30）
１、 １８：３０～１９：００

会次第

製品紹介

「飲みやすい粒状錠「GEMTAB」技術のご紹介」

持田製薬株式会社 学術担当者

「ジェネリック医薬品の製剤工夫～RACTAB 技術～」

東和薬品株式会社 学術担当者

「服薬アドヒアランス向上に役立つ服薬新提案」
２、 １９：００～２０：３０

株式会社龍角散 学術担当者

特別講演

『高齢者に適した薬の剤形は？～先発か？ジェネリックか？～』
昭和大学薬学部 倉田 なおみ 先生
会 場

東医健保会館 ２階 大ホール

（新宿区南元町４

TEL０３（３３５３）４３１１）

共 催

東和薬品株式会社、持田製薬株式会社、株式会社龍角散

＝１２月の予定＝
１２月

３日（木）

診療所例会

１８：００～ 於：ＫＤＤＩホール

１２月

８日（火）

臨床薬学研究会

１８：００～ 於：東医健保会館

１２月

１６日（水）

臨床薬学研究会

１８：４５～ 於：立川市女性総合センター

※研究会の更新情報は、東京都病院薬剤師会 Twitter（http://twitter.com/tobyoyaku）で随時ご確認いただけます。

研修番号
Ⅴ－３※予定

