…………… 平成 30 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、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」
※1 月 27 日（土）「プレアボイドフォーラム東京 2018」は、
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 1.5 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 1.5 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 1.5 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、受付で 2017 年会員証（要記名※本会雑誌 5 月号に綴じ込み）をご提示ください。
5 月開催分より 2016 年会員証（緑色）は使用できません。
・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

・東京都病院薬剤師会・東京都薬剤師会会員…５００円 、 ・非会員（会員証の提示がない場合）…１，０００円
・支部勉強会は一律５００円

※平成 29 年 4 月から、参加費当日払いのすべての研修会で電子マネーでの支払いに対応することといたしました。
使用できる電子マネーの詳細や使用する際の注意事項は当会ホームページでご確認ください。
・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

TEL０３（３４９９）３３８８

FAX０３（３４９９）３３９９

１月 16 日（火）18：30～20：30 「臨床薬学研究会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「ビラノア錠 20mg」
会次第

２．１９：００～２０：３０

大鵬薬品工業株式会社
特別講演

『耳鼻咽喉科疾患治療の最前線－手術・薬剤を中心に－』
東邦大学医学部医学科耳鼻咽喉科 教授 和田 弘太 先生
会 場

東医健保会館 2 階大ホール （東京都新宿区南元町４ TEL：03-3353-4311）

共 催

大鵬薬品工業株式会社／MeijiSeika ファルマ株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

研修番号
Ⅴ－２※予定

１月 24 日（水）18：00～20：00 「診療所例会」 （受付時間…17：30～19：00）
１．１８：００～１８：３０

製品紹介

ヒト型 RANKL モノクロナール抗体製剤「プラリア®皮下注 60mg シリンジ」の最新の話題
会次第

２．１８：３０～２０：００

第一三共株式会社

特別講演

『関節ﾘｳﾏﾁ・骨免疫における RANKL の役割（仮）』
東京大学大学院医学系研究科 免疫学 教授 高柳 広 先生
会 場

ＫＤＤＩホール （東京都千代田区大手町１－８－１ ＫＤＤＩ大手町ビル２Ｆ TEL：03-3243-9301）

共 催

第一三共株式会社

▼ＫＤＤＩホールアクセス
【地下鉄】
・東京メトロ 千代田線・半蔵門線・東西線
「大手町駅」Ｃ１出口より直結。
・都営地下鉄 三田線
「大手町駅」C1 出口より直結。
・東京メトロ 丸ノ内線「大手町駅」
A1 出口より徒歩 2 分。
【ＪＲ】
「東京駅」丸ノ内中央口より徒歩 10 分

１月 25 日（木）18：30～20：30 「城東支部勉強会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「速効型インスリ分泌促進剤 シュアポスト錠 について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－２※予定

大日本住友製薬株式会社

特別講演

『高齢者糖尿病診療ガイドラン 2017 の主たるポイントと糖尿病治療薬の最近の話題』
順天堂大学大学院 医学研究科 代謝内分泌学 教授 綿田 裕孝 先生
会 場

すみだ産業会館 会議場１・２ 《丸井９F》

共 催

大日本住友製薬株式会社

（東京都墨田区江東橋三丁目 9 番 10 号 TEL：03-3635-4351）

▼すみだ産業会館アクセス
JR 総武線 錦糸町駅南口より徒歩 3 分
東京メトロ半蔵門線錦糸町駅(出口 1)より徒歩 2 分

１月 27 日（土）13：30～16：30 「プレアボイドフォーラム東京 2018」
（受付時間…13：00～14：20）
１．１３：３０～１３：４５

研修番号
Ⅳ－１※予定

製品紹介

第一三共株式会社
一般社団法人東京都病院薬剤師会 会長 林 昌洋

「糖尿病治療における最近の話題」」
２．１３：４５～１３：５０

開会挨拶

３．１３：５０～１４：０５

基調講演

『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
４．１４：０５～１４：３５
会次第

特別講演１

『｢一言、確認しておけば・・・｣と思わないように ～症例：緑膿菌に経口第 3 世代セファロスポリン系は要確認～』
杏林大学医学部付属病院 医療安全管理部・感染対策室 西 圭史 先生
５．１４：３５～１５：０５ 特別講演２
『抗菌薬適正使用に関わる検査のピットフォールとプレアボイド事例
〜AMR に立ち向かうために適切な感染症サポートをしよう～』
東京ベイ・浦安市川医療センター 薬剤室 枦 秀樹 先生
６．１５：１５～１６：２５ プレアボイド推進にむけた活動報告
①東京女子医科大学東医療センター
７．１６：２５～１６：３０ 閉会挨拶

②東京都立多摩総合医療センター

一般社団法人東京都病院薬剤師会 副会長

会 場

東医健保会館 2 階大ホール （東京都新宿区南元町４ TEL：03-3353-4311）

共 催

第一三共株式会社

③明理会中央総合病院
篠原 高雄

◆◆事前アンケートご協力のお願い◆◆
よりよいフォーラム実施のため、プレアボイドに対する
意識についてのアンケートを実施しております。回答は
東京都病院薬剤師会ホームページよりお願いいたします。
（回答期限：1 月 10 日 15：00）
http://www.thpa.or.jp/content/0127preavo

▼東医健保会館アクセス
ＪＲ総武線 信濃町駅 徒歩５分

＝２月の予定＝
２月 １日（木） 「多摩西南支部・多摩東支部合同勉強会」於：調布グリーンホール
２月 ８日（木） 「臨床薬学研究会」於：東医健保会館 2 階大ホール
２月 14 日（水） 「薬務薬制部病棟業務整備小委員会研究会」於：持田製薬（株）本社 2 階ルークホール
２月 20 日（火） 「診療所例会」於：ＫＤＤＩホール
２月 21 日（水） 「臨床薬学研究会」於：立川市女性総合センターアイム ホール
※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。

