……………… 平成 30 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、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 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

３月７日（水）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

「リツキシマブＢＳ点滴静注 100mg「ＫＨＫ」」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－２※予定

協和発酵キリン株式会社 マーケティング部 東京学術企画グループ

特別講演

『Ｂ細胞性リンパ腫診療のパラダイムシフト ～薬剤師と目指す最善の治療～』
東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科 教授 矢野 真吾 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

協和発酵キリン株式会社

▼東医健保会館 アクセス
ＪＲ総武線 信濃町駅 徒歩５分

研修番号
Ⅲ－２

３月８日（木）19：00～21：00 「中央支部勉強会」 （受付時間…18：30～20：00）
１．１９：００～１９：３０

製品紹介

「CDK4/6 阻害剤 イブランスカプセル 25mg、125mg 製品説明」
会次第

２．１９：３０～２１：００

ファイザー株式会社

特別講演

『乳がん診療における薬剤師への期待』
順天堂大学大学院医学研究科 乳腺・内分泌外科 教授 齊藤 光江 先生
会 場

三井記念病院 外来棟７階講堂 （東京都千代田区神田和泉町 1 番地 TEL：03-3862-9111（大代表））

共 催

ファイザー株式会社
▼三井記念病院 アクセス
＜ＪＲ線＞「秋葉原駅」 昭和通り口より 徒歩約 7 分
＜東京メトロ日比谷線＞
「秋葉原駅」１番出口より 徒歩約 6 分
＜つくばエクスプレス＞
「秋葉原駅」Ａ2・Ａ3 出口より 徒歩約 7 分
＜都営新宿線＞岩本町駅 Ａ4 出口より 徒歩約10 分
「浅草橋駅」 西口改札より 徒歩約 7 分
＜台東区循環バス＞

「三井記念病院前」徒歩１分

３月９日（金）18：30～20：30 「城南・島しょ支部勉強会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「（仮）バイオシミラー製剤について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－１※予定

あゆみ製薬株式会社

特別講演

『バイオシミラーの使用促進と Comparability（同等性/同質性）の理解』
千葉大学医学部附属病院 薬剤部 部長・教授 石井 伊都子 先生
会 場

ＡＰ渋谷道玄坂 渋東シネタワー 11 階 Ｇ・Ｈ・Ｉ （東京都渋谷道玄坂 2-6-17）

共 催

あゆみ製薬株式会社

▼ＡＰ渋谷道玄坂 アクセス
＜JR 山手線・埼京線・湘南新宿ライン＞
「渋谷駅」ハチ公改札口より徒歩約１分
＜東急東横・田園都市、東京メトロ各線＞
「渋谷駅」２番出口直結
＜京王井の頭線＞
「渋谷駅」より徒歩約１分

３月 13 日（火）18：45～20：45 「臨床薬学研究会」 （受付時間…18：15～19：45）
１．１８：４５～１９：１５

製品紹介

「速乾性手指消毒剤ウエルフォーム/アセトアミノフェン錠」
会次第

２．１９：１５～２０：４５

研修番号
Ⅳ－２※予定

丸石製薬株式会社

特別講演

『地域包括ケアシステムの中における感染対策』
国際医療福祉大学 病院教授／国際医療福祉大学 塩谷病院 感染制御部 部長 遠藤 史郎 先生
会 場

八王子市学園都市センター 八王子スクエアビル内 12 階 （東京都八王子市旭町 9－1 TEL：042-646-5611）

共 催

丸石製薬株式会社

▼八王子市学園都市センター アクセス
＜ＪＲ中央線＞「八王子駅北口」駅前
＜京王線＞「八王子駅」より徒歩約５分

３月 16 日（金）18：30～20：30 「精神科薬物療法学術研究会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「経腸栄養剤の最近の話題」
会次第

研修番号
Ⅴ－２※予定

２．１９：００～２０：３０

株式会社大塚製薬工場

特別講演

『神経性無食欲症に対する対応と栄養学的アプローチ ～鉄欠乏女子（テケジョ）を救え！』
医療法人山口病院精神科部長／日本栄養精神医学研究会会長 奥平 智之 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

株式会社大塚製薬工場

３月 19 日（月）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

「生薬『甘草・五味子』について」
会次第

２．１８：３０～２０：００

株式会社ツムラ

特別講演

『生薬の働きから考える漢方薬 ～薬剤師の立場から～』
昭和大学薬学部 臨床薬学講座 天然医薬治療学部門 教授 川添 和義 先生
会 場
共 催

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）
株式会社ツムラ

研修番号
Ⅴ－１※予定

研修番号
Ⅲ-１

３月 20 日（火）18：45～20：45 「城北支部勉強会」 （受付時間…18：15～19：30）
１．１８：４５～１９：００

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 10mg・15 ㎎・20mg」
会次第

２．１９：００～２０：４５

MSD 株式会社

特別講演

『睡眠薬の適正使用を推進するために薬剤師ができること』
東京女子医科大学病院 薬剤部 薬剤師長 髙橋 結花 先生
会 場
共 催

ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター Room E
（新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5 階

電話 03-3362-4792）

MSD 株式会社

▼ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
アクセス
＜丸の内線＞「西新宿駅」１番出口より徒歩３分
＜大江戸線＞｢都庁前駅｣ Ｅ４出口より徒歩７分
「新宿西口駅」Ｄ４出口より徒歩１１分
＜ＪＲ線・丸ノ内線･小田急線･京王線・新宿線・大江戸線＞
「新宿駅」西口より徒歩１５分

研修番号
Ⅴ－２※予定

３月 29 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

「NK-1 受容体拮抗薬 イメンドカプセル 125mg/80mg プロイメンド点滴静注用 150mg」
会次第

２．１９：００～２０：３０

小野薬品工業株式会社

特別講演

『制吐薬適正使用ガイドラインにおける最新情報及び免疫チェックポイント阻害薬における副作用対策』
帝京大学医学部 内科学講座 腫瘍内科 病院教授 関 順彦 先生
会 場
共 催

すみだ産業会館 会議室１・２（丸井 9 階）
（東京都墨田区江東橋三丁目 9 番 10 号 TEL：03-3635-4351）
小野薬品工業株式会社

▼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

※会場の都合により、受講は先着 100 名様とさせて頂きます。

＝４月の予定＝
４月 16 日（月） 「診療所例会」於：ＫＤＤＩホール
４月 19 日（木） 「臨床薬学研究会」於：東医健保会館２階大ホール
４月 25 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。

