…………… 平成 30 年 10 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、下記シールを配布致します。
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下さい。

「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 2018 年会員証（オレンジ色

要記名※本会雑誌 5 月号に綴じ込み）をご提示くだ

さい。2018 年 5 月開催分より 2017 年会員証（赤色）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できません。）
・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」をご提示下さい。

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
※10/4（木）「医薬情報部講演会」は会員１，０００円、非会員（会員証の提示がない場合）２，０００円です。

※参加費は電子マネーでの支払いが可能です。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、本会ホームペー
ジでご確認下さい。また、一部の研究会（勉強会）において、電子マネーがご利用頂けない場合があります。予めご承知おき
の上、本会ホームページ「研究会案内」にてご確認下さい。
・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下さい。
・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下さい。

＝お問合せ先＝
東京都病院薬剤師会 事務局

TEL０３（３４９９）３３８８

FAX０３（３４９９）３３９９

10 月３日（水）18：45～20：45 「臨床薬学研究会」 （受付時間…18：15～19：45）
１．１８：４５～１９：１５
「オプジーボ」
会次第

２．１９：１５～２０：４５

製品紹介
小野薬品工業株式会社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
特別講演

『抗 PD-1 抗体薬における免疫関連副作用』～現状と対策～
東京医科大学 八王子医療センター 臨床腫瘍科 教授 小山 信之 先生
会 場

立川市女性総合センター アイム ホール （東京都立川市曙町２－３６－２ TEL：042-528-6801）

共 催

小野薬品工業株式会社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

10 月４日（木）18：45～20：45 「医薬情報部講演会」 （受付時間…18：15～19：20）
１．１８：４５～１８：５０

開会挨拶

２．１８：５０～１９：１０

講演１

研修番号
Ⅱ－３※予定

一般社団法人東京都病院薬剤師会医薬情報部部長 木村 利美

『製薬企業から提供される情報の適正化に向けて』
一般社団法人東京都病院薬剤師会医薬情報部第４小委員会委員長
杏林大学医学部付属病院 薬剤部 若林 進
３．１９：１０～１９：５５

講演２

『適正な情報提供に向けた製薬協の取組と作成要領における留意点』
会次第

日本製薬工業協会 製品情報概要審査会 中垣 友宏
４．１９：５５～２０：４０

講演３

『製薬企業からの情報提供を正しく評価しよう（実例紹介）』
一般社団法人東京都病院薬剤師会医薬情報部第４小委員会委員
日本大学病院 薬剤部 佐々木 祐樹
５．２０：４０～２０：４５

閉会挨拶

一般社団法人東京都病院薬剤師会医薬情報部第４小委員会委員長 若林 進

※当研修会の会費は会員 1,000 円、非会員 2,000 円です。

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

日本製薬工業協会

10 月 11 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

「脂質異常症治療剤 アトーゼット配合錠」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－２※予定

MSD 製薬株式会社・バイエル薬品株式会社

特別講演

『うるおいのある血管を保つために ～脂質異常症とその治療薬の重要性を含めて～』
東京医科歯科大学大学院 先進倫理医科学 教授 吉田 雅幸 先生
会 場

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）

共 催

MSD 製薬株式会社・バイエル薬品株式会社

10 月 15 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

「神経障害性疼痛治療剤 リリカ OD 錠」
会次第

２．１８：３０～２０：００

ファイザー株式会社

特別講演

『神経障害性疼痛に対するスムーズな薬物導入と目的を明確にした薬物治療』
日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野 診療教授 加藤 実 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

ファイザー株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

10 月 16 日（火）19：00～21：05 「薬務薬制部病棟業務整備小委員会研究会」
（受付時間…18：30～19：35）
１．１９：００～１９：０５

開会挨拶

２．１９：０５～２０：４５

講演

研修番号
Ⅲ－１※予定

『病棟業務のロマンと現実 －過去、現在そして未来を 4 つの視点で斬る－』
１９：０５～１９：３０ 「経験者の視点－病棟担当者の意識変化－」
東邦大学医療センター大橋病院薬剤部 小林 秀樹 先生
１９：３０～１９：５５ 「臨床研究の視点 －クリニカルクエスチョンから学会発表まで－」
会次第

東京都健康長寿医療センター薬剤科 宮本 俊一 先生
１９：５５～２０：２０ 「経営・運用の視点－経営貢献・チーム医療の戦略－」
聖路加国際病院薬剤部 後藤 一美 先生
２０：２０～２０：４５ 「診療報酬の視点－行政の方針と行方－」
順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部 佐藤 邦義 先生

会 場

３．２０：４５～２１：００

パネルディスカッション

４．２１：００～２１：０５

閉会挨拶

持田製薬株式会社本社２階 ルークホール （東京都新宿区四谷 1-7）
緊急連絡先 080-4625-0681（都病薬事務局携帯）

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

製品紹介

「クラシエ加味逍遥散について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－３※予定

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

特別講演

『女性医療に用いる漢方薬 ～加味逍遥散を中心に～』
浜松医科大学医学部付属病院 産婦人科 中山 毅 先生
会 場

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）

共 催

クラシエ薬品株式会社

10 月 24 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

「ヒト化抗 CD20 モノクローナル抗体 ガザイバ点滴静注 1000mg」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－２※予定

日本新薬株式会社 首都圏学術部

特別講演

『進化するリンパ腫治療～薬剤師と進める最新の治療～』
公益財団法人 がん研究会有明病院 血液腫瘍科 部長

照井 康仁 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

日本新薬株式会社

10 月 25 日（木）19：00～20：35 「災害対策特別委員会 災害薬事講演会」
（受付時間…18：30～19：35）
１．１９：００～１９：０５

開会の辞

２．１９：０５～１９：３５

講演１

研修番号
※Ⅲ-２予定

一般社団法人東京都病院薬剤師会 会長 林 昌洋

『東京都の災害医療体制について』
東京都福祉保健局医療政策部災害医療担当課長 清武 直志 先生
会次第

３．１９：３５～２０：０５

講演２

『災害時における東京都の医薬品等供給体制について』
東京都福祉保健局健康安全部部薬務課 阿部 朋弘 先生
４．２０：０５～２０：３５

講演３

『災害時における病院薬剤師の対応』
東邦大学医療センター大森病院 薬剤部長 西澤 健司 先生
会 場

ＡＰ西新宿５階 Ｂ+Ｃ （東京都新宿区西新宿 7-2-4 新宿喜楓ビル）

10 月 29 日（月）18：30～20：30 「中央支部勉強会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「バイオ医薬品の製造技術について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅴ－２※予定

中外製薬株式会社

特別講演

『非小細胞肺癌の治療戦略と副作用マネジメント～免疫療法を中心に～』
がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器内科 医長 細見 幸生 先生
会 場

東京医科歯科大学 歯科棟南４階 特別講堂 （東京都文京区湯島１－５－４５ TEL：03-3813-6111）

共 催

中外製薬株式会社

＝11 月の予定＝
11 月 ６日（火） 「会員実務研究会」 18：30～ 於：東医健保会館２階大ホール
11 月 ７日（水） 「城北支部勉強会」 18：45～ 於：NS スカイカンファレンス
11 月 ８日（木） 「臨床薬学研究会」 18：30～ 於：東医健保会館２階大ホール
11 月 13 日（火） 「診療所例会」 18：00～ 於：ＫＤＤＩホール
11 月 15 日（木） 「多摩東支部勉強会」 18：30～ 於：公立昭和病院 講堂
「城東支部勉強会（応用講座）」 18：30～於：すみだ産業会館会議室１・２
11 月 20 日（火） 「臨床薬学研究会」 18：45～ 於：八王子市学園都市センター
11 月 29 日（木） 「城東支部勉強会」 18：30～ 於：すみだ産業会館会議室１・２
※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。

