…………… 平成 30 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

※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

11 月６日（火）18：30～20：30 「会員実務研究会」 （受付時間…18：00～19：05）
１．１８：３０～１８：３５

開会挨拶

２．１８：３５～２０：２５

『薬剤師が支える緩和ケア』

研修番号
Ⅲ－２※予定

一般社団法人東京都病院薬剤師会副会長 清水 淳一

『緩和医療領域におけるがん疼痛薬物療法』
東京女子医科大学東医療センター薬剤部/同がん包括診療部 伊東 俊雅 先生
『緩和医療領域における疼痛以外の症状コントロール』
会次第

慶應義塾大学病院緩和ケアセンター 金子 健 先生
『化学療法実施中の緩和薬物療法とその留意点』
日本医科大学付属病院薬剤部

岸田 悦子 先生

『在宅緩和ケアにおいて病院薬剤師が知っておきたいこと』
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

松本 高広 先生

シンポジウム、質疑応答
３．２０：２５～２０：３０
会 場

閉会挨拶

一般社団法人東京都病院薬剤師会教育研修部 部長 渡邊 真知子

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）

11 月７日（水）18：45～20：45 「城北支部勉強会」 （受付時間…18：15～19：45）

研修番号
Ⅴ－２※予定

１．１８：４５～１９：１５ 製品紹介
株式会社三和化学研究所
会次第

２．１９：１５～２０：４５

特別講演

『便秘治療の新しい考え方 －ガイドラインを踏まえて－』
兵庫医科大学 内科学 消化管科 主任教授 三輪 洋人 先生

会 場

ＮＳスカイカンファレンス ルーム１＋２
（東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 新宿ＮＳビル 30 階 TEL 03-3342-4920 ）

共 催

株式会社三和化学研究所

11 月８日（木）18：30～20：30 「臨床薬学研究会」 （受付時間…18：00～19：30）

研修番号
Ⅴ－１※予定

１．１８：３０～１９：００ 製品紹介
「漢方薬最近の話題 ①製品紹介 TJ108 ツムラ人参養栄湯 ②副作用 腸間膜静脈硬化症」
会次第

株式会社ツムラ 信頼保証本部 製品情報部 東京製品情報課 山田 潤
２．１９：００～２０：３０

特別講演

『高齢者のポリファーマシーと漢方』
筑波大学附属病院 臨床教授／野木病院 副院長 加藤 士郎 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

株式会社ツムラ

研修番号
Ⅴ－２※予定

11 月 13 日（火）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

「スミスリンローションについて」
会次第

２．１９：００～２０：００

クラシエ薬品株式会社

特別講演

『疥癬の診断と治療 －スミスリンローションの登場で疥癬の治療はどう変わったか－』
吉住皮膚科クリニック 院長 吉住 順子 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

クラシエ薬品株式会社

11 月 15 日（木）18：30～20：30 「多摩東支部勉強会」 （受付時間…18：00～19：20）
１．１８：３０～１８：５０

製品紹介

「ナルサス・ナルラピド・ナルベイン注」

会次第

２．１８：５０～１８：５５

開会の辞

３．１８：５５～１９：３０

会員発表

第一三共株式会社

東京都病院薬剤師会多摩東支部 緑風荘病院 山﨑 篤司

『当院における術後病棟での薬剤師の活動』

杏林大学医学部付属病院

『当院における緩和ケアチームの取り組み』

多摩北部医療センター

４．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅲ-１、Ⅴ-２
※予定

橋本 健士郎 先生
江藤 壮志 先生

特別講演

『がん性疼痛に対するオピオイド治療の新たな展開』

獨協医科大学 麻酔科学講座 主任教授 山口 重樹 先生

会 場

公立昭和病院 本館 2 階 講堂 （小平市花小金井八丁目 1-1 TEL：042-461-0052）

共 催

第一三共株式会社

11 月 15 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

「クラシエ漢方エキス製剤の服薬指導について」
２．１９：００～２０：３０
会次第

研修番号
Ⅴ－１※予定

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

特別講演

『生薬・漢方薬の医療薬学的諸問題』
名古屋市立大学大学院 薬学研究科 教授 牧野 利明 先生
※会場の都合により、受講は先着 100 名様とさせて頂きます。
※当勉強会の参加費支払に電子マネーはご利用頂けません。現金のみのお取り扱いになります。

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

11 月 17 日（土）15：00～17：30 「中小病院実務研究会～ポリファーマシー対策を考える～」 研修番号
（受付時間…14：30～15：45）
１．１５：００～１５：１５

Ⅲ－１※予定

情報提供

第一三共株式会社
２．１５：１５～１６：０５

講演１

『「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」を基にポリファーマシーを考える』
社会福祉法人東京有隣会 有隣病院 薬剤科 近藤 幸男 先生
３．１６：０５～１７：０５
会次第

講演２

『ポリファーマシー対策の実例 ～いかに対応するか～』
①公益財団法人東京都医療保険協会 練馬総合病院 薬剤科 金内 幸子 先生
②公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 薬剤室 中込 哲 先生
③「急性期病院におけるポリファーマシー活動について～現状と課題～」
地方独立行政法人 東京都都健康長寿医療センター 薬剤科 瀧川 美和 先生
④「ポリファーマシー患者に対する服薬管理シート及び退院報告書の運用について」
地方独立行政法人 東京都都健康長寿医療センター 薬剤科 小原 朋也 先生
４．１７：０５～１７：３０

質疑応答

会 場

ＡＰ西新宿 6 階 P 会議室 （東京都新宿区西新宿 7-2-4 TEL03-5348-6109）

共 催

第一三共株式会社

11 月 20 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

「選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) レクサプロ」
会次第

２．１９：１５～２０：４５

吉富薬品株式会社

特別講演

『不眠症治療の現状と今後の展望』
杏林大学医学部精神神経科学教室
会 場
共 催

講師 高江洲 義和 先生

八王子市学園都市センター イベントホール
（東京都八王子市旭町 9－1 八王子スクエアビル内 12 階 TEL：042-646-5611）
吉富薬品株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

11 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

研修番号
Ⅴ－２※予定

製品紹介

「パーキンソン病治療薬・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬（レボドパ賦活剤）
トレリーフ錠について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

大日本住友製薬株式会社

特別講演

『脳の老化に伴う変化とその対策』
東京医科歯科大学医学部 脳神経病態学分野 特任教授 三條 伸夫 先生
※会場の都合により、受講は先着 100 名様とさせて頂きます。
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

大日本住友製薬株式会社

＝12 月の予定＝
１２月

３日（月） 「城南・島しょ支部勉強会」 18：30～ 於：AP 渋谷道玄坂 渋東シネタワー 13 階 「A・B」

12 月

４日（火） 「臨床薬学研究会」 18：30～ 於：東医健保会館２階大ホール

12 月 13 日（木） 「臨床薬学研究会」 18：30～ 於：八王子市学園都市センター
12 月 18 日（火） 「診療所例会」 18：00～ 於：ＫＤＤＩ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。

