…………… 平成 31 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

１月 17 日（木）18：30～20：30 「臨床薬学研究会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００
「医薬品情報提供」
会次第

２．１９：００～２０：３０

製品紹介
帝人ファーマ株式会社
特別講演

『いろいろある膵腫瘍：膵癌から神経内分泌腫瘍まで ―集学的治療を中心として―』
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 肝胆膵外科学分野 教授 田邉 稔 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

帝人ファーマ株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

１月 22 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 DPP-4 阻害剤/SGLT2 阻害剤配合剤 カナリア配合錠」
会次第

２．１９：１５～２０：４５

研修番号
Ⅴ－１※予定

第一三共株式会社／田辺三菱製薬株式会社

特別講演

『心血管イベント抑制を見据えた血糖管理 -CGM からみた DPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬併用の有用性-』
東京慈恵会医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科 教授
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 診療部長 森 豊 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

第一三共株式会社／田辺三菱製薬株式会社

１月 23 日（水）18：30～20：30 「医療安全講習会」 （受付時間…18：00～19：30）
１．１８：３０～１９：００

製品紹介

「抗凝固療法に新たな選択肢 リクシアナ OD 錠について」
会次第

２．１９：００～２０：３０

研修番号
Ⅳ－１※予
定

第一三共株式会社

特別講演

『添付文書と医療法施行規則に基づく医薬品の安全使用管理』
東京女子医科大学病院 薬剤部長 木村 利美 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

第一三共株式会社

１月 24 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

研修番号
Ⅴ－１※予定

製品紹介

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部
２．１９：００～２０：３０ 特別講演
『現代医療における漢方の魅力』
クラシエ薬品株式会社 医薬学術部 加賀谷 元 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。
※会費の支払いには電子マネーをご利用頂けますが、19：00 以降は現金払いのみの対応と致します。
「人参養栄湯のご紹介」

会次第

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

１月 28 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

「抗てんかん薬「 ビムパット錠 」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

『てんかん診療が変わる！』
東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野 教授 中里 信和 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

ユーシービージャパン株式会社／第一三共株式会社

研修番号
Ⅴ－２※予定

１月 31 日（木）18：45～20：45 「城北支部勉強会」 （受付時間…18：15～19：45）
１．１８：４５～１９：１５

製品紹介

「タケキャブ錠の特徴」
会次第

２．１９：１５～２０：４５

研修番号
Ⅴ－２※予定

大塚製薬株式会社 学術課 玉井 智子

特別講演

『心不全の病態と治療の考え方』
武蔵野赤十字病院 循環器科 山口 徹雄 先生
会 場
共 催

ベルサール新宿グランド カンファレンスセンター ルーム A＋B
（東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5F TEL：03-3362-4792）
大塚製薬株式会社

＝２月の予定＝
２月

１日（金） 「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 １１階 「Ｈ Ｉ Ｊ」

２月

７日（木） 「臨床薬学研究会」 18：45～ 於：八王子市学園都市センター

２月

14 日（木） 「多摩西南・多摩東支部合同勉強会」 18：30～ 於：調布市グリーンホール小ホール

２月

15 日（金） 「診療所例会」 18：00～ 於：持田製薬㈱本社２階ルークホール

２月

19 日（火） 「臨床薬学研究会」 18：30～ 於：東医健保会館２階大ホール

※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。

