11月研究会のお知らせ
【重要なお知らせ】
★研究会はWeb配信での開催です。
使用するアプリケーションは研究会ごとに異なりますので、あらかじめご確認下さい。
また、視聴には事前の申し込みが必要です。
東京都病院薬剤師会ホームページにて開催案内をご確認の上、「研究会申込フォーム」からお申込み下さい。
トップページに申込フォームが表示されない場合は、「研究会申込フォーム【一覧はこちら】」からアクセスして下
さい。
★2021年10月1日開催分より、研究会の参加お申込み、参加費お支払いにWeb決済システム「イベントペイ」
を導入致しました（一部研究会を除く）。
「イベントペイ」使用つきましては、東京都病院薬剤師会ホームページ【お知らせ】「研究会参加費の支払い方法が
変わります！」をご参照下さい。
★2021年5月1日以降開催の研究会におけるシール発行には、講演中に提示されるキーワードの提出が必要
となります。
詳細につきましては、当会ホームページ【お知らせ】「日病薬病院薬学認定薬剤師制度規程細則の改正に伴う研
修会における受講管理対応について（2021年5月19日掲載）」にてご確認下さい。

◆臨床研究を実施・支援するための研修会（第10回）（Web配信：Zoom使用）
「人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理指針（生命･医学系指針）」に関する研修会
～適正な臨床研究実施のために，研究者と支援者それぞれの立場で考える生命･医学系指針～
1.「生命･医学系指針の施行と研究者が留意すべきこと」
厚生労働省 医政局 研究開発振興課 吉岡 恭子 先生
2.「生命･医学系指針を踏まえた倫理審査委員会の現状と取組み」
国立がん研究センター 研究支援センター 生命倫理部 被験者保護室 山下 紀子 先生
3.「多施設共同研究における生命・医学系指針の運用＜医師編＞」
国立がん研究センター中央病院 国際開発部門 中村 健一 先生
4.「生命･医学系指針を遵守して臨床研究を実施する研究者の対応＜薬剤師編＞」
東京都健康長寿医療センター 健康長寿イノベーションセンター 宮本 俊一 先生
5.「生命･医学系指針における被験者保護とインフォームド･コンセントについて」
京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門 高嶋 佳代 先生
6.「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報について」
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 栗原 千絵 先生
日 時：令和3年11月6日（土）13:00～17:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=2420723394

※申込締切 2021年10月22日（金）17:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員200名（先着順）

◆臨床薬学研究会（Web配信：Microsoft Teams使用）
1.『薬物療法の総説とTKI の AE マネジメント』
がんセンター中央病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科 前嶋 愛子 先生
2.『変革する転移性腎細胞がん治療 2021』

がん研有明病院 泌尿器科 化学療法担当部長 湯浅 健 先生
日時：2021年11月8日（月）19:00～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=3225243535

※申込締切 2021年10月25日（月）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）
◆糖尿病領域薬剤師養成研究会（Web配信：Zoom使用）
『糖尿病の薬物療法（インスリンとCSII、SAP療法）』
北里研究所病院 糖尿病センター長 山田 悟 先生
日時：2021年11月13日（土）14:00～18:00
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=1537074551

※申込締切 2021年10月29日（金）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員24名（先着順）
※東京都病院薬剤師会会員のみの募集でしたが、東京都薬剤師会会員・非会員の方もお申込みできるようにな
りました。

◆診療所例会（Web配信：Microsoft Teams使用）
1.『減量外科治療における薬剤師の関わり』
四谷メディカルキューブ 薬剤科科長 渡部 直樹 先生
2.『肥満・糖尿病および胃食道逆流症に対する低侵襲外科治療』
四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター 臨床研究管理部部長 関 洋介 先生
日時：2021年11月16日（火）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=3461217531

※申込締切 2021年11月2日（火）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆薬務薬制部研究会（Web配信：Zoom使用）
『薬剤使用期間中の患者フォローアップについて考える』～いまさら聞けない薬剤師法第25条の2について～
1.「患者さんのためのトレーシングレポートにしていくために」
NPO法人 くすりと地域医療を考える会・MEBiUS代表／薬剤師 船見 正範 先生
2.「医療機関と保険薬局のシームレスな薬剤情報共有～保険薬局からの服薬情報提供書 内容調査報告～」
公益社団法人東京都医療保険協会 練馬総合病院 薬剤科 青柳 京子 先生
3.「退院時サマリーが保険薬局に活用してもらうために」
医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 薬剤部 佐藤 郁花 先生
4.「病院薬剤師にとっての法改正の意味～誰のための法改正なのか～」

東京都病院薬剤師会薬務薬制部 社会保険制度小委員会委員長
東邦大学医療センター大橋病院 薬剤部長 小林 秀樹 先生
日時：2021年11月17日（水）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=3768478337

※申込締切 2021年11月4日（木）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆城東支部勉強会（Web配信：Zoom使用）
1.『バイオシミラー使用促進への取り組みとフォーミュラリーを巡る議論：超速効型インスリンBSを含めて』
浜松医科大学医学部附属病院 教授・薬剤部長 川上 純一 先生
2.『糖尿病注射薬の理想と現実』
聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長 能登 洋 先生
日時：2021年11月18日（木）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=8863110591

※申込締切 2021年11月4日（木）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆ミドルマネージャー養成塾（Web配信：Zoom使用）
1.『ミドルマネジャーが学んでほしいマネジメントの基礎知識』
東京都済生会中央病院 薬剤部 間宮 伸幸 先生
2.『ミドルマネージャーに求められるマネジメントスキル』
株式会社ワイズマン ストラテジー・スペシャリスト 商品企画本部専門部長 大山 実

先生

日時：2021年11月19日（金）19:00～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=2429507209

※申込締切 2021年11月5日（金）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆医療安全研修会（Web配信：Zoom使用）
『医療安全✕抗がん薬 ～なにからやるか？どこまでやるか？～』
国立病院機構横浜医療センター 薬剤部 副薬剤部長 小井土 啓一 先生
日時：2021年11月24日（水）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=3618796296

※申込締切 2021年11月10日（水）15:00まで（定員に達し次第受付終了）

※募集人数 定員150名（先着順）

◆中央支部勉強会（Web配信：Zoom使用）
1.『進行期非小細胞肺がんの治療について』
慶應義塾大学医学部 呼吸器内科 講師 川田 一郎 先生
2.『安全な化学療法実施に向けた薬剤師の役割』
慶應義塾大学病院 薬剤部 副主任 中田 英夫 先生
日時：2021年11月24日（水）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=4063250008

※申込締切 2021年11月10日（水）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆城北支部勉強会（Web配信：Zoom使用）
『腎性貧血の新たなる治療戦略 ～HIF-PH阻害薬の可能性について～』
日本大学医学部 内科学 腎臓高血圧内分泌内科学分野 主任教授 阿部 雅紀 先生
日時：2021年11月26日（金）18:30～20:15
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=9349582785

※申込締切 2021年11月12日（金）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆城南・島しょ支部勉強会（Web配信：Zoom使用）
『膀胱癌の診断と治療について』
昭和大学病院 泌尿器科 准教授 七条 武志 先生
日時：2021年11月26日（金）18:30～20:30
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=7507606150

※申込締切 2021年11月12日（金）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

◆初心者のための医薬情報講習会（Web配信：Zoom使用）
（講演は2021年4月開催の講習会の配信ビデオと基本的に同じ内容となります）
1.『医薬品情報総論・IT情報源の活用』
杏林大学医学部付属病院 薬剤部 薬剤科長 若林 進 先生
2.『腎機能障害時の薬物投与の考え方』
東京医科大学病院八王子医療センター 薬剤部 髙坂 聡 先生
3.『相互作用の考え方』

東京大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長 大野 能之 先生
4.『配合変化の考え方』
公立学校共済組合関東中央病院 薬剤部 薬剤部長 相澤 学 先生
5.『妊婦授乳婦における薬物投与』
聖カタリナ病院 薬剤部 アシスタントマネジャー 刈込 博 先生
日時：2021年11月27日（土）13:50～18:00
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9710578846909564&EventCode=6712012685

※申込締切 2021年11月12日（金）15:00まで（定員に達し次第受付終了）
※募集人数 定員100名（先着順）

