……研究会のお知らせ……
平成２４年１１月

＊●城東支部勉強会
１１月

８日（木）

１８：３０～２０：３０

＝会次第＝
１、 １８：３０～１９：００

※重要※
本会会員の方は受付にて
2012 年会員証（ピンク色、要記名）をご提示ください。

製品紹介

「認知症治療薬の最近の話題」
小野薬品工業株式会社 学術担当
２、 １９：００～２０：３０

特別講演

『整形外科における各種疾患に対するアプローチ

・会員証は本会雑誌４月号に綴込みになっています。
・会員証のご提示がない場合、非会員分の参加費を
徴収すると共に、日本病院薬剤師会の生涯研修認定
制度に使用するための「都病薬シール」の配布は
行いません。
・新規入会届の送付および会費納入後に会員証が届い
ていない場合には「新規入会届確認メールのコピー」
を受付にてご提示ください。

－変形性関節症と骨粗鬆症を中心に－』
江戸川病院慶友人工関節センター
センター長

泉田 良一 先生

◇ 場所 ： すみだ産業会館サンライズホール（丸井８F）
（墨田区江東橋３－９－１０

０３（３６３５）４３５１）

◇ 共催 ： 小野薬品工業株式会社

＊●薬務薬制部病棟業務整備小委員会研究会
１１月

１５日（木）

１９：００～２１：００

＝会次第＝
１、 １９：００～１９：０５

開会挨拶

＊●療養病床小委員会研究会

東京都病院薬剤師会

１１月

薬務薬制部病棟業務整備小委員会

２日（金）

１８：００～２０：００

＝会次第＝

委員長 阿部 和史

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

「エルメッド エーザイの製剤工夫の取り組みと
１２月新発売予定製品のご紹介」
エルメッド エーザイ株式会社 商品企画部 東川 徹
２、 １８：３０～２０：００

特別講演

『療養病床におけるチーム医療と病棟薬剤業務の実践』

２、 １９：０５～１９：１５

委員会活動報告

薬務薬制部病棟業務整備小委員会 委員

城田 幹生

３、 １９：１５～２０：５５ パネルディスカッション
『病棟薬剤業務の推進に向けて』
社会保険蒲田総合病院 薬剤部

林 太祐 先生

公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター

医療法人久仁会 鳴門山上病院

薬剤科 新倉 卓 先生

薬剤科 科長 賀勢 泰子 先生

北里大学北里研究所病院 薬剤部 齋藤 雅俊 先生

◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

０３（３３５３）４３１１）

◇ 共催 ： エルメッドエーザイ株式会社

４、 ２０：５５～２１：００

閉会挨拶

東京都病院薬剤師会 薬務薬制部 部長
◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

＊●臨床薬学研究会

＊●臨床薬学研究会

１１月

１１月

６日（火）

１８：００～２０：００

＝会次第＝

奥山 清

２０日（火）

０３（３３５３）４３１１）

１８：４５～２０：４５

＝会次第＝

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

「チラーヂン ～3･11 以降の甲状腺に関する最近の話題～」
あすか製薬株式会社
２、 １８：３０～２０：００

製品紹介

「血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイド」

マルホ株式会社 学術部

特別講演

『ドラッカーから学ぶ薬剤部の戦略マネジメント
～強い薬剤部（薬局）を創るために～』
日本経済大学大学院 教授 赤瀬 朋秀 先生
◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

１、 １８：４５～１９：１５

０３（３３５３）４３１１）

◇ 共催 ： あすか製薬株式会社

２、 １９：１５～２０：３０

特別講演

『知っておきたい薬疹の知識』
杏林大学医学部皮膚科学教室 教授 塩原 哲夫 先生
◇ 場所 ： 立川市女性総合センターアイム「ホール」
（立川市曙町２－３６－２

０４２（５２８）６８０１）

◇ 共催 ： マルホ株式会社
※会員の皆様にお送りしております「研究会のお知らせ」とは
特別講演の開始時刻が異なっておりますので、ご注意下さい。

＊●臨床薬学研究会
１１月

２８日（水）

＊参加費 ： 会員５００円 、

１８：００～２０：００

非会員（会員証の提示がない場合）１，０００円

＝会次第＝

（※11/8（木）城東支部勉強会は一律５００円）

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

＊領収証が必要な方は受付にてお渡しいたします。

「アイファガン点眼液０．１％」 千寿製薬株式会社
２、 １８：３０～２０：００

特別講演

＊＊印のついている研究会への出席は１単位が認定されますが、
遅刻された場合はシールをお渡しできない場合があります。

『緑内障治療の未来を考える！
～薬物治療と手術治療に新たな選択肢～』
東京医科大学 眼科学教室 講師 丸山 勝彦 先生
◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

＝お問合せ先＝
東京都病院薬剤師会 事務局
TEL０３（３４９９）３３８８

０３（３３５３）４３１１）

◇ 共催 ： 千寿製薬株式会社

＝今後の予定＝
１２月

２９日（木）

１８：００～２０：００

＝会次第＝
１、 １８：００～１８：３０

ノバルティスファーマ株式会社
移植・免疫・感染症・呼吸器領域
特別講演

『アトピー性皮膚炎の最新の話題（仮）』
東邦大学医療センター大森病院
皮膚科 教授 石河 晃 先生
◇ 場所 ：ＫＤＤＩホール
（千代田区大手町１－８－１

０３（３２４３）９３０１）

◇ 共催 ： ノバルティスファーマ株式会社

＊●精神科薬物療法学術研究会
１１月

２９日（木）

１８：３０～２０：３０

＝会次第＝
１、 １８：３０～１９：４５

特別講演１

『クロザリル導入後３年間で見えてきた事』
東京女子医科大学医学部
精神医学教室 主任教授 石郷岡 純 先生
２、 １９：４５～２０：３０

特別講演２

『クロザリル治療における当院での薬剤師の役割』
東京女子医科大学病院
薬剤部 副師長 高橋 結花 先生
◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

１２月 １１日（火）

臨床薬学研究会 １８：００～

０３（３３５３）４３１１）

◇ 共催 ： ノバルティスファーマ株式会社

臨床薬学研究会 １８：３０～
於：八王子市学園都市センター

１２月 １３日（木）

製品紹介

「～重症アトピー性皮膚炎に対するネオーラルの効果～」

２、 １８：３０～２０：００

４日（火）

於：東医健保会館

＊●診療所部会１１月例会
１１月

FAX０３（３４９９）３３９９

城東支部勉強会 １８：３０～
於：すみだ産業会館

