……研究会のお知らせ……
平成２４年１０月

＊●城北支部勉強会
１０月

１２日（金）

１８：３０～２０：３０

＝会次第＝

※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。

１、 １８：３０～１９：００

製品紹介

「エスタブリッシュ医薬品の価値」
ファイザー株式会社 エスタブリッシュ医薬品事業部
２、 １９：００～２０：３０

・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。

特別講演

『脳卒中後肺炎（post-stroke pneumonia）の
最新の包括的治療戦略』
筑波大学附属病院ひたちなか社会連携教育研究センター
教授 寺本 信嗣先生
◇ 場所 ： 新宿住友ホール 地下１階 ※地図は別紙
（新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ビルＢ１
０３－３３４４－６９８３）
◇ 共催 ：ファイザー株式会社

＊●臨床薬学研究会

＊●臨床薬学研究会

１０月

１０月

４日（木）

１８：００～２０：００

＝会次第＝

１８：３０～２０：３０

＝会次第＝

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

１、 １８：３０～１９：００

「深在性真菌症治療薬 カンサイダス
点滴静注用５０ｍｇ／７０ｍｇ」
ＭＳＤ株式会社
２、 １８：３０～２０：００

１６日（火）

学術部

テバ製薬株式会社
２、 １９：００～２０：３０

黒川 利典

日本大学医学部附属 板橋病院

『真菌症のエンピリック治療と先制攻撃的治療』
聖路加国際病院 血液腫瘍科

特別講演

『内分泌疾患の病態と薬物療法』

特別講演

総合内科 教授 相馬 正義 先生
◇ 場所 ： 八王子市学園都市センター

部長 森 慎一郎 先生

JR 八王子駅北口前八王子スクエアビル１２階

◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４

製品紹介

０３（３３５３）４３１１）

（八王子市旭町９－１ ０４２（６４６）５６１１）
◇ 共催 ： テバ製薬株式会社

◇ 共催 ： ＭＳＤ株式会社

＊●診療所部会研修会

＊●臨床薬学研究会

１０月

１０月

５日（金）

１８：３０～２０：３０

＝会次第＝
１、 １８：３０～１９：１５

安全対策の実際

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
安全第二部調査役 主任専門員 岡本 里香 先生
薬剤師に知っておいて欲しい救済制度

『健康被害救済全般および最近の話題』
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
健康被害救済部 課長 鬼山 幸生 先生
３、 ２０：００～２０：３０

１８：００～２０：００

＝会次第＝

『安全対策全般および最近の話題』

２、 １９：１５～２０：００

２４日（水）

質疑応答

◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 ホール
（新宿区南元町４

０３（３３５３）４３１１）

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

テバ製薬株式会社 東京支店
第一営業所
２、 １８：３０～２０：００

関 志津保
特別講演

『抗がん剤を安全に供給し投与する方法』
名古屋大学大学院医学研究科
医療システム管理学寄附講座 准教授 杉浦 伸一 先生
◇ 場所 ： 東医健保会館 ２階 大ホール
（新宿区南元町４
◇ 共催 ： テバ製薬株式会社

０３（３３５３）４３１１）

＊●診療所部会１０月例会
１０月

２５日（木）

＊参加費 ： 会員５００円 、

１８：００～２０：００

＝会次第＝

非会員（会員証の提示がない場合）１，０００円
（10/12（金）城北支部勉強会、10/31（水）中央支部勉強会

１、 １８：００～１８：３０

製品紹介

は一律５００円ですが、 他の研究会同様、会員の方は

「選択的 DPP-4 阻害剤 テネリア錠」
田辺三菱製薬株式会社 東京支店学術情報部
２、 １８：３０～２０：００

特別講演

＊領収証が必要な方は受付にてお渡しいたします。
＊＊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、

『糖尿病標準診療マニュアルと２型糖尿病の薬物療法』
独立行政法人国立国際医療研究センター病院
糖尿病研究連携部長 野田 光彦 先生
◇ 場所 ：大手町サンケイプラザ３階 ※地図は別紙
（千代田区大手町１－７－２

会員証をご提示ください。）

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。

＝お問合せ先＝
東京都病院薬剤師会 事務局
TEL０３（３４９９）３３８８

FAX０３（３４９９）３３９９

０３（３２７３）２２５８）

◇ 共催 ： 田辺三菱製薬株式会社

＝今後の予定＝
１１月

２日（金）

療養病床小委員会研究会 １８：３０～
於：東医健保会館

＊●中央支部勉強会
１０月

３１日（水）

１１月

＝会次第＝
１、 １８：３０～１９：００

６日（火）

１８：３０～２０：３０

於：東医健保会館
11 月 １５日（木）

製品紹介
講演

於：東医健保会館
１１月 ２０日（火）

『糖尿病治療薬の変遷』

１１月 ２８日（水）

特別講演
１１月 ２９日（木）

北里大学北里研究所病院

精神科薬物療法学術研究会 １８：００～
於：東医健保会館

糖尿病センター センター長 山田 悟 先生
◇ 場所：三井記念病院 外来棟 ７階 会議室※地図は別紙
◇ 共催 ： 田辺三菱製薬株式会社

臨床薬学研究会 １８：００～
於：東医健保会館

『食後血糖管理の重要性』

（千代田区神田和泉町１番地

臨床薬学研究会 １８：４５～
於：立川市女性総合センター

北里大学北里研究所病院 薬剤部長 厚田 幸一郎 先生
３、 １９：１５～２０：３０

病棟業務整備小委員会
パネルディスカッション １９：００～

「テネリア錠 20mg 製品説明」 田辺三菱製薬株式会社
２、 １８：５０～１９：１５

臨床薬学研究会 １８：００～

０３（３８６２）９１１１）

１０月開催研究会【会場地図】
＊10/12（金）城北支部勉強会 会場

新宿住友ホール 地下１階
○大江戸線「都庁前駅」Ａ６出口直結
○丸ノ内線「西新宿駅」２番出口徒歩 4 分
○丸ノ内線「新宿駅」Ａ１８出口徒歩７分
○JR 線･小田急線･京王線「新宿駅」西口徒歩８分
○新宿線･大江戸線「新宿駅」７番出口徒歩９分

10/25（木）診療所部会１０月例会 会場

大手町サンケイプラザ３階
○地下鉄「大手町駅」下車 Ａ４，Ｅ１出口 直結
○東京駅 丸の内北口より徒歩７分

＊10/31（水）中央支部勉強会 会場

三井記念病院 外来棟 7 階 会議室
○JR 線「秋葉原駅」昭和通り口より徒歩７分
○東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」１番出口より徒歩６分
○都営地下鉄新宿線「岩本町駅」
Ａ３、Ａ４出口より徒歩 10 分
○つくばエクスプレス「秋葉原駅」
Ａ２、Ａ３（昭和通り方面）出口より徒歩７分

