
高知県病院薬剤師会	 平成２３年 10 月度例会のご案内  
 

謹啓 
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、平成 23年 10月度例会を下記の通りに開催致しますので、ご多忙とは存じますがご出席くださいます
ようご案内申し上げます。 

謹白 
記 

 
【日時】平成 23 年 10 月 27 日（木）18：30～20：30 
【場所】高新文化ホール	 ７階 

              	 	 	 	 	 	 高知市本町３‐２‐１５ 	 TEL：088-825-4321 
 

〈情報提供〉  18：30～19：30	 	 	 	 	 	 	 	 	 ブリストル・マイヤーズ株式会社 
『製品説明：T 細胞選択的共刺激調節剤	 オレンシア点滴静注用 250mg』	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 エリアマーケティング支援	 松尾	 秀昭  
『DPC 関連情報‐調整係数にかわる新たな基礎係数について‐』  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 流通推進・医療経営支援	 野田	 邦彦  

 

【特別講演】	 19：30～20：30 

『治癒を目指した関節リウマチの治療	 ‐MTX と分子標的薬をどう使うか‐』  

高知大学医学部病態情報診断学	 准教授	 公文	 義雄先生  

 
＊本例会は、日本病院薬剤師会研修認定制度及び日本薬剤師研修センターの認定研修(1 単位)として開催致します。	 

 
共催：高知県病院薬剤師会 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ブリストル・マイヤーズ株式会社 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                            

平成 23年 10月 27日（木）高知県病院薬剤師会 

 
御出席	 	 	 	 	 	 	 	 	   御欠席 
 
御施設名                         	 	 御芳名                          
 
誠に勝手ながら出欠のお返事は準備の都合上、10月 20日（木）までに、高知大学医学部附属病院	 小野川まで 

ご返送お願い申し上げます。 

例会についてのご意見・ご要望がありましたら、あわせてご記入ください。 

ご意見・ご要望	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 


