
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
2月3日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921
2月3日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
18:30 092-714-4416
2月3日 八女筑後薬剤師会
（水） 坂本　泰弘
19:00 0942-54-1648
2月3日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135
2月3日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月3日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426
2月4日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月4日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917
2月6日 福岡地区勤務薬剤師会
（土） 澁田　憲一
15:00 092-631-5002
2月7日 福岡県薬剤師会
（日） 前田　敦子
13:00 092-271-3791
2月8日 直方鞍手薬剤師会
（月） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055
2月8日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月9日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426
2月9日 八女筑後薬剤師会
（火） 坂本　泰弘
19:00 0942-54-1648
2月9日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月9日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月9日 遠賀中間薬剤師会
（火） 村上　千春
19:00 093-281-2221
2月10日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151
2月10日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135
2月10日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116
2月13日 八幡薬剤師会
（土） 森山　尚美
17:00 093-661-1166
2月13日 福岡市薬剤師会
（土） 安部　伸一
15:00 092-714-4416
2月15日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月16日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085
2月16日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月16日 糸島薬剤師会

（火） 細川　禎久

19:30 092-331-1177

2月16日 若松薬剤師会

（火） 赤松　敦子

19:30 093-771-2081

2月16日 飯塚薬剤師会

（火） 髙武　礼子

18:30 0948-24-4426

2月17日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏

19:15 0942-65-0618

2月17日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月18日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

抗がん剤の副作用・支持療法と服薬指導について 「40-2015-0344-101」
講師：㈱アステム福岡担当がんＭＣ　三好　英之

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

持続性選択的ＤＰＰ-4阻害剤/経口糖尿病用剤オマリグリプチン（マリゼブ錠
12.5mg/25mg） 「40-2015-0345-101」
講師：東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座教授　澤田　康文

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

糖尿病患者における心理的アプローチ 「40-2015-0342-101」
講師：北九州市立医療センター糖尿病内科部長　権藤　元治

のがみプレジデントホテル 申請中

2016年度診療報酬改定速報 「40-2015-0343-101」
講師：㈱アトル経営相談Ｇ　横山　正登

大木町子育て交流センター2F 1単位

健康情報拠点薬局を目指して（実践漢方講座）　他 「40-2015-0340-101」
講師：金岡薬局　金岡　正健　他

糸島市健康福祉センターあごら 申請中

在宅医療の「現実」と今後の「課題」 「40-2015-0341-101」
講師：レーベル薬局管理薬剤師　福元　哲也

若松薬剤師会館ホール 申請中

知っておきたい内科腎疾患～高齢者・糖尿病の治療戦略～ 「40-2015-0339-101」
講師：福岡県済生会福岡総合病院腎臓内科主任部長　野田　律矢

ももちパレス3F 申請中

かゆみを伴う皮膚疾患とその治療 「40-2015-0337-101」
講師：福岡大学医学部皮膚科学教室教授　今福　信一

福岡大学病院福大メディカルホール 1単位

ＧＥにおける今後の動向について 「40-2015-0338-101」
講師：日医工㈱福岡支店

柳川市三橋町公民館 1単位

薬剤師による輸液や注射剤の無菌調剤　他 「40-2015-0335-101」
講師：薬局つばめファーマシー　萩田　均司　他

九州国際大学ＫＩＵホール 申請中

ＨＩＶ感染症に合併する生活習慣病についての内容　他 「40-2015-0336-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター免疫感染症科医師　南　留美　他

九州医療センター本館2Ｆ 申請中

レソラNTT夢天神ホール 1単位

えきマチ１丁目香椎4Ｆコミュニティルーム 申請中

筑紫薬剤師会館 1単位

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

筑後商工会議所 1単位

ピーポート甘木　第4・第5学習室 1単位

在宅医療で持っておきたいオピオイドの基礎知識と実践演習（初級編） 「40-2015-
0327-101」
講師：飯塚病院薬剤部緩和薬物療法認定薬剤師　松本　梓

飯塚医師会館 1単位

当院における変形性膝関節症治療の現状 「40-2015-0329-101」
講師：福岡整形外科病院整形外科副院長　吉本　隆昌

どれだけ知ってる？介護保険～その２～ 「40-2015-0322-101」
講師：医療・在宅委員会副委員長フラワー薬局杷木店　平位　浩一

経皮吸収剤の特性と上手な活用法 「40-2015-0332-101」
講師：熊本大学薬学部薬剤学分野教授　丸山　徹

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

プレアボイド報告会 「40-2015-0320-101」
講師：福岡県病院薬剤師会筑豊地区学術委員社会保険直方病院　前田　真司

飯塚病院エネルギー棟6Ｆ大会議室 1単位

認知症治療の実際 「40-2015-0323-101」
講師：のむら内科・神経内科クリニック　野村　拓夫

第一三共　九州支店 1単位

褥瘡の予防と治療 「40-2015-0319-101」
講師：マルホ㈱ファーマシー事業部　丸山　浩司

高齢者における呼吸器感染症の治療 「40-2015-0316-101」
講師：福岡大学医学部呼吸器内科准教授　藤田　昌樹

福岡大学病院　本館2階　臨床大講堂 1単位

薬剤師に役立つ画像診断 「40-2015-0317-101」
講師：杏林大学医学部付属病院呼吸器内科講師　皿谷　健

サザンクス筑後　研修室2 1単位

地域医療におけるＲＡ治療の実際 「40-2015-0318-101」
講師：宗像医師会病院院長　大塚　毅
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支持療法を考える-肺癌と胃癌の化学療法を中心に- 「40-2015-0315-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター薬剤部副薬剤部長　林　稔展

天神イムズ９階　イムズホール 1単位

長時間作用性吸入気管支拡張剤ウメクリジニウム臭化物 「40-2015-0321-101」
講師：東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座教授　澤田　康文

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

宗像医師会館3Ｆ　講堂 1単位

遠賀中間薬剤師会館 申請中

薬局の役割　他 「40-2015-0324-101」
講師：公益社団法人日本薬剤師会一般用医薬品等委員会委員　藤田　知子　他

福岡国際会議場　多目的ホール 3単位

一般用医薬品販売方法にあたっての注意事項 「40-2015-0325-101」
講師：直方鞍手薬剤師会理事　中村　純一

直方鞍手薬剤師会館 1単位

やさしく学ぶ薬剤経済学第2章 「40-2015-0333-101」
講師：広島大学薬学部臨床薬物治療学研究室教授　森川　則文

宗像ユリックス2F 1単位

ＩＢＤ治療におけるアザチオプリン製剤の位置づけとその留意点 「40-2015-0334-101」
講師：福岡大学筑紫病院消化器内科准教授　平井　郁仁

前立腺肥大症治療法の特徴とその選択 「40-2015-0326-101」
講師：原三信病院副院長泌尿器科主任部長　山口　秋人

「脳卒中治療ガイドライン2015」及び治療薬について　 「40-2015-0328-101」
講師：沢井製薬㈱福岡支店営業学術　下間　寿和

不眠症とその治療 「40-2015-0330-101」
講師：国立病院機構福岡病院診療内科医長　平本　哲哉

国立病院機構福岡病院 申請中

変遷する糖尿病治療　他 「40-2015-0331-101」
講師：陣内病院院長　陣内　秀昭　他
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2月18日 朝倉薬剤師会

（木） 新留　孝一

19:15 0946-23-0917

2月18日 八幡薬剤師会

（木） 矢吹　幸

19:30 093-661-1166

2月18日 飯塚薬剤師会

（木） 髙武　礼子

19:00 0948-24-4426

2月19日 筑紫薬剤師会

（金） 隅田　一久

19:30 092-571-8116

2月19日 久留米三井薬剤師会

（金） 牟田　エリカ

19:00 0942-44-0330

2月19日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月21日 福岡県薬剤師会

（日） 野中　敏治

14:00 092-271-3791

2月23日 小倉薬剤師会

（火） 入江　利行

19:00 093-941-3518

2月25日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月25日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:45 0944-59-7117

2月27日 飯塚薬剤師会

（土） 髙武　礼子

18:30 0948-24-4426

2月28日 九州漢方研究会

（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

冷えに対する漢方治療 「40-2015-0356-101」
講師：ちぐさ東洋クリニック院長　川越　宏文

パドドゥ・ル・コトブキ 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2015-0357-101」
講師：平成病院和漢診療科　甄　立学　他

博多バスターミナル9F　1・2ホール 4単位

前立線がんについて 「40-2015-0354-101」
講師：㈱アステム　三好　英之

㈱アステム西福岡支店　2階会議室 申請中

薬剤師のコミュニケーションスキル 「40-2015-0355-101」
講師：そうごう薬局渡瀬店　宮崎　裕二

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 申請中

肺がん薬物療法の現状と薬局薬剤師に期待すること　他 「40-2015-0352-101」
講師：九州大学大学院がん先端医療応用学准教授　岡本　龍郎　他

福岡明治安田生命ホール 1単位

がん疼痛治療における医療用麻薬の適正使用と服薬指導のポイント 「40-2015-0353-
101」
講師：塩野義製薬㈱疼痛緩和推進室　前川　泰麿

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

久留米大学病院における地域連携を含めたＮＳＴ活動　他 「40-2015-0350-101」
講師：久留米大学病院薬剤部副部長補佐　井上　光鋭　他

ホテルマリターレ創世　2階「日月の間」 申請中

頻用処方のＴＯＰＩＣＳ～抑肝散（不眠：臨床，薬理）など芍薬甘草湯（薬理，体内動態）
など～ 「40-2015-0351-101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課課長　藏内　浩二

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

自動車運転死傷行為処罰法と薬剤・精神疾患の関わり 「40-2015-0348-101」
講師：共和薬品工業㈱学術情報課長　酒井　佑介

イイヅカコミュニティセンター2階 申請中

薬剤師が求められる公益性について 「40-2015-0349-101」
講師：山鹿地区薬剤師会理事　大森　眞樹

筑紫薬剤師会館 1単位

乳がんホルモン療法について 「40-2015-0346-101」
講師：朝倉医師会病院薬剤科　林田　栄一

朝倉医師会病院カンファランス室 1単位

循環器疾患から見た糖尿病 「40-2015-0347-101」
講師：つのだ内科循環器科クリニック院長　角田　稔

八幡薬剤師会館 申請中


