
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
3月2日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月3日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月3日 八幡薬剤師会
（木） 矢吹　幸
19:30 093-661-1166

3月6日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
13:00 092-271-3791

3月8日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

3月8日 直方鞍手薬剤師会
（火） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

3月8日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月9日 久留米三井薬剤師会
（水） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

3月9日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

3月9日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116

3月9日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

3月10日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

3月10日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

3月10日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月11日 遠賀中間薬剤師会
（金） 村上　千春
19:30 093-281-2221

3月12日 飯塚薬剤師会
（土） 髙武　礼子
14:00 0948-24-4426

3月15日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

3月15日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月16日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

3月16日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

3月16日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

3月17日 久留米三井薬剤師会
（木） 吉村　典子　
19:00 0942-36-7790

3月17日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月17日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

3月18日 久留米三井薬剤師会

（金） 吉村　典子

18:45 0942-36-7790

3月18日 筑紫薬剤師会

（金） 濱口　朋広

20:00 092-571-8116

3月22日 小倉薬剤師会

（火） 入江　利行

19:00 093-941-3518

3月24日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:15 0944-59-7117

3月25日 大牟田薬剤師会

（金） 橋本  和樹

19:00 0944-59-7117

3月25日 八女筑後薬剤師会

（金） 冨田　未紀

19:30 0942-54-1648

院外処方箋への臨床検査値表示による成果 「40-2015-0376-101」
講師：大賀薬局九大病院東門前店　安永　容子　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

あなたはどう対応しますか？～患者さんからのクレーム～ 「40-2015-0377-101」
講師：第一三共㈱九州支店学術推進課医療環境担当　窪田　俊光

症状から見た病態生理：けいれん 「40-2015-0369-101」
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

医療安全の考え方～事例を中心に～ 「40-2015-0371-101」
講師：大正富山医薬品㈱九州支店営業所長医療環境管理士　吉野　啓治

地域包括ケアにおけるがん薬物療法 「40-2015-0373-101」
講師：大分大学医学部付属病院薬剤部教授・薬剤部長　伊東　弘樹

遠賀中間薬剤師会館 申請中

インスリン治療の最適化～新しい配合製剤への期待～ 「40-2015-0374-101」
講師：東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科准教授　西村　理明

2016年調剤報酬改定 「40-2015-0364-101」
講師：日医工㈱　神保　貴臣

直方鞍手薬剤師会館 1単位

八幡薬剤師会館 1単位

のがみプレジデントホテル 申請中

2016年度診療報酬改定について 「40-2015-0367-101」
講師：㈱日本経営エスディサポート　福田　暁子

天神イムズ９階　イムズホール 1単位

外来がん患者をサポートする副作用マネジメント 「40-2015-0360-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター副薬剤部長　林　稔展

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

循環器疾患から見た糖尿病 「40-2015-0361-101」
講師：つのだ内科循環器科クリニック院長　角田　稔

集合研修一覧表〈2016/2/29現在〉

薬局の安全対策は必要？ 「40-2015-0358-101」
講師：公益社団法人福岡県薬剤師会常務理事　成重　賢司

エルガーラホール ７階 中ホール 1単位

治療可能な遺伝性疾患ファブリー病 「40-2015-0375-101」
講師：先天性希少疾患営業部　今井　孝博

福岡明治安田生命ホール 2単位

消化器領域における治療と薬物療法について 「40-2015-0363-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門助教　向笠　道太

筑後商工会議所 1単位

ジェネリック医薬品の製剤開発－高品質・高付加価値製剤の開発を目指して－ 「40-
2015-0366-101」
講師：沢井製薬㈱研究開発本部副本部長　徳永　雄二

久留米ビジネスプラザ アルカディア大ホール 1単位

医療人として捉えた薬剤師の職業意識　他 「40-2015-0362-101」
講師：九州大学大学院・薬学研究院臨床育薬学分野准教授福岡県薬剤師会理事　島添
隆雄　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

「女性疾患」月経障害・更年期障害・冷え 「40-2015-0370-101」
講師：飯塚病院漢方診療科診療部長　矢野　博美

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

ニュードラッグインフォメーション2015　前編 「40-2015-0372-101」
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

脳梗塞の薬物療法～急性期から在宅まで～ 「40-2015-0365-101」
講師：国立病院機構九州医療センター臨床研究センター長　岡田　靖

抗うつ薬選択の言い訳 「40-2015-0368-101」
講師：にしこころの診療所院長　西　健

筑紫薬剤師会館 1単位

柳川市三橋町公民館 1単位

宗像ユリックス2F 1単位

田川薬剤師会館 1単位

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

門司生涯学習センター2階　第1研修室 1単位

Ｃ型肝炎治療の現状 「40-2015-0378-101」
講師：飯塚病院肝臓内科部長　木村　健太

のがみプレジデントホテル 1単位

平成28年度診療報酬改定について 「40-2015-0379-101」
講師：沢井製薬㈱営業学術　鍛冶 徹公

大木町子育て交流センター2F 1単位

不眠症治療の今後の展望 「40-2015-0382-101」
講師：ＭＳＤ㈱ＣＮＳ－ＳＴ　大山　重光

朝倉薬剤師会館 1単位

婦人科がんの化学療法 「40-2015-0380-101」
講師：久留米大学医学部産科婦人科学教室主任教授　牛嶋　公生

ハイネスホテル久留米5階　千歳の間 1単位

ニュードラッグインフォメーション2015　後編 「40-2015-0381-101」
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

医薬品リスク管理計画（ＲＭＰ）の利活用に向けて 「40-2015-0383-101」
講師：中外製薬㈱安全性推進部グループマネージャー　竹本　信也

萃香園ホテル2F　鶴の間 1単位

薬物乱用防止のために 「40-2015-0384-101」
講師：㈱アトルＤＩグループ　豊田　恵子

筑紫薬剤師会館 1単位

脂質異常症の治療－スタチン・ＥＰＡ製剤から新薬まで－ 「40-2015-0385-101」
講師：北九州市立八幡病院循環器内科副院長　太崎　博美

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

平成28年度診療報酬改定について 「40-2015-0386-101」
講師：テバ製薬㈱セールス＆マーケティング部　浅田　司

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

栄養学からみた糖尿病 「40-2015-0387-101」
講師：九州女子大学家政学部栄養学科教授　三浦　公志郎

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

平成28年度調剤報酬改定について 「40-2015-0388-101」
講師：八女筑後薬剤師会副会長　平田　剛

サザンクス筑後　イベントホール 1単位
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3月25日 門司薬剤師会

（金） 小田　桂子

19:00 093-381-5661

3月25日 戸畑薬剤師会

（金） 安田　和義

19:15 093-882-5589

3月27日 九州漢方研究会

（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

平成28年度調剤報酬改正説明会 「40-2015-0389-101」
講師：門司薬剤師会理事　渡辺　光雄

門司生涯学習センター3階　第1、2会議室 申請中

調剤報酬改定伝達講習会 「40-2015-0391-101」
講師：戸畑薬剤師会会長　安田　和義

ウエルとばた　多目的ホール 申請中

『金匱要略』解説　他 「40-2015-0392-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他

博多バスターミナル9F　1・2ホール 4単位


