
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

2月2日 福岡地区勤務薬剤師会
（土） 澁田　憲一
14:45 092-631-5002
2月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055
2月6日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921
2月7日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
2月7日 宗像薬剤師会
（木） 井野　博文
19:00 0940-36-4135

2月13日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月13日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

2月13日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

2月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

2月14日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月14日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

2月14日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

2月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 牟田　エリカ
18:50 0942-36-7790

2月17日 粕屋薬剤師会
（日） 樋口　博美
13:00 092-939-3356

2月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

2月19日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

2月19日 京都薬剤師会
（火） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

2月19日 田川薬剤師会
（火） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

2月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:00 0942-65-0618

2月20日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

2月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月21日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:30 0946-52-3777

2月21日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

2月22日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

2月22日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

2月24日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

2月24日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
10:00 092-271-3791

2月25日 京都薬剤師会
（月） 川上　幸治
18:50 0930-25-3900

2月27日 大牟田薬剤師会
（水） 森田　宏樹
19:15 0944-56-1119

2月28日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

2月28日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919
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病診薬連携の在り方を踏まえた医薬品の安全管理－抗凝固薬の服薬管理も含めて－
他　「40-2018-0318-101」
講師：福岡大学病院薬剤部副薬剤部長　兼重　晋　他

第一三共㈱7F　会議室 1単位

ポリファーマシーの是正と良好な血糖コントロールの両立を目指して
「40-2018-0319-101」
講師：あらまき内科クリニック院長　荒牧　昌信

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

現代医療における漢方薬の役割－ビックデータを活用した漢方薬の有用性と安全性を中
心に－　「40-2018-0320-101」
講師：日本経済大学経営学部長/日本経済大学大学院教授　赤瀬　朋秀

九州大学百年講堂　中ホール1・2 1単位

抗悪性腫瘍剤（FLT3阻害剤）ギルテリチニブフマル酸塩（ゾスパタ錠40㎎）
「40-2018-0321-101」
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

薬薬連携における情報共有－事例を通して－　「40-2018-0322-101」
講師：宗像薬剤師会理事　馬場　渉

福岡東医療センター3F　研修センター 1単位

大腸癌治療の基礎からの 新の話題まで　「40-2018-0323-101」
講師：社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会福岡総合病院がん治療センター・センター長
兼外科部長　江見　泰徳

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

下部尿路疾患について　「40-2018-0324-101」
講師：福岡大学筑紫病院泌尿器科助教　宮島　茂郎

筑紫薬剤師会館 1単位

EPAについて　「40-2018-0325-101」
講師：吉山クリニック院長　吉山　秀樹

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位

進歩したウイルス肝炎治療　他　「40-2018-0326-101」
講師：福岡赤十字病院肝臓内科部長　早田　哲郎　他

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）ロルラチニブ（ローブレナ錠25㎎/100mg）
「40-2018-0327-101」
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

近の骨粗鬆症治療について　「40-2018-0328-101」
講師：国家公務員共済組合連合会新小倉病院整形外科部長　西田　茂喜

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

フレイル・高齢者と漢方　「40-2018-0329-101」
講師：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科部長　田原　英一

パドドゥ・ル・コトブキ（寿会館） 1単位

乳癌の治療　他　「40-2018-0330-101」
講師：JCHO久留米総合病院院長　田中　眞紀　他

翠香園ホテル2F　鶴の間　 1単位

方剤の詳しい使い方　桂枝茯苓丸　他　「40-2018-0331-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2階　研修室 申請中

ガイドラインから見た便秘治療－慢性便秘症治療薬の紹介を合わせて－
「40-2018-0332-101」
講師：マイランEPD合同会社　塩足　春樹

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 申請中

胃癌の 新治療　「40-2018-0333-101」
講師：北九州総合病院副院長　日暮　愛一郎

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

総合病院での不眠症対応の経験－ラメルテオンの役割をふまえて－
「40-2018-0334-101」
講師：社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院精神科診療部長　塚本　竜生

京都医師会館 申請中

インフルエンザウイルス感染症における新たな治療の選択肢　「40-2018-0335-101」
講師：塩野義製薬㈱地域連携推進部西日本地域戦略推進ユニットエリアサポートリエゾン
満平　秀夫

田川薬剤師会館 1単位

骨粗鬆症患者の顎骨壊死対策における医療連携の重要性　「40-2018-0336-101」
講師：松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座主任教授　田口　明

大川三潴医師会館 1単位

更年期症状の薬物療法と代替療法　「40-2018-0337-101」
講師：福岡大学医学部産婦人科学教室講師　四元　房典

のがみプレジデントホテル 申請中

ニュードラッグインフォメーション2018（全編）　「40-2018-0338-101」
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 申請中

日常業務を見直そう　「40-2018-0339-101」
講師：医療保険委員会フラワー薬局杷木店　舟木　智美

朝倉薬剤師会館2F 申請中

ヒヤリハット事例と医療安全関係法規について　「40-2018-0340-101」
講師：東和薬品㈱　土岐　優仁　他

戸畑生涯学習センター　第2集会室 申請中

症例から考える「脳血管障害」－新コアカリ代表的8疾患⑤－　「40-2018-0341-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館 申請中

薬剤師が知っておきたい介護保険の基礎知識　「40-2018-0342-101」
講師:アルフレッサ㈱八幡支店管理薬剤師　八木　佑樹

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他　「40-2018-0343-101」
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　12ホール 4単位

第1回（公社）福岡県薬剤師会学術大会　「40-2018-0344-101」
講師：工藤内科副院長　工藤　孝文　他

アクロス福岡　イベントホール　他 4単位

薬剤師に知って欲しい受診推奨のポイントと敗血症の話　他　「40-2018-0345-101」
講師：新行橋病院救命救急部医長　田中　宏典　他

新行橋病院新棟3F　会議室1 申請中

認知症とまぎらわしい高齢者てんかん　「40-2018-0346-101」
講師：TMGあさか医療センター脳神経外科統括部長/脳卒中・てんかんセンター長/東京女
子医科大学てんかん外来　久保田　有一

ホテルニューガイアオームタガーデン2F
飛鳥の間

申請中

訪問…薬剤師どうしよう－たまな在宅ネットワークからの多職種連携－
「40-2018-0347-101」
講師：つばめ薬局　久保田　忍

大牟田文化会館3F　第1研修室 1単位

腎性貧血と鉄代謝　他　「40-2018-0348-101」
講師：貝塚病院腎・透析科医長　江里口　理恵子　他

福岡センタービル10F　会議室 1単位


