
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 福岡県薬剤師会
（土） 宮谷　英記
15:00 092-271-3791

3月5日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

3月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

3月8日 福岡県薬剤師会
（金） 小田　真稔
19:00 092-271-3791

3月9日 飯塚薬剤師会
（土） 田原　あけみ
14:00 0948-24-4426

3月12日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月12日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

3月13日 筑紫薬剤師会
（水） 隅田　一久
19:30 092-571-8116

3月13日 遠賀中間薬剤師会
（水） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

3月13日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

3月13日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

3月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

3月14日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

3月14日 筑紫薬剤師会
（木） 硲　健三
19:30 092-571-8116

3月14日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

3月14日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

3月14日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

3月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
19:00 0942-36-7790

3月17日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

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

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

3月19日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

3月20日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

3月20日 八幡薬剤師会
（水） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

3月24日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

3月27日 久留米三井薬剤師会
（水） 牟田　エリカ
19:00 0942-36-7790

3月28日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

3月28日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589
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最近の薬物乱用問題－大麻を中心に－　他　「40-2018-0349-101」
講師：国立研究開発法人国立精神・精神医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究
部依存性薬物研究室室長薬学博士　船田　正彦　他

福岡県薬剤師会館4F　講堂 1単位

薬害と医薬品安全について－医薬品安全管理責任者の業務－
「40-2018-0350-101」
講師：産業医科大学若松病院薬剤部長 若松薬剤師会病薬担当理事　日髙　博司

若松薬剤師会館ホール 1単位

痛みに対する薬物療法　「40-2018-0351-101」
講師：社会保険直方病院副院長　西田　智

直方鞍手薬剤師会会館 申請中

福岡県が保険薬局薬剤師に期待すること　他　「40-2018-0352-101」
講師：福岡県保健医療介護部薬務課　上田　悠介　他

TKPガーデンシティ博多新幹線口
プレミアムホール

1単位

糖尿病が脳疾患に及ぼす影響：久山町研究　他　「40-2018-0353-101」
講師：九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野教授　二宮　利治　他

のがみプレジデントホテル2F　金剛の間 申請中

緑内障・加齢黄斑変性－ポイントの整理・確認－　は「40-2018-0354-101」
講師：わかもと製薬㈱学術担当　三宅　純一

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

脊椎疾患に起因する疼痛の診断と治療　「40-2018-0355-101」
講師：総合せき損センター副院長　河野　修

福岡県立飯塚研究開発センター
多目的ホール

1単位

がん医療ネットワークナビゲーター制度について　他　「40-2018-0356-101」
講師:国立病院機構九州がんセンター薬剤部長　三角　紳博　他

筑紫薬剤師会館 申請中

①事例検討－行動心理徴候（BPSD）へのアプローチ－　他　「40-2018-0357-101」
講師:遠賀中間医師会病院総括副院長　末廣　剛敏

遠賀中間医師会　多目的ホール 申請中

その抗菌薬本当にいると？－風邪診療を見直す－　「40-2018-0358-101」
講師：飯塚病院総合診療科　的野　多加志

のがみプレジデントホテル 1単位

抗菌薬が汎用される背景　他　「40-2018-0360-101」
講師：佐賀大学医学部国際医療医療学講座 国際医療・臨床感染症学分野 医学部附属病
院感染制御部教授･部長　青木　洋介　他

アクロス福岡地下2F　イベントホール 1単位

骨粗鬆症の治療について　「40-2018-0359-101」
講師：田川市立病院整形外科部長　久枝　啓史

田川市民会館 申請中

2型糖尿病について　「40-2018-0361-101」
講師：㈱アステム血管MC課福岡担当　関口　男

㈱アステム博多支店2F　大会議室 申請中

IBD（炎症性腸疾患）　「40-2018-0362-101」
講師：アトルDIグループ　長谷川　洋子

㈱アトルラーニングセンター2F　会議室 申請中

IBD（炎症性腸疾患）　※TV会議　「40-2018-0363-101」
講師：㈱アトルDIグループ　豊田　恵子

㈱アトル前原支店　会議室 申請中

潰痬性大腸炎の診断と治療　「40-2018-0364-101」
講師：社会医療法人製鉄記念八幡病院消化器内科部長/内視鏡センター長　中村　滋郎

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

春先に多いストレス性疾患　「40-2018-0365-101」
講師：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科診療部長　井上　博喜

パドドゥ・ル・コトブキ（寿会館） 1単位

医薬品リスク管理計画（RMP）の概要・利活用の紹介　他　「40-2018-0366-101」
講師：中外製薬㈱安全性コミュニケーション部　菅野　洋　他

久留米シティプラザ5F　大会議室 申請中

方剤の詳しい使い方－桂枝加龍骨牡蛎湯－　他　「40-2018-0367-101」
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

在宅医療に求められるリーダーシップ－医療介護連携と排尿ケア－
「40-2018-0368-101」
講師：医療法人MIRIZE中川ごうクリニック院長　中川　剛

久留米シティプラザ5F　大会議室3 申請中

抗アレルギー剤の変遷及び新規抗アレルギー剤ビラノア錠について
「40-2018-0369-101」
講師：Meiji Seikaファルマ㈱　清水　正樹

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 申請中

緑内障治療の指導に必要な知識　「40-2018-0370-101」
講師：大分大学医学部眼科学教授　久保田　敏昭

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

診療内科専門医が考える糖尿病薬物療法　「40-2018-0371-101」
講師：福岡徳州会病院心療内科副院長　松林　直

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

地域包括ケア時代の保険薬局の役割　「40-2018-0372-101」
講師：富田薬品㈱医薬マーケティング部　林　清隆

大木町子育て交流支援センター2F　会議室 申請中

高齢者総合機能評価（CGA評価）を用いた処方見直し　「40-2018-0373-101」
講師：国立長寿医療研究センター薬剤部　溝神　文博

健康医療福祉研修会館 申請中

『金匱要略』解説　他　「40-2018-0374-101」
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　12ホール 4単位

高齢者の骨・関節由来の疼痛に対する病態評価と治療戦略－がんリハビリテーションをみ
すえた展望－　他　「40-2018-0375-101」
講師：久留米大学医学部整形外科教室准教授　山田　圭　他

久留米シティプラザ4F　中会議室 1単位

当院における糖尿病指導　他　「40-2018-0376-101」
講師：日本糖尿病療養指導士・筑後糖尿病療養指導士/福岡県済生会大牟田病院薬剤師
竹下　和余　他

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

心不全治療の基礎知識　「40-2018-0377-101」
講師：㈱アステム血管MC課北九州担当　柴村　一軌

戸畑生涯学習センター　第1集会室 申請中


