
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

6月5日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

6月5日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

6月6日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

6月7日 飯塚薬剤師会
（金） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

6月10日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月11日 田川薬剤師会
（火） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

6月12日 宗像薬剤師会
（水） 坂口　尚登
19:00 0940-34-2315

6月12日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

6月12日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

6月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月13日 粕屋薬剤師会

（木） 池田　洋子

19:30 092-939-3356

6月13日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

6月13日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

6月13日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

6月14日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月14日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

6月16日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

6月18日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月18日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

6月18日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

6月19日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏

19:15 0942-65-0618

6月19日 田川薬剤師会
（水） 中原　学
19:00 0947-42-8883

6月20日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月20日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

6月20日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

6月21日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

6月21日 久留米三井薬剤師会
（金） 牟田　エリカ
18:50 0942-36-7790

6月23日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

6月24日 久留米三井薬剤師会
（月） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

6月25日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

6月26日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

6月26日 京都薬剤師会
（水） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

6月27日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
18:45 0944-56-1119

低血糖症と高齢者糖尿病治療のポイント　「40-2019-0083-101」
講師：大牟田市立病院内分泌・代謝内科部長　徳渕　市朗

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F
多目的室

1単位

チームSTEPPS－チームとしてのより良いパフォーマンスと患者安全を高めるためのツール
と戦略－　「40-2019-0081-101」
講師：㈱大塚製薬工場　林　茂樹

戸畑生涯学習センター　第1集会室 申請中

進化する脳卒中治療－ｒｔPA静注療法・血栓回収術の適応拡大－　他
「40-2019-0082-101」
講師：小倉記念病院脳卒中センター長・脳神経外科主任部長　波多野　武人　他

京都医師会館　講堂 申請中

神経障害性疼痛薬物治療を巡る問題点　「40-2019-0079-101」
講師：久留米大学医学部麻酔学講座准教授　山田　信一

久留米シティプラザ5F　大会議室2・3 申請中

一人薬剤師でも出来る！在宅医療－慢性疾患から看取りまで－
「40-2019-0080-101」
講師：梅ノ木調剤薬局薬剤師　田中　宏樹

若松薬剤師会館ホール 申請中

心不全パンデミックに備えて－“個”と“連携”で立ち向かう－　他
「40-2019-0077-101」
講師：久留米大学医学部心臓・血管内科助教　下園　弘達　他

久留米アリーナ2F　大研修室 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他　「40-2019-0078-101」
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

経腸栄養療法における最近の知見－半固形化栄養とプレバイオティクスについて－
「40-2019-0075-101」
講師：飯塚病院小児外科部長　中村　昌俊

のがみプレジデントホテル2F　日光の間 申請中

症例から考える「がん」－新コアカリ代表的8疾患⑦－　「40-2019-0076-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　内山　将伸

筑紫薬剤師会館 申請中

選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー　エサキセレノン（ミネブロ錠1.25㎎/2.5㎎/5
㎎）　「40-2019-0073-101」
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

がん疼痛治療について　「40-2019-0074-101」
講師：第一三共㈱　加藤　貴裕

朝倉薬剤師会館2F 1単位

WEB講演【録画再放送映写】高齢者医療におけるフレイルと栄養の問題－身体機能維持
とONS（経口的栄養補助）の重要性－　「40-2019-0071-101」
講師：名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学教室教授　葛谷　雅文

大木町子育て交流センター2F　会議室 1単位

学校環境衛生検査技術講習会－環境衛生検査1－　他　「40-2019-0072-101」
講師：田川薬剤師会学校薬剤師委員会　中原　学

田川薬剤師会館 申請中

慢性便秘症・過活動膀胱・骨粗鬆症の疾患と薬物治療について
「40-2019-0069-101」
講師：アステラス製薬㈱　渡　千縁

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 1単位

在宅栄養管理に必要な静脈経腸栄養法の基礎知識－製剤の選択から投与の実際、合
併症まで－　「40-2019-0070-101」
講師：産業医科大学小児外科准教授　山内　健

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

方剤の詳しい使い方　他　「40-2019-0067-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局2F　研修室 申請中

患者さんの治療満足度を高める糖尿病治療とは？　「40-2019-0068-101」
講師：医療法人二田哲博クリニック天神副院長　佐藤　秀一

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

前立腺癌の治療－特に薬物療法を中心に－　「40-2019-0065-101」
講師：国立病院機構九州医療センター泌尿器科科長　坂本　直孝

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

学校薬剤師と薬物乱用防止について　「40-2019-0066-101」
講師:八幡薬剤師会副会長　有吉　俊二

遠賀・中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

多職種連携による高齢者の意思決定支援－最後まで「食べる」を大切に－
「40-2019-0063-101」
講師：医療法人優心会ハートクリニック院長　小野　隆宏

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

女性と漢方－妊産婦への注意も含めて－ 「40-2019-0064-101」
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・ル・コトブキ（旧寿会館） 1単位

夏場にも冬場にも役立つ経口補水療法－間違いだらけの！？水分補給－
 「40-2019-0061-101」
講師：㈱大塚製薬工場OS-1事業部お客様相談センター センター長（兼）営業部学術担当
課長　利根　義人

福岡県中小企業振興センター　501会議室 申請中

緩和病棟の現状、連携の期待と連携推進の方向性と疼痛等バイタル評価
「40-2019-0062-101」
講師：JCHO九州病院薬剤部　秋吉　尚雄

健康医療福祉研修センター 申請中

カテーテルでの積極的な高血圧診療 「40-2019-0059-101」
講師：福岡大学筑紫病院循環器内科・救急科講師　岡村　圭祐

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

末梢性神経障害性疼痛治療剤　ミロガバリンベシル酸塩（タリージェ錠2.5㎎/5㎎/10㎎
/15㎎） 「40-2019-0060-101」
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－様々なリスクとその指導－ 「40-2019-0057-101」
講師：福岡大学薬学部臨床薬学教室准教授　冨永　宏治

宗像ユリックス　会議室1 1単位

なぞの高血圧症、原発性アルドステロン症の診断と治療 「40-2019-0058-101」
講師：福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科助教　髙士　祐一

筑紫薬剤師会館 1単位

薬剤師として知っておきたい免疫チェックポイント阻害薬の注意点　他
「40-2019-0055-101」
講師：九州大学病院薬剤部　池田　宗彦　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

日常診療における漢方治療の実際－精神科診療の現場から－ 「40-2019-0056-101」
講師：行橋記念病院精神科　森　満

田川市民会館2F　視聴覚室 1単位

肺がんのがん化学療法について－EGFR-TKIの薬物療法について－
「40-2019-0053-101」
講師：大牟田天領病院薬剤部　緒方　進

大牟田市立病院2F　大会議室 1単位

薬剤耐性（AMR）対策における薬剤師の役割　他 「40-2019-0054-101」
講師：京都薬科大学臨床薬剤疫学分野教授　村木　優一　他

イイヅカコミュニティセンター4F　401号室 1単位
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害虫の退治・予防・対策方法について　「40-2019-0051-101」
講師：アース製薬㈱課長　斎藤　賢一

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

注射薬、輸液の混合調製の注意点と感染予防について　「40-2019-0052-101」
講師：㈱大塚製薬工場学術部部長　大野　年美

九州大学医学部百年講堂　大ホール 1単位


