
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

7月1日 筑紫薬剤師会
（月） 小塚　訓靖
19:00 092-571-8116

7月4日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

7月5日 大牟田薬剤師会
（金） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

7月8日 直方鞍手薬剤師会
（月） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

7月10日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月10日 宗像薬剤師会
（水） 坂口　尚登
19:00 0940-36-7770

7月10日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月10日 久留米三井薬剤師会
（水） 牟田　エリカ
19:00 0942-36-7790

7月10日 八女筑後薬剤師会
（水） 平田　剛
19:00 0942-54-1648

7月11日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416
7月11日 粕屋薬剤師会

（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

7月11日 糸島薬剤師会
（木） 中島　敏明
19:30 092-331-1177

7月11日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

7月11日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

7月11日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

7月12日 小倉薬剤師会
（金） 山本　陽一
19:00 093-941-3518

7月18日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月18日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月18日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

7月18日 京都薬剤師会
（木） 川上　幸治
19:00 0930-26-0700

7月18日 若松薬剤師会
（木） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

7月18日 福岡県薬剤師会
（木） 青木　和子
19:30 092-271-3791

7月19日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月19日 久留米三井薬剤師会
（金） 牟田　エリカ
18:45 0942-36-7790

7月19日 京都薬剤師会
（金） 中山　大輔
19:00 0930-25-3900

7月19日 田川薬剤師会
（金） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

7月21日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

7月23日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月23日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

7月24日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

7月24日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

7月25日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
18:45 0944-56-1119

7月28日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

7月31日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月31日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

パーキンソン病の治療と最新の知見について 「40-2019-0114-101」
講師：社会医療法人財団池友会福岡和白病院神経内科　貴田　浩志

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

4単位

社会保険大牟田天領病院福祉センター２F

1単位
戸畑リハビリテーション病院におけるポリファーマシー対策について
「40-2019-0115-101」
講師：社会医療法人共愛会戸畑リハビリテーション病院薬剤科薬局長　堀　正三

戸畑生涯学習センター　第1集会室

博多バスターミナル9F　12ホール

申請中

粕屋薬剤師会事務局2F 申請中

1単位

病院や薬局における麻向法の遵守について　※TV会議　「40-2019-0101-101」
講師：㈱アトル薬事管理室長　江里　耕一

㈱アトル伊都支店　会議室 1単位

申請中

アーユルヴェーダの原理　5大元素と体質　他 「40-2019-0113-101」
講師：不知火病院　田端　瞳　他

薬剤師のための法的知識－薬機法改正を踏まえて－　「40-2019-0085-101」
講師：日本薬剤師会医療安全・DEM・DI委員会委員　赤羽根　秀宜

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

申請中

筑紫薬剤師会館

申請中
平成～令和で皮膚がん治療はどう変わり、今後どのようになるのか!?　他
「40-2019-0091-101」
講師：久留米大学医学部皮膚科　猿田　寛　他

高血圧症治療の現況－JSH2019－ 「40-2019-0109-101」
講師：福岡赤十字病院人間ドック健診センターセンター長　大坪　俊夫

福岡市薬剤師会館　講堂

集合研修一覧表〈2019/7/11現在〉

糖尿病治療の進化～SGLT２阻害薬は科を越えていく～　「40-2019-0107-101」
講師：新行橋病院内科　堀川　強

田川市民会館2F　視聴覚室

輸液の基礎（水・電解質について）　「40-2019-0090-101」
講師：㈱大塚製薬工場学術部部長　大野　年美

都久志会館

在宅医療を知る－発達障害、うつも含めて－　「40-2019-0103-101」
講師：独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院小児科診療部長　髙橋　保彦

1単位

久留米ビジネスプラザ　大ホール

福岡大学筑紫病院3F　ガーデンホールA
令和を迎えて今後の糖尿病治療を考える　「40-2019-0084-101」
講師：福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科教授　小林　邦久

黒崎ひびしんホール 1単位

申請中

慢性便秘診療－新たな時代を迎えて－　他　「40-2019-0105-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門教授　光山　慶一　他

申請中

大腸がんに関する治療について 「40-2019-0112-101」
講師：大牟田市立病院外科医長　合志　健一

ドイツのオールかかりつけ薬局の秘訣～医療費抑制政策の荒波を乗り切ってきたドイツ
の薬局～　「40-2019-0104-101」
講師：セントラル薬局　アッセンハイマー慶子

方剤の詳しい使い方　真武湯　他　「40-2019-0108-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

地域に目を向けた医療安全～ドーピングから在宅まで薬剤師のできること
「40-2019-0106-101」
講師：京都薬剤師会会長　中山　大輔

行橋市商工会議所3F　大会議場

若松薬剤師会館ホール 1単位

小波瀬病院　講堂 申請中

認知症の症状とその対応について　他　「40-2019-0095-101」
講師：㈱エーザイ・ジャパン地域連携九州本部福岡統括部MR　大平　拓　他

伊都文化会館　視聴覚室

関節リウマチ治療における生物的製剤の使用方法　「40-2019-0097-101」
講師：JR九州病院リウマチ科主任医長　中川　仁

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

高血圧の薬物療法と非薬物療法－新ガイドラインを読み解く－　他
「40-2019-0096-101」
講師:製鉄記念八幡病院理事長・院長　𡈽橋　卓也　他

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

CKDにおける薬物治療　「40-2019-0102-101」
講師：行橋クリニック腎臓内科　松本　美香

医療安全について　「40-2019-0092-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会常務理事　成重　賢司

筑後商工会議所　大ホール 1単位

【実習研修】フィジコ（マネキン）を使用したフィジカルアセスメントについて
「40-2019-0094-101」
講師：（一社）粕屋薬剤師会学術研修委員長　田端　晃一

ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤　リサンキズマブ（遺伝子組換え）
(スキリージ皮下注75 mgシリンジ 0.83 mL)　「40-2019-0093-101」
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

芦屋中央病院2F　大会議室 1単位

腎臓内科医からみた糖尿病性腎症診療の実際　他　「40-2019-0086-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門講師　柴田　了

大牟田市立病院2F　大会議室 申請中

がん薬物療法における薬剤師の役割とは？～オンコロジストとして薬剤師に望むこと～
「40-2019-0110-101」
講師：久留米大学病院がん集学治療センター講師　三輪　啓介

小倉薬剤師会3F　研修室 申請中

外来処方できる注射薬について　他　「40-2019-0088-101」
講師：福岡市薬剤師会在宅・介護委員会常務理事　山浦　竜雄　他

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

GnRHアンタゴニスト　レルゴリクス (レルミナ錠 40 mg)　「40-2019-0099-101」
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

大人の健康と栄養－大人のための粉ミルクと腸内フローラについて－
「40-2019-0098-101」
講師：森永乳業九州㈱営業本部カスタマー営業2部第4課　高山　陽南子

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

慢性疼痛とロコモ　「40-2019-0087-101」
講師：地方独立行政法人くらて病院整形外科部長　西田　茂喜

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

1単位

久留米シティプラザ4Ｆ　中会議室

1単位

2単位

様々な精神神経疾患－病態と薬物治療の概略－　「40-2019-0089-101」
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

地域に根差した医療のための薬薬薬連携の構築 「40-2019-0111-101」
講師：国際医療福祉大学薬学部教授・医療法人社団高邦会高木病院薬剤部長　西村　
信弘

大木町子育て交流支援センター２F　会議室 申請中

病院や薬局における麻向法の遵守について　「40-2019-0100-101」
講師：㈱アトル薬事管理室長　江里　耕一

㈱アトルラーニングセンター2F　会議室 1単位

申請中

1単位

COPDの診断と治療　～最近の話題を含めて～　「40-2019-0118-101」
講師：(株)麻生 飯塚病院　呼吸器内科　部長　飛野　和則

のがみプレジデントホテル　日光の間

プライマリーケアにおける皮膚疾患と漢方　「40-2019-0116-101」
講師：(株)麻生 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科　診療部長　矢野　博美

パドドゥ・ル・コトブキ　ハーモニーホール 申請中

症例から考える「精神神経疾患」－新コアカリ代表的8疾患⑧－
「40-2019-0117-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館

粕屋薬剤師会事務局2F


