
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

11月6日 久留米三井薬剤師会
（水） 井上　玲奈
19:00 0942-36-7790

11月6日 直方鞍手薬剤師会
(水) 岸髙　正英

19:00 0949-29-7055
11月7日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月9日 大牟田薬剤師会
（土） 森田　宏樹
14:00 0944-56-1119

11月9日 飯塚薬剤師会
（土） 田原　あけみ
18:00 0948-24-4426

11月10日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

11月11日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月12日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
19:30 0948-24-4426

11月13日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月13日 宗像薬剤師会
(水） 坂口　尚登
19:00 0940-36-7770

11月13日 八女筑後薬剤師会
(水） 安田　具一
19:00 0942-54-1648

11月14日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月14日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

11月14日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

11月14日 門司薬剤師会
（木） 小田  桂子
19:00 093-391-3361

11月15日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月15日 八女筑後薬剤師会
（金） 安田　具一
19:00 0942-54-1648

11月15日 京都薬剤師会
（金） 杉山　信博
19:00 0930－25－3900

11月17日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

11月17日 福岡県薬剤師会
（日） 成重　賢司
13:00 092-271-3791

11月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 田島　耕一
19:30 0944-73-8085

11月20日 大川三潴薬剤師会
　（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

11月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月25日 飯塚薬剤師会
（月） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

11月26日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:50 0948-24-4426

11月27日 飯塚薬剤師会
（水 ） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

11月27日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

11月28日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
18:45 0944-56-1119

11月29日 小倉薬剤師会
（金） 山本　陽一
19:00 093-941-3518

11月30日 北九州市薬剤師会
(土) 上原　菜穂美

17:50 093-651-2255

高齢者糖尿病の診療における留意点　「40-2019-0189-101」
講師：医療法人森和会　行橋中央病院　内科　江藤　知明

直方鞍手薬剤師会館 申請中

シニアから始めよう!大人の食育 ～糖尿病、フレイル、認知症でも美味しく食べたいあな
たへ～　他　「40-2019-0191-101」
講師：東京都健康長寿医療センター研究所 歯科医師/研究員 枝広 あや子　他

ホテルニューガイアオームタガーデン 申請中
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ホルモン感受性陽性、HER2陰性　進行・再発乳がんの治療について～臨床医の立場
から～　他　「40-2019-0188-101」
講師：JCHO久留米総合病院　乳腺外科・臨床腫瘍科　医長　大塚　弘子　他

久留米シティプラザ５F 1単位

深遠な漢方の世界をのぞいてみませんか！　「40-2019-0190-101」
講師：九州大学大学院　薬学研究院　臨床育薬学分野　准教授　島添　隆雄

福岡市薬剤師会館　講堂 1単位

アーユルヴェーダについて　他　「40-2019-0193-101」
講師：不知火病院　田端   瞳　他

博多バスターミナル9F  １２ ホール 4単位

漢方の臨床研究に当たって会館にて決すべき課題　「40-2019-0192-101」
講師：北里大学東洋医学総合研究所 所長　医学部教育研究部門教授　小田口　浩

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

PCAポンプ実技研修　「40-2019-0195-101」 飯塚薬剤師会　会館 １単位

新時代のがん医療に薬剤師はどう貢献するか　「40-2019-0194-101」
講師：福岡大学筑紫病院副薬剤部長　福岡大学薬学部准教授　松尾 宏一

福岡市薬剤師会館　講堂 1単位

ＯＴＣって面白い！～品揃えってどうしたらいいの？～　「40-2019-0197-101」
講師：イオン九州（株）　西　真由子

宗像ユリックス　会議室1 1単位

糖尿病領域における最新情報～薬剤師との連携～　「40-2019-0196-101」
講師：済生会福岡総合病院 糖尿病内科 副院長 関口 直孝

福岡市薬剤師会館　講堂 1単位

15 員環マクロライド系抗生物質点眼剤　アジスロマイシン水和物
（アジマイシン点眼液 1%）　「40-2019-0199-101」
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

DOAC－OD錠の臨床的機能性が変える抗凝固薬のアドヒアランス新戦略
「40-2019-0198-101」
講師：静岡県立大学大学院薬学研究院　薬学部実践薬学分野　教授　並木　徳之

八女筑後薬剤師会 1単位

糖尿病と認知症について　「40-2019-0201-101」
講師：香川大学医学部精神神経医学講座　教授　中村　祐　他

ホテルニューガイアオームタガーデン 申請中

糖尿病患者の合併症管理～当院の取り組みを交えて～　「40-2019-0200-101」
講師：尾石内科消化器科医院　　副院長　尾石　弥生

福岡県中小企業振興センター 申請中

医療等情報の連携・利活用に関する最近の動向
～どう動いている国のICT計画！ 薬局への影響は？～　「40-2019-0203-101」
講師：株式会社ＥＭシステムズ 経営企画本部　医療介護連携統括部長　下坪　信夫

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

神経障害性疼痛の最近の話題　「40-2019-0202-101」
講師：門司メディカルセンター  整形外科  副部長   栗之丸  直朗

門司生涯学習センター 2階 第１、第２研修室 1単位

パーキンソン病薬物療法の勘所　「40-2019-0205-101」
講師：福岡大学薬学部教授　神村　英利

行橋商工会議所３階大会議室 申請中

高齢者における心不全治療～心不全再入院とADL低下を防ぐために～
「40-2019-0204-101」
講師：公立陶生病院　院長　味岡　正純

八女筑後薬剤師会 1単位

モノからヒトへのシフト　「40-2019-0207-101」
講師：東京理科大学薬学部薬学科　教授　小茂田　昌代　他

アクロス福岡　イベントホール 2単位

方剤の詳しい使い方　四逆散　他　「40-2019-0206-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局　2階　研修室 申請中

これからはじめる在宅訪問薬剤師業務　「40-2019-0209-101」
講師：佐賀県薬剤師会　理事　在宅委員・神崎薬剤師会(在宅担当）　　千代延　誠治

国際医療福祉大学大川キャンパス
3号館2階・203教室

申請中

肺癌の化学療法について（EGFR-TKI　を中心に）　「40-2019-0208-101」
講師：清和会長田病院　薬剤科　永島　孝章

柳川市三橋町公民館1階　研修室 1単位

調剤業務効率化と薬剤師の対人業務の充実について　「40-2019-0211-101」
講師：飯塚市立病院　医療技術部長兼薬剤室長　山下　崇

イイヅカコミュニティセンター３０１．３０２号室 申請中

ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤 ロモソズマブ (遺伝子組換え)
（イベニティ皮下注 105 mg シリンジ）　「40-2019-0210-101」
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

社会保険大牟田天領病院福祉センター 2F 申請中

CKDと腎性貧血について　「40-2019-0213-101」
講師：田川市立病院腎臓内科部長　大仲　正太郎

田川青少年文化ホール　研修室 申請中

薬剤師外来を基軸とした抗がん薬適正使用のための情報管理とその提供
「40-2019-0212-101」
講師：九州大学病院　薬剤部　副薬剤部長　渡邊　裕之

のがみプレジデントホテル 申請中

学校薬剤師が知っておくと便利な栄養学～基礎から最近のトピックスまで～
「40-2019-0217-101」
講師：飯塚医師会完備高等専修学校　講師　栄養士　坪根　久木

イイヅカコミュニティセンター　セミナー室 １単位

スポーツとアンチ・ドーピング～クリーンなアスリート、スポーツ環境を目指して～
「40-2019-0216-101」
講師：順天堂大学健康科学部　講師　室伏　由佳

リーガロイヤルホテル小倉 1単位

睡眠改善プログラムとサプリメントの活用について　「40-2019-0215-101」
講師：味の素株式会社　アミノサイエンス事業本部　R＆Dグループマネージャー　梶原
賢太

小倉薬剤師会　３階研修室 申請中

心不全の病態と治療薬について　「40-2019-0214-101」
講師：橘仁心会 たちばなクリニック　山下 卓郎


