
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
1月10日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

1月10日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

1月10日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

1月10日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

1月10日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

1月11日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

1月11日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

1月14日 福岡県薬剤師会
（日） 楠本　哲也
14:00 092-271-3791

1月16日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

1月16日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

1月16日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

1月16日 福岡地区勤務薬剤師会
（火） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

1月18日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

1月18日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

1月18日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

1月18日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

1月19日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

1月19日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

1月19日 八幡薬剤師会
（金） 森山　尚美
19:00 093-661-1166

1月21日 宗像薬剤師会
（日） 井野　博文
9:30 0940-34-4135

1月23日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

1月23日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

1月23日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:50 0948-24-4426

1月24日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

1月25日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

1月25日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

1月25日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

1月25日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

1月28日 福岡県薬剤師会
（日） 小田　真稔
13:30 092-271-3791

1月28日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

1月30日 八幡薬剤師会
（火） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

1月31日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

1月31日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

脳卒中予防のための最適な抗血栓療法を目指す 「40-2017-0346-101」
講師：社会医療法人製鉄記念八幡病院脳血管・神経内科医長　大﨑　正登

戸畑生涯学習センター　 申請中

第67回全国学校薬剤師大会伝達講習　他 「40-2017-0347-101」
講師：飯塚薬剤師会常務理事　隠塚　栄次　他

イイヅカコミュニティセンターセミナー室 申請中

症状から見た病態生理：悪心・嘔吐 「40-2017-0316-101」
講師：広島大学薬学部臨床薬物治療学研究室教授　森川　則文

宗像ユリックス　会議室1 申請中

アレルギー性鼻炎に対する治療戦略 「40-2017-0318-101」
講師：公立八女総合病院耳鼻咽喉科医長　進　保朗

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位
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循環器専門医からみた糖尿病 「40-2017-0317-101」
講師：ふくだ内科循環器科院長　福田　佑介

筑紫薬剤師会館 1単位

薬局の窓口から気づくサイン－今日からあなたもゲートキーパー
「40-2017-0319-101」
講師：久留米大学医学部神経精神医学講座教授　内村　直尚

三潴生涯学習センター　集会室 1単位

糖尿病患者における骨粗鬆症治療の重要性 「40-2017-0315-101」
講師：産業医科大学第一内科准教授　岡田　洋右

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

脳卒中（脳出血、くも膜下出血）について 「40-2017-0320-101」
講師：北九州市立八幡病院副院長脳神経外科　越智　章

八幡薬剤師会館 1単位

がん総論－薬物療法を中心に－ 「40-2017-0321-101」
講師：㈱アステムMC営業室がんMC課北九州担当　阪下　洋之

門司生涯学習センター2F　研修室 1単位

医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令　他 「40-2017-0322-101」
講師：福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係技術主査　今村　翔　他

アクロス福岡イベントホール 申請中

肝硬変合併症のコントロールについて 「40-2017-0323-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院肝臓内科肝胆膵内科統括部長　高橋　和
弘

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

胃がんの化学療法について（TS-1,ゼローダの内服薬を中心に）
「40-2017-0324-101」
講師：清和会長田病院薬剤科　永島　孝章

柳川総合保険福祉センター　水の郷 1単位

高齢者の不眠に対する睡眠薬の使い方－転倒・転落予防や認知症を考慮した対応－
「40-2017-0325-101」
講師：久留米大学医学部神経精神医学講座教授　内村　直尚

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

2015年へのカウントダウン・薬剤師の新たな役割とオーソライズド・ジェネリック・
「40-2017-0326-101」
講師：国際医療福祉大学院医療経営管理分野教授　武藤　正樹

アクロス福岡　7F　大会議室 1単位

抗ウイルス化学療法剤　グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル（マヴィレット配合錠）
「40-2017-0327-101」
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 申請中

頭痛※TV会議 「40-2017-0328-101」
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

理学療法士の立場から薬剤師に期待すること　他 「40-2017-0329-101」
講師：（一社）朝倉医師会介護支援センターセンター長　福田　輝和　他

朝倉薬剤師会館２F 1単位

セルフメディケーション税制ってなに？ 「40-2017-0330-101」
講師：福岡県薬剤師会広報編集委員　原口　恵子

イイヅカコミュニティセンターセミナー室 申請中

インスリン治療について 「40-2017-0331-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　中島　章雄

筑紫薬剤師会館 1単位

慢性便秘症における最新の知見 「40-2017-0332-101」
講師：社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院消化器内科医長　上野　恵里奈

ホテルマリターレ創世　日月・万寿の間 1単位

慢性閉塞性肺疾患（COPD）の病態と薬物治療 「40-2017-0333-101」
講師：北九州市立八幡病院内科部長　鶴﨑　聡俊　他

北九州市立八幡病院 申請中

緩和ケア＆基本的オピオイド講座－レスキュー、タイトレーション、スイッチング演習－
「40-2017-0334-101」
講師：医療法人つくし会南国病院薬剤部　川添　哲嗣

宗像地域医療センター3F　講堂 申請中

皮膚アレルギー疾患の治療 「40-2017-0335-101」
講師：国立病院機構九州医療センター皮膚科・アレルギー科科長　占部　和敬

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

ポリファーマシー対策について 「40-2017-0336-101」
講師：沢井製薬㈱営業学術部　下間　寿和

若松薬剤師会館ホール 申請中

認知症－診断から治療まで－ 「40-2017-0337-101」
講師：飯塚病院神経内科部長　高瀬　敬一郎

のがみプレジデントホテル 申請中

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

医療安全に活かせる疑義照会を目指して　他 「40-2017-0338-101」
講師：（一社）飯塚薬剤師会医療保険分業推進委員　神田　憲一　他

イイヅカコミュニティセンター　展示ホール 申請中

双極性障害のうつ症状治療薬　クエチアピンフマル塩酸（ビプレッソ徐放錠50㎎
/150mg） 「40-2017-0339-101」
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

潰瘍性大腸炎の診断と治療 「40-2017-0340-101」
講師：社会福祉法人恩賜済生会支部福岡県済生会大牟田病院院長　稲吉　康治

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

直腸がんで肺転移がある方への在宅支援－効果的な連携のあり方－
「40-2017-0341-101」
講師：遠賀中間医師会在宅総合支援センター部長　新田　壽子

遠賀中間医師会館　多目的ホール 申請中

疼痛 「40-2017-0342-101」
講師：JCHO九州病院薬剤部　居塚　しのぶ

JCHO九州病院 1単位

褥瘡 「40-2017-0345-101」
講師：小林記念病院褥瘡ケアセンター長　古田　勝経

八幡医師会館 1単位

平成30年度調剤報酬改定について 「40-2017-0343-101」
講師：（公社）日本薬剤師会副会長　森　昌平　他

アクロス福岡イベントホール 申請中

『金匱要略』解説　他 「40-2017-0344-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他


