
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
3月1日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

3月3日 福岡県薬剤師会

（土） 宮谷　英記

15:00 092-271-3791

3月6日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月6日 粕屋薬剤師会
（火） 東　多江子
19:00 092-939-3356

3月6日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

3月7日 久留米三井薬剤師会

（水） 吉村　典子

19:00 0942-36-7790

3月7日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

3月7日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

3月8日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月8日 久留米三井薬剤師会
（木） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

3月8日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

3月8日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

3月8日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

3月8日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

3月9日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

3月11日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
14:00 092-271-3791

3月13日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月13日 八幡薬剤師会
（火） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

3月13日 田川薬剤師会
（火） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

3月14日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

3月14日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

3月14日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

3月14日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

3月15日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

3月15日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

3月15日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

3月15日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

3月16日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

3月19日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

3月20日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

3月20日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

3月22日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

3月23日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

方剤の詳しい使い方　大柴胡湯　他　「40-2017-0419-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2F　研修室 申請中

2018年度診療報酬改定　「40-2017-0422-101」
講師：日医工医業経営研究所参事　山岸　義彦

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

ATIS予防のための脂質低下療法　「40-2017-0420-101」
講師：サノフィ㈱糖尿病・循環器営業本部九州支店久留米営業所　三好　将博

柳川市三橋町公民館 1単位

新しいC型肝炎治療薬を中心とした話題　「40-2017-0421-101」
講師：独立行政法人小倉医療センター肝臓センターセンター長　佐藤　丈顕

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

申請中

2018年診療報酬改定について　他　「40-2017-0417-101」
講師：日本医業経営コンサルタント協会認定　神保　貴臣　他

朝倉薬剤師会館2F 申請中

がん薬物療法とチーム医療－医薬品の安全使用と安心な医療のために－
「40-2017-0418-101」
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

久留米シティプラザ5F　大会議室 1単位

胃がん　※TV会議　「40-2017-0416-101」
講師：アトルＤＩグループ　長谷川　洋子

アトル前原支店　会議室

ニュードラッグインフォメーション2017（後編）　「40-2017-0414-101」
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

胃がん　※TV会議　「40-2017-0415-101」
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 申請中

花粉症の治療と薬剤選択　「40-2017-0412-101」
講師：医療法人社団博文会小柳記念病院耳鼻咽喉科頭頸部外科部長　中島　俊之

八女市民会館おりなす八女 1単位

2018年度診療報酬改定にむけて　他　「40-2017-0413-101」
講師：ニプロ㈱事業戦略室　重岡　強　他

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

症状から見た病態生理：P-drug　「40-2017-0410-101」
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 1単位

COPDと吸入療法について　「40-2017-0411-101」
講師：宇都宮内科医院院長　宇都宮　嘉明

筑紫薬剤師会館 申請中

高齢者の薬物治療適正化における薬剤師の役割　「40-2017-0408-101」
講師：神戸大学名誉教授
　　　　（一社）日本老年薬学会副代表理事　平井　みどり

JCHO九州病院 1単位

便秘型過敏性腸症候群について　「40-2017-0409-101」
講師：アステラス製薬㈱　樋口　秀様

田川薬剤師会館 申請中

院外処方箋における検査値表示での薬薬連携　他　「40-2017-0406-101」
講師：千葉大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長　石井　伊都子　他

エルガーラホール　中ホール 2単位

虚血性心疾患について　「40-2017-0407-101」
講師：㈱アステム血管ＭＣ課福岡担当　関口　男

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

不安・抑うつ・不眠・動悸　「40-2017-0404-101」
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・コトブキ 1単位

褥瘡管理の基本（予防～局所ケア）－臨床経験より、薬局薬剤師の皆様へお伝えしたい
こと－　「40-2017-0405-101」
講師：ストマート㈱皮膚・排泄ケア認定看護師　古野　佐由里

筑紫薬剤師会館 申請中

ヒヤリハット・医療事故への安全対策　「40-2017-0402-101」
講師：九州東邦㈱カスタマーサポート部　廣野　健太

戸畑生涯学習センター　 1単位

C型肝炎の最新治療　「40-2017-0403-101」
講師：ＪＲ九州病院肝臓内科主任医長　森田　千絵

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

保険薬局における外来がん治療患者への取組み　「40-2017-0400-101」
講師：総合メディカル㈱そうごう薬局天神中央店外来がん治療認定薬剤師　吉田　志保

久留米シティプラザ5F　大会議室3 1単位

肥満2型糖尿病の最新治療－消化管から紐解く代謝調節機構－
「40-2017-0401-101」
講師：久留米大学医学部内分泌代謝内科主任教授　野村　政壽

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位
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のがみプレジデントホテル 1単位

申請中

ニュードラッグインフォメーション2017（前編）　「40-2017-0399-101」
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

平成30年調剤報酬改定について　「40-2017-0398-101」
講師：沢井製薬㈱福岡支店営業学術　鍛冶　徹公

直方鞍手薬剤師会会館

2単位

申請中

高齢者の服薬マネジメント　「40-2017-0393-101」
講師：福岡大学薬剤部・福岡大学病院薬剤部教授・薬剤部長　神村　英利

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

高齢者の栄養管理を考える　他　「40-2017-0395-101」
講師：アボットジャパン㈱栄養剤製品事業部　田中　宏和　他

若松薬剤師会館ホール 1単位

心原性脳寒栓症のちょっと身になる話－薬剤師と一緒に考える薬剤選択－　他
「40-2017-0394-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科医長　上坂　十四夫　他

インフォームドチョイスの時代へ－患者さん目線の糖尿病治療－
「40-2017-0423-101」
講師：福岡赤十字病院糖尿病代謝内科部長　佐々木　伸浩

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

慢性便秘症診療ガイドライン2017について　他　「40-2017-0397-101」
講師：飯塚病院薬剤部　崎山　美津好　他

飯塚病院エネルギー棟6F　大会議室 1単位

心房細胞の概要と抗凝固療法 「40-2017-0391-101」
講師：飯塚病院循環器内科部長　井上　修二朗

学校薬剤師による学校環境衛生活動と学校環境衛生基準の改正について　他
「40-2017-0392-101」
講師：文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官博士（薬学） 　小出
彰宏　他

福岡県薬剤師会館4F　講堂

肺がん治療の変遷と今後の展望－免疫チェックポイント阻害剤の使用経験を踏まえて
－
「40-2017-0396-101」
講師：北九州市立医療センター呼吸器内科部長　竹下　正文

久留米シティプラザ5F　大会議室 1単位

ホテルセントラーザ博多
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3月23日 八女筑後薬剤師会
（金） 平田　剛
19:30 0942-54-1648

3月23日 大牟田薬剤師会
（金） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

3月25日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

3月27日 小倉薬剤師会
（火） 髙瀬　真悟
19:00 093-941-3518

3月27日 門司薬剤師会
（火） 渡邉　光雄
19:00 093-391-3361

3月27日 田川薬剤師会
（火） 島田　良知
19:00 0947-42-8883

3月28日 八幡薬剤師会
（水） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

3月28日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

平成30年度調剤報酬改定についての伝達講習会　「40-2017-0425-101」
講師：大牟田薬剤師会理事　角　咲貴子　他

大牟田文化会館3F　第１研修室 申請中

平成30年度調剤報酬改定について　「40-2017-0424-101」
講師：（一社）八女筑後薬剤師会副会長　平田　剛　他

筑後商工会議所　大ホール 申請中

『金匱要略』解説　他　「40-2017-0426-101」
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　14ホール 4単位

平成30年度調剤報酬改定説明会　「40-2017-0427-101」
講師：小倉薬剤師会医療保険担当常務　髙瀬　真悟　他

ステーションホテル小倉4F　豊饒 1単位

平成30年度調剤報酬改定説明会　「40-2017-0428-101」
講師：門司薬剤師会理事　渡邉　光雄

門司生涯学習センター3F　第1、第2会議室 1単位

調剤報酬改定について　他　「40-2017-0429-101」
講師：（一社）田川薬剤師会理事　島田　良知

田川青少年文化ホール　小ホール 申請中

九州厚生局の説明会を含めた調剤報酬改定説明会　「40-2017-0430-101」
講師：福岡県薬剤師会理事
　　　　八幡薬剤師会常務理事　有吉　浩文

黒崎ひびしんホール 1単位

最近の喘息治療について－軽症から重症まで－　「40-2017-0431-101」
講師：㈱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 申請中


