
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
4月3日 遠賀中間薬剤師会
（火） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

4月5日 直方鞍手薬剤師会
（木） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

4月11日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

4月11日 筑紫薬剤師会
（水） 硲　健三
19:30 092-571-8116

4月11日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

4月11日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

4月12日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月12日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

4月12日 若松薬剤師会
（木） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

4月12日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

4月12日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

4月16日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月17日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

4月17日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

4月18日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

4月19日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月19日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

4月19日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

4月19日 大川三潴薬剤師会
（木） 坂本　泰敏
19:00 0942-65-0618

4月19日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

4月19日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

4月20日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月20日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

4月22日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

4月24日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

4月24日 田川薬剤師会
（火） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

4月26日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

4月26日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

4月28日 筑紫薬剤師会
（土） 小塚　訓靖
17:00 092-571-8116

便秘について 「40-2018-0020-101」
講師：地方独立行政法人芦屋中央病院理事長・病院長　櫻井　俊弘

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

遠賀中間医師会おんが病院 1単位

1単位

乳がんの新規治療薬イブランスについて 「40-2018-0008-101」
講師：黒木クリニック院長　黒木　祥司

アステム博多支店2F 1単位

胆汁酸トランスポーター阻害剤エロビキシバット水和物（グーフィス錠5㎎）
「40-2018-0007-101」
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

筑紫薬剤師会館 1単位

乳がんの薬物療法－経口剤を中心－ 「40-2018-0005-101」
講師：独立行政法人地域医療機構推進機構久留米総合病院副薬剤科長　葉田　昌生

八女市民会館おりなす八女　第3研修室

在宅で行う褥瘡管理－チーム医療の重要性－　他 「40-2018-0009-101」
講師：社会医療法人共愛会戸畑共立病院看護部皮膚・排泄ケア認定看護師　穴井　恵
美　他

若松薬剤師会館ホール 1単位
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脳卒中（脳出血、くも膜下出血）について 「40-2018-0010-101」
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

最適な2型糖尿病食事療法を目指して 「40-2018-0001-101」
講師：京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学教授　福井　道明

低亜鉛血症における病態と症状に対しての診断と治療まで 「40-2018-0002-101」
講師：㈱アトルＡＲ推進グループ　竹石　哲也

直方鞍手薬剤師会会館

肺癌診療ガイドラインに基づいた非小細胞肺癌の薬物療法 「40-2018-0006-101」
講師：九州大学大学院医学研究院九州連携臨床腫瘍学講座助教　岩間　映二

西鉄グランドホテル2F　プレジール 1単位

経費吸収型アレルギー性鼻炎治療剤アレサガテープについて 「40-2018-0011-101」
講師：久光製薬学術部支店学術3課課長　古田　克己

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

女性医学におけるエクオールの最新情報と5年間長期使用の実際
「40-2018-0003-101」
講師：野崎ウィメンズクリニック院長　野崎　雅裕

宗像ユリックス　会議室1 1単位

申請中

便秘治療について 「40-2018-0004-101」
講師：ひぐち内科胃腸クリニック院長　樋口　裕介

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

前立腺がんについて－病態、診断、治療－ 「40-2018-0012-101」
講師：福岡赤十字病院泌尿器科部長　柚木　貴和

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

帯状疱疹予防ワクチンについての最新のトピックス 「40-2018-0013-101」
講師：公益財団法人田附興風会北野病院感染症科部長・小児科小児感染症部門部長
羽田　敦子

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

平成30年度診療報酬改定について 「40-2018-0014-101」
講師：日本ケミファ㈱営業統括部　山本　統子

柳川市三橋町公民館 1単位

学校薬剤師の基礎　他 「40-2018-0015-101」
講師：（一社）粕屋薬剤師会学校薬剤師担当委員長　田端　晃一

粕屋薬剤師会事務局2F　研修室 申請中

経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤エメダスチンフマル塩酸（アレサガテープ4㎎/8
㎎） 「40-2018-0016-101」
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

大腸がんの基礎について 「40-2018-0017-101」
講師：㈱アステムがんMC課福岡担当　三好　英之

アステム博多支店2F　大会議室 申請中

糖尿病治療の最新の話題 「40-2018-0018-101」
講師：朝倉医師会病院糖尿病センター長久留米大学名誉教授　山田　研太郎

ピーポート甘木　第5会議室 1単位

自己免疫疾患の治療戦略 「40-2018-0019-101」
講師：聖マリア病院リウマチ膠原病内科診療部長　中野　輝明

大川三潴医師会　医師会館 1単位

制吐薬適正使用ガイドライン改定・実臨床の立場から 「40-2018-0021-101」
講師：北九州市立医療センター薬剤課薬剤師長　米谷　頼人

のがみプレジデントホテル 申請中

薬剤師の視点によるジェネリック医薬品の使用促進啓発を学ぶ方策としてのSGDの活用
他 「40-2018-0022-101」
講師：福岡市薬剤師会薬局七隈店　金子　絵里奈　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

2型糖尿病治療のトピックス 「40-2018-0023-101」
講師：聖マリア病院糖尿病内分泌内科診療部長　佐藤　雄一

久留米シティプラザ5F　大会議室 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2018-0024-101」
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　ホール 4単位

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F

高齢者薬物療法 「40-2018-0025-101」
講師：独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院薬剤部薬剤部長　末松
文博

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

漢方薬って効きますか？ 「40-2018-0026-101」
講師：重藤内科医院院長　重藤　史行

田川市民会館 申請中

1単位
脳腫瘍に対する治療について 「40-2018-0027-101」
講師：地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科部長　倉本　晃一

糖尿病もミニマリズムが新しい？－シンプル・スマートな治療薬の選び方－
「40-2018-0028-101」
講師：国家公務員共済組合連合会新小倉病院糖尿病センターセンター長　藤本　良士

戸畑生涯学習センター　 申請中

薬局への期待－平成30年度診療報酬改定を踏まえて－ 「40-2018-0029-101」
講師：日本薬剤師会相談役　漆畑　稔

TKP博多駅前シティセンター　ホールB 1単位


