
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
9月4日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
9月4日 糸島薬剤師会
（火） 細川　禎久
19:30 092-331-1177
9月4日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081
9月5日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055
9月5日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
18:45 0947-42-8883
9月6日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426
9月7日 大牟田薬剤師会
（金） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

9月11日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月11日 大川三潴薬剤師会
（火） 坂本　泰敏
19:00 0942-65-0618

9月12日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月12日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

9月12日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月12日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

9月12日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

9月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月13日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

9月15日 飯塚薬剤師会
（土） 田原　あけみ
18:00 0948-24-4426

9月16日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

9月18日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月18日 久留米三井薬剤師会
（火） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

9月18日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

9月18日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

9月19日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

9月20日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月20日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月20日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

9月20日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

9月20日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

9月20日 京都薬剤師会
（木） 川上　幸治
19:00 0930-25-3900

9月20日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 澁田　憲一

19:00 092-631-5002

9月21日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月21日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

9月27日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

フレイル・サルコペニアと栄養　他　「40-2018-0177-101」
講師：㈱クリニコ　兵頭　緩南　他

大牟田文化会館3F　第1研修室 申請中

症例から考える「免疫・アレルギー疾患」　－新コアカリ代表的8疾患③－
「40-2018-0175-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部薬剤部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館 申請中

たかが便秘　されど便秘　他　「40-2018-0176-101」
講師：社会医療法人高野会くるめ病院院長　荒木　靖三　他

翠香園ホテル2F　鶴の間 1単位

認知症への対応　～BPSDを中心に～　他　「40-2018-0173-101」
講師：見立病院認知症疾患医療センター副院長・センター長　梅野　一男　他

京都医師会館 申請中

精神科薬物療法における薬学的支援－適正使用を推進するために非専門施設でも実
践すべきポイント－　「40-2018-0174-101」
講師：福間病院　木藤　弘子　他

なみきスクエア　第1、2会議室 1単位

膠原病の基礎知識について　「40-2018-0171-101」
講師：学校法人久留米大学医療センターリウマチ・膠原病センター准教授　山崎　聡士

めくばーる 申請中

虚血性心病変　心筋梗塞と狭心症　胸部の症状で区別　「40-2018-0172-101」
講師：北九州市立八幡病院循環器内科部長　酒井　孝裕

八幡薬剤師会館 申請中

漢方入門　Ver2018　※TV会議　「40-2018-0169-101」
講師：㈱アトルDIグループ　小南　章子

㈱アトルラーニングセンター2F　会議室 申請中

漢方入門　2018Ver　※TV会議　「40-2018-0170-101」
講師：㈱アトルDIグループ　小南　章子

㈱アトル前原支店　会議室 申請中

2018年度調剤報酬改定の概要等－個別項目を中心に－　「40-2018-0167-101」
講師：日医工㈱　福岡　賢一

大木町子育て交流支援センター2F　会議室 1単位

抗インフルエンザウイルス剤バロキサビル　マルボキシル（ゾフルーザ錠10ｍｇ/ゾフルー
ザ錠20ｍｇ）　「40-2018-0168-101」
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

IBD（炎症性腸疾患）に関して－炎症性腸疾患治療薬の紹介を合わせて－
「40-2018-0165-101」
講師：ゼリア新薬工業㈱　橋本京子

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 1単位

造血器腫瘍の基礎と白血病の治療　「40-2018-0166-101」
講師：日本化薬㈱福岡医薬支店学術推進担当　上杉　哲也

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

循環器専門医が考える糖尿病患者の包括的治療戦略　「40-2018-0163-101」
講師：九州大学医学研究院応用病態修復学講座准教授　小田代　敬太

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

患者さんが大事に至るのを防ぐ最後の砦は薬剤師さんかもしれない－高血圧・循環器
病療養指導士の役割を心房細動と高血圧から考える－　「40-2018-0164-101」
講師：久留米大学医療センター循環器内科教授　甲斐　久史

萃香園ホテル　松林の間 1単位

目指すは病棟を持つ漢方医－第３幕　会津篇－　「40-2018-0161-101」
講師：福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座　教授　三潴　忠道

パドドゥ・ル・コトブキ（寿会館） 申請中

皮膚疾患漢方治療と生活指導　他　「40-2018-0162-101」
講師：三宅漢方医院　三宅　和久　他

八仙閣本店 4単位

ヒト型抗ヒトＩＬ-23ｐ19モノクローナル抗体製剤グセルクマブ（トレムフィア皮下注100ｍｇシ
リンジ）　「40-2018-0159-101」
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

心房細動の治療と抗凝固療法について　「40-2018-0160-101」
講師：門司メディカルセンター循環器内科主任部長　川上　和伸

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

すきま時間で予防するNASH/NAFLD　他　「40-2018-0157-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門講師　川口　巧　他

おりなす八女2F　第3研修室 1単位

精神疾患における不眠症治療と薬剤選択－オレキシン受容体拮抗薬の使用経験を含
めて－　「40-2018-0158-101」
講師：福岡大学医学部精神医学教室教授　川嵜　弘詔

イムズホール 1単位

病院での癌化学療法への参画の変遷－福岡大学の取組を例にして－
「40-2018-0155-101」
講師：福岡大学薬学部准教授　緒方　憲太郎

宗像ユリックス　会議室1 1単位

COPD・気管支喘息の診断と治療　「40-2018-0156-101」
講師：みなみクリニック院長　南　秀和

筑紫薬剤師会館 申請中

心不全を観る－再入院抑制について－　他　「40-2018-0153-101」
講師：久留米大学医学部心臓・血管内科部門助教　下園　弘達　他

大川三潴医師会 1単位

COPDの吸入療法　「40-2018-0154-101」
講師：国立病院機構九州医療センター呼吸器センター内科部門部長　一木　昌郎

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

CGMを積極的に利用した栄養指導及び治療戦略について　他
「40-2018-0151-101」
講師：新古賀病院糖尿病・内分泌内科部長　當時久保　正之　他

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F
多目的ホール

1単位

末梢動脈疾患（PAD)について　「40-2018-0152-101」
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

高齢者糖尿病における糖尿病治療薬の選択　「40-2018-0149-101」
講師：田川市立病院糖尿病内分泌内科医長　南　陽平

田川市民会館 1単位

医療材料の取り扱いに関する基本ルール　「40-2018-0150-101」
講師：㈱九州東邦営業本部地域医療連携担当病院部　狭間　英樹

イイヅカコミュニティーセンター　セミナー室 申請中

ＧＬＰ－１製剤オゼンピックについて　他　「40-2018-0147-101」
講師：ノボノルディスクファーマ㈱　丹　憲之　他

若松薬剤師会館ホール 申請中

心不全治療の基礎知識　他　「40-2018-0148-101」
講師：㈱アステムMC営業室血管MC課　柴村　一軌　他

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

集合研修一覧表〈2018/8/30現在〉

高尿酸血症と高血圧－尿酸と血圧の関わり－　「40-2018-0145-101」
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高血圧内科部長　大坪　俊夫

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

大腸がんに対する薬物療法について　他　「40-2018-0146-101」
講師：㈱アステムがんMC課　北島　尚也　他

伊都文化会館　視聴覚室 1単位



開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

集合研修一覧表〈2018/8/30現在〉

9月27日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

9月28日 福岡地区勤務薬剤師会
（金） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5921
9月29日 福岡県薬剤師会
（土） 宮谷　英記
15:00 092-271-3791

9月30日 福岡県薬剤師会
（日） 安東　恵津子
14:00 092-271-3791

いまさら聞けない多職種って　「40-2018-0181-101」
講師：吉田内科クリニック院長　吉田　道弘　他

アクロス福岡　イベントホール 申請中

腎障害時に注意が必要な抗がん剤治療　他　「40-2018-0179-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬学部主任　内山　将伸　他

福岡センタービル10F　会議室 申請中

厚生労働省薬物乱用防止指導員研修会－薬物乱用の現状と、児童生徒の年齢や特性
に合わせた講義－　他　「40-2018-0180-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会理事　中原　学　他

福岡県薬剤師会館4F　講堂 申請中

糖尿病注射薬の種類と使い方－自己注射手技の指導と注意点－
「40-2018-0178-101」
講師：ノボノルディスクファーマ㈱北九州オフィス　武村　和久

戸畑生涯学習センター　第2集会室 申請中


