
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
1月8日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962
1月10日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生

19:00 0942-54-1648

1月11日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135
1月11日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116
1月12日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

1月12日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

1月15日 福岡県薬剤師会

（日） 青木　和子

10:00 092-271-3791

1月16日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356
1月16日 田川薬剤師会
（月） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883
1月17日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
1月17日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085
1月18日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135
1月18日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618
1月18日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081
1月19日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
1月19日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
20:00 092-571-8116
1月19日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917
1月19日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
18:30 0930-26-5160
1月19日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919
1月20日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790
1月20日 飯塚薬剤師会
（金） 髙武　礼子

19:00 0948-24-4426

1月22日 福岡県薬剤師会
（日） 小田　真稔
10:00 092-271-3791
1月22日 福岡県薬剤師会
（日） 福井　豊登
13:00 092-271-3791
1月23日 八幡薬剤師会
（月） 境　尚美
19:30 093-661-1166
1月25日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
1月25日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

1月26日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416
1月26日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

1月26日 八幡薬剤師会

（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166
1月26日 小倉薬剤師会
（木） 入江　利行

19:00 093-941-3518

1月26日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
18:50 0930-26-5160
1月26日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426
1月27日 若松薬剤師会
（金） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081
1月30日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

保険薬局・保険薬剤師の今後の方向性と期待　他　「40-2016-0395-101」
講師：厚生労働省保険局医療課薬剤管理官　中山　智紀　他

福岡明治安田生命ホール

前立腺がんについて　「40-2016-0397-101」
講師：㈱アステムがんMC福岡担当　三好　英之

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

VPCSにおける医療衛生材料の検索・発注機能について　他　「40-2016-0396-101」
講師：（公社）八幡薬剤師会理事　永嶋　友洋　他

北九州市八幡医師会館 申請中

申請中

病院再編に挑む戦略的病院　「40-2016-0392-101」
講師：㈱ヒューマンプランニング取締役統轄マネージャー　楠山　龍

久留米シティプラザ5F　会議室 申請中

栄養士から見た食べ合わせ・飲み合わせ　「40-2016-0393-101」
講師：（公社）福岡県栄養士会理事
　　　　㈱麻生飯塚病院栄養部管理栄養士　重松　由美

イイヅカコミュニティセンター　セミナー室 申請中

医師の立場から見た多職種協働の重要性について　「40-2016-0394-101」
講師：福岡県医師会常任理事　原　祐一

福岡明治安田生命ホール 申請中

柳川市三橋町公民館 申請中

若松薬剤師会館ホール 申請中

大木町子育て交流センター2F

ピーポート甘木　第4・第5学習室

㈱アトルＡＬＣ

申請中

申請中

抗パーキンソン剤レボドパ／カルビドパ水和物（デュオドーパ配合経腸用液）
　「40-2016-0377-101」
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

メーカー提供データの見方　「40-2016-0390-101」
講師：福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

「フィジコ」を活用したフィジカルアセスメントトレーニング　「40-2016-0381-101」
講師：田川薬剤師会　久保　博志

申請中

天神チクモクビル　他 申請中

在宅で診る骨粗鬆症の骨折予防に適した薬物治療　他　「40-2016-0384-101」
講師：帝人ファーマ㈱　織部　智子

宗像ユリックス2F　会議室１ 申請中

申請中

症状から見た病態生理：咳嗽・感染症　「40-2016-0375-101」
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

心不全の基礎について　「40-2016-0376-101」
講師：㈱アステム　関口　男

過敏性腸症候群の病態と治療　「40-2016-0378-101」
講師：独立行政法人国立病院機構小倉医療センター消化器内科医長　山縣　元

申請中

宗像ユリックス2F　会議室１ 1単位

申請中福岡市薬剤師会館講堂

筑紫薬剤師会館 申請中

福岡市薬剤師会館講堂 申請中
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『金匱要略』解説　他　「40-2016-0373-101」
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　ホール 4単位

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室

慢性腰痛治療におけるリスクマネージメント　「40-2016-0374-101」
講師：独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院勤労者骨・関節疾患治療研究セ
ンターセンター長兼整形外科第二脊椎外科部長　今村　寿宏

筑後商工会議所 申請中

気管支喘息・COPDの治療－吸入薬選択の実際－　「40-2016-0388-101」
講師：福岡大学病院呼吸器内科准教授　石井　寛

筑紫薬剤師会館 申請中

VPCSにおける医療衛生材料の検索・発注機能について　他　「40-2016-0386-101」
講師：処方箋対策担当理事　三ツ木　健恭

潰瘍性大腸炎の現状と未来　「40-2016-0391-101」
講師：済生会福岡総合病院消化器内科主任部長　吉村　大輔

アクロス福岡7F　大会議室 申請中

在宅で使用する医療材料の使用方法について　「40-2016-0389-101」
講師：東邦薬品㈱検査薬・メディカル事業部在宅機器推進チーム課長　清水　訓

行橋商工会議所

リハビリテーション領域における「自立支援に向けたアセスメント」について　他
　「40-2016-0379-101」
講師：医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院リハビリテーションセンター認
定理学療法士　今村　純平　他

変形性膝関節症の病態と治療　「40-2016-0382-101」
講師：公立学校共済組合九州中央病院整形外科医長　濱田　貴広

「セルフメディケーション」OTC医薬品の使い方について　「40-2016-0387-101」
講師：㈱アトルDIグループ　豊田　恵子

申請中

インフルエンザウイルス・ノロウイルスに対する院内感染対策　「40-2016-0383-101」
講師：健栄製薬㈱営業部課長　阿部　浩平

在宅栄養管理について－中心静脈栄養法と経腸栄養法－　「40-2016-0385-101」
講師：㈱大塚製薬工場　宮下　晃

傷寒論　少陽病　他　「40-2016-0380-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2Ｆ　研修室

田川薬剤師会館 申請中

検査値記載の処方箋に対する検討事項　「40-2016-0398-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会理事
　　　　福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

イイヅカコミュニティセンター２F　展示ホール 申請中

抗悪性腫瘍剤－プロテアソーム阻害剤カルフィルゾミブ（カイプロリス点滴静注用
10mg/40mg）　「40-2016-0399-101」
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

近年の肝臓領域における治療の変化　「40-2016-0400-101」
講師：医療法人親仁会米の山病院消化器内科部長　本多　敬和

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 申請中

疑義照会の勘所－検査値印字処方箋への対応＆医師とのコミュニケーション－　「40-
2016-0401-101」
講師：福岡大学教授　福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

北九州市八幡医師会館 申請中

薬剤師が知っておきたい感染症の基礎知識～インフルエンザとノロウイルスについて～
「40-2016-0402-101」
講師：飯塚病院総合診療科感染管理センター長　中村　権一

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

Unmet needsを考慮した脂質異常症の新しい治療法－ロトリガの有用性を含めて－
「40-2016-0403-101」
講師：平光ハートクリニック院長　平光　伸也

京都医師会館 申請中

高血圧専門外来における高血圧診療　「40-2016-0406-101」
講師：九州医療センター高血圧内科科長　冨永　光裕

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

医療における薬の役割－保険診療の観点で－　「40-2016-0404-101」
講師：飯塚病院副院長　名取　良弘

のがみプレジデントホテル 申請中

冬場の乾燥による皮膚病　「40-2016-0405-101」
講師：日医工㈱学術部マネージャー　柳　真吾　他

若松薬剤師会館ホール 申請中


