
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
4月5日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

4月6日 直方鞍手薬剤師会
（木） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

4月9日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

4月10日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月11日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

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

4月11日 遠賀中間薬剤師会
（火） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

4月11日 田川薬剤師会
（火） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

4月11日 粕屋薬剤師会

（火） 東　多江子

19:30 092-939-3356

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

4月12日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

4月12日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116

4月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月13日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

4月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5921

4月14日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

4月17日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

4月18日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

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

4月18日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

4月18日 京都薬剤師会
（火） 矢部　亮一
18:45 0930-26-5160

4月19日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

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

4月20日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

4月21日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
20:00 092-571-8116

4月21日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:50 0942-36-7790

4月22日 八幡薬剤師会
（土） 境　尚美
15:00 093-661-1166

4月23日 八幡薬剤師会
（日） 境　尚美
8:30 093-661-1166

4月24日 京都薬剤師会
（月） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

4月25日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

4月26日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

4月27日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

4月27日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

薬剤師外来における医療安全とポリファーマシー 「40-2017-0032-101」
講師：KKR高松病院薬剤科薬局長　眞鍋　伸次

のがみプレジデントホテル 1単位

薬学実務実習の現状報告～薬局実習と病院実習の連携～ 「40-2017-0031-101」
講師：飯塚病院薬剤部　内田　守次　他

いいづかコミュニティーセンター2階展示ホー 申請中

経口剤治療 「40-2017-0033-101」
講師：製鉄記念八幡病院糖尿病内科部長　野原　栄

八幡薬剤師会館 1単位

心血管イベント予防を見据えた新たな脂質低下療法戦略 「40-2017-0029-101」
講師：済生会熊本病院循環器内科部長　坂本　知浩

京都医師会館 申請中

実臨床における糖尿病治療薬の選択について 「40-2017-0030-101」
講師：北九州市立八幡病院内科部長　中村　寛

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

糖尿病～日常臨床からのアプローチ～ 「40-2017-0019-101」
講師：尾石内科消化器科医院副院長　尾石　弥生

博多サンヒルズホテル２F 1単位

皿倉山の薬用植物を尋ねて 「40-2017-0028-101」
講師：九州大学大学院薬学研究院准教授　田中　宏幸　他

皿倉山 2単位

腎臓を守るための高尿酸血症治療　他 「40-2017-0026-101」
講師：東京女子医科大学腎臓内科助教鶴田板橋クリニック理事長　鶴田　悠木　他

ホテルマリターレ創世久留米　西館アテナ 申請中

地域関連でポリファーマシーを削減～宝塚市での取り組みを中心に～　他
「40-2017-0027-101」
講師：宝塚市立病院薬剤部幹部主幹　吉岡　睦展　他

JCHO九州病院 2単位

傷寒論　少陰病　黄連阿膠湯・附子湯　他 「40-2017-0017-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

福岡市薬剤師会館講堂

禁煙支援プログラムについて 「40-2017-0020-101」
講師：ファイザー株式会社インターナルメディスン学術担当　諸藤　正明

柳川市三橋町公民館2階　3・4研修室 申請中

最近の脳梗塞の治療～寝たきりの高齢者を少なくする為に～ 「40-2017-0021-101」
講師：新行橋病院副院長兼脳神経外科部長　赤池　祐司

京都医師会館 申請中

高血圧について　「40-2017-0010-101」
講師：㈱アステム福岡担当循・糖ＭＣ　関口　男

意外に深い便秘の診断と治療のはなし　「40-2017-0015-101」
講師：福岡大学筑紫病院炎症性腸疾患センター部長　平井　郁仁

1単位

症状から見た病態生理：腹部膨満感　「40-2017-0011-101」
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

1単位

持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤　「40-2017-0013-101」
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

漢方処方こんな感じで～かぜ症候群など～　「40-2017-0008-101」
講師：重藤内科医院院長　重藤　史行

田川市民会館2F

福岡県中小企業センター３F３０１号 1単位

自分の健康は自分で守ろう！～相談できるかかりつけ薬局を持とう～　他
「40-2017-0016-101」
講師：福岡市薬剤師会薬局七隈店薬剤師　林　隆一　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

糖尿病の薬物療法の選択～個人的見解を多分に交えて～　「40-2017-0014-101」
講師：門司掖済会病院糖尿病内科　井元　博文

1単位

多発性硬化症の病態・診断・治療 「40-2017-0018-101」
講師：九州大学病院神経内科診療准教授　松下　拓也

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

申請中

申請中

申請中

喘息・COPDにおける吸入療法の意義～吸入指導時のポイントを踏まえて～
「40-2017-0009-101」
講師：グラクソ・スミスクライン㈱開発本部メディカルアフェアーズ部門MSL呼吸器部マネー
ジャー　神山　真一

1単位福岡市薬剤師会館講堂
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脳卒中治療ガイドライン2015改訂のポイント 「40-2017-0001-101」
講師：：飯塚病院薬剤部　野相　まどか

飯塚病院北棟4階　多目的ホール 1単位

筑後商工会議所　3階大ホール

皮膚外用薬について　「40-2017-0002-101」
講師：マルホ㈱ファーマシー事業部　丸山　浩司

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他　「40-2017-0003-101」
講師：平成病院和漢診療科　甄　立学　他

当院における静脈血栓塞栓症の診断と治療　「40-2017-0004-101」
講師：医療法人池友会福岡和白病院循環器内科医長　小山　卓

糖尿病治療薬の可能性　「40-2017-0006-101」
講師：稲田内科クリニック院長　稲田　千鶴子

1単位

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

1単位福岡市薬剤師会館講堂

えきマチ１丁目香椎 1単位

HIV感染症の薬物治療～最近の進歩～　「40-2017-0005-101」
講師：国立病院機構九州医療センターAIDS/HIV総合治療センター部長　山本　政弘

遠賀中間医師会おんが病院　2Ｆ研修室 申請中
震災時の糖尿病医療－熊本地震を経験して－　「40-2017-0007-101」
講師：国家公務員共済組合連合会熊本中央病院内分泌代謝科部長　西田　健朗

糖尿病と久山町研究　「40-2017-0012-101」
講師：白十字病院副院長/糖尿病センター長　岩瀬　正典

筑紫薬剤師会館

福岡市薬剤師会館講堂

疼痛治療における経皮吸収型製剤の位置付けについて 「40-2017-0022-101」
講師：久光製薬㈱福岡支店　髙橋　要造

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

宗像ユリックス　会議室1 1単位

粕屋薬剤師会事務局　2階研修室

西鉄グランドホテル　プレジール

抗てんかん剤ビガバトリン（サブリル散分包500mg） 「40-2017-0023-101」
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 1単位

服薬指導のための添付文章の活用 「40-2017-0025-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部副部長　松尾　宏一

筑紫薬剤師会館 1単位

糖尿病治療におけるマリゼブ錠の役割 「40-2017-0024-101」
講師：MSD㈱　濵本　太二

朝倉薬剤師会館２F 1単位
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4月27日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

4月27日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

4月28日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

在宅で使用する医療材料の使用方法について 「40-2017-0036-101」
講師：九州東邦株式会社営業本部病院部　狭間　英樹

遠賀・中間薬剤師会館　3階ホール 申請中

認知症治療における薬剤の使い方について 「40-2017-0034-101」
講師：医療法人親仁会みさき病院院長　田中　清貴

社会保険大牟田天領病院福祉センター2階 1単位

亜鉛欠乏症 「40-2017-0035-101」
講師：㈱アトルアトル商品戦略部ＡＲ推進グループ　竹石　哲也

戸畑生涯学習センター　第1集会室 申請中


