
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
5月8日 直方鞍手薬剤師会
（月） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

5月9日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

5月9日 京都薬剤師会
（火） 矢部　亮一
18:50 0930-26-5160

5月10日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

5月10日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:45 092-571-8116

5月10日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:40 0948-24-4426

5月10日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5921

5月11日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月11日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

5月11日 筑紫薬剤師会
（木） 八尋　健
19:10 092-571-8116

5月11日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

5月12日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
18:40 092-714-4416

5月14日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

5月16日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月16日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

5月16日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

5月17日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月17日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

5月18日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月18日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月18日 筑紫薬剤師会
（木） 八尋　健
19:30 092-571-8116

5月18日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

5月18日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

5月19日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
20:00 092-571-8116

5月20日 宗像薬剤師会
（土） 井野　博文
15:00 0940-34-4135

5月23日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月24日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

5月25日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:45 0944-59-7117

5月25日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

5月26日 戸畑薬剤師会
（金） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

熊本地震－糖尿病患者への対応と今後の対策－ 「40-2017-0065-101」
講師：熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野教授　荒木　栄一

のがみプレジデントホテル 申請中

慢性疼痛の診断と薬物治療について 「40-2017-0066-101」
講師：国家公務員共済組合連合会新小倉病院整形外科・スポーツ整形外科部長　西田
茂喜

ウェルとばた8階　81・82会議室 1単位

高脂血症治療剤ロミタピドメシル酸塩(ジャクスタピッドカプセル5mg/10mg/20mg)
「40-2017-0055-101」
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

変形性関節症の痛みに対する薬物療法 「40-2017-0064-101」
講師：社会保険大牟田天領病院整形外科部長　堀川　朝広

社会保険大牟田天領病院福祉センター2階 1単位

子宮内膜症・子宮線筋症の病態と薬物療法～女性を守るために私達ができること～
「40-2017-0062-101」
講師：福岡大学医学部産婦人科准教授　城田　京子

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

認知症のBPSDについて 「40-2017-0063-101」
講師：医療法人昌和会県立病院認知症疾患医療センター　梅野　一男

田川市民会館 申請中

ストレス関連疾患と漢方治療の実際 「40-2017-0053-101」
講師：福岡学園福岡歯科大学医科歯科総合病院心療内科総合医学講座心療内科学分
野助教　千々岩　武陽

大木町子育て交流センター2F会議室

在宅医療 「40-2017-0056-101」
講師：㈱アトル経営相談グループ　吉富　政広

㈱アトルＡＬＣ　4Ｆ　大会議室 申請中

在宅医療 ※TV会議 「40-2017-0057-101」
講師：㈱アトル経営相談グループ　吉富　政広

アトルラーニングセンター 申請中

処方監査などに臨床検査値を活用しよう　他 「40-2017-0046-101」
講師：九州大学病院薬剤部　渡邊　裕之　他

前立腺肥大症の治療について 「40-2017-0051-101」
講師：日本新薬株式会社西日本学術部　浅見　寛子

1単位

大豆イソフラボン代謝物エクオールと女性の健康 「40-2017-0047-101」
講師：大塚製薬㈱ニュートラシューティカルズ事業部　村木　昇人

1単位

『頻用生薬甘草について』　他 「40-2017-0049-101」
講師：長崎国際大学薬学部教授　正山　征洋　他

難吸収性リファマイシン系抗菌薬リファキシミン(リフキシマ錠200mg)
「40-2017-0044-101」
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

㈱アステム博多支店2Ｆ　大会議室 申請中

乾癬治療に新たな選択肢 「40-2017-0052-101」
講師：セルジーン㈱
　　　　炎症・免疫性疾患事業部営業部九州ディストリクト医薬情報担当者　水間　英仁

若松薬剤師会館ホール 申請中

国民総除菌時代を迎えて－ピロリ菌除菌治療の基礎知識＋α－
「40-2017-0050-101」
講師：福岡徳洲会病院消化器内科　谷川　祐二

1単位

健康サポート薬局について 「40-2017-0054-101」
講師：沢井製薬㈱福岡支店　鍜治　徹公

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

1単位

1単位

申請中

高血圧の基礎について 「40-2017-0045-101」
講師：㈱アステム循・糖ＭＣ課福岡担当　関口　男

4単位博多バスターミナル9F　ホール
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かかりつけ薬剤師－患者のために私たち薬剤師ができること－「40-2017-0037-101」
講師：タカラ薬局エリアマネージャー薬剤師　渡辺　崇

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

のがみプレジデントホテル

リウマチの診断と診療 「40-2017-0038-101」
講師：公立八女総合病院膠原病内科部長　竹尾　正彰

八女商工会議所 1単位

SGLT2阻害薬を実臨床で活かすには？～特に安全性の観点から～
「40-2017-0039-101」
講師：愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講座准教授　古川　慎哉

症状から見た病態生理：口渇・糖尿病 「40-2017-0040-101」
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

子宮内膜症・腺筋症を中心とした婦人科薬物治療 「40-2017-0042-101」
講師：飯塚病院産婦人科部長　辻岡　寛

1単位

京都医師会館 申請中

申請中筑紫薬剤師会館

宗像ユリックス　会議室1 1単位

最近の中耳炎治療～急性・慢性・滲出性～ 「40-2017-0041-101」
講師：たけすえ耳鼻科クリニック院長　武末　淳

アクロス福岡　4階国際会議場 1単位
医療安全における薬剤師の役割とさらなる期待～だからこそ、いま知っておきたいこと、
考えておきたいこと～ 「40-2017-0043-101」
講師：九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座准教授　鮎澤　純子

フレイル：ＨＩＶ感染症と老化との関係　他 「40-2017-0048-101」
講師：名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学〔老年内科〕教授　葛
谷　雅文　他

ホテル日航福岡3階　都久志の間

福岡徳洲会病院　4階講堂

在宅医療　※TV会議 「40-2017-0058-101」
講師：㈱アトル経営相談グループ　吉富　政広

㈱アトル前原支店　会議室 申請中

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

福岡市薬剤師会館講堂

柳川市三橋町公民館2階　3・4研修室

循環器の立場からの抗不整脈薬の使い方と考え方 「40-2017-0059-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門助教　原口　剛

朝倉薬剤師会館 ２F 申請中

地域包括ケアを目的とした在宅医療推進多職種連携研修～薬剤師による事例検討会
～ 「40-2017-0061-101」
講師：宗像薬剤師会理事　馬場　渉

宗像地域医療センター　3Ｆ　講堂 1単位

抗がん薬の進歩－免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬－ 「40-2017-0060-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　内山　将伸

筑紫薬剤師会館 申請中


