
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
6月1日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月7日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

6月7日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭

19:00 092-642-5921

6月8日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月8日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

6月8日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

6月8日 田川薬剤師会
（木） 中原　学
19:00 0947-42-8883

6月11日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

6月13日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

6月14日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

6月14日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

6月14日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5921

6月15日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月15日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:30 0946-52-3777

6月16日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
19:30 092-571-8116

6月16日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

6月16日 八女筑後薬剤師会
（金） 冨田　未紀
19:30 0942-54-1648

6月16日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

6月16日 八幡薬剤師会
（金） 森山　尚美
19:00 093-661-1166

6月19日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月19日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

6月20日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月20日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

6月21日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

6月21日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

6月21日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

6月21日 田川薬剤師会
（水） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

6月22日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

6月23日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月23日 戸畑薬剤師会
（金） 江田　大和
19:15 093-882-5589

6月23日 京都薬剤師会
（金） 矢部　亮一
18:50 0930-26-5160

6月26日 遠賀中間薬剤師会
（月） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

6月28日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

地域医療連携を目指した保険薬局の役割について～連携のきっかけと医療材料の供
給拠点～ 「40-2017-0099-101」
講師：九州東邦㈱営業本部地域連携担当課長　狭間　英樹

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

アルツハイマー病治療薬の使い分け 「40-2017-0097-101」
講師：順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授　田平　武

京都医師会館 申請中

循環器医師からみたSDLT2阻害剤への期待 「40-2017-0098-101」
講師：遠賀中間医師会おんが病院循環器内科部長　吉田　哲郎

遠賀中間医師会館　2Ｆ 申請中

介護保険制度について～総合事業を含めて～ 「40-2017-0095-101」
講師：福岡市保健福祉局高齢社会部福祉・介護予防課事業企画係　五郎丸　貴浩

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

脱水対策と経口補水療法～熱中症対策を含めて～ 「40-2017-0096-101」
講師：㈱大塚製薬工業OS-1事業部営業部学術担当　利根　義人

戸畑生涯学習センター　 申請中

肝疾患と栄養療法－肝硬変におけるBCAAの役割－ 「40-2017-0093-101」
講師：ＥＡファーマ㈱九州支店企画推進室サイエンスコーディネーター　武内　礼次郎

田川薬剤師会館 申請中

多職種が一丸となって取り組む糖尿病地域医療連携－薬薬連携で広がる大きな可能
性について－ 「40-2017-0094-101」
講師：医療法人社団シマダ嶋田病院糖尿病内科内科部長　赤司　朋之

社会保険大牟田天領病院福祉センター2階 1単位

オーソライズドジェネリック医薬品について　他 「40-2017-0091-101」
講師：第一三共エスファ㈱九州営業部　関　綾野　他

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

肺癌治療UP TO DATE 「40-2017-0092-101」
講師：飯塚病院呼吸器腫瘍内科部長　海老　規之

のがみプレジデントホテル 申請中

骨粗鬆症治療薬の使い分けについて 「40-2017-0089-101」
講師：中外製薬㈱学術教育担当　黒澤津　工

柳川市三橋町公民館2階　3・4研修室 申請中

薬剤師の先生にお伝えしたい感染症～感染症に携わる医師の立場から～
「40-2017-0090-101」
講師：産業医科大病院感染制御部助教　鈴木　克典

アステムME福岡支店　2F 申請中

傷寒論　少陰病　他 「40-2017-0087-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局　2階研修室 申請中

慢性腎臓病（CKD）からみた薬物療法 「40-2017-0088-101」
講師：済生会福岡総合病院腎臓内科主任部長　笹冨　佳江

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

気管支喘息の診断と治療 「40-2017-0085-101」
講師：北九州市立八幡病院内科副部長　鶴﨑　聡俊　他

北九州市立八幡病院 申請中

非小細胞肺癌の薬物療法－ALK遺伝子陽性肺癌を中心に－ 「40-2017-0086-101」
講師：国立病院機構九州がんセンター呼吸器腫瘍科　豊澤　亮

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

医療安全について 「40-2017-0083-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会常務理事　成重　賢司

筑後商工会議所　 1単位

学校環境衛生検査について行う必要のあるすべての検査について
「40-2017-0084-101」
講師：（一社）田川薬剤師会学校薬剤師担当理事　中原　学

遠賀中間薬剤師会館　3階ホール 申請中

本邦における多発性硬化症の特徴と新規治療薬について 「40-2017-0081-101」
講師：九州大学大学院医学研究院神経内科学助教　篠田　紘司

筑紫薬剤師会館 申請中

久留米大学病院における胃癌・大腸癌地域連携クリニカルパスについて
「40-2017-0082-101」
講師：久留米大学医学部外科学講座准教授　衣笠　哲史

ホテルマリターレ創世久留米　2F「日月の間」 1単位

抗血小板剤チカグレロル（ブリリンタ錠60㎎/90㎎） 「40-2017-0079-101」
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

吸入指導のスキルアップ研修　他 「40-2017-0080-101」
講師：朝倉薬剤師会生涯学習担当　藤木　亮太朗

朝倉地域生涯学習センター 申請中

調剤薬局や病院で働く薬剤師が感染対策と抗菌薬適正使用について何を考えるべき
か？ 「40-2017-0077-101」
講師：久留米大学病院感染制御部・薬剤部　酒井　義朗

おりなす八女　第3研修室 1単位

ノックアウト型脳梗塞の予防と治療～組織医療と地域連携～　他
「40-2017-0078-101」
講師：国立病院機構九州医療センター臨床研究センター長　岡田　靖

アクロス福岡　4階国際会議場 1単位

添付文書の理解のために 「40-2017-0075-101」
講師：日本ケミファ㈱信頼性保証総括部総括製造販売責任者　千葉　昌人

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

症状から見た病態生理：危機・テロ対策 「40-2017-0076-101」
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

宗像ユリックス　会議室1 1単位

学校環境衛生検査技術講習会（環境衛生検査1）　他 「40-2017-0073-101」
講師：田川薬剤師会学校薬剤師委員会理事　中原　学

田川薬剤師会館 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2017-0074-101」
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

厚生労働省が提示する五疾病、五事業に関する精神疾患に対しての対応について
「40-2017-0071-101」
講師：折尾病院院長　原賀　憲亮

八幡薬剤師会 申請中

脊椎疾患の疼痛治療－手術療法と薬物療法－ 「40-2017-0072-101」
講師：北九州市立医療センター 整形外科主任部長　吉兼　浩一

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

薬剤師のためのバイタルサインと輸液・栄養療法　他 「40-2017-0069-101」
講師：㈱大塚製薬工場学術部　松田　健

レソラNTT　夢天神ホール 1単位

アレルギー性疾患治療剤ビラスチン（ビラノア錠20mg） 「40-2017-0070-101」
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
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授業プールについて（概要及び感染症について）他 「40-2017-0067-101」
講師：（一社）福岡市薬剤師会理事　吉村　宏　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

循環器領域における抗凝固療法 「40-2017-0068-101」
講師：くらて病院循環器内科部長　山本　雲平

直方鞍手薬剤師会会館 1単位
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6月28日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

6月29日 久留米三井薬剤師会
（木） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

腎障害患者における薬物治療のピットフォールと実践的な対策 「40-2017-0101-101」
講師：名古屋大学医学部CKD（慢性腎臓病）地域連携システム寄付講座准教授　安田
宜成

ホテルニュープラザ久留米　3階　舞鶴の間 1単位

薬剤師の先生方にも知っておいて欲しい歯科のお話 「40-2017-0100-101」
講師：若松歯科医師会学術担当理事　山口　祐典

若松薬剤師会館ホール 申請中


