
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
7月1日 宗像薬剤師会
（土） 井野　博文
15:00 0940-34-4135

7月3日 八女筑後薬剤師会
（月） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

7月5日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月5日 八幡薬剤師会
（水） 境　尚美
19:30 093-661-1166

7月5日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

7月5日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

7月6日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

7月7日 飯塚薬剤師会
（金） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

7月9日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

7月11日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

7月11日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

7月12日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月12日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

7月12日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

7月12日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

7月12日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
18:45 0947-42-8883

7月12日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5919

7月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月13日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:10 092-571-8116

7月13日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

7月13日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

7月13日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

7月18日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

7月19日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月19日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏

19:15 0942-65-0618

7月19日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

7月20日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月20日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

7月20日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月20日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

7月20日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

7月21日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

7月22日 福岡県病院薬剤師会
（土） 金谷　朗子
15:50 092-642-6493

いま、薬剤師に求められていること　他
講師：（公社）日本薬剤師会副会長　田尻　泰典　他

九州大学医学部百年講堂　大ホール 2単位

かかりつけ薬剤師に求められる一歩先行く患者コミュニケーション　他
「40-2017-0103-101」
講師：東京理科大学薬学部教授　後藤　惠子　他

八女グリーンホテル本館2F 1単位

地域医療連携を目指した保険薬局の役割について 「40-2017-0132-101」
講師：九州東邦㈱営業本部地域連携担当　狭間　英樹

朝倉薬剤師会館２F 申請中

ぜん息とCOPDに対する吸入療法の意義 「40-2017-0133-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門呼吸器病センター
教授　川山　智隆

ホテルマリターレ創世久留米　「日月の間」 1単位

褥瘡の予防・管理・治療について　※TV会議 「40-2017-0130-101」
講師：㈱アトルＤＩグループ　森本　祐子

アトルラーニングセンター 申請中

褥瘡の予防・管理・治療について　※TV会議 「40-2017-0131-101」
講師：㈱アトルＤＩグループ　森本　祐子

㈱アトル前原支店　会議室 申請中

PDE4阻害剤アプレミラスト（オテズラ錠） 「40-2017-0128-101」
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

腎臓内科医の語る糖尿病 「40-2017-0129-101」
講師：医療法人福満会ふくみつ病院院長　佐内　透

福岡県中小企業振興センター　401号室 申請中

アルコール関連問題における保健所の取り組み～かかりつけ薬剤師の皆様に期待する
こと～ 「40-2017-0126-101」
講師：福岡県南筑後保健福祉環境事務所健康増進課精神保健係技術主査　藤木　弥生
他

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

調剤事故時の薬剤師会の対応について　他 「40-2017-0127-101」
講師：〈一社〉戸畑薬剤師会会長　安田　和義　他

ウェルとばた12階　121・122会議室 1単位

生体リズムと脳卒中について 「40-2017-0124-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院脳神経外科・脳卒中科部長　中原　公宏

柳川市三橋町公民館2階　3・4研修室 1単位

脳梗塞急性期治療の現状そしてこれから：脳血管内治療 「40-2017-0125-101」
講師：済生会福岡総合病院神経内科脳血管内科部長　岩田　智則

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

SGLT2阻害薬に対する期待と展望 「40-2017-0122-101」
講師：九州労災病院副院長　田中　誠一

京都ホテル2階「高砂の間」 申請中

にきび・蕁麻疹・湿疹・アトピー性皮膚炎 「40-2017-0123-101」
講師：：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科診療部長　井上　博喜

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

臨床検査値活用のポイント 「40-2017-0120-101」
講師：九州大学病院薬剤部　田中　瑠美

福岡徳洲会病院　4階講堂 1単位

低亜鉛血症の病態と症状、診断から治療まで－ノベルジン錠－ 「40-2017-0121-101」
講師：㈱アトル営業本部AR推進部AR推進グループ　竹石　哲也

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

小児のけいれん性疾患 「40-2017-0118-101」
講師：福岡大学病院小児科診療准教授　井上　貴仁

アクロス福岡　4階国際会議場 1単位

抗ウイルス剤　ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩（ジメンシー
配合錠） 「40-2017-0119-101」
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

多発性骨髄腫の最近の話題 「40-2017-0116-101」
講師：飯塚病院血液内科部長　油布　祐二

のがみプレジデントホテル 申請中

体内時計と薬の関係を利用した時間治療と創薬 「40-2017-0117-101」
講師：九州大学薬学部長・薬剤学分野教授・医学博士　大戸　茂弘

ザ・ブリティッシュヒルズ 1単位

症状から見た病態生理：薬を使う者の倫理 「40-2017-0114-101」
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

宗像医師会　4F　会議室 1単位

当院における前立腺癌治療 「40-2017-0115-101」
講師：久留米大学医学部泌尿器科講師　名切　信

筑後商工会議所 1単位

フィジカルアセスメント実習（モデル”フィジコ”を用いた実習） 「40-2017-0112-101」
講師：飯塚薬剤師会職能対策委員　野田　聡　他

飯塚薬剤師会館 申請中

1型糖尿病について 「40-2017-0113-101」
講師：㈱アステム血管ＭＣ福岡担当　関口　男

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

『金匱要略』解説　他 「40-2017-0110-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他

福岡朝日ビル地下1Ｆ　16号会議室 4単位

低亜鉛血症の病態と症状、診断から治療まで～ノベルジン錠～ 「40-2017-0111-101」
講師：㈱アトル　田坂　文裕　他

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

ステロイド治療（関節リウマチを含めた）に伴う骨壊死－安全で倫理的な医療を目指して
－ 「40-2017-0108-101」
講師：福岡大学医学部整形外科学教室教授　山本　卓明

ホテルニューガイアオームタガーデン 1単位

ジェネリック医薬品の基本 「40-2017-0109-101」
講師：奈良県後発医薬品安心使用促進協議会委員
東和薬品営業本部病院・地域医療推進部薬剤師　山崎　亮治

のがみプレジデントホテル 申請中

ヒヤリハット・調剤事故例から事故発生時の初期対応を考えよう 「40-2017-0106-101」
講師：㈱九州メディカル経営支援室　大場　崇

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

甲状腺がんの化学療法とチーム医療 「40-2017-0107-101」
講師：九州大学大学院医学研究院連携病態修復内科学准教授　草場　仁志

天神イムズ９階　イムズホール 1単位
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1300万人の腎臓病－リンと老化－ 「40-2017-0104-101」
講師：医療法人至誠会島松内科医院院長　島松　和正

筑紫薬剤師会館 1単位

高齢者の薬物療法適正化 「40-2017-0105-101」
講師：南国病院薬剤部長　川添　哲嗣

JCHO九州病院 1単位

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 「40-2017-0102-101」
講師：福津市地域包括支援センターセンター長　石出　昌子

宗像地域医療センター　3Ｆ　講堂 1単位
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7月24日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

7月25日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月25日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

7月26日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

7月27日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

7月27日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

7月30日 北九州市薬剤師会
（日） 上原　菜穂美
11:00 093-651-2255

在宅医療において薬剤師が出来ること-認知症独居高齢者への服薬支援-　他
「40-2017-0140-101」
講師：中央薬局研修センター長　大竹　真史　他

北九州国際会議場1F　メインホール 3単位

胃癌治療における最新の話題 「40-2017-0138-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院外科部長　下西　智徳

社会保険大牟田天領病院福祉センター2階 1単位

認知症とは 「40-2017-0139-101」
講師：医療法人三憲会折尾病院院長　原賀　憲亮

八幡薬剤師会 1単位

アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法 「40-2017-0137-101」
講師：くりた耳鼻咽喉科院長　栗田　知幸

メイトム宗像202会議室 申請中

高齢者への抗凝固療法の使い分け 「40-2017-0136-101」
講師：小倉記念病院循環器内科医長　永島　道雄

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

傷寒論　少陰病　白通湯・白通加猪胆汁湯・真武湯　他 「40-2017-0134-101」
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

骨粗鬆症の薬物治療 「40-2017-0135-101」
講師：国家公務員共済組合連合会千早病院整形外科・リウマチ科部長　大石　正信

福岡市薬剤師会館講堂 申請中


