
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
9月2日 遠賀中間薬剤師会
（土） 井上　富夫
13:30 093-244-5099

9月3日 福岡県薬剤師会
（日） 楠本　哲也
13:00 092-271-3791

9月3日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

9月4日 小倉薬剤師会
（月） 森　康弘
19:00 093-941-3518

9月6日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

9月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

9月12日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

9月13日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月13日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

9月13日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月13日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

9月13日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:45 0948-24-4426

9月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5921

9月14日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月14日 若松薬剤師会
（木） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

9月14日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

9月14日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

9月14日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

9月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:50 0942-36-7790

9月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

9月20日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

9月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月21日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

9月21日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月21日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

9月21日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

9月26日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月26日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

9月27日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 澁田　憲一

18:30 092-631-5002

9月28日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月28日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本　和樹
19:00 0944-59-7117

9月28日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

集合研修一覧表〈2017/8/31現在〉

病院から在宅へ、これからの緩和ケア 「40-2017-0162-101」
講師：医療社会法人栄光会会長　下稲葉　康之

水巻中央公民館　大ホール 1単位

たばこ病（肺癌、COPDなど）と禁煙治療　他 「40-2017-0163-101」
講師：独立行政法人国立病院機構大牟田病院院長　川崎　雅之　他

ホテルレガロ福岡　レガロホール 申請中

『素問の五行と安藤昌益の望診』　他 「40-2017-0164-101」
講師：九州大学薬学部准教授　島添　隆雄　他

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

エビデンスに基づいてポリファーマシーを上手に解消する！ 「40-2017-0165-101」
講師：東京北医療センター総合診療科医長　南郷　栄秀

小倉医師会介護サービス総合センター2階 1単位

たかが便秘・されど便秘－かかりつけ医の便秘症診療の実際－ 「40-2017-0166-101」
講師：医療法人隆三会東郷外科医院院長　井上　隆

宗像ユリックス　会議室1 1単位

腎疾患について 「40-2017-0167-101」
講師：直方鞍手薬剤師会副会長　三好　滋久

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

前立腺がん関連 「40-2017-0168-101」
講師：一般財団法人平成紫会小倉記念病院泌尿器科　坂野　滋

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

2型糖尿尿について 「40-2017-0169-101」
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

症状から見た病態生理：その他の痛み 「40-2017-0170-101」
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 申請中

女性特有の健康課題－女性ホルモンとエクオール－ 「40-2017-0171-101」
講師：福岡大学医学部産婦人科学教室准教授　城田　京子

筑紫薬剤師会館 1単位

関節リウマチの診断と治療－part2:DMARDs（生物学的製剤を含む）－
「40-2017-0172-101」
講師：公立八女総合病院膠原病内科部長　竹尾　正彰

八女市民会館　おりなす八女　第3研修室 1単位

保険診療における薬の処方 「40-2017-0173-101」
講師：飯塚病院副院長・脳神経外科　名取　良弘

のがみプレジデントホテル 1単位

オピオイド鎮痛剤の適正使用とチーム医療の実践 「40-2017-0174-101」
講師：福岡大学病院腫瘍センター緩和医療部門症状緩和チーム　廣田　一紀

イムズ　9F　イムズホール 1単位

多発性硬化症治療剤フマル酸ジメチル（テクフィデラカプセル） 「40-2017-0175-101」
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

オーソライズド・ジェネリックについて　他 「40-2017-0176-101」
講師：第一三共エスファ㈱　佐藤　未希　他

若松薬剤師会館ホール 1単位

地域医療連携を目指した保険薬局について－連携のきっかけと医療材料の供給拠点
－「40-2017-0177-101」
講師：九州東邦㈱営業本部病院部　狭間　英樹

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

当院における便秘治療の現状とリンゼスの使用経験について 「40-2017-0178-101」
講師：新別府病院消化器内科部長　後藤　康彦

京都医師会館 1単位

感冒・咳嗽・喘息 「40-2017-0179-101」
講師：：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科部長　田原　英一

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

実臨床における高齢者心不全の診断・治療 「40-2017-0180-101」
講師：杉循環器科内科病院副院長　香月　与志夫

久留米シティプラザ　5Ｆ　大会議室 1単位

新規2型糖尿病治療薬の臨床意義について 「40-2017-0181-101」
講師：第一三共㈱　三代　卓幸　他

柳川市三橋町公民館 1単位

お口の健康から全身の健康へ－歯科健診を受けましょう－ 「40-2017-0182-101」
講師：（一社）筑紫歯科医師会常務理事　藤田　和宏

筑紫薬剤師会館 1単位

亜鉛欠乏症の病態と治療。ノベルジン錠の有用性について 「40-2017-0183-101」
講師：㈱アトル商品戦略部　古森　光夫

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

潰瘍性大腸炎治療剤メサラジン（リアルダ錠） 「40-2017-0184-101」
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

抗凝固薬の選び方 「40-2017-0185-101」
講師：福岡東医療センター循環器科医長　小池　明広

福岡県中小企業振興センター　202号室 申請中

こどものADHD、大人のADHDについて　※TV会議 「40-2017-0186-101」
講師：アトル日田支店管理薬剤師　平城　常隆

アトルラーニングセンター 申請中

こどものADHD、大人のADHDについて　※TV会議 「40-2017-0187-101」
講師：アトル日田支店管理薬剤師　平城　常隆

㈱アトル前原支店　会議室 1単位

外来高血圧診療のコツ 「40-2017-0188-101」
講師：久留米大学病院総合健診センター教授　松岡　秀洋

朝倉薬剤師会館２F 申請中

免疫機構の基礎－免疫チェックポイント阻害剤（ICP）について－
「40-2017-0189-101」
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

経皮薬物送達システム（TDDS）について 「40-2017-0190-101」
講師：久山製薬㈱医薬事業部学術部学術1課課長　岡山　晃

のがみプレジデントホテル 1単位

「臨床力を上げていこう」－認知症等の病態を理解して、有効で安全な薬物療法を提供
するために－　他 「40-2017-0191-101」
講師：福岡大学病院薬剤部長　神村　英利　他

WITH THE STYLE福岡 申請中

循環器疾患における薬物療法について 「40-2017-0192-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院循環器内科　髙原　勇介

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

災害と薬剤師の活動－目の前のニーズに応えるためには？－ 「40-2017-0193-101」
講師：熊本県山鹿地区薬剤師会理事　大森　眞樹

大牟田文化会館3F　研修室 申請中

シームレスな高齢者薬物療法を目指して 「40-2017-0194-101」
講師：JCHO九州病院内科医長　折口　秀樹

八幡薬剤師会 申請中
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9月28日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

9月28日 田川薬剤師会
（木） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

9月30日 大牟田薬剤師会
（土） 橋本　和樹
15:00 0944-59-7117

9月30日 福岡県薬剤師会
（土） 宮谷　英記
15:00 092-271-3791

抗がん剤の副作用について－服薬指導と支持療法－ 「40-2017-0195-101」
講師：㈱アステムがんMC課北九州担当　阪下　洋之

戸畑生涯学習センター　 申請中

「くすり教育」について　他 「40-2017-0198-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会常務理事　宮谷　英記　他

福岡県薬剤師会館　4階　講堂 申請中

循環器疾患と糖尿病 「40-2017-0196-101」
講師：田川市立病院循環器内科部長　桑田　孝一

田川市民会館 1単位

糖尿病栄養学のパラダイムシフト 「40-2017-0197-101」
講師：学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長　山田
悟

米の山病院2F　多目的室 申請中


