
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
10月3日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月4日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:00 092-939-3356

10月4日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

10月4日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭

19:00 092-642-5921

10月4日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
18:45 092-642-5921

10月5日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

10月5日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月5日 直方鞍手薬剤師会
（木） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

10月6日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

10月11日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

10月11日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

10月11日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

10月11日 田川薬剤師会
（水） 中原　学
19:00 0947-42-8883

10月11日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之

19:00 092-642-5919

10月12日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月12日 八幡薬剤師会

（木） 有吉　俊二

19:30 093-661-1166

10月12日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

10月12日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月13日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月13日 八幡薬剤師会
（金） 森山　尚美
19:00 093-661-1166

10月13日 飯塚薬剤師会
（金） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

10月15日 福岡県薬剤師会
（日） 成重　賢司
13:00 092-271-3791

10月17日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月17日 糸島薬剤師会
（火） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

10月17日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

10月17日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

10月18日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

10月18日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

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

10月19日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

10月19日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月20日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:50 0942-36-7790

10月20日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

糖尿病性腎症の重症化予防はeGFR30までで決まる－それまでにどう診るか－
「40-2017-0231-101」
講師：医療法人社団三杏会仁医会病院理事長　阿部　克成

遠賀中間医師会おんが病院　2Ｆ研修室 申請中

当院における後発医薬品の採用状況　他 「40-2017-0229-101」
講師：済生会飯塚嘉穂病院薬剤部長　古川　貴弘　他

イイヅカコミュニティセンター　展示ホール 1単位

緩和ケアについて考えてみましょう！ 「40-2017-0230-101」
講師：久留米大学病院緩和ケアセンターセンター長教授　福重　哲志

久留米萃香園ホテル2F　鶴の間西 1単位

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬ナルデメジントシル塩酸（スインプロイク錠
0.2mg） 「40-2017-0227-101」
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

最近どうなってる？関節リウマチの治療 「40-2017-0228-101」
講師：社会医療法人天神会古賀病院21リウマチ科センター長　福田　孝昭

ピーポート甘木　第4・5会議室 申請中

泌尿器科外来での一般的な排尿管理 「40-2017-0225-101」
講師：医療法人豊資会加野病院泌尿器科副理事長　佐藤　親子

そぴあ新宮2F　研修室4 申請中

知っておきたい高血圧薬物治療の進歩 「40-2017-0226-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院高血圧・心不全センターセンター長　廣岡　良隆

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

喘息・COPD疾患と吸入療法について 「40-2017-0223-101」
講師：グラクソ・スミスクライン㈱九州第1リージョン営業統括呼吸器領域営業佐賀筑後エリ
ア　佐藤　武

柳川市三橋町公民館 1単位

便秘ガイドライン 「40-2017-0224-101」
講師：北九州市立医療センター消化器内科主任部長　秋穂　裕唯

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

たかがHbA1c、されどHbA1c；意外と奥が深いHbA1c値の読み方
 「40-2017-0221-101」
講師：医療法人小田辺内科医院理事長　小田辺　修一

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

がんの総論と抗がん剤の副作用／服薬指導について 「40-2017-0222-101」
講師：㈱アステムがんＭＣ福岡担当　三好　英之

伊都文化会館　視聴覚室 申請中

高齢者のTotal　Management 「40-2017-0219-101」
講師：東京大学大学院医学系研究科加齢医学（老年病科）教授　秋下　雅弘

のがみプレジデントホテル 申請中

医師目線での疑義照会のポイント－薬剤師に期待する処方提案とは－　他
「40-2017-0220-101」
講師：独立行政法人国立病院機構栃木医療センター内科医長　矢吹　拓　他

アクロス福岡　 申請中

患者のための薬局ビジョン推進事業における多職種連携の取り組み
「40-2017-0217-101」
講師：福岡市薬剤師会在宅・介護委員会委員　大平　悠介　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

医療安全における薬剤師の役割 「40-2017-0218-101」
講師：北九州市立八幡病院薬剤部長　末吉　宏成　他

北九州市立八幡病院 申請中

糖尿病治療におけるポリファーマシーと患者中心医療について－DPP4阻害剤とSGLT2
阻害剤の併用への期待－ 「40-2017-0215-101」
講師：北九州市立医療センター糖尿病内科主任部長　佐藤　直一

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 申請中

頭痛・腰痛・関節痛・しびれ 「40-2017-0216-101」
講師：：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科医長　吉永　亮

パドドゥ・ル・コトブキ 申請中

グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト　リナクロチド（リンゼス錠0.25mg）
「40-2017-0213-101」
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

治療（外来・在宅）を通した高齢者への薬物療法－その現状・適正化・薬剤師に期待す
る事－ 「40-2017-0214-101」
講師：（公社）北九州市八幡医師会理事　井手消化器・呼吸器外科医院院長　井手　誠一
郎

八幡薬剤師会 申請中

学校環境衛生検査技術講習会－各検査項目の基準、器具、指導助言の説明－
「40-2017-0211-101」
講師：田川薬剤師会学校薬剤師委員会担当理事　中原　学

田川薬剤師会館 申請中

統計の見方 「40-2017-0212-101」
講師：九州がんセンター腫瘍統計学研究室長　下川　元継

アクロス福岡　4階国際会議場 1単位

福岡徳洲会病院における医薬品適正使用への取り組み－病薬連携－
 「40-2017-0209-101」
講師：福岡徳洲会病院薬剤部薬剤部長　平川　雅章

筑紫薬剤師会館 1単位

肝疾患治療における最近の話題 「40-2017-0210-101」
講師：医療法人柳育会柳病院消化器内科　秋山　祖久

八女市民会館　おりなす八女　第3研修室 1単位

フォーミュラリーと病院経営改善－これからの薬剤師の働き方改革－
 「40-2017-0207-101」
講師：日本調剤㈱常務取締役　深井　克彦　他

遠賀中間薬剤師会館　3階ホール 申請中

症状から見た病態生理：その他の症状 「40-2017-0208-101」
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

医療安全と抗がん剤暴露対策 「40-2017-0205-101」
講師：ニプロ㈱ホスピタルケア商品開発営業部　千原　誠

のがみプレジデントホテル 1単位

アルツハイマー型認知症と薬剤選択 「40-2017-0206-101」
講師：田代医院院長　原田　克彦

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

緑膿菌毒素に対する免疫グロブリン新知見 「40-2017-0203-101」
講師：京都府立医科大学麻酔科学教室教授　佐和　貞治

九州大学医学部　百年講堂中ホール1・2 申請中

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
－　他 「40-2017-0204-101」
講師：福岡大学医学部整形外科学教室教授　山本　卓明　他

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

古くて新しい腸内細菌最新の話題について 「40-2017-0201-101」
講師：ビオフェルミン製薬㈱九州エリア　河合　俊明

大木町子育て交流センター2F会議室 申請中

栄養療法と感染対策を考える－薬剤師の専門性を活かして－ 「40-2017-0202-101」
講師：大分大学医学部附属病院薬剤部教授　伊東　弘樹

アクロス福岡　4階国際会議場 1単位
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便秘症の最近の話題 「40-2017-0199-101」
講師：福岡市医師会成人病センター院長　壁村　哲平

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

基礎から見る検査値の見方 「40-2017-0200-101」
講師：㈱エスアールエル　冨永　如志

福岡東医療センター　3F　会議室 申請中
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10月20日 飯塚薬剤師会
（金） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

10月22日 八幡薬剤師会
（日） 坂本　義徳
8:30 093-661-1166

10月22日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

10月25日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

10月25日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月26日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

10月26日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

10月27日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

10月27日 田川薬剤師会
（金） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

10月28日 八幡薬剤師会
（土） 森山　尚美
14:30 093-661-1166

10月29日 福岡市薬剤師会
（日） 安部　伸一
9:00 092-714-4416

医療安全について 「40-2017-0239-101」
講師：中間市立病院薬剤部長医療安全管理者　井上　富夫

遠賀中間薬剤師会館　3階ホール 1単位

日和見感染症の長期管理 「40-2017-0242-101」
講師：NHO九州医療センター免疫感染症内科　高濱　宗一郎

国立病院機構九州医療センター　外来棟4
階　国際webカンファ室

申請中

大腸がんについて－疫学から副作用対策－ 「40-2017-0240-101」
講師：日本化薬㈱福岡学術室　小野　泰弘

田川薬剤師会館 1単位

症例から紐解く－高齢者の薬物療法適正化その2－　他 「40-2017-0241-101」
講師：医療法人つくし会南国病院薬剤部長　川添　哲嗣

皮膚外用剤における聞いて得する話－アトピー性皮膚炎最新のガイドラインや混合に
ついて－ 「40-2017-0237-101」
講師：久留米大学医学部皮膚科学講座主任教授　名嘉　眞武国

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

糖尿病の栄養指導－教育入院中の指導について－ 「40-2017-0238-101」
講師：北九州市立八幡病院栄養管理課係長　梅木　加壽子

戸畑生涯学習センター　 申請中

JCHO九州病院 申請中

薬剤師が知っておくべき、婦人科疾患の診断と治療若松病院女性泌尿器科における診
断と治療について 「40-2017-0235-101」
講師：産業医科大学若松病院産婦人科診療教授　吉村　和晃

若松薬剤師会館ホール 申請中

売れるOTC商品の陳列と販売の仕方 「40-2017-0236-101」
講師：㈱PALTAC九州支社北九州支店長　杉本　克博

イイヅカコミュニティセンター　セミナー室 申請中

皿倉山の薬用植物を尋ねて 「40-2017-0233-101」　※実習研修会
講師：長崎国際大学薬学部薬品資源学講座教授薬学博士　正山　征洋　他

皿倉山 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2017-0234-101」
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

集中治療室への薬剤師常駐による効果 「40-2017-0232-101」
講師：小倉記念病院薬剤部部長　入江　利行

のがみプレジデントホテル 申請中


