
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
5月9日 直方鞍手薬剤師会
（月） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

5月10日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

5月10日 筑紫薬剤師会
（火） 八尋　健
20:00 092-571-8116

5月11日 筑紫薬剤師会
（水） 武末　浩人
19:30 092-571-8116

5月11日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

5月11日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

5月12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
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月12日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

5月13日 遠賀中間薬剤師会
（金） 村上　千春
19:30 093-281-2221

5月13日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
18:40 092-714-4416

5月17日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

5月17日 八幡薬剤師会
（火） 境　尚美
19:30 093-661-1166

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

5月17日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

5月18日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

5月18日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

5月19日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

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

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

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

5月22日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

5月24日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

5月25日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

5月25日 若松薬剤師会

（水） 赤松　敦子

19:30 093-771-2081

5月26日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:45 0944-59-7117

5月26日 京都薬剤師会

（木） 川上　幸治

19:00 0930-55-0210

5月26日 京都薬剤師会

（木） 矢部　亮一

18:45 0930-26-5160

5月27日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

タケキャブ錠・ザファテック錠の適正使用情報について 「40-2016-0050-101」
講師：武田薬品工業㈱学術担当　岡　達志

若松薬剤師会館ホール 申請中

2型糖尿病治療薬の選び方 「40-2016-0049-101」
講師：新古賀病院副院長・糖尿病センター長　川﨑　英二

大木町子育て交流センター2F 1単位

『金匱要略』解説　他 「40-2016-0047-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他

博多バスターミナル9F　12・13ホール 4単位

アレルギー性鼻炎に対する薬物療法と免疫療法 「40-2016-0048-101」
講師：九州大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師　澤津橋　基広

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

薬局の現状と今後の方向性について 「40-2016-0045-101」
講師：㈱アトル　吉富　政広

㈱アトル福岡営業部　会議室 申請中

循環器疾患を見直してみよう～私の循環器作動薬の使い方～ 「40-2016-0046-101」
講師：古賀循環器内科クリニック院長　古賀　章正

筑紫薬剤師会館 1単位

戸畑生涯学習センター 1単位

ホテル日航福岡3階都久志の間 申請中

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

八幡薬剤師会館 申請中

門司生涯学習センター3階　第1会議室 1単位

変形性関節症と新規外用貼付剤について 「40-2016-0037-101」
講師：大正富山製薬㈱医薬開発本部薬剤部　八田羽　幾子

柳川市三橋町公民館 1単位

心疾患と消化管障害 「40-2016-0039-101」
講師：九州大学大学院医学研究院応用病態修復学講座准教授　小田代　敬太

不眠症の薬物療法－ベルソムラ錠をどのようにお役立ていただけるか？－ 「40-2016-
0032-101」
講師：MSD㈱CNS領域スペシャリティ課　堺　英津夫

ちょっと身につけたい栄養の基礎知識 「40-2016-0035-101」
講師：㈱翔薬営業本部事業統括部ニュートリション部管理栄養士　松尾　千歌

遠賀中間薬剤師会館 1単位

在宅医療において持っておきたいバイタルデータの知識 「40-2016-0042-101」
講師：㈱パラマ・テック代表取締役　深水　哲二

筑紫薬剤師会館 1単位

進行肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の作用機序と副作用～実地医療での問
題点を含めて～ 「40-2016-0030-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター呼吸器科科長　一木　昌郎

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

骨粗鬆症治療剤イバンドロン酸ナトリウム水和物（ボンビバ錠100mg） 「40-2016-0033-
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

変形性膝関節症の診断と治療 「40-2016-0029-101」
講師：医療法人正明会諸岡整形外科病院・諸岡整形外科クリニック副理事長　諸岡　孝明

耳・鼻・のどにがんって？ 「40-2016-0027-101」
講師：まえだ耳鼻咽喉科クリニック　前田　明輝

八女商工会議所 1単位

内服抗がん薬治療における薬剤師の副作用管理 「40-2016-0028-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　松尾　宏一
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輸液の仕組み、取り扱いについて 「40-2016-0026-101」
講師：テルモ㈱福岡支店　市川　和

直方鞍手薬剤師会館 1単位

症状から見た病態生理：心のトラブル 「40-2016-0031-101」
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2F 1単位

筑紫薬剤師会館 1単位

若松薬剤師会館ホール 1単位

消化器疾患～嘔吐・下痢・腹痛～ 「40-2016-0034-101」
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 申請中

ニコチネルTTSの使い方と最近の禁煙治療の話題について 「40-2016-0043-101」
講師：ノバルティスファーマ㈱ＯＴＣ事業部　中村　修一郎

朝倉薬剤師会館 申請中

経皮吸収型鎮痛消炎剤エスフルルビプロフェン・ハッカ油（ロコアテープ） 「40-2016-
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

ＨＩＶの増殖機構からみた抗エイズ薬の開発 「40-2016-0036-101」
講師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属難治ウイルス病態制御研究センター抗ウ
イルス化学療法研究分野教授　馬場　昌範

フェブ基礎スタッド製剤の開発とその薬理効果 「40-2016-0038-101」
講師：産業医科大学医学部免疫学・寄生虫学講座准教授　長田　良雄

静脈血栓塞栓症について 「40-2016-0040-101」
講師：飯塚病院副院長兼循環器内科部長　山田　明

のがみプレジデントホテル 申請中

アダラートCRの製造設計　他 「40-2016-0041-101」
講師：バイエル薬品㈱学術担当　宮田　優　他

DPP4阻害薬の新たなトレンド 「40-2016-0051-101」
講師：ひがし成人・循環器内科クリニック院長　東　隆行

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

介護保険制度と地域包括支援センターの役割 「40-2016-0052-101」
講師：行橋市役所介護保険課高齢者支援係係長　中畑　万里子

行橋商工会議所 申請中

2型糖尿病の診断と治療 「40-2016-0053-101」
講師：北九州総合病院内科主任部長　木原　康之

京都医師会館 申請中

福岡市薬剤師会薬局におけるＨＩＶ患者受入の現状について　他 「40-2016-0054-
101」
講師：福岡市薬剤師会薬局薬局長　石橋　久　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中


