
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
8月2日 筑紫薬剤師会
（火） 八尋　健
20:00 092-571-8116

8月3日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5921

8月3日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

8月3日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

8月3日 八幡薬剤師会
（水） 境　尚美
19:00 093-661-1166

8月7日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
10:00 092-271-3791

8月8日 直方鞍手薬剤師会
（月） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

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

8月9日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

8月9日 小倉薬剤師会
（火） 森　康弘
19:00 093-941-3518

8月10日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

8月10日 筑紫薬剤師会

（水） 武末　浩人

19:30 092-571-8116

8月16日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

8月18日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

8月18日 筑紫薬剤師会
（木） 八尋　健
20:00 092-571-8116

8月18日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

8月18日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

8月19日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

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

8月22日 飯塚薬剤師会
（月） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

8月23日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

8月23日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:50 0948-24-4426

8月23日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

8月24日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

8月24日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

8月24日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

8月25日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:45 0944-59-7117

8月25日 田川薬剤師会
（木） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

8月25日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

8月28日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

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

8月31日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

8月31日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
18:30 092-714-4416

8月31日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

医療機関での対応～事故発生後の対応と調査委員会～　「40-2016-0174-101」
講師：上尾中央総合病院院長補佐　長谷川　剛

のがみプレジデントホテル 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他　「40-2016-0172-101」
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　14ホール 4単位

乾癬の治療　「40-2016-0173-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター皮膚科・アレルギー科科長　占部
和敬

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

更年期障害について　「40-2016-0170-101」
講師：田川市立病院産婦人科医長　宮崎　順秀

田川市民会館 申請中

歯・口腔の役割と全身との関係について～お口の健康維持の大切さ～　「40-2016-
0171-101」
講師：福岡市保健福祉局健康医療部口腔保健支援センター歯科医師博士　安永　愛

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

終末期医療において薬剤師に期待する役割　「40-2016-0168-101」
講師：コールメディカルクリニック福岡院長　岩野　歩

宗像ユリックス2F 申請中

大腸癌治療と経口抗がん剤～治療継続のために～　「40-2016-0169-101」
講師：地方独立行政法人大牟田市立病院腫瘍外科部長　岡　洋右

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

症状から見た病態生理:皮膚トラブル　「40-2016-0152-101」
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

添付文書の理解のために－製薬企業における副作用情報の評価等と珍しい効能・効果
の解説－　「40-2016-0154-101」
講師：日本ケミファ㈱信頼性保証総括部　千葉　昌人

循環器疾患の薬物および非薬物療法　「40-2016-0156-101」
講師：福岡徳洲会病院循環器内科副院長　下村　英紀

筑紫薬剤師会館 1単位

パーキンソン病の診断・治療　「40-2016-0158-101」
講師：新王子病院パーキンソン病療育センター長　井上　尚秀

申請中

DPP-4阻害薬について～患者さんのアドヒアランス向上を目指して～　「40-2016-0157-
101」
講師：武田薬品工業㈱福岡支店筑後営業所第二チーム　大久保　雅弘

筑後商工会議所 1単位

博多サンヒルズホテル　2Ｆ星雲の間 1単位

歯・口腔の役割と全身との関係について～お口の健康維持の大切さ～　「40-2016-
0160-101」
講師：福岡市保健福祉局健康医療部口腔保健支援センター歯科医師博士　安永　愛

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

胃癌について　「40-2016-0149-101」
講師：㈱アステムがんＭＣ課福岡担当　三好　英之

えきマチ１丁目香椎4Ｆコミュニティルーム 申請中
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糖尿病領域の処方解析　「40-2016-0142-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　中島　章雄

筑紫薬剤師会館 1単位

天神チクモクビル　他 申請中

おりなす八女　第3研修室 1単位

1単位

腎臓病における診療のUpdate～慢性腎臓病（ＣＫＤ）、糖尿病性腎症および急性腎障害
（ＡＫＩ）～　「40-2016-0143-101」
講師：徳島大学大学院医歯薬学研究部腎臓内科学教授　土井　俊夫

九州大学医学部　百年講堂中ホール1 1単位

ベッドサイドで役立つ症候論　「40-2016-0144-101」
講師：大船中央病院副院長　須藤　博

骨関節変性疾患に対する疼痛治療　「40-2016-0145-101」
講師：国家公務員共済組合連合会千早病院整形外科部長　大石　正信

在宅医療について～医師の立場から～　「40-2016-0147-101」
講師：医療法人にのさかクリニック院長　二ノ坂　保喜

副作用が起こったら～医薬品副作用被害救済制度を中心に～　「40-2016-0155-101」
講師：第一三共㈱　大葉　海

薬局薬剤師の行うトリアージ、セルフメディケーション　「40-2016-0148-101」
講師：直方鞍手薬剤師会理事　永原　一史

慢性腎臓病と低たんぱく質食事療法の必要性　他　「40-2016-0151-101」
講師：キッセイ薬品工業㈱ヘルスケア事業部　花岡　彰秀　他

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室

ベッドサイドで役立つ症候論　「40-2016-0146-101」
講師：大船中央病院副院長　須藤　博

八幡薬剤師会館

1単位

変形性関節症の診断と治療～新薬の使用経験を踏まえて～　「40-2016-0159-101」
講師：医療法人桜康会三宮整形外科医院理事長　三宮　貴彦

がん薬物療法総論　「40-2016-0150-101」
講師：ＮＰＯ法人よりよい地域医療を応援する会筑後・佐賀担当がんＭＣ　沖濱　一樹

1単位

直方鞍手薬剤師会館 1単位

薬物相互作用予測ソフトウエアのご紹介～ＴＤＭの活用に向けて～　「40-2016-0153-
101」
講師：㈱九州富士通システムズヘルスケアソリューション本部ライフイノベーション部　松下
まゆみ

筑紫薬剤師会館 申請中

申請中

宗像ユリックス2F 申請中

戸畑生涯学習センター 1単位

柳川市立三橋町公民館

八幡医師会館

朝倉薬剤師会館

萃香園ホテル　鶴の間

耳鼻科でよく使われる漢方薬について　「40-2016-0165-101」
講師：たけすえ耳鼻科クリニック（那珂川町）院長　武末　淳

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

認知症サポーターフォローアップ研修　「40-2016-0162-101」
講師：社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会社会福祉士　岡本　政孝

飯塚コミュニティセンター　セミナー室 申請中

がん総論～薬物療法について～　「40-2016-0163-101」
講師：㈱アステムがんＭＣ課北九州担当　阪下　洋之

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

申請中

薬局で行うハイリスク薬管理～糖尿病薬編～　「40-2016-0167-101」
講師：福岡大学薬学部教授福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

骨粗鬆症の予防と治療－最近の話題－　「40-2016-0166-101」
講師：中外製薬㈱ＭＰ推進部福岡メディカル推進室　黒沢津　工

大木町子育て交流センター2F 1単位

薬剤耐性と感染対策について　「40-2016-0164-101」
講師：塩野義製薬㈱医薬事業本部製品戦略部エリアサポートリエゾン　匂梅　一仁

のがみプレジデントホテル 申請中

抗菌薬の基本的考え方　他　「40-2016-0175-101」
講師：福岡大学病院薬剤部　佐藤　啓介　他

福岡大学病院　新診療棟地下１階多目的室 申請中

残薬調整と薬剤適正使用について　他　「40-2016-0176-101」
講師：一般社団法人福岡市薬剤師会理事　小栁　香織

福岡市薬剤師会館講堂 申請中


