
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
11月1日 若松薬剤師会

（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

11月2日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

11月2日 朝倉薬剤師会
（水） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

11月2日 筑紫薬剤師会
（水） 濱口　朋広
20:00 092-571-8116

11月3日 福岡県薬剤師会
（木） 小田　真稔
13:00 092-271-3791

11月5日 宗像薬剤師会
（土） 井野　博文
15:00 0940-34-4135

11月6日 福岡県薬剤師会
（日） 成重　賢司
13:30 092-271-3791

11月7日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

11月8日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

11月8日 直方鞍手薬剤師会
（火） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

11月8日 大牟田薬剤師会
（火） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月8日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

11月9日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

11月9日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

11月9日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

11月9日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116

11月9日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

11月10日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

11月10日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月10日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

11月10日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

11月11日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月12日 飯塚薬剤師会
（土） 髙武　礼子
18:00 0948-24-4426

11月13日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

11月14日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

11月15日 福岡地区勤務薬剤師会
（火） 澁田　憲一
18:50 092-631-5002

11月15日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:50 0948-24-4426

11月15日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

11月15日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月16日 遠賀中間薬剤師会
（水） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

11月16日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
18:50 0942-54-1648

11月16日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

11月17日 筑紫薬剤師会
（木） 濱口　朋広
20:00 092-571-8116

糖尿病治療における薬物療法の最新情報 「40-2016-0314-101」
講師：田辺三菱製薬㈱営業本部九州支店エリアマーケティング部学術課糖尿病領域担当
石渕　清孝

大木町子育て交流センター2F 1単位

膠原病・リウマチ領域におけるＮＳＡＩＤs治療の現状と消化管粘膜障害への対応 「40-
2016-0315-101」
講師：福岡赤十字病院膠原病内科部長　井上　靖

筑紫薬剤師会館 1単位

認知症・せん妄回診における薬学的介入事例の分析　他 「40-2016-0312-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院薬剤部　藤村　弥生　他

JCHO九州病院　講堂 1単位

心不全緩和ケアの「普及」に必要な要素は何か？　他 「40-2016-0313-101」
講師：久留米大学医学部心臓・血管内科助教　柴田　龍宏　他

おりなす八女　1階　交流室Ａ 1単位

2型糖尿病治療薬の選び方 「40-2016-0310-101」
講師：新古賀病院副院長／糖尿病センター長　川﨑　英二

柳川市三橋町公民館 申請中

DOACについて再考する 「40-2016-0311-101」
講師：福岡市成人病センター診療統括部長　小池　城司

ももちパレス3F 申請中

薬物療法の安全性と有効性を向上するための薬剤師の役割～抗菌薬の適正使用につ
いて～　他 「40-2016-0308-101」
講師：花さくら薬局　藤崎　浩二　　他

エーザイ㈱福岡コミュニケーションオフィス 1単位

抗がん剤曝露対策について～九州病院での取り組みを中心に～ 「40-2016-0309-
101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院薬剤部主任薬剤師　桑村　恒夫

のがみプレジデントホテル 申請中

調剤事故発生時の初期対応～迅速、誠意をもって対処するために～　他 「40-2016-
0289-101」
講師：公益社団法人福岡県薬剤師会委員　大場　崇　他

メーカーが考える電子薬歴活用のポイント 「40-2016-0292-101」
講師：パナソニックヘルスケア㈱　西村　寿夫

腎機能と薬剤投与量の関係－基礎編－ 「40-2016-0298-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　松尾　宏一

1単位

歯周病という全身病－口腔と糖尿病－ 「40-2016-0293-101」
講師：久留米大学医学部歯科口腔医療センター教授　楠川　仁悟

高齢者に対する人工関節置換術 「40-2016-0295-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院整形外科部長　馬渡　太郎

薬歴作成のポイントと今後の業界展望 「40-2016-0297-101」
講師：パナソニックヘルスケア㈱メディコム事業部調剤システム部調剤企画課課長　岡　明
男

田川薬剤師会館 1単位

喘息治療における最新の話題～吸入指導も含めて～ 「40-2016-0296-101」
講師：アステラス製薬㈱九州支店北九州北営業所第4チーム　伊藤　啓通

ヒト型抗ヒトＩＬ-17受容体Ａモノクローナル抗体製剤ブロダルマブ（遺伝子組換え）（ルミ
セフ皮下注210mgシリンジ） 「40-2016-0301-101」
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

血液凝固阻止剤の服薬指導　他 「40-2016-0290-101」
講師：福岡大学病院薬剤部　杉　有理　他

福岡大学病院　新診療棟地下１階多目的室

症状から見た病態生理：浮腫 「40-2016-0299-101」
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

八女商工会議所 1単位

直方鞍手薬剤師会館 1単位

集合研修一覧表〈2016/10/31現在〉

最近の貼付剤の貼り方 「40-2016-0283-101」
講師：久光製薬㈱福岡支店医薬事業部西日本統括部福岡第二ブロック　小椋　興

若松薬剤師会館ホール 1単位

宗像地域医療センター　3Ｆ　講堂

薬剤師に役立つＲＭＰの概要と利活用について－肺がん治療剤を例に－ 「40-2016-
0284-101」
講師：中外製薬㈱安全性本部安全性推進部安全性コミュニケーションＧ　竹本　信也

天神スカイホールメインホールＡ 1単位

新規薬剤が拓く糖尿病治療の進化 「40-2016-0285-101」
講師：久留米大学内分泌代謝内科准教授　田尻　祐司

予防接種とその関連疾患 「40-2016-0286-101」
講師：医療法人横山小児科医院相談役　横山　隆

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～医師による事例検討会～
「40-2016-0288-101」
講師：こじまクリニック院長　小島　武士

1単位

朝倉薬剤師会館 1単位

1単位アクロス福岡地下2Ｆ　イベントホール

筑紫薬剤師会館 1単位

在宅医療について　他 「40-2016-0287-101」
講師：あらきホームクリニック院長　荒木　譲　他

調剤過誤・ブロッキング研修～ヒューマンエラーの視点から～ 「40-2016-0300-101」
講師：大日本住友製薬㈱九州支店保険薬局担当主事　橋村　修

～乳がんとともに生きる～乳がん検診・診断・治療 「40-2016-0291-101」
講師：公立八女総合病院乳腺外科医長　早野　史子

1単位

ホテル日航福岡　都久志の間 2単位

高齢者医療における漢方の役割 「40-2016-0294-101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課課長　藏内　浩二

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

1単位

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

若松薬剤師会館ホール 1単位

アクロス福岡4F　国際会議場

宗像ユリックス2F

筑紫薬剤師会館

申請中

門司生涯学習センター3階　第1会議室

1単位

申請中

日本人のためのＤＯＡＣ：プラザキサの有効用量・安全用量 「40-2016-0302-101」
講師：済生会熊本病院心臓血管センター不整脈先端治療部門最高技術顧問　奥村　謙

京都医師会館 申請中

臨床検査値付院外処方箋についてⅠ 「40-2016-0303-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院薬剤部部長　末松　文博

八幡薬剤師会館 申請中

くらしの中の薬草 「40-2016-0304-101」
講師：熊本有用植物研究所所長　矢原　正治

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

傷寒論陽明病呉茱萸湯を中心に　他 「40-2016-0307-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2Ｆ　研修室 申請中

『金匱要略』解説　他 「40-2016-0306-101」
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　ホール 4単位

六君子湯についての諸々～気虚と気うつの微妙な関係～ 「40-2016-0305-101」
講師：素心庵栗山医院院長　栗山　一道

パドドゥ・ル・コトブキ
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11月17日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

11月17日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月17日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:00 093-661-1166

11月17日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月18日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月21日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月21日 京都薬剤師会
（月） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

11月22日 朝倉薬剤師会
（火） 新留　孝一
19:30 0946-23-0917

11月22日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月24日 久留米三井薬剤師会
（木） 吉村　典子
19:00 0942-36-7790

11月24日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月24日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月24日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

11月24日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月24日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

11月25日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月29日 糸島薬剤師会
（火） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

11月29日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

冬季の脱水と経口補水療法のすすめ～見直そう水分補給の重要ポイント～ 「40-2016-
0332-101」
講師：㈱大塚製薬工場OS-1事業部営業部学術担当　利根　義人

糸島市社会福祉協議会あごら 申請中

肝臓がんと肝炎について 「40-2016-0333-101」
講師：㈱アステム福岡担当がんＭＣ　三好　英之

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

臨床検査値付院外処方箋について　Ⅱ 「40-2016-0330-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院薬剤部部長　末松　文博

八幡薬剤師会館 申請中

患者さん目線で考える糖尿病治療 「40-2016-0331-101」
講師：福岡赤十字病院糖尿病・代謝内科副部長　佐々木　伸浩

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

認知症サポーター養成講座～認知症、そして認知症の人を理解する～ 「40-2016-
0328-101」
講師：認知症キャラバンメイト㈱アトル　鶴丸　哲也

戸畑生涯学習センター 1単位

学校環境衛生、学校給食における衛生管理報告　他 「40-2016-0329-101」
講師：福岡市薬剤師会常務理事　東　千鶴　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

継続可能なリウマチ治療戦略～JAK阻害薬を見据えて～　他 「40-2016-0326-101」
講師：社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター常務理事
植木　幸孝　他

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

前立腺癌治療における最新の話題 「40-2016-0327-101」
講師：社会保険大牟田天領病院泌尿器科部長　山田　泰

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

糖尿病の薬物療法 「40-2016-0324-101」
講師：福岡逓信病院内科主任医長　村上　嘉一

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

前立腺がんに対する薬物療法 「40-2016-0325-101」
講師：久留米大学医療センター泌尿器科診療科長講師　林　篤正

久留米シティプラザ大会議室 1単位

便通異常の病態と薬物療法のトピックス 「40-2016-0322-101」
講師：福岡赤十字病院副院長　青柳　邦彦

京都医師会館 申請中

フッ化物洗口によるむし歯予防～その科学的根拠と学校三師（医・歯・薬）の関わり～
「40-2016-0323-101」
講師：ＮＰＯ法人ウエルビーイング理事　筒井　昭仁

朝倉医師会病院研修室 1単位

福岡病院薬剤部の現状　他 「40-2016-0320-101」
講師：国立病院機構福岡病院薬剤部長　湊本　康則　他

国立病院機構福岡病院別棟　研修・情報センター2Ｆ 申請中

糖尿病の検査とSMBGについて　他 「40-2016-0321-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院臨床検査部主任　三ヶ尻　ゆかり　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

認知症の基礎と多職種連携 「40-2016-0318-101」
講師：たつのおとしごクリニック院長　小野　隆

黒崎ひびしんホール 申請中

乳がんの病態、治療について 「40-2016-0319-101」
講師：㈱アトルＤＩグループ　木村　友香

㈱アトルＡＬＣ 申請中

在宅医療の現場で発揮できる薬剤師のスキル 「40-2016-0316-101」
講師：ファイザー㈱エッセンシャルヘルス事業部門グループ調剤推進部担当マネー
ジャー　越川　正士

朝倉薬剤師会館 1単位

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤セリチニブ（ジカディアカプセル150mg） 「40-
2016-0317-101」
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


