
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

2月4日 田川薬剤師会

（火） 赤木　哲也

18:50 0947-42-8883

2月5日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月6日 飯塚薬剤師会

（木） 田原　あけみ

18:30 0948-24-4426

2月6日 直方鞍手薬剤師会

(木) 岸髙　正英

19:00 0949-29-7055

2月7日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月12日 宗像薬剤師会

（水） 坂口　尚登

19:00 0940-36-7770

2月13日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月13日 粕屋薬剤師会

（木） 池田　洋子

19:30 092-939-3356

2月13日 門司薬剤師会

（木） 小田  桂子

19:00 093-391-3361

2月13日 飯塚薬剤師会

（木） 田原　あけみ

19:00 0948-24-4426

2月16日 粕屋薬剤師会

（日） 池田　洋子

13:00 092-939-3356

2月16日 福岡県薬剤師会

（日） 青木　和子

10:00 092-271-3791

2月18日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月18日 柳川山門薬剤師会

（火） 田島　耕一

19:30 0944-73-8085

2月19日 宗像薬剤師会

（水） 坂口　尚登

19:00 0940-36-7770

2月19日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏

19:15 0942-65-0618

2月20日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月20日 宗像薬剤師会

（木） 坂口　尚登

19:00 0940-36-7770

2月20日 大牟田薬剤師会

（木） 森田　宏樹

19:00 0944-56-1119

2月20日 飯塚薬剤師会

（木） 田原　あけみ

19:00 0948-24-4426

2月21日 久留米三井薬剤師会

（金） 井上　玲奈

19:00 0942-36-7790

2月21日 福岡赤十字病院

（金） 藤永　理恵子

19:00 092-521-1211

2月22日 宗像病院

（土） 金子　幸弘

15:00 0940-36-2734

2月23日 九州漢方研究会

（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

2月25日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月25日 飯塚薬剤師会

（火） 田原　あけみ

19：00 0948-24-4426

2月28日 京都薬剤師会

（金） 光永　篤史

18:50 0930-25-3900

心不全における薬物治療と地域連携　「40-2019-0285-101」
講師：独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院　薬剤部 主任　　吉国　健司

小波瀬病院 2階 講堂 申請中

これからのＨＩＶ感染症／ＡＩＤＳについて語りましょう　「40-2019-0284-101」
講師：産業医科大学病院　感染制御部　講師　鈴木　克典

のがみプレジデントホテル １単位

前立腺癌治療の最近の話題　「40-2019-0283-101」
講師：九州中央病院 泌尿器科 部長 関 成人

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

東洋医学の考え方　「 傷 寒 論 」 　他　「40-2019-0282-101」
講師：倉敷平成病院　和漢診療科　甄　立学　他

博多バスターミナル9F  １２ ホール 4単位

診療報酬改定の方向性　「40-2019-0281-101」
講師：日医工㈱地域連携グループ兼医業経営研究所　山岸　義彦

福岡朝日ビル　地下１階会議室 申請中

後期高齢者の副作用は何が原因？どうやったら防げる？　「40-2019-0280-101」
講師：熊本大学薬学部　臨床薬理学分野　教授　平田　純生

福岡市薬剤師会館４Ｆ講堂 申請中

腎性貧血治療におけるHIF-PHD阻害薬の可能性～多職種連携の観点も含めて～　他
「40-2019-0279-101」
講師：久留米大学医学部　内科学講座腎臓内科部門　助教　中山　陽介　他

ホテルニュープラザ久留米 1単位

腎機能低下患者における医薬品の適正使用について　「40-2019-0278-101」
講師：冨田薬品（株）　学術情報室　池川　登紀子

イイヅカコミュニティセンター　３０１・３０２号室 １単位

秘めたるやさしさを持つ剤形とは？　「40-2019-0277-101」
講師：昭和大学薬学部 社会健康薬学講座 社会薬学部門　客員教授 倉田 なおみ

社会保険大牟田天領病院福祉センター ２F 1単位

第５回宗像医療圏呼吸器疾患を考える会～呼吸器感染症の診療～
「40-2019-0276-101」
講師：九州大学病院　呼吸器科　助教　原田　英治

宗像医師会　4Ｆ　会議室 1単位

中枢神経刺激剤　リスデキサンフェタミンメシル酸塩
（ビバンセカプセル 20 mg / 30 mg）　「40-2019-0275-101」
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

小児における漢方の立ち位置　「40-2019-0274-101」
講師：医療法人幸栄会　二宮医院　　院長　二宮　正幸

国際医療福祉大学大川キャンパス
3号館2階･203教室

申請中

下部尿路疾患の新しい治療と最近の知見　「40-2019-0273-101」
講師：医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院　泌尿器科部長　寺戸 三千和

メイトム宗像　202会議室 申請中

らくらくマスター漢方～頭痛で用いる漢方を様々な視点で解説～
「40-2019-0272-101」
講師：癒しの森内科クリニック 院長 土師 時成 他

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

排尿障害の最近の話題～過活動膀胱を中心に～　「40-2019-0286-101」
講師：杏林製薬株式会社　学術推進部　福倉卓也

薬剤師が活躍する未来への扉を開こう！　「40-2019-0271-101」
講師：東京大学大学院医学系研究科老年病学 教授・東京大学医学部附属病院老年病科
科長　医師　秋下　雅弘　他

アクロス福岡　イベントホール 3単位

方剤の詳しい使い方　当帰四逆加呉茱萸生姜湯他　「40-2019-0270-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局　２階　研修室 申請中

漢方のエビデンス　～薬理学的見地から～　「40-2019-0269-101」
講師：(株)麻生 飯塚病院　東洋医学センター漢方診療科　診療部長　吉永　亮

パドドゥ・ル・コトブキ １単位

ライフスタイルを考慮した神経障害性疼痛治療　「40-2019-0268-101」
講師：独立行政法人労働者健康安全機構   九州労災病院
勤労者  骨・関節疾患治療研究センター     センター長  今村  寿宏

門司生涯学習センター ２階 第１、第２研修室 1単位

1単位

下部尿路症状に関する薬物療法について　「40-2019-0267-101」
講師：医療法人　輝栄会　福岡輝栄会病院　泌尿器科部長　野瀬　清隆

福岡県中小企業振興センター 申請中

HIVインテグラーゼ阻害剤　ラルテグラビルカリウム
（アイセントレス錠 400 mg / 600 mg）　「40-2019-0266-101」
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

直方鞍手薬剤師会館 申請中

ＣＫＤと高血圧症　「40-2019-0262-101」
講師：(株)麻生　飯塚病院　腎臓内科部長　藤崎　毅一郎

イイヅカコスモスコモン　展示ホール １単位

副作用モニタリングの結果を　トレーシングレポートで報告してみよう
「40-2019-0265-101」
講師：福岡大学薬学部　教授　神村　英利

宗像ユリックス　会議室1 1単位

糖尿病を有する腎臓病患者の薬物治療～一生自分の腎臓で生きるために～
「40-2019-0264-101」
講師：福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科学 准教授
　　　　福岡大学病院 血液浄化療法センター 診療教授 升谷 耕介

福岡市薬剤師会館　講堂

柳川市三橋生涯学習センター2階　3・4会議室 1単位
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明日からの業務に役立つ！薬剤師も知っておきたい、健康寿命を延ばす栄養学
「40-2019-0261-101」
講師：大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部 学術部　管理栄養士 高尾 洋
香

福岡市薬剤師会館　講堂 1単位

新時代を迎えた透析患者の慢性便秘治療　「40-2019-0260-101」
講師：百武医院　副院長　正野　武文

田川市民会館2F　視聴覚室 申請中

循環器内科医が考える糖尿病治療戦略　「40-2019-0263-101」
講師：小倉記念病院　循環器内科医長　森永　崇


