
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
6月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

6月6日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

6月7日 田川薬剤師会
（木） 中原　学
19:00 0947-42-8883

6月9日 福岡県薬剤師会
（土） 宮谷　英記
15:00 092-271-3791

6月12日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月12日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

6月13日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

6月13日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

6月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

6月14日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月14日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

6月14日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

6月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

6月15日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

6月18日 粕屋薬剤師会
（月） 樋口　博美
19:00 092-939-3356

6月19日 糸島薬剤師会
（火） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

6月19日 久留米三井薬剤師会
（火） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

6月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

6月20日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

6月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

6月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月21日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

6月21日 久留米三井薬剤師会
（木） 吉村　典子
19:00 0942-36-7790

6月21日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:50 0944-59-7117

6月21日 京都薬剤師会
（木） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

6月22日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

6月24日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

6月25日 飯塚薬剤師会
（月） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

6月26日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月26日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:30 0942-54-1648

6月28日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:45 0944-59-7117

6月28日 小倉薬剤師会
（木） 森　康弘
19:00 093-941-3518

6月29日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月29日 田川薬剤師会
（金） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

循環器専門医が考える糖尿病治療　「40-2018-0087-101」
講師：福岡徳州会病院循環器内科部長　山田　賢裕

福岡市薬剤師会館4F　講堂 申請中

お口のなか渇いていませんか？－ドライマウス－　「40-2018-0088-101」
講師：社会保険田川病院歯科口腔外科部長　寺崎　伸一郎

田川市民会館2F　視聴覚室 1単位

感染症の最近の話題－細菌感染症からウィルス感染症－　「40-2018-0085-101」
講師：塩野義製薬㈱西日本地域戦略推進ユニットエリアサポートリエゾン　満平　秀夫

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

訪問薬剤管理指導を始めるための準備をしよう　「40-2018-0086-101」
講師：地域医療担当理事　角田　猛

小倉薬剤師会3F　研修室 申請中

血液疾患の診断と治療　白血病・リンパ腫・骨髄腫　「40-2018-0083-101」
講師：浜の町病院血液内科医長　平安山　英穂

福岡市薬剤師会館4F　講堂 申請中

在宅医療について　「40-2018-0084-101」
講師：福岡県薬剤師会理事　竹下　洋平

筑後商工会議所　大ホールB 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他　「40-2018-0081-101」
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

ドーピングと薬剤師のかかわり－実際の事例を踏まえて－　「40-2018-0082-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会常務理事
　　　　スポーツファーマシスト　田中　洋介

イイヅカコミュニティーセンター 申請中

DOAC時代の抗疑固療法－日本人データを見て考える－　他　「40-2018-0079-101」
講師：医療法人健裕会永冨脳神経外科病院病院長　湧川　佳幸　他

京都医師会館　講堂 申請中

緩和ケアにおける痛み止めの使い方　「40-2018-0080-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　内山　将伸

筑紫薬剤師会館 申請中

乳癌内分泌療法の変遷－分子標的治療薬との併用－　「40-2018-0077-101」
講師：JCHO久留米総合病院乳腺外科部長・臨床試験支援室室長　山口　美樹

久留米シティプラザ4F　中会議室 1単位

関節リウマチと人工関節　他　「40-2018-0078-101」
講師：社会医療法人製鉄記念八幡病院整形外科・リウマチ科・診療技術部長/副院長　田
山　尚久　他

ホテルニューガイアオームタガーデン2F
平安の間

1単位

プロトンポンプ・インヒビター　エソメプラゾールマグネシウム水和物（ネキシウム懸濁用顆
粒分包10mg/20mg）　「40-2018-0075-101」
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

保健師の立場から薬剤師に期待すること　「40-2018-0076-101」
講師：朝倉市健康課　土井　巧

朝倉薬剤師会館2F 1単位

黄帝内径素問　「40-2018-0073-101」
講師：九州大学薬学研究院臨床薬学部門准教授　島添　隆雄

宗像ユリックス　会議室1 1単位

平成30年度診療報酬改定Q&Aの概要　ジェネリック医薬品の今後の動向・沢井製品に
ついて　「40-2018-0074-101」
講師：沢井製薬㈱　下間　寿和

大木町子育て交流センター2F　会議室 1単位

健診現場から見る糖尿病治療戦略　「40-2018-0071-101」
講師：社会医療法人聖母会聖マリアヘルスケアセンター国際保健センター副センター長/
生活習慣病科診療部長　福井　卓子

久留米シティプラザ5F　大会議室3 1単位

アレルギー疾患に関して－抗ヒスタミン薬の紹介を合わせて－　「40-2018-0072-101」
講師：田辺三菱製薬㈱　橋本　大

柳川市三橋町公民館2F　講義室 申請中

方剤の詳しい使い方　紫胡加龍骨牡蠣湯　他　「40-2018-0069-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2階　研修室 申請中

プライマリケアと漢方－肩こり、頭痛など－　「40-2018-0070-101」
講師：㈱ツムラ製品情報部福岡製品情報課課長　藏内　浩二

伊都文化会館　視聴覚室 申請中

慢性便秘症の診断と治療　「40-2018-0067-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門炎症性腸疾患センター教授　光山
慶一

ホテルマリターレ創世久留米1F　アテナホール 1単位

一薬剤師の薬物乱用防止教室の準備及びその心がけ　「40-2018-0068-101」
講師：一般社団法人遠賀・中間薬剤会理事　保田　宣希

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

婦人科疾患に対するホルモン補充療法　「40-2018-0065-101」
講師：原三信病院婦人科部長　片岡　惠子

福岡県中小企業振興センター 申請中

低容量アスピリン投与時における消化性潰瘍の予防について　「40-2018-0066-101」
講師：北九州市立医療センター消化器内科統括部長　秋穂　裕唯

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

最新ガイドラインに基づいた胃がん治療　「40-2018-0063-101」
講師：福岡県済生会福岡総合病院がん治療センター・センター長兼外科部長　江見　泰
徳

エルガーラホール8F　大ホール 1単位

経口抗真菌剤ホスラブコナゾール　L-リシンエタノール付加物（ネイリンカプセル100mg）
「40-2018-0064-101」
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

薬物による腎障害発現のメカニズム　「40-2018-0061-101」
講師：九州大学病院薬剤部教授　増田　智先

筑紫薬剤師会館 1単位

知っておきたい高血圧薬物治療の進歩　「40-2018-0062-101」
講師：医療法人社団高邦会髙木病院/高血圧・心不全センター/センター長　廣岡　良隆

八女市民会館おりなす八女 第3研修室 1単位

不整脈について　「40-2018-0059-101」
講師：㈱アステム血管MC課福岡担当　関口　男

福岡市薬剤師会館　講堂 申請中

潰瘍性大腸炎の診断と治療　「40-2018-0060-101」
講師：独立行政法人国立病院機構小倉医療センター消化器内科医長　山縣　元

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

学校環境衛生検査技術講習会（環境衛生検査1）　他　「40-2018-0057-101」
講師：田川薬剤師会学校環境衛生委員会担当理事　中原　学

田川薬剤師会館 1単位

VOC検査について・スマートドラッグと大麻について　他　「40-2018-0058-101」
講師：公益社団法人福岡県薬剤師会常務理事　宮谷　英記　他

福岡県薬剤師会館4F　講堂 2単位

集合研修一覧表〈2018/5/31現在〉

高齢者の抗疑固療法　「40-2018-0055-101」
講師：福岡ゆたか中央病院院長　松本　髙宏

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

輸液の基礎細胞外液補充液と維持液　「40-2018-0056-101」
講師：㈱大塚製薬工場学術部　大野　利美

都久志会館B1　ホール 1単位


