
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
7月1日 福岡県薬剤師会
（日） 田中　洋介
14:00 092-271-3791

7月4日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

7月4日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

7月5日 直方鞍手薬剤師会
（木） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

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

7月10日 京都薬剤師会
（火） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

7月11日 筑紫薬剤師会
（水） 福島　正範
19:30 092-571-8116

7月11日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

7月11日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

7月12日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月12日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

7月12日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

7月12日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

7月13日 京都薬剤師会
（金） 川上　幸治
18:50 0930-25-3900

7月13日 田川薬剤師会
（金） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

7月18日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

7月18日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

7月19日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月19日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月19日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

7月19日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

7月19日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
18:30 0948-24-4426

7月19日 福岡地区勤務薬剤師会
（木） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5921

7月20日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

7月22日 北九州市薬剤師会
（日） 上原　菜穂美

13:00 093-651-2255

7月22日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

7月23日 粕屋薬剤師会
（月） 池田　洋子
19:00 092-939-3356

7月24日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

7月26日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
18:45 0944-56-1119

7月26日 小倉薬剤師会
（木） 森　康弘
19:00 093-941-3518

7月27日 遠賀中間薬剤師会
（金） 村上　千春
19:30 093-281-2221

がん総論－化学療法の基礎知識－　「40-2018-0118-101」
講師：㈱アステムがんMC課北九州担当　坂下　洋之

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

乳癌内分泌療法の変遷－分子標的治療薬との併用－　「40-2018-0116-101」
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

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F

4単位

方剤の詳しい使い方－半夏瀉心湯－　他　「40-2018-0119-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局2F　研修室

小倉医師会介護サービス総合センター2F 1単位

副鼻腔炎、または中耳炎関連　「40-2018-0115-101」
講師：北九州総合病院耳鼻咽喉科副部長　宗　謙次

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

アトピー性皮膚炎の治療と外用剤の使い方　他　「40-2018-0112-101」
講師：国家公務員共済組合浜の町病院皮膚科部長　竹内　聡　他

萃香園ホテル2F　鶴の間 1単位

1単位

調剤薬局におけるポリファーマシーへの取り組み　他　「40-2018-0117-101」
講師：小倉薬剤師会理事　角田　猛　他

対人支援を行う上で大切になるコミュニケーションスキルABC　他　「40-2018-0113-
101」
講師：西南女学院大学短期大学部教授/北九州市立大学名誉教授臨床心理士　中島
俊介　他

北九州国際会議場1F　メインホール 申請中

『金匱要略』解説　他　「40-2018-0114-101」
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　14ホール

2型糖尿病の薬物療法－キーポイントは低血糖－　「40-2018-0110-101」
講師：医療法人フジイ内科医院院長　藤井　新也

のがみプレジデントホテル 申請中

各種感染症治療における薬学的支援－着眼点と処方提案の実際－　他
「40-2018-0111-101」
講師：福岡市民病院薬剤部　倉田　賢生　他

福岡大学筑紫病院3F　ガーデンホール 1単位

アトピー性皮膚炎　※TV会議　「40-2018-0108-101」
講師：㈱アトルDIグループ　森本　祐子

㈱アトル前原支店　会議室 1単位

福岡県卸災害対策マニュアル策定にあたって－薬剤師における災害時の役割－
「40-2018-0109-101」
講師：㈱アトル代表取締役社長　渡辺　紳二郎

ピーポート甘木　第5学習室 1単位

カルシウム受容体作動薬　エボカルセト（オルケディア錠1mg/オルケディア錠2mg）
「40-2018-0106-101」
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

アトピー性皮膚炎　※TV会議　「40-2018-0107-101」
講師：㈱アトルDIグループ　森本　祐子

㈱アトルラーニングセンター2階　会議室 申請中

2型糖尿病の最近の話題－服薬アドヒアランスも考慮して－　「40-2018-0104-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院内科部長(糖尿病、代謝)/国際医療福祉大学福岡
保健医療学部准教授　小野　恭裕

大木町子育て交流センター2F　会議室 1単位

オーソライズド・ジェネリック（AG)　イルアミクス配合錠「DSPB」について 他
「40-2018-0105-101」
講師：大日本住友製薬株式会社九州支店北九州営業所　藤澤　梨佳　他

若松薬剤師会館ホール 1単位

認知症治療の現状と課題　他　「40-2018-0102-101」
講師：行橋記念病院福岡県認知症医療センターセンター長　本村　暁　他

新行橋病院新棟3F　会議室1 1単位

折り紙大進化－宇宙から医療まで－　「40-2018-0103-101」
講師：阿南工業高等専門学校創造技術工学科一般教養教授　川崎　敏和

田川市民会館2F　視聴覚室 申請中

股関節・膝関節の変性疾患における病態と治療　「40-2018-0100-101」
講師：独立行政法人国立病院機構小倉医療センター整形外科医長　城野　修

門司生涯学習センター2F　第1、第2研修室 1単位

がんと漢方　「40-2018-0101-101」
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（旧寿会館） 1単位

抗精神病薬　ブレクスピプラゾール（レキサルティ錠1mg/レキサルティ錠2mg）
「40-2018-0098-101」
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

AMRアクションプランを見据えた抗菌薬の適正使用と感染対策
「40-2018-0099-101」
講師：福岡大学病院感染制御部教授　高田　徹

㈱アステム博多支店　2階　第会議室 申請中

整形外科領域における薬剤性臓器障害の回避　「40-2018-0096-101」
講師：労働者健康安全機構九州労災病院　勤労者・関節疾患治療研究センター長
整形外科　脊椎外科部長　今村　寿宏

八女市民会館おりなす八女 第3研修室 1単位

乾癬治療における最近の話題　他　「40-2018-0097-101」
講師：伊藤皮膚科副院長　伊藤　宏太郎　他

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

合併症抑制を目指した血糖状態に応じた治療方針と薬剤選択　「40-2018-0094-101」
講師：産業医科大学第一内科学准教授　岡田　洋右

京都医師会館 1単位

潰瘍性大腸炎の治療戦略－各薬剤をどう使い分けるか－　「40-2018-0095-101」
講師：福岡大学筑紫病院炎症性腸疾患センター助教　髙津　典孝

筑紫薬剤師会館 1単位

1単位

かかりやすい・使いやすい薬剤－薬剤師の視点から－  「40-2018-0092-101」
講師：遠賀中間医師会おんが病院薬剤部長　後藤　康秀

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

更年期の症状と予防・対応について　他  「40-2018-0093-101」
講師：福岡大学病院婦人科病病棟医長　南　星旭　他

天神チクモクビル　大ホール 申請中

申請中

集合研修一覧表〈2018/6/29現在〉

選手が望むアンチドーピング活動と、薬剤師にできること　他  「40-2018-0089-101」
講師：ロンドンオリンピック競泳日本代表薬剤師　松島　美菜　他

TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前
ホールA

申請中

女性の不定愁訴と漢方  「40-2018-0090-101」
講師：福岡大学病院産婦人科准教授　城田　京子

宗像ユリックス　会議室1 1単位

みんなで取り組む、高齢者糖尿病の重症低血糖予防　他  「40-2018-0091-101」
講師：九州大学大学院医学研究院病態機能内科学　中村　宇大　他

レソラNTT天神夢ホール


