
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
10月3日 福岡地区勤務薬剤師会

（水） 江頭　伸昭

19:00 092-642-5921

10月4日 直方鞍手薬剤師会
（木） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

10月5日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月5日 京都薬剤師会
（金） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

10月10日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

10月10日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

10月10日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

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

10月11日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

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

10月11日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月16日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月16日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

10月16日 京都薬剤師会
（火） 川上　幸治
18:50 0930-25-3900

10月17日 田川薬剤師会
（水） 中原　学
19:00 0947-42-8883

10月17日 福岡県薬剤師会
（水） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

10月18日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月18日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

10月18日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

10月18日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

10月19日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:50 0942-36-7790

10月21日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

10月21日 八幡薬剤師会
（日） 森山　尚美
9:00 093-661-1166

10月23日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月23日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

10月23日 田川薬剤師会
（火） 赤木　哲也
18:45 0947-42-8883

10月25日 大川三潴薬剤師会
（木） 坂本　泰敏
18:50 0942-65-0618

10月25日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

10月25日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

10月26日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

10月26日 戸畑薬剤師会
（金） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

10月26日 福岡県薬剤師会
（金） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

10月28日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
10:00 092-271-3791

10月29日 福岡県薬剤師会
（月） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

天神チクモクビル　大ホール 申請中

早期大腸がん診療のｕｐ to date －慢性便秘症の対応も交えて－
「40-2018-0212-101」
講師：飯塚病院副院長・消化器内科部長　赤星　和也

ウェルとばた8階　83・84会議室 申請中

臨床検査値や患者情報に基づくグループワーク形式の研修会　「40-2018-0215-101」 福岡市薬剤師会館 申請中

臨床検査値や患者情報に基づくグループワーク形式の研修会　「40-2018-0213-101」 地場産くるめ 申請中

乳がんの最近の治療　他　「40-2018-0214-101」
講師：九州がんセンター乳腺科部長　徳永　えり子　他

エベル・リズム・変動へ－睡眠時無呼吸症候群の視点から－　「40-2018-0210-101」
講師：遠賀中間医師会おんが病院循環器内科部長　吉田　哲郎

八幡薬剤師会館 1単位

シームレスな病診薬薬連携によるポリファーマシー対策　「40-2018-0211-101」
講師：八幡薬剤師会副会長　有吉　俊二

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

骨粗鬆症と血清25水酸化ビタミンD濃度　「40-2018-0208-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門主任教授　野村　政壽

大川三潴医師会 申請中

心不全の病態と治療薬について　「40-2018-0209-101」
講師：杉循環器内科病院　吉賀　巧

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 申請中

心不全、不整脈治療の進歩とそのトピックス　「40-2018-0206-101」
講師：飯塚病院循環器内科部長　井上　修二朗

のがみプレジデントホテル 申請中

抗菌薬適正使用と耳鼻咽喉科感染症－みみ、はな、のどの急性炎症・抗菌薬は必要？
－　「40-2018-0207-101」
講師：社会医療法人北九州病院北九州総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科副部長　宗　謙次

田川市民会館 申請中

皿倉山の薬用植物を尋ねて　※実習研修会　「40-2018-0204-101」
講師：九州大学薬学部名誉教授　正山　征洋　他

皿倉山 申請中

心不全について　「40-2018-0205-101」
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

常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）とトルバプタン－4年間の当院治療経験から分か
ること－　他　「40-2018-0202-101」
講師：久留米大学病院内科学講座腎臓内科部門助教　森山　智文　他

久留米アリーナ2F　大会議室 申請中

方剤の詳しい使い方　小青龍湯　他　「40-2018-0203-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局2F　研修室 申請中

多職種でポリファーマシーを考える　「40-2018-0200-101」
講師：遠賀中間医師会おんが病院循環器内科部長　吉田　哲郎

遠賀中間医師会　多目的ホール 申請中

薬局から見たポリファーマシー　「40-2018-0201-101」
講師：（一社）直方鞍手薬剤師会理事　因間　大悟

イイヅカコミュニティセンター　展示ホール 1単位

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体　デゥピルマブ（遺伝子組換え）（デゥピクセ
ント皮下注300mgシリンジ）　「40-2018-0198-101」
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

インフルエンザと新しい治療選択肢について　「40-2018-0199-101」
講師：塩野義製薬㈱地域連携推進部エリアサポートリエゾン　満平　秀夫

朝倉薬剤師会館2F 1単位

学校環境衛生検査技術講習会－各検査項目の基準、器具、指導助言の説明－
「40-2018-0196-101」
講師：田川薬剤師会学校薬剤師委員会担当副会長　中原　学

田川薬剤師会館 申請中

臨床検査値や患者情報に基づくグループワーク形式の研修会　「40-2018-0197-101」 JCHO九州病院　実習研修センター 申請中

慢性便秘について－慢性便秘治療薬の最新情報－　「40-2018-0194-101」
講師：EAファーマ㈱福岡第二営業所　濱口　和雄

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 申請中

薬薬連携で取り組もう！Antimicrobial Stewardshipの推進とAMR対策　他
「40-2018-0195-101」
講師：健和会大手町病院薬剤部主任　橋口　亮　他

小波瀬病院2F　講堂 申請中

口腔・咽喉に役立つ漢方　「40-2018-0192-101」
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（寿会館） 1単位

薬局で働く人のための働き方研修－ハラスメントを考える－　「40-2018-0193-101」
講師：広島大学ハラスメント相談室教授　横山　美栄子

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

CKD-MBDにおける鉄含有リン吸着薬の有用性について考える
「40-2018-0190-101」
講師：福岡歯科大学総合医学講座内科学分野准教授　徳本　正憲

福岡県中小企業振興センター　403会議室 申請中

高齢者疾患と漢方　「40-2018-0191-101」
講師：㈱ツムラ信頼性保証本部製品情報部福岡製品情報課課長　藏内　浩二

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

医薬品リスク管理計画（RMP）の概要と利活用　他　「40-2018-0188-101」
講師：中外製薬㈱医薬安全性本部　菅野　洋　他

イムズホール 1単位

結核化学療法剤　ベダキリンフマル酸塩（サチュロ錠100mg）　「40-2018-0189-101」
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

曲直瀬道三の薬性能毒と吉益東洞の建殊録　「40-2018-0186-101」
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

骨粗鬆症治療の治療と薬物選択　「40-2018-0187-101」
講師：医療法人恒生堂永田整形外科病院病院長　金﨑　克也

八女市民会館おりなす八女 第3研修室 1単位

OTCで鳥肌が立つ体験を！　他　「40-2018-0184-101」
講師：㈱薬局白十字代表取締役　白木　浩一　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

ポリファーマシー対応の勘所　「40-2018-0185-101」
講師：福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

ウィズ行橋1F　多目的ホール 1単位

集合研修一覧表〈2018/9/27現在〉

薬剤師に必要な栄養管理の基礎知識－NST薬剤師を目指して－　他
「40-2018-0182-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター医療管理企画運営部長/医療情報管
理センター部長併任NSTチェアマン消化器内科　福泉　公仁隆　他

九州大学医学部百年講堂　大ホール 1単位

骨粗鬆症に対する薬剤治療－エルデカルシトールの重要性－
「40-2018-0183-101」
講師：社会保険直方病院副院長　西田　智

直方鞍手薬剤師会会館 1単位


