
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 福岡県薬剤師会

（木） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

11月1日 福岡県薬剤師会
（木） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

11月6日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月7日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

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

11月7日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

11月8日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月8日 粕屋薬剤師会
（木） 池田　洋子
19:30 092-939-3356

11月8日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:15 0944-56-1119

11月8日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
18:30 093-244-5099

11月8日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

11月8日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

11月8日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

11月8日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

11月8日 福岡県薬剤師会
（木） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

11月9日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月9日 八幡薬剤師会
（金） 森山　尚美
19:00 093-661-1166

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

11月11日 福岡県薬剤師会
（日） 安東　恵津子
14:30 092-271-3791

11月12日 福岡県薬剤師会
（月） 野中　敏治
19:30 092-271-3791

11月14日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

11月14日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

11月14日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

11月14日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

11月15日 筑紫薬剤師会
（木） 隅田　一久
19:30 092-571-8116

11月15日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:00 0946-52-3777

11月15日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

11月16日 若松薬剤師会
（金） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

11月17日 北九州市薬剤師会
（土） 上原　菜穂美
17:00 093-651-2255

11月18日 粕屋薬剤師会
（日） 池田　洋子
13:00 092-939-3356

11月18日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
14:00 092-271-3791

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

11月19日 飯塚薬剤師会

（月） 田原　あけみ

18:50 0948-24-4426

11月20日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

すべての薬剤師能力を駆使して、住民と向き合う－かかりつけ薬剤師って、当たり前の薬
剤師業務なのです－薬‐薬連携、多職種連携のポイントの解説　他
「40-2018-0248-101」
講師：福岡県薬剤師会常務理事　田中　洋介

イイヅカコミュニティセンター　301、302号室 申請中

HR+HER2-転移再発乳癌治療におけるCDK4/6阻害剤の役割について
「40-2018-0249-101」
講師：国立病院機構九州医療センター乳腺外科長　岩熊　伸高

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

支持療法について（1）手足症候群、皮膚障害（Skin rash）　他 「40-2018-0246-101」
講師：九州がんセンター薬剤部主任薬剤師　魚井　みゆき　他

都久志会館 申請中

薬局で働く人のための働き方研修会－事例からハラスメントを考える－
「40-2018-0247-101」
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

学校環境衛生基準の一部改正の趣旨と解説　「40-2018-0244-101」
講師：文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官　小出　彰宏

リーガロイヤルホテル小倉3F
エンパイアルーム

1単位

方剤の詳しい使い方　防巳黄耆湯　他　「40-2018-0245-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局2F 申請中

チーム医療における慢性疼痛治療の現状と課題・痛みについて－痛みの伝わり方とメカ
ニズム・痛みの治療法－　「40-2018-0242-101」
講師：山口大学大学院医学系研究科整形外科学講座助教　鈴木　秀典

八幡薬剤師会館 1単位

救急医療における注意点とその対処法　「40-2018-0243-101」
講師：公益社団法人北九州薬剤師会副会長　松田　亨

若松薬剤師会館ホール 申請中

感染症（帯状疱疹・インフルエンザ）　※TV会議　「40-2018-0240-101」
講師：アトルＤＩグループ　木村　友香

㈱アトル　ラーニングセンター2F会議室 申請中

第1回処方箋検査値研究会　「40-2018-0241-101」
講師：朝倉医師会病院薬剤科　増田　菜穂

朝倉医師会病院2F　研修ホール 1単位

在宅医療における薬物療法のコツ　「40-2018-0238-101」
講師：みどりの杜病院院長　原口　勝

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位

糖尿病治療薬の進歩と効果をひきだす療養指導　他　「40-2018-0239-101」
講師：二田哲博クリニック姪浜院長　下野　大　他

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

臨床研究によるエビデンスの構築　「40-2018-0236-101」
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

薬業界の現状分析と薬剤師の未来？　「40-2018-0237-101」
講師：福岡県医薬品小売商業組合理事長・（一社）筑紫薬剤師会常務理事　岩井　俊二

筑紫薬剤師会館 1単位

緩和ケアの現状　他　「40-2018-0234-101」
講師：福岡大学医学部麻酔科学教室助教緩和ケア医師　廣田　一紀　他

福岡県中小企業振興センター 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 「40-2018-0235-101」 社会保険大牟田天領病院福祉センター 1単位

急性・慢性心不全の病態と薬物療法－心不全リピーターを減らす為の服薬指導－
「40-2018-0232-101」
講師：北九州市立八幡病院循環器内科総括部長　原田　敬　他

北九州市立八幡病院東棟2F　大会議室 1単位

屠蘇散について　他　「40-2018-0233-101」
講師：漢方薬局招き猫　斉藤　正勝　他

博多バスターミナル9F　14ホール 4単位

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 「40-2018-0230-101」 小倉薬剤師会館 1単位

多職種連携における現場で困らないための基礎知識　「40-2018-0231-101」
講師：福岡市医師会訪問看護ステーション東部管理者　津隈　睦美

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

整形外科、痛みと漢方　「40-2018-0228-101」
講師：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科診療部長　矢野　博美

パドドゥ・ル・コトブキ（寿会館） 1単位

かかりつけ薬剤師・薬局のための話術講座－誰でもできるプレゼンテーション－
「40-2018-0229-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会広報編集委員　馬場　正佳

イイヅカコミュニティセンター　セミナー室 1単位

検査値付き処方せん発行後1年間の疑義照会の検討　「40-2018-0226-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院薬剤部　上津　沙織　他

ＪＣＨＯ九州病院別館4Ｆ　講堂 申請中

インフルエンザウイルス感染症における新たな治療の選択肢　「40-2018-0227-101」
講師：シオノギ製薬　満平　秀夫

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

歯周病が糖尿病に及ぼす影響について　「40-2018-0224-101」
講師：医療法人社団シマダ嶋田病院内科部長　赤司　朋之

ホテルニューガイアオームタガーデン 1単位

これからの在宅医療について－在宅療養を支える医療職に求められるもの－
「40-2018-0225-101」
講師：遠賀中間医師会おんが病院おかがき病院総括副院長　末廣　剛敏

遠賀中間医師会おんが病院2F　講義室1 申請中

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）　ラサギリンメシル酸塩（アジレクト錠1㎎/
アジレクト錠0.5㎎）　「40-2018-0222-101」
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

OAB治療の現状と展望　「40-2018-0223-101」
講師：医療法人原三信病院泌尿器科医長　一倉　祥子

福岡県中小企業振興センター　301会議室 申請中

薬物乱用防止講演をやってみたくなる話　「40-2018-0220-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会理事　中原　学

筑紫薬剤師会館 1単位

医療安全研修会　「40-2018-0221-101」
講師：福岡県薬剤師会常務理事　成重　賢司

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

慢性骨髄性白血病治療の進歩と薬剤師への期待　「40-2018-0218-101」
講師：熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科教授、熊本大学医学部血液・膠原病・
感染症内科客員教授　川口　辰哉

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

素問の陰陽五行説理論から、医と食について考えてみよう！　「40-2018-0219-101」
講師：九州大学大学院薬学研究院臨床育薬学分野准教授　島添　隆雄

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

集合研修一覧表〈2018/10/31現在〉

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 「40-2018-0216-101」 イイヅカコミュニティセンター2F 1単位

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 「40-2018-0217-101」 福岡市薬剤師会館 1単位



開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

集合研修一覧表〈2018/10/31現在〉

11月20日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

11月20日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

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

11月21日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-36-7770

11月21日 久留米三井薬剤師会
（水） 吉村　典子
19:00 0942-36-7790

11月21日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

11月21日 大牟田薬剤師会
（水） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

11月21日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

11月21日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
18:50 0948-24-4426

11月21日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 澁田　憲一
18:45 092-631-5002

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

11月22日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

11月22日 大牟田薬剤師会
（木） 森田　宏樹
19:00 0944-56-1119

11月26日 田川薬剤師会
（月） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

11月29日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:20 092-571-8116

11月30日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

福岡徳洲会病院4F　講堂 申請中

がん患者における静脈血栓塞栓症について　「40-2018-0262-101」
講師：社会保険大牟田天領病院循環器内科部長　小野　敬道

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F
多目的ホール

1単位

古くて新しい腸内細菌の話　「40-2018-0265-101」
講師：ビオフェルミン製薬㈱学術情報グループ　大石　真央

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

心不全と利尿薬－血糖管理を含めて－　「40-2018-0263-101」
講師：田川市立病院循環器内科部長　桑田　孝一

田川市民会館 1単位

がんの化学療法における臨床検査値の推移をイメージした服薬指導　他
「40-2018-0264-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部主任　内山　将伸　他

オキサゾリジノン系合成抗菌剤　デジゾリドリン酸エステル（シベクトロ点滴静注用200㎎/
シベクトロ錠200㎎）　「40-2018-0260-101」
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

関節リウマチの治療について　他　「40-2018-0261-101」
講師：久留米大学医療センターリウマチ・膠原病センター教授　中島　宗敏　他

ホテルニューガイアオームタガーデン
平安の間

1単位

胃癌化学療法について－外科医の立場から薬剤師に期待すること－
「40-2018-0258-101」
講師：北九州市立医療センター外科部長　渡部　雅人

のがみプレジデントホテル 申請中

糖尿病患者に対する薬学的支援－血糖降下薬の知識と実践－　他
「40-2018-0259-101」
講師：九州大学病院薬剤部　樋口　瞳　他

福岡記念病院　講堂 1単位

糖尿病眼症のベターマネージメント　他　「40-2018-0256-101」
講師：九州大学大学院医学研究院眼科学教授　園田　康平　他

ホテルニューガイアオームタガーデン
平安の間

1単位

腎機能低下患者への医薬品の適正使用について　「40-2018-0257-101」
講師：富田薬品株式会社本社学術情報室　池川　登紀子

若松薬剤師会館ホール 申請中

慢性骨髄性白血病治療における薬剤師の役割　他　「40-2018-0254-101」
講師：佐賀大学医学部付属病院血液・呼吸器・腫瘍内科教授　木村　晋也　他

久留米シティプラザ4F　中会議室 1単位

保険薬局を拠点とした医療材料の流通の仕組みについて　「40-2018-0255-101」
講師：九州東邦㈱営業本部地域連携担当課長　狭間　英樹

大木町子育て交流センター2F　会議室 申請中

パーキンソン病早期における薬物治療　他　「40-2018-0252-101」
講師：福岡山王病院脳・神経機能センター神経内科　吉村　怜

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

FGM（リブレPro）400例で見えてきた、血糖コントロール次の一手！
「40-2018-0253-101」
講師：独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター糖尿病・内分泌内科医長　野原
栄

メイトム宗像　202会議室 申請中

消毒剤と感染症対策　「40-2018-0250-101」
講師：健栄製薬㈱医薬品営業部　常徳　舞

柳川市三橋町公民館2F　研修室3・4 申請中

日常診療における漢方治療の実際－精神科診療の現場から－
「40-2018-0251-101」
講師：医療法人社団翠会行橋記念病院精神科　森　満

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位


