
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
2月1日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月1日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭

19:00 092-642-5921

2月2日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

2月3日 大牟田薬剤師会
（金） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

2月3日 京都薬剤師会
（金） 川上　幸治
19:00 0930-25-3900

2月6日 福岡市薬剤師会

（月） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

2月7日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

2月8日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
19:30 092-571-8116

2月8日 大牟田薬剤師会
（水） 橋本  和樹
19:10 0944-59-7117

2月8日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

2月8日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

2月9日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月9日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

2月9日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:10 0944-59-7117

2月9日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

2月9日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

2月9日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

2月10日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月10日 八幡薬剤師会
（金） 境　尚美
19:00 093-661-1166

2月10日 田川薬剤師会
（金） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

2月12日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

2月13日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月14日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月14日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

2月15日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月15日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

2月15日 粕屋薬剤師会

（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

2月15日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

2月15日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

2月15日 八幡薬剤師会
（水） 境　尚美

19:00 093-661-1166

2月15日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:40 0948-24-4426

2月16日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月16日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

これからの不眠症治療－睡眠改善指導とリスクマネジメント－ 「40-2016-0437-101」
講師：香西洋クリニック院長　香西　洋

のがみプレジデントホテル 申請中

肺動脈性肺高血圧症剤セレキシパグ（ウプトラビ錠0.2mg/0.4mg）
「40-2016-0438-101」
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 1単位

在宅で使用される医療機器について 「40-2016-0439-101」
講師：ニプロ株式会社　野村　茂孝

高齢化社会と２型糖尿病治療 「40-2016-0435-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院糖尿病・内分泌代謝部長
　　　　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 1単位

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｔｈｅ Ｓｔａｔｕｓ Ｑｕｏ循環器でどうしても外せない七つのクスリ
「40-2016-0436-101」
講師：慶応義塾大学医学部循環器内科専任講師　香坂　俊

八幡薬剤師会館 申請中

福岡県中小企業振興センター　202号 申請中

糖尿病療養指導における薬剤師の役割 「40-2016-0425-101」
講師：北九州市立八幡病院主任薬剤師　宮野　佳子

北九州市立八幡病院 東棟2F　大会議室 申請中

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｔｈｅ Ｓｔａｔｕｓ Ｑｕｏ循環器でどうしても外せない七つのクスリ
「40-2016-0434-101」
講師：慶応義塾大学医学部循環器内科専任講師　香坂　俊

おりなす八女　第3研修室 申請中

症状から見た病態生理：悪心・嘔吐 「40-2016-0432-101」
講師：広島大学薬学部臨床薬物治療学研究室教授　森川　則文

宗像ユリックス2F　会議室１ 1単位

胃がんの基礎について 「40-2016-0433-101」
講師：（株）アステムがんMC課福岡担当　三好　英之

（株）アステム博多支店２F　大会議室 申請中

「女性疾患」月経困難・更年期障害・冷え 「40-2016-0423-101」
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

福岡大学病院本館臨床小講堂

在宅患者の栄養管理について－栄養のリスクマネジメント、最近の話題－
「40-2016-0426-101」
講師：アボットジャパン㈱栄養剤製品事業部　田中　宏和

田川薬剤師会館 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2016-0427-101」
講師：平成病院和漢診療科　甄　立学　他

VPCS新機能とかかりつけ薬局機能向上のため伝達講習 「40-2016-0416-101」
講師：直方鞍手薬剤師会理事　宮坂　圭三

大腸癌・胃癌・膵癌を制御する生体内物質について 「40-2016-0421-101」
講師：産業医科大学第一外科講師　佐藤　典宏

申請中

皮膚のかゆみとその制御（アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、乾燥肌など）
「40-2016-0417-101」
講師：浜の町病院皮膚科部長　竹内　聡

1単位

消化器がんに対する抗がん剤治療における薬剤師の役割について－医師の立場から
－  「40-2016-0419-101」
講師：国家公務員共済組合連合会千早病院外科部長　小林　毅一郎

ジェネリック医薬品の製剤開発－高品質・高付加価値製品の開発を目指して－
「40-2016-0414-101」
講師：沢井製薬㈱上席執行役員研究開発本部副本部長　徳永　雄二

筑紫薬剤師会館

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

慢性腎臓病における高血圧管理 「40-2016-0422-101」
講師：産業医科大学第２内科学内講師　宮本　哲

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

骨粗鬆症治療の現状について－整形外科医の立場から－　他 「40-2016-0420-101」
講師：医療法人恒生堂永田整形外科病院病院長　金﨑　克也　他

申請中

降圧剤の使い分け 「40-2016-0424-101」
講師：酒井内科循環器科院長　酒井　喜久雄

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

申請中

新しい感染症の考え方－感染症における酸化ストレス制御とマクロライド－　他
「40-2016-0415-101」
講師：九州保健福祉大学薬学部教授　佐藤　圭創　他

1単位博多サンヒルズホテル　2Ｆ瑞雲の間
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高血圧について－主要降圧薬の比較、最近の話題や他疾患との関連性－
「40-2016-0407-101」
講師：㈱アステム　関口　男

㈱アステム博多支店2Ｆ　大会議室 1単位

福岡市薬剤師会館講堂

多職種が一丸となって取り組む糖尿病地域医療連携～薬薬連携で広がる大きな可能
性について～ 「40-2016-0408-101」
講師：嶋田病院糖尿病内科内科部長　赤司　朋之

レソラNTT夢天神ホール 1単位

VPCSにおける医療衛生材料の検索・発注機能について　他 「40-2016-0409-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会職能対策担当常務理事　田中　洋介

糖尿病治療のコツ－薬物療法その前に－　他 「40-2016-0410-101」
講師：あおぞらクリニック院長　今村　洋一

退院時共同指導への参画に向けて－訪問看護師の立場から見る薬剤師の必要性－
「40-2016-0412-101」
講師：福岡赤十字訪問看護ステーション管理者兼副看護部長がん看護専門看護師　井
手　真理子

1単位

イイヅカコミュニティセンター301・302号室 1単位

申請中行橋商工会議所3Ｆ

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

行橋京都地域包括ケアと在宅医療多職種連携 「40-2016-0411-101」
講師：京都医師会介護保険・在宅医療担当理事　野口　隆義

若松薬剤師会館ホール 1単位
骨粗鬆症と疼痛治療について 「40-2016-0413-101」
講師：日本イーライリリー㈱西日本支店　雑賀　通修

骨粗鬆症治療剤ゾレドロン酸水和物（リクラスト点滴静注液5mg）
「40-2016-0418-101」
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

直方鞍手薬剤師会館

下部尿路症状に関する薬物治療に関して 「40-2016-0428-101」
講師：医療法人輝栄会福岡輝栄会病院泌尿器科部長　野瀬　清考

えきマチ１丁目香椎４Ｆ　コミュニティルーム 申請中

エルガーラホール8F　大ホール 1単位

パドドゥ・ル・コトブキ

八幡薬剤師会館

博多バスターミナル9Fホール 4単位

申請中

1単位

皮膚科外来診療における抗アレルギー剤の使い方と適応疾患について
「40-2016-0429-101」
講師：福岡大学医学部皮膚科講師　伊藤　宏太郎

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

漢方薬の臨床と薬理－小青竜湯、五苓散・柴苓湯－ 「40-2016-0431-101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課課長　藏内　浩二

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

パーキンソン病の診断と治療－最近の話題－ 「40-2016-0430-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科教授　谷脇　考恭

筑後商工会議所 1単位
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2月16日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

2月16日 京都薬剤師会
（木） 矢部　亮一
18:50 0930-26-5160

2月17日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
20:00 092-571-8116

2月17日 久留米三井薬剤師会
（金） 牟田　エリカ
19:00 0942-36-7790

2月18日 福岡市薬剤師会
（土） 安部　伸一
15:00 092-714-4416

2月18日 宗像薬剤師会
（土） 井野　博文
18:00 0940-34-4135

2月20日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

2月21日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

2月21日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

2月21日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

2月22日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月23日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:30 092-939-3356

2月23日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

2月23日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:00 093-661-1166

2月23日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

2月23日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

2月24日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

2月24日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月24日 飯塚薬剤師会
（金） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

2月28日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

行政の立場から薬剤師に期待すること　他 「40-2016-0440-101」
講師：朝倉市役所介護サービス課係長　廣田　百合　他

朝倉薬剤師会館 申請中

脳梗塞予防における適切な抗血栓療法－抗血栓薬の休薬・再開のタイミングを含めて
－ 「40-2016-0441-101」
講師：独立行政法人国立病院機構九州医療センター脳血管センター部長　矢坂　正弘

京都医師会館 申請中

循環器領域の処方せんに強くなろう！その３　心不全 「40-2016-0442-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館 申請中

地域完結型脳卒中診療態勢の構築－地域連携パスにおける治療の継続性－　他
「40-2016-0443-101」
講師：熊本市民病院主席診療部長・神経内科部長　橋本　洋一郎　他

ホテルマリターレ創世　2F「日月の間」 1単位

抗ＨＩＶ薬、今昔物語 「40-2016-0445-101」
講師：NHO大阪南医療センター薬剤部副部長　吉野　宗宏

九州医療センター外来棟4Ｆ
国際Ｗｅｂカンファ室

2単位

地域包括ケアを目的とした在宅医療推進多職種連携研修－看護師による事例検討会
－ 「40-2016-0444-101」
講師：宗像医師会訪問看護ステーション管理者　阿部　久美子

宗像ユリックス2F　会議室１ 1単位

傷寒論　太陰病　他 「40-2016-0446-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　英世

粕屋薬剤師会事務局　2F（研修室） 申請中

感染予防について 「40-2016-0447-101」
講師：第一三共㈱　窪田　俊光

柳川市三橋町公民館 1単位

便秘型IBS治療における新たな選択肢 「40-2016-0448-101」
講師：アステラス製薬㈱九州支店北九州北営業所第４チーム　伊藤　啓道

若松薬剤師会館ホール 1単位

くすりと検査値 「40-2016-0449-101」
講師：株式会社アステム循・糖MC課北九州担当　柴村　一軌

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

糖尿病薬の指導について　 「40-2016-0450-101」
講師：国家公務員共済組合連合会　石丸　隆之　他

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

C型肝炎～過去から未来へ～ 「40-2016-0451-101」
講師：独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター消化器・肝臓内科医長　多田　靖
哉

中小企業振興センター 申請中

在宅医療・終末期医療に取り組み思うこと　他 「40-2016-0452-101」
講師：有限会社菜のはな薬局薬剤師　古賀　砂登美　他

大牟田文化会館　研修室第一 申請中

家族が主体的に終末期に関わるべき理由　他 「40-2016-0453-101」
講師：訪問看護ステーションプーラビダ折尾代表取締役　浦濱　広太朗　他

黒崎ひびしんホール 申請中

多職種連携良いチームの一員になろう　他 「40-2016-0454-101」
講師：大正富士医薬品（株）　堤　敏郎　他

戸畑生涯学習センター　第1集会室 申請中

てんかんの治療戦略 「40-2016-0455-101」
講師：飯塚病院神経内科部長　高瀬　敬一郎

のがみプレジデントホテル 申請中

血液透析患者の血糖管理 「40-2016-0456-101」
講師：医療法人海の弘毅会新北九州腎臓クリニック理事長・院長　海津　嘉蔵

博多バスターミナル9F　大ホール 申請中

肝臓がんについて 「40-2016-0459-101」
講師：㈱アステム福岡担当がんＭＣ　三好　英之

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

福岡大学病院における臨床検査値について－総論－ 「40-2016-0457-101」
講師：福岡大学病院薬剤部薬剤部長　神村　英利

福岡大学病院多目的ホール 申請中

地域ケア会議の現状 「40-2016-0458-101」
講師：㈱麻生飯塚病院地域包括ケア事業室長　小栗　和美

イイヅカコミュニティセンター301・302号室 申請中


