
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
11月2日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月3日 福岡県薬剤師会
（金） 安東　恵津子
13:00 092-271-3791

11月7日 大牟田薬剤師会
（火） 橋本  和樹
19:15 0944-59-7117

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

11月8日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

11月8日 筑紫薬剤師会
（水） 大賀　麻未
19:30 092-571-8116

11月8日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

11月8日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

11月9日 粕屋薬剤師会
（木） 東　多江子
19:00 092-939-3356

11月9日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月9日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月9日 八幡薬剤師会
（木） 有吉　俊二
19:30 093-661-1166

11月9日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

11月9日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

11月9日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

11月12日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

11月14日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月14日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

11月15日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

11月15日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

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

11月15日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

11月15日 八幡薬剤師会
（水） 有吉　浩文
19:00 093-661-1166

11月15日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 澁田　憲一

18:45 092-631-5002

11月16日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

11月16日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

11月16日 飯塚薬剤師会

（木） 髙武　礼子

19:00 0948-24-4426

11月17日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月17日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

11月20日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

11月21日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

11月21日 大牟田薬剤師会
（火） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

11月24日 朝倉薬剤師会
（金） 藤木　亮太朗
19:30 0946-52-3777

地域連携を体感できる在宅医療への関わり方－残薬対策、処方見直し、計画の立て方
を中心に－ 「40-2017-0244-101」
講師：医療法人つくし会南国病院薬剤部長　川添　哲嗣

福岡市民会館　大ホール 1単位

集合研修一覧表〈2017/10/31現在〉

糖尿病と歯周病－UP DATE 「40-2017-0245-101」
講師：九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学分野教授　西村　英紀

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

脂質異常症について 「40-2017-0246-101」
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 1単位

選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬　グアンファシン塩酸塩（インチュニブ錠1mg／
3mg） 「40-2017-0243-101」
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

症状から見た病態生理：認知症 「40-2017-0247-101」
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　会議室1 1単位

褥瘡の診断とケア・外用剤治療について 「40-2017-0248-101」
講師：マルホ㈱ファーマシーグループ医薬情報担当チーフ　丸山　浩司

筑紫薬剤師会館 1単位

C型肝炎－過去から未来へ－ 「40-2017-0249-101」
講師：社会保険直方病院内科　田代　茂樹

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

頻脈性心房細動に対する治療の変化 「40-2017-0250-101」
講師：公立学校共済組合九州中央病院高血圧・循環器内科医長　前淵　大輔

エルガーラホール7F　中ホール 1単位

当院におけるアレルギー性鼻炎の診察－舌下免疫療法を含めて－ 「40-2017-0251-
101」
講師：むらつか耳鼻咽喉科クリニック院長　村塚　幸穂

福岡県中小企業振興センター　501会議室 1単位

医の倫理を起点としたリウマチ診療 「40-2017-0252-101」
講師：織部リウマチ科内科クリニック院長　織部　元廣

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

高齢者心房細動治療の現状－アドヒアランスを考慮したDOACについて－ 「40-2017-
0253-101」
講師：杉循環器科内科病院副院長　大塚　頼隆

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

脳梗塞 「40-2017-0254-101」
講師：北九州市立八幡病院副院長脳神経外科　越智　章

八幡薬剤師会 1単位

消化管疾患の診断と治療 「40-2017-0255-101」
講師：北九州市立医療センター消化器内科部長　水谷　孝弘

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

山本巌の一貫同堂医学 「40-2017-0256-101」
講師：桜赤十字福岡病院漢方内科　木村　豪雄

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

簡易懸濁法を基礎から学ぶ実技セミナー 「40-2017-0257-101」
講師：霧島市立医師会医療センター薬剤部副薬剤部長　岸本　真

イイヅカコミュニティセンター　 申請中

「サフラン研究」他 「40-2017-0258-101」
講師：長崎国際大学薬学部教授　正山　征洋

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

潰瘍性大腸炎の薬物療法：新たな展開 「40-2017-0259-101」
講師：福岡赤十字病院消化器内科副院長　青柳　邦彦

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

今後の在宅医療における漢方の役割 「40-2017-0260-101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課課長　藏内　浩二

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

IBD（炎症性腸疾患）の最新知見と最適治療の検討 「40-2017-0261-101」
講師：独立行政法人国立病院機構・福岡東医療センター肝臓消化器内科部長　田中　宗
浩

TKPガーデンシティ博多アネックス　ウラナス 申請中

高血圧と動脈硬化 「40-2017-0262-101」
講師：あけぼの第2クリニック院長　加藤　英司

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位

後発医薬品変更調剤について 「40-2017-0263-101」
講師：沢井製薬㈱営業学術　鍛治　徹公

大木町子育て交流センター2F　会議室 1単位

睡眠障害とせん妄、転倒 「40-2017-0264-101」
講師：ＭＳＤ㈱九州エリアＣＮＳ領域スペシャリティ課　堺　英津夫

若松薬剤師会館ホール 1単位

薬剤師外来における麻薬導入患者への関わり　他 「40-2017-0265-101」
講師：JCHO九州病院薬剤部　川久保　充章　他

JCHO九州病院 申請中

退院サマリーと薬薬連携－モデル事業を通して薬剤師間の情報共有の在り方を再考す
る－　他 「40-2017-0266-101」
講師：東区薬剤師会会長　原口　恵子　他

アトル福岡ALC 1単位

脂質異常症　※TV会議 「40-2017-0267-101」
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 申請中

臨床検査値を活用した処方解析 「40-2017-0268-101」
講師：福岡徳洲会病院薬剤部副主任　秋吉　正貴

福岡徳洲会病院 申請中

心房細胞治療イノベーション生命予後改善と寝たきり防止を目指して 「40-2017-0269-
101」
講師：済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科不整脈先端治療部門最高技術顧
問　奥村　謙

飯塚医師会館 1単位

最近の禁煙サポートに関するトピックス 「40-2017-0270-101」
講師：（一社）福岡市薬剤師会副会長　東　千鶴

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

「乾癬」について新しい薬物治療法を勉強してみよう！ 「40-2017-0271-101」
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

傷寒論　厥陰病　当帰四逆湯　当帰四逆加呉茱萸生姜湯　他 「40-2017-0272-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会事務局　2階　研修室 申請中

薬剤師における多職種連携の重要性とその将来像　他 「40-2017-0273-101」
講師：㈱MKファーマシー代表取締役　桂　正俊　他

八女グリーンホテル 1単位

肥満・糖尿病における摂食と運動についての新たな理解 「40-2017-0274-101」
講師：宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野教授　中里　雅光

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 1単位

胃がんのがん化学療法について 「40-2017-0275-101」
講師：朝倉医師会病院薬剤科　林田　栄一

朝倉医師会病院2F　研修ホール 1単位
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11月24日 遠賀中間薬剤師会
（金） 村上　千春
19:30 093-281-2221

11月26日 糸島薬剤師会
（日） 細川　禎久
13:00 092-331-1177

11月28日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月28日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:50 0948-24-4426

11月29日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

11月29日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

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

11月30日 八幡薬剤師会
（木） 有吉　浩文
19:30 093-661-1166

薬局監視について 「40-2017-0276-101」
講師：福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所総務企画課企画指導係主任技師　長井
智史

遠賀中間薬剤師会館　3階ホール 申請中

健康サポート薬局と薬剤師の使命 「40-2017-0277-101」
講師：（一社）日本女性薬局経営者の会会長　堀　美智子

TKP博多駅前シティセンターホールA 1単位

最近の逆流性食道炎の話題について 「40-2017-0278-101」
講師：九州大学病院肝臓・膵臓・胆道内科　荻野　治栄

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

最新の大腸癌治療マネジメント 「40-2017-0279-101」
講師：北九州総合病院病院長　永田　直幹

のがみプレジデントホテル 申請中

うつと不眠の診療 「40-2017-0280-101」
講師：国立病院機構九州医療センター精神神経科　石川　謙介

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

薬剤師の先生方のすぐ役に立つ褥瘡の予防と治療 「40-2017-0283-101」
講師：かわのクリニック院長　河野　惠美

八幡薬剤師会 申請中

これからのセルフケアについて 「40-2017-0281-101」
講師：福岡県医薬品小売商業組合理事長　岩井　俊二

宗像ユリックス　会議室1 1単位

癌疼痛治療剤ヒドロモルフォン塩酸塩（ナルラピド錠1mg/2mg/4mg、ナルサス錠
2mg/6mg/12mg/24mg） 「40-2017-0282-101」
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


