
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
12月1日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

12月3日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
10:00 092-271-3791

12月4日 小倉薬剤師会
（月） 森　康弘
19:00 093-941-3518

12月4日 京都薬剤師会
（月） 杉山　信博
19:00 0930-25-3900

12月5日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

12月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

12月6日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

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

12月7日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

12月9日 福岡県薬剤師会
（土） 宮谷　英記
15:00 092-271-3791

12月10日 宗像薬剤師会
（日） 井野　博文
9:30 0940-34-4135

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

12月13日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

12月13日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

12月13日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:40 092-939-3356

12月13日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

12月13日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

12月13日 八幡薬剤師会
（水） 有吉　浩文
19:30 093-661-1166

12月13日 小倉薬剤師会
（水） 入江　利行
19:00 093-941-3518

12月14日 久留米三井薬剤師会
（木） 吉村　典子
18:50 0942-36-7790

12月14日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

12月15日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

12月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

12月18日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

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

12月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

12月20日 久留米三井薬剤師会
（水） 牟田　エリカ
19:15 0942-36-7790

12月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

12月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:15 092-714-4416

12月21日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

12月22日 田川薬剤師会
（金） 赤木　哲也
19:00 0947-42-8883

集合研修一覧表〈2017/11/30現在〉

医師と薬剤師が協働して、地域で取り組むポリファーマシー対策　他 「40-2017-0286-
101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院　末松　文博　他

小倉医師会介護サービス総合センター2階 1単位

心房細動のトータルマネジケア 「40-2017-0287-101」
講師：小倉記念病院循環器内科部長　廣島　謙一

京都医師会館 1単位

スポーツファーマシスト基礎講座　他 「40-2017-0284-101」
講師：福岡県薬剤師会薬事情報センター室長　神　雅子　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

サプリメント・健康食品の適正使用に向けた現状と課題　他 「40-2017-0285-101」
講師：健康科学大学客員教授　ＤＨＣ研究顧問　医師　蒲原　聖可　他

アクロス福岡　7F　大会議室 2単位

アトピー性皮膚炎治療のポイント 「40-2017-0288-101」
講師：国家公務員共済組合浜の町病院皮膚科部長　竹内　聡

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

検査値の見方と薬物動態の基本－腎排泄型薬剤カペシタビンを例にして－
「40-2017-0289-101」
講師：福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

炎症性腸疾患に対する最新の薬物療法　他 「40-2017-0290-101」
講師：九州大学病態機能内科学講師　江崎　幹宏　他

エルガーラホール7F　中ホール 1単位

抗ヘルペスウイルス剤アメナメビル（アメナリーフ錠200mg） 「40-2017-0291-101」
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

薬剤師が院内で抗菌薬適正使用を推進する秘訣 「40-2017-0292-101」
講師：産業医科大学感染管理部助教　鈴木　克典

のがみプレジデントホテル 1単位

学校薬剤師関連最近の話題　他 「40-2017-0293-101」
講師：（公社）福岡県薬剤師会常務理事　宮谷　英記　他

福岡県薬剤師会館　4階　講堂 申請中

在宅医療の基礎講座＆患者さんが主語の計画書作成ワークショップ
「40-2017-0294-101」
講師：医療法人つくし会南国病院薬剤部　川添　哲嗣

宗像地域医療センター　3Ｆ　講堂 2単位

頻用生薬人参について   他 「40-2017-0295-101」
講師：長崎国際大学教授　正山 征洋

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

高尿酸血症について 「40-2017-0296-101」
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

症状から見た病態生理：口渇・糖尿病 「40-2017-0297-101」
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

皮膚外用薬について－基剤、混合の注意点、塗り方－ 「40-2017-0298-101」
講師：マルホ㈱ファーマシー事業部　丸山　浩司

アステム福岡営業部博多支店　大会議室 申請中

1300万人の腎臓病－リンと老化－ 「40-2017-0299-101」
講師：医療法人至誠会島松内科医院院長　島松　和正

筑紫薬剤師会館 1単位

点眼剤の製剤設計－BACの功罪と製剤設計から見るジェネリック医薬品の選択及び患
者指導－ 「40-2017-0300-101」
講師：㈱日本点眼薬研究所営業企画部学術課　早川　和美

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位

大腸癌科学療法レジメンの実際 「40-2017-0301-101」
講師：産業医科大学病院薬剤部副部長　篠原　義剛

八幡薬剤師会 1単位

パーキンソン病（神経疾患）のリハビリテーションを中心に 「40-2017-0302-101」
講師：音成神経内科・内科クリニック　音成　龍司

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

がんを中心とした緩和ケア－薬剤師さんに知っていて欲しい！基礎編－
「40-2017-0303-101」
講師：久留米大学医学部麻酔学教室助教　佐野　智美

久留米シティプラザ　5F　大会議室 1単位

糖尿病治療におけるアドヒアランスの重要性 「40-2017-0304-101」
講師：国家公務員共済組合連合会新小倉病院糖尿病センターセンター長　藤本　良士

門司生涯学習センター3F　第1会議室 1単位

薬局薬剤師でもできる緩和ケア－患者さんの為に－ 「40-2017-0305-101」
講師：（一社）全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J－ＨＯＰ）九州・沖縄ブロック長　千代
延　誠治

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

COPDの病態と薬物療法 「40-2017-0306-101」
講師：久留米大学医学部呼吸器・神経・膠原病内科（第一内科）教授　川山　智隆

久留米ビジネスプラザ　1F　大ホール 1単位

方剤の詳しい使い方　葛根湯　他 「40-2017-0307-101」
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

乳がん薬物治療の変遷と最近の話題 「40-2017-0308-101」
講師：九州大学病院第一外科　久保　真

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

1単位

地域医療連携を目指した保険薬局の役割について 「40-2017-0313-101」
講師：九州東邦㈱営業本部地域連携担当　狭間　英樹

消毒剤と感染症対策 「40-2017-0309-101」
講師：健栄製薬㈱　常徳　舞

柳川市三橋町公民館 1単位

基剤から考える保湿剤との混合 「40-2017-0310-101」
講師：杏雲堂病院診療技術部診療技術部長兼薬剤科薬剤科長　大谷　道輝

ホテルマリターレ創世久留米　「日月の間」 1単位

朝倉薬剤師会館２F 1単位

保険薬局を拠点とした医療材料の流通の仕組について 「40-2017-0311-101」
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 1単位

統合失調症の診断と治療－各種治療薬の特徴－ 「40-2017-0314-101」
講師：Meiji Seika　ファルマ㈱中枢神経領域担当　中野　洋輔

田川薬剤師会館 申請中

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤バリシチニブ（オルミエント錠2mg／4mg）
「40-2017-0312-101」
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


