
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
6月1日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

6月1日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月2日 小倉薬剤師会
（木） 山岡　光恵
19:00 093-941-3518

6月2日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月3日 京都薬剤師会
（金） 矢部　亮一
19:00 0930-26-5160

6月3日 田川薬剤師会
（金） 中原　学
19:00 0947-42-8883

6月7日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

6月7日 筑紫薬剤師会
（火） 八尋　健
20:00 092-571-8116

6月7日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月8日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

6月8日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

6月8日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

6月8日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月8日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

6月8日 八幡薬剤師会
（水） 境　尚美
19:00 093-661-1166

6月9日 門司薬剤師会

（木） 小田　桂子

19:00 093-381-5661
6月9日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月9日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

6月13日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月14日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

6月14日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:40 0948-24-4426

6月14日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

6月15日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

6月15日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

6月16日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

6月16日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

6月17日 久留米三井薬剤師会

（金） 吉村　典子

18:45 0942-36-7790

6月17日 遠賀中間薬剤師会

（金） 村上　千春

19:30 093-281-2221

6月17日 京都薬剤師会

（金） 矢部　亮一

19:00 0930-26-5160

6月20日 福岡市薬剤師会

（月） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

6月21日 柳川山門薬剤師会

（火） 大神　修一

19:30 0944-73-8085

6月21日 小倉薬剤師会

（火） 入江　利行

19:00 093-941-3518

6月21日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

門司生涯学習センター3階　第1会議室 申請中

ヒト抗ＰＣＳＫ9モノクローナル抗体製剤エボロクマブ（遺伝子組換え）（レパーサ皮下注
140mgシリンジ、レパーサ皮下注140mgペン） 「40-2016-0082-101」
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

らくらくマスター漢方～女性の悩みに・・この漢方！～ 「40-2016-0081-101」
講師：癒しの森内科クリニック院長　土師　時成

朝倉薬剤師会館 申請中

命を救う薬、命を奪う薬 「40-2016-0079-101」
講師：元衆議院議員・薬害肝炎九州訴訟原告団代表　福田　衣里子

筑紫薬剤師会館 申請中

2016年診療報酬改定について 「40-2016-0080-101」
講師：東和薬品㈱医薬政策総括部　神藤　貴義

大木町子育て交流センター2F 申請中

添付文書の理解のために～製薬企業における副作用情報の評価等と珍しい効能・効果
の解説～ 「40-2016-0077-101」
講師：日本ケミファ㈱信頼性保証統括部　千葉　昌人

のがみプレジデントホテル 申請中

健康サポート薬局をめざして～薬剤師しか売れないＯＴＣ～ 「40-2016-0078-101」
講師：福岡県医薬品小売商業組合理事長　岩井　俊二

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

八幡薬剤師会館 申請中

アクロス福岡4F　国際会議場 申請中

筑後商工会議所 1単位

宗像ユリックス2F 申請中

国立病院機構福岡病院

1単位

失明にいたる五大疾病について 「40-2016-0074-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院眼科部長　藤澤　公彦

大腸がんの基礎について 「40-2016-0065-101」
講師：㈱アステム福岡担当がんＭＣ　三好　英之

申請中

若松薬剤師会館ホール 申請中

C型慢性肝炎の最新治療 「40-2016-0068-101」
講師：社会保険直方病院　原田　林

直方鞍手薬剤師会館 申請中

発熱性好中球減少症の予防におけるＧ－ＣＳＦ 「40-2016-0072-101」
講師：ＪＣＨＯ九州病院血液・腫瘍内科医長　牟田　毅

プールに関する伝達講習　他 「40-2016-0060-101」
講師：福岡市薬剤師会常務理事　東　千鶴　他

学校環境衛生検査技術講習会（環境衛生検査1）　他 「40-2016-0062-101」
講師：学校薬剤師担当理事　中原　学

症状から見た病態生理：ＣＯＰＤ・呼吸困難 「40-2016-0070-101」
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

認知症における薬物治療について 「40-2016-0063-101」
講師：第一三共㈱九州支店北九州第一営業所主幹　松田　哲也

病歴とバイタルサイン身体診察による臨床推論 「40-2016-0066-101」
講師：総合診療医学教育研究所CEO群星沖縄臨床研修センター副センター長　德田　安
春

おりなす八女　研修室4

薬剤師のバイタルサイン採取の意義と実践研修 「40-2016-0061-101」
講師：さかい薬局グループ統括本部長　田崎　恵玲奈

行橋商工会議所 申請中

循環器領域の処方箋に強くなろう！その１虚血性心疾患 「40-2016-0064-101」
講師：福岡大学病院薬剤部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館 申請中

ポリファーマシー対応のやり方・考え方 「40-2016-0058-101」
講師：福岡大学薬学部教授・福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

安全で衛生的なプール管理について 「40-2016-0059-101」
講師：小倉薬剤師会理事　山本　陽一
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輸液適正使用のための配合変化情報の理解と院内への情報発信 「40-2016-0057-
101」
講師：信頼性保証本部輸液情報センター教育研修室室長　朝波　省吾

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

田川薬剤師会館 申請中

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

整形外科疾患と消化管障害 「40-2016-0075-101」
講師：福岡赤十字病院膠原病内科部長　井上　靖

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

高齢化社会と2型糖尿病治療 「40-2016-0076-101」
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　小野　恭裕

COPD－病態生理と薬物治療の基礎－ 「40-2016-0067-101」
講師：公立学校共済組合九州中央病院呼吸器内科部長　古藤　洋

アトピー性皮膚炎 「40-2016-0069-101」
講師：国立病院機構福岡病院皮膚科　西江　温子

病歴とバイタルサイン身体診察による臨床推論 「40-2016-0071-101」
講師：総合診療医学教育研究所ＣＥＯ　群星沖縄臨床研修センター副センター長　德田
安春

八幡薬剤師会館 申請中

抗悪性腫瘍剤－ヒト型抗ヒトＰＤ－1モノクローナル抗体ニボルマブ（遺伝子組換え）（オ
プジーボ点滴静注20mg/100mg） 「40-2016-0073-101」
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

医療機関における医薬品リスク最小化と情報活用 「40-2016-0083-101」
講師：国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部長　林　昌洋

ホテルマリターレ創世久留米　1Ｆ　ピアッツァ 1単位

学校における薬品管理、廃棄について 「40-2016-0084-101」
講師：福岡県薬剤師会常務理事　井上　嘉明

遠賀中間薬剤師会館 申請中

薬剤師のバイタルサイン採取の意義と実践研修 「40-2016-0085-101」
講師：㈱薬心堂統括本部長さかい調剤薬局　田崎　恵玲奈

京都薬剤師会事務所 申請中

最近の内視鏡検査と治療について 「40-2016-0086-101」
講師：香椎胃腸科医院院長　松坂　紀幸

えきマチ１丁目香椎4Ｆコミュニティルーム 申請中

新たな糖尿病治療薬SGLT2-阻害剤の有用性と注意すべきポイント 「40-2016-0087-
101」
講師：日本ベーリンガーインゲルハイム㈱　銕　真治

柳川市三橋町公民館 申請中

認知症サポーター養成講座 「40-2016-0088-101」
講師：㈱アトル小倉支店　鶴丸　哲也　他

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

泌尿器科外来診療における薬物療法（下部尿路疾患を中心に、病態・生理から治療ま
で） 「40-2016-0089-101」
講師：医療法人原三信病院泌尿器科部長　宮崎　薫

福岡市薬剤師会館講堂 申請中
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6月21日 若松薬剤師会

（火） 赤松　敦子

19:30 093-771-2081

6月22日 久留米三井薬剤師会

（水） 牟田　エリカ

19:15 0942-36-7790

6月22日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

6月23日 筑紫薬剤師会

（木） 八尋　健

20:00 092-571-8116

6月23日 八幡薬剤師会

（木） 境　尚美

19:30 093-661-1166

6月23日 戸畑薬剤師会

（木） 髙橋　弘之

19:15 093-882-5589

6月23日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:45 0944-59-7117

6月23日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

6月24日 遠賀中間薬剤師会

（金） 井上　富夫

19:30 093-244-5099

6月24日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一

19:00 092-714-4416

6月26日 九州漢方研究会

（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

6月28日 小倉薬剤師会

（火） 山岡　光恵

19:00 093-941-3518

6月28日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

6月30日 宗像薬剤師会

（木） 井野　博文

19:00 0940-34-4135

6月30日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:50 0944-59-7117

ジェネリック原薬業界について 「40-2015-0393-101」
講師：㈱陽進堂学術担当　山本　敏雄

若松薬剤師会館ホール 申請中

糖尿病治療薬の使い分けと今後の展望～多職種連携を踏まえて～ 「40-2016-0090-
101」
講師：医療法人社団シマダ嶋田病院内科部長　赤司　朋之

萃香園ホテル　松林の間 1単位

Ｃ型肝炎と肝臓がん治療について 「40-2016-0091-101」
講師：㈱アステム　三好　英之

㈱アステム西福岡支店　2階会議室 申請中

災害時での役割 「40-2016-0092-101」
講師：自衛隊福岡病院衛生資材部長　江島　正美

筑紫薬剤師会館 申請中

薬剤師のための法的知識の基礎 「40-2016-0093-101」
講師：日本薬剤師会医療安全・ＤＥＭ委員会委員　赤羽根　秀宜

黒崎ひびしんホール 申請中

がん総論～薬物療法を中心に～ 「40-2016-0094-101」
講師：㈱アステムがんＭＣ課北九州担当　阪下　洋之

戸畑生涯学習センター 申請中

フットケア～糖尿病性足病変とその周辺知識とトピックス～ 「40-2016-0095-101」
講師：地方独立行政法人大牟田市立病院形成外科部長　春日　麗

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 申請中

らくらくマスター漢方～女性の悩みに・・この漢方！～ 「40-2016-0096-101」
講師：癒しの森内科クリニック院長　土師　時成

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

（栄養）輸液の基礎 「40-2016-0097-101」
講師：産業医科大学病院薬剤部科長ＮＳＴ専門療法士　川道　直子

遠賀中間薬剤師会館 申請中

大学病院における糖尿病患者への服薬指導　他 「40-2016-0098-101」
講師：福岡大学病院薬剤部　井上　亜紗美　他

福岡大学病院　臨床小講堂 申請中

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2016-0099-101」
講師：平成病院和漢診療科　甄　立学　他

博多バスターミナル9F　14ホール 4単位

機能性表示食品制度について 「40-2016-0100-101」
講師：㈱大塚製薬工場ＯＳ－1事業部営業部福岡支店北九州・筑豊・大分担当　喜田　純
也

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

日常みられる知覚神経節のヘルペスウイルス疾患の治療～覚えておきたい対応につい
て～ 「40-2016-0101-101」
講師：マルホ㈱ファーマシー事業部　丸山　浩司

ももちパレス3F 申請中

患者のための薬局ビジョンの推進と地域薬剤師会に期待する役割 「40-2016-0102-
101」
講師：福岡県保健医療介護部薬務課技術主査　久良木　亜由子

宗像ユリックス2F 申請中

脊椎関節炎と関節リウマチ～病態・診断・治療の違いを考える～ 「40-2016-0103-101」
講師：社会医療法人泉和会千代田病院リウマチ科・整形外科部長　首藤　敏秀

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 申請中


