
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
7月1日 飯塚薬剤師会
（金） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

7月5日 筑紫薬剤師会
（火） 小塚　訓靖
20:00 092-571-8116

7月5日 八幡薬剤師会
（火） 境　尚美
19:00 093-661-1166

7月6日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

7月6日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

7月6日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

7月6日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

7月8日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
19:30 092-571-8116

7月10日 北九州市薬剤師会
（日） 上原　菜穂美
11:00 093-651-2255

7月11日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

7月13日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

7月13日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

7月13日 京都薬剤師会
（水） 矢部　亮一
19:30 0930-26-5160

7月13日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

7月14日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

7月14日 門司薬剤師会

（木） 小田　桂子

19:00 093-381-5661
7月14日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月15日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

7月19日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

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

7月20日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

7月20日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月20日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

7月21日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

7月21日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

7月21日 戸畑薬剤師会

（木） 髙橋　弘之

19:15 093-882-5589

7月21日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

7月22日 田川薬剤師会

（金） 岩川　浩二

18:45 0947-42-8883

7月22日 福岡市薬剤師会

（金） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

7月24日 九州漢方研究会

（日） 戸田　昭洋

10:00 092-751-3962

7月26日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

7月26日 小倉薬剤師会

（火） 入江　利行

19:00 093-941-3518

7月27日 筑紫薬剤師会

（水） 濱口　朋広

20:00 092-571-8116

1単位

在宅で使用される医療器材～聞いて・触って学ぼう会～ 「40-2016-0129-101」
講師：ニプロ㈱メディカル営業本部福岡支店北九州営業所主任　河村　信宏

戸畑生涯学習センター 申請中

ＣＯＰＤ治療配合剤チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩（スピオルトレス
ピマット28/60吸入） 「40-2016-0128-101」
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

非小細胞肺がん治療における免疫チェックポイント阻害薬の位置付け～当院の治療経
験をふまえて～ 「40-2016-0126-101」
講師：飯塚病院呼吸器腫瘍内科部長　海老　規之

のがみプレジデントホテル 申請中

オピオイド鎮痛薬で行うがん疼痛治療 「40-2016-0127-101」
講師：塩野義製薬医薬営業第四統括部九州北支店　蛯名　勇人

朝倉薬剤師会館 1単位

明日からの爪白癬治療を考える 「40-2016-0124-101」
講師：朝倉医師会病院皮膚科医長　荒川　正崇

大木町子育て交流センター2F 1単位

耳鼻咽喉科の観点から診る酸分泌抑制薬の使い方 「40-2016-0125-101」
講師：福岡山王病院耳鼻咽喉科部長　安達　一雄

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

1単位

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

若松薬剤師会館ホール 1単位

宗像ユリックス2F 1単位

行橋商工会議所

福岡市薬剤師会館講堂

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室

直方鞍手薬剤師会館

1単位

静脈血栓症の最近の話題 「40-2016-0121-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門主任教授　福本　義弘

平成28年度の保健福祉局の組織と重点事業　他 「40-2016-0112-101」
講師：北九州市保健福祉局長　工藤　一成　他

1単位

八女商工会議所 1単位

アトピー性皮膚炎の適切な治療－外用療法を中心に－ 「40-2016-0115-101」
講師：九州大学大学院医学研究院皮膚科体表感知学講座准教授　中原　剛士

筑紫薬剤師会館 1単位

筑紫薬剤師会館 1単位

認知症の人と家族に今できること－早期診断と治療－ 「40-2016-0106-101」
講師：大分大学医学部附属病院総合内科・総合診療科診療教授　吉岩　あおい

在宅訪問薬剤師の役割と業務 「40-2016-0107-101」
講師：マイルド薬局　井上　敬介

一歩進める、抗がん薬曝露対策～医療従事者・患者家族に向けて～ 「40-2016-0109-
101」
講師：埼玉県立がんセンター薬剤部副技師長　中山　季昭

症状から見た病態生理 「40-2016-0117-101」
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

皮膚外用剤について～基剤・混合の注意点・塗り方～ 「40-2016-0110-101」
講師：マルホ㈱ファーマシー事業部　丸山　浩司

素問ハンドブック 腹中論　刺腰痛篇、風論　他 「40-2016-0113-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2Ｆ　研修室

医療安全研修会 「40-2016-0108-101」
講師：公益社団法人日本薬剤師会医療安全委員会委員　成重　賢司
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基礎からわかる透析療法 「40-2016-0104-101」
講師：産業医科大学病院腎センター教授　田村　雅仁

のがみプレジデントホテル 1単位

アクロス福岡7F　大会議室 1単位

千草ホテル 1単位

1単位

感染症関係 「40-2016-0105-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　宮﨑　元康

北九州国際会議場1F　メインホール 4単位

飯塚病院北棟4F　多目的ホール 1単位

てんかん・認知症疾患・治療薬の新しい話題 「40-2016-0122-101」
講師：第一三共㈱　三代　卓幸

柳川市立三橋町公民館 1単位

九州おむつ塾勉強会 「40-2016-0111-101」
講師：王子ネピア㈱ケアサポート事業本部大阪支店　竹村　和子

筑紫薬剤師会館 1単位

新規経口薬によるＣ型肝炎治療 「40-2016-0123-101」
講師：産業医科大学病院第3内科学　本間　雄一

進化するジェネリック医薬品の姿　他 「40-2016-0114-101」
講師：横浜市総合保健医療センター診療部　有山　良一　他

大腸がんの基礎 「40-2016-0116-101」
講師：㈱アステムがんＭＣ主任　阪下　洋之

「皮膚疾患」蕁麻疹・湿疹・アトピー性皮膚炎 「40-2016-0118-101」
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

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

抗ウイルス化学療法剤オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル（ヴィキ
ラックス配合錠） 「40-2016-0120-101」
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

1単位

地域包括ケアシステムについて 「40-2016-0119-101」
講師：帝人ファーマ㈱　森山　健治

萃香園ホテル　松林の間

糖尿病の病態、診断、治療について（糖尿病治療ガイド2016より） 「40-2016-0130-
101」
講師：㈱アトル　森本　祐子（アトルＤＩ－グループ）

㈱アトル福岡営業部　会議室 申請中

退院時共同指導から始まる在宅医療　他 「40-2016-0131-101」
講師：シマダ調剤薬局　島田　良知　他

ザ・ブリティッシュヒルズ 申請中

在宅医療における持続皮下注射の使用　他 「40-2016-0132-101」
講師：福岡市薬剤師会在宅・介護委員：井手　純司

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

『金匱要略』解説　他 「40-2016-0133-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

薬物動態～身近な医薬品情報から得られる薬物動態値の活用について～ 「40-2016-
0134-101」
講師：㈱アトル商品戦略部ＤＩグループ　長谷川　洋子

ももちパレス3F 申請中

喘息・ＣＯＰＤの最近の話題と吸入方法 「40-2016-0135-101」
講師：学校法人産業医科大学呼吸器内科学教授　矢寺　和博

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 申請中

夏場・冬場に役に立つ経口補水液－見直そう水分補給の重要ポイント－ 「40-2016-
0136-101」
講師：㈱大塚製薬工場OS-1事業部学術担当課長　利根　義人

筑紫薬剤師会館 1単位
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7月27日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

7月28日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

18:45 0944-59-7117

7月28日 八幡薬剤師会

（木） 境　尚美

19:30 093-661-1166

7月29日 若松薬剤師会

（金） 赤松　敦子

19:30 093-771-2081

7月29日 福岡地区勤務薬剤師会

（金） 澁田　憲一

19:00 092-631-5002

肺がんの基礎について 「40-2016-0137-101」
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

不整脈に対する薬物治療及び非薬物治療 「40-2016-0138-101」
講師：社会医療法人天神会新古賀病院循環器内科　折田　義也

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 1単位

前立腺癌と肥大症 「40-2016-0139-101」
講師：産業医科大学病院泌尿器科教授　藤本　直浩

八幡医師会館 申請中

当院における簡易懸濁法を用いた薬剤投与の現状～嚥下機能が低下した患者様への
服薬支援～ 「40-2016-0141-101」
講師：公立学校共済組合九州中央病院薬剤科　江嶋　祐樹

福岡大学筑紫病院3F　ガーデンホール 申請中

骨粗鬆症とは 「40-2016-0140-101」
講師：沢井製薬㈱福岡支店営業学術担当　下間　寿和

若松薬剤師会館ホール 1単位


