
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
9月1日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月3日 宗像薬剤師会
（土） 井野　博文
15:00 0940-34-4135

9月5日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月6日 若松薬剤師会
（火） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

9月6日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

9月7日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

9月7日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

9月7日 筑紫薬剤師会
（水） 八尋　健
20:00 092-571-8116

9月7日 京都薬剤師会
（水） 川上　幸治
19:00 0930-25-3900

9月8日 久留米三井薬剤師会
（木） 吉村　典子　
19:00 0942-36-7790

9月8日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

9月8日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

9月8日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月8日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

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

9月10日 八幡薬剤師会
（土） 境　尚美
14:30 093-661-1166

9月10日 直方鞍手薬剤師会
（土） 岸高　正英
14:00 0949-29-7055

9月11日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

9月11日 粕屋薬剤師会
（日） 東　多江子
13:00 092-939-3356

9月12日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

9月13日 八女筑後薬剤師会
（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

9月13日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月14日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

9月14日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

9月14日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

9月14日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

9月15日 宗像薬剤師会
（木） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

9月15日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月15日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

9月15日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

9月15日 田川薬剤師会
（木） 岩川　浩二
18:50 0947-42-8883

9月15日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

9月16日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子
18:45 0942-36-7790

9月16日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

田川市民会館 申請中

医療安全講習会　「40-2016-0205-101」
講師：（一社）朝倉薬剤師会生涯学習委員会フラワー薬局杷木店　樋口　祥隆

朝倉薬剤師会館 申請中

アレルギー疾患～アレルギーの病態、治療について～　「40-2016-0208-101」
講師：㈱アトルＤＩ-グループ　小南　章子

㈱アトル本社大会議室他 申請中

アレルギー疾患～アレルギーの病態、治療について～　「40-2016-0206-101」
講師：㈱アトルＤＩ-グループ　小南　章子

㈱アトル前原支店会議室 申請中

精神疾患と不眠　「40-2016-0207-101」
講師：見立病院副院長　梅野　一男

在宅医療が果たす役割について　「40-2016-0203-101」
講師：にのさかクリニック院長　ニノ坂　保喜

宗像医師会館　講堂 1単位

抗てんかん剤ペランパネル水和物（フィコンパ錠2mg/4mg）　「40-2016-0204-101」
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

フィジカルアセスメントモデルで技術を学ぶ　「40-2016-0193-101」
講師：直方鞍手薬剤師会理事　宮坂　圭三

申請中

病なかばなのに、医師から治療中止を宣告された患者さんと家族へのアドバイス　他
「40-2016-0192-101」
講師：医療法人社団パリアン理事長・クリニック川越院長　川越　厚

うっ血に対するアプローチと治療　「40-2016-0202-101」
講師：日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科部長　佐藤　直樹

九州医療センター外来棟3Ｆ 申請中

申請中

「呼吸器疾患」感冒・咳嗽・喘息　「40-2016-0187-101」
講師：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科　井上　博喜

抗精神病剤アセナピンマレイン酸塩（シクレスト舌下錠5mg/10mg）　「40-2016-0189-
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

在宅医療現場において薬剤師に求めるもの　他　「40-2016-0191-101」
講師：公益社団法人福岡県介護支援専門員協会常任理事　財部　三枝子

イイヅカコミュニティセンター301・302号室 申請中

地域包括ケアシステムについて　「40-2016-0178-101」
講師：福岡県立大看護学部教授　尾形　由起子

行橋商工会議所 申請中

若松薬剤師会館ホール 1単位

かかりつけ薬剤師になるための服薬ケア　コミュニケーションスキルについて　「40-2016-
0195-101」
講師：服薬ケア研究所　岡村　祐聡

TKP博多駅前シティセンター 申請中

総合診療医がみる高血圧症　「40-2016-0184-101」
講師：九州大学病院総合診療科助教　志水　元洋

筑紫薬剤師会館

おなかの漢方　「40-2016-0190-101」
講師：飯塚病院予防医学センター長漢方診療科診療部長　矢野　博美

妊娠・授乳期乳癌の薬物治療について　「40-2016-0183-101」
講師：九州大学大学院臨床・腫瘍外科講師　久保　真

進行再発大腸癌における新規経口抗がん剤を用いた治療戦略とマネジメント　「40-
2016-0186-101」
講師：久留米大学病院腫瘍センター教授　緒方　裕

ハイネスホテル久留米5階　千歳の間

最適な高齢者糖尿病治療について考える　「40-2016-0181-101」
講師：北九州市立医療センター糖尿病内科主任部長　佐藤　直市
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糖尿病薬物療法の整理術　「40-2016-0177-101」
講師：九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科助教　前田　泰孝

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

直方鞍手薬剤師会館

1単位

宗像ユリックス2F 1単位

肺がんの治療　「40-2016-0179-101」
講師：国立病院機構福岡病院外科医長　上田　仁

てんかん治療とビムパット（ラコサミド）について　他　「40-2016-0180-101」
講師：第一三共㈱北九州第二営業所　松田　哲也　他

フィジカルアセスメント総論　「40-2016-0182-101」
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

1単位

国立病院機構福岡病院 1単位

申請中

1単位

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室

1単位

『金匱要略』解説　他　「40-2016-0194-101」
講師：こころころころクリニック　山田　宗良　他

ケアマネの現状と訪問薬剤師に求めること～ケアマネ提案型在宅訪問薬剤師管理指導
の実現に向けて～　「40-2016-0185-101」
講師：行橋市介護支援専門員連絡協議会会長　稲富　武志

1単位

天神イムズ９階　イムズホール 1単位

糖尿病治療UptoDate　「40-2016-0188-101」
講師：北九州市立医療センター糖尿病内科主任部長　佐藤　直市

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室

服薬アドヒアランスの向上を目指した糖尿病治療　「40-2016-0198-101」
講師：済生会福岡総合病院副院長　関口　直孝

4単位

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

八幡薬剤師会館 申請中

福岡市薬剤師会館講堂

直方鞍手薬剤師会館

九州国際大学ＫＩＵホール

博多バスターミナル9F　ホール

傷寒論陽明病猪苓湯を中心に　他　「40-2016-0196-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2Ｆ　研修室 1単位

地域で支えるがん治療を目指して～薬剤師の関わり～　「40-2016-0197-101」
講師：公立八女総合病院薬剤科主任がん薬物療法認定薬剤師　岩永　陽子

八女商工会議所 1単位

申請中

統合失調症の薬物療法について　「40-2016-0200-101」
講師：西江こころのクリニック院長　西江　雅彦

筑紫薬剤師会館 1単位

気管支喘息診療と最近の話題～吸入指導の重要性を含めて～　「40-2016-0199-101」
講師：独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター呼吸器内科部長　髙田　昇平

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

外科医から見た漢方服薬の実際、漢方の最近のエビデンス　「40-2016-0209-101」
講師：久留米大学医学部外科学講座小児外科部門主任教授　八木　実

萃香園ホテル　鶴の間 1単位

はじめよう在宅医療　は「40-2016-0210-101」
講師：Infield Group代表取締役薬剤師薬学博士　内野　祥宏

ももちパレス3F 申請中

症状から見た病態生理：頭痛　「40-2016-0201-101」
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
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9月20日 柳川山門薬剤師会

（火） 大神　修一

19:30 0944-73-8085

9月20日 筑紫薬剤師会

（火） 八尋　健

20:00 092-571-8116

9月20日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

9月21日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:00 092-714-4416

9月21日 若松薬剤師会

（水） 赤松　敦子

19:30 093-771-2081

9月21日 大川三潴薬剤師会

（水） 坂本　泰敏

19:15 0942-65-0618

9月24日 直方鞍手薬剤師会

（土） 岸高　正英

14:00 0949-29-7055

9月27日 福岡地区勤務薬剤師会

（火） 澁田　憲一

19:00 092-631-5002

9月27日 糸島薬剤師会

（火） 細川　禎久

19:30 092-331-1177

9月28日 久留米三井薬剤師会

（水） 牟田　エリカ

19:15 0942-36-7790

9月28日 福岡市薬剤師会

（水） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

9月28日 戸畑薬剤師会

（水） 髙橋　弘之

19:15 093-882-5589

9月29日 八幡薬剤師会

（木） 境　尚美

19:30 093-661-1166

9月29日 福岡市薬剤師会

（木） 安部　伸一

19:30 092-714-4416

9月29日 大牟田薬剤師会

（木） 橋本  和樹

19:00 0944-59-7117

9月30日 大牟田薬剤師会

（金） 橋本  和樹

19:00 0944-59-7117

アルコール関連問題における保健所の取組み～かかりつけ薬剤師の皆様に期待するこ
と～　「40-2016-0211-101」
講師：南筑後保健福祉事務所健康増進課精神保健係保健師　楢木　慧　他

柳川市立三橋町公民館 1単位

循環器薬シリーズpart2　「40-2016-0212-101」
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 1単位

血液がんに対するチーム医療の重要性　「40-2016-0213-101」
講師：医療法人原三信病院血液内科部長　上村　智彦

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

薬剤師だから出来るＣＫＤ対策～（つながる＜ひろがる）∞薬剤師力～　「40-2016-
0214-101」
講師：済生会熊本病院薬剤部　柴田　啓智

福岡朝日ビルB1F 申請中

健康サポート薬局制度および薬事監視について　「40-2016-0215-101」
講師：医務薬務課薬務係長　真崎　政也

若松薬剤師会館ホール 申請中

不整脈の薬物治療について　「40-2016-0216-101」
講師：トーアエイヨー㈱営業一課　中村　淳

大木町子育て交流センター2F 申請中

フィジカルアセスメントモデルで技術を学ぶ　「40-2016-0217-101」
講師：直方鞍手薬剤師会理事　宮坂　圭三

直方鞍手薬剤師会館 申請中

在宅患者におけるポリファーマシー対応について　他　「40-2016-0218-101」
講師：宗像薬剤師会会営宗像東薬局　馬場　渉　他

なみきスクエア 申請中

残暑の体調不良と漢方＆芍薬甘草湯（特徴解説）　「40-2016-0219-101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課　藏内　浩二

伊都文化会館　視聴覚室 申請中

さっくり学ぶ経口栄養困難時の栄養管理と服薬支援ツールとしての簡易懸濁法　「40-
2016-0220-101」
講師：鹿児島県霧島市立医師会医療センター薬剤部調剤室長　岸本　真

久留米シティプラザ大会議室 1単位

こどもに薬を飲ませるということ　「40-2016-0221-101」
講師：地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院総合診療科科長　古野
憲司

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

糖尿病診療におけるWeeklyDPP-4阻害薬の位置づけ　「40-2016-0222-101」
講師：医療法人いのくち内科クリニック院長　井口　信夫

戸畑生涯学習センター 申請中

ＨＩＶ感染症/ＡＩＤＳの診断と治療とトピックス　「40-2016-0223-101」
講師：産業医科大学病院第1内科学講座助教産業医科大学病院臨床試験推進センター
副センター長　齋藤　和義

八幡薬剤師会館 申請中

胃がんの治療について　「40-2016-0224-101」
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

かかりつけ薬剤師活動支援の研修会　「40-2016-0225-101」
講師：市民薬局　近藤　崇之　他

大牟田文化会館3F 申請中

1型糖尿病の病態と糖質に着目した血糖管理　「40-2016-0226-101」
講師：新古賀病院副院長・糖尿病センター長　川﨑　英二

社会保険大牟田天領病院福祉センター3F 申請中


