
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
10月4日 福岡市薬剤師会

（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月4日 筑紫薬剤師会
（火） 八尋　健
20:00 092-571-8116

10月5日 飯塚薬剤師会
（水） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

10月5日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

10月5日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

10月5日 京都薬剤師会
（水） 川上　幸治
19:00 0930-25-3900

10月6日 京都薬剤師会

（木） 矢部　亮一

19:00 0930-26-5160

10月9～10日 漢方薬局一貫堂
（日・月祝） 長岡　孝実

13:00 0930-26-2620
10月11日 八女筑後薬剤師会

（火） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

10月12日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 槇林　智子
19:00 092-771-8151

10月12日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

10月12日 田川薬剤師会
（水） 中原　学
19:00 0947-42-8883

10月13日 飯塚薬剤師会
（木） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

10月13日 門司薬剤師会
（木） 小田　桂子
19:00 093-381-5661

10月13日 遠賀中間薬剤師会
（木） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

10月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月13日 宗像薬剤師会
（木） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

10月13日 糸島薬剤師会
（木） 細川　禎久
19:00 092-331-1177

10月13日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

10月13日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

10月14日 筑紫薬剤師会
（金） 八尋　健
19:30 092-571-8116

10月14日 八幡薬剤師会
（金） 境　尚美
19:00 093-661-1166

10月14日 若松薬剤師会
（金） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

10月14日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月15日 福岡市薬剤師会
（土） 安部　伸一
15:00 092-714-4416

10月16日 八幡薬剤師会
（日） 境　尚美
8:30 093-661-1166

10月17日 福岡市薬剤師会
（月） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月17日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

10月17日 遠賀中間薬剤師会
（月） 井上　富夫
19:00 093-244-5099

10月18日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

10月18日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月18日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

10月18日 大牟田薬剤師会
（火） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

血糖降下薬の併用療法について　「40-2016-0259-101」
講師：ノバルティスファーマ㈱　矢澤　紗帆

柳川市立三橋町公民館 申請中

糖尿病と脂質異常症　「40-2016-0260-101」
講師：福岡大学医学部心臓・血管内科学教授　朔　啓二郎

ホテルニュｰガイアオームタガーデン 申請中

統合失調症関連　「40-2016-0257-101」
講師：八幡厚生病院副院長　山本　宙

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

動脈硬化性疾患リスクとしての高コレステロール血症の治療戦略　「40-2016-0258-
101」
講師：さわやま内科・総合診療クリニック院長　澤山　泰典

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

傷寒論陽明病茵 蒿湯を中心に　他　「40-2016-0255-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2Ｆ　研修室 申請中

どのように診よう、身近に増える心不全　「40-2016-0256-101」
講師：久留米大学医療センター循環器内科教授　甲斐　久史

遠賀中間医師会館 申請中

皿倉山の薬用植物を尋ねて　「40-2016-0253-101」
講師：長崎国際大学薬学部薬品資源学講座教授薬学博士　正山　征洋　他

皿倉山 申請中

最近のRA治療について　「40-2016-0254-101」
講師：特定医療法人八木厚生会八木病院リウマチセンター　原田　洋

えきマチ１丁目香椎4Ｆコミュニティルーム 申請中

ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体メポリズマブ（遺伝子組換え）（ヌーカラ皮下注用
100mg）　「40-2016-0243-101」
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

6単位

症状から見た病態生理　「40-2016-0238-101」
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

「整形外科疾患」痛み・腰痛・関節痛　「40-2016-0240-101」
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

ガンとの連関から考える糖尿病治療　他　「40-2016-0242-101」
講師：久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学教授　山岸　昌一　他

遠賀中間医師会おんが病院　2Ｆ研修室 1単位

骨粗鬆症－薬物療法を中心に－　「40-2016-0241-101」
講師：門司メディカルセンター脊椎外科部長　村井　哲平

筑後商工会議所 1単位

直方鞍手薬剤師会館 1単位

「ポリファーマシー対応のやり方・考え方」WEB講演会　「40-2016-0246-101」
講師：福岡大学病院院長補佐　神村　英利

大塚製薬㈱福岡支店7F 申請中

本草書の考証・復元に貢献した日本人　他　「40-2016-0235-101」
講師：日本薬科大学名誉学長  木村 孟淳   他

九州大学医学部 百年講堂

「ポリファーマシー対応のやり方・考え方」WEB講演会　「40-2016-0244-101」
講師：福岡大学病院院長補佐　神村　英利

心房細動への挑戦－DOACの有用性とアブレーションの進歩－　他　「40-2016-0234-
101」
講師：福岡山王病院ハートリズムセンターセンター長国際医療福祉大学大学院教授　熊
谷　浩一郎　他

てんかん治療はこう変わる－最近の抗てんかん薬を中心に－　「40-2016-0237-101」
講師：国際医療福祉大学教授福岡山王病院脳・神経機能センター　赤松　直樹

西鉄グランドホテル プレジール

糖尿病治療薬と脂肪肝・肝がん　「40-2016-0232-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門講師　川口　巧
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当院の糖尿病診療の現況　他　「40-2016-0228-101」
講師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院糖尿病・内分泌内科部長　平松　真祐　他

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

行橋商工会議所

腎機能と薬剤投与量の関係－基礎編－　「40-2016-0229-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部　松尾　宏一

筑紫薬剤師会館 1単位

倫理指針と統計解析　「40-2016-0230-101」
講師：飯塚病院臨床研究支援室・診療情報管理室　古賀　秀信

薬剤師に望む医療人としての倫理観　「40-2016-0231-101」
講師：九州大学大学院医学研究院教授　中西　洋一

在宅での栄養について　「40-2016-0233-101」
講師：認定在宅訪問管理栄養士　水島　美保

1単位

飯塚病院北棟4F　多目的ホール 1単位

1単位アクロス福岡4F　国際会議場

1単位

「ポリファーマシー対応のやり方・考え方」WEB講演会　「40-2016-0245-101」
講師：福岡大学病院院長補佐　神村　英利

胃がん総論　「40-2016-0236-101」
講師：ＮＰＯ法人よりよい地域医療を応援する会　沖濱　一樹

1単位

京都医師会館 1単位

学校環境衛生検査技術講習会～各検査項目の基準、器具、指導助言の説明　「40-
2016-0239-101」
講師：田川薬剤師会学校薬剤師委員会担当理事　中原　学

田川薬剤師会館 申請中

申請中

宗像ユリックス2F 申請中

門司生涯学習センター2F　第1、2研修室 1単位

パドドゥ・ル・コトブキ

宗像ユリックス2F

福岡市薬剤師会館講堂

申請中

プラザ寿苑

1単位

申請中

卵巣がんの治療と患者・家族への心のケア　「40-2016-0247-101」
講師：JCHO九州病院産婦人科医長　衛藤　貴子

JCHO九州病院　講堂 申請中

歯科領域における口腔ケアの必要性　「40-2016-0248-101」
講師：藤田歯科クリニック院長一般社団法人筑紫歯科医師会常務理事　藤田　和宏

筑紫薬剤師会館 1単位

吸入指導について（講義・症例提示・吸入指導実習）　は「40-2016-0249-101」
講師北九州市立八幡病院薬剤課　原田　佳作　他

北九州市立八幡病院 東棟2F 申請中

当院におけるHIV/AIDS診療　「40-2016-0252-101」
講師：産業医科大学病院感染制御部副部長　鈴木　克典

九州医療センター本館2Ｆ 申請中

循環器専門医が考える至適糖尿病治療　「40-2016-0251-101」
講師：福岡徳洲会病院循環器内科部長　山田　賢裕

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

変形性関節症の治療戦略　「40-2016-0250-101」
講師：医療法人健愛会健愛記念病院整形外科関節外科部長　田中　秀敏

若松薬剤師会館ホール
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10月19日 田川薬剤師会
（水） 岩川　浩二
19:00 0947-42-8883

10月19日 八幡薬剤師会
（水） 境　尚美
19:00 093-661-1166

10月19日 粕屋薬剤師会
（水） 東　多江子
19:30 092-939-3356

10月19日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 澁田　憲一
18:50 092-631-5002

10月19日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

10月20日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月20日 筑紫薬剤師会
（木） 小塚　訓靖
20:00 092-571-8116

10月20日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

10月21日 久留米三井薬剤師会
（金） 吉村　典子　
18:45 0942-36-7790

10月21日 福岡市薬剤師会
（金） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月21日 飯塚薬剤師会
（金） 髙武　礼子
19:00 0948-24-4426

10月21日 若松薬剤師会
（金） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

10月25日 大川三潴薬剤師会
（火） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

10月25日 飯塚薬剤師会
（火） 髙武　礼子
18:30 0948-24-4426

10月25日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月26日 戸畑薬剤師会
（水） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

10月26日 八女筑後薬剤師会
（水） 冨田　未紀
19:30 0942-54-1648

10月27日 八幡薬剤師会
（木） 境　尚美
19:30 093-661-1166

10月27日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

10月27日 朝倉薬剤師会
（木） 新留　孝一
19:15 0946-23-0917

10月27日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:45 0944-59-7117

10月28日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

高齢者の高血圧管理　「40-2016-0281-101」
講師：地方独立行政法人大牟田市立病院循環器内科部長　紫原　美和子

社会保険大牟田天領病院福祉センター2F 申請中

脳血管障害における抗血栓療法の実践～現状と問題点～　「40-2016-0282-101」
講師：社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院脳神経外科部長　金　茂成

遠賀中間薬剤師会館 申請中

CKDとその治療について　「40-2016-0279-101」
講師：公立学校共済組合九州中央病院腎臓内科部長　水政　透

九州大学大橋サテライト 申請中

在宅医療で使用される医療材料の基礎知識及び流通について　「40-2016-0280-101」
講師：東邦ホールディングス㈱地域医療連携室　野村　昌広

朝倉薬剤師会館 申請中

在宅医療に関して　「40-2016-0277-101」
講師：福岡県薬剤師会常務理事　小田　真稔

筑後商工会議所 申請中

小児難病治療の現状、在宅医療への移行と薬剤師への期待　「40-2016-0278-101」
講師：JCHO九州病院小児科・小児循環器科・新生児科診療部長周産期母子医療セン
ター副センター長　高橋　保彦

JCHO九州病院　講堂 申請中

乳がんの基礎について　「40-2016-0275-101」
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

当院における抗凝固療法とカテーテルアブレーションの現状　「40-2016-0276-101」
講師：一般財団法人平成紫川会小倉記念病院循環器内科副部長　廣島　謙一

戸畑生涯学習センター 1単位

調剤過誤研修（ヒヤリ・ハットの事例から）　他　「40-2016-0273-101」
講師：大日本住友製薬㈱保険薬局担当　北住　裕志　他

大木町子育て交流センター2F 申請中

慢性骨髄性白血病の現状と今後　「40-2016-0274-101」
講師：飯塚病院血液内科部長　油布　祐二

のがみプレジデントホテル 申請中

DI実例集～飯塚病院における医師からの問合せ事例～　「40-2016-0271-101」
講師：飯塚病院薬剤部DI室担当　神野　貴子　他

イイヅカコミュニティセンター２階展示ホール 申請中

ＥＧＦＲ変異陽性肺がん治療の実際　「40-2016-0272-101」
講師：産業医科大学若松病院呼吸器内科病棟医長　島袋　活子

若松薬剤師会館ホール 申請中

前立腺癌の薬物療法～治療薬の選び方～　「40-2016-0269-101」
講師：久留米大学病院泌尿器科外来医長　陶山　俊介

石橋文化センター共同ホール 1単位

薬局で行うハイリスク薬管理～精神神経用薬編～　「40-2016-0270-101」
講師：福岡大学病院薬剤部部長　神村　英利

電気ビル本館地下2階8号大会議室 申請中

低栄養の栄養管理と補助食品の紹介　「40-2016-0267-101」
講師：㈱明治西日本本社　中原　実紅

筑紫薬剤師会館 1単位

乾癬の病態とその治療　「40-2016-0268-101」
講師：マルホ㈱医薬情報担当者　田中　一成

朝倉薬剤師会館 申請中

薬剤師のためのこどもの「みかた」　「40-2016-0265-101」
講師：兵庫県立こども病院小児感染症科科長　笠井　正志

おりなす八女　第3研修室 申請中

抗悪性腫瘍剤ベキサロテン（タルグレチンカプセル75mg）　「40-2016-0266-101」
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

がん総論について　「40-2016-0263-101」
講師：㈱アステム　三好　英之

㈱アステム博多支店 申請中

ポリファーマシーに対する当院薬局のアプローチ　他　「40-2016-0264-101」
講師：福岡記念病院薬局　宇都　誠志　他

福岡記念病院　管理棟2F　会議室 申請中

知っておきたい漢方薬～基礎知識・服薬・副作用・最近の話題～　「40-2016-0261-
101」
講師：㈱ツムラ福岡支店学術課課長　藏内　浩二

田川薬剤師会館 1単位

薬剤師のためのこどもの「みかた」　「40-2016-0262-101」
講師：兵庫県立こども病院小児感染症科科長　笠井　正志

八幡薬剤師会館 申請中


