
 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に係る 

研修会出席の際の注意事項 
 

 

新型コロナウイルス対策本部 

学術研修委員会 

 

福岡市薬剤師会の学術研修会につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を

講じ開催しておりますが、当面の間は福岡市薬剤師会の会員限定（Ａ会員・Ｂ会員・

市薬研修メンバー）の事前申し込み制（人数制限あり）で開催させていただきます。非会員の

方はご参加いただけません。 

緊急事態宣言や感染状況によっては、開催中止・延期になる可能性もあります

ので情報配信にご注意ください。 

 

◇研修会へ出席の際は、以下の注意事項を必ず確認の上ご出席ください。 

 会館入り口にて検温をさせていただき、37.5度以上の場合は参加をご遠慮いただく場合がご

ざいます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

◆ かぜ症状（発熱、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、たん）が 

ある場合、体調に不安がある場合は出席をご遠慮ください。 

◆ 出席される時は、必ず「マスク」を着用してください。 

 ◆ 間隔を空けてご着席いただくため、「使用不可」としている席もございます。 

確認の上ご着席ください。 

◆ こまめに手洗いを実施していただき、咳やくしゃみが出るときは咳エチケット 

を心がけていただきますようお願いいたします。 

◆ 感染が疑わしい者との濃厚接触がある場合は出席をご遠慮ください。 

◆ 終了後は速やかにご帰宅ください。 

 



２０２１年１０月 市薬研修案内 
会 員 各 位                                  一般社団法人福岡市薬剤師会 

下記のとおり、研修会を開催いたします。 

◇開 催 場 所       ： 

福岡市薬剤師会館 4Ｆ講堂 福岡市中央区今泉 1-1-1 TEL：（092）714-4416 

開催日 研修会名 演 題 ・ 講 師 な ど           

10月 1日 

（金) 

19時 30分 

健康応援薬局 

研修会 
～第 2 弾～ 

《薬局委員会》 

【特別講演】 

演 題：「これからの薬局の在り方」 

講 師：公益社団法人福岡県薬剤師会 会長 原口 亨 先生 
※事前申込み制となります。申込み詳細については個別のご案内状を配信済

みですので、そちらをご確認ください。 

10月 5日 

（火) 

19時 00分 

 

第 79回 Primary 
Health Care 

《学術・研修委員会》 
 
※開始時間にご注意
ください。 

演 題：「消化器疾患と腸内細菌」 

講 師：福岡大学医学部 消化器内科学講座 

主任教授 平井 郁仁 先生 

【要旨】腸内細菌叢は、各種の環境により変化する動的な「臓器」と言われ

ている。そのバランス異常すなわち dysbiosis は様々な全身の疾患や異常に

関与している。最近では、特定の腸内細菌の増加や減少が疾患の発症や憎悪

に関わっていることがわかってきた。したがって、腸内細菌叢をターゲット

とした治療、例えば糞便移植、プロバイオティクス、プレバイオティクスな

ども行われるようになってきている。講演では、腸内細菌が関わる消化器疾

患を中心にその診断と治療について概説する。さらに、腸内細菌に関する当

教室での研究成果や今後の展望について紹介したい。 
※事前申込み制となります。申込み詳細については個別のご案内状を配信済

みですので、そちらをご確認ください。 

10月 14日 

(木) 

19時 30分 

東大・薬剤師会 

育 薬 セ ミ ナ ー         
《学術・研修委員会》 

テーマ：HIF-PH 阻害薬（腎性貧血治療薬） エナロデュスタット 

製品名：エナロイ錠 2 mg/4 mg（日本たばこ産業／鳥居薬品） 
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 先生 
◇PS項目：1-1-1／1-2-1・2／1-3-1～4／2-1-4・6・22・24・26・29・30 

2-2-32～35・120～123・127～136・140～153 
2-3-1・3～5・18・31～38／4-1-1～5 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 15日 

（金) 

19時 30分 

「災害派遣薬剤師」
育成研修会① 

《職能対策委員会》 

演 題：「災害研修の意義」～災害時に必要な薬剤師活動～ 

講 師：福岡大学薬学部 教授 江川 孝 先生 

（災害医療コーディネーター） 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 19日 

（火) 

19時 30分 

漢方研修会 
《学術・研修委員会》 

【特別講演】 

演 題：「深遠な漢方の世界をのぞいてみませんか！Ⅴ」 

講 師：九州大学大学院薬学研究院  臨床育薬学分野・准教授                                          

臨床薬学教育センター・センター長 島添 隆雄 先生 

◇PS項目：2-2-117・118／2-3-28／2-3-30 
※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 21日 

（木) 

19時 30分 

「災害派遣薬剤師」
育成研修会② 

《職能対策委員会》 

演 題：「災害医療の共通言語」～ＣＳＣＡ/ＴＴＴ～ 

講 師：福岡大学薬学部 教授 江川 孝 先生 

（災害医療コーディネーター） 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

   
２枚目に続く 



   

10月 26日 

（火) 

19時 30分 

第 80回 Primary 
Health Care 

～ガイドライン 
 深堀シリーズ～ 

《学術・研修委員会》 

演 題：「糖尿病治療 UP TO DATE～最新のガイドラインを踏まえて～」

～最新の糖尿病治療‐高齢者医療を中心に～ 

講 師：ウェルネス天神クリニック センター長 橋本 俊彦 先生 
※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 27日 

（水) 

19時 30分 

健康応援薬局 

研修会 
～第3弾～ 

お口の健康推進研修会 
《学術・研修委員会》 

【特別講演】 

講演①：「オーラルフレイルと口腔機能低下症の診断と治療」 

講 師：福岡歯科大学訪問歯科センター 教授 森田 浩光 先生 

講演②：「全世代に渡る１年に１回の歯科健診の重要性」 

講 師：福岡市歯科医師会 専務理事 吉兼 透 先生 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 28日 

(木) 

19時 30分 

東大・薬剤師会 

育 薬 セ ミ ナ ー         
《学術・研修委員会》 

テーマ：ウイルスワクチン類  

コロナウイルス修飾ウリジン RNAワクチン（SARS-CoV-2） 

製品名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業） 
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 先生 
◇PS項目：1-1-1／1-2-1・2／1-3-1～4／ 

2-1-4・6・22・24・26・29・30・38・39・43・44 
2-2-99・120～123・127～136・140～153 
2-3-1・3～5・26・31～38／4-1-1～5 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

10月 29日 

（金) 

19時 30分 

「災害派遣薬剤師」
育成研修会③ 

《職能対策委員会》 

演 題：「災害時の薬事関連法規・通知」 

～福岡大学病院ＤＭＡＴ活動報告～ 

講 師：福岡大学薬学部 教授 江川 孝 先生 

（災害医療コーディネーター） 

※事前申込み制となります。申込みについては追ってご案内いたします。 

 
◆取得研修単位       ：1単位  ※育薬セミナーシールのみ 1.25単位 
・県薬研修カードをお持ちの方は、必ずご持参下さい。お持ちでない方は、薬剤師免許番号が記載 
されたもの（薬剤師免許証の写し・研修センター認定薬剤師証・HPKIカード・福岡県薬ホームペ 
ージから作成したＱＲコード等）をご持参ください。 

・薬剤師免許番号が確認できない場合は、単位の取得ができませんのでご注意ください。 
・研修会の開始時刻より 20 分を過ぎて受付された場合は、受講はいただけますが研修単位の対象と 
はなりませんのでご了承ください。 

・研修単位は、申請状況によっては単位が認められない場合もございます。 
・福岡市薬剤師会で開催される研修会・説明会等の運営は、保険薬局会費により運営しております。 
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