教育研修会

Osteoporosis Web Conference

2016 年 4 月 22 日

１

- “いつのまにか骨折” の早期発見・早期治療開催日時：

2016 年 6 月 2 日（木）

会 場 ：

下部参照

19:00－20:00

プログラム：
【講演１】
「骨粗鬆症 疾患啓発と治療の取り組み」
演者：社会医療法人札幌清田整形外科病院 病院長 片平弦一郎 先生

【講演２】
「当院における骨粗鬆症マネージャーの活動 ~骨粗鬆症治療継続率 UP を目指して~」
演者：医療法人社団かわむら整形外科

認定番号：

160051

研修単位：

3 単位

問合せ先

日本イーライリリー株式会社
緒方

芳容

E-Mail:
申込み締切：

看護師 田村 理奈 氏

JPMAIL_OMG_OLS@lists.lilly.com

5 月 30 日

(月)

●お申込の場合は、下記内容記載の上、メールにてご連絡ください。
①ご施設名 ②診療科名 ③ご氏名 ④希望会場 ⑤ご連絡先（メールアドレス、電話番号）
●申込先：JPMAIL_OMG_OLS@lists.lilly.com
●申込み締切り：5 月 30 日（月）
※会場規模により、ご参加いただけない場合がございますのでお早目にお申込みをお願い致します。
受信会場名(医療機関を除く)
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札幌国際ビル 8階 A会議室
株式会社モロオ函館支店会議室
富良野市中心街活性化センター
リンクステーションホール青森 会議室
八戸パークホテル 会議室
カシオペアメッセ・なにゃーと
アイーナいわて県民情報交流センター 602会議室
秋田拠点センターアルヴェ 4階 洋室C
大曲プラザたつみ
能代商工会議所研修室
ホテルプラザアネックス横手 会議室
米沢すこやかセンター
天童市市民文化会館 2,3学習室
山形ビッグウィング 会議室403
庄内産業振興センター マリカ東館第4研修室
住友生命仙台中央ﾋﾞﾙ（SS30）7F第3会議室
いわき市労働福祉会館 ３階中会議室２
虎丸ギャラリー 会議室C
会津若松アピオスペース研修室
コラッセ福島301小会議室
ホテル虎屋
勿来市民会館 会議室2
新潟ユニゾンプラザ
アオーレ長岡 会議室A
伊勢甚本社 中央ビル
つくば研究支援センター
佐野市文化会館・会議室206
とちぎ福祉プラザ
群馬県公社総合ビル
日本イーライリリー㈱ 関東支店会議室
ウェスタ川越
MUSE
新座市東北コミュニティセンター
狭山市市民交流センター
千葉保育センター
ウィシュトンホテルユーカリ
サンプラザ市原
南総文化センター
千葉市美浜文化ホール

会場住所
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
北海道函館市万代町２０−３
北海道富良野市朝日町2の1
青森市堤町1丁目4-1
八戸市吹上1-15-90
岩手県二戸市石切所森合６８
盛岡市盛岡駅西通1-7-1
秋田県秋田市東通仲町４番１号
秋田県大仙市大曲通町８−１５
秋田県能代市元町11-7
秋田県横手市駅前町7-7
山形県米沢市西大通１丁目５−６０
山形県天童市老野森１丁目１−１
山形県山形市平久保１００
山形県鶴岡市末広町3-1
仙台市青葉区中央4-6-1
福島県いわき市平字堂ノ前22
福島県郡山市虎丸町15－4
福島県会津若松市インター西９０
福島県福島市三河南町1番20号
福島県須賀川市宮先町41
福島県いわき市錦町上川田21
新潟市中央区上所2丁目2番2号
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
茨城県水戸市泉町2–3–2
茨城県つくば市千現2–1–6
栃木県佐野市浅沼町508-5
栃木県宇都宮市若草1－10－6

群馬県前橋市大渡町1-10-7
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 29F
埼玉県川越市新宿町1ー17ー17
埼玉県所沢市並木1ー9ー1
埼玉県新座市東北2ー28ー5
埼玉県狭山市入間川１丁目3番１号
船橋市本町3-4-3
千葉県佐倉市ユーカリが丘4ー8ー1
千葉県市原市五井中央西1丁目1番地25
千葉県館山市北条740-1
千葉市美浜区真砂５－15－２
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町田市文化交流センター 会議室 「けやき東」
AP東京八重洲通り 7階 「R会議室」
シアター1010 「講義室1」
八王子市学園都市センター 第5セミナー室
崎陽軒本店 6階貸会議室 「4号室」
アクトシティ浜松コングレスセンター21会議室
三島商工会議所
静岡国労会館
諏訪商工会館
JA松本市会館 302会議室
豊田市文化会館 会議室A
一宮市民会館 第1会議室
津島市生涯学習センター
刈谷市総合文化センター
岡崎商工会議所
穂の国とよはし芸術劇場PLAT 研修室（大）
日本イーライリリー株式会社名古屋支店
公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センター
じばさん三重 研修室４
松阪シティホテル
ワークプラザ岐阜4F中会議室403
ホテル金沢 「エメラルド」
石川県こまつ芸術劇場うらら 第3会議室
福井市地域交流プラザ 606号室
敦賀市医師会館 2階会議室
富山県高岡文化ホール第1会議室
ホテルグランミラージュ 飛翔の間
富山県民会館501号室
日本イーライリリー 大阪支店 大会議室
すばるホール
LICはびきの
中文化会館 研修室3
ホテル・アゴーラ大阪守口
プラザホテル吉翠苑
奈良ロイヤルホテル
かしはら万葉ホール
姫路市勤労市民会館 第３会議室
日本イーライリリー 本社 104会議室
シビックセンター 4階 活動室3
サンポートホール高松 66会議室
ホテルグランフォーレ
今治国際ホテル
ひめぎんホール
宇和島第一ホテル
大洲市福祉センター

会場住所
東京都町田市原町田4-1-14
東京都中央区京橋1丁目10番7号 KPP八重洲ビル
東京都足立区千住3-92 千住ミルディス1番館 10F
東京都八王子市旭町9番1号
神奈川県横浜市西区高島2-13-2
静岡県浜松市中区板屋町111-1アクトシティ浜松コングレスセンター
静岡県三島市一番町2-29 ３階会議室３０１
静岡県静岡市葵区黒金町55番地
長野県諏訪市小和田南14-7
長野県松本市深志2丁目1番1号
愛知県豊田市小坂町12-100
愛知県一宮市朝日2丁目5番1号
愛知県津島市莪原町字椋木5番地
愛知県刈谷市若松町2-104
愛知県岡崎市竜美南1ー2
愛知県豊橋市西小田原町123番地
名古屋市東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センタービル２１F
三重県四日市市安島1丁目3番18号
三重県松阪市日野町729-1
岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7
石川県金沢市堀川新町1-1
石川県小松市土居原町710番地
福井県福井市手寄1丁目4-1 AOSSA 6F
福井県敦賀市中央町2丁目16-54
富山県高岡市中川園町13－1
富山県魚津市吉島1－1－20
富山県富山市新総曲輪4－18
大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル13F
大阪府富田林市桜ケ丘町2－8
大阪府羽曳野市軽里1－1－1
大阪府堺市中区深井清水町1426番地（ソフィア・堺内）
大阪府守口市河原町10-5
京都府京丹後市峰山町杉谷943
奈良県奈良市法華寺町254－1
奈良県橿原市小房町１１－５
兵庫県姫路市中地３５４
兵庫県神戸市磯上通7-1-5
徳島県徳島市元町1丁目24番地
香川県高松市サンポート２－１
愛媛県四国中央市三島朝日町1丁目1-30
愛媛県今治市旭町2-3-4
愛媛県松山市道後町2-5-1
愛媛県宇和島市中央町1-3-9
愛媛県大洲市東大洲270-1
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サンライズホテル
グレース浜すし
新ロイヤルホテル四万十
岡山シティホテル厚生町
コートホテル倉敷
笠岡グランドホテル
津山鶴山ホテル
米子市福祉保健総合センター ふれあいの里
倉吉未来中心
庄原グランドホテル
呉市文化ホール
TKPガーデンシティ広島 エメラルド
リッチモンドホテル福山駅前
グリーンヒルホテル尾道
賀茂泉館4F泉ホール
佐伯区民文化センター
ビックハート出雲
浜田ワシントンホテルプラザ
ホテル光ヒルズ
山口県民文化ホールいわくにシンフォニア岩国
アパホテル山口防府
サンライフ萩
国際ホテル宇部
海峡メッセ国際貿易ビル
京都ホテル
ステーションホテル小倉 4F 貴船
ホテルクラウンパレス北九州
遠賀中間医師会 会議室
アクロス福岡
ももちパレス
久留米ビジネスパーク
八女市民会館 おりなす八女
大牟田文化会館
ユメニティのおがた
ホルトホール大分 会議室410号室
ニューオータニ佐賀
多久シティホテル 松屋
KITENビル コンベンションホール 小会議室2
ホテル プリムローズ 西都
長崎ブリックホール会議室
大村マリーナホテル7階会議室
アルカスSASEBO 中会議室A
ホテルグランドパレス諫早

会場住所
高知県高知市本町2-2-31
高知県南国市大そね甲1504-8
高知県四万十市中村小姓町26番地
岡山県岡山市北区厚生町3丁目1-20
岡山県倉敷市中央2丁目2－26
岡山県笠岡市五番町6－20
岡山県津山市東新町114－4
鳥取県米子市錦町1丁目139－3
鳥取県倉吉市駄経寺町212－5
広島県庄原市西本町2丁目16-5
広島県呉市中央3丁目10-1
広島県広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ2Ｆ
広島県福山市東桜町1-1
広島県尾道市東御所町9-1
広島県東広島市西条本町12－5
広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目1番10号
島根県出雲市駅南町１－５
島根県浜田市黒川町４１７７
山口県光市中央４－４－６
山口県岩国市三笠町1-1-1
山口県防府市八王子1-29-20
山口県萩市大字土原526番地
山口県宇部市島1ー7ー1
下関市豊前田町3ー3ー1
行橋市宮市町9-18
北九州市 小倉北区浅野1−1−1
北九州市八幡西区東曲里町3-1
遠賀郡水巻町下二西２丁目1-13
福岡県福岡市中央区天神1－1－1
福岡県福岡市早良区百道2－3－15
福岡県久留米市百年公園1－1
福岡県八女市本町602－1
福岡県大牟田市不知火町2－10－2
福岡県福岡県直方市山部364-4
大分県大分市金池南１丁目５−１
佐賀市与賀町1-2
佐賀県多久市北多久町小侍692-42
宮崎県宮崎市錦町1ー10 KITENビル8階
宮崎県西都市妻町3ー13
長崎市茂里町2-38
長崎県大村市西本町500－6
長崎県佐世保市三浦町2-3
長崎県諫早市宇都町3-35
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くまもと森都プラザ
ホテルしらさぎ
セレクトロイヤルホテル八代
松島総合センター「アロマ」松島総合運動公園
ホテルタイセイアネックス2号館Dホール
オロシティホール 第四会議室
薩摩川内市川内文化ホール
鶴丸会館 会議室
かのや大黒グランドホテル
ホテルサンパレス球陽舘
フェストーネ
ホテルニューセンチュリー
日航ホテル八重山

会場住所
熊本市西区春日1－14－1
熊本県玉名市岩崎７３０
熊本県八代市本町2－1－5
熊本県上天草市松島町合津4276－23
鹿児島市中央町4-32
鹿児島県鹿児島市卸本町6-12
鹿児島県薩摩川内市若松町3ー10
鹿児島県出水市上鯖渕840-3
鹿児島県鹿屋市共栄町12ー3
沖縄県那覇市久茂地2-5-1
沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1
沖縄県沖縄市胡屋2-1-43
沖縄県石垣市大川559

