教育研修会

2016 年 6 月 24 日

Osteoporosis Live Symposium（Web 講演会）
開催日時：

2016 年 7 月 12 日（火） 19:00－20:15

会

全国 137 か所（別紙参照：9 か所追加、1 か所変更。

場 ：

黄色で示しましたのでご確認ください。
）
プログラム：
【講演 1】
「骨粗鬆症リエゾンサービス
－骨粗鬆症マネージャーと骨粗鬆症学会認定医の役割－」
健愛記念病院 整形外科

副院長 池田 聡 先生

【講演 2】
「骨粗鬆症の重症度に合わせた治療戦略」
聖隷浜松病院 骨・関節外科 部長 森

認定番号：

160093

研修単位：

3 単位

問合せ先

第一三共 Osteoporosis Live Symposium 事務局
E-Mail: toda@ctime.co.jp

諭諭史 先生

会合名
開催日時
主催

Osteoporosis Live Symposium
2016年7月12日（火）19:00-20:15
第一三共株式会社

都道府県名
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

受信会場名（医療機関を除く）
第一三共株式会社 札幌支店 会議室
第一三共株式会社 札幌支店 函館営業所会議室
札幌市生涯教育センター ちえりあ 会議室
第一三共株式会社 札幌支店 旭川営業所会議室
とかちプラザ 会議室
えにわステーションホテル
まなみーる 岩見沢市民会館 多目的室１
富良野市商工会議所 会議室

青森県
青森県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
宮城県
宮城県
山形県
山形県
福島県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県

第一三共株式会社 東北支店青森営業所会議室
八戸パークホテル
第一三共株式会社 東北支店 岩手営業所会議室
久慈グランドホテル
二戸ロイヤルパレス
二戸パークホテル
大船渡プラザホテル
ベリーノホテル一関
第一三共株式会社 東北支店 会議室５
芙蓉閣
ホテルキャッスル山形
ホテルリッチ＆ガーデン酒田
会津若松ワシントンホテル
第一三共株式会社 関越支店 水戸営業所会議室
第一三共株式会社 関越支店 つくば営業所会議室
ホテルクリスタルパレス
日立シビックセンター
ローヴ（L‘AUBE）
ベル・ザ・クラス
第一三共株式会社 関越支店 栃木営業所会議室
ホテルマリアージュ仙水
桐生商工会議所406号室
前橋テルサ９階 「浅間の間」
ジョイハウス館林

会場住所
北海道札幌市大通西8丁目1番地
北海道函館市梁川町5-10-8
北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10
北海道旭川市宮下通7-3897-12
北海道帯広市西４条南１３丁目１番地
北海道恵庭市黄金中央２−１−５
北海道岩見沢市西９条４丁目１-１
富良野市本町７番１０号

埼玉県
千葉県

青森市長島2-10-3 青森フコク生命ﾋﾞﾙ７階
青森県八戸市吹上1丁目15-90
岩手県盛岡市盛岡駅西通り2-9-1マリオス17階
岩手県久慈市川崎町１０−１５
岩手県二戸市福岡字長嶺３５番地
岩手県福岡八幡下６９－１
大船渡市大船渡町茶屋前34-5
一関市山目三反田
宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1仙台トラストタワー24F
宮城県大崎市古川駅前大通6-2-8
山形県山形市十日町４－２－７
山形県酒田市若竹町１－１－１
福島県会津若松市白虎町201
水戸市城南1-4-7第５プリンスビル４階
茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル1階
茨城県ひたちなか市大平１−２２−１
茨城県日立市幸町１丁目２１−１
茨城県土浦市川口2-11-31
茨城県牛久市ひたち野西1-22
栃木県宇都宮市大通り2-3-1井門宇都宮ビル8階
栃木県佐野市奈良渕町316
群馬県桐生市錦町三丁目1番25号
群馬県前橋市千代田町二丁目５番１号
ジョイハウス館林群馬県館林市美園町15-7
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・ア
第一三共株式会社 埼玉支店 会議室
クシス・タワー33階
埼玉県川越市脇田本町15番地10三井生命川越駅前ビル3階 第一三共株式会
第一三共株式会社 埼玉支店 川越営業所会議室
社 会議室
埼玉グランドホテル深谷
埼玉県深谷市西島町1-1-13
第一三共株式会社 千葉支店 会議室
〒261-7126 千葉市美浜区中瀬2-6-1ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ26階

千葉県

ミレニアムセンター佐倉 4階 第3･4会議室

〒285-0005 佐倉市宮前3-4-1

千葉県

山崎製パン企業年金基金会館 ５階Ａ

〒272-0034 千葉県市川市市川1-3-14

千葉県

ホテルエミオン東京ベイ カンファレンスガーデンＡ

〒279-0013 千葉市浦安市日の出1-1-1

千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県

クロス・ウェーブ船橋
第一三共株式会社 東京支店 3階会議室
第一三共株式会社 東京支店 城南営業所会議室
第一三共株式会社 東京支店 城東営業所会議室
第一三共株式会社 東京支店 多摩営業所会議室
国分寺Lホール
かつしかシンフォニーヒルズ
プラザ町田 町田市文化交流センター
第一三共株式会社 横浜支店 会議室
第一三共株式会社 横浜支店 藤沢営業所会議室

〒273-0005 船橋市本町2-9-3
東京都中央区日本橋3丁目14番10号
東京都品川区上大崎2-13-17目黒東急ビル3階
東京都墨田区両国2-10-8住友不動産両国ビル13階
東京都八王子市横山町25-6 八王子横山町ビル２階
国分寺市南町3-20-3 （国分寺駅ビル8階）
東京都葛飾区立石６－３３－１
東京都町田市原町田4-1-14
横浜市西区みなとみらい４丁目６番２号みなとみらいグランドセントラルタワー３階
神奈川県藤沢市藤沢520-6 カーニープレイス藤沢4階会議室
神奈川県相模原市南区相模大野３丁目3番2号bono相模大野サウスモール ３
階
川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビルB2
新潟県新潟市中央区東堀前通6番町1058-1 4階
新潟県三条市元町2-16
新潟県柏崎市 日石町4−32
新潟県新発田市諏訪町１丁目１３−１５
新潟県上越市中央1－2－7
新潟県長岡市東坂之上町１丁目２−１
新潟県南魚沼市坂戸２９２－４
松本市深志1-2-11
長野県長野市南千歳１－１２－７ 新正和ビル４F
長野県諏訪市高島2-1200-3
長野県上田市天神１丁目８－２上田駅前ビルパレオ
長野県佐久市佐久平駅南４－１
岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11
静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー13F

埼玉県
埼玉県

神奈川県

ユニコムプラザさがみはら「ミーティングルーム４」

神奈川県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
岐阜県
静岡県

新百合トウェンティワンホール
第一三共株式会社 関越支店
越前屋ホテル
アルフォーレ柏崎
北辰館
ホテルセンチュリーイカヤ
長岡グランドホテル
坂戸城（コンベンションホール）
第一三共株式会社 関越支店
第一三共株式会社 関越支店
RAKO華乃井ホテル
ホテルサンルート上田
佐久平交流センター
じゅうろくプラザ ４階 研修室２
第一三共株式会社 東海支店

新潟営業所会議室

松本営業所会議室
長野営業所会議室

浜松営業所会議室

静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県
三重県
京都府
京都府
石川県
石川県
富山県
富山県
大阪府
大阪府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
兵庫県

第一三共株式会社 東海支店 静岡営業所7F会議室
静岡県静岡市駿河区森下町4-30 メンテックビル7階
千歳荘
静岡県伊豆の国市古奈82
熱海市医師会館
静岡県熱海市中央町1-25
ふじさんめっせ
静岡県富士市柳島189-8
第一三共株式会社 東海支店 7階第一会議室
愛知県名古屋市中区大須４－１－６５
第一三共株式会社 東海支店 豊橋営業所会議室 愛知県豊橋市大橋通1-68静銀ニッセイ豊橋ビル８Ｆ
湯元館
愛知県海部郡蟹江町学戸六丁目300番地
豊田市福祉センター
愛知県豊田市錦町１－１－１
刈谷市総合文化センター（アイリス）
愛知県刈谷市若松町2-104
クラシティ半田
愛知県半田市広小路町155番地の3
あいち健康の森 健康科学館
愛知県大府市森岡町源吾１
グリーンパレス春日井
愛知県春日井市東野町字落合池1ー2
真清田神社 参集殿
愛知県一宮市真清田１丁目２−１
江南市民文化会館
愛知県江南市北野町川石２５－１
安城市文化センター
愛知県安城市桜町１７番１１号
第一三共株式会社 東海支店 三重会議室
三重県津市東丸の内33-1津フェニックスビル4階
MG YOKKAICHI 「セミナールーム」
三重県四日市市諏訪栄町4-10 ｱﾋﾟｶﾞﾋﾞﾙ3階
第一三共株式会社 京都支店 601会議室
京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535日土地京都ビル6階
セントラーレ・ホテル京丹後
京都府京丹後市大宮町三坂105-15
第一三共株式会社 京都支店 石川営業所会議室 金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8階
小松市民センター「ホットルーム」
石川県小松市大島町丙42番地３
第一三共株式会社 京都支店 富山営業所会議室 富山県富山市本町3-21 損保ジャパン日本興亜富山ビル8階
ホテルアクア黒部 3階 小宴会場
富山県黒部市天神新353-1
第一三共株式会社 大阪支店会議室
大阪市中央区道修町1-3-13
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンター 8
第一三共株式会社 大阪支店 豊中営業所会議室
階
第一三共株式会社 大阪支店 堺営業所会議室
大阪府堺市堺区宿院町西1-1-3 堺フェニックスビル2階
阪南市立文化センター サラダホール
大阪府阪南市尾崎町35-3
第一三共株式会社 大阪支店 奈良営業所会議室 奈良市二条大路南１－２－３３ レナ新大宮ビル６階
ホテルアバローム紀の国
和歌山市湊通丁北2-1-2
第一三共株式会社 神戸支店 会議室
神戸市中央区磯上通2－2－21 三宮グランドビル11階
第一三共株式会社 神戸支店 尼崎営業所会議室 尼崎市潮江1-2-6 尼崎フロントビル7階

兵庫県
兵庫県
兵庫県
徳島県
香川県
愛媛県
愛媛県
高知県
岡山県
広島県
広島県
広島県
山口県
山口県
山口県
鳥取県
鳥取県
鳥取県
島根県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
長崎県
長崎県
大分県
大分県
熊本県
熊本県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県

第一三共株式会社 神戸支店 姫路営業所会議室 兵庫県姫路市南畝町2-53 ネオフィス姫路南3階
加古川商工会議所
加古川市加古川町溝之口800
篠山市民センター
兵庫県篠山市黒岡191-1
第一三共株式会社 四国支店 徳島営業所会議室 徳島市新町橋2丁目10番地１
第一三共株式会社 四国支店 会議室
高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワービジネススクエア14F
労金ビル（R-2番町ビル）５階
愛媛県松山市二番町4-5-2 R-2番町ビル 5F
ホテルグランフォーレ
四国中央市三島朝日1丁目1－30
第一三共株式会社 四国支店 高知営業所会議室 高知県高知市堺町２－２６
第一三共株式会社 中国支 岡山営業所会議室
岡山県岡山市北区駅元町1－6 岡山フコク生命駅前ビル5F
第一三共株式会社 中国支店 広島営業所12F会議広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 12F
東広島芸術文化ホールくらら
広島県東広島市西条栄町７－１９
第一三共株式会社 中国支店 福山営業所会議室 広島県福山市昭和町2-3 福山ファインビル7F
第一三共株式会社 中国支店 山口営業所会議室 山口県山口市小郡平成町2-3 KYビル2F
下関市生涯学習プラザ
山口県下関市細江町3-1-1
宇部興産ビル
山口県宇部市相生町8-1
第一三共株式会社 中国支店 鳥取営業所会議室 鳥取県米子市東町171 米子第一生命ビル 5F
ホテルモナーク鳥取 ４階「大山の間」
鳥取県鳥取市永楽温泉町４０３
鳥取県立倉吉未来中心
鳥取県倉吉市駄経寺町212-5
益田市医師会 会議室
島根県益田市遠田町1917番地2
第一三共株式会社 九州支店 会議室
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1
第一三共株式会社 九州支店 久留米営業所会議室福岡県久留米市東町３８－１－２F
宗像ユリックス
福岡県宗像市久原400番地
黒崎ひびしんホール
福岡県北九州市八幡西区岸の浦２丁目１-１
遠賀中間医師会
福岡県遠賀郡水巻町下二西2丁目1-33
柳川山門医師会館
福岡県柳川市三橋町蒲船津３５１
ユメニティ直方
福岡県直方市山部３６４−４
大牟田市中央地区公民館
福岡県遠賀郡水巻町下二西2丁目1-33
第一三共株式会社 九州支店 佐賀営業所会議室 佐賀県佐賀市駅前中央1-6-25佐賀東京海上日動ビル
第一三共株式会社 九州支店 長崎営業所6F会議室 長崎県長崎市出島町1-14 出島朝日生命青木ビル 7階
アルカスSASEBO 3階 大会議室C
長崎県佐世保市三浦町2-3
第一三共株式会社 九州支店 大分営業所会議室 大分県大分市末広町1-1-18 ニッセイ大分駅前ビル15階
別府湾ロイヤルホテル
大分県速見郡日出町大字平道字入江1825
メルパルク熊本3階「杵島岳」
熊本県熊本市中央区水道町１４－１
天草プラザホテル
熊本県天草市栄町４―８
第一三共株式会社 九州支店 宮崎営業所会議室 宮崎県宮崎市高千穂通１－６－３８ニッセイ宮崎ビル9階
ホテルベルフォート日向 本館2階
宮崎県日向市上町７－３
都城ロイヤルホテル
宮崎県都城市北原町1106-48
ホテルシーズン日南
宮崎県日南市園田3丁目１１－１
第一三共株式会社 九州支店 鹿児島営業所会議室鹿児島県鹿児島市西千石町17-3 太陽生命鹿児島第2ビル8階
川内ホテル
鹿児島県薩摩川内市鳥追町7-5
大黒グランドホテル
鹿児島県鹿屋市共栄町１２－３
第一三共株式会社 九州支店 沖縄営業所会議室 沖縄県那覇市泊２－１５－９ 住太郎那覇ビル８階

大阪府

【問い合わせ先】
第一三共 Osteoporosis Live symposium事務局
toda@ctime.co.jp

