教育研修会

第5回

OLS Web 講演会

開催日時：
会

2017 年 2 月 3 日

場 ：

2017 年 2 月 22 日（水） 19:00－20:00
全国 78 か所（別紙参照）
北海道（釧路、北見、帯広）と群馬（前橋）の会場を追加しました。

プログラム：
【講演】
「骨折予防に必要な転倒予防の知識と具体策」
医療法人社団愛友会 伊奈病院整形外科 部長 石橋 英明 先生

認定番号：

170034

研修単位：

3 単位

問合せ先

旭化成ファーマ株式会社 テリボン戦略室
亀本 裕之
E-Mail: akpweb@om.asahi-kasei.co.jp

2017年2月22日( 水)
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開催地
開催場所
北海道（室蘭） 室蘭グリーンホテル
北海道（苫小牧）グランドホテルニュー王子
北海道（恵庭） えにわステーションホテル
北海道（札幌） 旭化成ファーマ（株） 医薬札幌支店 会議室
北海道（函館） ホテルネッツ函館 1F Superior
北海道（旭川） アートホテル旭川
北海道（富良野）富良野商工会議所
北海道（釧路） 釧路ＡＮＡクラウンプラザホテル２F 「扶養の間」
北海道（北見） 北見ピアソンホテル２Ｆ「みかしわ」
北海道（帯広） とかちプラザ 3F 306号室
青森
ラ・プラス青い森
青森（八戸）
八戸パークホテル
秋田
アルヴェ 4階 洋室Ｃ
岩手（盛岡）
旭化成ファーマ（株） 盛岡営業所 会議室（１Ｆ）
山形
旭化成ファーマ（株） 山形営業所 会議室
山形（米沢）
米沢市すこやかセンター(第１会議室）
TKPガーデンシティ仙台アエル２１階カンファレンス２１E
仙台
福島
コラッセふくしま 5Ｆ 研修室B
福島（郡山）
郡山市民プラザ ビックアイ 7階 第1会議室
福島（いわき） いわきワシントンホテル椿山荘 3Ｆ サルビア
福島（会津）
会津若松アピオスペース研修室
福島（白河）
白河市立図書館 多目的ホール
東京
旭化成ファーマ（株） 医薬東京支店 会議室
横浜
旭化成ファーマ（株） 医薬横浜支店 会議室
神奈川（厚木） 厚木アーバンホテル
埼玉
旭化成ファーマ（株） 医薬埼玉支店 会議室
埼玉（春日部） 春日部市市民文化会館3F「小会議室①」
埼玉（熊谷）
ホテルガーデンパレス熊谷3F「芙蓉」
千葉
旭化成ファーマ（株） 医薬千葉支店 会議室
千葉（旭市）
黄鶴 2Ｆ宴会場
群馬
マーキュリーホテル
茨城（水戸）
水戸三の丸ホテル
茨城（つくば） オークラフロンティアホテルつくばアネックス
栃木（佐野）
ホテルサンルート佐野 2F 「平安西」
栃木（下野）
石橋商工会館 2F 北
新潟
アートホテル新潟駅前
新潟（長岡）
アオーレ長岡
新潟（上越）
センチュリーイカヤ
長野
ホテル国際21
長野（松本）
旭化成ファーマ（株） 松本営業所 会議室
長野（佐久）
佐久市佐久平交流センター
山梨（甲府）
甲府商工会議所会館４F
山梨（富士吉田）ハイランドリゾート ホテル＆スパ
名古屋
ミッドランドホール会議室B
愛知（豊橋）
豊橋商工会議所
静岡
旭化成ファーマ（株） 静岡営業所 会議室
静岡（浜松）
アクトシティ浜松研修交流センター404
静岡（三島）
旭化成ファーマ（株） 三島営業所 会議室
金沢駅前カンファレンスセンター カンファレンスルームA
金沢
富山
富山第一ホテル
福井
福井市地域交流プラザ（AOSSA)
京都
文化パルク城陽
大阪
大阪支店（中之島ダイビル）
神戸
旭化成ファーマ（株） 医薬神戸支店 会議室
岡山
メルパルク岡山
岡山（倉敷）
アパホテル倉敷駅前
広島
シティプラザすぎや
鳥取（米子）
国際ファミリープラザ
鳥取（倉吉）
倉吉未来中心
島根（出雲）
ニューウェルシティ出雲

WEB講演会会場
住所
北海道室蘭市中島町1-25-7
北海道苫小牧市表町4-3-1
北海道恵庭市黄金中央2丁目1-5
北海道札幌市中央区北2西1
北海道函館市本町26－17
北海道旭川市7条6丁目29-2
北海道富良野市本町7-10
北海道釧路市錦町3-7
北海道北見市北3条西3丁目６
北海道帯広市西5条南7丁目1番地
青森県青森市中央1丁目11-18
青森県八戸市吹上1丁目15-90
秋田県秋田市東通仲町４番１号
岩手県盛岡市盛岡駅前通り16-21
山形県山形市香澄町3－1－7朝日生命山形ビル8階
山形県米沢市西大通１丁目５-６０
宮城県仙台市青葉区中央１－３－１
福島県福島市三河南町1番20号
福島県郡山市駅前2丁目11番1号
福島県いわき市平字一丁目1番地
福島県会津若松市インター西90番地アピオスペース
福島県白河市道場小路96-5
東京都新宿区西新宿6-3-1新宿アイランドウイング11F

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー21階

神奈川県厚木市中町3-14-14
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16

大宮ノースウィング10F

埼玉県春日部市粕壁東二丁目8番61号
埼玉県熊谷市佐谷田3248
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３番地幕張テクノガーデンＤ棟４階

千葉県旭市鎌数9229‐1
群馬県前橋市大友町3-24-1
茨城県水戸市三の丸2-1-1
茨城県つくば市吾妻１－１３６４－１
栃木県佐野市朝日町702-27
栃木県下野市石橋790-17
新潟県新潟市中央区笹口1-1
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
新潟県上越市中央1-2-7
長野県長野市県町576
長野県松本市大手3-4-5 明治安田生命松本大手ビル６階
長野県佐久市佐久平駅南4-1
山梨県甲府市相生2-2-17
山梨県富士吉田市新西原5-6-1
愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア5階
愛知県豊橋市花田町字石塚42番地の1
静岡県静岡市葵区音羽町7-21 音羽ビル２F
静岡県浜松市中区板屋町１１１－１
静岡県三島市本町１－２静岡不動産三島ビル３F
石川県金沢市広岡3-1-25
富山県富山市桜木町10-10
福井県福井市手寄1-4-1
京都府城陽市寺田今堀1番地
大阪附大阪市北区中之島3丁目3-23中之島ダイビル32階
兵庫県神戸市中央区京町83番地 三宮ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ11階
岡山県岡山市北区桑田町１−１３
岡山県倉敷市阿知1-7-2
広島県呉市中央3丁目8番18号
鳥取県米子市加茂町2-180
鳥取県倉吉市駄経寺町212-5
島根県出雲市塩治有原２－１５－１

電話
0143-45-1151
0144-31-3111
0123-34-2400
011-261-5445
0138-30-2111
0166-25-8811
0167-22-3555
0154-31-4111
0157-25-1000
0155-24-4111
017-734-4371
017-843-1111
018-887-5310
019-654-0761
023-624-3762
0238-24-8181
022-714-8101
024-525-4089
024-922-5544
0246-35-3000
0242-37-2801
0248-23-3250
03-6911-3811
045-228-2255
046-222-3344
048-640-3181
048-761-5811
048-525-7777
043-351-7373
0479-63-0007
0285-53-0463
029-212-3011
029-852-1112
0283-24-5000
0285-53-0463
025-240-2111
025-39-7510
025-545-3111
026-234-1111
0263-36-5557
0267-67-7451
055-233-2241
0555-22-1000
052-527-8500
0532-53-7211
054-248-3888
053-451-1111
055-981-0035
076-231-1160
076-442-4411
0776-20-1535
0774-55-1010
06-7636-3400
078-332-0428
086-223-8111
086-426-1111
0823-22-2156
0859-31-2063
0858-23-5390
0853-23-7388

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

島根（浜田）
島根浜田ワシントンホテル
高知
高知サンライズホテル
愛媛（松山）
コムズ（松山市男女共同参画センター）会議室3
愛媛（四国中央）ホテルグランフォーレ「サザンクロスA」
香川（高松）
サンポートホール高松 62会議室
阿波おどり会館 4F 第2活動室（暫定：当月1日でないと予約不可）
徳島
福岡
都久志会館
福岡（久留米） 旭化成ファーマ（株） 久留米営業所 会議室
長崎
長崎バスターミナルホテル
佐賀
東横イン佐賀駅前１階会議室
大分
ホルトホール大分
大分（佐伯）
保健福祉総合センター和楽 3階 栄養指導室
大分（中津）
中津市教育福祉センター
宮崎
都城ロイヤルホテル４F会議室
熊本
メルパルク熊本
熊本（宇士）
宇土市民会館
鹿児島
サンプラザ天文館（2階 E-3会議）
沖縄
沖縄県医師会

島根県浜田市黒川町４１７７
高知県高知市本町２丁目２－３１
愛媛県松山市三番町6-4-20
愛媛県四国中央市三島朝日1丁目1-30
香川県高松市サンポート2-1
徳島県徳島市新町橋2丁目20番地
福岡県福岡市中央区天神4丁目8－10
福岡県久留米市通町10-4富士火災ビル4F
長崎県長崎市新地町1-14
佐賀県佐賀市駅前中央１丁目１０−３６
大分県大分市金池南1丁目5番1号
大分県佐伯市向島１丁目３番８号
大分県中津市豊田町14番地３
宮崎県都城市北原町１１０６－４８
熊本県熊本市中央区水道町14-1
熊本県宇土市新小路町１２３
鹿児島県鹿児島市東千石町２－３０
沖縄県島尻郡南風原町新川２１８−９

0855-23-7711
088-822-1281
089-943-5776
0896-23-3355
087-825-5000
088-611-1611
092-741-3335
0942-30-7100
095-821-4111
0952-23-1045
097-576-7555
0972-23-5115
0979-22-1111
0986-25-0111
096-355-6311
0964-22-0188
099-224-6639
098-888-0087

