教育研修会

2017 年 5 月 19 日

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

2017 年 6 月 6 日（火）

会

別紙参照

場 ：

19:00－20:10

35 会場追加、2 会場減（柏崎・小千谷）となりました。
追加・削除会場は赤字で記載しました。
プログラム：
【講演 1】
「地域医療における脆弱性骨折予防の取り組み
－骨粗鬆症マネージャーの役割と活動－」
東埼玉総合病院 副病院長 / 獨協医科大学 臨床教授 浅野 聡 先生
【講演 2】
「骨粗鬆症の治療目標とそれを踏まえた治療薬剤の選択 」
医療法人財団健康院 健康院クリニック

認定番号：

170089

研修単位：

3 単位

問合せ先：

G 第一三共 Web 講演会事務局
d13k-livedesk@stream.co.jp

院長 細井 孝之

先生

会合名
開催日時
主催
問合せ先

Osteoporosis Live Symposium
2017年6月6日（火）19:00-20:10
第一三共株式会社
G 第一三共 Web講演会事務局
d13k-livedesk@stream.co.jp

都道府県名
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
青森県
青森県
宮城県
宮城県
山形県
山形県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県

受信会場名（医療機関を除く）
第一三共株式会社 旭川営業所 会議室
第一三共株式会社 札幌支店 会議室
えにわステーションホテル
平岸会館 1F 大集会室
第一三共株式会社 函館営業所 会議室
サン・ロイヤルとわだ
八戸パークホテル
芙蓉閣
第一三共株式会社 東北支店 会議室
ホテルメトロポリタン山形
米沢市すこやかセンター
ホテルリッチ＆ガーデン酒田
第一三共株式会社 福島営業所 会議室
L’AUBE ３階 オーシャン
第一三共株式会社 栃木営業所 会議室
前橋テルサ 9階 妙義の間
桐生市市民文化会館
ジョイハウス 館林

埼玉県

第一三共株式会社 埼玉支店 会議室

埼玉県

第一三共株式会社 川越営業所 会議室

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
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
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
富山県
富山県
長野県
長野県
長野県
長野県
岐阜県
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

第一三共株式会社 千葉支店 会議室
ホテルエミオン東京ベイ 1階
山崎製パン 企業年金会館 6階
クロス・ウェーブ船橋
第一三共株式会社 東京支店 会議室
お茶の水医科同窓会館 8階
第一三共株式会社 城東営業所 会議室
かつしかシンフォニーヒルズ 別館4階ﾊﾟﾝｼﾞｰ
第一三共株式会社 城南営業所 会議室
三鷹産業プラザ
第一三共株式会社 多摩営業所 会議室
町田市文化交流センター
新百合トウェンティワンホール
メロンディアあざみ野 ２F 中会議室
ユニコムプラザ相模原 AVスタジオ
第一三共株式会社 新潟営業所 会議室
イクネス新発田 １階多目的室
ホテルセンチュリーイカヤ
長岡グランドホテル
柏崎市文化会館アルフォーレ
坂戸城
小千谷グリーンパーク
第一三共株式会社 富山営業所 会議室
高岡市生涯学習センター 6階 特別会議室
第一三共株式会社 松本営業所 会議室
佐久平交流センター
第一三共株式会社 長野営業所 会議室
上田東急REIホテル
じゅうろくプラザ4階研修室１
富士商工会議所 303会議室
第一三共株式会社 三島営業所 会議室
第一三共株式会社 浜松営業所 会議室
第一三共株式会社 東海支店 会議室
東海市芸術劇場
クラシティ半田
グリーンパレス春日井 ３階「第8会議室」
尾張一宮駅前ビル 6階 小会議室
江南市民文化会館 2階 第2会議室
豊田市福祉センター
岡崎市竜美丘会館 3階 303号室

会場住所
旭川市宮下通7-3897-12 旭川第一生命ビル5階
札幌市中央区大通西8-1-8
北海道恵庭市黄金中央２−１−５
札幌市豊平区平岸2条7丁目2-5
北海道函館市梁川町5-10-8
青森県十和田市東三番町37－7
青森県八戸市吹上1丁目15-90
宮城県大崎市古川駅前大通６丁目２−８
仙台市青葉区一番町1－9－1仙台トラストタワー２４Ｆ
山形県山形市香澄町1丁目1番1号
山形県米沢市西大通１丁目５-6０
山形県酒田市若竹町1-1-1
福島県郡山市中町1-22 郡山大同生命ビル5階
茨城県土浦市川口2-11-31
栃木県宇都宮市大通り2－3－1 井門宇都宮ビル8階
群馬県前橋市千代田町２丁目５−１
群馬県桐生市織姫町2-5
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 第一三共株式会社 第一会議室
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・ﾏﾘブｲｰｽﾄ26階
千葉県浦安市日の出1-1-1
千葉県市川市市川1-3-14
千葉県船橋市本町2-9-3
東京都中央区日本橋3-14-10
東京都文京区湯島1-5-34
東京都墨田区両国2-10-8 住友不動産両国ビル13階
東京都葛飾区立石6-33-1
東京都品川区上大崎2－13－17目黒東急ビル３階
東京都三鷹市下連雀3－38－4三鷹産業プラザ
東京都八王子市横山町25-6 八王子横山町ビル２F
東京都町田市原町田4丁目1番14号
神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目２−２
神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目１−９
神奈川県相模原市南区相模大野３丁目３番２号
新潟県新潟市中央区東堀前通六番町1058-1 中央ビル 3階
新潟県新発田市諏訪町1-2-12 イクネスしばた １階 多目的室
新潟県上越市中央1-2-7
新潟県長岡市東坂之上町1-2-1
新潟県柏崎市日石町4-32
新潟県南魚沼市坂戸２９２−４
新潟県小千谷市城内４ー１−５５
富山市本町3-21損保ジャパン日本興亜ビル8階
高岡市末広町1番7号 ウィングウィング高岡内
松本市深志1-2-11 深志ビル6階
長野県佐久市佐久平駅南4-1
長野県長野市南千歳1－12－7 新正和ビル4階
長野県上田市天神4－24－1
岐阜県岐阜市橋本町１－１０－１１
静岡県富士市瓜島町８２
静岡県三島市一番町18－22 アーサーファーストビル3階
静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー13階
愛知県名古屋市中区大須4－1－65
愛知県東海市太田町下浜田137番地
愛知県半田市広小路町155番地の3
愛知県春日井市東野町字落合池1番地2
愛知県一宮市栄３丁目１−２
愛知県江南市北野町川石25番地1
愛知県豊田市錦町1丁目１－１
愛知県岡崎市東明大寺町5番地１

愛知県
愛知県
愛知県
三重県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
石川県
石川県
京都府
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
和歌山県
奈良県
奈良県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
鳥取県
鳥取県
鳥取県
島根県
島根県
島根県
島根県
島根県
岡山県
岡山県
岡山県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
山口県
山口県
山口県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
高知県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
佐賀県
長崎県
長崎県
熊本県
熊本県
熊本県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県

安城市文化センター
刈谷市総合文化センター アイリス
第一三共株式会社 豊橋営業所 会議室
MG YOKKAICHI
フェリエ南草津５階市民交流プラザ小会議室Ｂ
竜王町公民館 １F会議室
臨湖 北館「湖北勤労福祉会館」1階 <第1会議
第一三共株式会社 石川営業所 会議室
ルートイングランティア小松エアポート
第一三共株式会社 京都支店 会議室
京田辺商工会館
プラザホテル吉翠苑
第一三共株式会社 大阪支店 営業所
第一三共株式会社 堺営業所 会議室
第一三共株式会社 豊中営業所 会議室
ホテルアバローム紀の国５階「スズラン」
かしはら万葉ホール 3階会議室
第一三共株式会社 奈良営業所 営業所
加古川商工会議所 地下1階 中会議室
第一三共株式会社 姫路営業所 会議室
西宮商工会議所 別館５階G会議室
東灘区民センター ８F「会議室３」
第一三共株式会社 鳥取営業所 会議室
とりぎん文化会館
倉吉未来中心
ビックハート出雲
益田市医師会 会議室
島根浜田ワシントンホテルプラザ ２F
西部島根医療福祉センター
サンラポーむらくも ２Ｆ「興雲の間」
コートホテル倉敷
第一三共株式会社 岡山営業所 会議室
津山国際ホテル
第一三共株式会社 福山営業所 会議室
第一三共株式会社 中国支店 会議室
庄原グランドホテル
三次グランドホテル
呉阪急ホテル ５階
第一三共株式会社 山口営業所 会議室
下関市生涯学習プラザ
宇部市 宇部興産ビル301号室
柳井クルーズホテル 会議室
第一三共株式会社 徳島営業所 会議室
第一三共株式会社 四国支店 会議室
第一三共株式会社 愛媛営業所 会議室
リーガロイヤルホテル新居浜
オオズプラザホテル
第一三共株式会社 高知営業所 会議室
第一三共株式会社 九州支店 会議室
宗像ユリックス
第一三共株式会社 北九州営業所 会議室
遠賀中間医師会館
ユメニティのおがた
株式会社アステム 行橋支店
第一三共株式会社 久留米営業所 会議室
柳川山門医師会館
大牟田文化会館
第一三共株式会社 佐賀営業所 会議室
ゆめぷらっと小城 2階 会議室
第一三共株式会社 長崎営業所 会議室
アルカス佐世保
メルパルク熊本
プラザホテルアネックス
ホテルサン人吉 3階 欄の間
第一三共株式会社 大分営業所 会議室
翔薬 佐伯支店 2階 会議室
別府湾ロイヤルホテル
宇佐ホテルリバーサイド
グランプラザ中津ホテル

愛知県安城市桜町１７番１１号
愛知県刈谷市若松町2-104
愛知県豊橋市大橋通1－68 静銀ニッセイ豊橋ビル８F
三重県四日市市諏訪栄町４－１０
滋賀県草津市野路1-15-5
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口276番地1
滋賀県長浜市港町4番9号
石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8階
石川県小松市長崎町4丁目116-1
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
京田辺市田辺中央4-3-3
京都府京丹後市峰山町杉谷943
大阪府大阪市中央区道修町1-3-13
大阪府堺市堺区宿院町西1-1-3
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階
和歌山県和歌山市湊通丁北2-1-2
奈良県橿原市小房町１１−５
奈良県奈良市二条大路南1-2-33 レナ新大宮ビル6階
加古川市加古川町溝之口800
兵庫県姫路市南畝町2-53 ネオフィス姫路南3階
兵庫県西宮市櫨塚町2-20

兵庫県神戸市東灘区住吉東町５丁目１−１６

鳥取県米子市明治町125米子ワシントンビル4階
鳥取市尚徳町101-5
鳥取県倉吉市駄経寺町212-5
島根県出雲市駅南町1丁目5番地
益田市遠田町1917番地２
島根県浜田市黒川町417
島根県江津市渡津町1926
島根県松江市殿町369番地
岡山県倉敷市中央２丁目２−２６
岡山市北区駅元町１－６岡山フコク生命ビル5階
岡山県津山市山下98-2
広島県福山市昭和町2番3号福山ファインビル7階
広島県広島市中区銀山町3-1ひろしまハイビル21-12F
広島県庄原市西本町2-16-5
広島県三次市十日市南1丁目10-1
広島県呉市中央1丁目1番1号
山口県山口市小郡平成町2－3KYビル
下関市細江町3-1-1
山口県宇部市相生町8番1号
〒742-0031 山口県柳井市南町４丁目１−１
徳島県徳島市新町橋2-10-1 徳島眉山第一生命ビル7階
高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー 14F
愛媛県松山市二番町4-5-2 R-2番町ビル3階
愛媛県新居浜市前田町6番9号
愛媛県大洲市東大洲1341
高知県高知市堺町2-26-6階
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1
福岡県宗像市久原400番地
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10大同生命ビル９F
福岡県遠賀郡水巻町下二西二丁目1-33
福岡県直方市大字山部364-4
福岡県行橋市大字中津熊７５９−２１
福岡県久留米市東町38-1大同生命久留米ビル2F
福岡県柳川市三橋町蒲船津351
福岡県大牟田市不知火町2ー10ー2
佐賀県佐賀市駅前中央1-6-25 佐賀東京海上日動ビル5階
佐賀県小城市小城町253-21
長崎県長崎市出島町1番14号 出島朝日生命青木ビル６F
長崎県佐世保市三浦町2-3
熊本県熊本市水道町14-1
熊本県天草市太田町16-1
熊本県人吉市上青井町166
大分県大分市末広町1-1-18 ニッセイ大分駅前ビル15階
大分県佐伯市池船町36-4
大分県速見郡日出町平道入江1825
大分県宇佐市大字別府6番
大分県中津市東本町1-2

大分県
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

ホテルソシア（中会議室）
第一三共株式会社 宮崎営業所 会議室
ホテル中山荘
ホテルメリージュ延岡
日向第一ホテル
第一三共株式会社 鹿児島営業所 会議室
川内ホテル
ホテル大蔵
沖縄県医師会館 ２F 会議室２

大分県日田市元町１７－３
宮崎県宮崎市高千穂通1-6-38ニッセイ宮崎ビル9F
宮崎県都城市松元町3街区20号
宮崎県延岡市紺屋町1丁目4-28
宮崎県日向市本町11-5
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3階
鹿児島県薩摩川内市鳥追７－５
鹿児島県鹿屋市白崎町3－23
沖縄県南風原町字新川218-9

