教育研修会

2017 年 12 月 22 日

OLS Web 講演会

第９回
開催日時：

2018 年 1 月 26 日（金） 19:00－20:00

会 場 ：

全国 114 か所（別紙参照）
追加会場：宇治（京都）
、弘前（青森）
会場変更：恵庭（北海道）
中止会場：掛川（静岡）

プログラム：
【講演】
『 内科医の視点からみた骨粗鬆症の診断と治療』
虎の門病院
内分泌センター 部長 竹内 靖博 先生

認定番号：

180007

研修単位：

3 単位

問合せ先：

旭化成ファーマ株式会社
亀本 裕之
E-Mail: akpweb@om.asahi-kasei.co.jp
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開催地
北海道（室蘭）
北海道（苫小牧）
北海道（恵庭）
北海道（岩見沢）
北海道（函館）
北海道（札幌）
北海道（帯広）

開催場所
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ室蘭
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙﾆｭｰ王子
恵庭市民会館 1F 市民相談室
まなみｰる岩見沢市民会館･文化ｾﾝﾀｰ
函館市芸術ﾎｰﾙ
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬札幌支店会議室
とかちﾌﾟﾗｻﾞ 研修室306
釧路市生涯学習ｾﾝﾀｰ
北海道（釧路）
(まなぼっと幣舞) 学習室601
北海道（旭川）
藤田観光ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
青森
青森ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
青森（八戸）
八戸ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
青森（弘前）
ﾎﾃﾙﾆｭｰｷｬｯｽﾙ
岩手（盛岡）
盛岡駅前通ﾋﾞﾙ1階 会議室
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
宮城（仙台）
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬仙台支店第一会議室
福島
ｺﾗｯｾふくしま 4F 会議室402
福島（郡山）
郡山市民ﾌﾟﾗｻﾞ ﾋﾞｯｸｱｲ 7階 第1会議室
福島（いわき）
いわき市労働福祉会館 3F 大会議室1
福島（会津）
ｱﾋﾟｵｽﾍﾟｰｽ 2F 会議室
福島（白河）
白河市立図書館 1F 小会議室1
東京（押上）
ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ﾌﾟﾚﾐｱ東京押上 会議室｢言問｣
東京（西新宿）
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬東京支店会議室
東京（立川）
たましんRISURUﾎｰﾙ第一会議室
神奈川（横浜市青葉台） 青葉台ﾌｫｰﾗﾑ

26 神奈川（横浜市西区）

旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬横浜支店 21階会議室

27 神奈川（小田原）
28 神奈川（厚木）
29 神奈川（相模原）

小田原箱根商工会議所
厚木ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ
相模原商工会議所

30 埼玉

旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬埼玉支店会議室
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ﾎﾃﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
所沢ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
柏商工会議所会館
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬千葉支店会議室
ﾋｭｰﾏﾝﾌﾟﾗｻﾞ黄鶴
ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ木更津ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾎﾃﾙ水戸
ﾎﾃﾙﾏｰｸﾜﾝ研究学園
龍ヶ崎済生会病院
前橋さくらﾎﾃﾙ
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ佐野
ｱｰﾄﾎﾃﾙ新潟駅前
ｱｵｰﾚ長岡｢多目的室｣
上越市市民ﾌﾟﾗｻﾞ
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 松本営業所会議室
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ長野東口
佐久平交流ｾﾝﾀｰ
甲府商工会議所会館
富士吉田市民会館
JPｹﾞｰﾄﾀﾜｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 会議室A
知立商工会館
穂の国豊橋芸術劇場PLAT
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 岡崎営業所会議室
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 岐阜営業所会議室
郡上市総合文化ｾﾝﾀｰ
ｱｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ 会議室4
じばさん三重 4F 開発室
伊勢商工会議所
ｸﾘｴｰﾄ浜松 特別会議室
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 静岡営業所会議室
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 三島出張所会議室
ﾛｾﾞｼｱﾀｰ
舞鶴ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬京都支店会議室
宇治商工会議所
南草津ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ
臨湖
TKP金沢新幹線口会議室

埼玉（熊谷）
埼玉（所沢）
千葉（柏）
千葉
千葉（旭）
千葉（木更津）
茨城（水戸）
茨城（竜ケ崎）
茨城（つくば）
群馬（前橋）
栃木（佐野）
新潟
新潟（長岡）
新潟（上越）
長野（松本）
長野
長野（佐久）
山梨（甲府）
山梨（富士吉田）
愛知（名古屋）
愛知（知立）
愛知（豊橋）
愛知（岡崎）
岐阜
岐阜(郡上）
三重（津）
三重（四日市）
三重（伊勢）
静岡（浜松）
静岡
静岡（三島）
静岡（富士）
京都（舞鶴）
京都
京都（宇治）
滋賀（草津）
滋賀（長浜）
石川（金沢）

住所
室蘭市中島町2-28-6
苫小牧市表町4-3-1
恵庭市新町10
岩見沢市9条西4-1-1
函館市五稜郭町37-8
札幌市中央区北2条西1丁目1ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ10階
帯広市西4条南13丁目1番地

電話
0143-43-2333
0144-31-3111
0123-33-3171
0126-22-4233
0138-57-3521
011-261-5445
0155-22-7890

釧路市幣舞町4-28

0154-41-8181

旭川市宮下通り7丁目
青森市本町2-1-26
八戸市吹上1-15-90
弘前市上鞘師町24-1
盛岡市盛岡駅前通り16-21 盛岡駅前通ﾋﾞﾙ1階
山形市香澄町3-1-7朝日生命山形ﾋﾞﾙ8階
米沢市西大通1丁目5-60
仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ21階
福島市三河南町1番20号
郡山市駅前2丁目11番1号
いわき市平字堂ﾉ前22番地
会津若松市ｲﾝﾀｰ西90
白河市道場小路96-5
墨田区押上1丁目10-3 5F
新宿区西新宿6-3-1新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞｳｲﾝｸﾞ11F
立川市錦町3-3-20
横浜市青葉区青葉台 1-5-8
横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ21階
小田原市城内1-21
厚木市中町3-14-14
相模原市中央区中央3-12-3
さいたま市大宮区桜木町1-10-16
ｼｰﾉ大宮ﾉｰｽｳｨﾝｸﾞ10F
熊谷市佐谷田3248
所沢市東住吉3-5
柏市東上町7-18
千葉市美浜区中瀬1丁目3番地
旭市鎌数9229-1
木更津市太田2-2-1
水戸市城南2丁目2-2
つくば市研究学園5丁目13-5
龍ヶ崎市中里1丁目1-1
前橋市本町2丁目16-1
佐野市朝日町702-27
新潟市中央区笹口1-1
長岡市大手町1丁目4番地10
上越市土橋1914
松本市大手3-4-5明治安田生命松本大手ﾋﾞﾙ6階
長野市栗田995-1
佐久市佐久平駅南4-1
甲府市相生2-2-17
富士吉田市緑が丘2-5-23
名古屋市中村区名駅一丁目1番3号
知立市鳥居一丁目15番地1
豊橋市西小田原町123番地
岡崎市康生通南3-31第2ﾏﾙﾜﾋﾞﾙ6F
岐阜市福住町1-20
郡上市八幡町島谷207-1
津市羽所町700
四日市市安島1丁目3番18号
伊勢市岩渕1-7-17
浜松市中区早馬町2-1
静岡市葵区音羽町7-21音羽ﾋﾞﾙ2F
三島市本町1-2 静岡不動産三島ﾋﾞﾙ3F
富士市蓼原町1750番地
舞鶴市円満寺124
下京区堀川通綾小路下ﾙ綾堀川町293-1
宇治市宇治琵琶45番地13
草津市南草津1-1-5
長浜市港町4-9
金沢市堀川新町2-1 井門金沢ﾋﾞﾙ

0166-23-7111
017-775-7111
0178-43-1111
0172-36-1211
019-654-0761
023-624-3762
0238-24-8181
022-227-9620
024-525-4089
024-922-5544
0246-24-2511
0242-37-2801
0248-23-3250
03-5819-0731
03-6911-3811
042-526-1311
045-985-2109
045-228-2255
046-523-1811
046-222-3344
042-753-1315
048‐640‐3181
048‐525‐7777
0429-25-5111
04-7162-3311
043-351-7373
0479-63-0007
0438-23-0211
029-300-1111
029-875-7272
0297-63-7111
027-220-1818
0283-24-5000
025-240-2111
0258-39-2500
025-527-3611
0263-36-5557
026-223-1125
0267-67-7451
055-233-2241
0555-23-3100
052-586-8795
0566-81-0904
0532-39-8810
0564-27-0226
058-251-3155
0575-67-1555
059-222-2525
059-353-8100
0596-25-5151
053-453-6311
054-248-3888
055-981-0035
0545-60-2510
0773-76-7777
075‐352‐3537
0774-23-3101
077‐561‐0606
0749-65-2120
052-990-2651
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開催地
石川（小松）
富山
福井
大阪
奈良
奈良（橿原）
和歌山
兵庫（神戸）
広島（廿日市）
広島（広島市中区）
広島（広島市安芸区）
広島（東広島）
広島（呉）
広島（福山）
岡山
島根（浜田）
島根（松江）
山口（光）
山口（長門）
山口（下関）
愛媛（四国中央）
高知
高知（窪川）
香川（高松）
香川（丸亀）
徳島
福岡（北九州）
福岡
福岡（久留米）
佐賀
佐賀（伊万里）
熊本（熊本市中央区）
熊本（人吉）
熊本（熊本市南区）
熊本（玉名）
長崎
大分
大分（臼杵）
大分（中津）
鹿児島
鹿児島(薩摩川内）
鹿児島（鹿屋）
宮崎（延岡）
宮崎（都城）
宮崎
沖縄

開催場所
小松商工会議所
富山国際会議場
福井市地域交流ﾌﾟﾗｻﾞ(AOSSA)
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬大阪支店会議室
ﾎﾃﾙ日航奈良 5F｢藤の間｣
かしはら万葉ﾎｰﾙ 3F会議室
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 和歌山営業所会議室
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 医薬神戸支店会議室
廿日市商工会議所
広島YMCA国際文化ｾﾝﾀｰ
安芸区民文化ｾﾝﾀｰ
賀茂泉館
ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞすぎや
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 福山出張所会議室
ﾎﾃﾙﾒﾙﾊﾟﾙｸ岡山
浜田ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
松江ﾃﾙｻ
ﾎﾃﾙ松原屋
ﾙﾈｯｻ長門 中会議室
海峡ﾒｯｾ下関
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚ 2階｢ｻｻﾞﾝｸﾛｽ｣
高知ｻﾝﾗｲｽﾞﾎﾃﾙ
四万十農協会館 2F 中ホール
ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松 5F 51会議室
丸亀市生涯学習ｾﾝﾀｰ
阿波おどり会館4F
ﾎﾃﾙﾆｭｰﾀｶﾞﾜ 小倉
都久志会館
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 久留米営業所会議室
佐賀市 東横ｲﾝ
伊万里ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 熊本営業所会議室
ｻﾝ人吉ﾎﾃﾙ
ｱｽﾊﾟﾙ富合(富合公民館)
玉名市民会館 第4会議室
長崎新聞文化ﾎｰﾙ
ﾎﾙﾄﾎｰﾙ大分
臼杵市観光ﾌﾟﾗｻﾞ
新博多町交流ｾﾝﾀｰ
ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ天文館
ﾎﾃﾙｵｰﾄﾘ
かのや大黒ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
旭化成向陽ｸﾗﾌﾞ
都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ
沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ

住所
小松市園町二1
富山市大手町1番2号
福井市手寄1町目4番1号
大阪市北区中之島3丁目3-23 中之島ﾀﾞｲﾋﾞﾙ4階
奈良市三条本町8-1
橿原市小房町11-5
和歌山市六番丁24ﾆｯｾｲ和歌山ﾋﾞﾙ11階
神戸市中央区京町83番地 三宮ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ11階
廿日市市本町5-1
広島市中区八丁堀7-11
広島市安芸区船越南3丁目2番16号
東広島市西条本町12-5
呉市中央3丁目8番18号ｻﾝﾛｰﾄﾞ共和ﾋﾞﾙ
福山市霞町1-2-11
岡山市北区桑田町1-13
浜田市黒川町4177
松江市朝日町478-18
光市虹ｹ浜3-9-16
長門市仙崎818番地1
下関市豊前田町3丁目3-1
四国中央市三島朝日1丁目1-30
高知市本町2丁目2-31
高岡郡四万十町榊山町586-2
高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2番1号
丸亀市大手町2丁目1番20号
徳島市新町橋2丁目20番地
北九州市小倉北区古船場町3番46号
福岡市中央区天神4丁目8-10
久留米市通町10-4 富士火災久留米ﾋﾞﾙ4F
佐賀市駅前中央1丁目10-36
伊万里市新天町466-11
熊本市中央区水前寺公園14-22
人吉市上青井町166
熊本市南区富合町清藤400
玉名市岩崎152－2
長崎市茂里町3-1
大分市金池南1丁目5-1
臼杵市大字臼杵100-2
中津市京町1524
鹿児島市東千石町2-30
薩摩川内市白和町1-20
鹿屋市共栄町12番3号
延岡市旭町6-4100
都城市北原町 1106-48
宮崎市橘通西1丁目1-2
那覇市字小禄1831番地1

電話
0761-21-3121
076-424-5931
0776-20-1535
06-7636-3400
0742-35-8831
0744-29-1300
073-433-4100
078-332-0428
0829‐20‐0021
082-227-6816
082-824-1330
082-423-2118
0800-200-2156
084-928-4878
086-223-8100
0855-23-7711
0852-31-5550
0833-71-0047
0837-26-6001
083-231-5600
0896-23-3355
088-822-1281
0880-22-0003
087-825-5000
0877-23-1091
088-611-1611
093-521-7000
092-741-3335
0942-30-7100
0952-23-1045
0955-22-2811
096-383-8311
0966-22-7741
096-357-4580
0968-73-5107
095-844-2412
097-576-7555
0972-63-1715
0979-24-2507
099-224-6639
0996-25-4000
0994-44-5511
0982-22-2052
0986-25-0111
0985-24-1008
098‐859‐6234

